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平成１８年度 国立大学法人鹿児島大学 年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

【学士課程】

、 、 。○教養教育においては 鋭い現実感覚を持ち 幅広い教養で総合判断できる人材を育成する

・教育センターの高等教育研究開発部及び外国語教育推進部の専任教員を増員し、高等教

育の研究開発や語学教育の改革等を推進する。

・到達度評価の具体的方法の研究開発に着手する。

・共通教育と専門教育の有機的連携の調査結果の分析に基づき、基礎教育科目の質的向上

などを中心に両者の連携を図るための方策を検討する。

・幅広い教養が形成できるように共通教育の教養科目受講の偏り是正を検討する。

○学部教育においては、基礎学力、専門的知識・技能を備えた人材を養成する。

・改正したカリキュラムに基づく低学年時基礎教育の質的向上を図る。

・動機づけのための教育を拡充する。

・関係学部はJABEE対応型カリキュラムの充実を引き続き進める。

・ISO9001システム（H17年度「特色ある大学教育支援プログラム」採択課題）等のPDCAサ

イクルに基づき、全学における教育改革モデルの策定を開始する。

○専門的職業能力等を高める。

・専門教育と連続性のある実用科学英語の授業の充実を図る。

・企業等の職業人による講義・実習の機会を増やし、専門的職業能力の養成に努める。

・インターンシップを推進し、協力先の拡充に努め、受講者数を拡大する。

・医学部、歯学部では、医の倫理、医療に関する法律等の科目を拡充する。

・医学部、歯学部では、臨床教授制度、介護施設実習、保健所実習など現場体験実習を充

実させる。

○ディベート能力とプレゼンテーション能力の向上を図る。

・演習、ゼミで情報機器を利用した発表の機会を増やす。

・授業等でディベート実践を推進し、討論や発表能力の向上に努める。

○国際的コミュニケーション能力と情報リテラシーの向上を図る。

・教育センターの外国語担当教員を増員し、外国語教育の企画・実施体制を充実する。

・共通教育の外国語科目（英語）のカリキュラム改編を実施する。

・英語教育用e-Learningシステムの利用促進を図る。
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・日本人学生と留学生が交流を深める場の充実を継続して図る。

○教員の教育力を開発するための企画を導入する。

・教員相互の授業参観を活性化し、その結果を教育活動改善に活用する。

【大学院課程】

○学術研究の著しい進展や社会・経済の変化に対応できる幅の広い視野と総合的な判断力

を備えた人材を養成する。

・学部教育を基礎として、学部教育と大学院教育の連続性を高める。

・修士課程・博士前期課程学生を対象として開講する共通科目を整備する。

・博士後期課程に、実社会においてプロジェクトを企画、立案、実施できる能力を育成す

る演習を導入する。

・ 派遣型高度人材育成共同プラン」のもとで産学連携による高度人材育成を図る。「

・TA制度を通じて、大学院学生に指導補助者としての実践的能力を身につけさせる。

、 。・TA任務遂行のために必要な基本事項を記載した勤務マニュアル等を作成し 周知を図る

○世界の研究拠点大学院を目指し、国際化、情報化に対応でき、国際的に活躍できる人材

を育成する。

、 、 、 。・学生の研究会 学会 国際会議等への積極的な参加を推奨し 研究発表の機会を増やす

・研究成果の国際誌への投稿を推奨、支援する。

【社会人教育】

○社会人教育の教育内容、方法、体制の充実を図る。

・地方や離島在住の社会人を対象としたサテライト教室を開講する。

・社会人に対するリカレント、リフレッシュ教育を積極的に推進する。

・現職教員、専門職業人の社会人大学院学生対象の教育体制を整備し、現場での質的向上

に結びつける。

・社会人の大学院修士課程・博士前期課程への受け入れの増加に引き続き努める。

・社会人大学院学生を対象にした、夜間開講、休日を利用した集中講義、インターネット

等を使った遠隔教育など多様な指導方法の導入に努める。

【留学生教育】

○留学生の教育指導体制を充実する。

・初中級者対象の日本語日本文化教材を開発、整備し、動機づけを強化する。

・英語をはじめとする多言語による「異文化理解」講義を開講する。

・留学生に対する専門教育での個別指導体制に関する実態調査を行い、必要に応じて指導

体制を再検討する。

【卒業・修了後の進路】

○学生が個々に適した職業を主体的に選択できるような能力を身につけさせる。
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・職業観の形成を目的として、引き続き低学年時からのキャリア教育を推進する。

・インターンシップ実施体制を見直す。

・在学生に現場体験を伝えるために、卒業した先輩との交流会や講演会を開催する。

・就職相談室における相談員の増員または相談時間の延長など、就職相談体制の拡充を図

る。

・引き続き学内での企業合同セミナー及び県外での企業ガイダンスを全学的に企画し実施

する。

【教育の成果・効果の検証】

○教育の成果・効果を検証する方法を開発し、評価を実施する。

・教育センターでは、PDCAサイクルを活用した教育の成果、効果を検証する方法等の調査

研究を進める。

、 、・学生及び教員による自己評価や相互評価等の結果をもとに 教育効果のあがる授業評価

授業改善システムの構築を検討する。

・授業公開月間を設けて全教員による授業公開と授業参観を実施し、改善点について提言

する。

・卒業（修了）生、就職先等に、学力や技術、能力等についてのアンケートを実施し、教

育の成果を検証する。

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

アドミッションポリシー

○教育目標、鹿児島大学が求める学生像を周知する。

・入試関係情報とともに各学部・研究科で育成を目指す人材について、ホームページ上に

開示する。

・留学生、社会人、帰国子女、編入学等の学生受け入れに関する基本方針（アドミッショ

ンポリシー）を、募集要項、ホームページ等に明記し、周知を図る。

○評価尺度の異なる入試を行い、大学が求める多様な学生を広く受け入れる。

・入試選抜方法について継続的に点検、改善に努める。

・社会人を対象とした異なる評価基準の入試方法を導入する。

・優れた留学生の獲得に海外で開催される留学フェアなどを活用する。

○受験生に対する入試情報の提供を充実する。

、 。・引き続き高校への派遣授業の拡充に努め また高校生を対象とした公開授業も提供する

・オープンキャンパスの内容充実に努め、高校からの大学訪問を積極的に受け入れる。

・全研究科がホームページを通じて大学院の入試情報の提供に努める。

教育課程

○多様な学生・社会のニーズを考慮し、教育目標に沿ったカリキュラムを編成する。

・各部局の基本理念、目標等を尊重しつつ、時代のニーズを反映した授業科目の新設を検
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討する。

