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平成２１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。

・適正な評価方法が確立されたか、その点検と分析を行う。

○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。

・「戦略的大学連携支援事業」で、各大学等の間で連携して実践的問題解決能力を身に付け

る授業科目を開設する。

・引き続き、新入生に対して、教材等の環境整備を行い、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。

・引き続き、実務家、職業人による講義・実習の機会を増やす。

○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。

・「教養セミナー」や「かごしま教養プログラム（共同合宿授業）」を開設し、グループ討

論及びプレゼンテーション能力の向上を図る。

○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。

・少人数教育を促進し、大学院向け英語科目の充実等の英語教育改善を継続して実施する。

・e-Learning の活用を推進するため、教材メディアコンテンツの充実を図る。

・学術交流協定校との相互交流をさらに充実させる。

○教員の教育力を開発するための企画を導入する。

・「戦略的大学連携支援事業」で、各大学等の間で連携してＦＤ活動を実施する。

【大学院課程】

○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。

・引き続き、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。
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・引き続き、奄美サテライトで社会人が実践的で高度な知識・技能を学ぶ機会を充実する。

・教員免許更新制実施への対応を整備する。

・産官学連携活動の一環として、専門的職業人への教育を充実させる。

【留学生教育】

○留学生の教育指導体制を充実する。

・「戦略的大学連携支援事業」で、留学生センターが開講する日本語５週間プログラムにお

いて、留学生の受講を促進する。

【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。

・引き続き、教育センターで、ＰＤＣＡサイクルを活用した教育の成果・効果を検証する。

・学生による自己評価の結果を授業改善に活かす。

（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

○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。

・入学者選抜方法検討委員会報告書により、各学部の入学者選抜方法の点検・改善を行う。

・これまでの社会人入試における異なる評価基準を全学的に検証し、改善の方法を具体的

に検討する。

・学術交流協定校からの留学生増大に努める。

○受験生に対する入試情報の提供を充実する。

・「戦略的大学連携支援事業」で、各大学等の間で連携したオープンキャンパス実施方法を

検討する。

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。

・引き続き、教育目標に沿った基礎教育分野における補習的教育を推進する。

・稲盛アカデミーが提供する倫理、哲学等の人間力を学ぶ授業科目を開講する。

○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。

・引き続き、Ｇ－ＴＥＬＰを成績評価の一部として導入し、評価の平準化を目指す。

・留学生の教育参加について、現状を点検し改善を図る。

○カリキュラムを見直し、一層充実したものとする。

・各学部、教育センター、就職支援センター、ボランティア支援センター等が連携して、

インターンシップ、フィールド実習、学外臨床実習等の現場体験型カリキュラムの充実

を図る。

・「戦略的大学連携支援事業」で、各大学等の間で連携してフィールド授業科目を開設する。
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・学生の短期海外研修を含む学部横断プログラムを推進する。

・附属学校教員と学部教員との教育に関する共同的研究を促進する。

・大学院教育課程の履修で、長期在学制度を適用して社会人大学院プログラムを導入する。

○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。

・単位互換制度などを活用して留年せずに卒業できるシステムの開発を検討する。

・学術交流協定校への派遣学生を増やすため、その支援システムを充実させる。

○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。

・教育目的及び目標に沿い、地域に密着した教育プログラムを実施する。

教育方法

○個別指導、少人数教育を重視した教育を行う。

・引き続き、英語教育では能力に応じた少人数教育を推進する。

・共通教育における動機付け教育科目の成果を点検・評価する。

○学生が自主的に行う授業や、学生の発表の機会を増やす。

・実践的に問題を解決する能力を養うため、フィールド教育を充実させる。

○情報機器・教材等を有効に活用する。

・引き続き、メディア設備を充実し、活用する。

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。

・多様な評価方法の妥当性を検証する。

・シラバス点検委員会等で継続的に点検を実施する。

○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。

・学習達成度を把握するため、達成度点検シートにより調査を実施する。

・学生が学習・教育目標の達成度を定量的に評価し、学習に反映させるシステムを開発す

る。

・引き続き、教育課程に合わせ進級制を整備し、個別的な学習指導を充実する。

○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。

・大学院生が学会等で発表する機会を増やす。

（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

○大学院における教育研究指導体制を拡充強化する。

・引き続き、複数教員による指導体制を整備する。
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○教育体制を整備し、情報教育を推進する。

