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財務レポート

令和元事業年度



学長挨拶

～宮崎大学を支えていただいてるみなさまへ～

 宮崎大学では、「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもとに、地域活性化の中核拠

点大学としての旗幟を鮮明にしています。その過程の中に研究や教育の特徴あるシーズを見付け、

その成果を全日本、全世界に向けて発信できる大学でありたいと考え、全教職員が一丸となって

日々努力を重ねているところです。また、「宮崎大学未来Vision」を掲げ、教育・研究・診療等の

充実に向けて更なる改革を推進しています。

 さて、国立大学が教育研究活動を継続的・安定的に実施できるよう国から交付されている運営費

交付金は、国民のみなさまからの税金を原資としております。また、学生・保護者のみなさまに納

付していただく授業料・入学料等の学生納付金、企業や自治体のみなさまからの共同研究費・補助

金等、さまざまなご支援もいただいて活動しています。

 しかしながら、現在の厳しい財政状況から、国立大学法人化以降、運営費交付金は減少傾向と

なっており、経営力強化に向けた財務基盤の強化を図ることが重要であります。国内外の共同研究

等の拡大に向けた、企業や自治体との対話と協力の枠組みが求められています。あらたな外部資金

等の獲得を含め、一般管理費等の経費削減に努めながら、学内原資の戦略的・重点的な配分見直し

を図っています。

 また、大学の基本となる教育研究活動の永続的な運営には、安定的な財源確保はもとより人材育

成も必要です。多様な人材の活躍促進のため、女性研究者・外国人研究者等も含め、さまざまな経

験を有する人材の育成や、若手研究者が活躍するための環境整備に取り組んでいます。

 令和元事業年度の本学の財務諸表・事業報告書及び決算報告書は、既に本学HP上にて公表して

いますが、より分かり易く本学の財務状況をお伝えすることを目的として財務レポートを作成いた

しました。本レポートが、本学を支援していただいているみなさまのご理解をいただく一助となれ

ば幸いです。

 宮崎大学は、さらなる創意工夫に取り組んでまいりますので、ご理解とご支援のほどどうぞよろ

しくお願いいたします。

          宮崎大学長　  池ノ上　克

　  世 界 を 視 野 に
  　地 域 か ら 始 め よ う
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(2020年5月1日現在)

   〈内訳〉     〈内訳〉

◯ 医学部附属病院 病床数

◯ 蔵書数                         

 

◯ 大学間連携協定機関

 [比較例]  東京ドーム   46,755㎡ →約167個分

     シーガイアリゾート  1,352,928㎡ → 約5倍

３7機関

((株)宮崎銀行、宮崎県、宮崎市 他)

             附属学校園       61,777㎡

61,187名

宮崎大学基礎データ

627,961冊

(本館:504,784冊 分館:123,177冊)

◯ 敷地面積

7,850,242㎡

  〈内訳〉木花キャンパス   839,592㎡

             清武キャンパス   224,316㎡

             農学部附属フィールド   6,694,031㎡

             その他    30,526㎡

(インドネシア:2ヵ所 ベトナム、ミャンマー:各1ヵ所)

大学間交流協定

92機関25ヵ国・地域

◯ 学部・研究科・学院数                

5学部８研究科

◯ 卒業者・修了者数 

海外オフィス  ３カ国４ヵ所

     附属学校園生徒:1,211名

◯ 2020年度 入学者(学部)

1,067名 632床

(診療科目数:29科目)(入学志願者:4,712名)

      事務職員・技術職員等1,497名

◯ 国際交流              

外国人留学生   187名

(主な内訳 アジア:166名 他地域:21名)

外国人研究者   121名
(主な内訳 アジア:83名 他地域:38名)

○ 学生・生徒数

6,660名

○ 教職員数                         

2,306名

      役員9名 教員等800名      学部学生:4,654名 大学院生・別科生:795名 
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沿　革（旧宮崎大学、宮崎医科大学統合以降）
・旧宮崎大学と宮崎医科大学が統合し、新「宮崎大学」を設置 ・情報処理センターを廃止

・大学教育研究企画センター及び統合情報処理センターを設置

・サテライト・オフィスを宮崎市中心部（カリーノ宮崎８階ガガエイト）に設置

・統合教育研究棟を新築（清武キャンパス）

H16.04.01 ・国立大学の法人化に伴い、法人の設置する宮崎大学となる

・保健管理センターを改組し、安全衛生保健センターを設置

・大学院医学研究科を医学系研究科に改称し、看護学専攻（修士課程）を設置

・地域共同研究センターを改組し、産学連携支援センターを設置

・国際連携センターを設置 ・医学部附属病院再整備開始

・鹿児島大学大学院連合農学兼研究科（博士課程）から農学部が離脱 ・宮崎大学くすの木保育園を開園

・大学院工学部研究科（博士後期課程）を廃止し、農学工学総合研究科（修士課程）に改称

・大学院工学部研究科（博士前期課程）を大学院工学研究科（修士課程）に改称

・生涯学習教育研究センターと大学教育研究企画センターを統合し、教育研究・地域連携センターを設置

・産学連携支援センターを産学連携センターに改称

・農学部附属家畜病院を農学部附属動物病院に改称

H19.08.01 ・情報戦略室を設置

H19.11.01 ・総合情報処理センターを廃止し、情報支援センターを設置

H19.12.26 ・医学部附属病院橘通歯科口腔外科クリニックを設置

H20.02.08 ・都道府県がん診療連携拠点病院に指定

・大学院教育学研究科（専門職学位課程）を設置 ・教育文化学部を改組

・大学院医学系研究科（博士課程）を改組

・医学部附属病院周産母子センターを改組し、医学部附属病院総合周産母子医療センターを設置

H20.11.15 ・木花キャンパス移転２０周年記念事業挙行

H21.04.01 ・医学科入学定員を５名増加（入学定員１０５名）

H21.07.24 ・肝疾患診療連携拠点病院に指定

・大学院医学系研究科（博士課程）を廃止し、医学獣医学総合研究科（博士課程）を設置 ・地域医療学講座設置

・大学院医学系研究科（修士課程）を医科学看護学研究科（修士課程）に改称 ・農学部を改組

・山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）から離脱 ・医学科入学定員を５名増加（入学定員110名）

H22.05.06 ・医学部附属病院新外来棟で診療を開始

H22.08.04 ・サテライト・オフィスを宮崎市中心部（橘通西３丁目MCCビル１階）に移転

・産学連携センター及び教育研究・地域連携センターを改組し、産学・地域連携センター及び教育・学生支援センターを設置

・情報戦略室と情報支援センターを統合し、情報基盤センターを設置

・農学部附属自然共生フィールド科学教育研究センターを農学部附属フィールド科学教育研究センターに改称

H23.10.01 ・産業動物防疫リサーチセンターを設置 ・医学部附属病院地域総合医育成センターを設置

H24.02.01 ・医学部血液・血管先端医学講座を設置

H24.03.21 ・医学部血液・血管先端医学講座の県北拠点を宮崎県立延岡病院に設置

H24.04.01 ・工学部を改組 ・医学部附属病院救命救急センターを設置

H24.04.18 ・医学部附属病院において、ドクターヘリの運航を開始

H25.03.01 ・医学部附属病院救命救急センター棟を設置

H25.03.31 ・医学部附属病院再整備完了

H25.04.01 ・医学部附属病院地域総合育成サテライトセンターを宮崎県立日南病院内に設置

H25.07.01 ・語学教育センターを設置

H25.10.01 ・教育文化学部附属教育実践総合開発センターを改組し、教育文化学部附属教育協働開発センターを設置 ・IR推進センターを設置

H25.10.19 ・創立３３０記念事業統合１０周年記念講演会・式典・祝賀会を開催

H25.11.21 ・産業動物教育研究センターを設置

・大学院医科学看護学研究科（修士課程）を廃止し、看護学研究科（修士課程）及び医学獣医学総合研究科（修士課程）を設置

・地域医療学講座を地域医療・総合診療医学講座に改称 ・大学院農学研究科（修士課程）を改組

H26.04.14 ・医学部附属病院において、ドクターカーの運行を開始

H26.11.08 ・創立３３０記念事業（落成式、記念式典・祝賀会）を開催

・宮崎市立田野病院及び宮崎市介護老人保健施設さざんか苑の指定管理運営を開始 ・障がい学生支援室を設置

・宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンターを開設

H27.09.01 ・医学部消化器内科学講座を設置

H27.10.01 ・医療人育成支援センターを設置

H28.04.01 ・地域資源創成学部を設置 ・教育文化学部を教育学部に改称 ・大学院工学研究科（修士課程）を改組

H29.02.01 ・サテライト・オフィスを廃止し、宮崎大学まちなかキャンパスを宮崎市中心部（橘通東３丁目村武ビル１階）に設置

H29.04.01 ・産学・地域連携センター地域デザイン講座を設置

H30.10.01 ・農学部MIYADAITAIYO Aoifarm Lab（共同研究講座）を設置 ・医学部宮崎小児地域医療学・次世代育成支援講座を設置

H31.02.20 ・医学部附属病院歯科口腔外科橘通りクリニックを閉院

R01.11.01 ・医学部医療環境イノベーション講座 Collaboration Labo.M&N（共同研究講座）を設置

・学術情報統括機構を設置し、情報基盤センター及び附属図書館を配置

・フロンティア科学実験総合センターを改組し、フロンティア科学総合研究センターを設置

・安全衛生保健センターに障がい学生支援室を移管し改組      ・語学教育センターを多言語多文化教育研究センターに改称

H20.04.01

H15.10.01

H16.03.26

H17.04.01

H18.04.01

H19.04.01

H27.04.01

H22.04.01

H22.10.01

H26.04.01

R02.01.01
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宮崎大学の理念・目的(基本的な目標)

シンボルマーク

　人類の英知の結晶としての学術・文化・技術に関する知的遺産の継承と発展、深奥な学理の探求

を目指す。また、変動する時代及び社会の多様な要請に応え得る人材の育成を使命とする。更に、

地域社会の学術・文化の発展と住民の福利に貢献する。特に、人類の福祉と繁栄に資する学際的な

生命科学を創造するとともに、生命を育んできた地球環境の保全のための科学を志向する。

　宮崎大学の頭文字「宮」をモチーフとして図案化し、さらにそ

れを擬人化した新しい宮崎大学のシンボルマークです。

　白い丸は、だんだん拡大される宮崎大学のイメージをあらわ

し、緑色の中の二つの丸は、統合する宮崎大学と宮崎医科大学を

象徴するものとしてデザインしました。

　さらに、図形は、躍動する若人の姿と全体の円を地球としてと

らえた グローバルにはばたく姿も表現しています。

　また、緑（グリーン）と青（ブルー）の2色は、自然豊かな宮

崎の木々の緑と澄んだ空と海の青をイメージし、宮崎という地域

にある本学のスクールカラーに ふさわしい色として採用しまし

た。
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宮崎大学未来Vision
～地（知）の融合で興す「新たに光る宮崎ブランド」を日本と世界へ～