・学芸員資格取得のための講義科目を整備充実する。

・多職種、多分野の講師による「教養特別科目」を、講師の入れ替えなども考慮し更に充

実させる。

・関係学部において、臨床教授制度、インターンシップ、介護施設・保健所等実習など、

現場体験実習を充実させる。

・県内大学、放送大学との単位互換協定科目を履修する学生の増加を図る。

○外国語によるコミュニケーション能力を育成するための授業科目を充実する。

。・学生の勉学意欲を喚起し社会の多様なニーズに応えた外国語カリキュラムの改編を行う

・外国語科目（英語）の標準テキストの開発に着手する。

・英語関係カリキュラムの改編により開講する「インテンシブ英語」の受講資格にTOEFL、

TOEIC等のスコアを利用する。

○カリキュラムを見直し、一層充実したものとする。

・大学院学生を対象にした長期インターンシップを推進、保証するカリキュラム策定に着

手する。

・フィールド教育、フィールドリサーチの実施状況の調査を行う。

・大学院修士課程・博士前期課程対象の共通開講科目「いのちを学ぶ」科目群を整備し、

スタートさせる。

・国際体験教育を増やし、多角的視野や判断力、問題探究心を養成する。

・導入的、入門的性格の高い専門教育科目は「全学共通科目」として開講を検討する。

・高等学校教育内容を考慮したカリキュラム編成に従い、教養教育、専門教育との連携を

図る体制を整える。

・専門分野間の有機的な関連性を重視し、分野横断的講義を開講する。

・共通教育アンケートの調査結果を分析、検証し、カリキュラム改善の提言に活用する。

、 。・社会人大学院学生に対しては 個々人の都合に配慮し柔軟な履修プログラムを編成する

・引き続き企業等実務家による講義科目の充実を図る。

○海外を含めた他の教育研究機関との有機的な連携に努める。

・博士前期または後期課程の一時期を、海外を含めた他大学、他研究機関で研究や研修す

るプログラムを構築する。

・海外の交流協定校と連携し、英文による日本文化入門教材を製作し、外国人の日本理解

を促進する。

・連携大学院制度等を活用した教育及び研究指導委託を引き続き推進する。

・連合農学研究科では他の連合農学研究科との学術交流及び単位互換等を検討する。

○社会との連携を図り、地域に密着した教育を行うためのカリキュラムを編成する。

・県内の離島での教育、医療や自然環境実習などを取り入れたカリキュラムをさらに充実

させる。
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『 』・多島圏研究センターと連携した教養特別科目の 離島対策：離島の現状と活性化の方策

をさらに充実させる。

・弁護士、医療施設のリスクマネージャーなどの応援を得て、社会的ニーズに対応できる

教育内容・方法を充実する。

・離島を含む地方で開講するサテライト授業を試行する。

・長崎大学教育学部と琉球大学教育学部との連携協力に基づいて、離島・僻地教育におけ

る教科指導の開発研究事業に着手する。

・法科大学院においては、司法過疎地域としての南九州に立脚した法曹養成機関として離

島における実習教育（リーガルクリニック）を充実させる。

教育方法

○授業時間外の準備学習、復習、補習教育などの実施体制を整備する。

・準備学習スペースとしてコモンスペースやリフレッシュスペースを活用する。

○個別指導、少人数教育を重視した教育を行う。

・学生の個性を伸ばし、課題探求能力、問題解決能力を養うために、演習等の少人数教育

を充実する。

・入学年度ごとに複数の担任教員または指導教員を配置し、きめ細かい指導体制の強化を

図る。

・教育学部では、附属学校園教諭及び県総合教育センター所員等連携機関との協力拡充を

図る。

○学生が自主的に行う授業や、学生の発表の機会を増やす。

・問題を実践的に解決する能力を養うために、フィールドワークの授業を充実させる。

・双方向的、学生参加型、課題探求的な授業形態をさらに拡充する。

・大学院学生に対し、国内外での学会等への出席や発表を引き続き推奨する。

・学生参加型の児童生徒学力向上等のプログラムの拡充に努める。

○情報機器・教材等を有効に活用する。

・情報ネットワークを活用する教育の方法と設備を再検討する。

、 、 。・情報教育科目の補助として 大学院学生をTAとして採用し 少人数指導の環境を整える

成績評価

○シラバス等に評価基準を明確に示し、成績評価を厳正に行う。

・ 授業概要・シラバスの書き方」に準じて、全ての学部・研究科で、シラバスに成績評価「

基準を明記する。

・シラバスに成績評価基準を明確にし、それに基づいた厳正な成績評価を行うように努め

る。

・成績に関する学生の問い合わせに応じる体制の整備を検討する。
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○学習達成度把握のための調査研究と教育への応用を図る。

・教育成果の評価及び学習達成度確認の方法について研究開発を進める。

・GPA制度を検証し、改善を図る。

・追試や再試の在り方を検討し、厳正な成績管理を行う。

○国家試験合格、国家資格取得等の目標を立て、勉学意欲の向上を図る。

・国家試験、資格等受験可能な資格に関する情報を提供する。

・各種資格の取得に結びつくカリキュラムを整備する。

、 。・関係学部のすべてにおいて学芸員資格取得が可能になるよう 開講科目を整備充実する

・TOEFL, TOEIC等の外国語資格取得を目的とした実用的英語教育を充実させる。

○優秀な学生を表彰する制度を充実し、勉学意欲を高める。

・公募型の学術奨励賞や優秀学生賞を獲得するための支援を行う。

○大学院学生の研究成果に対する評価については、独自な発想を重視する。

・大学院学生の研究成果に対する評価基準を整備する。

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

教育の実施体制

○目標達成のため、教職員を適切に配置する。

・各部局において、基本理念、教育目標等に基づいて、教員の教育負担の実状を精査、分

析し、授業負担の適正配置に向けた具体案の作成に着手する。

・年度計画に従って教員を配置し、獣医学教育の充実を図る。

・医学部、歯学部等において、教育支援を専任で担当する教員を含む支援組織の設置を検

討する。

・制度や組織の改革を進める学部・大学院においては、教員の再配置や講座間異動を検討

する。

○ＴＡ制度等の整備充実を図る。

・学部学生対象の少人数教育の充実のため、TA 制度を活用し大学院学生による指導補助体

制を強化する。

・司法政策研究科の法情報論の講義にTAを配置し、継続的に教育の質の向上を図る。

○大学院における教育研究指導体制を拡充強化する。

・大学院教育研究指導教員を増やし、研究指導体制を強化する。

・大学院教育や研究指導に学内の諸教育研究施設のスタッフを組み入れ、連携性を強化す

る。

・修学期間内での学位申請率の向上に努める。
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○教育体制を整備し、情報教育を推進する。

