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平成２０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

・共通教育の教育内容等の改善を継続して推進する。

・継続して 「教養セミナー」等の充実を図る。、

・英語教育に （国際英検）を導入し、学習到達度評価を実施する。G-TELP
・継続して、共通教育科目の充実を図るとともに、さまざまな学問分野にわたる受講を推

進する。

○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。

・全学のカリキュラム改革を分析する。

・新入生に対して、自学自習の仕方を習得させるなど、持続可能な自己学習能力の向上を

図る。

○専門的職業能力等を高める。

・企業職業人による講義実習とインターンシップの充実を継続して促進する。

○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。

・ディベートや学習発表を取り入れた授業科目の実施状況を検証する。

○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。

・ 年度に教育センターが策定した英語教育改善案を実施する。19
・ 教育の拡充を継続する。e-learning

○教員の教育力を開発するための企画を導入する。

・授業参観レポートを整理して公表し、授業改善に役立てる。

【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。

・大学院教育プログラムの整備を推進する。

○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
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を育成する。

・国際的学術誌や国際学会での発表の支援を推進する。

【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。

・奄美サテライト教室の運営体制を充実する。

・教員免許更新制による更新講習を試行する。

【留学生教育】

○留学生の教育指導体制を充実する。

・留学生に対する日本語・日本文化教育のための実施体制及び教材を整備する。

・理工系留学生を対象とする英語による理系基礎科目の全学実施体制を整備する。

【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。

・個別の就職指導を強化し、引き続き学生の就職能力を高める。

【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。

・継続して、教育の成果・効果を検証し、 サイクルによる授業評価方法を実施すPDCA
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。

・継続して、大学の教育目標、求める学生像及び大学憲章について、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。

、 、 （ 、 ） 、・継続して 入学後追跡調査により 多様な入試選抜方法 推薦 入試等 を検証しAO
各学部の入試選抜方法の点検・改善を図る。

・海外での留学フェア参加を契機に、帰国留学生のフォローアップ強化を図り、留学生の

受け入れを推進する。

・平成 年度に整備した短期留学生受け入れ・派遣システムの運用状況を点検する。19

○受験生に対する入試情報の提供を充実する。

・継続して、進学説明会、オープンキャンパス、出前授業等で提供する入試情報の充実を

図る。

教育課程
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○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。

・教育目標に沿ったカリキュラムの編成を一層推進する。

・稲盛アカデミーを中心に、倫理学、哲学等を取り入れた授業科目の開発を推進する。

○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。

・共通教育（外国語科目）の授業内容の充実を一層推進する。

・ （国際英検）を学習到達度テストとして導入する。G-TELP

○カリキュラムを見直し、一層充実したものとする。

・現場体験型カリキュラムとして 「ボランティア論」を開講する。、

・継続して、学外機関等と連携し、フィールド教育を充実する。

・継続して、分野横断的なカリキュラムの編成を推進する。

・学部教育と連携した共通教育カリキュラムの改善を継続する。

・附属学校教員と学部教員との教育に関する協同的研究の可能性について検討する。

・継続して、実務家を取り入れたカリキュラムを編成する。

○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。

・単位互換制度を利用した大学院生等の研修をさらに推進する。

○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。

・地域と連携し、地域に密着した教育プログラムを実施する。

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。

・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。

・ を活用した学生個人、グループ等との個別指導を導入する。e-learning
・少人数教育を一層推進する。

○学生が自主的に行う授業や、学生の発表の機会を増やす。

・大学院学生による学会や市民講座等での発表を支援する。

○情報機器・教材等を有効に活用する。

・学術情報基盤センターが実施する情報教育を整備する。

・メディア教育教材の開発を推進する。

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。

・個性的な発想を評価する方法や多面的な評価方法の検討を開始する。
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・組織的なシラバスの点検体制を検証し、評価基準及び合否基準等の明示を厳格にする。

