
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ２ 年 度 

年 度 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人鹿児島大学 

 

 

 

                                                            

 



目    次 

 

 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) 教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置    1 

 (2) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置   2 

 (3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置  2 

   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    3 

 (2) 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置    3 

   ３ その他の目標を達成するための措置 

 (1) 社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置    4 
 (2) 国際化に関する目標を達成するための措置  4 

 (3) 附属病院に関する目標を達成するための措置   4 

 (4) 附属学校に関する目標を達成するための措置  5 
 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 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置  6 
     ２ 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 7 
 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、寄附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 7 

    ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置  7 
     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 7 
 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にとるべき措置 

    １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置  8 
     ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 8 
 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  8 
      ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 8 
      ３  法令遵守に関する目標を達成するための措置    8 
 Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  9 
 Ⅶ 短期借入金の限度額  9 
  Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  9 
  Ⅸ 剰余金の使途  9 

  Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画  9 

 ２ 人事に関する計画 10 
   
 別表 学部の学科、研究科の専攻等 11 

 別紙 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 14 
 



1 
 

 

平成２２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）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

【学士課程】 

【B 1】「進取の精神」を踏まえた「学生憲章」を策定し、アドミッション・ポリシーを再構築する 

とともに、全学的・系統的カリキュラムを整備・拡充する。 

・「進取の精神」を踏まえた「学生憲章」を制定するとともに、各教育課程のアドミッション・ 
ポリシーの見直しに着手する。 

 

【B 2】学士力を培う共通教育カリキュラム等の改革を推進する。 

・「進取の精神」を踏まえた、学習・教育目標と共通教育のカリキュラムマップを整備する。 
 
【B 3】各専門分野の特性を踏まえた、学士力を培う専門教育に取り組む。 

・教育改革室にWGを設置し、学士力の可視化に向けた、ワークショップ等を開催し、素案を策定

する。 

 

【B 4】各教育課程のディプロマ・ポリシーを策定するなど、学位の質を保証する方法を確立する。 

  ・ディプロマ・ポリシーの策定指針を作成する。 

 

【大学院課程】 

【B 5】島嶼、環境、食と健康等の全学横断的な教育コースを創設するなど、大学院教育体制を整 

       備・充実する。 

  ・「島嶼」に係る全学横断的な教育プログラム・コースを創設する。 

  ・大学院の共通教育科目の再編と充実を図る。 

 

【B 6】大学院教育カリキュラムを整備・拡充するなど、大学院課程における学位の質を保証する 

       方法を確立する。 

  ・「教育改革室」に大学院課程カリキュラムＷＧを設置し、学位の質保証について検討を開始す 

るとともに、「教育センター」に大学院共通教育科目専門委員会を設置し、大学院における共 

通教育科目について検討する。 

 

【B 7】幅広い国際的視野を育成する実践的な教育プログラムを実施する。 

・各研究科は、英語による授業拡充策を検討する。 

・国際的な就業体験を目的とした実践的教育プログラムを拡充する。 

 

【B 8】留学生に対する教育カリキュラムを充実し、国際的に貢献できる人材を育成する。 

  ・渡日前（現地）入学試験が実施できる拠点の現地調査等を実施する。 

 

【社会人教育】 

【B 9】教員免許状更新講習やリカレント教育等の社会人ヘの教育プログラムを拡充する。 

  ・「奄美サテライト教室」の充実方策等を検討し、リカレント教育、リフレッシュ教育を拡充 

する。 
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（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【B10】「教育改革室」や「教育センター」等の企画立案機能を強化し、共通教育及び専門教育の 

       実施体制を整備・拡充する。 

  ・「教育改革室」及び「教育センター」の機能と位置付けを明確にする。 

  ・共通教育の実施体制の強化を図るため、専任教員の責任体制について検討する。 

 

【B11】他大学等との連携や教育組織の見直しを行い、質の高い教育研究組織を整備・拡充する。 

  ・戦略的大学連携支援事業により培われた成果を基に、連携12大学等の維持・発展の方向を検討

する。 

  ・放送大学との連携強化のために、学習設備の導入を図り、その運用方法について検討する。 

 

