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国 立 大 学 法 人 宮 崎 大 学

「国立大学法人宮崎大学の概要」
１．目標
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、変動する多様な時代並びに社会の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。
２．業務
１．高等教育コンソーシアム宮崎の設立
宮崎県の高等教育機関が連携・協力し、県内高等教育全体の質的向上と地域の教育・
学術研究の充実を図るために設置し、単位互換の実施に向けた調査・研究やインターン
シップ、公開講座、高校と大学の連携等を進めている。
２．サテライト・オフィスの設置
地域社会への情報発信の場として、また地域社会の人々と交流しニーズを捉えるアン
テナとして、さらには他の教育研究機関との交流・連携や産官学交流・連携の場として
機能することを目的に､市の中心部に設置した。
３．JABEE受審による教育の質の保証の取り組み
国際的基準を満たした教育の質の保証を明確にする取り組みを実施している。既に工
学部の５学科が認定を受けている。また農学部においても、平成１６年度に応用生物科
学科が農芸化学分野において初めて受審し、認定を受けた。
４．医学部医学科に地域枠導入
医学部では、平成１８年度医学科の入学者選抜方法から、特別選抜（推薦入学３０名、
うち地域枠１０名）を導入し、地域医療に従事する可能性の高い県内出身の医師を増や
し、医師不足に歯止めをかけることを目指している。
５．学外入試の実施
教育文化学部では、最近の宮崎県内の教員採用や企業採用の停滞と、都市部での教員
採用の大幅増や景気回復による求人増に対応するため、優秀な学生確保を目指し、前期
日程で学外入試を実施した。
６．大学院e‑Learningシステムの導入
教育学研究科において、夜間コースの現職教員大学院生に対する授業やフルコース就
学大学院生の修士論文への指導について、インターネットを通して行えるようテレビ会
議システムやコンテンツ授業を揃え、導入した。
７．卒業研究テーマの公募
地域貢献事業の一環として、地域の課題を公募し、卒業研究テーマとして採択して、
研究の成果を地域等に還元している。
８．イブニングセミナーの実施
学内の各研究者が、各学部等での研究内容やその研究成果等を理解し、協同した教育
・研究を実施する契機とするとともに、地域社会との連携を一層深めるために実施して
いる。
９．NHKいっちゃがワイド「健康チャンネル」
医学部メディア企画室では、本格的な放送機器を有していることから、同スタジオと
NHK宮崎放送局を高速ネットワーク回線でつなぎ、毎月１回旬な健康情報など県民に役立
つ情報を積極的に発信している。
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10．とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム
本学の学生から「とっても元気！」な企画を募集し、将来、社会でリーダーとして活
躍する宮崎大学生の企画・運営・実施能力を高めることや、本学学生の積極的な活動を
通して、大学及び地域の活性化が更に広がっていくことを目的として実施している。
11．宮崎大学教育研究支援基金を創設
「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもとに、教育研究基盤の一層の充
実・強化を図るため、「新宮崎大学教育研究支援基金」を創設した。
（支援する事業）
① 教養教育関連事業（教養教育の充実と質的向上）
② 教育研究の基盤強化事業（教育研究基盤の強化）
③ 学際領域の教育研究創出事業（学際領域の教育研究の活性化と創出）
④ 地域・国際社会貢献事業（地域社会と国際社会への貢献）
３．事務所等の所在地
宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目１番地（事務局）
宮崎県宮崎郡清武町大字木原５２００番地（医学部・附属病院）
４．資本金の状況
４１，５２１，０４２，７１６円（全額

政府出資）

５．役員の状況
役

学

職

長

氏

名

住 吉 昭 信

就任年月日

主

な

経

歴

平成16年4月1日

昭和35年 3月

〜

昭和38年 3月

九州大学医学部助手

平成21年 9月30日

昭和47年 4月

九州大学医学部助教授

昭和49年 6月

宮崎医科大学医学部教授

平成12年 4月

九州大学医学部卒業

宮崎医科大学副学長（医療
担当）

平成15年10月 宮崎大学長

理

事

名 和 行 文

（研究・企画）

（副学長兼務）

平成16年4月1日

昭和45年 3月

京都大学医学部卒業

〜

昭和46年 4月

熊本大学医学部助手

平成19年9月30日

昭和58年 6月

熊本大学医学部助教授

昭和59年 8月

宮崎医科大学医学部教授

平成15年10月 宮崎大学副学長

理

事

（教育・学生担当）

（副学長兼務）

碇

哲 雄

平成17年10月1日

昭和53年10月

〜

九州大学大学院博士課
程工学研究科修了

平成19年9月30日

昭和52年 4月

久留米大学医学部助手

昭和62年 4月

久留米大学医学部講師

昭和62年 9月

宮崎大学工学部助教授

平成 5年 9月 宮崎大学工学部教授
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理

事

江 藤 胤 尚

平成16年4月1日

昭和47年10月

〜

（病院担当）

究科博士課程修了

平成19年9月30日

（病院長兼務）

九州大学大学院医学研

昭和49年 5月

九州大学医学部附属病
院助手

理

事

大 谷

潔

（総務担当）
（事務局長兼務）

理事（非常勤） 吉 良

啓

（法務担当）

監

事

岩 切 文 昭

監事（非常勤） 木 下 博 義

昭和59年 4月

琉球大学医学部助教授

平成 3年 8月

宮崎医科大学医学部教授

平成15年10月

宮崎大学医学部附属病院長

平成16年4月1日

昭和51年 3月

明治大学法学部卒業

〜

昭和42年 4月

鳥取大学採用

平成19年9月30日

昭和45年 9月

文部省体育局

平成 9年10月

富山大学経理部長

平成11年 8月

静岡大学経理部長

平成13年 4月

筑波大学経理部長

平成16年 3月

筑波大学退職（役員出向）

平成16年4月1日

昭和34年 3月

日本大学法学部卒業

〜

昭和35年 3月

斉藤元秀法律事務所

平成19年9月30日

昭和43年 4月

吉良法律事務所長

昭和59年 4月

宮崎県弁護士会会長

平成16年4月1日

昭和39年 3月

宮崎大学農学部卒業

〜

昭和39年 4月

宮崎県入庁

平成20年3月31日

平成 9年 4月

宮崎県総務部長

平成12年 4月

宮崎県信用保証協会会長

平成14年 9月

宮崎県出納長

平成15年10月

宮崎県退職

平成16年4月1日

平成元年 3月

一橋大学商学部卒業

〜

平成元年10月

太田昭和監査法人

平成20年3月31日

平成 7年 7月

木下博義公認会計士税理
士事務所開設

※

平成11年度以降、多数の財団法人、
社団法人、学校法人等の監事、顧問
に就任

注）理事欠員

１人

６．職員の状況
教
職

員
員

８９８人（うち常勤６７８人、非常勤２２０人）
１，１４３人（うち常勤７７４人、非常勤３６９人）

７．学部等の構成
教育文化学部
医 学 部
工 学 部
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農 学 部
教育学研究科
医学研究科
工学研究科
農学研究科
安全衛生保健センター
生涯学習教育研究センター
産学連携支援センター
総合情報処理センター
大学教育研究企画センター
フロンティア科学実験総合センター
８．学生の状況
総学生数
学部学生
修士課程
博士課程
別 科 生

５，４８８人
４，８２８人
５０２人
１５６人
２人

９．設立の根拠となる法律名
国立大学法人法
１０．主務大臣
文部科学大臣
１１．沿革
（旧宮崎大学）
昭和24年 5月：宮崎大学（農学部・学芸学部・工学部）設置
昭和34年 4月：畜産別科設置
昭和41年 4月：学芸学部を教育学部に改称
昭和42年 6月：大学院農学研究科（修士課程）設置
昭和51年 4月：大学院工学研究科（修士課程）設置
昭和63年 4月：鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）構成大学として参加
平成元年11月：現在の学園木花台にキャンパス移転統合
平成 2年 4月：山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）構成大学として参加
平成 6年 4月：大学院教育学研究科（修士課程）設置
平成 8年 4月：大学院工学研究科（博士課程）設置
平成11年 4月：教育学部を教育文化学部に改組
（旧宮崎医科大学）
昭和49年 6月：宮崎医科大学（医学部医学科）設置
昭和52年 4月：医学部附属病院設置
昭和52年10月：医学部附属病院開院
昭和55年 4月：大学院医学研究科（博士課程）設置
平成13年 4月：医学部看護学科設置
平成15年 4月：大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）設置
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（宮崎大学）
平成15年10月：旧宮崎大学と旧宮崎医科大学を統合し、宮崎大学を開学
平成16年 4月：国立大学法人宮崎大学設置
平成17年 4月：大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程）設置
１２．経営協議会・教育研究評議会
○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）
氏