○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。

・教育課程に合わせ進級制を整備し、学習指導を充実する。

○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。

・国家資格取得等の情報提供の仕組みを整備する。

○優秀な学生を表彰する制度を充実し、勉学意欲を高める。

・優秀な学生への表彰を拡充し、勉学意欲の向上に努める。

○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を公開する。

（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。

・各学部等における教員定員配置の見直しを継続して行う。

○大学院における教育研究指導体制を拡充強化する。

・複数教員による指導体制を整備する。

・修学期間内での学位申請率の向上につながる教育プログラムを整える。

○教育体制を整備し、情報教育を推進する。

・情報教育担当教員の組織化と支援体制の強化を図る。

・社会人対象の情報教育を推進する。

・ 相談室」の活動を拡充する。「IT

○評価及び評価結果を活用し教育活動の質を改善する。

・教員と学生の意見交換の場を拡充する。

・鹿児島大学授業公開月間の活動内容を充実する。

・多様な授業評価システムを集約し、授業改善につなげる。

○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。

・学内外の優れた教員や研究者等による学内特別講義を企画・実施し、教育内容のレベル

アップを図る。

○附属病院、附属施設等における教育実施体制を整備する。

・附属病院、附属家畜病院における臨床教育の効果を検証し、教育の改善に努める。



- 5 -

○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。

・研究室や実験室を効率的に使用し、自主的活動用のスペースを拡充する。

・建物の改修に合わせた情報機器等の整備を推進する。

○図書館を整備拡充する。

・ 年度工学系、 年度医学系、 年度基礎理学系に続いて、農学・水産学系の専門教17 18 19
育図書を重点的に整備する。

・学生用図書の利用状況を調査し、利用頻度の多いものについては関連する主題の参考書

を整備し配架する。

・学生モニター制度を活用して、学生のニーズに即した学習図書の充実を図る。

・中央図書館の 時間利用可能状況の実現に向けた準備を行う。24
・本学が実施する国際連携事業に関する学術資料の整備充実を図る。

・英語版ホームページを更に充実させる。

・県内の文化教育機関と連携して、貴重書公開と記念講演会を学内外で開催する。

・多くの市民が来学する大学祭に合わせて図書館開放週間を開催し、市民向けサービスを

広報する。

・全国の外国雑誌センター館と連携して、特にアジアの農学系稀少資料の収集・整備を行

う。

・利用者の要望に応じて中央図書館の開館時間を変更する。

・学術資料の共同利用の促進を図るため、研究者グループで負担している電子ジャーナル

経費の一部を支援する体制を確立する。

・鹿児島大学で生産された学術資料の機関リポジトリへの登録を推進する。

・共通教育の「情報活用基礎」授業で図書館情報活用ガイダンスを実施し、学生の図書館

利活用を促す。

・院生を対象にした文献情報データベースや電子ジャーナルの文献検索ガイダンスを実施

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時間帯を拡充する。

○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、カリキュラム開発、教育成果分析、 活用教育の有効性についIT
ての研究を進める。

・ システム等の活用を推進する。e-learning

（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。
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・成績不振者に対する個別指導を引き続き充実する。

・学内及び学外の関係機関と連携し、学生のボランティア活動を支援する。

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。

・今後の施設設備及び備品等の整備計画を作成する。

・新入生全員を対象とした健康管理意識の啓発に努める。

・ホームページや学内掲示板、利用案内の配布等の手段により、卒業生対象の就職支援サ

ービスの広報を充実する。

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。

・本学が推進する基礎的・萌芽的な研究成果の進捗状況を検証し、研究者を支援する。

・東アジア、東南アジア及び南太平洋諸国の地域における諸問題の調査、研究並びにその

成果の普及を通して国際社会への貢献を図る。

・引き続き地域と連携し、地域が直面している諸課題に対して、各部局だけでなく、部局

横断的な取り組みを行う。

・地域に根ざした学術研究を、多方面から検討し、地域社会に還元する。

・全学 委員会を通じて、創造性を伸ばす教育方法等の研究開発に関する研修会を開催FD
する。 （若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム）を更に充実さITP
せ、全学的な参加を促進する。

