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平成１９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

・共通教育における教養科目等の科目群について、受講の偏りの是正を図る。

○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。

・共通教育の基礎教育科目の整備と外国語教育の質の向上を図る。

・ＪＡＢＥＥ認定プログラム、ＩＳＯ教育システムによる教育は引き続き推進する。

○専門的職業能力等を高める。

・民間企業や自治体等と連携して、インターンシップの受講内容の充実に努める。

○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。

・情報機器を活用した、口頭発表や討論形式を取り入れた授業を継続して推進する。

○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。

・国際体験教育の事前・事後教育を通じて、留学生等との交流を図る。

○教員の教育力を開発するための企画を導入する。

・学生による授業評価を実施し、効果的授業改善に繋げる。

【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。

・組織的、体系的な教育プログラムを整備する。

・研究科横断型の「いのちを学ぶ」科目群を拡充する。

・ の質の向上や実施体制の充実を図る。TA

○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。

・大学院生による国際的な学術雑誌や学会等での研究成果の発表をサポートする体制を充

実させる。
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【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。

・奄美サテライト教室で開講する科目の拡充に努める。

・社会人等の再チャレンジに資する教育の機会を提供する。

【留学生教育】

○留学生の教育指導体制を充実する。

・留学生のための「異文化理解」の英文シラバス及び基礎教材を試作する。

・理工系留学生に、英語による自然科学各分野に関する科目を全学レベルで開講する。

【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。

・勤労観、職業観を育成するためのキャリア教育を引き続き充実する。

・ 年度に実施した卒業生調査、企業向け調査等の調査結果を分析して、就職指導方法の18
改善に活かす。

【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。

・ サイクルを活用し、教育の成果・効果を検証しつつ、教育の改善を進める。PDCA
・ 年度に実施した卒業生調査の結果を分析し、教育改善に活かす。18

（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。

・大学の教育目標や求める学生像について、継続して種々の手段を使って周知する。

○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。

・入学後追跡調査により、多様な入試選抜方法（推薦、 入試等）を検証する。AO
・外国人留学生向けに国内で開催される進学説明会及びアジアで開催される日本留学フェ

アに積極的に参加し、広報活動を展開する。

○受験生に対する入試情報の提供を充実する。

・進学説明会、オープンキャンパス、出前授業等で提供する情報を改訂充実し、広報に活

用する。

・各大学院研究科の入試日程、選抜方法等を大学ホームページに一括掲載する。

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。

・基礎教育分野の補助的カリキュラムを各学部のニーズを収集し整備する。

・教養科目の分野構成の見直しを行い、教育目標を明確にした科目群を充実する。
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○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。

・共通教育「インテンシブ英語」等の充実などを図る。

・外国語科目（英語）の少人数化と習熟度別クラス編成に向けた方策を立案する。

○カリキュラムを見直し、一層充実したものとする。

・共通教育カリキュラムの改革を継続する。

・国際感覚や異文化理解の授業科目を充実する。

○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。

・大学院在学中に、海外を含めた他大学、他研究機関で研究・研修する制度を推奨する。

○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。

・社会との連携を図り、地域の生活、文化、教育、司法基盤、医療などの向上に資するプ

ログラムを全学的な視点で点検し拡充する。

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。

・共通教育の基礎教育科目の改善として、高校で数学・物理等を履修していない学生を対

象に特別クラスを編成する。

・建物の改修に当たっては、学生の自学自習環境を整備する。

○個別指導、少人数教育を重視した教育を行う。

・教育センターでは、少人数教育としての教養セミナーを充実する。

○学生が自主的に行う授業や、学生の発表の機会を増やす。

・学生参加型の児童生徒学力向上プログラムを推進する。

○情報機器・教材等を有効に活用する。

・留学生センターでは、留学生のための学習支援サイトを立ち上げ、 学習環境をe-learning
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。

・内容、記述様式、成績評価基準等にわたるシラバス及びシラバスによる授業や成績評価

の実施にわたって、より有効に点検する組織・体制を整備する。

○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。

・学生による授業評価の評価項目として、学生自身による達成度評価項目を設ける。

・共通教育にＧＰＡ制度を導入し、全学的にもＧＰＡ制度等（教育改善のシステム）を導

入する。
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○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。