・教員養成課程での情報教育の現状を点検し、改善し、初等・中等教育の情報教育との対

応を図る。

・随時ネット利用の可能な学習室などを整備する。

・学術情報基盤センター等で情報教育支援のための「IT相談室」を設ける。

○評価及び評価結果を活用し教育活動の質を改善する。

・学生と教員の意見交換の場を継続して設け、教育内容の改善を図る。

・授業評価・改善・実行のサイクルの実践を通して教育内容の向上に努める。

・学部、研究科毎にシラバスの電子化を進め、学生や教員がweb上で閲覧可能な体制の構築

に努める。

、 。・全教員による授業公開と授業参観を推進し 教員相互による授業改善の体制を充実する

・構成員の活動状況等の点検・評価に基づき、教育評価を授業内容改善に活用する。

○全国共同教育、学内共同教育等を積極的に進め、教育の質を高める。

・鹿児島県内大学間単位互換制度のコーディネイト科目（特別開設科目）を拡充し、制度

を活性化する。

・優れた客員教員等を招聘し、講義の充実を進める。

・放送大学開設科目を履修する学生への支援を行う。

・各学部で開講されている講義科目を他学部生にも開放し、単位として認定するよう共通

ルールを整える。

・国内の他大学・他教育研究機関と連携・協力し、教員の教育力向上や学生の学力向上を

図る。

・九州大学法科大学院・熊本大学法科大学院等との三大学教育連携を進める。

○附属病院、附属施設等における教育実施体制を整備する。

・附属病院、附属動物病院での臨床教育を一層充実させる。

・附属施設等教員の共通教育、学部教育への参画率を増加させる。

○教室・演習室・実験室等を整備する。

・少人数教育の充実を目指し、可能な範囲で教室、演習室、ゼミ室等の整備を図る。

・自主ゼミ等にコモンスペースを開放する。

・講義室等の視聴覚機器、情報機器の設置状況を調査し、更新、充実の計画を立てる。

○図書館を整備拡充する。

・学生用図書としてシラバス対応図書を随時更新整備する。

・課題探求学習に資する専門図書を整備する。

・自習室、閲覧スペースなどの学習環境を整備する。

・引き続き留学生用資料等の整備、充実に努める。

・地域サービスの一環として、子ども見学デーを開催する。
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・NPOとの連携協力をとり、貴重図書等の展示会や講演会を県内各地で実施する。

・鹿児島県歴史資料センター黎明館との連携事業に取り組む。

・全国の外国雑誌センター館と連携して、資料の収集、整備を行う。

・図書館間相互利用（ILL）業務の効率化を図り、学内外との文献資料提供、取得の迅速化

を進める。

・試験期間中の開館時間の延長を実施する。

・研究室貸出図書のデータ管理を行うと共に、共同利用の円滑化を図る。

・電子ジャーナル、文献データベースの安定的供給を図る。

・蔵書構成及び配架の最適化に努める。

・図書目録データの電子化事業を引き続き推進し、教育研究の支援を行う。

・玉里文庫（島津久光及び玉里島津家旧蔵書）及び学術的な郷土資料について、デジタル

化とデータベース化をさらに推進し、学外へ発信する。

・学内で生産された知的生産物を保存、公開するシステムの構築に着手する。

・学生及び大学院学生を対象にした学術情報アクセス及び文献検索講習会を定期的に実施

する。

・学内外の各機関と連携し、情報リテラシー支援機能を強化する。

・附属小中学校等では、図書室の整備、児童生徒への読書指導を強化し、電子化の推進を

検討する。

○コンピュータ及び情報ネットワークを整備し、活用する。

・学生が随時利用できる情報ネットワーク環境の整備を引き続き推進する。

・教員の教育研究内容等をホームページにより公開する。

○教材、学習指導法等の研究開発を進め、授業改善を図る。

・教育センターを中心に授業評価、FD研修授業、FDワークショップなどのFD活動を活発に

展開し、授業改善に役立てる。

・ｅ-Learningシステムとコンテンツの開発とその導入を継続して推進する。

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置

学生への学習支援

○学生の学習相談・助言・支援に組織的に取り組む。

・留学生のチューター説明会を開催し、留学生の生活支援、日本語学習を支援する。

・ボランティア活動、体験活動への支援を継続する。

・各種資格等取得のためのカリキュラム案内等を充実させる。

学生への生活支援

○学生に対する生活相談・健康相談・就職支援体制を充実する。

・多様な入学者に対し、修学に関する情報のきめ細かな提供に努める。

・学生の日常生活を支援するため、アメニティの向上を図った環境整備を行う。

・就職ガイダンス、企業講演会や説明会の開催、会社や研究所等のインターンシップへの
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参加を奨励する。

、 。・就職相談窓口を充実させ 多くの学生の相談に応じることのできる体制づくりをめざす

・定期健康診断の他、心の健康維持についての相談窓口の充実化など、学生に対する質の

高い健康管理を行う。

・未就職卒業生との連絡を密に行い、求人情報の提供を充実する。

・アカデミックハラスメント等の無いキャンパスライフを保証する体制を整備する。

○経済的支援に関する具体的方策を検討する。

・各種奨励金制度に関する情報の周知を図る。

・優秀な学生に対する育英制度を新設する。

・経済的支援が必要な学生に対する入学料免除、授業料免除制度の改善策を検討する。

・優秀な留学生に付与する奨学金の制度を整備し、実施する。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

研究水準及び研究の成果等

○学内の研究に目指すべき方向性を持たせて支援する。

・学問それぞれの分野に関する基礎的及び最新の研究を推進すると同時に、諸領域にまた

がる総合的、学際的な研究を推進する。

・鹿児島大学を拠点とするフィリピン共同研究プロジェクト等を開始する。

・独創性が高い基礎研究及び社会的ニーズの高い応用研究を基に、全学横断的に地域課題

の解決に取り組む。

・若手教員の創造性を伸ばす方策を検討する。

○国際競争力があり、戦略研究的な要素を持つ研究を推進する。

・異種移植プロジェクトを継続し、遺伝子改変医用ミニブタのクローン作出を目指す。

・島嶼圏をモデルとした健康、長寿社会の確立を目指した研究を継続する。

・学部、研究科等の枠を超えた総合的・学際的な研究の支援を継続し、地域に特徴的な疾

患に関するプロジェクト等を開始する。

○地球環境の持続的発展と人類の福祉の調和を図る研究に重点的に取り組む。

・先端獣医科学講座を新設し、地域に特徴的な感染症対策研究を推進する。

・シラス地帯における土砂災害総合防災情報ネットワークを整備する。

・鹿児島フィールドミュージアム研究を継続する。

・島嶼域水圏資源環境の開発管理及び資源の有効利用に関する研究を推進する。

・人間の健康を保全するプロジェクト研究を推進する。

・国際的宇宙関連プロジェクト研究を推進する。

・食の安全性に関するプロジェクト研究を継続発展させる。

・情報、通信、エネルギー、ナノテクノロジーに関する研究を推進する。
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○研究成果を公開し、社会へ還元する。