・「戦略的大学連携支援事業」において、ICT 活用要員を配置し、情報教育体制を充実する。

・社会人を対象に、マルチメディアを活用した遠隔授業を推進する。

・「ＩＴ相談室」での相談内容について、ＦＡＱを作成するなど活動を充実させる。

○評価及び評価結果を活用し教育活動の質を改善する。

・引き続き、学生と教員の意見交換を実施する。

・引き続き、公開授業による教員相互の評価を実施し、授業改善に活用する。

・学生による授業評価の結果を受けての授業改善報告書の効果を検証する。

○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。

・学部等の特に優れた教員の講義を、公開授業又はＦＤ研修会等で全学的に開講する。

○教室・演習室・実験室等を整備する。

・引き続き、建物改修に当たっては、学生交流スペースを確保する。

・引き続き、建物改修に合わせた情報機器等の整備を推進する。

・CALL システムを更新し、整備を図る。

○図書館を整備拡充する。

・人文･社会学系の専門教育図書を重点的に整備する。

・留学生の意見をさらに採り入れ、留学生用図書の充実を図る。

・引き続き、全国の外国雑誌センター館と調整して農学系稀少資料の収集・整備を行う。

・研究室返却図書の目録データ作成を引き続き推進する。

・引き続き、本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。

・留学生を含む学生に文献情報データベースの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。

・キャンパス情報ネットワークの機器更新により、高度化と維持管理の効率化を図る。

○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、ＦＤ、授業評価、カリキュラム開発等の効果を検証する。

・引き続き、e-Learning システム等の活用を推進する。

（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。

・引き続き、成績不振者の個別指導を充実し、留年者減少に努める。

・ボランティア支援センターによる、学生のボランティア活動を積極的に支援する。
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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。

・整備計画を基に、引き続き施設設備等の充実を図る。

・不登校学生支援、とくに発達障害に起因する不登校者支援体制を、保健管理センターを

中心にさらに充実させる。

○経済的支援に関する具体的方策を検討する。

・経済的支援のための財源の確保に努める。

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。

・基礎的・萌芽的研究の進捗状況を検証し、研究者の支援を継続する。

・ITP（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）等による東アジア、

東南アジア及び南太平洋諸国の地域問題解決に関する共同研究を推進する。

・引き続き、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。

・ITP（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）をさらに充実させ、

その成果を発表する機会を通し創造性を伸ばす教育方法等の研究開発を推進する。

○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。

・国際的先導的研究の研究成果について、国内外に向けて発信する。

・社会における即戦力を持った人材養成を視野に、理工学研究科の再編を行い、学際的な

環境整備を行う。

○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。

・環境や食の安心・安全等に関連する諸問題を解決するための研究を推進する。

・引き続き、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。

・引き続き、地域資源の有効活用を図る研究を推進する。

・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。

・引き続き、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。

・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継

続して推進する。

○研究成果を公開し、社会へ還元する。
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・大学ホームページやシンポジウム等において、引き続き公開し、大学の成果としてアピ

ールする。

（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。

・連合農学研究科及び理工学研究科を再編し、学際的な研究体制の充実を図る。

・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

組織の在り方を検討する。

・引き続き、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。

・引き続き、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。

・引き続き、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。

・引き続き、TA、RA、PD 研究員、非常勤研究員などの確保を図る。

・サバティカル制度の特性を持ち合わせた効率的な運用システムの検討を行う。

・引き続き、国際的共同研究を推進するとともに、外国人研究者を積極的にセミナー等に

招聘し、研究者同士の相互交流を深める。

・先端的研究分野の構築に向けて、学部を超えた教員の組織体制を構築する。

・引き続き、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。

・若手研究者の研究支援の成果を検証する。

・引き続き、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。

・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、機器の維持管理の見直し、

改善を図る。

・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。

・各種外部資金獲得の方策を検討する。

・引き続き、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。

○知的財産の創出を図り、適正に管理し、活用する。

・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。

・評価に基づき重点研究課題を設定し、研究の支援を行う。

・引き続き、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。
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○全国共同研究、学内共同研究等を推進する。