名

現

職

住

吉

昭

信

学

名

和

行

文

理事（研究・企画担当）

哲

雄

理事（教育・学生担当）

胤

尚

理事（病院担当）

潔

理事（総務担当）

碇

長

江

藤

大

谷

佐

藤

勇

夫

宮崎銀行取締役頭取

山

崎

信

行

九州女子大学長

笹

山

竹

義

財団法人宮崎県人権啓発協会理事長

田

﨑

雅

元

川崎重工業株式会社代表取締役会長

秦

喜八郎

宮崎県医師会長

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）
氏

名

現

職

住

吉

昭

信

学

名

和

行

文

理事（研究・企画担当）

哲

雄

理事（教育・学生担当）

胤

尚

理事（病院担当）

潔

理事（総務担当）

碇

長

江

藤

大

谷

水

光

正

仁

副学長（目標・評価担当）

谷

本

美

彦

副学長（教職大学院担当）
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作

田

河

南

本

田

俊

美

教育文化学部長

洋

医学部長

久

工学部長

小八重

祥一郎

農学部長

永

田

雅

輝

附属図書館長

福

田

亘

博

産学連携支援センター長

中

山

建

男

フロンティア科学実験総合センター長

芋

生

紘

志

大学教育研究企画センター長

岩

本

俊

孝

教育文化学部教授

克

医学部教授

親

池ノ上
平

野

公

孝

工学部教授

赤

尾

勝一郎

農学部教授

村

岡

嗣

共通教育部長

文
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Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
１．教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標
【学士課程】
１）共通教育の成果に関する具体的目標の設定
・高等教育を学ぶに必要な技能・能力及び社会人として必要な知的技法やコミュニケーシ
ョン能力等の育成を図ることを具体的な教育目標として設定し、キャンパスガイド（共
通教育の目標と内容に記載）で周知徹底している。取組の評価を「学生による授業評価」
により実施した
・共通教育の「教養科目」では、人間、現代社会及び自然についての認識を深め、幅広い
教養と総合的な判断力を培い、高い倫理性と責任感及び豊かな人間性を涵養することを
教育目標として設定し、キャンパスガイド（共通教育の目標と内容に記載）で周知徹底
している。取組の評価を「学生による授業評価」により実施した。
・本学は「学際的な生命科学の創造」を目標の一つとしており、共通教育においては、生
命科学への興味・関心を高めることを目標とし、主題教養科目として「自然と生命」の
科目群、選択教養科目として「生命科学系」の科目群を開講している。取組の評価を「学
生による授業評価」により実施した。
・本学は「生命を育んできた地球環境の保全のための科学」を目標の一つとしており、共
通教育においては、環境保全に努める態度を育成することを目標とし、主題教養科目・
「環境を考える」（全学部必修）を開講している。取組の評価を「学生による授業評価」
により実施した。
・本学は「自然や社会等の現場（フィールド）で実地を学び、実践力のある人材を育成す
る」ことを目指しており、共通教育においては、実地体験から学ぶ態度を涵養すること
を目標とし、選択教養科目・「複合・学際系」の科目として「フィールド体験講座、フィ
ールド体験学習指導講座」を開講している。取組の評価を「学生による授業評価」によ
り実施した。
２）専門教育の成果に関する具体的目標の設定
・専門教育における体系的な知識と技能の育成については、各学部で取り組んでいる。教
育文化学部では課程の特質に応じたカリキュラムの構築、医学部・医学科ではモデル・
コア・カリキュラムの導入、工学部ではJABEEの中間審査の受審及び次年度の受審に向け
た取組み、農学部では授業評価を参考にした授業科目の見直し、などを実施している。
・大学の基本的な目標に基づき、各学部で専門職業人として社会の要請・課題に取り組み、
解決する能力の養成に取り組んでいる。例えば、教育文化学部ではフィールド体験学習
など、医学部では交換留学生の拡充など、工学部では問題解決能力の向上や社会の要請
に配慮したカリキュラムの構成など、農学部では外部評価結果に基づくカリキュラムの
見直しなどを実施している。
・大学院をめざす意欲と能力を育成するため、各学部とも進学説明会等を工夫するととも
に、学内、学外における進学説明会の開催数を増やし、進学意欲の向上を図った。また、
修士論文発表会への参加呼びかけを行い、更に医学部では大学院充足につながる３年次
生の研究室配属を、４週間へ拡充した。
・関心のある学生が生命科学を深く理解できるようにすることを目標として各学部におい
て他学部・他専攻の学生に開放する科目を設定した。全体的には、「生命科学関連専門科
目(生命科学展望)」等８科目が新設又は開放されている。また、平成１９年度から医学
部を除いて卒業所要単位に加えることを検討している。
・専門教育において、フィールド教育を推進し、それぞれの専門にかかわる現場から学ぶ
態度を涵養することを目標とし、各学部において、特性を活かしたフィールド教育が実
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施されている。例えば、教育文化学部ではまちづくりへの学生の参加、医学部では介護
体験実習等やクリニカル・クラークシップの実施、工学部では工場見学等の実施状況を
調査、農学部では各学科でフィールド教育関連科目の開講などに継続的に取り組んでい
る。
３）卒業後の進路等に関する具体的目標の設定
・全学及び各学部おいて教育内容の充実と、就職率、進学率等の向上のための様々な活動
に取り組んでいる。共通教育では、選択教養科目「ライフデザイン・キャリアデザイン
入門」の教育内容を充実させ、教育文化学部では教職対策講座の充実など、工学部では
就職情報システムの利用法の改善など、農学部では公務員試験対策セミナーへの参加の
呼びかけなどを行っている。また、大学院の定員充足について、各研究科で学生の意識
を高めるための方策を検討した。
・就職状況、進学状況を把握し、その結果を卒業後の進路の改善に活用することを目指し
ている。特に、教育文化学部では、地方の教員採用数が少ないことから、大量採用が行
われ、しかも大学推薦を取り入れた首都圏の動向を調査した。また、工学部では、就職
体験談を公開し、就職活動に役立つ情報を提供するなど実績を上げている。
４）教育の成果・効果の検証に関する具体的方策
・「平成１８年度に実施する教育研究組織等の自己点検・評価の実施要項」及び「平成１８
年度に実施する教育研究組織等の外部評価実施要項」に基づき、教育研究組織について
自己点検を実施し、外部評価を受けた。また、教育の成果、効果等に関する点検・評価
については、平成１９年度に第三者評価（大学機関別認証評価）を受けることを決定し、
申請を行うとともにそのための自己評価を行い、試作版の自己評価書を完成させた。
・学生の履修状況と単位取得状況を把握し、教育の成果・効果を点検評価する制度は、各
学部において構築されている。また、学生による授業評価も各学部及び共通教育におい
て実施されており、教育の成果・効果を継続的に点検評価している。
更に、学生の授業評価結果を教員のFDに活用するだけでなく、可能な部分を学生へ公開
することについて各学部で検討することとした。
・卒業生・雇用者の評価により、教育の成果・効果を把握するため、卒業生・雇用者のア
ンケートを実施した。全学的には平成１６年３月卒業（修了）生への「学習環境に関す
る調査」や就職先の人事担当者への「学習状況把握のための企業等調査」を実施した。
また、学部でも例えば、農学部では「卒業生・就職先雇用者による教育評価」報告書を
作成し、農学部の専門基礎及び専門教育の成果・効果についてまとめた。
【大学院課程】
１）大学院教育の成果に関する具体的目標の設定
・研究科及び各専攻毎（教育学研究科は専修毎）に人材養成の目的を定め、授業科目別に
それぞれの専門性にふさわしい到達目標・水準を具体的に設定し、シラバスに記載した。
２）大学院修了後の進路に関する具体的目標の設定
・全学組織である就職支援室を中心に「企業就職ガイダンス」、「インターネットを利用し
た情報収集」や「就職相談」等を実施している。また、工学研究科では、昨年に引き続
き、技術系企業に対応する面接対策セミナーを継続して実施した。
・生命科学、環境科学等の学際的分野に特色を持った農学工学総合研究科博士後期課程を
平成１９年４月に設置する。その認可直後に進学説明会等を開催し、学生定員の確保に
取組んだ。また、医学系研究科及び現工学研究科では、進学意欲を学資面から支援する
ため学生をリサーチアシスタントとして雇用している。
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３）教育の成果・効果の検証に関する具体的方策
・専攻等の専門性と、実際の就職先を照合するとともに修士課程修了生や就職先アンケー
トを実施し、就職後の実態を分析した。教育学研究科と工学研究科では、人材養成の目
的と進路との適合性を点検した。また，修了生や雇用者へのアンケート項目について検
討を行った。医学系研究科と農学研究科では、平成１８年度修了から研究科修士課程修
了生に対する就職先アンケート調査を実施し、就職後の実態を分析した。
（２）教育内容等に関する目標
【学士課程】
１）アドミッションポリシーに応じた入学選抜方法を実現するための具体的方策
・アドミッション専門委員会及び各学部の入試検討組織で、大学及び各学部のアドミッシ
ョンポリシーをはじめとする入試関係の施策を検討するとともに、選抜要項、募集要項
等においてもアドミッションポリシーの周知を図り、オープンキャンパス、出前講義等
を通じて教育・研究の状況を公開している。また、高校生や高校教諭にアドミッション
ポリシーに関するアンケート調査を行い、現状の把握を行っている。
・各学部で、入試の方法と入学後の修学状況等を調査・研究し改善を図っている。教育文
化学部では、過去１０年間の入試志願状況のまとめを行い、平成１９年度から関東地区
で学外入試を実施することにした。医学部では、推薦入試に地域枠を導入・実施した。
工学部では、平成１５〜１７年度推薦入学者の入学後の単位取得状況の追跡調査を行い、
募集要項に反映した。
２）入学者の希望・適性に対応した進路選択を実現するための具体的方策
・学全体として、転学部の取扱いについて各学部の整合性を図るため「宮崎大学転学部規
程」の見直しを行い、共通的な事項を可能な限り一本化した。これに基づき、平成１７
年度より各学部で、転学部、転学科等の進路変更を希望する者の支援体制を順次整備し
ている。教育文化学部では、学生から見た流れ図を作成するとともに募集要項も改善し
た。医学部では、グループ担当教員により個々の学生へきめ細かい指導を行っている。
工学部では、学生が転学部・転学科について相談窓口を設置した。
・各学部において、既に平成１７年度までに転学部等に関する選考内規等の制度の見直し
を行い運用している。今年度においては、制度上の問題点等を点検した結果、現時点で
特に支障はないと判断した。
３）教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策
・各学部で教育課程の点検評価を行い、必要な改善を行っている。全学的に、共通教育及
び専門教育の教育課程を適切に配置するための方策も含めて、教育戦略の検討を開始し
た。卒業（修了）生及び就職先等への調査では、専門教育に関して、総合的には「役立
っている」、「修得できた」、「身に付けている」等の評価を得ている。教養教育について
も、卒業生の就職先関係者からの総合評価は良好であった。
・大学教育基礎科目について、学生による授業評価を実施し、「情報科学入門」の講義内容
改善等を行った。
・教養科目について、学生による授業評価を実施し、
「ライフデザイン・キャリアデザイン」
の講義内容をキャリアデザインに重点化する方向での改善を行った。
・共通教育の点検評価を行い、共通教育の中に配置していた医学部の専門基礎科目を、医
学部の専門科目として開講した。
・専門教育については、各学部の目標に沿って、教育課程を体系的に構成し、必要に応じ
て改善を行っている。例えば教育文化学部では、学部改組後の履修モデルを構想検討専
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門委員会で検討、医学部では、コースディレクター会議においてコアカリキュラムを点
検・評価、工学部では特別教育研究経費の支援を受けた多様な授業改善、農学部では授
業評価を踏まえたカリキュラムの見直し、などの改善を行っている。
・各学部の状況に応じ、社会の要請や学生のニーズを踏まえ、カリキュラムの改善を行っ
ている。例えば、教育文化学部では現代教育特殊講義の実施と点検評価、工学部ではJAB
EE中間審査受審の中で、アンケート結果に基づく社会の要請や学生の要望に配慮したカ
リキュラムの編成、農学部ではこれまでのカリキュラムの見直し、などに取り組んでい
る。また、全学的には平成１９年度から「高等教育コンソーシアム宮崎」の中で単位互
換を実施することを決定した。
・大学教育委員会で、大学としての単位上限設定の方針を決定した。それに基づき、各学
部で単位履修状況を把握し、各学部の状況に応じた単位の上限設定を行い、配当年次を
含め、平成１９年度カリキュラムを改善した。
・各学部で、社会の要請を踏まえ、課題に取り組む教育の改善を進めている。例えば、教
育文化学部では、現代教育特殊講義の内容の改善、医学部では、医の倫理、医療安全等
を取り扱う「総合医学講義」の内容の改善、工学部では、課題探求能力などの育成カリ
キュラムの充実、農学部では、インターンシップの単位化などに取り組んでいる。
・高等教育コンソーシアム宮崎を通じて、宮崎県経営者協会とインターシップ実施体制を
構築した。更に、経営者協会との共催で、インターシップ成果報告会（学外）を実施し
た。各学部において、教育内容の点検・評価を行い、インターンシップ等を活用するこ
とにより、それぞれの特性に応じた職業観の育成を図っている。例えば、医学部では、
学内・外早期体験実習を平成１９年度より単位化し，カリキュラムに取り入れることと
した。工学部では、インターンシップの実施状況の調査を行い、事前事後教育を含めて
必要な改善策を検討した。
・共通教育の選択教養科目「生命科学系」に加え、各学部の専門科目、
（全学で合計８科目）
を「生命科学の基礎となる科目群」として設定し、専攻以外の学生にも開放した。
・フィールド教育関連科目を継続して開講した。教育文化学部では、教員養成ＧＰの計画
に基づいた「教育フィールド体験」
「教育フィールド研究」
「教育実践研究」が開講され、