・新たに農学部、水産学部で、学芸員資格を取得するための科目を開設する。

○優秀な学生を表彰する制度を充実し、勉学意欲を高める。

・優秀な学生の表彰、顕彰制度を引き続き充実する。

○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引き続き整備する。

（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

○ＴＡ制度等の整備充実を図る。

・ＴＡの事前・事後教育を充実する。

○大学院における教育研究指導体制を拡充強化する。

・大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な 研修実施を支援する。FD

○教育体制を整備し、情報教育を推進する。

・外国語科目や基礎教育科目等の システムの拡充とコンテンツ開発を一層推進e-learning
する。

○評価及び評価結果を活用し教育活動の質を改善する。

・学生による授業評価を基に、教員による授業改善計画書の提出を求め、授業改善に努め

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。

・学内共同教育研究施設等の教員を積極的に活用する。

・学内共同教育研究施設等による教育研究連絡会議を機能させる。

・九州３法科大学院教育連携を九州・沖縄４法科大学院教育連携へと発展させ、教育連携

の質・量の向上を図る。

○附属病院、附属施設等における教育実施体制を整備する。

・附属施設等を積極的に活用し、教育内容の充実を図る。

○教室・演習室・実験室等を整備する。

・建物の改修に当たっては、さまざまな授業形態の実施に必要な教室・演習室等の確保に

努める。

○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及び学内の教育改革に対応した専門図書を整備する
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・自習室、閲覧スペース等におけるセキュリティを強化する。

・留学生等外国人向けのホームページを整備する。

・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。

・利用者調査の結果を踏まえ、更なる利用者サービスの充実を図る。

・鹿児島大学リポジトリを整備する。

・図書目録データの電子化事業を引き続き推進する。

・情報リテラシー支援機能を強化して教員・学生の自主学習を支援する。

・附属中学校図書の検索システム構築計画の検討を行い、実施可能な部分から実行する。

○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を継続して整備する。

○教材、学習指導法等の研究開発を進め、授業改善を図る。

・英語力の指標を掲げ、授業改善を図る。

（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。

・学生との意見交換会の場を拡充し、学生の意見や要望を学習支援体制の充実に繋げる。

・留学生のチューター同士の連携を深め、チューター同士の自主研修などを行い留学生支

援の充実に努める。

「 」 、 。・ 年度に実施した 教育成果に関する卒業生調査 の結果を分析し 必要な改善を図る18
・成績不振者に対する助言・指導の体制を充実する。

・学生のボランティア活動の一環として、小中学校における教育補助や課外活動補助等の

可能性について調査する。

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。

・ 年度に実施した「学生生活実態調査」の結果を踏まえ、就職支援や学生生活支援の充18
実を図る。

・就職支援センターが中心となって、本学開催の企業説明会をさらに充実させる。

・学内における感染症集団発生に対応するための「保健管理センター感染症集団発生対策

マニュアル」を整備する。

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。

・本学が推進する研究領域の研究成果の進捗状況及び水準を検証する。

・焼酎学講座を中心とした研究プロジェクトを推進する。
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○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。

・本学が推進してきた異種移植プロジェクトや島嶼圏関連等の研究について、その学術的

成果及び国際競争力を検証する。

○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。

・本学が重点的に取り組む研究分野について、その成果の状況を検証し、支援の方策等を

検討する。

・鹿児島フィールドミュージアム研究を検証し、継続する。

○研究成果を公開し、社会へ還元する。

・本学の研究成果をホームページに公開し、社会への還元を図る。

（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。

・本学が推進してきた重点研究を評価し、資源の適正配分を検討する。

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。

・大型機器の利用状況を調査し、集中管理方法を検討する。

、 、・総合研究博物館は 学内外の学術資料の所在や活用状況を確認するための調査を継続し

一般公開等による活用を促進する。

○研究資金を有効に利用する。

・本学が推進してきたプロジェクト研究の成果を検証し、予算配分方針を見直す。

・若手教員の優れた研究を支援する。

○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知的財産部門バイオ分野の知的財産の評価能力の向上を図る。

・鹿児島 等学外組織との連携を推進する。TLO
・研究者、一般職員を対象に、知的財産に係る啓発活動を推進する。

○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。

・全学の代表的な研究について、学内外の専門家による評価を実施する。

○全国共同研究、学内共同研究等を推進する。

・連携大学院の相手先との連携・協力を促進する。

○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。
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・地方自治体や地元企業等との連携を通じ、ニーズとシーズの情報交換を積極的に行い、

相互の理解を深めることにより共同研究の促進を図る。

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。

・地域社会からの法律・教育相談等に積極的に応える。

・ 年度に試行的に実施したシニア短期留学、テレビ講座、教養教育オープンクラスの内18
容を充実する。

・法科大学院では、鹿児島大学法律事務所開設準備を開始する。

・市民等による鹿児島大学を支援協力する組織の構築を図る。

○総合大学の総合性を活かし、地域に貢献する。

・地域的課題や鹿児島大学が拠点となるべき課題について、検討する。

○産学官連携を積極的に推進する。

・県内企業及び自治体等との交流会等を定期的に開催し、地域産業の抱える問題解決を引

き続き支援する。

○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」の創設に向け、県内大学等との単位互換やインターンシッ「