○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。

・これまでの先導的研究について、研究をさらに進展させるとともに、新しい学際的研究

の掘り起こしを行う。

○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。

・異常気象や食の安心・安全に関連する諸問題を解決するための研究を推進する。

・健康・環境・食の安心・安全等に関するプロジェクト研究成果についての情報発信を行

う。

・地域の自然・文化資源の有効活用を図るため、引き続き継続支援する。

・高齢化社会に対応した諸研究を継続し、その成果を情報発信する。

・食関連産業の廃棄物の有効活用を推進するため、地域企業等との共同研究を推進する。

・南九州特有の自然環境、へき地や島嶼圏の活性化、高齢化社会への対応、南九州地域特

有の疾患、食産業等の研究を継続する。

・現在進行中の 、鳥インフルエンザ等の感染症研究をさらに推進する。BSE
・国際的宇宙関連プロジェクト、通信・エネルギー・ナノテクノロジーに関する研究をさ
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らに推進する。

○研究成果を公開し、社会へ還元する。

・ホームページを用い、研究シーズ集、研究者総覧の更なる充実を図るとともに、イベン

ト等を通じてシーズ発表を継続して実施する。

（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。

・大学院での研究環境整備の充実を図るため、計画的に全学共同施設の整備を行う。

・社会のニーズに対応した先進的研究を推進するため、大学院組織の見直しを検討する。

・学内共同教育研究用施設等におけるこれまでの研究成果を検証し、それに基づいた研究

組織の見直しを検討する。

・卓越した拠点形成プログラムを選定し、重点的に資金を配分する。

・各部局等の重点目標などを考慮し、基礎的・萌芽的研究分野の研究を支援する。

、 。・自治体や企業等との連携を深め 各部局における社会のニーズに応じた研究を推進する

・ 研究員を確保できるよう外部資金獲得を推進する。PD
・サバティカル制度の条件・体制等について、具体的な検討を開始する。

・国際的共同研究を更に推進し、外国人研究者を積極的にセミナー等に招聘し、研究者同

士の相互理解を深める。

・新しい先端的研究分野の構築に向けて、各教員の組織体制を検討する。

・競争的資金の間接経費による研究環境の整備を支援する。

・研究業績の登録システムを活用して、期待される若手研究者を支援する。

・任期付の特任職員を採用し､人材の活性化を図る。

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。

・効果的な研究環境を構築するため、現有の共同利用機器の利用状況及び研究成果の状況

を分析し、機器の維持管理の在り方を検討すると共に、機器の更新や新規導入について

は計画的に整備を行う。

・学内の学術標本類・資料等の適切な維持・管理と活用促進のためのスペースと予算の確

保を図り、学術標本・資料の整理及びデータベース化を継続推進する。

○研究資金を有効に利用する。

・各種イベントでのシーズ発表、科研費の説明会、 助成金の募集説明会、各種外部JST
資金の情報提供等を通して、共同研究、受託研究、科研費等の資金獲得を支援する。学

長裁定による「鹿児島大学間接経費の取扱要項」による間接経費の取扱いの実施状況を

検証する。

・全学的な観点から、各部局の重点的に取り組む研究プロジェクトを支援する。

・引き続き若手研究員の優れた研究を支援する。
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○知的財産の創出を図り、適正に管理し、活用する。