【B12】歯学部歯学科の入学定員削減に積極的に取り組む。 

  ・歯学教育等の改善・充実を図るため、入学定員の見直しに関する諸手続を進める。 

 

【B13】獣医学教育等の改善・充実を図るため、他大学との連携教育課程の編成等に取り組む。 

  ・他大学との連携教育課程の編成等に関する検討を進める。 

 

【B14】「進取の精神」を有する人材を育成するために、ＦＤ活動等を充実し、教員の教育力向上に 

       向けた取組を展開する。 

  ・鹿児島大学FD委員会と戦略的大学連携支援事業FD・SD推進委員会の連携によるＦＤ活動を充 

実する。 

 

【B15】附属練習船を活用した教育ネットワークを構築する。 

  ・水産学部附属練習船「かごしま丸」を活用した教育関係共同利用拠点を目指し、本学の教育

体制および他大学等向け教育支援体制を整備する。 

 

【B16】附属図書館等学内共同教育研究施設の学習支援機能の強化と環境整備を行う。 

・共通教育において、図書館を利用した新規授業科目の次年度開講に向けて準備する。 

  ・「学士力」育成に必要な領域別図書(学術情報)等の整備計画を策定し、実施する。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

【B17】「学生なんでも相談室」の充実や学生による学生のためのアドバイザー「平成郷中サポー 

       ター（仮称）」の体制を整備するなど、学習・生活支援を充実する。 

  ・学部で行っている学生支援体制（サポーター）を調査し、現状の把握と問題点の洗い出しを 

行う。 

 

【B18】学生及び留学生に対する経済・生活支援を充実する。 

  ・「スタートダッシュ学資金」の見直しを行う。  

  ・本学独自の新たな奨学金制度（留学生を含む。）を検討し、入学から卒業までの一貫した支 

援制度の実施計画を策定する。  

 

【B19】社会に学ぶ体験教育の強化など、「ボランティア支援センター」を中心とした学生支援を 

    拡充する。 

  ・共通教育の人間力養成プログラムにボランティア活動科目を組み入れる。 

  ・各部局で行われているボランティア活動の実態を把握するとともに、ボランティア希望学生

の登録を増やす。 
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【B20】心のケアができる専門家の支援体制を整備するなど、「保健管理センター」を中心とした 

       支援体制を拡充する。 

  ・学生のメンタルケアのための支援体制を強化・充実する。 

  ・全学生を対象にした、予約制による「保健管理センター」での定期健康診断受診率の向上を 

    図る。 

 

【B21】インターンシップ、キャリア教育の充実など、「就職支援センター」を中心とした就職支 

       援体制を拡充する。 

・「就職支援センター」を中心に、学生・企業への一層きめ細やかな対応等、就職支援事業を拡

充するとともに、就職支援環境を整備する。    

  ・就職支援に対する共通理解を図るため、「就職支援センター」と学部の共催により、教職員対

象の講演会を実施する。 

 

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 

【B22】島嶼、環境、食と健康の研究領域を重点的に推進する。 

 ・島嶼、環境、食と健康に関する教育研究の拠点プロジェクトを支援する。 

 

【B23】地域社会と連携し、地域的課題の解決をめざした研究を積極的に推進する。 

・地域的問題の中から特定した課題を絞り込み、他大学等も参加した横断的な研究体制を検討 

    する。 

 

【B24】学内の研究課題のファイリング等を推進し、各分野の特徴に基づく研究基盤を整備する。 

 ・教員情報システムと連動した研究論文データベースを構築する。 

 

【B25】将来有望な学内研究成果を拠点形成教育研究プロジェクトとして支援する。 

 ・将来有望な拠点プロジェクトを構築し、全学的な実施支援体制を整備する。 

 

【B26】研究成果に関する情報の収集・整理を全学的に推進し、研究者総覧の公開など、研究成果 

    の還元システムを整備する。 

  ・教員の研究シーズ情報に関して、社会の求める項目を広く調査する。 

・研究成果の知的財産化による保護・活用を戦略的に推進する拠点形成を検討する。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【B27】「国際島嶼教育研究センター(仮称)」を設置し、学際的かつグローカルな研究を推進する｡ 