医学部では介護体験学習、看護体験学習及びクリニカル・クラークシップの計画に際し
点検・評価を行い、実習施設拡充を行った。
４）授業形態、学習指導法等の改善に関する具体的方策
・単位の実質化への配慮から、授業形態を点検し学生の学習負担を適切にし学習効果が上
がるように、年間取得単位数の上限設定を各学部で設定した。
・各学部の専門科目及び共通科目についてシラバスの点検と改善等を行い、Ｗｅｂに公開
して学生に授業の目標・内容・学習方法などの周知を図っている。
・クラス担任及びグループ担当教員を充実して学生の履修状況を把握し、必要に応じてき
め細かい履修指導を行っている。また、保護者への成績送付等の措置も継続して行って
いる。
・学生による授業評価、授業点検シート、全学及び各学部等のＦＤ活動などを基に授業の
展開や学習指導法などの工夫改善を行っている。また工学部では、特別教育研究経費に
よる教材開発プロジェクトで１４件を採択し、教材開発に取り組んでいる。
５）適切な成績評価等の実施に関する具体的方策
・すでに定めた標準的な成績評価基準とともに、授業科目ごとの成績評価法をシラバスに
掲載した。
・工学部としてＧＰＡ評価を試行しそれに基づいた学習指導に利用しているが、引き続き、
他の各学部においても学生の学習到達度の把握と問題点等の洗い出しを行い、その導入
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の拡大に向けて検討を進めた。
【大学院課程】
１）アドミッションポリシーに応じた入学選抜方法を実現するための具体的方策
・教育学研究科では、選考要領について検討を行い改善した。医学系研究科では、アドミ
ッションポリシーを設定し学生募集要項に記載すると共にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載した。工学研
究科では、社会人入学者の入試選抜方法に対し、従来の「論文博士制度」を見直して「第
２種特別選抜」を設け、更に「短期履修コース」としての「第３種特別選抜」を設けた。
また、一般選抜に対しても秋期入学枠を設定した。農学研究科では、各専攻でアドミッ
ションポリシーと入試方法の整合性について検討した。
・医学系研究科博士課程においては、社会人や留学生を対象に秋季入学制度を導入し、修
士課程（看護学専攻）においては、外国人留学生特別選抜を導入した。また、工学研究
科博士後期課程においては、広く社会から学生を受け入れることができるよう「短期履
修制度」の導入における第２種・第３種特別選抜を整備した。
２）教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策
・大学院博士課程においては、自然科学の分野において総合的かつ学際的な教育を行うこ
とを目指して平成１９年４月に農学工学総合研究科を設置する。教育学研究科では、教
職大学院設置に向けて教育課程の編成について検討し方針を固めた。医学系研究科では
博士課程の再編について検討を行った。工学研究科では、修士課程各専攻の体系的教育
課程の整備を行い履修案内を刷新した。農学研究科では修士課程の科目群の配置と構成
について教育目標の観点から見直しについて検討している。
・大学院における学生受け入れ制度を点検・評価し、弾力的な制度の導入を図った。教育
学研究科では、地域文化課程等から教員免許を持たずに入学した院生が新たに教員免許
を取得出来るように、教育実習及び介護等体験の受講を円滑に進める体制を整備した。
医学系研究科では、他大学から特別研究学生を４名受け入れ、本学学生を他大学大学院
へ国内２名、海外２名を派遣した。
・「魅力ある大学院教育イニシアティブ」（大学院ＧＰ）、による「自然エネルギー変換技
術者の養成」プログラムに加え、「臨床研究と展開医療を融合する教育拠点−発見から臨
床展開まで実体験できる研究者育成プロジェクト−」が採択された。また、新大学院（農
学工学総合研究科）においては、農学・工学分野が融合した二つの教育コース（環境共
生科学教育コース及び生命機能科学教育コース）を設置した。
３）授業形態、研究指導法等の改善に関する具体的方策
・ 教育課程の展開に必要な教育研究指導法を調査し、改善策を検討した。医学系研究科で
は、平成１８年度日本学術振興会外国人研究者事業による講演・ＥＭＰ講座を大学院セ
ミナ−として行った。また、文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブに採択
された教育プログラムにより、Nature編集部による「トップジャーナルの基本的考え方」
について大学院FDセミナーを行った。更に、大学院生のサポート体制の見直しを行って
研究科規程を改定し、複数指導体制を確立した。
・地域の人材の協力で学習内容の充実を図った。工学研究科では、地域の技術者及び専門
家の協力を得て、技術経営（ＭＯＴ）教育科目を開講した。また、地域の公設研究機関
との交流を行うとともに本年度は研究推進委員会主催の「第1回農・工学連携を進める講
演会」開催に際して県工業技術センターから講師を招き、教育内容の充実を図った。
・学会発表、学術論文への投稿を推奨した。例えば、工学研究科博士後期課程では、大学
院ＧＰで「自然エネルギー教育コース」において、大学院生の国際シンポジウムを実施
するとともに、学生に国内外での学会発表や学術論文誌への投稿を奨励するような仕組
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みを導入した。また、成果の概略は随時ホームページに掲載している。
・卒業（修了）研究テーマとして、今年度については、２６件の新規応募があり、この中
から各学部研究科とのマッチングを行った上で、工学研究科及び農学研究科において、
宮崎県企業局や民間企業からの提案テーマを修士論文の一部に取り上げ、その成果につ
いて口演発表とポスターセッションを行った。
４）適切な成績評価等の実施に関する具体的方策
・全ての研究科で成績評価基準を設定し、シラバスや履修案内に記載している。
・)各研究科において、学位授与基準を明確にすると共に、運用方法を含めキャンパスガイ
ドに記載する等、学生へ周知している。
（３）教育の実施体制等に関する目標
【学士課程】
１）適切な教職員の配置等に関する具体的方策
・非常勤講師の配置について、大学教育委員会で検討し、財務委員会で方針を決定した。
また、「共通教育の今後のあり方」に基づき、担当教員数と各学部分担コマ数について見
直しを検討している。教育文化学部では、全学的な方針の基、教職大学院の設置と学部
改組に向けて、教員配置に関する点検評価を行い、教員の定員配置を検討している。
・共通教育部のホームページに教員ネットワークのページを開設したことで、各委員が各
種会議の議事要旨・資料等を共有し、ネットワーク上の電子会議システムを利用して意
見交換ができるようにした。このことにより、会議における審議事項等の検討内容を共
有することができ、共通教育に係る各委員会の有機的な連携を図ることができるように
した。また、その他として、「教員のＦＤ活動レポート」をＷｅｂ上で入力できるように
し、その結果を「学生による授業評価」と併せて掲載した。
・開講科目の豊富化を図るために、原則として講師以上の全教員が共通教育の担当科目を
分野別に登録し、各科目群の授業科目の充実を図る体制を確保している。なお、生命科
学関連科目内容の豊富化を維持している。
・専門教育を充実するために各学部で教育組織の点検・評価を実施した。例えば、教育文
化学部では、現場の教育に密着した、教育研究という社会の要請に応えるため、改組計
画を検討している。農学部では、社会の要請に見合う教育組織の問題点を検討し、学部
教育を充実させる新しい教育組織案を作成した。
２）教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策
・各教室に冷暖房を設置する計画が終了し、教室、実験室等の机・椅子・黒板及び視聴覚
機器の状況を把握し、大学教育委員会で机・椅子の更新（年次）計画を策定した。平成
１９年度からの５カ年計画に基づき、整備計画案を提出し、財務委員会において予算化
することが決定した。また、工学部では、少人数教育にも対応出来るよう、１教室の机
・椅子の更新を行った。
・ネットワークセキュリティ強化のため、ネットワーク接続認証システムの運用を開始し
た。また、今年度、戦略重点経費を利用し、学生のパソコン接続が出来るように、教・
工・農の３学部の講義棟、図書館、大学生協に、無線LANの基地局を導入した。
・学生が、自分の単位取得状況を迅速に知ることが出来るよう、成績入力・合否参照シス
テム「学務情報わかば」を運用している。また、学生が無線LANを使用できるように、ネ
ットワークを再構築し工学部では、電子掲示板を稼働させ、学生の利便性を高めた。
・学生用図書等の選定方針に基づき、教員の推薦により、カリキュラムと連動した学生用
図書を購入し、体系的整備を進めるとともに、有効な活用を図っている。なお、開講さ
れている科目について、シラバスに記載されている教科書及び参考書が本学の図書館に
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所蔵されているか事前に調査した。
３）教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策
・学生による授業評価は、全学部及び共通教育部で実施し、教育の質の改善を図る体制を
整備している。また、教育文化学部では、教員による授業公開を前期・後期で実施して、
工学部ではＪＡＢＥＥ対応のシステムで教員の相互評価により、教育の質の改善を図っ
ている。
・教員個人評価の基本方針及び個人評価実施細目については、全学的な方針を策定し、試
行しており、各教員の教育への取組状況の評価は、その中で行っている。教育文化学部
では、教員個人による自己点検評価票が提出された。医学部では、教員評価システム策
定部会において取組状況を評価する新たな基準を検討している。工学部では既に教員個
人評価を実施し、総合評価Ｄ及びＥの教員に対して学部長面談を行った。農学部では評
価のための項目及び基準を整備している。
・大学教育研究企画センターは、卒業生の就職先や高校教員等からの学習ニーズに関する
意見聴取、在学生の学習ニーズに関する全学調査を行った。また、同センターは、認証
評価における全学調査及びその取り纏めにおいて、中心的役割を果たした。全学ＦＤ研
修会の企画・開催を行うなど各学部等と連携して教育の改善・整備を推進している。な
お、平成１９年度には、生涯学習教育研究センターと統合し、教育研究・地域連携セン
ターとしてより機能アップを図ることが決定した。
・教育企画会議とその専門委員会等は、毎年教育活動の改善状況を把握し、報告してきた。
今年度は特に、教育の目標設定から教育の質の改善に関する認証評価の各基準について
根拠資料を分析し、それぞれの活動の改善状況を把握して点検評価を行い、自己評価書
原案を作成した。
・これまで各学部で行われてきた、ＦＤを大学教育委員会で統括し推進するために、平成
１９年度からＦＤ専門委員会を設置するよう、教育改善システムを改めた。
４）教材学習指導方法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策
・共通教育については、平成１６年度に整備した共通教育部自己点検・評価委員会が、教
員のＦＤ活動レポートを取りまとめ、分析している。また、専門教育に関しては各学部
にＦＤ委員会（又はＦＤ担当組織）が設置されている。これらは全学の教育方法等改善
専門委員会と連携して活動している。大学教育研究企画センターの改組に伴い、平成１
９年度から大学教育委員会の下にFD専門委員会を設置することとした。
・各学部の特質に応じて教育メディア資料の活用を推進している。共通教育及び工学部専
門教育において、英語学習システムの体制を整備した。更に、全学的には平成１９年度
から、大学教育委員会の下にFD専門委員会を設置し、各学部等と連携し、教育メディア
資料の活用方法等などについて情報交換等を行い、必要に応じて調査・研究を推進する
こととしている。
５）全国共同教育、学内共同教育等に関する具体的方策
・各学部の特質に応じ、インターネット等を利用した全国的な共同教育に参加している。
教育文化学部では、九州の教員養成系国立大学との間での単位互換協定による授業開放
を実施している。医学部では、全国規模のＣＢＴ試験、ＯＳＣＥ試験の全国共通教育学
習用ビデオを、教員及び学生が利用している。全学的には、平成１９年度から大学教育
委員会の下に置くFD専門委員会が対応することとした。
・本学の教育目標に沿って、他学部の学生に開放する生命科学関連８科目を各学部で開講
し、平成１９年度から卒業所要単位として認定することとした。また、必要に応じて所
属学部以外の専門科目が履修できるよう、カリキュラムと履修制度を整備している。
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・社会の要請と学生のニーズに対応して、各学部の特質に応じ、各センターと連携した教
育を推進している。教育文化学部では農学部附属農業博物館と連携し「宮崎大学地域こ
ども教室」を医学部ではフロンティア科学実験総合センターと連携し「実験動物学」、
農学部では農学部地域農林水産業教育研究センターと連携し公募課題に基づく卒業研究
やインターンシップを、それぞれ実施している。
６）学部の教育実施体制等に関する特記事項
・獣医学科の教育充実の方針に沿って、学内の獣医学と関連する学科及びセンターとの共
通の教育分野の構築について試案を作成した。また、豊富な臨床経験を有する学外の獣
医師が本学の獣医臨床教育に協力する体制を進めるため、獣医師に臨床教授の称号を付
与する規程を定めた。
・教員養成のパワーアップのため、改組に向けて、カリキュラムを全面的に見直した。ま
た、教員養成ＧＰプロジェクトにおいて教育現場との連携を深める科目（教育フィール
ド体験、教育フィールド研究、教育実践研究）を開講し、改善を検討した。さらに県教
育委員会との連携協議会を維持発展させるとともに県教育委員会の支援の下、現代教育
特殊講義を開講している。
【大学院課程】
１）大学院研究科の再編・整備を推進するための具体的方策
・生命科学、環境科学等の学際的分野に特色を持った農学工学総合研究科博士後期課程を
新設し、資源環境科学専攻に環境共生科学領域、生物機能応用科学専攻に生命機能科学
領域をそれぞれ設置し、農学と工学分野の充実を図ることとした。
２）教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策
・各研究科において、大学院教育の現状を分析評価するため、点検評価機能を整備し、Ｐ
ＤＣＡシステムを稼動し、改善を図った。なお、平成１９年度から大学教育委員会の下
にＦＤ専門委員会を設置し、その中で大学院のＦＤも検討することとなっている。
３）教材、学習指導方法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策
・各研究科では、ＦＤ活動を実施し、授業内容の改善を図った。例えば、工学研究科では、