・知的財産管理システムにおける戦略企画機能、契約管理機能、特許（ライフサイエンス

分野）管理機能を維持強化する。

・特許申請案件の質的価値の調査機能の維持強化を図る。

・研究者、一般職員を対象に、知的財産に係る啓発活動を引き続き推進する。

○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。

・研究業績に対する教育研究総合データベースの完成度を高め、評価基準に基づく評 価

法を検討する。

・重点研究課題を設定し、評価に基づく研究の支援を行う。

・各部局等の代表的な重点プロジェクト研究について、学内外の専門家による評価を実施

する。

・大学ホームページや各種広報を通じて研究成果、研究業績等の研究活動状況の公開を促

進する。

○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進め、研究者の相互交流を推進する。

・学内共同利用機器の一覧（性能、利用申込方法等）をホームページで公開する。

・寄附講座を中心とした産業界との共同研究をさらに推進する。

○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。

・地方自治体や地元企業との連携をさらに進展させ、ニーズとシーズの情報交換を継続し

て実施する。

・これまでの成果を検証するとともに地域教育機関との共同研究を推進する。

、 、 。・これまでの連携を更に発展させるとともに 新たな連携を築き 共同研究等を推進する

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。

・これまでの活動状況を精査し、受講生のニーズに応えるための方策を検討する。

・法律相談に対する地域社会のニーズに応えるため 「司法政策研究センター（鹿児島大学、

附設法律事務所 」の開設準備を進めるとともに、臨床心理面における心理臨床相談室の）

充実を図る。

・これまでの公開授業等を引き続き実施するとともに、地域のニーズ把握に努め一層の充

実を図る。

・引き続き社会人に配慮した学習環境の整備を進める。

・ 離島へき地医療人材育成センター」の充実を図る。「

・近隣の町内会との連携を図り、各種イベント等に近隣住民の協力が得られるような体制
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を構築する。

○総合大学の総合性を活かし、地域に貢献する。

・南九州特有の自然環境、へき地や島嶼圏の活性化、南九州地域特有の疾患、食産業等に

おける課題について問題解決に向けた研究を継続する。

○産学官連携を積極的に推進する。

・これまでの活動を維持するとともに、新たに連携協定を結んだ自治体等との協議を密に

して、地域のニーズ把握に努める。

・県内外の企業や自治体等との共同研究を推進するため、産学官連携して様々な外部資金

の獲得を目指す。

・産学官連携活動をさらに発展させるため、産学官連携推進機構の改革を含め、関係外部

機関との連携強化を図る。

・これまでの産学官連携活動を一層推進するとともに、地域のニーズをより詳細に把握す

るための新たな方策を検討する。

・産業界との連携を継続するとともに、地方自治体との連携を強化する。

・市町村合併後の各自治体における各種審議会等に対する大学教員の役割及び必要性を検

討する。

・卒業生に、大学の管理する電子メールアドレスを付与する。

○地域の公私立大学等と積極的に連携を図る。

・鹿児島県内の大学とコンソーシアムを作るための準備を行う。

○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。

・引き続き外国語版ホームページの充実を図る。

・交流協定校への留学を希望する学生の選考、事前教育システムの充実を図る。

・大学院生、教員の研究派遣を推進する。

・ 多国籍合宿 「カントリートーク」等を継続的に開催し、参加者によるアンケート調査「 」

結果を反映するテーマ、企画を実施するとともに地域の国際理解を促進する。

・帰国留学生追跡調査をさらに充実させ、利用の在り方を検討する。また、マレーシア、

中国等におけるネットワーク形成の準備を引き続き進める。フォローアップシステム全

体の構築についても引き続き情報収集を行う。

○教育研究活動面で国際的に貢献する。

・国際プロジェクトの立案、企画を推進し、国際機関プロジェクト事業に積極的に申請を

行う。また、継続中の事業については、その成果の公表を推進する。

・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を解決するための国際的な調

査、研究の成果を積極的に公開し、その貢献度を評価する。

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置
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○医療サービスの向上や経営の効率化を図る。

・地域医療連携の強化を図るため、関連病院との連携体制を推進する。

・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。また、幹部職員の任用に当たっては、公募制を拡大する。