  ・多島圏研究センターを改組し、島嶼における部門横断的な教育･研究を推進する「国際島嶼教

育研究センター（仮称）」を設置する。 

 

【B28】次世代を担う研究者等を支援する体制を整備する。 

  ・若手研究者や女性研究者等を支援するため、研究科等への支援体制を整備する。 

  ・部局横断的な若手研究者や女性研究者等で構成される研究プロジェクトへの後方支援を検討

する。 

 

【B29】「フロンティアサイエンス研究推進センター」など、学内共同教育研究施設の機能を見直 

       し、研究支援体制を拡充する。 

  ・「フロンティアサイエンス研究推進センター」の組織の見直しを検討する。 

  ・「機器分析施設」、「遺伝子実験施設」、「動物実験施設」、「アイソト－プ実験施設」等
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の各施設の整備計画を作成する。 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

【B30】地域貢献を推進する「地域貢献推進センター(仮称)」を設置し、地域ニーズに基づく研究 

       成果や社会サービスを提供する。 

  ・地域貢献を推進する「地域貢献推進機構（仮称）」を設置するとともに地域社会のニーズ調 

査を実施する。 

 

【B31】島嶼学、鹿児島環境学、焼酎学を推進し、かごしまルネッサンスアカデミー等を継続する 

       とともに、有為な人材を積極的に育成する新たなプログラムを構築する。 

  ・地域リーダー養成のための「生涯学習教育研究センター」独自のプログラムついて検討する。 

 

【B32】「生涯学習教育研究センター」の機能を強化するとともに、各部局等の特色を活かした生 

       涯学習プログラムを実施する。 

  ・「教育センター」と「生涯学習教育研究センター」の連携を強化し、社会人受入プログラム 

    の充実を図る。 

  ・「生涯学習教育研究センター」の機能強化に必要な組織体制の見直しを行う。 

 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

【B33】「北米教育研究センター」等の海外拠点の機能を強化するとともに、本学留学経験者等を 

       組織化し、海外に教育研修拠点を形成する。 

  ・東南アジアにおける帰国留学生等のネットワーク構築のためのキーパーソンを、「鹿児島大 

    学友好大使（仮称）」に任命する。 

  ・「北米教育研究センター」の機能強化のための環境整備等を行う。 

 

【B34】学生及び教職員の海外研修プログラムの充実や留学生の受入環境を整備するなど、学内に 

       おける国際化教育環境を整備する。 

  ・若手教員の海外研修支援事業等を充実する。 

  ・留学生の受入環境を充実させるため、住環境需要調査等を実施する。 

 

【B35】「国際島嶼教育研究センター（仮称）」を中心として、アジア・太平洋諸地域の国際学術 

       交流拠点の機能を高める。 

  ・海外の大学および研究機関との連携の在り方について、｢国際島嶼教育研究センター(仮称)｣ 

を中心に検討する。 

 

【B36】海外の学術機関との交流を深め、国際共同研究を積極的に推進する。 

  ・国際科学技術フォーラム、ＪＵＮＢＡテクノフェアー等を活用した国際共同研究等の連携事 

業を実施する。 

 

（３）附属病院に関する目標を達成するための措置 

【B37】地域における中核的医療機関として、診療機能を充実させ地域医療機関との連携体制を強 

       化する。 

  ・地域医療連携の強化を図るため、拠点病院として関連病院との連携体制を推進する。 

 

【B38】医療環境安全部を中心に医療の安全管理・感染管理体制を一層強化する。 

  ・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。 
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  ・医療安全管理マニュアル、感染対策マニュアル等及び院内規則、指針等について見直しを行

う。 

  ・医療安全全国共同行動として「鹿児島フォーラム実行委員会」を設置するとともに、医療安

全に関するフォーラムを実施する。 

 

【B39】中央診療部門・臓器別診療体制の整備及び医科・歯科の連携強化により、患者本位の診療 

       体制を構築する。 

  ・診療科間の連携を促進して、患者ＱＯＬの向上及び患者本位の診療体制を強化する。 

 