・学内外から研究成果などをキーワード検索可能とするシステムの充実を図る。

・教員の研究成果をインデックス化し、公開可能にする。

・公開講座、シンポジウム、市民や中高生等を対象としたプロジェクト研究発表会等を積

極的に行い、研究成果の普及に努める。

・学内プロジェクト研究など重点的配分経費により行われた研究の成果及び進捗状況を公

開する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

研究者等の配置

○研究体制を整備し、研究者等を適切に配置する。

・研究戦略室を設置し、外部資金獲得の方策を検討する。

・社会・地域の要請に応じた研究について学内外の意見を集約する。

・フロンティアサイエンス研究推進センター（FSRC)における重点研究プロジェクトを新規

に採択し、重点的に予算配分する。

・フロンティアサイエンス研究推進センター（FSRC）プロジェクトの中間評価を、戦略的

研究企画推進委員会が行う。

・学長裁量経費による基礎研究及び萌芽的研究支援を継続する。

・特任教授の設置を検討し、プロジェクト研究、リエゾン活動、外部資金導入などの体制

を強化する。

・プロジェクト研究員などの確保を図り、研究効率を高める。

・サバティカル制度を導入するために、教員の教育研究実態に関する調査を行う。

・優秀な外国人研究者等の招聘を引き続き進め、国際的共同教育研究を推進する。

・教員の研究体制を整備するために、研究、教育、社会貢献、診療に対する意向調査を実

施する。

・研究の高度化を推進するため、大学院の設備環境と人員配置について点検する。

・外部研究費を獲得した教員の支援方法について検討する。

・研究資金、競争的資金の獲得のための全学的な資金援助策を試行する。

・若手研究者を支援するために研究環境の現状把握を行う。

。・学長裁量経費により部局長等の推薦に基づき若手研究者を支援するシステムを構築する

研究環境の整備

○研究設備等を効率的に活用し、必要な設備等を整備する。

・大型機器の維持管理システムを引き続き整備し、共同利用可能な機器をフロンティアサ

イエンス研究推進センター（FSRC）を中心に集中管理する。

・PFI事業により環境バイオ棟の改修を継続する。

・総合研究博物館は学内の学術標本の所在や活用状況を確認するための調査を継続し、情

報公開により活用を促進する。

○研究資金を有効に利用する。
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・外部資金に対する管理経費の在り方の検討を始める。

・学内全体の調和の取れた研究計画を立案するために、研究戦略室において中長期の全学

的な研究計画を検討する。

・戦略的研究企画推進委員会が決定した、特に優れた研究、特色ある研究に対して教育研

究活性化経費を配分する。

○知的財産の創出を図り、適正に管理し、活用する。

・産学官連携推進機構（地域共同研究センター、ベンチャービジネスラボラトリー、知的

財産本部を統合）知的財産部門の専門職員の充足について検討する。

・学部等で知的財産や特許出願の啓発教育を継続する。

・特許セミナー等知財啓発活動を通じて、年間出願件数の前年度比増を目指す。

・守秘義務、ノウハウ、研究マテリアル等の管理ガイドラインを策定し、周知する。

・知的財産の活用方針を点検し、改善を図る。

○研究活動を適正に評価し、評価結果を質の向上に結びつける。

・研究業績に対する評価システムを試行する。

・優れた研究者の処遇、支援の方策を検討する。

・学外の専門家を中心とした研究プロジェクトを評価する委員会の設置を検討する。

・研究成果等の研究活動を大学のホームページから閲覧できるようにする。

○全国共同研究、学内共同研究等を推進する。

・国内外の大学及び他研究機関との共同研究をさらに推進する。

・国際学術交流協定校との研究面での人的交流を促進する。

・国内大学等との機関交流を推進する。

・新たな寄附講座の設置を目指す。

○地域の高等教育機関、研究機関等との研究協力を推進する。

・産学官連携推進機構を設置し、地域諸機関と連携し社会的要請の強い問題の解決にあた

る。

・鹿児島県工業倶楽部との包括連携協定に基づき、地域産業の発展を支援する。

・教育現場の課題について、地域の教育機関（他大学等）との共同研究を推進する。

３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置

社会との連携、国際交流等

○地域社会と積極的に連携し、協力する。

・地域社会における知的ネットワークを構築し、公開講座、講演会、イベント等を自治体

等と共同で開催する。

・学内共同教育研究施設等による一般市民を対象とした公開講座を実施する。

・生涯学習教育研究センターの講師データベースを構築し、地域住民との知的交流の契機
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をつくる。

・奄美サテライト教室を活用して、大学院の講義科目を提供する。

・法科大学院では鹿児島大学法律事務所の開設に向けた検討を開始する。

・法科大学院においては、司法過疎地域としての南九州に立脚し、司法基盤の強化をめざ

した地域連携活動を行う。

・県及び市町村教育委員会との連携協力協定の締結を目指す。

・初等、中等教育に携わっている教員を対象とした講義を引き続き提供する。

・遠隔地で勤務する医療従事者の情報通信システムによる生涯教育やステップアップの支

援を検討する。

・市民等による鹿児島大学を支援協力する組織の構築を検討する。

○総合大学の総合性を活かし、地域に貢献する。

・フロンティアサイエンス研究推進センター(FSRC)において、地域的課題や鹿児島大学が

拠点となるべき課題を採択し、実施する。

○産学官連携を積極的に推進する。

・鹿児島県工業倶楽部との包括連携協定を基に、地域社会と共同して未来を見据えた新し

い研究開発テーマを設定する。

・産学官連携推進機構を中心に、県内外の企業や自治体等との共同研究を積極的に行う。

・産学官連携推進機構を設置する。

・県内企業等との交流会、相談会等を定期的に開催し、地域産業の抱える問題解決を支援

する。

・教員の自治体への協力意識を高め、地域貢献に積極的に関与する。

・同窓会連合会との連携窓口を産学官連携推進機構に設置する。

・鹿児島大学ＶＢＬのシリコンバレーオフィスが現地日本人企業家等との情報交換を積極

的に進める。

○地域の公私立大学等と積極的に連携を図る。

・ 大学コンソーシアム鹿児島」の創設をめざす協議会に引き続き参加し、設立条件を検討「

する。

・鹿児島県内大学等間の単位互換制度活性化のために、夏季休暇期間などでの特別開設科

目（ コーディネイト科目 ）を拡充する。「 」

○留学生交流を含め、諸外国の大学等との教育研究交流を深める。

・国際戦略本部を中核として教育研究交流推進のための国際戦略を策定する。

・国際戦略の基本方針に基づき、留学生の受け入れ及び派遣を促進する。

・留学生に魅力ある環境づくりの一環として、外国人留学生に役立つ情報の多言語化及び

広報活動を推進する。

・優秀な大学院学生等の若手研究者を国際共同研究、国際学会等に積極的に参加させる。

・全学を対象とした国際協力農業体験等、学生の海外研修を継続・発展させる。
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・国際戦略本部を中核として、大学間国際共同研究を推進する。

