平成１６年度
Ⅰ

国立大学法人滋賀大学

年度計画

大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置
① 学士課程
a．教育理念を実現するためのカリキュラム
a-1 全般的な事項
○教育学部において、平成 17 年度からの新カリキュラムの実現に向けた作業に入る。
○教育学部企画委員会の下に、ティーチャーズセンター構想ＷＧを設置し、人事及び地域教育
支援プラザ構想について検討する。
○経済学部において、三階層型の体系的カリキュラムを導入する。特に、実践的変革能力を育
成するためにプロジェクト科目等の実学的教育プログラムを設計し、さらに演習の総合的教
育機能の活性化を図る。
○経済学部において、教育理念達成のため、国際性・学際性・総合性及び実践的変革能力に配
慮した体系的カリキュラムを導入し、残された課題を克服するための具体的方策を検討する。
a-2 教養教育プログラム
○教養教育の中身について、洗い直しを行い、内容の精査を図ることに着手する。
a-3 階層的カリキュラムによる専門教育
○経済学部において、コア科目による専門基礎の学習を基礎として、専門性と学際性を考慮し
た専門コース制を展開するとともに、演習の活性化を図るための施策を実施する。
a-4 実践的教育プログラムの重視
○教育学部において、平成 17 年度のカリキュラム編成にあたり、「教育体験プログラム」を開
発して、インターンシップ、体験学習、ボランティア、プロジェクト科目等の実践的科目群
を設置し、教員養成の充実を図る。
○経済学部において、同窓会組織（陵水会）と連携した陵水協力講義や体験学習プログラムの
充実策を検討する。また、教員・学生・職業人の連携によるプロジェクト科目の具体的運営
方法を検討して、導入準備を進めるほか、企業運営シミュレーション講座の実施方法を検討
して、試験的に実施する。
b．進路選択支援
○教育学部学校教育教員養成課程の３年次生を対象とした教職合宿研修を実施する。
○教育学部において、教員採用試験対策として、引き続き①「教職実践論Ⅰ・Ⅱ」、②「教員採
用春季セミナー」、③「教員採用試験直前模擬集団討論」を実施する。
○教育学部において、教員採用率の向上を図るため、独自の支援対策を実施している他大学教
育学部への聞き取り調査、情報交換を行う。
○経済学部において、卒業後の進路と連結した専門コース制、同窓会組織（陵水会）との連携
による実践的教育プログラムなど、学術的観点からの進路選択支援を充実させるとともに、
インターンシップ・プログラム及び進路講義による進路選択支援を継続して実施する。また、
就職支援室の活動を強化する。
② 大学院課程
a．教育理念を実現するためのカリキュラム
○経済学研究科博士前期課程においては、研究者養成と実践的高度職業人養成からなる教育課
程、また基礎科目・コア科目・展開科目・演習からなる体系的カリキュラムを検討して、平
成 17 年度から導入できるように準備を進める。また、博士後期課程においては、所定年限内
での学位授与に努め、学年進行中のカリキュラム及び複数指導教官体制の実施状況を点検し
て、学年進行終了後の改善案について検討する。
○経済学研究科において、野村総合研究所との連携大学院プログラムについて、次年度以降の
実施方法等を検討する。
（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置
① 学士課程
a.アドミッション･ポリシーの戦略
○本学のアドミッション・ポリシーを、大学のホームページや広報誌、学部案内冊子やパンフ
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レット、入学者選抜要項、高校における大学・学部説明会等の多様な広報手段を用いて、学
外に広く周知させる。また、アドミッション・ポリシーの妥当性について再検討する。
○大学案内をホームページで公表するとともに､高校での説明会や模擬授業を積極的に進める
など、受験生向けの広報を充実させる｡また、オープンキャンパスの充実策を検討する。
○入学者選抜方法の見直しを行うための作業部会を立ち上げ､現行選抜方法の成果を検討する
とともに ､併願方法､試験科目等についての分析､評価を行う｡
○教育学部において、高大連携として県下の高校生を対象とした連続講座を開講する。
○教育学部において、卒業要件の緩和やカリキュラム上の配慮を行うなどの措置について検討
を開始する。
○経済学部において、従来の方法を再検討して効果的な高校訪問を実施する。また、高校での
説明会や模擬講義等のための担当教員を確保し、充実を図る。
○経済学部において、各入試制度ごとの改善を図る。
○経済学部において、留学生に配慮した教育課程の整備を検討し、教育情報の内容及び提供方
法を検討する。また、本来の社会人を獲得するための入試改革を行う。さらに、新カリキュ
ラムに対応する編入のあり方を検討する。
b.特色ある教育方法、少人数教育の充実と多様な授業形態
○教育学部において、平成 17 年度から導入する新教育体制を実現するため、平成 16 年度の早
い時期にコース決定等の制度の整備、各課程及び各系・コースのカリキュラムを構築する。
また、教育実習に関する科目を体系的に整備し、その実施に向けて、協力校実習を含めた実
習時間数の拡大を検討する。
○教育学部において、系共通科目を新たに設置するとともに、総合演習科目を再編成して、幅
広い内容の科目を多様な授業形態で開講する。
○経済学部において、入学時の学習意欲を高めるための方策として、大学入門ゼミの事後的評
価を実施し、その内容をふまえて共通テキストの改訂を行う。また学科入門科目の教育内容
についても検討する。
○経済学部コア科目の効果的運営を図るための方策について検討するとともに、専門コース制
の実質的な運営方法を検討する。また、プロジェクト科目等の実践的科目の導入準備を進め
る。
○経済学部において、学士課程４年間を通じて少人数教育を実現できるようなカリキュラムの
充実策について検討するとともに、演習の活性化を図るための具体的な施策を検討する。ま
た、プロジェクト科目については新たな授業形態の可能性を検討する。
c.国際理解を向上させるための教育プログラム
○教育学部において、アジア太平洋友好プロジェクト（仮称）を立ち上げ、国際理解教育、地
域学習、環境教育の充実を図る。
○経済学部において、彦根キャンパス国際化戦略の一環として、日本人学生と留学生との共同
型プロジェクト科目を検討する。
d.教育における地域ネットワークの形成
○平成 16 年度秋学期から放送大学との双方向の単位互換を開始する。
○平成 16 年度環びわ湖大学連携事業（県内 13 大学・短期大学）に基づき「単位互換」WG が設
置されたので、その中で地域ネットワークの形成を検討する。
e.成績評価と表彰制度
○教育学部において、学生の授業理解度を客観的に判定できるシステム導入の検討を開始する。
○教育学部において、成績評価の一貫性・客観性を確保する制度について検討を開始する。
○教育学部において、優れた成績を修めた学生に対する褒賞制度について検討する。
○経済学部において、成績統計の分析を継続し、評価基準の明確化・標準化の指針について検
討する。また、ＧＰＡ制度導入の可能性を検討する。
○経済学部において、優秀学生表彰制度の見直しを検討するとともに、ゼミ単位での卒業論文
集の表彰制度等について検討する。また、大学院との連携を構築するなかで、修業年限 5 年
による学部・大学院一貫教育システムについて検討する。
② 大学院課程
a.アドミッション･ポリシーの戦略
○教員情報や受験情報等に関する日本語版及び英語版のホームページを開設し､その年々の充
実を図る｡
○大津サテライトプラザにおける大学院授業の改善のため、同サテライトの設備の充実を図る。