　宮崎大学では、地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」の確立と発信、異分野融合を軸に

「地の利、人の利」を活かした教育研究等の推進を行い、グローバルな視野で主体的に活躍できる

学生を育成することを目標としています。

　地域の中核的国際拠点としてグローバルキャンパスを構築し、その機能を

地域へ循環することで地域の国際化を牽引します。

戦略的かつ機能的な大学運営

　不断の大学改革と、未来を見据えた大学運営を推進します。

異分野融合を軸とした研究・技術開発の推進

　異分野融合を軸に「地の利」「人の利」を活かし、日本をリードする研究

で世界レベルを目指すとともに、若手･女性研究者を育成し、研究推進力の強

化を図ります。

地域への高度医療提供・健康促進

　地域のニーズに沿った高度医療の提供を目指し、国立大学の附属病院とし

て地域医療や健康促進等へ貢献します。

地(知)の拠点整備事業の深化と定着

　異分野融合や地域課題を活かした教育を基盤に、グローバル社会において

地域･日本･世界を牽引できるリーダーを育成するとともに、地域の学びの場

としての機能を強化します。

グローバルキャンパスの構築

地

異

医

世

戦
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目標達成のための計画の策定

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

年度計画 年度計画 年度計画 年度計画 年度計画 年度計画 年度計画 年度計画

生命科学を基盤に、環境･食･エネルギーを加えた４分野を重点分野とし、全学的な連携・融合による研究を推進し、地域発の

イノベーションを創出するとともに、人類・社会の持続的発展に寄与する。

特に、産業動物防疫分野においては、地域の特色や蓄積してきた実績等を踏まえ、世界的な研究及び人材育成の拠点化を目指

す。

県内医療機関において医療情報を共有する次世代医療ICT基盤を整備し、診療及び研究の高度化を図るとともに、県内唯一の

大学病院として地域医療を主導する。

中期目標・中期計画・年度計画

　各国立大学法人の基本理念や長期的な目標を実現する上で達成すべき６年間の目標であり、文部科学大臣が定め、当該国立大学法人に

示すと共に、公表するものです。なお、文部科学大臣は中期目標を定めるに当たって、大学の自主性・自立性を尊重する観点から、あら

かじめ国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、国立大学法人評価委員会の意見を聴くこととなっています。

◇ 中期計画

◇ 大学の基本的な目標

　文部科学大臣から示された中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための計画であり、各国立大学法人が作成し、文部科学大臣の

認可を受けることとなっています。

◇ 年度計画

　各国立大学法人が中期目標・中期計画に基づき定める当該年度の業務運営に関する計画であり、毎年度開始前に文部科学大臣に届け出

るとともに、それを公表することとなっています。

第3期中期計画 第4期中期計画

◇ 中期目標

　宮崎大学は、「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもと、学際的な生命科学の創造及び地球環境の保全のための科学を志

向した教育研究に取り組んできました。これらの実績を踏まえ、『異分野融合を軸に「地の利、人の利」を活かした教育研究等の推進』

や『地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」の確立と発信』に取り組み、地域活性化の拠点として、また、特色ある学術研究を宮崎

から世界へ発信する拠点としての機能を一層強化していきます。

　また、上記の目標を達成するため、各分野において以下のような取り組みを推進していきます。

～ ～

【教育】

【研究】

【国際化】

【医療】

第2期中期計画

第2期中期目標 第3期中期目標 第4期中期目標

異分野融合や地域課題を活かした教育を基盤に、グローバル社会において地域・日本・世界を牽引できる人材を育成するとと

もに、地域の学びの場としての機能を強化する。

県内自治体及び企業等と連携した留学生の受入や海外留学等を推進し、地域の中核的国際拠点としてグローバルキャンパスを

構築する。

大学の基本的な目標

【教育】 【研究】

【国際化】【医療】

宮崎大学未来Vision

～地（知）の融合で興す「新たに光る宮崎ブランド」を日本と世界へ～
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◇ 第3期中期目標計画期間における重点取組構想

戦略１
地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」

の確立と発信

宮崎の地（知）の拠点として、地域の活性化を担う人材の育成や研究成果の還

元による地域課題の解決により地方創生に寄与し、さらに産官学金連携により

地域のグローバル化を推進する。

（１）地域ニーズに対応した教育医研究組織整備

地域志向教育の実施による地方創生・活性化

を担う人材輩出

（２）地域における学び直しの拠点構築

青少年教育、生涯教育・職業人再教育の推進

（３）地域課題を解決する研究成果の還元

宮崎とアジアを結ぶ地域のグローバル化の推進

・アクティブラーニングの導入状況（全カリキュラム導入割合）

・教員のLMS（学習管理システム）活用状況

・留学生の受入状況（学部における留学生増加数）

・共同研究・受託研究等の実施状況

・生涯学習及び職業人の学び直し講座の実施状況

・学生の就職状況や就職先での評価の状況（学部学生の

九州管内への就職割合）

・地域との対話の場の設定や協定等による取組の実施状況

（宮崎県内の企業・自治体・団体等との受託研究、共同研究

などの取組数）

【評価指標】

「地域資源創成学部」を核とし

た地方創生人材育成の全学的

な展開

組織整備

ロコモティブシンドロームの病態

解明・対策

取組③

海外大学間との共同連携教

育による新たな留学生受入

システム

取組①

社会の変革を支える宮崎

大学型太陽熱・太陽光

高度活用技術の開発

取組②

戦略２
異分野融合を軸とした本学の強みを活かす

生命科学分野での研究推進及び人材育成の

国際拠点の形成

医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科での異分野融合教育研究の

実績と強みを活かし、ヒト・動物の健康と疾病に関する生命科学分野での研究及び人

材養成の国際拠点を形成する。

（１）ヒト・動物の健康と疾病に関する研究及び人材養成

の国際的拠点の設置、学内共同教育研究施設の

再編

（２）他機関研究者等との共同プロジェクトチーム再編

及び支援が可能な体制構築

（３）生命科学分野を中心とした特出した研究成果創出

【評価指標】

・共同研究・受託研究等の実施状況

・留学生の受入状況（大学院における留学生

増加数）

・論文（「著書等」を含む。以下同じ。）数・論文の

被引用数の状況

・研究者等の受入・派遣状況

HTLV-1/ATL研究診療分野における国際拠点形成
－宮崎から世界に向けてヒトHTLV-1・ウシBLV感染症
から白血病発症への包括的研究診療推進－

取組①

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業

動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創成とグ

ローバル人材育成事業による産業動物防疫リ

サーチセンターの教育・研究基盤

強化

取組②

－世界を視野に地域から始めよう－

①人類の英知の結晶としての学術・文化・技術に関する
知的遺産の継承と発展、深奥な学理の探求を目指す
②変動する時代及び社会の多様な要請に応え得る人材の育成
③地域社会の学術・文化の発展と住民の福利に貢献する
④人類の福祉と繁栄に資する学際的な生命科学を創造する
⑤生命を育んできた地球環境の保全のための科学を志向する

2016－2021年度
６ヶ年中期目標計画の重点実行項目

戦略２

戦略１ 地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」

の確立と発信

異分野融合を軸とした本学の強みを活かす

生命科学分野での研究推進及び人材育成の

国際拠点の形成

理念

ビジョン

各年度事業計画（取組）

戦略
(中期目標計画)

－地（知）の融合で興す
「新たに光る宮崎ブランド」を日本と世界へ－

宮崎大学は、「ひとづくり」と「社会的課題解決」に２つの
ビジョンをもって取り組んでいる。
●地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」を確立・
発信する「地域活性化の拠点」を目指す。

●異分野融合を軸に「地の利、人の利」を活かした教育研究等
を推進し、特色ある学術研究を宮崎から世界へ発信する拠点」
を目指す。

宮崎の農畜産物のグローバル流通に向

けた研究・技術・システムの開発とその

人材育成

取組④
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　宮崎大学では、国立大学法人法に基づき、役員会、教育研究評議会、経営協議会を設置しております。役員会は、大

学運営上の重要事項を決定する機関であり、経営協議会・教育研究評議会においては、それぞれ経営・教育研究に関す

る重要事項を審議する機関となっております。

　また、理事・副学長が主宰として参画する全学委員会は、法人業務又は本学校務に関する具体的事項を審議・調査す

るため委員会となっております。

宮崎大学のガバナンス

　組織における不正行為を未然に防ぐため、経営の管理・監督を行う仕組みを強化しております。

◇宮崎大学のガバナンス体制

副 学 長
（学長を助け、命を受けて校務をつ
かさどる）

理事（定員6名）
（学長の定めるところにより、学長を補佐
して国立大学法人の業務を掌理する）

学 長

宮崎大学 役員会

教授会

学部長がつかさどる

教育研究に関する事項

について審議

研究科委員会

研究科長がつかさどる

教育研究に関する事項

について審議

部長会議

事務運営の円滑な執

行を図り、必要な事

項に関し協議

部局長等会議

法人の経営及び大学の

教育研究を円滑に行う

ための連絡調整として

の協議の場

役員等戦略会議

トップダウンで進めてい

く大学運営に関する戦略

的・実質的な協議の場

学長戦略企画室

学長特別補佐

（学長の命ずる匿名事項を担当）

監事（2人）

（国立大学法人の業務を監査）

国立大学法人宮崎大学

全学委員会

法人業務又は本学校務に関する具体的事項を審議・

調査するため、法人又は大学に置かれる委員会

教育研究評議会

教育研究に関する重要

事項を審議

経営協議会

経営に関する重要事

項を審議

・委員のうち過半数

が学外者

主催者として参画
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【コンプライアンス推進責任者】

　部局の対策の実施、実施状況の確認、統括管理責任者への報告、部局内のコンプライアンス教育の実施・管理、モニ

タリング等を行う。

【不正防止計画推進室】

　不正防止計画の策定・推進、及び不正の疑義が発生した場合の対応を行う。

【監査室及び照査検収室】

　現場におけるチェック及びモニタリング機能の有効性の確認等を行い、監事及び会計監査人との効率的連携を強化する。

【不正通報窓口】

　公的研究費不正使用に関する本学内外からの通報（告発）窓口。通報を受けた場合は速やかに不正防止推進室に報告。

◇組織体制

公的研究費の管理・監査体制

◇公的研究費の管理・監査体制

　本学は、平成26年8月に制定された文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を

受け、「宮崎大学における公的研究費の適正管理に関する規程」を大幅に改訂しました。この規程により、不正防止の

ための組織横断的な体制を整え、公的研究費を適正に管理・運営しております。

【最高管理責任者】

　本学全体を統括し、最終責任を有する。不正防止策の基本方針を策定周知するとともに、必要な措置を講じる。

【統括管理責任者】

　横断的な体制を統括する責任者。機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに管理責任者

に報告しなければならない。

（直轄）
連 携

連 携

不正使用報告

進捗状況報告

監査報告

不正疑惑報告

↑

実施状況等

の報告

↑

実施状況等

の報告

連携 ・ 協力

（直属）

（内部監査部門）（防止計画推進部署）
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不正防止計画推進室