・アジア圏・島嶼圏等との地域特性を活かした国際連携を推進するため、同地域における

中核的研究機関との交流協定の増加を図る。また、協定校とのプロジェクト型連携及び

グローバルな地域間ネットワーク構築のための拠点形成型連携を推進する。

・多国籍合宿に参加するボランティアを養成し、合宿の企画、実施の継続性を図る。

・留学生会（KUFSA）主催のカントリートークを支援する。

・留学生等に関するデータベースのデータ継続収集及び更新を行う。

○教育研究活動面で国際的に貢献する。

・国際戦略本部を中核とした国際協力推進のための国際戦略を策定する。

（ ） 、 （ ）、・政府開発援助 ODA プロジェクトを企画・立案し 独立行政法人国際協力機構 JICA

国際機関等に実施の提案をする。

・JICA等を通して、専門家の派遣及び外国人研修員の受け入れを継続・充実させる。

。・拠点大学方式による学術交流事業を発展的に継承する国際交流プロジェクトを計画する

・東アジア、東南アジア及び島嶼圏等の発展途上国の諸課題の解決に貢献するため、外国

人研究者を招聘し、医療、環境、食資源に関する国際共同研究を促進する。

・ASEAN地域における学部横断プロジェクト「水圏環境・食資源・島嶼医療分野で国際的に

活躍できる高度専門能力及び技術経営能力を備えた人材の養成 （４年計画の初年度）を」

実施する。

・国際戦略本部を中核とした海外調査、研究及びその成果の普及に関する国際戦略を策定

する。

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

○医療サービスの向上や経営の効率化を図る。

・地域医療連携部を充実させることにより、地域医療連携を図る。

、 、 。・本院の治療方針・診療実績等を広く公表するため ホームページ 広報誌の充実を図る

・セカンドオピニオン外来の設置に向け検討する。

・無医・歯科医地域への巡回診療活動を実施する。

・診療情報ＤＢを構築し、安全なネットワーク上で情報共有が迅速、正確に行えるように

する。

・離島や遠隔地における医療サービスの向上に寄与できる診療体制の構築について検討す

る。

・適正な貢献度評価方法に基づいた医師の適正配置を行う。

・医療従事者の人事交流の推進及び待遇改善により専門的知識・能力を有する人材を確保

する。

・事務部門は、業務及び組織の見直しと職員の再配置を推進する。

・教職員を機動的に配置できる体制を整えるため、具体的検討を行う。

・各種医療専門職員の適切な業務習得のため、他病院・医療機関等への派遣及び視察を積

極的に実施する。

・業務遂行上必要な講習会・関連学会等へ積極的に参加させる。
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・院内研修会や講習会等を積極的に開催し、職員の資質の向上を図る。

・高度医療・先進医療の開発を積極的に行うとともに、その成果について広報の推進を図

る。

・専門外来等の充実を図る。

・患者満足度調査、院内巡視等を実施し、患者及び家族からのニーズを把握し、患者サー

ビスの提供、病院アメニティーの向上を図る。

・臓器別・疾患別診療体制及び医科と歯科の連携の充実を図り、引き続き患者本位で効率

的な診療体制を推進する。

・法人化に対応した病院経営を図るため、民間的経営手法の導入について検討する。

・医療の質の向上のため日本医療機能評価機能の更新に向け具体的改善策を実施する。

、 、・医薬品・医療材料の価格情報の収集を図り 合理的な購入方法の見直しを行うとともに

消耗材料等の節約に努める。

・臨床試験の推進のための外部資金の導入拡充を継続する。

・管理会計システムを活用して部門の業績評価による損益改善等を行い、病院全体の効率

化を図る。

・経営効率化のため病床再配分、設備の再配置等を行い、資源の有効活用を図る。

・管理的経費の削減策として、会議資料の精選、ホームページ・電子メールによるペーパ

ーレスの推進等による業務の効率化や定期保守契約内容の見直し等を図る。

○良質な医療人を養成する。

・共用試験CBT・OSCEの実施体制の充実により、臨床実習に必要な基礎的知識・技能の修得

を図る。

・臨床教育において、診療参加型の臨床実習の充実に向け検討する。

、 。・学生・研修医の進路指導 カウンセリング等を中心とした指導体制のさらに充実を図る

・卒後研修プログラム「桜島」及び歯科における卒後臨床研修プログラムの管理・運営体

制の整備を図る。

・地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム「離島へき地医療を志す

医師教育支援－双方向・多元的情報網を活用した先進的医療人教育プログラム」に基づ

き、地域医療に貢献する医療人養成を行うため、医療人教育システムを活用した、教育

・研修の充実を図る。

・医科、歯科の卒後臨床プログラムを評価・検証し、研修評価システムを含む卒後臨床プ

ログラムの一層の充実を図る。

・専門医研修プログラムにより、各種専門医の取得を推進する。

・地域医療機関を対象に臨床研修セミナーを年１回以上開催し、社会貢献を推進する。

○研究成果を診療へ反映させ、先端的医療を導入する。

・ATL、HAMなどの難治性疾患病態究明、各種の新しい診断法・治療法の開発の促進や有効

性の検証等幅広い臨床研究を推進する。

・高度医療を提供することにより、患者のQOLの向上、早期社会復帰を推進する。
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○安全管理体制を強化し、安全管理に万全を期すことで、医療の質の向上を図る。