・高度医療推進委員会により、先進医療の推進を図る。

・患者満足度調査の実施等を通じて、病院アメニティー等の向上のための整備・改善を行

い、患者サービスの充実を図る。

・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。

○良質な医療人を養成する。

・研修医のニーズに応じた研修プログラムの充実を図る。

・研修の充実を図るため、研修内容の評価、研修状況を個別に研修医に通知し、研修の到

達状況を認識させる。

。・各種専門医・認定医の取得を目指すために各診療科ごとの研修プログラムの充実を図る

・臨床研修及び専門研修プログラム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。

・難治性疾患の病態究明、各種の新しい治療法の開発など、幅広い臨床研究を推進する。

・総合的な共同研究を推進し、先端的医療の開発を目指す。

・臨床試験・先進医療に積極的に取り組み承認件数の増加に努める。

、 。・患者の早期社会復帰を目指し 地域連携のクリティカル・パスの策定をさらに推進する

○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。

・医療安全について職員への安全管理の啓発活動を行うとともに、医療の安全管理と感染

対策の充実を図る。

・国立大学間相互チェック、医療監視等における指摘事項を改善するとともに、医療安全

対策の実施状況を確認するため、院内ラウンドを実施する。

・各診療科の基本症例について、クリティカル・パスを検討する。

（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、教育委員会と連携して研究公開を開催し、研究の充実・促進に努める。

・学部と連携した研究授業の実践を、引き続き実施する。

・教育実習連絡協議会で実施上の調整を行い、教育実習委員会で連携を図りながら、教育

実習充実に努める。

○附属学校の運営を見直し、改善する。



- 11 -

・小学校では総合的学習の時間に、中学校では英語科の時間に留学生を招いて交流会を開

催し、外国の情報・文化に触れ合う機会を設ける。

・各教科教員間での交流を促進し、教育活動についての情報交換を行い、効果的な授業の

あり方等の知識を深めていく。

・安全マニュアル等について、実状を点検し、適宜見直しを行う。

○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。

・鹿児島県総合教育センター、学部教育実践総合センターが実施する研修会に参加し、教

職員としての資質向上を図る。

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。

、 （「 」 ）・次期中期目標・中期計画の策定等に向けて 各理事を中心とした企画立案組織 室 等

や理事 で引き続き、情報収集及び分析に努めていく。WG

○機動的な運営体制を構築する。

・学長がリーダーシップを発揮できる体制を整備したことを受け、学内のより深い理解、

コンセンサスを得るための取組を充実させる。

・学長の意向を確認しながら全学的な視点で各理事を中心とした企画立案組織（ 室」等）「

で企画を発案し、戦略会議で審議・決定して推進する体制を継続する。

・学内改革に対する強い指導力を発揮できるように、運営機能を高める。

・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。

○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、大学運営会議をさらに活用す

る。

・ 年度研修計画に基づき専門研修を行うとともに、より専門性を向上させた内容を企20
画する。

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。

・学長を中心に戦略会議において、教育研究組織の見直しを引き続き検討する。
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○地域社会の要望に応じて、学部組織の充実を図る。

・学長を中心に戦略会議において、学部組織の充実を引き続き検討する。

○社会の要請に応じて大学院の拡充、再編を図る。

引き続き学問の高度化に対応し、大学院の部局化等に向けた整備充実を検討する。・

○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。

・学長を中心に戦略会議において、学内共同教育研究施設等の再編を引き続き検討する。

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。

・引き続き、広く公募を行い、有為な人材を確保するための公正な人事を行う。

・任期満了予定者について、引き続き、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、技術職員の新評価システムの運用にあたり、更に公平性、納得性の高い評価

にするために問題点を洗い出し評価項目、実施方法等を見直す。

・県内４機関の人事交流を実施するとともに 機関の人事担当課長会議により 年度の交4 21
流方針を検討する。また、県外の大学とも人事交流を実施する。

・事務職員、技術職員の欠員補充の方法として、国立大学法人試験による採用とは別に、

ハローワーク、ホームページを利用して、専門知識を有する者や民間企業等の実務経験

者を公募し、採用する。

・課長等の幹部職員を能力主義により学内から登用するとともに、女性職員の管理職登用

を促進する。

・ 年度に引き続き事務職員専門職（スペシャリスト）育成のために、学部、大学院の19
講義や放送大学の講義を受講させ、分野別専門研修を実施する。

・ 年度の４専門分野（国際交流、就職支援、知的財産管理、経営分析）の他、必要な19
専門性について調査・分析し、新たな分野にかかる育成方法を検討する。

○「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。

・ 年度の人件費削減目標を達成するとともに、 年度までの人件費実績額及び 年度20 19 20
の人件費の推移をもとに 年度人件費削減目標を達成する見通しをつける。21