【B40】病院再開発により、診療環境や療養環境等の改善を行い、良質なアメニティーの提供や病 

       院機能を強化する。 

  ・病院再開発計画に基づき中央診療施設の改修、新病棟・外来棟の新築、既存の病棟・外来棟 

の改修整備を行う。 

 ・患者満足度調査、患者等からの意見を参考にして、患者サービスの充実を図る。 

 

【B41】医療人として必要な知（知識）、徳（態度、チームワーク）、体（技術）を身につけさせ 

       る体制を充実する。 

  ・学科、学部、病院の教員とスタッフが共同して、医療系学科の学生と共に学ぶ医療教育の検 

討に着手する。 

  ・卒後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るとともに 

研修指導医の講習への積極的な参加を図る。 

  ・医師・歯科医師・看護師等の医療関係職員が活用できる「スキルラボセンター」を創設し、

それぞれの分野で確実な知識・技術を育成できるようシステムを整える。  

  ・医療人としての質を向上させるための研修会を継続的に開催するとともに、医療人の精神的 

負担を軽減するための、ストレスマネジメントに関する取組を実施する。 

  ・体外循環技術認定士、血液浄化専門臨床工学士等の各種専門技術セミナーの受講と認定資格

の取得を奨励し、質の向上を図り、施設認定を目指す。 

 

【B42】難治疾患の病因、病態解明、先端的医療技術の開発・応用を行う。 

・先進医療等の開発に積極的に取り組み、先進医療等の承認件数の増加に努める。 

 

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置 

【B43】「附属学校園運営会議（仮称）」を設置し、附属学校園の全学的なマネジメント体制等を 

       整備する。 

  ・学長、学部長、附属学校長等を構成員とする「附属学校運営委員会」を設置するとともに、 

「附属学校園運営協議会」との連携・協力を図る。 

 

【B44】学部教員と附属学校園教員による共同研究を推進する組織体制を学部・附属学校運営協議 

       会のもとに設け、二学期制等附属学校園を活用した実践的な研究開発を企画・推進する。 

  ・学部と連携して教員養成カリキュラムの在り方や社会の要請に対応する教育実践の課題につい 

て各附属学校園の特色を生かした共同研究や研修を推進する。 

  ・小学校で学部教員による授業支援の在り方について検討する。 

  ・小学校、中学校で新学習指導要領に基づいた授業設計を検討する。 

  ・特別支援学校で「附特スポーツクラブ」を実施し、公開する。 

・幼稚園で二学期制試行（1年目）を実施する。 

  ・小学校、中学校で二学期制の試行（2年目）と完全実施に向けた教育課程の改善を図る。 
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【B45】学部が県教育委員会との連携のもとに取り組む教員養成カリキュラムの開発に協力し、 

       教育実習を中心に学年段階にふさわしい実習や実践的な学習の内容・方法について改善  

       する。 

  ・学部の1年次「教職基礎研究」、2年次「参加観察実習」、3年次「教職実習」、4年次「教職 

実践演習（教職応用研究）」等実習・実践科目の体系の確立、効果的な実施時期・日程の検 

討・試行に積極的に協力する。 

  ・特別支援学校では特別支援学校採用前実習の立案及び希望者の採用前実習を実施する。 

  ・教員としての職能形成過程と到達度を可視化する評価システム開発に協力する。 

  ・実践的教職科目群、学校支援活動（ボランティア活動）などを通して形成される資質評価規 

準策定に参加・協力する。 

  ・特別支援学校で実施する介護等体験の計画を立案・実施する。 

 

【B46】附属小学校における複式学級の活用等地域の特性に応じた教育研究に取り組み、その成果 

       と課題を検証することを通して地域社会に還元する。 

  ・各学校で公開研究会、研究授業を他学校に公開する。 

  ・幼稚園で未就園児、保護者を対象に、子育て支援の推進を図るために年 4回園庭開放を実施 

する。 

  ・幼稚園で県総合教育センターと連携し、幼稚園教諭新規採用研修会で保育参観を実施する。 

  ・小学校で複式学級指導法について、大学・他学校との連携を図り研究を推進する。 

  ・小学校で授業実践に係るアンケートを検討する。 

  ・特別支援学校で早期教育相談事業を立案し、ホームページ等で広報する。 

 