・引き続き、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。

・現在参加している化学系研究設備有効活用ネットワークにおける、機器の共同利用を推

進する。

・寄附講座を中心とした産業界との共同研究を継続して推進する。

○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継続して進展させ、ニーズとシーズの情報交換を継続

して実施する。

・引き続き、地域教育機関と共同して研究を推進する。

・これまでの連携をさら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。

・司法政策研究センターを設置し，法律相談活動の充実を図る。

・引き続き、臨床心理面における心理臨床相談室の充実を図り地域社会からの要望に応え

る。

・引き続き、公開授業等などを開催し、学校教育現場との連携を深める。

・修了証明書が発行できる社会人向け教育プログラムを増加させるため、新たな教育プロ

グラム開発に着手する。

・引き続き、「離島へき地医療人育成センター」の充実を図る。

○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。

・引き続き、県内外の企業や自治体等との共同研究を推進する。

・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。

○地域の公私立大学等と積極的に連携を図る。

・「大学地域コンソーシアム鹿児島」の連携・協力体制を拡充する。

○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。

・引き続き、外国語版ホームページを充実させる。
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・学部学生、大学院学生の双方向交流事業を推進する。

・留学生のための住環境の整備に着手する。

・北米教育研究センターの活用による、教育研究交流や共同研究を推進する。

・「戦略的大学連携支援事業」の一つとして、留学生を言語指導者として活用する多言語プ

ログラムを展開する。

・「多国籍合宿」等の地域コミュニティーとの交流事業の充実を図る。

○教育研究活動面で国際的に貢献する。

・本学独自の国際プロジェクトの実施を推進する。

・継続実施中のプロジェクトを評価し、その成果を公表する。

・引き続き、JICA 等国際機関との連携を図り、研修生の受け入れ、専門家派遣を推進する。

・これまでの研究実績をもとに、特に、環境、島嶼、食と健康の分野でアジア・太平洋地

域との連携事業を推進し、国際的に貢献する。

（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。

・引き続き、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。

・６年次学生全員の離島へき地臨床実習等に、画像遠隔診断システムを用いた遠隔医療相

談の演習を行う。

・離島支援体制を強化するために、院内外の専門医に対しても画像遠隔診断システムの周

知と活用を促進する。

・医療現場の業務軽減、コスト・収益性を考慮した適正人材の配置をさらに推進する。

・院内研修会や講習会等を開催し、職員の資質の向上を図る。

・引き続き、各種医療専門職員の専門性の向上を図るため、研修会等へ積極的に参加させ

る。

・特定機能病院及び特定承認保険医療機関として、先進医療の開発に積極的に取組む。

・患者満足度調査、患者からの意見等を参考にして、患者サービス、病院アメニティの向

上を図る。

・引き続き、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。

・臨床の実践に応用できる知識を有し、患者を尊重し思いやりのある態度を示して基本的

臨床技能を実践出来る教育および学習環境の充実に取組む。

・卒前教育では、臨床実習前と実習後に実施している OSCE を、臨床能力評価として改善

を図る。また、ポートフォリオなど多角的な評価方法を取り入れる。

・引き続き、学生への指導体制の充実を図る。

・卒後臨床研修制度の見直しに伴う研修プログラムの検討を行う。

・他大学病院等の先進事例の情報収集を行い、研修医確保のための待遇改善を検討する。

・引き続き、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す
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るほか、研修指導医の講習会への参加を増やし、指導体制の充実を図る。

・後期研修医の確保のため、各診療科で行われている研修プログラムの周知を行い、併せ

て各種専門医、認定医の取得を積極的に推進する。

・県内の医療機関との連携を推進し、研修登録医の受入を積極的に行う。

○研究成果を診療へ反映させ、先端的医療を導入する。

・引き続き、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。

・学内外施設との連携による共同研究等を推進し、先端的医療の開発を目指す。

・臨床試験、治験を積極的に推進し、先進医療の承認件数増に努める。

・地域連携クリティカル・パスの整備を推進し、診療機能を充実させる。

○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。

・医療環境安全部を中心にして、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、医療法に基づく立入検査等における指摘事項に係る改善を行