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。
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・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。

○事務処理の電算化と外部委託を推進し、効率化を図る。

・前年度に引き続き、学生に対するサービスの向上と情報の共有化を推進し、休講情報等

をメール配信するシステムを整備する。

・業務の外部委託を引き続き推進し、効率化に努める。

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及び採択率を高めるため、申請・採択状況の公表、採択経験

者による講習会などを継続して実施するとともに、各部局における申請率の目標を設定

させる。

・受託研究・共同研究、産学連携等を引き続き推進する。

・学内施設を学外者が容易に借りられるように、引き続き利用手続きの利便性を図る。

・公開講座、公開授業等の内容を充実するとともに、広報に努め、受講者を増やす。

・進学説明会やオープンキャンパス、出前授業等で提供する大学情報を充実し、入学者の

安定確保を図る。

・ 事業と連携し、外部資金の獲得を推進する。TLO

○病床稼働率の向上等により、病院収入の増加を図る。

・地域医療連携センターにおける入院・退院支援業務及び医療相談業務を充実させる。

・自費料金については、必要に応じて随時市場調査を行い、適正な料金設定に努める。

・診療報酬（収益）と診療に係る原価計算の精度を向上させる。

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。

・情報システムの統合化を推進し、データの共有化を図る。

・光熱水料、消耗品等の「経費の節減・合理化に関する計画書」に基づき、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利用状況等の調査を引き続き実施し、管理運用状況を点検した後、

改善方策等の検討を行う。

○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。
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○大学施設を学外者が容易に借りられる方策を検討する。

・学内施設を学外者が容易に借りられるように引き続き利用手続きの利便性を図る。

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。

・外部評価の評価結果等を分析し、必要に応じて自己点検評価体制等の見直しを行う。

、 、 、・引き続き 各部局等における各教員の構成員評価を検討し 項目や手法の見直しを図り

部局単位の自己点検評価にも反映させる。

○評価結果を大学運営の改善に活用する。

・外部評価の意見を分析し、改善に向けて活用する。

・引き続き、各理事主導による サイクルに基づき、評価結果等を検証して大学運PDCA
営の改善に努める。

・各理事を中心とした において、自己点検評価や次期中期計画策定等における問題点WG
等の改善を検討する際に、外部評価結果等を活用する。

・引き続き外部評価を推進し、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。

・平成 年度に受審した大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価結果を次期中期19
計画の策定に活用する。

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。

・広報センター、広報委員会等の広報組織が行う事業計画の検討にあたって、広報業務を

行う事務職員を参画させるなど、全学的見地から積極的に既存事業の見直しや事業の新

規拡充を図る。

・ホームページ等の広報媒体の内容の充実を図り、学内外に向けての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。

・インフォメーションセンターの展示物を精査し、一般公開が可能な施設等の広報の充実

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。

・郡元キャンパスの交通対策に関する規則等を制定し、キャンパスの交通環境の向上を図

る。

・キャンパスマスタープランに基づき、附属中学校及び法文学部校舎の耐震補強を含めた

改修整備を実施する。
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・構内老朽危険箇所を随時点検整備し、キャンパス環境改善を図る。