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 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

【B47】大学運営の企画立案体制を強化し、ＰＤＣＡサイクルを活かして学長のリーダーシップ 

       を発揮できる大学マネジメント体制を確立する。  

  ・企画立案機能を有する室及び調整機能を有する委員会に関する問題点、強化すべき点等の洗い 

出しを行う。 

 

【B48】経営協議会の機能を積極的に活用し、大学マネジメントに適切に反映する。 

  ・経営協議会からの意見等の大学マネジメントへの反映状況等について検証する。 

 

【B49】内部監査機能等を強化し、業務の合法性及び合理性を高め、大学運営の改善に反映する。 

  ・内部監査技術の向上、監査従事職員の資質の向上を図るために、監査に関する各種研修等へ 

の積極的参加や外部リソースの効果的な活用を図る。 

  ・内部統制システム構築のために、内部統制推進体制の現状把握を行い、その結果に基づく改      

    善計画(マスタープラン）を策定する。 

 

【B50】限りある人的・物的資源を教育環境の充実に重点的に配分する。 

  ・学士課程の基盤となる教育環境の充実を図る等、戦略的学内予算配分を行う。 

 

【B51】男女共同参画事業を推進するために、組織体制の整備や行動計画の策定等を行う。 

  ・男女共同参画に関する組織体制を整備するとともに、授業科目の開講及びシンポジウムや講 

演会を開催し、意識啓発を行う。 

  ・男女共同参画推進に関する長期（１０年）行動計画及び短期（３年）行動計画を策定する。 
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２ 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 

【B52】職員の能力や業績が最大限活かされる新たな人事システム「鹿児島大学モデル」を構築し、 

       専門的事務能力を持つ人材を育成する。 

  ・役職毎に理想の鹿児島大学職員像を定めた｢鹿児島大学人材育成ビジョン｣を作成し､公表する。 

 

【B53】専門的事務能力を有する人材を活用し、事務機能を高めるための事務処理体制を整備する。    

  ・事務機能の向上の観点から、大係制を図るなど、教育研究組織や時代にマッチした事務組織の 

    再編等を推進する。 

 

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、寄附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 

【B54】研究者の研究内容・成果を広く情報発信し、産業界等とのシンポジウム等を通じて、外部 

       資金の獲得を可能とする新たな研究を開拓する。 

  ・自己収入の増収のための改善計画を作成、実施し、自己収入の増収を図る。また、増収に対す 

    るインセンティブの付与を検討する。 

  ・研究者の内容・成果を、わかりやすく情報発信する体制を整備するとともに、高度化した研究 

者総覧や研究シ－ズ集（理工系）を社会に公開する。 

 

【B55】病院の経営改善を推進し、収入の増加を図るとともに、効率的な予算執行による経費の節 

       減に取り組む。 

  ・新入院患者の増、平均在院日数の短縮を推進し、増収を図る。   

   

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

【B56】「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第 

       47号)に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成18年度からの５年間に 

       おいて、５％以上の人件費削減を行う。更に、｢経済財政運営と構造改革に関する基本方 

       針2006」(平成18年７月７日閣議決定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革 

       を平成23年度まで継続する。 

  ・平成17年度人件費予算相当額(福利厚生費を除く。)の５％を削減する。 

 

【B57】契約方法の見直し、情報化の推進、省エネ等に対する啓発活動の実施などにより、効率 

       的な運営に努め、管理的経費を平成21年度に対して５％削減する。 

  ・管理的経費について、削減対象とする支出区分を全部局統一の上、具体的削減計画を策定し、 

対21年度比で１％を削減する。 

 

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 

【B58】保有する土地及び施設等の維持管理、利活用状況を把握し有効活用する。 

  ・資産の効率的・効果的な運用を図る観点から、土地及び施設等の利活用状況及び維持管理状況 

を調査する。 

 