プ、教育実習等の実施について連携を強化する。

○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。

・学術交流締結校との学生交流を推進する。

・大学院生等を大学間国際共同研究、国際学会等に積極的に参加させる。

・帰国留学生等に対するフォローアップシステムを検討する。

○教育研究活動面で国際的に貢献する。

・ 等を通して、専門家の派遣及び外国人研修員等の受入を継続・充実させ国際リカレJICA
ント教育の充実を図る。

・ 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ASEAN
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」を継続して実施す

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、地域医療連携を推進し、入院患者の確保や転

院患者の受け入れ先の確保など医療サービスの向上を図る。
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・都道府県がん診療連携拠点病院として、地域がん診療連携拠点病院等に対し、研修及び

診療支援を実施する。

・質の高い医療、医療サービスの向上及び先進医療を充実させるため、がん診断センター

の誘致事業を推進する。

・医療従事者の配置は、診療科等の診療稼働実績額など各診療現場の状況を総合的に勘案

して行う。

・各種医療専門職員の専門性と資質の向上を図るため、研修会への参加や医療機関等への

視察を積極的に推進する。

・先進医療を推進する。

・ 女性にやさしい医療機関」に指定されたことにより、その指定要件に沿って女性外来の「

充実を図る。

・診療報酬改定への対応、また患者サービスの充実を図るため、霧島リハビリテーション

センターの一般病棟を、一般病床と回復期病床に分けた診療体制とする。

・リハビリテーション室の体制を整備・充実する。

・病院アメニティーの向上を図るため、病室の整備・改善を行う。

・患者満足度調査、院内巡視等を引き続き実施し、患者及び家族等からのニーズを把握・

検証のうえ、患者サービスと病院アメニティーの向上を図る。

・医療機器・設備の整備に当たっては、リース契約など計画的な資金運用を考慮した調達

を推進する。

・ 財）日本医療機能評価機構の病院機能評価を受審し、医療の質の向上と医療サービスの（

改善を図る。

○良質な医療人を養成する。

・地域性、社会性ニーズに沿った内容に各学年の教育を充実させる。

・ＣＢＴ・ＯＳＣＥの試験結果等を参考に臨床実習前教育を充実させる。

・個別面談、複数の担任教員による、きめ細かい指導体制の強化を図る。

・過去のプログラムの分析結果を基に、研修医のニーズに応じた研修プログラムの策定を

図る。

・研修医の研修内容の評価、研修状況の内容を個別に研修医に通知し、研修の到達状況を

認識させる。

・各診療科ごとの専門研修プログラムにより、各種専門医の修得を図る。

・専門研修等の充実を図るため、地域医療連携を推進する。

○研究成果を診療へ反映させ、先端的医療を導入する。

・臨床各科と大学院感染防御学講座と共同で、ＡＴＬ、ＨＡＭなど鹿児島県に多発する難

治性疾患に対する診断法、治療法の開発を目指し、その有効性を検証する。

・病院と医歯学総合研究科との間において共同研究を推進する。

・新規治療法の確立のため、臨床試験に積極的に参加し、また医師主導の臨床試験の推進

を図る。

・患者の早期社会復帰を目指し、標準様式によるクリティカルパスの策定を積極的に推進
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する。

○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。

・クオリティーマネジメント部を改変して医療環境安全部を設置し、専任の医師を配置し

て安全管理体制を強化し、安全管理と感染症対策を充実させる。

・診療録の一元化を推進し、電子化した退院サマリー等の作成状況やチェック体制のシス

テム化を図る。

（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。

・学部教育実習指導委員会と教育実習連絡協議会で協議し、教育実習の充実を図る。

○附属学校の運営を見直し、改善する。

・児童生徒と留学生との交流を積極的に推進する方策の検討を行う。

・従来から行ってきている、職階レベルや各教科単位での教員の交流を引き続き継続して

行い、学校運営の円滑化や授業の向上に努める。

○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。

・現行の入学選考方法について、附属学校園運営協議会で検討を進める。

○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。

、・現職教員研修等企画実施委員会で附属学校教員の研修の在り方について検討を進めつつ

年目パワーアップ研修については県総合教育センターが企画実施する研修を活用し、10
その資質向上に努める。

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

責任が明確な体制を構築し、整備する。

・学長主導の大学運営を機動的に行うため、各担当理事の情報収集及び企画立案、全学的

に執行する権限と責任体制を検証する。

○機動的な運営体制を構築する。

・学長、理事、部局長等がリーダーシップを発揮できる環境を検証し、整備する。

・学内資源を効果的に配分するための体制を検証し、整備する。

・大学運営のための諸会議が効果的に機能するように進める。

・国立大学協会九州支部ブロック会議等を通じて、事務系等職員の採用等や技術系職員等

の研修等に関する連携・協力を行う。
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○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、大学運営会議を活用する。