特別教育研究経費での農工連携に関連して教材開発を行い、農学研究科では授業点検シ
ートに基づく授業内容の改善を行っている。
（４）学生への支援に関する目標
１）学生相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策
・修学・学生生活指導に関する要領に基づいて、各学部学科・課程毎に学生を少人数グル
ープに編成し、それぞれに複数の教員を配置して、学生からの各種相談等を受ける体制
を整備した。また、学生支援記録簿等により、各種相談等を受ける体制が特に支障なく
運用されている。
・各学部及び図書館等で自習室の整備状況・利用状況を点検し、十分整備していることを
確認した。また、学生の自習室等の利用案内については、ホームページに掲載し、学生
に周知を図っている。
・サークル代表者と顧問教員等との連絡会を開催し、各サークルの問題点の改善について
検討を行った。学生から指摘のあった各施設（陸上競技場、課外活動施設等）の不備事
項について、概ね全項目の改善を行った。ボランティア活動支援強化のため、ボランテ
ィア団体には必ず顧問教員を配置することとするとともに「学生教育研究災害傷害保険」
に全員加入するよう指導することとした。
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・学生の課外活動施設及び福利厚生施設の見直しを行い、小体育館及び武道館の排煙オペ
レーター装置の改修、合宿研修室の内壁のクロス張り替え等の改修を実施した。
２）学生の学習支援等に関する具体的方策
・図書館運営委員会で、「学生用図書等の選定方針」の見直しを行い、カリキュラムと連動
した学生用図書の体系的整備を行った。
・ 平成１７年度に検討された「学生が自由に利用できるパソコンの整備計画」に基づいて、
図書館に設置済のパソコン２２台を更新した。また、学内の主要施設に無線LANを配備し、
その運用を開始した。
・図書館利用状況アンケート調査結果を踏まえ、本館の日曜日開館を実施した。なお、本
館では学生用パソコンの更新を行い、学習スペース・環境の改善については、今後も継
続する。
３）生活相談・就職支援等に関する具体的方策
・過去５年間の学生相談状況を踏まえ、１８年度も安全衛生保健センターのカウンセラー
を５名体制とした。更に、各学部においても少人数指導制を継続した。学外の相談機関
については、「宮崎県警察本部、宮崎南警察署」及び「社団法人宮崎犯罪被害者支援セン
ター」と連携し、学生指導・支援の充実を図っている。
・「学生なんでも相談室」では、学生の相談や質問について電子メール等でも対応できる体
制を整備している。過去５年間の利用状況を調査した結果、相談方法としては、来室、
メールそして電話の順であった。以上のことから年度計画を十分に実施しており、中期
計画を達成している。
・メンタルヘルス関連の健康管理システムについては、附属病院等の専門家及び「学生な
んでも相談室」との連携を密にし、若年肥満者への健康管理システムを構築した。また、
メンタルヘルスの健康教育として「心身医学セミナー」を年４回、禁煙教育「禁煙塾」
を年６回、学外者による禁煙セミナー及び講演会を開催した。
・就職戦略室では、「これからの宮崎大学におけるキャリア教育」の全体像を取り纏めた。
これを受け、学生支援課就職支援室では「高等教育コンソーシアム宮崎」と連携した「合
同会社説明会」への「就活バス」の運行、ハローワーク宮崎との共催による「就職準備
セミナー」の企画等により、就職支援活動の充実を図っている。
・日本学生支援機構の奨学金の定期採用（４５８人）とは別に緊急及び応急採用について
も積極的に推薦を行った結果、緊急採用３人、応急採用８人となった。また、宮崎県医
師修学資金へ本学から６人を推薦し、全員が採用された。
４）社会人・留学生等に対する配慮の具体的方策
・留学生については、市営住宅と同様、県営住宅でも「留学生住宅総合補償」の利用と大
学の機関保証により連帯保証人を1名として入居可となるよう交渉を開始した。学内では、
短期滞在の外国人研究者（および学生）に職員宿舎２室を提供した。日本語教育の充実
については、正規の「日本語日本事情」科目に加えて、留学生の家族や外国人研究員を
対象に「日本語日常会話クラス」を引き続き提供した。
・留学生用図書の充実を図った。また、国際的情報の収集や他の学生との交流を目的とし
た「国際交流プラザ」を設置し、そこに海外受信システムを配備し、視聴覚機器の充実
を図った。留学生に対して「日本語相談室兼留学生交流室」等の活用方法をオリエンテ
ーションで周知するなど、支援を行った。私費外国人留学生の財政支援策の一環として、
九州圏内の国立大学では初めて、国連大学の「私費留学生育英資金貸与事業」の導入を
決定した。
・「宮崎県地域留学生交流推進協議会」、「民間国際交流協会」及び学生ボランティアが連
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携し、「多文化共生活動ワークショップ」及び「留学生シンポジウム」を実施し、生活情
報提供などの支援を継続して行った。
・「国際連携センター」を設置し、その事務組織としてグローバルサポートオフィスを設け、
専門の事務職員を配置した。センター内に「留学生支援部門」を設置し、留学生サービ
スの向上を図った。国際業務の補助をする国際交流アソシエイトとして留学生を採用し
た。
・平成１７年度に実施した「社会人学生の経済的問題、修学時間等のニーズに関するアン
ケート調査」の結果を踏まえ、図書館の日曜日開館や駐車場の整備など、改善を実施し
た。経済面についても、平成１９年度に特別教育研究経費「再チャレンジ経費」により
授業料免除を実施することとしている。
２．研究に関する目標
（１） 研究水準及び研究の成果等に関する目標
１）本学として特色ある研究重点領域を設定し、研究を推進するための具体的方策
・大学研究委員会で「宮崎大学における研究戦略」を策定し、特色のある重点研究として、
「生体制御・防御機構と環境ー生理活性物質と機能性食品の探索ー」等の３領域を設定
した。
２）各学部における基礎・基盤研究を充実するための具体的方策
・各学部で特色ある研究分野を設定し研究を推進した。教育文化学部では「子どもの心の
教育、心の健康向上」、医学部では「生体活性物質の構造・機能解析」、工学部では「自
然共生エネルギー」、農学部では「食料・環境・生命」に関する研究をそれぞれ推進した。
３）地域の発展、活性化に寄与するための具体的方策
・産学連携支援センター及び関係学部が地域結集型共同研究事業及び都市エリア産学官連
携事業を宮崎県と連携して推進した。また、宮崎県工業会と提携した包括連携協定に基
づき、連携事業として「みやざきものづくり交流ツアー」を実施した。
４）地域及び社会の要請に応えるため、産学官連携による研究を推進するための具体的方
策
・戦略重点経費による「共同研究支援事業」を立ち上げ、地域のニーズに対応した研究を
推進するために、県内中小企業等との共同で実施する研究者を支援した。また、宮崎県、
宮崎県産業支援財団およびＪＳＴサテライト宮崎と定期的に連絡会を開催し、地域の課
題の発掘に努めている。
・産学連携支援センターは、（株）みやざきＴＬＯと共催・協力して、本学特許の技術移転
を目的とした「南九州発新技術説明会（東京）」の開催、県内外の各種イベント等への特
許・研究シーズの出展などを実施し、研究者を同席させ積極的なＰＲに努めた。その成
果として、特許実施許諾契約４件が成立し、さらに、成果有体物提供（3件）による収入
を得た。その他、人材育成の観点から、（株）みやざきＴＬＯ及びＪＳＴと共催・協力し
て「技術移転に係る目利き人材育成研修」を開催した。
５）研究成果を地域や社会へ情報公開し、社会へ還元するための具体的方策
・（株）みやざきＴＬＯの協力を得て、学内研究者１３３名の研究シーズ集を発行した。そ
の後引き続きシーズを収集し、本学のホームページに随時掲載している。
・産学連携支援センター・JSTサテライト宮崎と各学部が連携し，産学官連携事業の更なる
推進のため，「宮崎県産学交流会（宮崎県、県工業会主催）」、「技術・研究発表交流会」
等、セミナー・シンポジウム・技術交流会等を積極的に開催した。また，実施状況をホ
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ームページに掲載することにより、広く教職員が把握出来るようにした。
６）研究の成果及び水準を検証し、研究方法を改善するための具体的方策
・大学研究委員会は、特色ある重点領域研究の推進、外部資金や競争的資金などの獲得、
研究成果の公表及び研究水準の検証、研究成果に基づく社会貢献の推進など、大学の目
標に基づいた自己点検・評価項目を設定し、自己点検評価を実施した。
・各学部等の自己点検評価に基づき、大学研究委員会等がとりまとめた自己点検評価書に
ついて、外部評価を実施しその結果を公表した。
（２）
１）研究に関する企画・支援・評価・改善の充実に取組むための具体的方策
・平成１７年度に採択された戦略重点経費（研究戦略経費）の研究成果を大学研究委員会
で評価した。また、大学研究委員会は、大型外部資金獲得につながる研究に対して戦略
重点経費を配分するとともに、「若手研究者の特色ある研究支援採択方法」に基づき、研
究費を配分した。
・大学研究委員会の機能について検討を行った結果、①外部資金の獲得②学部横断的研究
の推進、③地域との連携による共同研究の推進を図る必要があることから、産学連携支
援センター長及びフロンティア科学実験総合センター長を加えた委員会構成に改めた。
・フロンティア科学実験総合センターの組織を見直し、研究支援部門機器分析分野木花分
室を、産学連携支援センターの機器分析支援部門にした。また、実験支援部門の一部を
遺伝資源分野に改組し、教授１名を配置した。さらに、各学部および学内共同利用施設
の研究支援者の配置状況を把握した。
２）研究を進展させるために研究者等を適切に配置するための具体的方策
・大型研究プロジェクトの獲得を目指し，４２件の検討を行い、共同研究組織３組を編成
した。その中で、農学・工学が連携し、学内外の水産養殖関係研究者のチームを組織し
て、独立行政法人農業・食品産業技術研究機構・生物系特定産業技術研究支援センター
が実施する事業に対して、「最先端クルマエビ養殖技術の構築ー安全・安心・健康なエビ
を作る」を応募し、採択された。
・プロジェクトの任期付き採用制度について検証し、特段の支障がないとの結論を得た。
２１世紀ＣＯＥプログラム、人獣共通感染症教育プログラム、遺伝資源分野専門技術者
養成プログラム開発を担当する任期付き教員を採用した。なお、２１世紀ＣＯＥプログ
ラム特任助教授については、任期付雇用期間中に高い研究業績が得られたため、公募に
よる教授選考に応募させ、平成１８年１０月にフロンティア科学実験総合センター教授
として採用した。
３）研究の効率的な実施を推進するための具体的方策
・２１世紀ＣＯＥプログラム「生理活性ペプチド生体システムの制御」、地域結集型共同研
究事業「食の機能を中心とした、ガン予防基盤技術創出」などの研究でグループ研究の
推進状況を点検した。これらのプロジェクトで設置した先端機器は共同利用に提供され
ている。また、工学部の、超微小領域動的解析装置を産学連携センター機器分析支援部
門に移設し共同利用している。さらに、機器分析支援施設利用規程を作成し機器の有効
利用を図った。
４）研究活動を支援するため、適切な予算措置等を行うための具体的方策
・大型外部資金獲得につながる研究に戦略重点経費を配分するとともに「若手研究者の特
色ある研究に対する支援」の採択方法に基づき予算を配分した。また、平成１７年度に
採択された重点領域研究について大学研究委員会で評価を行った。
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５）研究に必要な施設・設備等を有効に利用するなど研究環境整備を推進するための具体
的方策
・施設利用状況調査をするとともに、施設マネジメント委員会において「スペースチャー
ジの考え方について」が了承され、これを受け木花キャンパス総合研究棟及び清武キャ
ンパス総合教育研究棟流動的共同研究施設の有効利用を図るため、外部資金獲得を条件
の一つとする学内ルールを制定するとともに利用負担の申合せも制定した。
・学内附属施設の有効利用を図るため、地域共同研究センター、知的財産本部及びフロン
ティア科学実験総合センター機器分析木花分室を統合し、「産学連携支援センター」を設
置した。同センター産学連携部門に、新たに農学系専任教員を採用するとともに、契約
・管理室を配置し、体制の充実を図った。また、フロンティア科学実験総合センターの
充実を図るため、教授３名の採用を行った。
・各学部等は、本学で定めた定期自主点検票に基づいて、研究室等の安全点検を適切に実
施した。また、専門知識等が必要となる特定化学物質を使用する局所排気装置等の機器
の点検については、業者に依頼して、実施している。
・研究に必要な資料の実態調査の結果を踏まえ、研究に必要な資料の有効活用を図るため、
「２００７年版契約についての考え方」を策定し、２００８年版から電子ジャーナルの
みへの移行を進めることにした。これと関連して機関リポジトリを構築し、学内ネット
ワークを利用した検索等を可能にした。
６）外部資金の導入とその対策、対応に関する具体的方策
・大学として外部資金の導入推進のため、平成１９年度より科研費採択者には１％のイン
センティブ経費の配分、特段の理由のない不申請者には、１０％のペナルティを課した。
・民間等との共同研究や受託研究を推進するために、みやざき産学公連携セミナー、技術
・研究発表交流会等を学内外で開催するとともに、研究・技術シーズ集の充実など広報
活動に努めている。また、企業等との共同研究のコーディネートを図っている。さらに、
戦略重点経費を用いた県内中小企業との共同研究を推進した。この結果、共同研究及び
受託研究の件数が増加した。
・木花キャンパス総合研究棟及び清武キャンパス総合教育研究棟の利用について、学内規
程を整備し競争的資金を獲得した研究者の優先的利用を図ることとした。
７）共同研究を推進するための具体的方策
・全国共同利用研究施設を利用した研究として、国立遺伝学研究所に２名を派遣した。ま
た、工学部及び産学連携支援センターを中心として、大阪大学レーザーエネルギー学研
究センターとの共同研究を実施している。
・県内中小企業等との共同研究支援経費として戦略重点経費を確保し、学内教員に募集を
行い、10件の共同研究に支援経費を配分した。
８）知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策
・知的財産本部を発展的に解消し、産学連携支援センターの知的財産部門として知的財産
の創出・管理・活用の一元化を図った。学部相談員として教員１０名を委嘱し協力を得
ている。
・知的財産権取得を推進するため、「知的財産セミナー」、「特許なんでも相談会」及び「技
術移転に係る目利き人材研修」を開催した。また、「知的財産のしおり」を作成し、更な
る啓発を図った。職務発明の届出は６１件であり、出願件数は、国内出願５４件、国際
出願７件であった。