【B59】新たな整備手法等により、学生福利厚生施設等を充実する。   

  ・中央食堂の再整備に向けて、財源、増改築の有無及び規模等、その必要性・有効性を考慮した 

    具体的な基本計画について検討する。 

  ・留学生宿舎の整備に向けて、財源、規模等、その必要性・有効性を考慮した具体的な基本計画 

について検討する。 

  ・役職員宿舎の現況を把握し、各宿舎の必要性、必要戸数、整備時期等について検討する。 
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【B60】資金管理計画に基づき、安全かつ収益性に配慮した資金運用を実施する。 

  ・資金管理計画表（資金繰り計画）において算出した余裕金について、安全性・流動性を確保し 

    た上で、最も効率的な運用を実施する。 

 

【B61】附属練習船の全国共同利用化を推進する。 

  ・水産学部附属練習船｢かごしま丸｣を海洋におけるフィールド教育の施設として有効活用する 

ため、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受け、全国共同利用を実施する。 

 

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にとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

【B62】ＩＴを活用した、中期計画・年度計画の進捗状況管理及び評価作業の効率化を図るなど、 

点検・評価・改善システムを強化・拡充する。 

  ・新しい点検・評価・改善システム構築のため、情報収集体制を見直し、ＩＴ化を推進する。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

【B63】「広報センター」を中心とした広報体制を充実し、積極的な情報提供活動を推進する。 

  ・ホームページをリニューアルし、学外者（特に受験生や外国人）向けの内容を充実する。 

  ・積極的に情報収集を行い、適切かつ迅速な広報活動と広報啓発活動を行う。 

 

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 

【B64】教育研究を支える先端的な機能を有し、地域における知識・文化の拠点となるキャンパス 

       を形成するとともに、ＰＦＩ事業として（郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業 

を確実に推進する。 

  ・キャンパスマスタープランに基づき、教育研究環境整備を計画的に推進する。 

  ・再開発計画に基づき、附属病院の再整備を計画的に推進する。 

  ・農学部改修ＰＦＩ事業において、引き続き維持管理業務を適切に履行する。 

 

【B65】環境に優しい持続可能なキャンパスの実現をめざし、施設等の適切な維持管理と有効活用 

       を推進する。 

・施設の全学一元化のための制度を検討する。  

  ・全学施設の利用状況を的確に把握するため、スペース管理システムを導入する。 

  ・スペースチャージ制について検討する。 

  ・長期的視点に立ち、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）による長期修繕計画を算定する。 

  ・劣化診断に基づく短期修繕計画を策定する。 

  ・本学の地球温暖化対策を策定する。 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

【B66】リスク評価によるリスク管理と安全管理体制を整備する。 

  ・化学物質に関する「リスクマネジメント委員会（仮称）」を設置し，リスク評価の実施方法等

について検討する。 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

【B67】教職員等に対し啓発活動等を行い、法令遵守を徹底する。 

  ・法令遵守に係る教職員行動規範を整備・周知し、法令遵守の意識向上を図る。 
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【B68】コンプライアンス体制の機能を強化する。 

  ・「コンプライアンス室」等の機能を見直し、全学的なコンプライアンス推進体制を構築する｡ 

 

【B69】情報セキュリティ体制を強化し、情報管理を徹底する。 

  ・「鹿児島大学情報セキュリティポリシー対策基準」等の見直し、講習会等を通じて教職員等 

に周知する。 

・情報セキュリティ対策を強化するため既存情報機器等の調査を行う。 

 

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 
      運営費交付金の受け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

入れることが想定されるため。 
 

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 
      なし 
 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、本学の土地及び建物 

を担保に供する。 
   

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、診療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                              

施設・設備の内容 予 定 額 財    源 

・(郡元)耐震・エコ再生 
・(医･歯病)病棟 
・(医･歯病)旧中央診療棟他改修 
・(医･歯病)基幹･環境整備(埋文調査)  
・(桜ヶ丘)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- 6） 
・小規模改修 
・再開発(中央診療棟)設備 
・ﾍﾘｳﾑ液化装置 
・高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ 
・病理診断ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ 
・｢かごしま丸｣代船建造 