・安全強化月間の設定、安全管理の研修会等の実施により、安全管理体制を強化する。

・大学間相互チェックの評価結果などに基づき、計画的に改善を行う。

・クリティカル・パスの充実を図る。

・電子カルテを一部導入し、診療録の一元化を図る。

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置

○附属学校と大学・学部との連携・協力を一層強化する。

・定期的に実施している公開研究を継続し、さらに充実させる。

・各附属学校園が相互に乗り入れる研究会を発足させる。

・公開研究における全体会や分科会、ポスターセッションのさらなる充実を図る。

・各教科等ごとに授業改善のための研究会をさらに拡充する。

・附属学校園の教育に大学教員、大学院学生、学部学生が参加することを継続的に推進す

る。

・学部と幼稚園が連携して幼児教育研究会の組織化を検討する。

・効果的な教育実習をさらに追求する。

○附属学校の運営を見直し、改善する。

・附属学校園運営協議会を年２回定期的に開催し、課題実現の状況を点検する。

・ 特別支援教育推進研究協議会（仮称 」の設置を検討し、県内公立学校での特別支援教「 ）

育の推進を図る。

・附属養護学校は地域の特別支援教育のセンター的役割の一層の拡充を図る。

・地域の幼児教育センターとしての機能を図るため、附属幼稚園のホームページの工夫、

改善を推進する。

・附属小学校は英語教育の教育課程の再編成に努めるとともに、中学校との効果的な接続

を検討する。

・状況の変化等の必要に応じて、安全管理マニュアル、教育課程実施中の事故への対応マ

ニュアルを適宜改善する。

○附属学校の目標を達成するため、入学者選抜を見直し、改善を図る。

・各附属学校園において、入学者選抜の在り方の改善を検討する。

○公立学校との人事交流を図るとともに、体系的な教職員研修を実施する。

・県教育委員会との連携協議会において、継続的に人事交流の円滑化と優秀な人材の確保

を推進する。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

効果的な運営体制を構築する。

○経営戦略確立に必要な情報の収集・分析能力向上に努め、意思決定のプロセス、権限と
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責任が明確な体制を構築し、整備する。

・常置委員会を発展的に解消して、運営の企画立案機能を強化する体制を構築する。

○機動的な運営体制を構築する。

・戦略会議の在り方を見直し、機動的な学内運営及び意思決定を進める。

・適切な内部監査を行うため、監査・業務改善室を設ける。

○大学に相応しい運営体制を構築する。

・経営協議会において必要に応じて教育研究評議会の構成員との意見交換の機会の確保に

努める。

・大学運営におけるボトムアップ型の意見集約機構として、部局長等会議を位置づける。

・研修等の実施を通じて事務職員、技術職員の資質向上を図る。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

教育研究組織の編成・見直しのシステムを整備する。

○附属病院等を含め教育研究組織の見直し、統合・再編、教員配置の見直し、学生定員等

の見直しを適宜行う。

・鹿児島大学の将来構想を継続して検討する。

・教育研究組織等の在り方について見直しを行う。

○地域社会の要望に応じて、学部組織の充実を図る。

・地域社会の要望を反映した教育研究組織を整備する。

○社会の要請に応じて大学院の拡充、再編を図る。

・社会の要請を分析し、高度専門職大学院を設置する為の検討を行う。

・大学院の整備充実を重点的に行う為の検討を開始する。

○学部・大学院の教育研究の方向性に合わせた附属施設の整備充実を行う。

・教育研究の方向性に合わせて学内共同教育研究施設を整備する。

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

柔軟かつ多様な人事システムを構築する。

○教員選考のより一層の適正化と人材の多様化を図る。

・優れた教員の採用、任期制の在り方等について検討する。

○大学運営の専門職能集団として事務・技術職員の資質向上を図る。

・事務職員、技術職員の能力・実績等を考慮した評価システムを構築し、試行する。

・専門的知識、能力が必要な部署について、新たな採用や人材養成の方針を構築する。

・事務職員、技術職員の専門性を高めるための研修等を実施する。
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○「行政改革の重要方針 （平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の」

実行計画を踏まえ、平成17年度当初の常勤役員報酬（基本給、諸手当）及び常勤職員給

与（基本給、諸手当、超過勤務手当）に係る人件費予算相当額について、平成21年度ま

でに概ね4％の削減を図る。

・ 行政改革の重要方針 （平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の「 」

実行計画を踏まえ、平成17年度当初の常勤役員報酬（基本給、諸手当）及び常勤職員給

与（基本給、諸手当、超過勤務手当）に係る人件費予算相当額に比して、概ね１％の削

減を図る。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

事務処理の効率化・合理化を図り、事務組織を見直す。

○事務組織を再編し、職員を適正に配置する。

・専門的知識、能力が必要な部署に適切な人員配置を行う。

・効率的、効果的な事務処理を行うため、事務組織を再編する。

・技術職員の一元的な組織化を進め、教育研究支援に参画させる。

○事務処理の電算化と外部委託を推進し、効率化を図る。

・事務書類の簡素化、電算化を推進し、業務の省力化、効率化を図る。

・事務処理の一部について外部委託を実施する。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

○外部研究資金等の増加と授業料収入等の安定確保を図る。

・科学研究費補助金の申請率を高めるため、申請状況の公表、採択経験者による講習会な

どを継続して実施する。

・外部研究資金獲得の研究支援としての研究経費の政策的な予算編成を実施する。

・受託研究・共同研究、産学連携等を推進する。

・大学施設の利用者増を図るため、｢利用可能施設状況｣のホームページを毎年更新する。

・公開授業の開講コマを充実させ、受講生の増加に努める。

・入学者確保のため、積極的な大学のＰＲを実施する。

・休学者、退学者の減少に向けて対応を図る。

○病床稼働率の向上等により、病院収入の増加を図る。

・病床管理の一元化や病々診連携の在り方を工夫して、病床稼働率の向上を図る。

・歯科部門における自由診療に関するアンケート調査の結果等を参考に、独自の妥当な自

費料金と新たな自由診療の設定を検討する。

・各部門ごとに公正な業績評価を行い、部門の活性化と職員の意識高揚を図る。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

○ 事務管理の効率化、合理化によって管理的経費の削減を図る。
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・業務内容の見直し、事務の合理化等を推進する。