室長：副学長（研究・企画担当）

室員：各学部副学長（研究担当）

財務部長

研究国際部長

監 査 室

通報（告発）窓口

〈 財務部財務課長 〉

照査・検収室

コンプライアンス推進責任者

〈 部局長 〉

統括管理責任者

〈 総務担当理事 〉

最高管理責任者
監 事

会計監査人



令和元事業年度の財務状況

～事業年度を振り返って～

 宮崎大学は、第３期中期目標期間におけ

る重点取組構想として、①地域と共に興す

「新たに光る宮崎ブランド」の確立と発

信、②異分野融合を軸とした本学の強みを

活かす生命科学分野での研究推進及び人材

育成の国際拠点の形成、以上２点を掲げ、

教育・研究・診療等の活動を行ってきまし

た。

 地域ニーズに基づいた教育研究組織の整

備や共同研究・受託研究等の積極的な受け

入れなど、これらの活動をより充実させる

ためにも財源確保は必要不可欠です。経費

削減はもとより、附属病院収入の増収、新

たな外部資金の獲得や産学連携の推進に取

り組み、経営基盤の強化を実現していきま

す。

 本学の活動が、優秀な学生の輩出や地域

社会への貢献に資するよう、安定した経営

基盤を築くとともにさらなる財源確保に努

めて参ります。

 第3期中期目標期間における国立大学改革

の一部として、「地域貢献」「専門分野」

「世界・卓越」の「三つの重点支援の枠組

み」により、国立大学運営費交付金の予算

再配分の仕組みが導入されました。この重

点支援評価に加えて令和元年度から新た

に、成果を中心とした実績状況に基づく配

分の仕組みの創設により、国立大学運営費

交付金を各大学に再配分する新しい評価基

準が示されました。

 この評価基準は、対象経費約700億円の

うち評価に応じて90%から110%の間で配

分されるもので、法人化のメリットを活か

した各大学の成果や実績を評価することを

通じて、一層の経営改革を推進することを

目的としております。しかし、それは一方

で大学間での競争が鮮明となり、より財源

確保が厳しいものになることを表しており

ます。現に、令和２年度においては850億

円の経費を対象として、評価配分率は85%

から115%となっております。

 そのような改革のもと、第３期中期目標

期間における国立大学法人の評価について

は、毎年度その評価基準等が変わるなど不

安定な制度運営で運営費交付金の配分が実

施されている状況となっております。その

ため、各大学にとって中期目標期間全体を

見通した経営戦略に基づく大学経営・運営

が極めて困難な状況にあります。
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自己資金受入状況

◇　寄附金受入額の推移 ◇　附属病院収益の推移

◇　科学研究費補助金の推移 ◇　受託研究費受入額の推移

◇　受託事業費受入額の推移 ◇　共同研究費受入額の推移
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　国立大学法人が受け入れた運営費交付金や授業料等の事業収入は、直ちに収益となるわけではなく、当期における授業や研究を行わなければならない義
務(債務)を負う財源として一旦負債として計上し、期間の経過や業務の実施に伴い収益化します。
　国立大学法人は、原則として損益が均衡する会計制度をとっています。したがって、期間の経過や業務のための支出額等に応じて義務が履行されたという解
釈により、順次収益に振り替えていきます。
(例)財源：運営費交付金 ― 100の教育を100の費用で行った場合

◇減価償却に関連する3つの処理

　国立大学法人の減価償却の処理には、一般企業にはない特色が有り、取得財源別に次の３つのパターンに大別されます。
　　例：300万円の機械、耐用年数3年
　① 自己収入、借入金、外部資金間接経費などの場合（収入の獲得が可能な資産）
　　　→通常の減価償却処理（一般企業と同様）
　② 運営費交付金、授業料、寄附金、補助金などの場合（収入の獲得がない資産）
　　　→減価償却費と同額の資産見返負債戻入処理（一般企業と異なる）

【処理の流れ】

◇国立大学法人の財務諸表について

◇国立大学法人会計について

　国立大学法人の財務諸表は、国立大学法人法及び国立大学会計基準の定めに基づき、各国立大学法人の特色が反映され作成されるもの

で、「貸借対照表」・「損益計算書」・「利益の処分又は損失の処理に関する書類」・「キャッシュ・フロー計算書」・「国立大学法人

等業務実施コスト計算書」・「附属明細書」・「決算報告書」・「事業報告書」により構成されております。

　国立大学法人会計の目的は、国立大学法人等の財政状態及び運営状況を適切に反映した財務諸表を作成し開示することであり、原則と

して企業会計に基づき会計処理を行います。

しかしながら、国立大学法人会計は「公共的な性格を有し、利益獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないこと」、「国と密接不可

分の関係にあり法人独自の判断で意思決定が完結し得ない場合があること」等の制度的特徴があるため、企業会計原則に必要な修正を加

えたものとなっています。

◇国立大学法人会計基準の特徴について

借方 貸方
現金 運営費交付金債務
100 100

貸借対照表(B/S)
費用 収益

教育経費 運営費交付金収益
100 100

損益計算書(P/L)

機械
0

資産見返負債
0

機械
100

資産見返負債
100

資産見返負債
100

資産見返負債
100

機械
減価償却累計額

▲100

資産見返負債
100

収益化
↓

資産見返負債戻入
100

収益化
↓

収益化
↓

損益均衡 損益均衡 損益均衡

損益
計算書

減価償却費
100

減価償却費
100

減価償却費
100

資産見返負債戻入
100

資産見返負債戻入
100

1年目期末 2年目期末 3年目期末

貸借
対照表

機械
200

機械
減価償却累計額

▲200

資産見返負債
200 機械

減価償却累計額
▲300
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（単位：億円）

　③ 施設費補助金、目的積立金等の場合（収入の獲得がない資産）

→損益外減価償却処理（一般企業と異なる）

【処理の流れ】

◇現金の裏付けのない帳簿上の利益

借入金の償還期間と減価償却期間のずれから生じる利益（損失）
　　前ページのとおり、長期借入金を財源とする資産購入の場合、費用（減価償却費のみ）が計上されます。
　　長期借入金の返済財源は、基本的に附属病院収入（附属病院収益）で賄うこととされています。

■30億円を借りて固定資産を購入した場合（　返済期間：20年(均等返済)　　減価償却：30年(定額法)　）
　　借入金の返済には病院収益が充てられるため、1～20年目までは毎年1.5億円の病院収益が返済に充てられることになります。
　　一方、資産を購入した場合は、毎年費用（減価償却費）が1億円発生することになります（1～30年目まで）。
　　そのため、1～20年目までは毎年0.5億円の利益が生じ、21～30年目は毎年1億円の損失が発生します。

機械
0

機械
100

機械
減価償却累計額

▲100

損益外
減価償却累計額

▲100

損益
計算書

貸借
対照表

機械
200

機械
減価償却累計額

▲300
機械

減価償却累計額
▲200

資本
剰余金
300

損益外
減価償却累計額

▲200

資本
剰余金
300

資本
剰余金
300

損益外
減価償却累計額

▲300

損益外のため損益計算書には費用も収益も計上されません。

2年目期末 3年目期末1年目期末

区分 1 2 3 18 19 20 21 22 23 28 29 30
収益 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0
費用 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

累計損益 0.5 1.0 1.5 9.0 9.5 10.0 9.0 8.0 7.0 2.0 1.0 0.0

・・・
・・・
・・・
・・・

・・・
・・・
・・・
・・・
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令和元事業年決算概要

国立大学法人は、毎年度財務諸表を作成して、財務状況や運営状況を明らかにし、文部科学大臣に

提出し承認を受けています。主な財務諸表の概要は以下の通りです。

◇貸借対照表(B/S)　(R02.3.31時点における本大学の資産等の保有状況)

◇損益計算書(P/L)　令和元事業年度(H31.4.1－R02.3.31)における大学の運営状況
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固定資産

603億円

純資産

442億円

負債

283億円

流動資産

122億円

固定資産

625億円

流動資産

102億円

負債

275億円

純資産

452億円

平成30年度 令和元年度

土地、建物

機械等

現預金

未収附属病院

収入等

資産見返負債

借入金等

資本金

資本剰余金

利益剰余金

経常収益
381億円

経常費用
378億円

臨時損失
21百万円

当期総利益
256百万円

当期総利益
256百万円

国立大学法人会計固有の処理によって
発生する現金の裏付けがない利益積立金 110 百万円

文部科学大臣の承認の上、翌期の事業の
財源にできる利益目的積立金 146 百万円

利益の処分に関する書類(案)

臨時利益
18百万円

目的積立金取崩額

10百万円



〇貸借対照表（B/S）

平成30年度 令和元年度 増減 平成30年度 令和元年度 増減
Ⅰ 固定資産 60,300 62,539 2,239 Ⅰ 固定負債 20,731 19,739 △ 992

1 有形固定資産 60,074 59,933 △ 141 資産見返負債 6,975 6,347 △ 628
土地 28,595 28,591 △ 4 債務負担金・借入金 11,748 11,070 △ 678
建物 22,712 22,493 △ 219 引当金 646 753 107
構築物 1,271 1,361 90 資産除去債務 67 71 4
機械装置 52 48 △ 4 長期未払金 1,293 1,495 202
工具器具備品 4,990 5,119 129 Ⅱ 流動負債 7,593 7,820 227
図書 2,236 2,206 △ 30 運営費交付金債務 123 77 △ 46
美術品・収蔵品 92 92 0 寄付金債務 2,134 2,124 △ 10
車両運搬具 19 16 △ 3 前受受託研究費 86 88 2
その他 104 5 △ 99 前受共同研究費 90 86 △ 4

2 無形固定資産 217 294 77 1年以内返済予定債務負担金・
長期借入金 1,114 1,130 16

特許権 30 42 12 未払金 3,714 3,898 184
ソフトウェア 102 166 64 その他 329 365 36
その他 84 86 2 28,325 27,559 △ 766

3 投資その他の資産 8 2,311 2,303
その他 8 2,311 2,303 平成30年度 令和元年度 増減

Ⅱ 流動資産 12,282 10,291 △ 1,991 Ⅰ 資本金 41,286 41,286 0
現金及び預金 7,563 5,465 △ 2,098 Ⅱ 資本剰余金 △ 1,023 △ 246 777
未収学生納付金収入 27 57 30 Ⅲ 利益剰余金 3,994 4,231 237
未収附属病院収入 3,836 3,884 48 前中期目標期間繰越積立金 2,936 2,936 0
未収入金 271 318 47 目的積立金 414 566 152
棚卸資産 49 45 △ 4 積立金 455 472 17
医薬品及び診療材料 512 493 △ 19 当期未処分利益 188 256 68
その他 21 26 5 44,257 45,271 1,014