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。

・学長のリーダーシップのもと、引き続き教育研究組織の在り方について検討する。

○地域社会の要望に応じて、学部組織の充実を図る。

・地域社会のニーズを盛り込み、学部等組織の在り方を検討する。

○社会の要請に応じて大学院の拡充、再編を図る。

・学問の高度化、多様化に対応した大学院の整備を検討する。

○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。

・学内共同教育研究施設等の教育・研究活動を検証する。

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。

・任期付き教員の再任にあたっては、厳正な再任審査を実施する。

○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、技術職員の評価システムに、目標管理による達成度評価の導入を検討する。

（ ） 、 、・事務職員専門職 スペシャリスト 養成のために 専門分野毎に学内で開講される学部

大学院の講義を受講させる。

○「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ついて、平成21年度ま

でに概ね４％の削減を図る。

・ 年度以降の人件費シミュレーションを精査し、人件費削減方策を策定する。20

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。

・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。
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○事務処理の電算化と外部委託を推進し、効率化を図る。

・学生証の電算化等、引き続き電算化を推進し、業務の省力化、効率化を図る。

・電子カルテ導入に伴う病院機能強化と合理化に努めるとともに、外部委託を引き続き推

進する。

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。

・受託研究・共同研究、産学連携等を推進する。

・公開講座、公開授業等の内容を充実し、受講者数の安定確保を図る。

・入学者確保のために引き続き積極的な大学の を実施する。PR
・ 事業との連携を推進する。TLO

○病床稼働率の向上等により、病院収入の増加を図る。

・地域医療連携部の機能の充実などにより、空床管理の一元化を推進する。

・診療科別及び診断群別による原価計算の信頼度を向上させる。

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。

・業務内容の見直し、事務の合理化等を引き続き推進する。

・光熱水料等の節約により、引き続き経常経費の節減に努める。

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。

・減損会計対応による資産の利用状況等を点検する。

○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。

・償還期限が到来する運用資金を適正に運用する。

○大学施設を学外者が容易に借りられる方策を検討する。

・ホームページ等を活用し、学外者の大学施設利用の利便性を図る。

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。

・自己点検評価の実施体制を整備強化する。

・ 年度に実施した各部局等における各教員の構成員評価（自己点検評価）の実施状況を18
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検証する。

○評価結果を大学運営の改善に活用する。

・鹿児島大学外部評価実施要項に基づき、外部評価組織を創設する。

・評価結果を基にアンケート等を実施し、社会から広く意見を求める。

・年度計画実績報告に対する法人評価委員会の評価結果を検証し、大学運営の改善に努め

る。

・各部局等において、外部評価を推進し、大学運営の改善を図る。

○第三者評価結果を次期中期計画策定に活用する。

・大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価を受ける。

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。

・ 年度に設置、拡充した広報組織を機能させ、情報提供を積極的に行う。18
・ホームページ等の広報媒体の内容の充実を図り、一般向け広報に努めるとともに、報道

機関への積極的な情報提供を行う。

・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。

・ 年度に新設するインフォメーションセンターを整備し、一般公開が可能な施設等の広19
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。

・理学部２号館の改修整備を実施する。

・工学部及び農学部１３号館において、中央冷暖房方式から２４時間対応可能な個別空調,
方式への移行を実施する。

・医歯学総合研究科棟１の耐震改修整備を実施し、安心安全な教育研究環境を実現する。

・外来者へのサービス向上及び大学のイメージアップのために案内板（サイン）の設置を

推進する。

・焼酎学講座に対応した実験研究棟を寄附金により整備する。

・環境マネジメント活動の全学的な推進を図る。

・構内危険箇所の解消等環境改善整備を推進する。

・理学部２号館、共通教育２号館改修及び稲盛経営技術アカデミー棟建設にあたり、多様

な利用者が安心して施設を利用できるようバリアフリー対策を図る。

・病院再開発整備計画に沿って、先進医療等に対応した施設整備を推進する。

・稲盛経営技術アカデミー棟整備を推進する。

・修繕計画書に基づき施設の維持管理を適切に推進する。

・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。
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・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において計画的な整備を実施する。（