18

３．その他の目標
（１）社会との連携等に関する目標
１）地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策
・教育に関わる地域連携事業について「地域連携推進の基本戦略」（案）を策定した。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、地域連携、教育改善、教
育支援を主たる業務とする新センターとして体制整備を図ることとした。
・中心市街地のサテライトに無料の駐車場を整備し、利用者の便宜を図った。センターの
活用は、従来のものに加えて、「高等教育コンソーシアム宮崎」の行事を行った。
・生涯学習の推進体制は、新センターの下で生涯学習教育研究センターの機能を継承発展
させる。
・自治体と連携した事業を行った。科学賞・文化賞受賞記念講演会を、ＪＳＴサテライト
宮崎と共催、県、県教育委員会、宮崎日日新聞社の後援で今年新たに実施した。また、
宮崎防災ネットワークと共催して防災フォーラムを実施した。
・昨年度に続いて、宮崎健康福祉ネットワーク（はにわネット）、テレビ会議システムによ
る講義等を実施した。教員養成の充実を図るため、宮崎情報ハイウェー２１を活用した
テレビ会議システムを活用し、県教育研修センター、小学校と連携した教育の推進を支
援した。
・従来学部、教員個人で対応してきた事業を大学を窓口として、昨年に続き、教育委員会、
県内小・中・高に係る事業を支援した。例えば、「科学不思議体験『実験・観察教室』」、
「夢創造『サイエンスコンクール』」、「宮崎サイエンスキャンプ（科学どっぷり合宿）」、
「小中高大連携『自然科学指導者講座』の４事業、提携高校２校での事業等を連携して
実施した。
・地域住民への図書館開放策として、日曜日の開館を開始した。体育施設のホームページ
を改訂し、予定表を示し、地域住民へのサービス推進を図った。
・学術文化施設との相互連携について、昨年に引き続き宮崎県内の博物館等と連携し、教
材用画像データの更新と充実を行った。また、新たに宮崎市科学技術館の展示の充実に
も協力した。
２）産学官民連携の推進に関する具体的方策
・産学連携支援センターを設置し、従来の産学連携に、知財及び契約・管理を加え一体化
して運営することで、企画立案機能が強化された。また、県工業会と包括連携協力協定
を結ぶなど地域社会に対する支援体制を強化した。
・みやざきTLOへの業務委託について、従来の先行技術調査や実施許諾契約の他に、成果有
体物提供を積極的に進め3件、約250万円の収入を得た。
・知財戦略に基づき、知財の創出を奨励するとともに、出願を精査し、質の高い知財の管
理・活用を進めている。
・産学連携支援センターパンフレット、研究・技術シーズの配布、及びホームページの充
実により、産学連携の情報を発信している。さらに、生物・遺伝資源情報の独自データ
ベースの構築に努めている。
３）地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策
・高等教育コンソーシアム宮崎で、加盟大学間の単位互換を平成19年4月より開始し、FD活
動、インターンシップ事業にも取り組んでいる。
・大学図書館と公共図書館の連携を進め、図書館資料の現物貸借の具体的方策を検討して
いる。また、宮崎県図書館フォーラムの講演会を開催した。
（２）国際交流等に関する目標
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１）教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策
・国際連携センターを設置し、協力教員20名の協力を得て、研究者交流と学生交流を一元
的かつ迅速に行う体制を実現した。当センターのホームページを開設し海外からのアク
セスを容易にした。
・国際交流に関する現状分析と課題をまとめた「宮崎大学における国際化推進に向けて｣に
基づいて、国際共同研究を推進するために、国際シンポジウム3件を開催した。
２）開発途上国等への支援を推進するための具体的方策
・国際連携センターの企画した事業が、ＪＩＣＡ草の根技術協力事業に採択内定した。ま
た、同様にＪＩＣＡ地域別研修も１件採択された。
３）留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策
・上海交通大学との学生交流覚書の締結のほか、協定校3校との異文化交流（学生相互交流）
事業を実施し、本学派遣学生に対して単位認定を行うなど、交流の拡大と充実に努めた。
また、協定校との間で、ダブルディグリープログラムやリンケージプログラムの実現に
向けた検討を行っている。
・国際連携センターの英語版ホームページを開設し、一部中国語、韓国語も取り入れ、海
外からのアクセスに供し、本学の国際広報に務めている。また、医学部の英語による臨
床実習を実施し、新たに海外でのサマープログラムの実施に向けて、準備を進めている。
・教育文化学部学生国際交流委員会が生協等との協力で、留学フェアーを開催し、TOEFL受
験に向けた案内・指導するなど、海外留学の推進を支援した。
・国際連携センター留学生支援部門で、卒業・修了した留学生に定期的にニュースレター
を発信し、本学の情報を届ける体制を確立した。留学生向けの情報を英語版ホームペー
ジに連動させている。帰国留学生のメーリングリストも作成し、帰国留学生のフォロー
体制を整備した。
（３） 附属病院に関する目標
１）病院運営組織の改善に関する具体的方策
・委員会の統廃合等により病院長のリーダーシップが発揮できる体制整備を進め、血液浄
化療法部の設置など、効果的な診療の推進を含め、着実に成果を挙げている。
２）医療サービスの向上に関する具体的方策
・新中央診療棟の新築に平成１８年１１月に着工し、それに合わせて効率的な診療も含め
て検討し、既設中央診療棟に血液浄化療法部の移設及びハイケアユニットの新設等、改
修案を作成中である。
・自己評価に基づく改善策として、病院理念の見直し、医師のための入院診療基本指針の
策定等を行い、財団法人日本医療機能評価機構に受審の申し込みを行った。
３）業務運営の効率化に関する具体的方策
・ＳＰＤセンターの本稼働により、各病棟、部署毎の在庫を減らしたため、診療材料等の
購入額は20,903千円減った。管理会計システムを用い、平成１７年度部門別原価計算を
実施の上、経営企画部会議に報告し、経営改善の資料とした。
・従来の第一内科等のナンバー内科、外科を臓器別診療体制とする再編計画を作成した。
新外来棟の竣工（平成21年度）に併せて移行させる。
・経営企画部会議の評価を基に人員の再配置を行い、メディカルソーシャルワーカーと臨
床工学技士の増員、臨床検査技師の配置見直しを行った。その他医師、看護師の業務の
軽減化を実現した。
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４）良質な医療人養成の具体的方策
・各診療科及び各中央診療部門で行っている医師やコ・メディカルスタッフの研修等につ
いて、病院長が研修計画を精査し、必要性の高いものに優先的に予算措置をする管理体
制を整備した。
５）研究成果の診療への反映や先進的医療の導入のための具体的方策
・展開医療研究者養成のための教育システムを構築し、産学連携のための知的財産、法整
備、承認審査に関する学習プログラムを導入した。これを基に新薬イノベーション展開
のための環境整備を進め、難治性呼吸疾患に対する新規治療の展開など、重要な成果を
挙げている。
・日本医師会大規模治験ネットワークをはじめ、複数の治験ネットワークへの参画を進め
ている。また、新規治験件数（10件）･症例数（132症例）の大幅な増加を実現した。
・高度先進医療を実行するため、17年度の「インプラント義歯」に続いて「眼底三次元画
像解析」を宮崎社会保険事務局に申請した。
６）安全な医療に関する具体的方策
・医師の兼任医療安全管理者（GRM）４名を医療安全管理部へ配置し、重要事例の検討をは
じめ、定期的な活動を行っている。
・「厚生労働省・医薬品機構の報告システム」の報告内容に準拠した「事故報告等の集計・
分類・自動分析システム」が平成１９年１月より稼働した。
・安全に関する各マニュアルの一連の見直しを終え、医療事故防止対策マニュアル改訂版
を関係職員に配布した。
７）地域医療との連携及び地域医療ネットワークへの貢献に関する具体的方策
・放射線部先端医療機器活用のためには、ITを用いた予約システムより、人が介在した予
約システムの方が効果を発揮できると判断したため、総合予約室（人員２名）を開設し、
平成１８年１１月からPETーＣＴ検診などの予約を開始した。また産婦人科、小児科にお
いては、県内の４つの基幹病院とテレビ会議システムで合同カンファレンスを定期的に
開催する体制を構築した。
・宮崎健康福祉ネットワーク（はにわネット）を活かし、メディカルスポーツランドの陸
上競技選手等の健康管理をネットを通して実施している。また、はにわネットで本院と
宮崎県立３病院の電子カルテを連携させ、入院患者の治療を連携して行う体制を整えた。
・災害基幹病院としての本院の災害対策マニュアルを作成し、検証作業を行っている。マ
ニュアルに対する意見や改善策をもとに毎年見直ししている。
（４） 附属学校に関する目標
１）教育に関する理論と実践の研究に関する具体的方策
・学部重点経費で理科の学習指導法開発を含む7件の共同研究をおこなった。既に開発した
教育課程・学習指導法「附属もくせいプラン」（幼・小・中の連携によるコミュニケーシ
ョン力の育成とそれを用いた指導法の開発）を点検評価し、連携のあり方等を改善・拡
充した。その成果は各学校園の公開研究会で公表した。
・カウンセリング活動を継続し、延べ28件のカウンセリングを実施した。また、学校生活
調査アンケートを集約し、その結果を担任教師やカウンセラーに報告し指導に活用する
等のカウンセリング活動に対する示唆を得た。例えば、ストレス反応が高い児童への対
処法を担任教師とカウンセラーで相談したり、メンタルヘルスの問題を抱えていそうな
児童に対しては、カウンセラーとの面談を促すなど、指導のアドバイス等である。
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・「特別支援教育プログラム」に基づいて「発達支援教育プログラム」を策定した。これに
基づき、支援を必要とする子どもの発見・診断、指導計画作成等の手法を確立し、公開
研究会で検討した。
２）教員養成のための教育実習の充実に関する具体的方策
・教育実習の事前指導で、指導案作成指導を十分に行い、授業時間にはこどもと向き合え
る状況を作ることに務めさせた。これにより、実習中、学習指導により多くの時間をか
けられるなど改善を図ることができた。
３）学校運営の改善に関する具体的方策
・活動計画を定めた各学校要覧を附属学校運営委員会で承認し、授業や行事、研究会の開
催、PTA活動等の学校運営が行われた。なお、中学校では、県立中高一貫校と同日入試に
した結果、混乱なく附中入学を希望する生徒の確保ができた。
・学校運営評価委員会で「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」を参考にし、
評価項目･評価基準を策定し、試行した。
・入試の検査内容、方法等を検討し、変更する必要はないと判断した。入学定員の確保に
向けて、入学試験日を検討し、県立中高一貫校と同一日に設定した。定員の確保ができ
た。
４）地域の教育の発展に関する具体的方策
・１０年研修の実施体制、参加記録は整っているが、該当教員がいなかった。１０年研修
は継続して行う。
・県教育委員会・県教育研修センターと連携して、幼稚園で新規採用者を､小・中学校で公
立学校教員を対象に研修を行った｡また､講師を派遣し、公立学校教員に対する講義・演
習等の研修を県教育研修センターで実施した。
・県教育委員会と交わした人事交流の覚書に基づいて、人事交流を行った。また、これま
での転出者は地域の教育研究や教科研究のリーダーなどとして活躍している。
５）附属学校のこども及び職員の安全と健康に関する具体的方策
・「附属学校園安全衛生管理マニュアル」に基づき、学校園の不審者対策を重点に防犯訓練
を実施した。特に、避難経路の確認・避難時の注意事項の徹底等のｿﾌﾄ面の安全衛生対策
に注意して取り組んだ。
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
（１）運営体制の改善に関する目標
１）全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策
・平成１７年度に、役員会、経営協議会、教育研究評議会、部局長会議の役割・機能とそ
の審議事項等の整理を行い、また、役員会について毎月１回の開催を２回とし戦略的な
大学運営を議論する場を設けた。この役員会等の役割・機能や審議事項の整理、及び体
制の強化により、１８年度は、大学運営の基盤となる戦略として、研究戦略、情報化推
進基本構想などを、役員会等が関係委員会と連携して策定した。
・全学的な視点から学内資源配分を戦略的に行えるように、各戦略的委員会（人事制度等
委員会、財務委員会及び施設マネージメント委員会）を設けている。学長は、各委員会
での検討結果を基に、学内資源配分を役員会（戦略会議）の審議を経て実施している。
また、平成１８年度は、学長裁量で戦略的に予算配分を行う戦略重点経費の枠を２億円
（前年度１億円）に拡大し配分した。また、財務委員会では、平成１７年度決算の分析
を行い、１９年度以降の予算編成の基礎とするために検討を行っている。施設・設備に
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ついて、学長は、施設マネージメント委員会の審議を基に、施設整備費等の配分を年次
計画を立て戦略的に実施している。また、学内スペースの配分についても、施設の点検
評価を基に戦略的に実施している。
２）運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策
・平成１７年度に、役員会、経営協議会、教育研究評議会、部局長会議の役割・機能とそ
の審議事項等の整理を行い、また、役員会について毎月１回の開催を２回とし戦略的な
大学運営を議論する場を設けた。この役員会等の役割・機能や審議事項の整理、及び体
制の強化により、１８年度は、大学運営の基盤となる戦略として、研究戦略、情報化推
進基本構想などを、役員会等が関係委員会と連携して策定した。
・平成１７年度に、役員会、経営協議会、教育研究評議会、部局長会議の役割・機能とそ
の審議事項等の整理を行い、また、役員会について毎月１回の開催を２回とし戦略的な
大学運営を議論する場を設けた。この役員会等の役割・機能や審議事項の整理、及び体