・事務機器等の複数年契約を導入し、事務の効率化や経費の節減等を図る。

・全学的な管理的経費の分析を踏まえて、光熱水料、消耗品費などの節減に継続的に努め

る。

・電力供給に競争契約を導入する。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

○全学の資産状況を常に把握し、運用できる体制を整備するとともに、各部局が管理運用

する資産については定期又は随時に点検し、その実効性を高める。

・各部局の管理運営する資産についても定期又は随時に点検を実施し、実効ある運用を図

る。

○外部資金等の余裕資金は、ペイオフ対策を図りながら、確実な運用管理を行う。

・余裕資金については、ペイオフ対策に配慮し、確実な運用管理を行う。

○大学施設を学外者が容易に借りられる方策を検討する。

・学外者による大学施設利用の利便性を図るため、｢利用可能施設状況｣のホームページを

毎年更新する。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

○自己点検・評価を行う体制等を常に改善する。

・教育職員の活動状況等の点検評価を実施する。

・自己点検、自己評価の項目並びに方法を見直す。

・大学機関別認証評価に対応させるために、教育研究総合データベースの項目を追加、修

正する。

・教育・研究総合データベースのデータ項目を見直し、点検、評価に活用する。

○評価結果を大学運営の改善に活用する。

・評価結果等を公開し、社会からの意見を広く求める為の方策を検討する。

・大学運営に対して経営協議会の外部有識者による意見をフィードバックさせるシステム

を導入する。

・研究、国際連携に係るプロジェクト事業に対して、外部有識者による評価を実施する。

○第三者評価結果を次期中期計画策定に活用する。

・大学機関別認証評価のシミュレーションを行う。

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

○大学情報を積極的に公開する。

・広報組織のあり方を検討し、広報体制の充実を図る。
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・個人情報保護法への対応状況のフォローアップと個人情報保護の意識啓発に努め、適正

な個人情報管理を行う。

・大学紹介DVD等の作成を継続して行う。

「 」 、 。・広報誌 鹿大ジャーナル に関するアンケート等を実施し 掲載内容等の充実に努める

・大学ホームページに関する意見等をメール等で送ってもらい、掲載内容等の充実に努め

る。

、 。・大学ホームページを充実させ 可能な限り多くのサイトでリンクしてもらうよう努める

・広報委員会等において、部局ホームページを定期的に点検し、内容の充実等について助

言を行う。

・特色ある教育研究の取組の英語での情報発信を行う。

・広報誌「鹿大ジャーナル」の英語版ニューズレターのアップロードを継続する。

・英語版ホームページ掲載事項の利用者の視点に立った体系的リンクの張り直しを行う。

・一般公開が可能な施設の広報の充実に努める。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

○「鹿児島大学における施設マネジメントに関する基本方針」に基づき、計画的な施設設

備の整備を行う。

・施設整備及び学園環境改善に関する企画・立案の充実を図るための体制を整備する。

・キャンパスマスタープランに基づき （郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業を、

推進することとし、農学部４号館の完成及び農学部１号館の着工を目指す。

・キャンパス内における老朽化した施設・設備の改善を行い、良好な教育研究環境の維持

を図る。

・キャンパスの駐輪場計画を策定し、良好な教育研究環境を実現できるよう整備を推進す

る。

・農学部１、４号館及び共通教育棟において中央冷暖房方式から24時間対応可能な個別空

調方式への移行を推進する。

・環境マネジメント体制を整備し、環境に配慮した活動を行う。

・キャンパスにおける外来者へのサービス向上と地域に開かれた大学を目指し、環境整備

を行う。

・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において、農学部４号館のバリアフリー（

対策を実行する。

・構内危険箇所の解消を順次推進する。

・附属病院の将来計画を踏まえ先進医療に対応した整備計画を策定する。

・建物等維持保全マニュアルに基づく現状調査及び修繕計画書に基づき維持管理、予防保

全等を推進する。

・省エネルギーを推進し、エネルギー使用の効率化、合理化を図る。

・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において、農学部４号館の完成及び農学（

部１号館の着工を目指す。
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○「鹿児島大学の施設等の有効利用に関する基本方針」に基づき、教育研究の活性化を促

す空間の創出や全学共通スペース等の確保を図る。

・講義室の利用実態調査結果をもとに、各学部と共同で講義室の有効利用方法の検討を開

始する。

・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において、農学部４号館に共同利用スペ（

ースを確保する。

・ 施設等の有効利用に関する基本方針」に基づき既存施設の利用状況の点検、評価を実施「

し施設の有効利用を推進する。

・郡元キャンパスにおいて、学術情報基盤センターと共同で学部間にまたがる会議室の有

効利用システムの整備を推進する。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

○防災計画の策定と防災訓練の実施に努める。

・平成18年度設置の危機管理対策検討委員会においてマニュアルの作成、研修の実施、そ

の他危機管理に関して実施が必要な事項を検討する。

・鹿児島大学防災基本規則に基づき、各部局において策定した防災マニュアルを見直す。

・策定した各種災害対策マニュアルに基づき、全学及び部局単位での防災訓練の定期的な

実施に努める。

○安全管理体制の強化と事故防止対策の確立を図る。

・環境測定及び職場巡視を基に、安全な環境を構築する。

・衛生管理者、作業環境測定士等の養成を引き続き行い、各種作業に係る免許取得者の適

正配置を行う。

・化学物質等安全データシート（MSDS)等の導入を徹底することにより、化学物質の安全使

用を目指す。

・PCB含有機器の対策を計画的に実施する。

・学内共同利用放射性同位元素実験室/放射線障害防止委員会等において、放射線について

の啓発的活動や安全教育を進める計画を策定、実施する。

・ 安全の手引き」を学生等に周知し、事故防止の徹底を図る。「

、 、 。・病院安全強化月間の設定 安全管理の研修会等の実施により 安全管理体制を強化する

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

４１億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れすることも予想される。
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Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

１ 重要な財産を譲渡する計画

( )農学部附属高隈演習林の土地の一部（鹿児島県垂水市海潟 、 ㎡）を譲1 3237 764.03
渡する。

( )農学部附属佐多演習林の土地の一部（鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠 、2 343
㎡）を譲渡する。38,737.95

２ 重要な財産を担保に供する計画

附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学病院の敷

地及び建物について、担保に供する。

Ⅸ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充

てる。

Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

（単位 百万円）

施設・設備の内容 予 定 額 財 源

総額

・環境ﾊﾞｲｵ研究棟等改修施設 施設整備費補助金 （ ）1,182 1,109
整備等事業（ 事業 ） 船舶建造費補助金 （ ）PFI 14-2 0
・ 附小）校舎等改修 長期借入金 （ ）（ 0
・アスベスト対策事業 国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ施設費交付金

・災害復旧工事 （ ）73
・小規模改修

注）金額については見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設

、 。備の整備や 老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る

２ 人事に関する計画

（１）方針

ア 教育研究の活性化と教員の流動性向上のため、任期制、公募制を拡充する。

・対象とする教育研究組織・職をさらに拡充する。

イ 公正な再審査システムの構築を図る。

・優れた教員の採用、任期制の在り方等について検討する。

ウ 職員の能力開発の推進のため、共通研修及び専門研修を実施する。

・ 事務職員の研修制度の基本方針について （事務局長裁定）を踏まえ、平成 年「 」 18
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度職員研修計画に基づき実施する。