う。

・各診療科の基本症例について作成されたクリティカル・パスを検証する。

（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するとともに、各附属学校園の特色を活か

した共同研究や研修を推進する。

・大学教員と連携した研究授業を行い、共同的に単元・題材の開発及び指導方法改善を行

う。

・特別支援学校においては、引き続き、大学教員、学生等と連携して「附養スポーツクラ

ブ」を推進し、発表の場の拡大に努め、余暇活動の充実を図る。

・学部の教育実習指導委員会と連携し、効果的な教育実習の仕組みを確立する。

・小学校、中学校では二学期制の試行を踏まえた日程等の検討を行う。

○附属学校の運営を見直し、改善する。

・各附属学校園の特色を活かした教育相談等を実施する。

・総合的な学習の時間等を活用して、留学生を講師として招くなど国際理解教育を推進す

る。

・他大学附属学校園との情報交換、公開研究会への参加を通して、教員の資質を高める。

・特別支援学校では、引き続き、筑波大学附属大塚特別支援学校及び久里浜特別支援学校

との３年スパンの人事交流を行い、相互の専門性向上を図る。

・諸訓練等で実証的に内容を見直し、２１年度版「危機管理マニュアル」を作成する。

・小・中学校では、対応マニュアルの見直しを行うとともに、教員間の連携を充実させる

ためにシミュレーションを実施する。

・特別支援学校においては、２０年度実績を基に、２１年度マニュアルを作成する。
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○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。

・附属学校園の使命や地域のニーズに基づき、入学選考の在り方等について検討し、実施

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。

・学部附属教育実践総合センターが実施する教育実践フォーラムなどの研修会に参加し、

教職員の資質向上を図る。

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。

○機動的な運営体制を構築する。

・学内の理解、コンセンサスが得られる取り組みを継続して実施する。

・全学の課題及び将来構想を視野に入れた「人件費削減対策の基本方針」を検討する。

・国立大学協会九州支部ブロック会議及び九州地区国立大学法人等事務系職員等人事委員

会等を通じて、事務系職員の採用等や技術職員等の研修等に関する連携・協力をさらに

行う。

○大学に相応しい運営体制を構築する。

・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、大学運営会議を継続して活用

する。

・事務職員を対象とした研修計画を見直し、専門的能力と基礎的能力をバランス良く育成

する研修を企画・実施する。

・技術職員の研修について、シンポジウム形式で行っている技術部の研修に関する情報共

有を進め、教育・研修支援のスキルアップを図る。

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。

・学部・研究科等の入学定員等の見直しを検討する。

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、技術職員の評価システムの実施方法等を改善するとともに、研修等により評
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価者の評価能力の向上を図る。

・引き続き、県内４機関の人事交流を実施するとともに、4 機関の人事担当課長会議に基

づく交流方針により交流を実施する。また、他機関との人事交流も実施する。

・引き続き、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。

・引き続き、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。

・事務職員専門職（スペシャリスト）育成のために、学部、大学院の講義や他大学（放送

大学等）の講義受講を含む分野別専門研修を、引き続き行う。

・専門分野について、４分野（国際交流、就職支援、知的財産管理、経営分析）以外にも

必要な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開発する。

○「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。

・21 年度までの人件費削減目標を達成する。

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。

・効率的・効果的な事務処理を行うため、事務組織の再編を推進する。

○事務処理の電算化と外部委託を推進し、効率化を図る。

・学生、教職員に対するサービス向上と情報の共有化を推進し、職員証・学生証の IC カー

ドを有効活用して業務の効率化・省力化を図る。

・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向上のために、公募説明会における採択経験者による講習会

等を継続して行う。

・受託研究・共同研究、産学連携等を引き続き推進する。

・公開講座等を積極的に行うため、広報を充実して受講者を増やす。

・引き続き、入学者確保のために進学説明会、出前授業や施設開放などを行い大学ＰＲを

実施する。

○病床稼働率の向上等により、病院収入の増加を図る。

・引き続き、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
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させる。

・引き続き、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を行

う。

・管理会計システムの診療科別及び診断群別による原価計算等の精度を向上させ、経営改

善や収入増施策の指針としての情報提供の体制を確立する。

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。

・事務電算システムの統合化を図り、情報の共有化を行い、事務の効率化を推進する。

・「経費の節減・合理化に関する計画書」に基づき、光熱水料、消耗品等の節減状況を定期

的に検証し、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。

・教育研究設備の整備を推進するとともに、本学が保有する教育研究設備について、学内

外の有効的・効率的な運用を推進する。

○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。

・資金管理計画に基づき、運用資金等を安全かつ有効に運用し、学資金賦与などの学生支

援等に活用する。

○大学施設を学外者が容易に借りられる方策を検討する。

・ホームページの掲載内容を充実させて利用者の利便性の向上を図る。

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

○評価結果を大学運営の改善に活用する。

・引き続き、外部評価の意見を分析し、改善に向けて活用する。

・法人評価結果、外部評価結果を参考に、次期中期計画を策定する。

・法人評価結果、外部評価結果をＰＤＣＡサイクルに従って、業務に反映させる。

・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。

・法人評価の評価結果を、大学運営の改善に活用する。

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。

・各部局等の教育・研究、社会連携活動などの情報を積極的に収集し、適切かつ迅速な情

報公開を行う。
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・広報誌等の内容充実を図るとともに、ホームページの抜本的見直しの検討を行う。