総額   
        4,281 

施設整備費補助金      （1,458） 

設備整備費補助金         （  196） 

船舶建造費補助金       （1,576） 

長期借入金         （  978） 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 

              （   73） 

（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、公募制を推進する。 

     ・新規採用の助教には、原則任期制、公募制を導入する。 

  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。 

     ・サバティカル制度の推進を図る。 

   ・事務職員の階層別の人材育成を図る観点から、新たに幹部研修（部長、課長、代理級） 

        及び企画力養成セミナーを実施する。 

  エ 事務職員の能力や業績が最大限活かされる新たな人事システムを開発し、専門的能力を 

    持つ人材を育成する。 

      ・教育研究組織、時代にマッチした事務組織の再編、係の統合等を図る。 

     ・事務職員の役職毎に、理想の鹿児島大学職員像を定めた｢鹿児島大学人材育成ビジョン｣ 

        を作成し、公表する。 

      ・専門性の必要な部署の洗い出し、在職者の専門的能力、スキルの調査等を行う。 

オ 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。 

     ・引き続き、九州地区各国立大学、鹿児島県、鹿児島市等との人事交流を行う。     

（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５％の削減を図ることを考慮し、平成２２年度の人件費 

総額を１６，２５３百万円(退職手当は除く｡）以内に収める。 

（参考）平成 22 年度の常勤職員数 2,215 人 

      また、任期付職員数の見込みを 265 人とする。 

     

(別表) 

○  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 

 

(別紙)  

○ 予算（人件費の見積りを含む｡）､収支計画及び資金計画 

 

 （備考） 本文中、【  】は中期計画 
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別表（学部の学科、研究科の専攻等） 

          
 

法文学部 

 

 

 

 

教育学部 

 

 

 

理 学 部 

 

 

 

 

医 学 部 

 

 

 

歯 学 部 

 

 

工 学 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 学 部 

 

 

 

 

水産学部 

 

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 

 

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 

 

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 

 

医学科                  590人 

   （うち医師養成に係る分野               590人） 

保健学科                520人 

 

歯学科                   330人 

    （うち歯科医師養成に係る分野  330人） 

 

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      70人 

※応用化学工学科       120人 

海洋土木工学科             192人 

情報生体システム工学科     160人 

※情報工学科         120人 

化学生命工学科             100人 

※生体工学科               120人 

３年次編入                  40人 

 

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 

 

水産学科                 520人 

水産教員養成課程          40人 

 
     計         8,270人 
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人文社会科学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育学研究科 
 
 
保健学研究科 
 
 
 
理工学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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） 
         
地域政策科学専攻         18人 
          （うち博士課程 18人） 
 
教育実践総合専攻         76人 
          （うち修士課程 76人） 
 
保健学専攻               62人 
                   うち修士課程 44人    
                        博士課程  18人 
 
機械工学専攻               100人      
                  （うち修士課程 100人） 
電気電子工学専攻            90人      
                  （うち修士課程 90人） 

建築学専攻                  50人      
                  （うち修士課程 50人） 
化学生命・化学工学専攻      84人      
                  （うち修士課程 84人）  
海洋土木工学専攻           36人      
                  （うち修士課程 36人）  

情報生体システム工学専攻    84人      
                  （うち修士課程 84人）   
数理情報科学専攻            28人         
                  （うち修士課程 28人） 
物理・宇宙専攻              30人         
                  （うち修士課程 30人） 

生命化学専攻                36人         
                  （うち修士課程 36人） 
地球環境科学専攻            34人   
                  （うち修士課程 34人） 
 
物質生産科学専攻            16人      
                  （うち博士課程 16人） 
※物質生産工学専攻           7人      
                  （うち博士課程   7人） 
システム情報科学専攻        16人 
          （うち博士課程  16人） 
※システム情報工学専攻       7人      
                  （うち博士課程  7人） 
生命環境科学専攻           16人      
                  （うち博士課程 16人） 
※生命物質システム専攻       8人      
                  （うち博士課程  8人） 
※ナノ構造先端材料工学専攻  12人      
                  （うち博士課程  12人）  
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農学研究科 
 