制の強化により、１８年度は、大学運営の基盤となる戦略として、研究戦略、情報化推
進基本構想などを、役員会等が関係委員会と連携して策定した。
・役員会、経営協議会、教育研究評議会、部局長会議並びに全学委員会及び学部委員会の
関係と役割を点検した結果、１７年度に実施した審議事項及び内容等の整理による会議
の効率化や役割等の明確化によって、学長を中心とした意思決定の機動的・弾力的運営
体制が強化され、また、役員会等と全学委員会及び学部委員会との有機的な連携がより
取れるようになった。なお、「全学委員会に係るアンケート調査」を実施し、委員会の審
議事項や組織（委員）構成等の見直し、他の委員会との統廃合の可能性、並びに教職員
の負担軽減が図られているか等について、意見を聴取し、現状を調査・分析した。これ
を踏まえ、年度当初に１年間の運営方針、審議事項を明確化し、委員会の開催回数を減
らすなど全学委員会等の運営方法の改善を図っていくこととしている。
・法人化後、法人情報（組織及び業務、財務、中期目標・計画等）や役員会等の主要な会
議の議事要旨及び教育研究に関わる事項については、本学のホームページ上において大
学の活動を広く積極的に学内外に公開しているところである。平成１８年度は、主なも
のとして本学の研究戦略、情報化推進基本構想、学内規程集、環境報告書等を新たに学
内外向けに公表した。見やすい分かりやすい情報の提供という観点から、ホームページ
内の各サイトのリニューアルを進めている。また、県内報道関係機関を集めた学長記者
会見を開催し、本学の教育・研究に係る最近の特色ある取組や概算要求事項等について
発表を行い、大学からの情報提供の在り方について意見交換も行った。これらのことか
ら、大学の意思決定プロセスの透明性と情報の公開については確保されている。 なお、
研究戦略等の策定に際しては、学内教職員からの意見を積極的に集約した。
３）全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策
・学内資源を学長の下に一元的に運用する体制として、各戦略的委員会（人事制度等委員
会、財務委員会及び施設マネージメント委員会）で検討したことを役員会（戦略会議）
で審議・報告を行うとともに、自己点検評価等の結果を踏まえて方針を確認している。
学長の下に、財務委員会を中心に、学長裁量で戦略的に資源配分を行うための戦略重点
経費の枠を２億円（前年度１億円）に拡大し配分した。また、平成１７年度決算の分析
を行い、１９年度以降の予算編成の基礎とするために検討を行っている。学内スペース
の戦略的配分については、全学的視点から教育文化学部拠出スペースの利用計画（平成
１８年度は３７２㎡を学生等の共同利用スペースとして再配分）を策定しているところ
であり、施設整備費等の配分については年次計画を立て、また、施設マネージメント委
員会において審議を経て実施している。また、総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件
費推計・削減シミュレーションを行い退職者の不補充措置を採っているが、組織を強化
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するために学長管理人員を確保し、戦略的な人員配置に努めている。
４）学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策
・法人化当初から、法務担当理事（非常勤）に弁護士を登用しており、本学におけるコン
プライアンス体制の確立や業務上生じる訴訟など種々の問題に対し、法的な立場から指
導・助言を得て的確に対応している。大学運営において、法務担当の理事として適切に
機能している。
５）教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策
・前年度までに教員と事務部門とが一体となって協働する広報戦略室、就職戦略室などの
戦略室、評価室、地域連携推進室、及び情報管理室を設置し、各担当理事、副学長を室
長として戦略的な運営体制を構築したことにより、役員会、教育研究評議会と連携して、
平成１８年度、本学の研究戦略、情報化推進基本構想を策定した。 また、平成１９年
度から、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発展的に統合改組し、
教育研究・地域連携センターを設置することとした。
６）内部監査機能の充実に関する具体的方策
・年度当初に、１８年度分についての監事監査計画書、内部監査計画書を作成し、それを
基に監査を実施している。監事監査については、月次の業務・会計監査及び年度終了後
の業務監査と決算監査を実施、内部監査は、１０月に業務監査及び会計監査を実施し業
務改善を図っている。監事監査におけるおもな改善内容としては、①災害応急対策とし
て災害時に必要な備蓄品の保管、②旧教育学部跡地の有効利用計画の策定、③固定資産
管理規程に基づく固定資産等の実査を実施（全部局）、④学内の駐車場整備計画の策定、
⑤大学構内における不法投棄車輌の処分の実施、等がある。また、内部監査におけるお
もな改善内容としては、①使用の見込まれない電話回線について休止による料金の低減、
②休止中の電話加入権の売却処分、③科学研究費補助金で購入した資産計上すべき図書
の速やかな寄付手続きの実施等がある。
６）学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部運営に関する具体的方策
・平成１７年度までに、教務、研究及び評価担当副学部長の３名（医学部は入試担当を含
め４名）を設置したことから、学部長を中心に機動的な学部運営を行い、学部の主体と
なる教育研究とそれを評価する責任体制が整備された。また、学部長を議長（委員長）
とする学部の重要事項を審議するための運営会議（委員会）において、副学部長を構成
メンバーとしたことにより、学部長を補佐する体制が構築された。さらに、副学部長を
学部主要委員会の委員長としたことにより、教授会と学部主要委員会との有機的連携が
図られ、教授会の運営についても審議事項等が精選され効率化が図られるようになった。
なお、１８年度は工学部に多様な教育プロジェクトを実施するため、工学部長を長と
する委員会横断的な実践教育推進センターを新たに設置した。
７）国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策
・本学学長は、国立大学協会教育・研究委員会委員及び同委員会・研究小委員会の委員と
して活動しており、また、同委員会・教育小委員会委員に教育・学生担当理事を充て、
国大協の活動に積極的に参加・協力している。なお、国立大学協会が主催する諸会議、
大学マネージメントセミナー及び各種研修等には役員はじめ幹部職員が積極的に参加し、
他大学との情報交換等を行い、大学運営に資している。
（２）教育研究組織の見直しに関する目標
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１）教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策
・大学教育委員会等、大学研究委員会、及び評価室が連携し、教育研究組織等の自己点検
・評価及び外部評価に対応した「教育研究組織等の自己点検・評価の実施要項（自己点
検評価基準）及び外部評価実施要項」を策定した。この実施要項をもとに、大学教育委
員会、大学研究委員会等を中心に自己点検・評価を行い、報告書を作成した。学外の学
識経験者５名の委員による自己点検・評価報告書の評価及び現地調査により、外部評価
を受け、改善点などの指摘事項について整理を行った。
（３）人事の適正化に関する目標
１）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策
・教員個人評価については、評価室において策定した「宮崎大学における教員の個人評価
の基本方針」及び「教員の個人評価実施細目」をもとに、各学部で業績評価の試行を進
めている。工学部では過去３年間の実績を基に総合的な個人評価を実施し、その結果の
概要、留意点等を学長に報告した。事務系職員の個人評価についても、「宮崎大学事務系
職員人事評価試行要領」を作成し、平成１８年１０月から試行を開始した。
・流動型、研究助手型、プロジェクト型の任期制の導入について、人事制度等委員会から
の「宮崎大学における大学教員への任期制導入について」の答申を受け、役員会は、「①
各学部での実状を踏まえて、任期制を導入する。②学長管理人員については、新規採用
者に任期制を導入する。」の２点について部局長へ検討を依頼した。これを受けて各学部
で検討を進め、医学部においては看護学科教員への任期制導入を行い、医学部全体への
任期制導入を完了した。また、他の学部においても平成１９年４月以降、新規採用の助
教等に任期制を導入することとした。
２）柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策
・産学連携や地域貢献のために教職員の学外活動を促進するため、平成１７年度までに、
専門業務型裁量労働制を導入し、また職員兼業規程等を整備し、兼業の許可基準等を明
確にした。１８年度には専門業務型裁量労働制が定着している。
・兼業についての大学の基準は既に平成１６年度に策定した。医学部については、大学の
基準に加えて学部の審査基準等を設け、審査の権限を医学部長に委任している。他の３
学部についても現状では特に問題無く手続が行われている。
３）人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策
・教員個人評価については、評価室において策定した「宮崎大学における教員の個人評価
の基本方針」及び「教員の個人評価実施細目」をもとに、各学部で業績評価の試行を進
めている。事務系職員の個人評価についても、「宮崎大学事務系職員人事評価試行要領」
を作成し、平成１８年１０月から試行を開始した。また、評価結果を給与に反映するこ
とが可能となるように昇給基準等を見直し、給与規程を改正した。
４）事務・技術職員の専門性等の向上に関する具体的方策
・専門性を有する職種については、即戦力や組織機動性のレベルアップの観点から、有資
格者を対象に選考採用を実施することにしており、今後も必要に応じて選考採用を行う。
また、医療の安全の確保や質の向上を図り、なおかつ、病院収入の増加が見込めること
から、診療報酬改定に伴い、平成１９年度からの看護師増員を決定した。
・職員の能力及び専門性の向上を図るため、人事院はじめ、他の機関等で実施される専門
技術研修、階層別事務職員研修を受講させた。学内では、安全衛生管理体制を強化する
ために、安全衛生に係る研修を実施し、労働安全衛生法に基づく免許試験の受験経費の
補助を行った。また、本学が主催して九州地区技術専門職員研修（参加者６３名）を実
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施した。
・九州地区国立大学法人等事務系職員等人事委員会運営協議会において、「九州地区国立大
学法人等職員人事交流協定」の更新を行い、平成１９年度からも引き続き、人事交流を
行うことを決定した。平成１８年度も法人間において人事交流を実施しており、６機関
との交流を行い、１０人を派遣し、３人を受け入れて、組織の活性化、職員の資質向上
を図った。さらに、職員の資質向上等に寄与するものとして、文部科学省研修生の制度
により平成１８年度は３名を派遣している。
５）人事の機会均等及び良好な職場環境の確保に関する具体的方策
・)平成１８年度の外国人、女性職員の雇用については、全正規職員採用者２２３人に対し、
外国人２人、女性職員１３８人を採用した。障害者の雇用については、雇用促進を図る
ため宮崎労働局から障害者の紹介を受けて面接を行い採用するなどした結果、法定雇用
率（２.１％）を満たすこととなった。
６）中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策
・平成１７年度までに、人件費抑制を図るため、人件費推計・削減シミュレーションを行
い、退職者の不補充措置を１７年度に引き続き１８年度も採っている。平成１８年度は、
既存業務を見直し、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改組し、
教職員の適正配置を図り、平成１９年４月から教育研究・地域連携センターを設置する
ことにしている。
７）総人件費改革の実行計画に関する具体的方策
・各部局において退職者の不補充措置及び学長管理人員の中期計画期間中の計画をとりま
とめている。この計画に基づき人件費の削減を図ることにしており、シミュレーション
を行った結果、平成１８年度の人件費については２.８％（実行計画は１％）の削減が見
込めることとなった。
（４）事務等の効率化・合理化に関する目標
１）事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策
・企画部門（旧企画調整部）と評価部門（旧評価監査部）の有機的連携及び効率的運営の
ため両部を統合し、平成１８年４月から企画総務部として組織替えした。両部の統合に
より、大学運営の政策を企画立案する企画部門と教育・研究等を点検・評価し改善等の
提言を行う評価部門との連携が取れるようになった。このことにより、本学の情報化推
進を総合的かつ戦略的に図るための「情報化推進基本構想」を策定するとともに、情報
管理室と連携し、大学情報データベースシステムを構築した。
・平成１８年度から、改組した産学連携支援センター及び新設の国際連携センターに新た
な事務組織として契約管理室及びグローバルサポート室を設置し、教員と事務体制が一
体となって両センターを戦略的にバックアップできるよう事務組織を整えた。その結果、
学部等と連携した国際連携事業、産学連携事業が円滑に行えるようになった。また、学
部事務体制の充実・強化の観点から、事務組織再編を検討し、平成１８年４月から各学
部に有期契約職員１名及び教育文化学部に次長１名をそれぞれ配置した。さらに引き続
き事務局と学部事務の業務を見直し、分散していた各種資格認定等の学生支援業務を学
務部へ集中・一元化を行い、業務の改善、効率化と学部事務の支援体制強化を図った。
・各部局等で保有する各種情報システムの運用管理について、現状調査を行い、機能が重
複する情報システムの種類や数、各部局等でサーバ管理に係る従事時間、人数等を把握
し、課題を整理した。また、これらを踏まえた「情報化推進基本構想」に基づき、情報
化推進のための組織（方針決定機関、方針策定及び点検・検証機関、実施機関）を支援