・各部局のオープンキャンパスを効果的に広報するとともに、各部局や学内共同利用教育

研究施設等のイベント情報等を積極的に広報する。

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。

・キャンパスマスタープランに基づき、耐震補強を含めた改修整備等及び病院再開発を実

施する。

・学内の老朽危険箇所等の改修を計画的に行い、キャンパス環境の改善を図る。

・引き続き、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。

・引き続き、開かれた大学としてキャンパスサイン整備を実施し、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。

・キャンパスマスタープランに基づく改修整備等において、学生・生徒が安心して利用で

きるバリアフリー対策を実施するとともに改修整備建物に太陽光発電設備を設置し、環

境に配慮したキャンパス整備を推進する。

・病院再開発整備計画に基づき、中央診療棟（３年国債事業の３年目）を完成させるとと

もに、引き続き既存中央診療棟の改修等の整備を推進する。

・地域の中核病院としての機能と獣医学教育環境の向上を図るため、動物病院の改修を行

う。

・全学的な高度情報通信網を再構築するため、キャンパス情報ネットワークシステムを整

備する。

・基幹設備の更新や屋外環境の安全対策等、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の改善を引き続き推進する。

・省エネ対応機器への更新やホームページでの建物毎のエネルギー使用量の公表による意

識の啓蒙等、省エネルギー対策を推進する。

・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。

・共通教育棟３号館改修に伴い、共同利用スペースを創出する。

・「学内施設の共同利用スペースの確保に関する指針」に基づき、全学共同利用スペースを

効率的に運用する。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

○安全管理体制の強化と事故防止対策の確立を図る。

・薬品管理システムを本格稼働させ、化学物質の管理体制の充実を図る。

・医療安全管理、感染管理に関する研修会の充実と参加者の促進を図る。
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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

(1)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 349、
497.00 ㎡）を譲渡する。

(2)唐湊学生寄宿舎の土地の一部（鹿児島県鹿児島市唐湊三丁目 1026 番 1、305.90 ㎡）

を譲渡する。

(3)教育学部寺山自然教育研究施設の土地の一部鹿児島県鹿児島市吉野町 10857 番 1、
393.12 ㎡）を譲渡する。

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 5,171 施設整備費補助金 （ 1,908）
・(郡元)(附中)耐震対策事業 設備整備費補助金 （ 122）
・(医･歯病)中央診療棟 船舶建造費補助金 （ 1,561）
・(医･歯病)旧中央診療棟他改修 長期借入金 （ 1,507）
・(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

(埋文調査) （ 73）
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・(医･歯病)基幹･環境整備

(空調設備改修等)

・(桜ヶ丘他)ﾗｲﾌﾗｲﾝ再生事業

・環境ﾊﾞｲｵ研究棟等改修施設

整備等事業（PFI 事業 14- 5）
・小規模改修

・再開発(中央診療棟)設備

・医学部定員増に伴う学生教育

用施設整備･設備整備

・注射薬自動払出ｼｽﾃﾑ

・生体細胞組織構造解析ｼｽﾃﾑ

・｢かごしま丸｣代船建造

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 21 年

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 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及び常勤職員給与に

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 21 年度の常勤職員数 2,189 人

また、任期付職員数の見込みを 236 人とする。

（参考２）平成 21 年度の人件費総額見込み 22,932 百万円（退職手当は除く）
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（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

（備考） 本文中、○印は中期計画
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画

１．予 算

平成２１年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 16,681
施設整備費補助金 2,030
船舶建造費補助金 1,561
施設整備資金貸付金償還時補助金 0
補助金等収入 145
国立大学財務・経営センター施設費交付金 73
自己収入 20,467
授業料及入学金検定料収入 6,430
附属病院収入 13,704
財産処分収入 0
雑収入 333

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 2,807
長期借入金収入 1,507
目的積立金取崩 25

計 45,296

支出
業務費 31,369
教育研究経費 18,954
診療経費 12,415

一般管理費 4,515
施設整備費 3,610
船舶建造費 1,561
補助金等 145
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 2,807
長期借入金償還金 1,289