72,582 72,830 248 72,582 72,830 248
※各金額は単位未満を切り捨てているため、合計が一致しない場合があります。 (単位：百万円）

・ 投資その他の資産：2,303百万円…電力債(303百万円)、長期性預金(2,000百万円)取得による増加。
・ 現金及び預金：△2,098百万円…長期性預金(2,000百万円)取得に伴う減少。

　[負債]
・ 資産見返負債：△628百万円…減価償却費見合いの戻入額の減少。
・ 債務負担金・借入金：△678百万円…来期返済額への振替(固定負債→流動負債)に伴う減少。
・ 長期未払金：202百万円…リース資産取得に伴う増加。

　[純資産]
・ 資本剰余金：777百万円…特定資産の設備投資額の増加(図書館・農学部棟改修)。
・ 目的積立金：152百万円…平成30事業年度利益処分額。

　[資産]

純資産合計
資産合計 負債・純資産合計

◎主な増減要因

純資産の部

◇令和元事業年度財務諸表の詳細

　　貸借対照表は、一定の時点(年度末:R02.3.31)における本学の財政状況(資産、負債及び純資産の状
況)を表すものです。

資産の部 負債の部

負債合計
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◯損益計算書(P/L)

平成30年度 令和元年度 増減 平成30年度 令和元年度 増減

Ⅰ 経常費用 37,192 37,892 700 Ⅰ 経常収益 37,373 38,141 768

業務費用 36,233 36,930 697 運営費交付金収益 9,297 9,086 △ 211

教育経費 1,361 1,347 △ 14 学生納付金収益 3,194 3,161 △ 33

研究経費 1,184 1,215 31 附属病院収益 19,616 20,719 1,103

診療経費 13,314 14,064 750 受託研究収益 1,075 959 △ 116

教育研究支援経費 313 345 32 共同研究収益 164 259 95

受託研究費 1,032 960 △ 72 受託事業等収益 313 313 0

共同研究費 162 255 93 指定管理料収益 229 240 11

受託事業費等 277 294 17 寄付金収益 640 669 29

人件費 18,587 18,446 △ 141 補助金等収益 1,234 1,153 △ 81

一般管理費 819 852 33 施設費収益 10 40 30

財務費用 139 109 △ 30 財務収益 2 7 5

雑損 0 0 0 雑役 732 699 △ 33

Ⅱ 臨時損失 1 21 20 資産見返負債戻入 860 828 △ 32

費用合計 37,193 37,913 720 Ⅱ 臨時利益 5 18 13

当期総利益 188 256 68 収益合計 37,378 38,159 781

合計 37,381 38,169 788 目的積立金取崩額 3 10 7
※各金額は単位未満を切り捨てているため、合計が一致しない場合があります。 合計 37,381 38,169 788

◎主な増減要因 （単位：百万円）

　[経常費用]
・ 診療経費：750百万円…手術件数の増加に伴う材料使用量の増、高額な薬剤の使用増。
・ 受託研究費：△72百万円…減価償却費、業務委託費、再委託費の減少。
・ 人件費：△141百万円…退職給付費用の減少。

　[経常収益]
・ 運営費交付金収益：△211百万円…退職給付費用減少に伴う交付額の減少。
・ 附属病院収益：874百万円…手術件数の増加、高額薬剤の使用量増。
・ 受託研究収益：△116百万円…執行額の減少に伴う収益化の減少。

〈経常費用構成割合〉
〈経常収益構成割合〉

◇令和元事業年度財務諸表の詳細

　　損益計算書は、一会計期間における本学の運営状況を表すものです。費用と収益とを対比して、その差額と
しての利益を示しています。

費用 収益
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18446

852
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教育経費
研究経費
診療経費
教育研究支援経費
受託研究費
共同研究費
受託事業費等
人件費
一般管理費
財務費用

9086

3161

20719

959

259
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1153

40 7 699
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運営費交付金収益

学生納付金収益

附属病院収益

受託研究収益

共同研究収益

受託事業等収益

寄付金収益

補助金等収益

施設費収益

財務収益

雑役

資産見返負債戻入



◯キャッシュ・フロー計算書

平成30年度 令和元年度 差額

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 3,266 2,089 △ 1,177

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,563 △ 1,661 △ 98

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,195 △ 1,226 △ 31

Ⅳ 資金に係る換算差額 0 0 0

Ⅴ 資金増加額(又は減少額) 508 △ 798 △ 1,306

Ⅵ 資金期首残高 4,755 5,263 508

Ⅶ 資金期末残高 5,263 4,465 △ 798

※各金額は単位未満を切り捨てているため、合計は一致しない場合があります。 （単位：百万円）

◎令和元事業年度キャッシュ・フロー計算書の内容判定
Ⅰ．業務活動：プラスの計上となっており、業務活動が順調に行われたことを表しています。
Ⅱ．投資活動：固定資産の取得に伴う資金の支出の結果、マイナスの計上となっていますが、

　　　これは、本学が積極的に施設及び機器類を更新したことを表しています。
Ⅲ．財務活動：債務負担金及び長期借入金、リース債務の返済に伴い、マイナスの計上となっていますが、

　　　これは、長期借入金が増加したものの、適正に債務の返済を行っていることを表しています。

◯業務実施コスト計算書

平成30年度 令和元年度 差額
Ⅰ 業務費用 11,096 10,740 △ 356

(1) 損益計算上の費用 37,193 37,913 720
(2) (控除)自己収入等 △ 26,096 △ 27,173 △ 1,077

Ⅱ 損益外減価償却相当額 935 882 △ 53
Ⅲ 損益外減損損失相当額 0 0 0
Ⅳ 損益外利息費用相当額 0 0 0
Ⅴ 損益外除売却差額相当額 0 151 151
Ⅵ 引当外賞与増加見積額 0 86 86
Ⅶ 引当外退職給付増加見積額 △ 53 266 319
Ⅷ 機会費用 0 1 1

・政府出資の機会費用 0 1 1
Ⅸ (控除)国庫納付額 0 0 0
Ⅹ 国立大学法人業務実施コスト 11,978 12,130 152
※各金額は単位未満を切り捨てているため、合計は一致しない場合があります。 （単位：百万円）

キャッシュ・フロー計算書は、一会計期間におけるお金の出入りを表すものです。

◇令和元事業年度財務諸表の詳細

∴上記の内容判定から、令和元事業年度は、業務活動で獲得した資金を設備投資や借入金の返済に充てたとい
うことが分かります。

　国立大学法人等業務実施コスト計算書は、本学の業務運営にかかる費用(コスト)を納税者である国民がどれだけ負担
しているか表したものです。損益計算書の費用から自己収入を控除し、損益計算書に計上されないコストや機会費用を加
味して算出しております。

・国又は地方公共団体の無償又は減額された
使用量による賃借取引の機会費用 0 0 0

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー
教育研究及び診療活動等の業務を行った結果、資金がいくら増
減したかが分かる項目です。

宮崎大学の1年間の運営にかかる
国民一人あたりのコスト

業務実施コスト 121億円

人口1億2,593万人

一人当たり ９6 円
(算出方法)
業務実施コスト121億円÷人口１億2,593万人
人口:令和2年8月1日現在(総務省統計局データより)
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Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産や有価証券の取得や売却等、将来の運営基盤を確立
するための資金の増減が分かる項目です。

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
資金の不足をどのように(借入金やリース契約等)補ったかが分かる
項目です。

Ⅰ…国からの財源で賄われているコスト
損益計算書に計上されている業務費用から授業料収益や病院
収益の自己収入分を控除したもの。

Ⅱ～Ⅸ…損益計算書に計上されていないコスト
国が出資した資産等の減価償却、一部の退職手当等、制度上
費用に反映されていない負担相当額。

Ⅹ…免除もしくは軽減されているコスト
国等の資産利用に関して、国立大学法人ゆえに優遇された相当
額。



 財務指標

　財務指標とは、国立大学法人の財務状態や運営状況を総合的に把握するために算出された数値であり、主に財務分析を行う際に用いられるものです。

本学の現状について、同規模25大学（Gグループ）*及び12大学*の平均値と比較して分析を行っています。

本学と同規模25大学（Gグループ）の平均比較 本学と同規模12大学の平均比較

※同規模12大学とは・・・
国立大学法人の中で、病床数及び学部学生比率(総学生数に占める学部学生数の
割合)が本学と近い数字の大学であり、以下、12大学が該当します。
病床数：660床未満 学部学生比率：85%以上
～同規模12大学一覧～

弘前大学、秋田大学、山形大学、富山大学、島根大学、香川大学、愛媛大学、 高
知大学、佐賀大学、大分大学、宮崎大学、琉球大学

※同規模25大学（Gグループ）とは・・・
文部科学省の定める国立大学法人の分類の中で、「医科系及びその他の学部で

構成され、学生収容定員が一万人未満、学部数が10学部未満の国立大学法人で
あり、以下の25大学が該当します。
弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山大学、金沢大学、福井大学、
山梨大学、信州大学、岐阜大学、三重大学、鳥取大学、島根大学、山口大学、
徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、
大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学
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流動比率 131.6％ 128.0％ 137.3％
 比率が高いほど、支払余
力がある。

大口定期預金への預け入れ等により、現金及び預金等の流動資産が1,991百万円減少
し、新規リース契約等に伴う未払金の増加により、流動負債が227百万円増加しているた
め、比率が大きく減少しており、Gグループ平均値は上回っていますが、12大学平均値を
下回っています。

自己資本比率 62.2％ 57.0％ 56.3％
 比率が高いほど、健全性
が高い。

図書館改修や農学部実験研究等改修に伴う新規資産の取得により自己資本が増加して
いる一方で、資産見返負債や長期借入金の減少等により負債額が減少しているため、比
率が増加しており、Gグループ平均値・12大学平均値をともに上回っています。

人件費比率 49.9％ 49.8％ 50.6％
 比率が低いほど、効率性
が高い。

退職給付支給人員が減少したことによる人件費減少のため、比率が減少しており、Gグ
ループ平均値・12大学平均値をともに下回っています。

一般管理費比率 2.3％ 2.4％ 2.6％
 比率が低いほど、効率性
が高い。

昨年度よりも支出額は増加していますが、昨年度と同様の比率となっております。Gグ
ループ平均値と比較すると同程度ですが、12大学平均値と比較すると下回っています。

外部資金比率 5.8％ 5.6％ 4.8％
 比率が高いほど、外部資
金への依存率が高い。

寄附金、共同研究等収益の増加により外部資金収益が増加している一方で、附属病院
収益の増加により経常収益も増加しているため、比率は若干減少していますが、Gグルー
プ平均値・12大学平均値をともに上回っています。