26

するための集約的・体系的な事務支援体制の見直しの検討を開始した。また、本学のネ
ットワークに接続認証システムを導入し、学内の全てのローカルコンピュータの管理を
簡素化し、ネットワークセキュリティー強化を図った。以上のことから、年度計画を十
分に実施している。
２）事務処理の効率化、合理化に関する具体的方策
・情報化推進基本構想を策定し、関連する事務情報ネットワークシステムについては、文
書送付時間の短縮化を図るため、離れた学部間で情報をＷｅｂ上で共有し、閲覧・文書
名検索を行えるシステムを新たに構築した。また、現在、文書番号取得機能、過去の件
名・文書記号番号・発信者・文書日付等の検索機能を備えたシステムを構築中である。
既存システムの見直しについては、人件費シュミレーション機能を有する「新人事給与
システム」を導入した。引き続き、給与明細書のＷｅｂ閲覧の機能などの関連機能の利
用を検討している。その他、事務職員を対象にしたアプリケーションソフトやＯＳなど
の情報資産管理を電算処理で把握できるシステムを構築し、事務処理の電算化を進めて
いる。
・法人化後、総コスト比較に配慮し、一部の業務（事務当直業務、職員宿舎維持管理業務、
病棟クラーク業務、物流管理システム、契約業務の一部）について業務委託を行ってき
た。平成１８年度については、学長送迎業務・木花地区と清武地区間のキャンパス間使
送業務、図書の貸出業務・書庫の整理業務、給与支給明細書の印刷・仕分け業務、献体
受入業務、総合予約センター業務及び院内遺体搬送業務の外部委託と病棟クラーク業務
の委託拡大（７病棟から１２病棟）を行った。さらに、前年度実施したコンサルティン
グ会社による分析を基に、事務局各課及び各学部事務室の所掌業務を選定の上、コスト
分析を行っている。
Ⅲ．財務内容の改善
（１）外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
１）財源の多様化・充実を図り、安定的・自主的な財務を確立するための具体的方策
・ＧＰ等競争的資金の獲得のため、ＧＰ等申請マネージメントグループを全学的に組織し、
平成１８年度国公私立大学を通じた大学教育改革支援プログラム獲得のためのマネージ
メント事業に対し、支援活動を行ったことにより、継続分を含めて5件（93,828千円）を
獲得している。更に、産学連携支援センターを中心に外部資金の獲得に取り組み、前年
度と比較して受託研究資金が60,092千円の増、共同研究資金が13,553千円の増となって
いる。また、科学研究費補助金の獲得のため、学内説明会を開催するとともに、科研費
申請に対するインセンティブを導入し、申請を奨励した結果、申請件数が前年度より２
５件増加している。
・授業料、入学料、検定料の額の設定については、本学の財務状況等を勘案し、文部科学
省の標準額の改定に合わせ適切に設定している。また、各国立大学法人で額の設定が可
能になった寄宿料については、資産価値による試算や市場調査及び学生の負担も踏まえ
た観点から検討を行い、適切に設定している。また、入学志願者を確保するために次の
ような主な取組を行った。①遠方の者が参加出来るように、オープンキャンパスを土曜
日を含めて２日間連続で開催した。②九州地区の国立大学が一致協力して、関東・関西
・北九州・福岡市で合同進学説明会を実施した。③新たな取り組みとして、教育文化学
部の個別学力検査を横浜地区で実施した。
・診療報酬改定による影響として診療報酬請求額の約３億円強の減額を見込んでいたが、
対応策として病床再配分による稼働率の向上、平均在院日数短縮の推進、手術件数の増
に努め、平成１８年度収入目標額10,737,086千円に対し、11,258,044千円の実績を上げ5
20,958千円の増収となった。また、材料費は物流管理システム（ＳＰＤ）の導入・稼働
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により、前年度より20,903千円削減している。
・増収のための積極的な取り組みを各部門において行っており、特に、自然共生木花フィ
ールドでは、早期米の生産が前年比２４％増となった。また、繁殖基礎雌牛の遺伝的改
良により肉用牛部門の市場評価があがり前年度比の３０％増収となったことなどから、
農場収入として約1,000万円の増収となった。また、家畜病院では動物看護師を配置して
診療支援体制を強化し、地域獣医師との連携を強化するとともに、産業動物の学外診療
サービスの拡大等に取り組んでいる。
（２）経費の抑制に関する目標
１）経常費用の抑制・節減と重点化に関する具体的方策
・)第１期中期計画期間及び総人件費改革の実行計画期間における人件費の推計を見直し、
経常経費における人件費の削減計画を立てた。18年度予算配分では、経費節減のため、
また、運営費交付金の効率化減に対応し経常経費の物件費について、前年度配分額の１
％を減額し、教育研究の基盤経費も前年度より減額して配分した。また、光熱費等の抑
制・節減のために省エネルギーＷＧによる削減計画を実行するために、定期的なチェッ
クを実施している。予算の重点化については、合理化・削減により生じた目的積立金を
財源として、従来の戦略重点経費に学長の裁量により配分する大学活性化経費を新設し、
教育研究の活性化のため重点配分を行った。更に、学内における老朽化した教育研究設
備の更新のため、重点配分を行った。
・学内予算に関して、前年度配分額の１％を減額して配分した。さらに、平成１７年度決
算を各セグメント別に分析し、１９年度以降の予算の効率的な配分案を検討している。
光熱水量については、学部、棟、月ごと、面積当たりの分析を行うとともに、省エネル
ギーＷＧを立ち上げ、平成１６年度比１０％減を目標に削減計画の策定を行い、省エネ
推進リーダーを含めた全学的な推進体制を整備し、１８年度から実施している。そのほ
か、講義室の昼光センサー照明器具改修、井水揚水ポンプのインバーター方式への更新、
及び電話通信のマイライン方式導入等により、光熱水費の削減を図った。このような取
組の結果、平成１９年３月末現在、光熱水量について、対平成１６年度比で、電気‑４.
４％、ガス‑１６.１％、水‑１５.２％を達成した。また、刊行物購読の見直しにより、1,
570千円の削減を行っている。
２）資産の運用管理の改善に関する目標
・平成１８年度において、国債による運用益は104,158円である。さらに、本学の資金管理
方針に基づいて、余裕資金の適切な運用を図る体制として、資金運用ワーキンググルー
プを設置した。同ＷＧにおいて、運用可能な資金限度額等を把握するとともに、資金運
用の基本的な取扱いを策定し財務委員会で了承を得た。今後、経営協議会及び役員会で
了承後、新たな運用を開始することにしている。
Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供
（１）評価の充実に関する目標
１）評価体制の整備に関する具体的方策
・平成１７年度までに、事業計画の立案から実施、評価、改善に至るＰＤＣＡサイクルの
組織業務体制を整備し、理事等が責任を持って事業を実施するよう担当理事・業務の明
確化を図っている。平成１８年度は、附属病院・附属学校等についても、計画の立案・
実施を統括する担当理事を定め、より明確な体制に改善した。これにより、計画の立案、
実施、点検・評価、改善のＰＤＣＡシステムが強化できた。なお、１８年度の教育研究
組織等の外部評価の実施に際しては、大学教育委員会、大学研究委員会及び評価室の各
委員からなる合同会議を組織するなど適切な体制を構築し、連携・協力して外部評価を
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実施した。
・法人評価、自己点検・評価、教員個人評価など各種の評価に活用する宮崎大学情報デー
タベースシステムの構築を進めており、平成１８年度は、教員等基礎データのデータベ
ースを構築し、平成１９年１月中旬からデータ入力を開始した。なお、平成１９年度に
は、大学評価・学位授与機構への対応も考慮し、組織情報のデータベースを構築し、宮
崎大学情報データベースを完成する予定である。
２）自己点検評価の改善に関する具体的方策
・平成１８年度は、平成１７年度事業計画の教育・研究・社会貢献・管理運営の業務につ
いて、質的な向上を図ることを目的として実施した自己点検・評価の実施報告書及びそ
れに対する第三者機関の国立大学法人評価委員会の評価結果を併せてホームページ上で
公表した。また、教育・研究組織及び管理運営について外部評価に向けた自己点検・評
価を実施し、自己点検・評価報告書をホームページに公表した。
・平成１８年度、大学教育委員会、大学研究委員会及び評価室等が連携して、教育・研究
組織及び管理運営の自己点検・評価の実施要項及び外部評価実施要項を策定し、外部評
価を実施した。その結果をホームページ上で公表した。また、学部で行われている外部
評価等についても随時公表している。教育・研究組織等の自己点検・評価及び外部評価
を実施したことにより、改善点等を明らかにできた。
３）評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策
・本学では、自己点検・評価や外部評価等の評価結果を活用し、改善に結びつける評価規
程を定めており、また評価を改善に結びつける体制（ＰＤＣＡシステム）を整備してい
る。平成１８年度は、この体制が機能し、前年度の業務実績報告書作成時の自己点検評
価でまとめた問題点を、評価室の報告を基に、役員会（戦略会議）で、改善策を審議し、
事業担当理事が責任を持って改善を実施した。また、平成１９年度の認証評価受審に向
けた体制を整備しており、認証評価基準を基に自己評価書（試作版）を作成し、評価室
で検証を行い、改善を要する点を明らかにした。これに基づき、役員会・教育研究評議
会及び認証評価統括会議等に改善要請を行い、担当理事、各学部長等が責任を持って改
善を実施している。
・大学全体の組織及び業務体制のＰＤＣＡシステムによる組織の自己点検・評価結果を参
考とし、既に設けた学長管理人員枠により、教職員の適正配置を行っている。平成１８
年には、産学連携支援センターにバイオ関連の助教授１名、フロンティア科学実験総合
センター遺伝資源部門に教授１名を配置し、各部門の強化を図った。また、平成１９年
４月から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改組し、地域連携、
教育改善、教育支援等を総合的に管理運営することを目的として、教育研究・地域連携
センターを設置し、これに伴い、教職員の適正配置を行うことにしている。さらに、各
学部においても学長管理人員枠の確保等に関連した教員数の減少に伴う教育体制の見直
しを実施している。
・平成１８年度は、平成１7年度の業務実績（報告書）及び法人評価委員会による評価結果
をホームページ上で公開した。今後も継続して、法人評価等の自己点検・評価報告書と
評価結果をホームページ上に公開する。１８年度は、教育・研究組織及び管理運営の自
己点検・評価を実施し、これに基づき外部評価を実施した。その結果もホームページ上
で公表した。また、学部で行われている自己点検・評価、外部評価についても随時公表
している。
４）社会への説明責任を果たすための具体的方策
・平成１８年度は、１７年度に実施した、自己点検・評価結果、外部評価報告書、ＦＤ報
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告書及び法人評価委員会による評価結果をホームページに随時公開している。また、１
８年度は教育研究組織等の自己点検・評価及び外部評価を実施し、その自己評価書及び
外部評価報告書もホームページ上に公開した。
（２）情報公開等の推進に関する目標
１）大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策
・広報戦略室では、広報活動の整理・見直しを行い学内情報の効率的収集、情報の魅力的
発信等本学の広報戦略構想原案を策定した。また、社会の情報ニーズを把握するために
実施した県内報道機関アンケートに基づき、学長記者会見を開催した。情報管理室では
「情報化推進基本構想」をとりまとめた。また、本学における各種情報の効率的な整理、
蓄積、加工、提供などに資するための「宮崎大学情報データベース」を導入し、その運
用方針を策定した。さらに個人情報の保護ポリシー及び業務・システム最適化のための
「見直し方針」を策定した。この他、情報セキュリティポリシーの改訂、業務・システ
ムの最適化計画の検討を開始した。
・全学ホームページについては、各部局等からの依頼を受けて適宜更新を行い、常に新し
い情報を掲載している。各部局等においては、ホームページのリニューアルや英語版の
整備を行い、内容の充実を図った。また、他大学の状況視察等を行い、ホームページの
充実整備に取り組んでいる。
Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項
（１）施設設備の整備・活用等に関する目標
１）高度化・多様化する教育・研究・医療に対応する施設整備に関する具体的方策
・平成１７年度に策定した施設整備年次計画（今後６年間の事業計画）を基に、年度初め
に各学部とヒアリングを行い、新規整備事項を含めて必要性、緊急性、効果等を検討し、
１８年度以降の事業計画の見直しを行った。また、病院再整備推進室を中心に条件変更
等による平面計画等の見直しを行い病院再整備基本設計を完了した。１１月に新中央診
療棟増築工事を発注した。
・平成１６年から３年間の施設利用実態調査の実施スケジュールに基づき、平成１８年度
は教育文化学部、工学部及び農学部について調査を実施し、点検・評価を行った。この
結果に基づき、全学的な視点から教育文化学部の拠出面積３７２㎡を学生等の共同利用
スペースとして再配分を行った。また、附属学校のビオトープ計画、福利施設の増築計
画、職員宿舎改修計画及び寄宿舎改修計画を策定するとともに、医学部基礎臨床研究棟
の環境改善のために清武キャンパス内に検討委員会を立ち上げた。
２）施設設備の有効活用と共同利用化を推進するための具体的方策
・施設マネジメント委員会の下に、新たに省エネルギーワーキンググループ及び環境報告
書ワーキンググループを設置し、省エネルギーや環境等に対応できる体制を整備し、光
熱水量削減の実施や環境報告書の作成・公表等を行った。
・平成１６年から３年間の施設利用実態調査の実施スケジュールに基づき、平成１８年度
は教育文化学部、工学部及び農学部について調査を完了し点検・評価を行った。この評
価結果に基づき、全学的な視点から教育文化学部の拠出スペース３７２㎡を学生等の自
主学習等のさまざまな利用に供することとした。また、学内共同利用スペースのスペー
スチャージの適用対象、料金等について見直しを行い、平成１９年度から適用すること
とした。
３）優れた研究・教育環境の創造と保全に関する具体的方策
・平成１７年度に策定した空調整備改修（年次）計画の見直しを行い、木花団地、清武団
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地を含めた全学的な空調設備改修計画を策定した。この改修計画に基づき、１８年度は、
農学部講義室等の空調整備工事を実施した。施設バリアフリー整備計画の基本方針を策
定し、これに基づき、大学会館の多目的トイレ等を整備した。山王池(調整池）の水を有
効利用する工事を実施し、中水（便所洗浄水・農場散水）の安定的供給を図った。
・)平成１６年度に策定した３年間の調査実施スケジュールに基づき、１８年度は、教育文
化学部、工学部、センター等の施設・設備の巡回調査や劣化度調査等を完了し、予防的
な施設管理や効果的な修繕等を行うための改修整備計画を策定した。この改修整備計画
に基づき、空調設備改修、防水改修、職員宿舎改修等の整備を行った。また、職員宿舎
の良好な維持管理を推進するために、入退去の手続き、使用上のルール、防犯・防災、
退去基準等を定めた「住まいのしおり」を作成し、平成１９年度から適用することにし
た。
・施設マネジメント委員会のもとに、省エネルギーワーキンググループ（ＷＧ）及び環境
報告書ＷＧを設置して、以下の省エネルギー、環境配慮活動を実施している。
①平成１８年度省エネルギー事業計画により、教育文化学部の講義室の照明器具を昼光
センサー制御方式に、木花地区井水揚水ポンプをインバータ方式に改修した。
②平成１８年度エネルギー削減計画を策定し、光熱水量削減の実施に努めた。省エネ推
進リーダによる昼休みの消灯、空調機の温度設定等のパトロールの実施、光熱水量の使
用状況の把握及び省エネルギーＷＧによる定期的検証等を行った。
③平成１８年９月に環境報告書を作成しホームページ上で公表するとともにポスターを
作成して学内外にアピールした。省エネ活動の結果、平成１９年３月末現在、平成１６
年度比で、電気‑４.４％、ガス‑１６.１％、水‑１５.２％を達成した。
（２）安全管理に関する目標
１）労働安全衛生法を踏まえて教育研究・医療環境の安全衛生管理を図るための具体的方
策・安全衛生管理委員会委員によるマニュアル作成ワーキンググループを立ち上げ、学
生にもわかりやすい基本的な事項を簡潔にまとめた「安全衛生マニュアル」を作成した。
更に、薬品管理等に関する全学的なマニュアルがないとの指摘を受け、危険物等の連絡
及び指示体制を明確にした「宮崎大学化学物質管理マニュアル」を作成した。また、安
全衛生憲章及び行動規範の理念等を踏まえた具体的な指針として、「宮崎大学安全衛生指
針」を作成した。
２）日常の安全衛生管理と防災活動の強化を図るための具体的方策
・使用危険物等の実態調査の結果に基づき、危険物（消防法に定める危険物、高圧ガス、
毒物・劇物、特定化学物質等）ごとの連絡及び指示体制を明確にした「宮崎大学化学物
質管理マニュアル」を作成した。さらに、有害な化学物質を適正に管理するため、工学
部に導入されていた「薬品管理システム」を全学に拡大して運用することにした。法令
に基づく安全衛生管理として、有機溶剤、特定化学物質については、安全衛生保健管理
室において使用状況を調査し、必要な箇所については作業環境測定を実施した。また、
局所排気装置について、全学の使用状況を調査し、必要に応じて点検を実施した。さら
に宮崎大学毒物及び劇物管理規程に基づき、毒物及び劇物の保管状況検査を実施し、改
善要請を行った。
・防災マニュアルを作成し本学ホームページ上に掲載し、周知・徹底を図った。また、本
学防災マニュアルと学生用防災マニュアルとの整合性を確保する検討を行っている。ま
た、木花、清武それぞれのキャンパスにおいて、防災訓練を実施した。防災対策委員会
の下に置かれた防災検討会議において、防災訓練の実施状況の点検を行い、改善点を明
らかにした。更に、宮崎市等と情報交換を行い、備蓄品の種類、数量、所要額、整備計
画等の詳細について５カ年計画で段階的に整備していくこととした。
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３）学生等の安全確保等に関する具体的方策
・新入生オリエンテーション及び在学生オリエンテーションにおいて、実験・実習及び課
外活動における事故防止、交通事故防止を含めた安全講習を実施している。課外活動用
の安全マニュアルを用いて課外活動における安全の確保について指導している。また、
学生に対する防災意識の高揚、安全運転の普及、負傷・事故等における応急手当等の基
礎知識の習得を目的として、宮崎大学防災・交通安全等講習を例年通り実施した。
・課外活動施設及び寄宿舎等について、２日間に渡って防災設備の点検を実施し、入居者
を対象とした防火訓練を実施した。さらに、課外活動学生、寄宿舎生を対象に防災意識
の高揚を図ることを目的として、宮崎大学防災・交通安全等講習を例年通り実施した。
・平成１７年度に作成した防災マニュアル（学生用）の利用について検討し、学内ホーム
ページに掲載した。また、各学部及び学務部の掲示板並びに各サークルの部室及び学生
寄宿舎に備え付けた。これらによって、事故発生時、正確・迅速に連絡できるよう学生
への周知を図った。 更に、台風襲来時等の非常時の学生への連絡周知方法として新た
な学務情報システム等を利用した総合的な対応について平成１９年度後期から運用でき
るよう準備中である。
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Ⅵ．予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画
１．予算