エ 他大学等関係機関との間で広く計画的な人事交流を行い、組織の活性化を図る。

・九州地区を中心として定期的に他法人等との人事交流を行い、職員の資質向上、

組織の活性化を図る。

（２）人事に係る指標

職員について、その職員数の抑制を図る。

・ 「行政改革の重要方針 （平成 年 月 日閣議決定）において示された総人」 17 12 24
件費改革の実行計画を踏まえ、平成 年度当初の常勤役員報酬及び常勤職員給与17
に係る人件費予算相当額に比して、概ね１％の削減を図ることを考慮し、職員数

の抑制を図る。

（参考１）平成 年度の常勤職員数 人18 2,268
また、任期付職員数の見込みを 人とする。17

（参考２）平成 年度の人件費総額見込み 百万円（退職手当は除く）18 21,641

（別紙）

○予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

（別表）

〇学部の学科、研究科の専攻等の名称と学生収容定員、附属学校の収容定員・学級数
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画

１．予 算

平成１８年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 16,918
施設整備費補助金 1,109
船舶建造費補助金 0
施設整備資金貸付金償還時補助金 0
補助金等収入 190
国立大学財務・経営センター施設費交付金 73
自己収入 20,377
授業料及入学金検定料収入 6,464
附属病院収入 13,652
財産処分収入 0
雑収入 261

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,715
長期借入金収入 0
目的積立金取崩 150

計 40,532

支出
業務費 35,275
教育研究経費 22,934
診療経費 12,341

一般管理費 859
施設整備費 1,182
船舶建造費 0
補助金等 190
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,715
長期借入金償還金 1,311

計 40,532

「運営費交付金」のうち、18年度当初予算額16,733百万円、前年度よりの繰越額のうち使

用見込額 185百万円

「施設整備費補助金」のうち、18年度当初予算額 89百万円、前年度よりの繰越額 1,020

百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 21,641百万円を支出する （退職手当は除く）。

（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額 16,937百万円）
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２．収支計画

平成１８年度 収支計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

費用の部
経常費用 38,080
業務費 36,349
教育研究経費 4,715
診療経費 6,773
受託研究費等 737
役員人件費 118
教員人件費 12,704
職員人件費 11,302
一般管理費 168
財務費用 336
雑損 0
減価償却費 1,227

臨時損失 0

収入の部
経常収益 39,482
運営費交付金 16,918
授業料収益 5,164
入学金収益 783
検定料収益 165
附属病院収益 13,652
受託研究等収益 737
補助金収益 151
寄附金収益 884
財務収益 0
雑益 261
資産見返運営費交付金等戻入 112
資産見返補助金等戻入 6
資産見返寄附金戻入 84
資産見返物品受贈額戻入 565

臨時利益 0
純利益 1,402
目的積立金取崩益 50
総利益 1,452
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３．資金計画

平成１８年度 資金計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

資金支出 43,368

業務活動による支出 36,517

投資活動による支出 2,704

財務活動による支出 1,311

翌年度への繰越金 2,836

資金収入 43,368

業務活動による収入 39,126

運営費交付金による収入 16,844

授業料及入学金検定料による収入 6,464

附属病院収入 13,652

受託研究等収入 737

補助金収入 190

寄附金収入 978

その他の収入 261

投資活動による収入 162

施設費による収入 162

その他の収入 0

財務活動による収入 0

前年度よりの繰越金 4,080
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）

法文学部 法政策学科 410人
経済情報学科 580人
人文学科 620人
３年次編入 20人

教育学部 学校教育教員養成課程 900人
養護学校教員養成課程 60人
生涯教育総合課程 140人

理 学 部 数理情報科学科 160人
物理科学科 180人
生命化学科 200人
地球環境科学科 200人

医 学 部 医学科 560人
（うち医師養成に係る分野 560人）

保健学科 520人

歯 学 部 歯学科 340人
（うち歯科医師養成に係る分野 340人）

工 学 部 機械工学科 376人
電気電子工学科 312人
建築学科 220人
応用化学工学科 240人
海洋土木工学科 192人
情報工学科 240人
生体工学科 240人
３年次編入 20人

農 学 部 生物生産学科 320人
生物資源化学科 240人
生物環境学科 260人
獣医学科 180人

水産学部 水産学科 520人
水産教員養成課程 40人

計 8,290人

人文社会科学研究科 法学専攻 10人
（うち修士課程 10人）

経済社会システム専攻20人
（うち修士課程 20人）

人間環境文化論専攻 10人
（うち修士課程 10人）

国際総合文化論専攻 16人
（うち修士課程 16人）

臨床心理学専攻 21人



- 27 -

（うち修士課程 21人）
地域政策科学専攻 18人

（うち博士課程 18人）

教育学研究科 学校教育専攻 12人
（うち修士課程 12人）

教科教育専攻 64人
（うち修士課程 64人）

保健学研究科 保健学専攻 56人
うち修士課程 44人

博士課程 12人

理工学研究科 機械工学専攻 54人
（うち修士課程 54人）

電気電子工学専攻 48人
（うち修士課程 48人）

建築学専攻 36人
（うち修士課程 36人）

応用化学工学専攻 36人
（うち修士課程 36人）

海洋土木工学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

情報工学専攻 36人
（うち修士課程 36人）

生体工学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

数理情報科学専攻 24人
（うち修士課程 24人）

物理科学専攻 22人
（うち修士課程 22人）

生命化学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

地球環境科学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

物質生産工学専攻 21人
（うち博士課程 21人）

システム情報工学専攻21人
（うち博士課程 21人）

生命物質システム専攻24人
（うち博士課程 24人）

ナノ構造先端材料工学専攻92人
うち修士課程 56人

博士課程 36人

農学研究科 生物生産学専攻 52人
（うち修士課程 52人）

生物資源化学専攻 42人
（うち修士課程 42人）

生物環境学専攻 44人
（うち修士課程 44人）

水産学研究科 水産学専攻 64人



- 28 -

（うち修士課程 64人）

医歯学総合研究科 医科学専攻 40人
（うち修士課程 40人）

健康科学専攻 144人
（うち博士課程 144人）

先進治療科学専攻 232人
（うち博士課程 232人）

司法政策研究科 法曹実務専攻 90人
（うち専門職学位課程90人）

連合農学研究科 生物生産科学専攻 24人
（うち博士課程 24人）

生物資源利用科学専攻20人
（うち博士課程 20人）

生物環境保全科学専攻12人
（うち博士課程 12人）

水産資源科学専攻 12人
（うち博士課程 12人）

計 1,537人

教育学部附属小学校 1,014人
学級数 27

教育学部附属中学校 600人
学級数 15

教育学部附属養護学校 60人
学級数 9

教育学部附属幼稚園 90人
学級数 3

（備考） 本文中、○印は中期計画