研究経費比率 3.3％ 4.5％ 3.8％
 比率が高いほど、研究活
動の割合が高い。

業務委託費等の増加により研究経費が増加している一方で、業務費も増加しているた
め、昨年度と同様の比率となっていますが、Gグループ平均値・12大学平均値をともに下
回っています。

教育経費比率 3.6％ 4.3％ 4.3％
 比率が高いほど、教育活
動の割合が高い。

雑役務費等の減少により教育経費が減少している一方で、業務費は増加しているため、
比率が減少しており、Gグループ平均値・12大学平均値をともに下回っています。

経常利益比率 0.7％ 1.7％ 1.8％
 比率が高いほど、収益性
が高い。

附属病院収益の増加等により経常収益が増加している一方で、診療経費の増加に伴う業
務費の増加により経常費用も増加しているため、比率は減少しております。

診療経費比率 67.1％ 66.2％ 66.3％
 比率が低いほど、収益性
が高い。

手術件数の増加、消費税増税による価格上昇等により診療経費が増加している一方で、
診療単価の上昇、外来患者数の増加に伴い附属病院収益も増加しているため、昨年度と
同様の比率となっております。

分析指 標 宮崎大学 12大学平均値 指標の判定Gグループ
平均値



①流動比率（数値が高いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 161.8% 131.6% -30.2%

Gグループ平均 124.5% 128.0% 3.5%

12大学平均 132.8% 137.3% 4.5%

②自己資本比率（数値が高いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 61.0% 62.2% 1.2%

Gグループ平均 56.3% 57.0% 0.7%

12大学平均 55.4% 56.3% 0.9%

③人件費比率（数値が低いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 51.3% 49.9% -1.4%

Gグループ平均 50.4% 49.8% -0.6%

12大学平均 51.5% 50.6% -0.9%

人件費÷業務費

　業務費に対する人件費の比率となります。この数値が低いほど効率性が高いとされます。
　当期は、人件費が141百万円減少した一方、業務費が697百万円の増加だったため、対前年度
比では1.4％減少しています。

流動資産÷流動負債

一年以内に償還又は支払うべき債務（流動負債）に対して、一年以内に現金化が可能な流動資
産がどの程度確保されているかを示します。この数値が高いほど支払余力があることを示します。
　当期は、流動資産が1,991百万円の減少した一方、流動負債が1,468百万円の増加となったた
め、対前年度比では30.1％減少しています。

自己資本(純資産)÷総資本(負債+純資産)

　総資本に対する自己資本の比率であり、財政の健全性を判断する一指標となります。この数値が
高いほど、健全性が高いことを示します。
　当期は、純資産が1,014百万円増加した一方、総資本が248百万円の増加となったため、対前
年度比では1.2％増加しています。
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④一般管理費比率（数値が低いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 2.3% 2.3% 0.0%

Gグループ平均 2.3% 2.4% 0.1%

12大学平均 2.5% 2.6% 0.1%

⑤外部資金比率（数値が高いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 5.9% 5.8% -0.1%

Gグループ平均 5.6% 5.6% 0.0%

12大学平均 5.0% 4.8% -0.2%

⑥研究経費比率（数値が高いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 3.3% 3.3% 0.0%

Gグループ平均 4.6% 4.5% -0.1%

12大学平均 3.9% 3.8% -0.1%

研究経費÷業務費

　業務に対する研究経費の割合を示しており、この数値が高いほど、法人業務運営における研究活
動の比重が高いと判断されます。
　当期は、研究経費が31百万円の増加となり、業務費も697百万円の増加となったため、対前年
度比ではほぼ横ばいとなっています。

一般管理費÷業務費

　業務費に対する一般管理費の割合を示しており、この数値が低いほど、管理運営的な経費負担が
低いと判断されます。
　当期は、一般管理費が33百万円増加する一方、業務費が697百万円の増加となったため、対前
年度比ではほぼ横ばいとなっています。

　　　(受託研究収益+共同研究収益+
　　　受託事業等収+寄附金収益)÷経常収益

　経常収益のうち外部資金に係る収益が占める割合を示しており、この数値が高いほど、外部資金の
受入が拡大していると判断されます。
　当期は、外部資金に係る収益が8百万円の増加となる一方、経常収益が768百万円の増加と
なったため、対前年度比では0.1％減少しています。
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⑦教育経費比率（数値が高いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 3.8% 3.6% -0.2%

Gグループ平均 4.4% 4.3% -0.1%

12大学平均 4.4% 4.3% -0.1%

⑧経常利益比率（数値が高いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 0.5% 0.7% 0.2%

Gグループ平均 1.6% 1.7% 0.1%

12大学平均 1.8% 1.8% 0.0%

⑨診療経費比率（数値が低いほど良好） H30年度 R1年度 増減
（対前年度比）

宮崎大学 67.1% 67.1% 0.0%

Gグループ平均 66.1% 66.2% 0.1%

12大学平均 65.7% 66.3% 0.6%

診療経費÷附属病院収益
※収益に指定管理料を含む

　附属病院収益に対する診療経費の割合を示しており、この数値が低いほど、附属病院における収
益力が高いと判断されます。
　当期は、診療経費が750百万円の増加となり、附属病院収益も1,115百万円増加したため、対
前年度比では横ばいとなっています。

教育経費÷業務費

　業務に対する教育経費の割合を示しており、この数値が高いほど、法人業務運営における教育活
動の比重が高いと判断されます。
　当期は、教育経費が14百万円の減少する一方、業務費が697百万円の増加となったため、対前
年度比では0.2％減少しています。

経常利益÷経常収益

　経常収益のうち経常利益が占める割合を示しており、この数値が高いほど、法人の事業の収益性が
高いと判断されます。
　当期は、経常利益が68百万円の増加となる一方、経常収益が768百万円の増加となったため、
対前年度比では0.2％増加しています。

University of Miyazaki Financial Report 2020 2２



　加えて、「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」を活用

した五ヶ瀬町の地域活性化貢献プロジェクトとして、教職実践基礎

コース学生が企画・立案した「Go! Go! GO･KA･SE 発信隊 ～ごか

せっ子とPR 大作戦！～」では、五ヶ瀬町の地域活性化に貢献する

とともに、教育学部生・教職大学院生の教員としての資質向上を図

る事を目的として、五ヶ瀬町の小中学校の教育活動への支援や研究

授業の参観をした他、本学大学祭で学生が小学生と一緒に五ヶ瀬町

のPR 等を行いました。この活動を通じて学生らは、地域学習のカ

リキュラム開発やへき地ならではの「地域とともにある学校」の実

際、小規模校における教育方法の工夫や教職員の協働の在り方など

を学ぶとともに、教育実習とは異なった立場や視点から子どもたち

とのコミュニケーションの取り方をより実践的に学ぶことができま

した。

教職員のためのオープンスクール2018 （ちらし）

◇ 宮崎大学420単位時間日本語教員養成プログラム公開講義を実施

　

　令和元年9月28日(土)、宮崎大学まちなかキャンパス（宮崎市若草

通アーケード内）において、宮崎大学420単位時間日本語教員養成

プログラム 公開講義を実施し、スタッフを含め30名が参加しまし

た。履修証明プログラムとして2019年8月から開講された宮崎大学

420単位時間日本語教員養成プログラム（全10ヶ月）は、地域の日

本語教員を養成するためのプログラムです。

　日本語教育における第一人者である、お茶の水女子大学大学院文

化創成科学研究科の森山新教授を講師に迎えて講義を行いました。

　本講義では、グローバル時代に求められる日本語教育について考え、グローバル化の進む今日、日本語教育は単に言語能力の育成だけ

が求められているのではなく、日本での学習者の視点に立った新たな文法教育として日本語教育文法が誕生し、その内容と限界について

考察しました。また、日本語教育文法と似たような形でヨーロッパに出現し、世界的拡大を見せているCEFRについて紹介し、グローバ

ル時代に求められる日本語教育とは何かについて講演しました。

会場の様子

教育の質の向上に関する取組

　異分野融合や地域課題を活かした教育を基盤に、グローバル社会において地域・日本・世界を

牽引できる人材を育成するとともに、地域の学びの場としての機能を強化していきます。

◇ 教職員のためのオープンスクール

　へき地教育や小規模校における教育の実際に触れさせるため、

2018 年度よりフレンドシップ事業の一環として、椎葉村立不土野

小学校と日南市立鵜戸小中学校への参観を行い、教職実践基礎コー

スでは１年次の専門教育入門セミナーの一環として、五ヶ瀬町立学

校オープンスクールへ参加する形で「へき地・小規模校教育体験事

業」を実施しました。

　2019 年度の同オープンスクールには、前年度同様、専門教育入

門セミナーの一環として参加した教職実践基礎コース１年生10 名

を含む教育学部生計30 名、教職大学院生４名、教員４名が参加し

ております。
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 シンポジウムには、他大学や企業等からの参加も含めて

77名が参加し、学習コンテンツ作成上の課題や、教育す

る側の人材確保、学生の学習意欲を高める手法などについ

て質問や意見が交わされ、今後も、課題や成果を共有しな

がら本事業を推進していくことを確認しました。

 途中、平成29年度の国立大学法人評価（業務運営）に

おいて特筆すべき点との評価を受けた、滋賀大学データサ

イエンス学部及び宮崎大学地域デザイン講座の関係者が一

堂に会したことから記念の写真撮影が行われるなど、和や

かな雰囲気の中、情報交換会も開催され、参加者が交流を

深める有意義なシンポジウムとなりました。

キックオフシンポジウムの様子

◇　宮崎県立宮崎南高等学校と連携協定を締結

◇　「数理データサイエンス教育強化」事業キックオフシンポジウムを開催

 令和元年6月5日（水）、宮崎大学は宮崎南高等学校との「地域との

協働による高等学校教育改革推進事業にかかる連携・協力に関する協

定」の締結式を実施しました。

 今回は、同校が文部科学省より同事業の指定を受けたことから、本

学が全学的に協力・支援を行うことで、これまで以上に高校における

教育の充実・発展を図るとともに、地域に根差した次世代のリーダー

を育成することを目的として締結することとなりました。

 内田信昭校長からは「宮崎大学と連携協定を締結できたことは非常

にありがたく、宮崎への郷土愛を持った人材を育てることができるよ

うにしたい」と期待が述べられ、池ノ上学長からは「全国で20校のみ

という状況で指定を受けたことは非常に喜ばしい。今回の連携事業が

成功することを期待している」と述べられました。

 本学が県内高等学校と連携協定を締結するのは今回が2例目です。

今後、同校生徒がグループに分かれて、生徒が主体となって設定した

課題に対して、大学教員がアドバイザーとして助言を行い、地域課題

の解決に連携して取り組んでいくこととしております。
池ノ上学長(左)、内田校長（右）

 令和元年11月13日（水）、｢数理･データサイエンスを活かした地域産業人材の育成に向けたカリキュラム･教材の開発｣事業

キックオフシンポジウムを開催しました。

 この事業は、デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である「数理データサイエンス・AI」の基礎など、Society5.0で求め