（単位：百万円）
区

分

予 算 額

差

決 算 額

額

（決算−予算）

収

入
運営費交付金

10,315

9,977

△ 338

施設整備費補助金

271

176

△ 95

船舶建造費補助金

0

0

0

施設整備資金貸付金償還時補助金

0

0

0

補助金等収入

24

100

76

国立大学財務・経営センター施設費交付金

53

53

0

3,248

3,238

△ 10

附属病院収入

10,737

11,258

521

財産処分収入

0

0

0

172

223

51

産学連携等研究収入及び寄附金収入等

1,011

1,174

163

長期借入金収入

1,548

1,548

0

承継剰余金

126

0

△ 126

目的積立金取崩

254

232

△ 22

27,759

27,979

220

8,808

8,291

△ 517

11,149

11,256

107

一般管理費

3,892

3,240

△ 652

施設整備費

1,871

1,776

△ 95

船舶建造費

0

0

0

24

100

76

産学連携等研究費及び寄附金事業費等

1,011

1,034

23

長期借入金償還金

1,004

1,001

△ 3

0

0

0

27,759

26,698

△ 1,061

自己収入
授業料及入学金検定料収入

雑収入

計
支

出

業務費
教育研究経費
診療経費

補助金等

国立大学財務・経営センター施設費納付金
計

２．人件費

（単位：百万円）
区

分

予 算 額

決 算 額

差

額

（決算−予算）

人件費（退職手当は除く）

13,480

３３

13,240

△ 240

３．収支計画
区

（単位：百万円）
分

予 算 額

差

決 算 額

額

（決算−予算）

費用の部
経常費用

25,696

24,433

△ 1,263

業務費

23,825

22,202

△ 1,623

教育研究経費

2,576

1,959

△ 617

診療経費

5,854

5,448

△ 406

受託研究経費等

529

717

188

役員人件費

314

188

△ 126

教員人件費

7,224

7,114

△ 110

職員人件費

7,328

6,776

△ 552

一般管理費

678

521

△ 157

財務費用

254

293

39

0

0

0

939

1,417

478

0

7

7

25,890

25,781

△ 109

10,045

9,183

△ 862

授業料収益

2,903

2,913

10

入学金収益

395

412

17

検定料収益

120

104

△ 16

10,756

11,282

526

529

738

209

0

12

12

24

81

57

385

338

△ 47

0

0

0

298

228

△ 70

資産見返運営費交付金等戻入

6

123

117

資産見返補助金等戻入

0

5

5

資産見返寄附金戻入

8

45

37

421

317

△ 104

0

0

0

純利益

194

1,340

1,146

目的積立金取崩益

134

103

△ 31

総利益

328

1,443

1,115

雑損
減価償却費
臨時損失
収益の部
経常収益
運営費交付金

附属病院収益
受託研究等収益
施設費収益
補助金等収益
寄附金収益
財務収益
雑益

資産見返物品受贈額戻入
臨時利益

３４

４．資金計画

（単位：百万円）
区

分

予 算 額

差

決 算 額

額

（決算−予算）

資金支出
業務活動による支出

24,424

22,435

△ 1,989

投資活動による支出

2,331

2,260

△ 71

財務活動による支出

1,004

1,527

523

翌年度への繰越金

2,143

7,534

5,391

25,507

25,959

452

10,315

9,977

△ 338

3,248

3,240

△ 8

10,737

11,251

514

600

761

161

24

81

57

寄附金収入

411

404

△ 7

その他の収入

172

245

73

324

380

56

324

229

△ 95

0

151

151

財務活動による収入

1,548

1,548

0

前年度よりの繰越金

2,523

5,869

3,346

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
授業料及び入学金検定料による収入
附属病院収入
受託研究等収入
補助金等収入

投資活動による収入
施設費による収入
その他の収入

Ⅶ．短期借入金の限度額
該当なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画
デジタル撮影システムの整備、中央診療棟及び基幹・環境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、担保に供した。

Ⅸ．剰余金の使途
取 崩 額：２３２，２９０，９７９円
使途概要：教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てた。

３５

Ⅹ．その他
１．施設・設備に関する状況
施設・設備の内容

決定額（百万円）

・デジタル撮影システム
・中央診療棟診療棟
・基幹・環境整備
・基礎臨床研究棟改修
・小規模改修

総額１，８７２

財

源

長期借入金
（１，５４８）
国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ施設費交付金
（５３）
施設整備費補助金
（２７１）

○計画の実施状況等
小規模改修については、宮崎大学（木花）構内北側駐車場整備工事ほか３件の事業を、
中央診療棟基幹・環境整備事業については、宮崎大学（医病）中央診療棟新営に伴う支障
物移設工事ほか４件の事業をそれぞれ実施し、すべての工事において平成１９年３月末ま
でに竣工・整備した。国債事業である中央診療棟事業については、宮崎大学（医病）中央
診療棟新営その他工事ほか１２件の事業を平成１９年１月までにすべて着手し、平成２０
年１月までに完了予定である。また、補正事業の基礎臨床研究棟改修事業については、平
成１９年度に着手及び完了予定である。
デジタル撮影システム一式の設備については、平成１９年３月までに、医学部附属病院
に導入・設置した。
２．人事に関する状況
・『「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」中の「３．人事の適正化に関する実施状況」を参照』
３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細
（１）運営費交付金債務の増減額の明細
（単位：百万円）
当

期

振

替

額

交付金当
交付年度

期首残高

期交付金

運営費交

資産（特許権

資

付金収益

仮勘定）見返

剰余金

期末残高

本
小

計

運営費交付金
平成16年度

342

0

0

0

0

0

342

平成17年度

265

0

0

0

0

0

265

平成18年度

0

9,977

9,183

537

0

9,720

257

36

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細
①平成１８年度交付分
区分

（単位：百万円）
内訳

金額

運営費交付金収益

①成果進行基準を採用した事業等
1)教育改革経費（人獣共通感染症）
2)連携融合事業（農林畜産廃棄物）
3)研究推進経費（真空紫外光で拓）
245 4)教育改革経費（実践型専門技術）
5)その他経費
①計

成果進行基準
による振替額

資産見返運営費交付金

資本剰余金

計

運営費交付金収益

期間進行基準
による振替額

資産見返運営費交付金
（特許権仮勘定見返含む）

資本剰余金

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額
教育研究費
職員人件費
教員人件費
ｲ)自己収入に係る収益計上額
276 ｳ)固定資産の取得額
工具器具備品
建物附属設備等
その他の資産

164
61
20
0
263
12
1
521

②計
③運営費交付金収益化額の積算根拠
1)教育改革経費（人獣共通感染症）、2)連携融合事業（農林
畜産廃棄物）、3)研究推進経費（真空紫外光で拓く）、4)教育
改革（実践型専門技術者）事業は、19年度以降も続く継続事業
0 であり、18年度における事業計画は計画どおりに進展してい
る。経費も効率的に使用されているので、当該事業にかかる運
営費交付金債務を収益化。
5)その他経費 上記に同じ積算根拠で収益化。卒後臨床研修
必修化に伴う研修経費及び国費留学生経費は実施員数額で収益
化。

521

8,119

①期間進行基準を採用した事業等
成果進行基準及び費用進行基準を採用した業務
以外の全ての業務

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額
教員人件費
職員人件費
その他の経費
260 ｲ)自己収入に係る収益計上額
ｳ)固定資産の取得額
工具器具備品
建物附属設備等
構築物
建物附属設備
0
その他の資産

運営費交付金収益

費用進行基準
による振替額

資産見返運営費交付金

資本剰余金

8,379

6,032
1,982
105
0

②計
③運営費交付金振替額の積算根拠
期間進行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。
計

179
129
44
41
128
521

95
41
41
16
67
8,379

8,379

819

①費用進行基準を採用した事業等
1)退職手当
2)その他経費
①計

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額
教員人件費
職員人件費
その他経費
1 ｲ)自己収入に係る収益計上額
ｳ)固定資産の取得額
建物附属設備

0 ③運営費交付金収益化額の積算根拠

813
7
820
470
258
91
0

②計

1
820

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務を収益化。
計
国立大学法人会計基準第77第3項による振替額

820
0
9,720

合計
注１）本明細書は、交付を受けた運営費交付金の年度ごとに作成する。
注２）本明細において、成果進行基準及び費用進行基準による振替額の内訳を記載するにあたっては、運営費交付金額の多いも
のから順に各収益化基準の債務振替額の７０％になるまで事業等を個別に記載し、それ以外の事業等についてはその他とし
て一括して記載する。
３７

（３）運営費交付金債務残高の明細
（単位：百万円）
残高の発生理由及び収益化等の計画

運営費交付金債務残高

交付年度

期間進行基準
を採用した業
務にかかる分

4

平成16年度
費用進行基準
を採用した業
務にかかる分

338

計

342

成果進行基準
を採用した業
務にかかる分

平成17年度

期間進行基準
を採用した業
務にかかる分

33

2

費用進行基準
を採用した業
務にかかる分

230

計

265

成果進行基準
を採用した業
務にかかる分

30

平成18年度
費用進行基準
を採用した業
務にかかる分

計
合計

227

・学生収容定員充足率未達額
中期計画終了時に国庫返納する予定。

・退職手当の執行残
翌事業年度以降に使用する予定。

・卒後臨床研修必修化経費予定員数減による債務繰
中期計画終了時に国庫返納する予定。

4

338

33

・学生収容定員充足率未達額
中期計画終了時に国庫返納する予定。

2

・退職手当の執行残
翌事業年度以降に使用する予定。
・休職者給与休職復帰等による未使用額
中期計画終了時に国庫返納する予定。

220

・卒後臨床研修必修化経費予定員数減による債務繰
中期計画終了時に国庫返納する予定。

・退職手当の執行残
翌事業年度以降に使用する予定。
・認証評価経費
翌事業年度以降に使用する予定。

257
864

３８

10

30

226
1