○「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。

・施設の有効利用に関する調査結果をもとに分析を行い、施設の有効活用を推進する。

・理学部２号館改修整備において、共同利用スペースを確保する。

・共通教育２号館、農学部１号館に、学際的交流スペースを確保する。

、 。・施設マネジメント委員会の活動により 全学的視点に立ったスペース管理の推進を図る

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。

・各種災害に適切に対応するため、全学的な総合防災計画の策定に着手する。

・作成した危機管理マニュアルの教職員への周知を図る。

○安全管理体制の強化と事故防止対策の確立を図る。

・安全管理のマニュアルを作成する。

・放射線安全管理委員会において、放射性同位元素等の全学的な点検を実施し、安全管理

の徹底を図る。

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。

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 594.11
渡する。

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。
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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

（ ）・(郡元)耐震対策事業 施設整備費補助金3,523 1,627
（ ）・(郡元)共通校舎改修 船舶建造費補助金 0
（ ）・(医･歯病)中央診療棟 長期借入金 1,823

・(医･歯病)基幹･環境整備 国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ施設費交付金

（ ）・環境ﾊﾞｲｵ研究棟等改修施設 73
整備等事業（ 事業 ）PFI 14-3
・小規模改修

・放射線治療ｼｽﾃﾑ

・総合生理機能検査ｼｽﾃﾑ

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。

・新規採用の助教には、原則任期制を導入する。

イ 公正な再審査システムの構築を図る。

・任期付き教員の再任にあたっては、厳正な再任審査を実施する。

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「 」 19
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。
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（参考１）平成 年度の常勤職員数 人19 2,263
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）19 22,419

（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１９年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 16,650
施設整備費補助金 1,627
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 189
国立大学財務・経営センター施設費交付金 73
自己収入 20,350
授業料及入学金検定料収入 6,403
附属病院収入 13,652
財産処分収入 0
雑収入 295

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,762
長期借入金収入 1,823
目的積立金取崩 100

計 42,574

支出
業務費 34,920
教育研究経費 22,557
診療経費 12,363

一般管理費 891
施設整備費 3,523
船舶建造費 0
補助金等 189
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,762
長期借入金償還金 1,289

計 42,574

「運営費交付金」のうち、19年度当初予算額16,524百万円、前年度よりの繰越額のうち使

用見込額 126百万円

「施設整備費補助金」のうち、19年度当初予算額 827百万円、前年度よりの繰越額 800

百万円

[人件費の見積り]

期間中 総額 22,419百万円を支出する （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 16,766百万円）
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２．収支計画

平成１９年度 収支計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

費用の部
経常費用 38,308
業務費 35,821
教育研究経費 4,303
診療経費 6,203
受託研究費等 739
役員人件費 120
教員人件費 12,654
職員人件費 11,802
一般管理費 198
財務費用 304
雑損 0
減価償却費 1,985

臨時損失 0

収入の部
経常収益 39,337
運営費交付金 16,650
授業料収益 5,182
入学金収益 764
検定料収益 169
附属病院収益 13,652
受託研究等収益 739
補助金収益 176
寄附金収益 848
財務収益 17
雑益 278
資産見返運営費交付金等戻入 266
資産見返補助金等戻入 7
資産見返寄附金戻入 173
資産見返物品受贈額戻入 416

臨時利益 0
純利益 1,029
目的積立金取崩益 0
総利益 1,029
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３．資金計画

平成１９年度 資金計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

資金支出 46,155

業務活動による支出 36,698

投資活動による支出 4,587

財務活動による支出 1,289

翌年度への繰越金 3,581

資金収入 46,155

業務活動による収入 38,952

運営費交付金による収入 16,650

授業料及入学金検定料による収入 6,403

附属病院収入 13,652

受託研究等収入 739

補助金収入 189

寄附金収入 1,024

その他の収入 295

投資活動による収入 899

施設費による収入 899

その他の収入 0

財務活動による収入 1,823

前年度よりの繰越金 4,481
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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 380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
60人特別支援教育教員養成課程

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 335人
（うち歯科医師養成に係る分野 335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 8,255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 12人
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（うち修士課程 12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 62人
うち修士課程 44人

博士課程 18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
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（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）

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 15人
（うち専門職学位課程15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21人
（うち博士課程 21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 1,550人

教育学部附属小学校 1,012人
学級数 27

教育学部附属中学校 600人
学級数 15

教育学部附属特別支援 60人
学校 学級数 9

92人
教育学部附属幼稚園 学級数 3

（備考） 本文中、○印は中期計画