られるリテラシーを文理問わず身につけるため、誰もが学びやすい教育プログラムや教材を拠点校と連携し開発することで、ま

ずは大学内、そして地域から全国の大学へ普及・展開することを目標としており、本学は本年度から協力校として採択されたも

のです。

 シンポジウムでは、基調講演講師として日本初のデータサイエンス学部を創設した滋賀大学の竹村彰通学部長をお招きし、

「滋賀大学発のデータサイエンス教育のモデル」と題して講演いただきました。続いて、文部科学省高等教育局専門教育課の加

賀谷次朗課長補佐から「数理・データサイエンス・AI教育に係る最近の動向について」と題して講演いただきました。引き続

き、本事業の拠点校である九州大学から数理・データサイエンス教育研究センター長の内田誠一教授、同協力校である琉球大学

からは国際地域創造学部の獺口浩一教授及び工学部の岡崎威生教授よりそれぞれの取り組みについて紹介いただきました。ま

た、本学からも、数理・データサイエンス部会長の秋山博臣教授から採択事業と取り組みについて、産学・地域連携センター長

の國武久登教授からCOC+の取り組みと数理・データサイエンス教育強化事業への展望について紹介がありました。
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研究の質の向上に関する取組

 生命科学を基盤に、環境･食･エネルギーを加えた4分野を重点分野とし、全学的な連携・融合に

よる研究を推進し、地域発のイノベーションを創出するとともに、人類・社会の持続的発展に寄

与します。

◇　研究整備・機器の共同利用促進

◇　宮崎大学農学部と熊本大学薬学部が連携協定

 文部科学省先端研究基盤共用促進事業（平成30年度開始）において、本学の設備サポートセンター整備事業（平成29年度開始）が実

施する大型研究設備のデータベース化による一元管理と共用化を図る全学の共通管理システムに、平成31年４月から産業動物防疫リサー

チセンター（CADIC）の設備予約管理機能を追加し、運用を開始しました。このことにより、CADIC感染症ユニット保有の100 台程度

の設備情報をデータベース化し「宮崎大学共同利用研究設備閲覧・検索・予約等システム」において、学内外から閲覧可能にすると共

に、主要機器の学内からの予約を可能にしました。

 設備サポートセンター整備事業及び先端研究基盤共用促進事業の事業終了後においても研究設備の学内外における共同利用を推進する

ため、「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ（総合科学技術・イノベーション会議 令和２年１月23日）の研究インフラの高度

化・効率化・共用化の中で2022年度以降とされている「大学等における研究設備の学内外への共用方針の策定・公表」を先んじて、

「宮崎大学研究設備の共同利用ガイドライン」の制定し、併せて利用料金規程を整備した。また、技術研修（ピペットマン修理講習）や

設備リユース（発光イメージングシステム・X線回折装置等の設備）等の事業を実施し、研究における展開力の強化に向けて支援を行い

ました。

 さらに、本学の共同システムの取組は、文部科学省主催の先端研究基盤共用促進事業シンポジウム2019「研究力向上の原動力である

研究基盤の充実に向けて」（令和元年9月5日）において好事例として選ばれ、実施内容の紹介を行いました。また、共用化の促進を通じ

て特色ある新たな共同研究等への展開も図られています。
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（生命20プロジェクト）

（農工20プロジェクト）

（顕著な研究成果の事例）宮崎の特産品である「きんかん（金柑）」の有効成分と考えられる「βクリプトキサンチン

(BCX)」の吸収性が向上する製剤技術の開発と加工食品への展開を目的として、乳タンパクである「カゼインミセル」に内

包させたナノコロイド「ナノβクリプトキサンチン」を調製し、BCXを高含有する高分散性コロイドの化学的評価と、細胞

試験・動物試験による吸収性評価・機能性評価及び加工特性の評価を実施した結果、以下の成果が得られた。

・キンカンに含有されるBCXと等しい量のBCXを高含有するキンカン抽出物を生成する抽出法を確立した。

・キンカン抽出物と乳タンパク質または脱脂乳との複合体を調製しβクリプトキサンチンの分散性が大幅に向上することを

明らかにした。

 免疫応答の司令塔として作用する白血球である樹状細胞の機能抑制分子を平成28年度に世界で初めて同定し、Clec4A4が

樹状細胞の活性化を制御することにより過剰な炎症反応の進展や自己免疫疾患の発症を阻止することを明らかにしました。

この研究成果は当該領域で高く評価され、Nature誌の姉妹紙である Nature Communications誌（インパクトファク

ター: 12.124、総合科学分野英文雑誌64中3位 [トップ4,69%]）に掲載されました。

 また平成30年度には、これまでに未知だったアレルギーを阻止する経口免疫寛容の成立機構における樹状細胞の重要性に

関する知見を提示し、この成果を応用することで、アレルギーに対する新しい治療法の開発につながる可能性を示唆した。

この研究成果は当該領域で高く評価され、アレルギー領域の最高学術誌であるJournal of Allergy and Clinical

Immunology誌（インパクトファクター:14.110、免疫学分野英文雑誌158中6位 [トップ3,80%]）に掲載されました。毎

年度新たな研究成果（トップ５％論文及び学会表彰等）は20件以上創出しており、中期計画を上回る成果が挙がりました。

 環境保全・再生可能エネルギー・食分野（農工20プロジェクト）に係る令和元年度の研究成果は、論文227件、学術関係

が受賞29件であった。特筆すべきものとして、「安藤博記念学術奨励賞」、「産学連携学会功労賞」、「日本独文学会

賞」、「繊維学会奨励賞」等の受賞が上げられ、医学部教授を中心とした研究論文が、国際誌「Nature

Communications」に掲載されました。

 全学の大学研究委員会において、これまでの学術研究成果について評価・検証を行った結果、学術研究論文は、平成28年

度～令和元年度までの合計で1,000報を超えて輩出し、特に「ゼロエミッション水素生産プラットフォーム形成および集光

太陽熱利用のためのエネルギー」プロジェクトでは、４年間の合計論文数が147報に達したこと、また、トップ５％論文は

４年間の合計で72報、学術研究の受賞は、195件の成果でした。

さらに、地域の特質を活かした異分野融合のイノベーションを創出する研究成果が、次のような顕著な成果を含め多数あげ

られました。

学術関係受賞数 29件 29件

特筆すべき受賞成果
・S.F. Snieszko Distinguished Service Award

・井村臨床研究賞

・安藤博記念学術奨励賞

・産学連携学会功労賞

・日本独文学会賞（日本語論文部門）

・繊維学会奨励賞

関連論文数 246件（ﾄｯﾌﾟ5%論文29件） 227件（ﾄｯﾌﾟ5%論文25件）

特筆すべき論文成果
医学部教授を中心とした研究論文が国際誌

「Nature Communications」に掲載

工学部教授を中心とした研究論文が国際誌

「Nature Communications」に掲載

 宮崎大学は、現代社会が直面する医学、農学、工学、人文社会科学等の分野の諸問題に取り組み、独創的、萌芽的、学際的あるいは

融合的研究によって得られた成果を基盤に、人類・社会の持続的発展に寄与することを研究目標として掲げており、その研究目標を達

成するために、生命科学を基盤とし、環境･食･エネルギーを加えた4つ分野を本学の重点研究分野とし研究を推進しています。

 第3期中期目標期間においては、「生命科学分野」及び「環境保全、再生可能エネルギー、食の科学分野」における重点領域研究プ

ロジェクトとしてそれぞれ20テーマを選定し、異分野融合研究を軸に、地域の特質を活かした研究を戦略的に推進しています。

●令和元年度重点領域プロジェクト成果

◇　重点領域研究プロジェクト

生命20プロジェクト 農工20プロジェクト
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◇ 附属病院セグメント  

◇ 附属病院の財務状況

◇ 平均在日数

医療に関する取組

 県内医療機関において医療情報を共有する次世代医療ICT基盤を整備し、診療及び研究の高度化

を図るとともに、県内唯一の大学病院として地域医療を主導していきます。

教育経費

区 分

研究経費

平成30年度 令和元年度 増減

10,891

△ 1,811

（単位：千円）

外来診療棟

 宮崎大学医学部附属病院は医師養成教育機関として昭和52年10

月に開設された地上7階の建物に総病床数632を有する宮崎県にお

ける中核的医療機関です。

 平成6年には特定機能病院の指定を受け、29の診療科とそれぞれ

の中央診療部門には、最新の医療機器と優秀な医療スタッフをそろ

え、医療内容の高度化、多様化に加え、時と共に変わる疾病構造の

変化にも適切に対応できる体制を整えており、病診・病病連携を深

め、地域の医療機関からの紹介患者さんを中心に、２次医療、３次

医療に取り組んでいます。また、平成27年には指定管理者として

宮崎市立田野病院及び宮崎市介護老人保健施設さざんか苑の管理運

営を行っており、総合診療教育の場として医療者の育成を行うとと

もに、地域医療に大きく貢献しております。

令和元年度 増減

72

9,990

192,960

274,499

192,888

△ 29,783

-

補助金等収益 1,026,673

 1.患者さんを医療チームの一員とする良質な医療の実践

 2.地域の要望にこたえる医療連携の推進

 3.先端医療の開発と提供

 4.人間性豊かな医療人の育成

 5.お互いを尊重し、チームワークのとれた職場環境の整備

 令和元事業年度の財務状況については、業務費用が昨年度と比較

し686百万円増加しております。これは人件費が退職給付費用の減

により多少減ってはいるものの、手術件数の増加、高度な免疫治療

薬や抗がん剤の使用量増の影響で、診療経費が増加していることが

挙げられます。

 また、業務収益については、手術件数や外来患者数の増により

817百万増加しており、業務損益は対前年度比130百万円増となっ

ております。

 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外来患

者の制限や感染症専用病棟確保のための1病棟閉鎖など、大幅な減

収が見込まれています。

 国からの補正予算を最大限に活用するとともに、医療材料費の削

減を行い、収支バランスの改善を図っていく予定です。

△ 12,661

△ 243

148,343

9,598,269

149,416

92,709

208,567

14,064,557

686,396

102,310

-

24,364,175

△ 276,686

1,103,171

△ 17,117

817,210

◇ 基本理念

業務収益合計

業務損益

132,093

-

23,677,779

診療経費

受託研究費等

人件費

一般管理費

財務費用

運営費交付金収益

附属病院収益

雑損

寄付金収益

127,563

9,630,579

181,242

81,818

210,378

13,314,103

その他

業務費用合計

受託研究等収益

平成30年度

◇ 手術件数

750,454

20,780

△ 32,310

△ 31,826

21,952

565,430

23,666,868

△ 10,911

平成30年度

2,296,190

19,616,673

139,947

130,813

2,019,504

20,719,844

147,061

1,014,012

21,709

548,313

24,484,078

119,902

7,114

宮崎市立田野病院

（単位：日）

（単位：人）◇ 患者数

区 分 平成30年度 令和元年度 増減

手術件数 6,924 7,390 466

令和元年度 増減

平均在日数 15.2 14.5 △ 0.7

264,509

区 分

入院

外来

区 分
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　ダビンチは、主に「泌尿器科」「一般消化器外科」「婦人科」「胸部外科」などの領域で手術が行われており、当院では現在「泌尿器科」