計 45,296

「施設整備費補助金」のうち、21年度当初予算額 507百万円、前年度よりの

繰越額 1,523 百万円

[人件費の見積り]

期間中 総額 22,932百万円を支出する。（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 16,424百万円）
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２．収支計画

平成２１年度 収支計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

費用の部
経常費用 39,991
業務費 36,423

教育研究経費 3,862
診療経費 6,189
受託研究費等 1,556
役員人件費 109
教員人件費 11,740
職員人件費 12,967

一般管理費 996
財務費用 332
雑損 0
減価償却費 2,240

臨時損失 0

収入の部
経常収益 40,240

運営費交付金 16,681
授業料収益 5,134
入学金収益 780
検定料収益 168
附属病院収益 13,704
受託研究等収益 1,556
補助金収益 123
寄附金収益 1,057
財務収益 31
雑益 302
資産見返運営費交付金等戻入 348
資産見返補助金等戻入 14
資産見返寄附金戻入 194
資産見返物品受贈額戻入 148

臨時利益 0
純利益 249
目的積立金取崩益 0
総利益 249
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３．資金計画

平成２１年度 資金計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

資金支出 47,766

業務活動による支出 38,029

投資活動による支出 5,978

財務活動による支出 1,289

翌年度への繰越金 2,470

資金収入 47,766

業務活動による収入 40,100

運営費交付金による収入 16,681

授業料及入学金検定料による収入 6,430

附属病院収入 13,704

受託研究等収入 1,556

補助金収入 145

寄附金収入 1,251

その他の収入 333

投資活動による収入 2,141

施設費による収入 2,141

その他の収入 0

財務活動による収入 1,507

前年度よりの繰越金 4,018
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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
特別支援教育教員養成課程 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 570人
（うち医師養成に係る分野 570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
環境化学プロセス工学科 35人
※応用化学工学科 180人
海洋土木工学科 192人
情報生体システム工学科 80人
※情報工学科 180人
化学生命工学科 50人
※生体工学科 180人
３年次編入 30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）
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国際総合文化論専攻 16人
（うち修士課程 16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 教育実践総合専攻 38人
（うち修士課程 38人）

※学校教育専攻 6人
（うち修士課程 6人）

※教科教育専攻 32人
（うち修士課程 32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 77人
（うち修士課程 77人）

電気電子工学専攻 69人
（うち修士課程 69人）

建築学専攻 43人
（うち修士課程 43人）

化学生命・化学工学専攻 42人
（うち修士課程 42人）

※応用化学工学専攻 18人
（うち修士課程 18人）

海洋土木工学専攻 33人
（うち修士課程 33人）

情報生体システム工学専攻 42人
（うち修士課程 42人）

※情報工学専攻 18人
（うち修士課程 18人）

※生体工学専攻 15人
（うち修士課程 15人）

数理情報科学専攻 26人
（うち修士課程 26人）

物理・宇宙専攻 15人
（うち修士課程 15人）

※物理科学専攻 11人
（うち修士課程 11人）

生命化学専攻 33人
（うち修士課程 33人）

地球環境科学専攻 32人
（うち修士課程 32人）

物質生産科学専攻 8人
（うち博士課程 8人）

※物質生産工学専攻 14人
（うち博士課程 14人）

システム情報科学専攻 8人
（うち博士課程 8人）

※システム情報工学専攻 14人
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（うち博士課程 14人）
生命環境科学専攻 8人

（うち博士課程 8人）
※生命物質システム専攻 16人

（うち博士課程 16人）
※ナノ構造先端材料工学専攻 52人

うち修士課程 28人
博士課程 24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
（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 23人
（うち博士課程 23人）

応用生命科学専攻 8人
（うち博士課程 8人）

※生物資源利用科学専攻 14人
（うち博士課程 14人）

農水圏資源環境科学専攻 8人
（うち博士課程 8人）

※生物環境保全科学専攻 8人
（うち博士課程 8人）

※水産資源科学専攻 8人
（うち博士課程 8人）

計 1,613人

教育学部附属小学校 1,008人
学級数 27

教育学部附属中学校 600人
学級数 15
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教育学部附属特別支援 60人
学校 学級数 9

教育学部附属幼稚園 90人
学級数 3

（注）表中※印は、21年度より改組廃止の学科・専攻を示す。