 
 
 
 
 
水産学研究科 
 
 
医歯学総合研究科 
 
 
 
 
 
 
司法政策研究科 
 
 
臨床心理学研究科 
 
 
連合農学研究科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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） 
 
水産学専攻               64人 
                  （うち修士課程 64人） 
 
医科学専攻               40人 
                  （うち修士課程 40人） 
健康科学専攻            127人 
                  （うち博士課程 127人） 
先進治療科学専攻        205人 
                  （うち博士課程 205人） 
 
法曹実務専攻         75人 
        （うち専門職学位課程  75人） 
 
臨床心理学専攻        30人 
       （うち専門職学位課程  30人） 
 
生物生産科学専攻            22人      
                  （うち博士課程 22人） 
応用生命科学専攻           16人      
                  （うち博士課程 16人） 
※生物資源利用科学専攻       7人      
                  （うち博士課程  7人） 
農水圏資源環境科学専攻     16人      
                  （うち博士課程 16人） 
※生物環境保全科学専攻       4人      
                  （うち博士課程  4人） 
※水産資源科学専攻        4人 
                  （うち博士課程  4人）  
  
 
     計           1,614人 
 

 
教育学部附属小学校 
 
 
教育学部附属中学校 
 
 
教育学部附属特別支援学校 
 
教育学部附属幼稚園 

 
1,008人 
学級数 27 
 
  600人 
学級数 15 
 
   60人 
学級数  9 
 
   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。 
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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

（単位：百万円）

収入

運営費交付金

施設整備費補助金

船舶建造費補助金

補助金等収入

国立大学財務・経営センター施設費交付金

自己収入

授業料及入学金検定料収入

附属病院収入

財産処分収入

雑収入

産学連携等研究収入及び寄付金収入等

長期借入金収入

目的積立金取崩

支出

業務費

教育研究経費

診療経費

施設整備費

船舶建造費

補助金等

産学連携等研究経費及び寄付金事業費等

長期借入金償還金

［人件費の見積り］

期間中　総額22,721百万円を支出する。（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16,253百万円）

14,836

2,509

44,894

0

511

2,369

978

16,194

「補助金等収入」のうち、２２年度当初予算額１５７百万円、前年度よりの繰
越額３１２百万円

469

21,777

6,189

15,077

0

「施設整備費補助金」のうち、２２年度当初予算額４２１百万円、前年度より
の繰越額１，０３７百万円

計

計

1,458

1,576

73

469

１．予　算

平成２２年度　予算

区　　分 金　　額

44,894

1,576

36,594

21,758

2,369

1,377
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（単位：百万円）

費用の部

経常費用

業務費

教育研究経費

診療経費

受託研究費等

役員人件費

教員人件費

職員人件費

一般管理費

財務費用

雑損

減価償却費

臨時損失

収入の部

経常収益

運営費交付金

授業料収益

入学料収益

検定料収益

附属病院収益

受託研究等収益

補助金収益

寄附金収益

財務収益

雑益

資産見返運営費交付金等戻入

資産見返補助金等戻入

資産見返寄付金戻入

資産見返物品受贈額戻入

臨時利益

純利益

目的積立金取崩益

総利益

361

361

0

824

197

0

0

34

1,126

1,085

51

460

443

4,918

756

164

15,077

41,206

16,071

12,034

0

2,493

0

12,320

1,358

298

２．収支計画

40,845

36,696

平成２２年度　収支計画

区　　分 金　　額

3,732

7,376

1,126

108
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（単位：百万円）

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

翌年度への繰越金

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

授業料及入学金検定料による収入

附属病院収入

受託研究等収入

補助金収入

寄附金収入

その他の収入

投資活動による収入

施設費による収入

その他の収入

財務活動による収入

前年度よりの繰越金

３．資金計画

45,817

38,257

5,260

平成２２年度　資金計画

区　　分 金　　額

40,497

16,194

6,189

15,077

1,377

923

45,817

2,070

0

978

2,272

1,126

1,243

511

2,070

157
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