において「腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術」を行っています。国内では、年々保険適用となる術式も追加されており、当院においても、今後、

領域や術式の拡大を順次行っていく予定としています。

削減額

88,315千円

削減額

7,024千円

－

－

　宮崎大学医学部附属病院では、内視鏡手術支援ロボット「ダビンチ」の最新モデルを令和元年9月に導入しました。

ダビンチとは、「ロボット」「コンピュータ」「光学」の各技術を応用して、人間だけで行う手術よりも安心、安全な低侵襲手術を支援する

ための医療機器のことで、次のようなメリットがあります。

　・高倍率3Ｄ ＨＤの画像により立体的な視野の

　　拡大画像を見ることができる

　・手術時の手ぶれを補正するため、繊細な手術に

　　適する

　・人間の手よりも大きな可動域を持つため、

　　複雑なアプローチが可能

　・切開部が小さく傷痕を最小限に抑えられる

　・出血の抑制

　・合併症リスクの低減

　・鎮痛剤投与量の低減

　・入院期間の短縮

　・より早い回復　　　　　　etc

県病院との共同調達

（削減目標：70,000千円/年）

消耗材料の切替・見直し

・バイオシミラー切替

・検査試薬の単価見直し

医療材料費削減

商品の集約化

・全国国立大学病院共同調達・共同交渉

・手術キット見直し削減

削減額

22,948千円
－

－

項目名

在院日数の適正化
・クリニカルパスにおける在院日数短縮

・入院期間Ⅲ以上の理由聞き取りによる検証

入院前患者支援の充実
周術期・化学療法患者への歯科介入数の増加

※周術期等口腔機能管理計画策定料算定件数

具体策

●主な取り組み内容

◇　経営改善プロジェクト行動計画

◇　医学部附属病院に内視鏡手術支援ロボット「ダビンチ」を導入

　医学部附属病院では、経営改善に具体的に取り組むため、「経営改善プロジェクト行動計画」を毎年度策定し、毎月、執行部会議で進

捗状況を確認するPDCAサイクルを実行しています。令和元年度は在院日数の適正化、周術期口腔機能管理の強化、査定減の縮小、施設

基準上位加算等取得などを重点項目として行いました。経費削減の取組としては、医薬品及び消耗品材料等の切替・見直し、全国国立大

学病院共同調達・共同交渉等による商品の集約化、県立3病院との共同調達による価格削減などを重点項目として行いました。

2019年度

55.1%

1347件

査定率

0.57%

削減額

3,518千円

2018年度

51.5%

675件

査定率

0.65%
査定減の縮小

・出来高レセプトの複数点検

・レセプト期間の見直し

・診療科、他部署との情報交換

廃棄在庫の削減

・医療材料の定数見直し
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　本助成は、現在行われている本学附属図書館改修

に伴う機能強化の一環として、本学の国際化を更に

進めるために、附属図書館と本学国際連携センター

が連携し助成申請していたもので、この助成による

「アメリカ国務省×宮崎大学　図書館プロジェクト」

は、今後、本学において米国留学や文化に関する情

報提供や各種イベントを実施し、本学のみならず宮

崎県全体の国際化、日米の相互理解、ひいては日米

友好の深化の促進を目的としたプロジェクトとなり

ます。

学長表敬の様子

国際貢献に関する取組

　県内自治体及び企業等と連携した留学生の受入や海外留学等を推進し、地域の中核的国際拠点

としてグローバルキャンパスを構築します。

◇　JICA課題別研修「グローバル・フードバリューチェーン戦略を担う人材育成プログラム」を実施

◇　「アメリカ国務省×宮崎大学　図書館プロジェクト」キックオフシンポジウムを開催

　令和元年8月19日（月）から9月3日（火）、JICA課題別研修「グローバル・フードバリューチェーン戦略を担う人材育成プログラ

ム」を実施し、アジア5カ国（バングラデシュ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム）、アフリカ１カ国（ケニア）の中央政府

や自治体の行政官8名が参加しました。

　「フードバリューチェーン」とは、農林水産物の生産から、加工、流通、消費に至るまで、各段階で付加価値を高めながら連結してい

くことにより、それぞれの段階に関与する人々に、より大きな利益をもたらすことを目的とした仕組みです。

　同事業は、平成30年度から3か年の計画で、政府開発援助（ODA）の技術協力事業の一環として国際協力機構（JICA）から委託を受

けたものであり、本年度は第2年次になります。

　今回、宮崎大の有する農林水畜産業の6次産業化に関する知見及び関係機関とのネットワークを基礎として、生産、加工、マーケティ

ング等の各段階における重要課題、自治体や公的機関の支援策、農家や組合による取組み事例など、幅広い内容の講義と視察から構成す

る研修を実施しました。

　週末は地域の夏祭りに参加し、中山間地の活性

化への取組みを学ぶとともに、地元住民との交流

を楽しむ様子がみられました。

　最終日には、各研修員が、自国での経済・社会

の発展に貢献すべく課題解決に取り組むための

「アクションプラン」を作成、発表し、このプロ

グラムを通じて宮崎大とアジア・アフリカ諸国の

人材とのネットワークが、より一層強化されるこ

とが期待されます。

　令和元年11月18日(月)、本学創立330記念交流会館コンベンションホールにおいて「アメリカ国務省×宮崎大学　図書館プロジェク

ト」キックオフシンポジウムを開催しました。宮崎大学では、日米両国協調の交流プログラム等を通じて日米間の文化交流を促進するこ

とを目的とした米国国務省福岡領事館の助成金（U.S. Consulate Fukuoka PAS Annual Program Statement）の本学への助成が正式

決定したことを受け、米大学協会によるFrederic W. Ness Book Awardを受賞した｢Teaching Naked｣の著者であり、米国大学協会シニ

アフェロー、及び米国ガウチャー大学前学長であるJose Antonio Bowen氏と米国福岡領事館広報領事であるYuki Kondo-Shah氏を本学

にお招きしました。
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関係者による集合写真

　令和2年1月13日（月）から17日（金）、ミャンマー国保健・スポーツ省が主

催する第48回Myanmar Health Research Congress開催期間中に、宮崎大学と

同省医学研究局と共同で『Symposium on Health Hazards of Environmental

Arsenic Poisoning』を開催しました。

　宮崎大学は平成27年8月から3年間、JICA草の根技術協力事業（草の根パート

ナー型）『ミャンマー国ヒ素汚染地域における衛生保健の実施体制強化プロ

ジェクト』を実施した。ここで得られた知見や成果を基にさらに有効なヒ素対

策を目指すとともに、事業を進行する中で出てきた新たな課題の解決を目的と

して、『ミャンマー国高濃度ヒ素汚染地域における健康リスク防止のための飲

料水対策事業』をJICA草の根技術協力事業（草の根パートナー型）に申請し、

2019年に採択となりました。

　シンポジウムは、丸山 眞杉医学部教授とDr. Kyaw Zin Thant（チョウ ジン

タン）前医学研究局長の座長・司会により開催されました。冒頭に、Dr. Kyaw

Zin Thant前局長及び本学の水光正仁理事（研究・企画担当）による挨拶があり

ました。その後、本学医学部の黒田嘉紀教授（公衆衛生学分野）から、ヒ素汚

染地域における出生コホート調査に関する発表、望月仁志講師（神経内科）か

らヒ素がヒトの神経系に及ぼす影響についての発表、矢野靖典助教（国際連携

センター）からミャンマーにおけるヒ素除去事業に関する発表をそれぞれ行い

ました。ミャンマー側の研究者からは、皮膚のヒ素性角化症に関する発表や農

村地域における地域社会に根ざしたヒ素除去システムに関する発表が行われま

した。

　シンポジウムには医療関係者や医学生を中心に100名以上が参

加し、質疑応答では様々な質問や意見が出て終了予定時間を超え

るほどの専門家による熱心で活発な議論が行われた。シンポジウ

ムは片岡寛章医学部長およびDr. Kyaw Zin Thant前医学研究局長

の挨拶で終了しました。

　参加者からは宮崎大学と医学研究局の共同対策事業の重要性と

ヒ素対策事業による住民の保健衛生の向上に対する期待が述べら

れました。

　キックオフシンポジウムは、本学国際連携センターのSchauerte助教を司会進行役として英語による進行で行われ、本学の池ノ上学

長の開会挨拶に続きYuki Kondo-Shah氏によるアメリカ留学についてのスピーチがあり、その後にJose Antonio Bowen氏が登壇し

「Teaching Naked：How Moving Technology out of your College Classroom will Improve Student Learning」の演題で講演を