・鹿児島市との包括連携協定に基づき、鹿児島市のまちづくり等に連携・協力するととも

に、本学キャンパスとその周辺の環境整備等を推進する。

・キャンパスに隣接する市有地に、鹿児島市が計画している市立病院整備と連携したキャ

ンパス計画を検討する。

・開かれた大学としてキャンパスサインの整備を引き続き推進して外来者へのサービス向

上を図り、地域社会との連携を推進する。

・附属中学校及び法文学部校舎の改修整備において、学生・生徒等が安心して利用できる

バリアフリー対策を実施する。

・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こととし、中

央診療棟の整備を引き続き推進する。

・寄附金等により平成 年度に着工した稲盛アカデミー棟を計画どおり竣工する。19
・農学部附属農場入来牧場管理棟及び高隈演習林研究棟の老朽化した便所、浴室等の改修

を実施する。

・教育研究環境改善事業による全学的視点に立った維持管理とキャンパス環境改善を推進

する。

・省エネルギー活動や 事業の本格活動により、エネルギー使用の効率化、合理化ESCO
を図る。

・ 事業（ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業）の改修整備を計画どおりPFI （

完了し、引き続き維持管理業務の適切な履行を推進する。

○「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。

・ 事業（ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業）の農学部研究棟Ａ（旧２PFI （

号館）において、共同利用スペースを創出する。

・全学共用スペースの利用方法について規則の見直しを行い、全学的なスペース管理の推

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。

・研究者及び事務職員により、全学的な総合防災計画の策定作業を行う。

・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。

・薬品管理システムの導入を図る。

・医療事故防止の周知徹底を図るため、安全管理に関する研修会、講習会及びシンポジウ

ム等を積極的に実施する。

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
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Ⅶ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

億円41
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 354.37
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。

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5,407 1,533
（ ）・(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 3,801

・(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- 4

・小規模改修

・再開発(中央診療棟)設備

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。
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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「 」 20
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20 2,069
また、任期付職員数の見込みを 人とする。227

（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）20 22,650

（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２０年度 予算

（単位：百万円）

区 分

収入
運営費交付金 16,840
施設整備費補助金 1,533
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 168
国立大学財務・経営センター施設費交付金 73
自己収入 20,340
授業料及入学金検定料収入 6,397
附属病院収入 13,652
財産処分収入 0
雑収入 291

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 2,664
長期借入金収入 3,801
目的積立金取崩 0

計 45,419

支出
業務費 35,015
教育研究経費 22,606
診療経費 12,409

一般管理費 922
施設整備費 5,407
船舶建造費 0
補助金等 168
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 2,664
長期借入金償還金 1,243

計 45,419

「運営費交付金」のうち、20年度当初予算額16,839百万円、前年度よりの繰越額のうち使

用見込額 0.7百万円

「施設整備費補助金」のうち、20年度当初予算額 539百万円、前年度よりの繰越額 994

百万円

[人件費の見積り]

期間中 総額 22,650百万円を支出する （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 16,595百万円）
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２．収支計画

平成２０年度 収支計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

費用の部
経常費用 39,505
業務費 37,050
教育研究経費 4,178
診療経費 6,917
受託研究費等 1,529
役員人件費 110
教員人件費 12,485
職員人件費 11,831

一般管理費 239
財務費用 332
雑損 0
減価償却費 1,884

臨時損失 0

収入の部
経常収益 40,255
運営費交付金 16,840
授業料収益 5,113
入学金収益 768
検定料収益 169
附属病院収益 13,652
受託研究等収益 1,529
補助金収益 131
寄附金収益 947
財務収益 13
雑益 279
資産見返運営費交付金等戻入 347
資産見返補助金等戻入 12
資産見返寄附金戻入 187
資産見返物品受贈額戻入 268

臨時利益 0
純利益 750
目的積立金取崩益 0
総利益 750
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３．資金計画

平成２０年度 資金計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

資金支出 48,485

業務活動による支出 37,904

投資活動による支出 6,272

財務活動による支出 1,243

翌年度への繰越金 3,066

資金収入 48,485

業務活動による収入 40,012

運営費交付金による収入 16,840

授業料及入学金検定料による収入 6,398

附属病院収入 13,652

受託研究等収入 1,529

補助金収入 168

寄附金収入 1,134

その他の収入 291

投資活動による収入 612

施設費による収入 612

その他の収入 0

財務活動による収入 3,801

前年度よりの繰越金 4,060
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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 330人
（うち歯科医師養成に係る分野 330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 8,250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 30人
（うち専門職学位課程30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 1,565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