行った。学内外から詰めかけた150名近くのシンポジウム参加者は、Bowen氏の時折ユーモアを交えながら「Learning is about

Change」、「Teaching naked Design Process」等をキーワードに講演する最新の教育論に熱心に耳を傾け、その後の質疑応答では

多くの質問が寄せられ活発な意見交換が行われました。最後に本学図書館長である新地理事（教育・学生担当）からBowen氏および米

国福岡領事館関係者への感謝の言葉と閉会の挨拶があり、名残を惜しみつつシンポジウムの幕を閉じました。

　本プロジェクトでは、今後、来年5月に予定

されている本学附属図書館リニューアルオー

プン後に、図書館内に設置されるアメリカ

ン・インフォメーション・デスクを拠点に米

国留学や文化に関する情報提供やイベント等

を行うことで日米間の文化交流を促進し、更

なる国際化を進めていくこととしており、そ

の成果が期待されています。

シンポジウム会場の様子

ミャンマーでの事業について発表を行う矢野助教

◇ 宮崎大学がミャンマーで地下水ヒ素汚染と健康被害についてのシンポジウムを開催

　　　　　　　　　講演の様子
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挨拶をする島中氏（創客創人センター長）

　今回は「寝起き30分をハックする」がテーマで、開発に先立ち実

施された「アイデア村（アイデアを出し合うブレーンストーミン

グ）」で参加者の中から支持が多かった4つの企画が採用され、「ラ

ジオ体操の正確さを競い得点化することで寝起きを爽快にするアプ

リ」や「指定されたヨガなどのポーズを正しく行うことでアラームを

止めることのできるアプリ」など、ユニークな発想で快適な寝起きを

サポートするソフト開発が夜を徹して行われました。

　鹿児島市内から参加した出口顕哉氏（株式会社シナプス）からは

「学生のプログラミングのスキルが高く、想定していたレベルを超え

たイベントだった」、平野悠太氏（株式会社ナンバーナイン）は

「テーマが魅力的で参加することにした。学生と社会人が一つの目標

に向かってチームを作り製作する過程がとても楽しかった」と、とて

も充実した様子でした。
プログラミングイベントの様子

◇　プログラミングイベント「日南ハッカソン × int」を実施

　会見には、上野さんをはじめ、この度同社に出資する

GxPartners LLP Managing Partner & COOの中原健氏と宮銀ベン

チャーキャピタル株式会社　代表取締役の原田正純氏、宮崎大学と

して、國武副学長（産学・地域連携担当）、農学部内田教授、地域

資源創成学部土屋講師が出席し、それぞれの立場から出資理由や、

大学における学生の起業に関する支援、サクラマスの研究結果等が

説明され、最後に上野さんから、循環型養殖により、3年後には国

内最大規模となる10～20トンのサクラマスの出荷量を目指す今後

の事業計画等が公表されました。

　宮崎大学では、今後ますます「ベンチャー創出力強化」や「チャ

レンジ精神にあふれる人材の創出」に力を入れていくこととしてい

ます。

　令和元年9月21日（土）から22日（日）、プログラミングイベン

ト「日南ハッカソン × int」を宮崎大学日南デスクを設置する日南

市創客創人センター（宮崎県日南市）にて実施し、プログラマー・

デザイナー・プランナーなど20名がグループを作り、2日間でIT技

術を活用して特定の課題解決に向けたソフト開発を行い、各グルー

プの企画力や技術力などを競いました。

　本イベントは、宮崎大学が学生の主体的な地域貢献活動を支援す

ることを目的として整備した枠組みである「宮崎大学学生地域貢献

活動補助事業」による採択を受けて実施されたもので、工学部学生

を中心とするプログラミング同好会「ドットキューブ」が主体と

なってイベントを企画・運営し、IT企業や日南市役所などの協賛

（後援）により行われました。

社会との連携や社会貢献に関する取組

　『異分野融合を軸に「地の利、人の利」を活かした教育研究等の推進』や『地域と共に興す

「新たに光る宮崎ブランド」の確立と発進』に取り組み、地域活性化の拠点としてまた、特色あ

る学術研究を宮崎から世界へ発信する拠点としての機能を一層強化していきます。

◇　宮崎大学初の学生発ベンチャー企業「株式会社Smolt」が記者会見を実施

　令和元年12月19日（木）、地域デザイン棟にて宮崎大学発ベンチャー「株式会社Smolt（スモルト）」が資金調達及び事業計画等にか

かる記者会見を実施しました。独自のサクラマスの循環型養殖を行う同社は、宮崎大学発ベンチャー企業の8社目として令和元年5月29日

に認定され、宮崎大学の学生発ベンチャーとしては第1号となります。代表取締役は宮崎大学大学院農学研究科2年上野賢さん。同社のビ

ジネスモデルは、上野さんが所属する内田研究室によるサクラマスの研究結果が事業化されたもので、上野さん自身が、平成29年9月に

開催された第1回宮崎大学ビジネスプランコンテストにおいて、学長賞を受賞したことが設立の契機となっています。

記者会見に出席した（左から）

原田代表取締役、中原Managing Partner & COO、

上野代表取締役、國武副学長、内田教授、土屋講師
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◇ 地域デザイン棟の設置と地域デザイン講座の取組

開所式の様子　新森会長（左）、池ノ上学長（右）

　令和元年9月24日（火）、ＪＡ宮崎経済連は、宮崎大学産学・地域

連携センター2階に全63㎡で、高性能の分析機器が整備された「共同

研究スペース」と「事務所兼会議スペース」を有した「宮崎大学オ

フィス」を開設し、その開所式を実施しました。

　宮崎大学とＪＡ宮崎経済連は、2007年に連携協定を締結し共同研究

を進めており、今回のオフィス設置により両者の連携のスピードアッ

プ・強化が深まり、より一層の研究の推進が期待されています。ま

た、同所は学生の共同研究参画や、農業を通じた交流による人材育成

拠点としての機能を有する施設として、学生教育の発展にも期待が寄

せられています。

　式では、ＪＡ宮崎経済連の新森会長から、ＡＩ技術を使ったスマー

ト農業や家畜防疫体制の共同研究に取り組むほか、県内の農業を取り

巻く課題解決の研究に取り組みたいと挨拶があり、宮崎大学池ノ上学

長からは、これまでの共同研究で成果を挙げている研究を含め学内外

にアピールし、宮崎県の基幹産業である農業振興、ひいては日本、世

界への農業発展に貢献したいと抱負が述べられました。

　　　　　　　　→

　共同研究スペース

地域デザイン棟

◇ 宮崎大学でＪＡ宮崎経済連「宮崎大学オフィス」開所式を実施

オフィスの看板を掲げる新森会長（左）と池ノ上学長（右）

　平成29年度に米良電機産業株式会社（宮崎市）からの寄附によ

り、学長のリーダーシップのもと産学・地域連携センターがコーディ

ネート活動を行い、「地域デザイン棟」を設立するとともに、寄附講

座「地域デザイン講座」を設置しました。「地域デザイン棟」は、

365日24時間使用可能な施設として、本学学生及び教職員の他一般に

も開放しており、特に学生の自由な活動が促進されました。経営協議

会学外委員から「地域デザイン棟」の活用についての意見を参考に、

県内市町村の各首長が地域の魅力を語る「宮崎TOPセミナー」を地域

デザイン講座が開講するなど、学生、教職員、地域の企業や自治体職

員などが交流し学ぶことができる機会の創出に繋げました。同セミ

ナーを通して、各自治体の課題や今後の方針を聞くことが可能とな

り、大学と自治体の連携強化に繋がりました。

　また、学生等が県内各地域の関係者と共創しながら、宮崎の観光振

興に資するため、観光商品開発に１年間の活動を通じて取り組む講座

「宮大ふるさと探検隊」を新たに実施し、地域関係者だけでは行き詰

る企画や創造を、学生視線の気づき・発想でブラッシュアップするス

キームが生まれつつあります。

　以上のような取組等を通して、各自治体との連携が強化されていま

す。平成30年８月には、都農町（宮崎県）が平成31年に設立した

「まちづくり団体」との連携に関する協定を締結し、都農町と連携し

て、町と大学が連携した新しい社会システムモデルを構築することを

目的に、「医療を核とした保健・介護・福祉の連携」、「産業振興・

地域振興」を軸として２つの寄附講座「地域包括ケア・総合診療医学

講座」、「地域経営学講座」を設置しました（令和２年４月）。今後

も地域デザイン棟の活用及び地域デザイン講座の活動を通して、教育

フィールドとしての活用と併せ、産学官連携拠点として様々な教育研

究・地域貢献を展開することとしております。
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◇　寄附金制度について

 ●修学支援事業基金

宮崎大学への支援について

　より質の高い教育・研究の成果を結実するとともに、社会への貢献を積極的に行い、皆様方からの期待にお応
えする所存でございますので、何卒格段のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　大学が企業や個人から教育研究の奨励を目的とする寄附金を受

け入れて、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。

　寄附金は、学術研究の助成を目的とするもの、学生の奨学を目

的とするもの国際交流に対する助成を目的とするものなど、寄附

者の寄附目的に沿って活用していきます。

米良電機産業株式会社より寄贈された地域デザイン棟

◇　宮崎大学基金の概要について

　●使　途 　●使　途

 ●宮崎大学基金

　国からの財政支援が厳しくなる中、宮崎大学では、学生の修学

支援・就職支援、国際交流活動、キャンパス環境の整備など、よ

り快適な教育研究環境の充実を推進し、魅力ある大学づくりを目

指しており、そのために「宮崎大学基金」を設立し、財政基盤

（自主財源）の強化を図ってまいります。

　経済的理由により修学が困難な学生を支援するため、「修学支援

事業基金」を設立し、下記の学生の修学支援等に取り組む体制を整

えました。なお、「修学支援事業基金」にご寄附の方については、

従来の「所得控除」に加え、「税額控除」のどちらか有利な税法上

の優遇措置を選択することが可能です。

　　１．学生に対する支援

　　２．研究活動に対する支援

　　３．地域・国際貢献活動に対する支援

　　４．男女共同参画活動に対する支援

　　５．各学部・研究科の教育・研究活動に対する支援

　　６．卒業生に対する支援

　　７．教職員に対する支援

　　１．授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除

　　　　その他学生等の経済的負担の軽減

　　２．学資の貸与又は給付

　　３．教育研究上の必要があると認めた学生等による海外

　　　　への留学に係る費用の負担

　　４．本学の規則に基づき、学生を教育研究に係る業務に

　　　　雇用するための費用の負担

宮崎大学寄附金制度

http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/sangaku/donation/

宮崎大学基金HP https://www.miyazaki-u.ac.jp/kikin/
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●宮崎大学基金の受入状況
　宮崎大学基金（H28.8～） （千円）

H28 H29 H30 R1 累計
金額 10,744 36,946 9,425 11,628 68,743
件数 42 112 169 148 471

　宮崎大学修学支援事業基金（H29.10～） （千円）
H28 H29 H30 R1 累計

金額 -              308 80 175 563
件数 -              28 8 10 46



◇平成30年度から令和元年度のハイライト

平成30年度

 経常費用 億円 億円

 経常収益 億円 億円

当期総利益 うち、運営努力によるもの

1.8 億円 2.5 億円 1.7 億円 1.5 億円

主な収入

運営費交付金 授業料、入学料及び検定料収入

95 億円 92 億円 29 億円 28 億円

附属病院収入 産学連携及び寄附金等

199 億円 206 億円 23 億円 22 億円

補助金等 施設整備費補助金等

12 億円 12 億円 1.4 億円 1.7 億円

有形固定資産

期首残高 うち、減価償却累計額

604 億円 600 億円 370 億円 402 億円

期末残高 うち、減価償却累計額

600 億円 599 億円 402 億円 418 億円

◇平成30年度から令和元年度の実績

科学研究費受入件数 科研費（直接経費）受入額

466 件 494 件 5.0 億円 4.9 億円

県内からの共同・受託研究等 外国人教職員数

143 件 （受入件数） 144 件 （受入件数） 17 人 19 人

大学間学生交流協定数 大学間学術交流協定数

70 件 77 件 83 機関 92 機関

TOP5%ｼﾞｬｰﾅﾙ論文数 公開講座開設数

24 人 24 人 46 件 45 件

学部学生の九州地域への就職率 外国人留学生数

63 ％ 63 ％ 214 人 187 人

海外渡航学生数 外国人研究者受入件数

158 人 134 人 237 人 121 人

令和元年度

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

371

373

378

381

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
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