-2-

○大学院教育学研究科において、一般選抜における試験科目の代替措置や科目選択方法につい
て、検討を開始する。
○大学院教育学研究科において、大津サテライトプラザの活用や夜間授業時間帯の見直しにつ
いて、検討を開始する。
○大学院教育学研究科において、修士課程長期在学コースの設置について検討する。
○大学院経済学研究科において、適正な学生定員配分を実現するため、学部と大学院、大学院
の各専攻等の学生定員バランスを検討する。
○大学院経済学研究科において、新カリキュラム導入後の 18 年度入試における制度変更を目指
して、試験科目等の見直しに着手する。
○大学院経済学研究科において、在宅学習支援システムを検討する。
○大学院経済学研究科において、修業年限 5 年の学部・大学院一貫教育の調査・研究を実施し
て基本方針を策定する。
b.成績評価・学位授与
○大学院経済学研究科において、成績評価基準について、他大学院の事例を調査・研究する。
また、科目特性に適合する成績評価基準の様式設計に着手し、平成 18 年度実施に向けた準備
を進める。
（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置
a.全学的教育の展開
○教養教育の全学実施体制を維持・充実するための方策を検討する。
○遠隔教育の充実に向けての検討に入る。
○全学教養教育を遠隔授業で実施するため、各学部にティーチングアシスタントを雇用する。
b.カリキュラムの特性に対応した教員配置
○教育学部において、カリキュラムの各領域で教員の能力を最大限に発揮できる組織体制につ
いて検討する。
○経済学部において、大学入門ゼミ、コア科目、専門コース制、プロジェクト科目の目的に適
合する教員配置のあり方について検討する。
c.教務及び教育改革関連委員会の強化
○各学部・研究科の教務に関する各種委員会を見直し、機能の強化と連携の強化について検討
を行う。
d.学習支援機能の充実
○教育学部において、シラバス電子化への移行を検討し、e-learning 等を含む新しいシステム
を試作する。また、無線 LAN の本格的導入に向けて検討を開始する。
○教育学部において、自然環境教育施設を活用し、環境教育教材開発研究会の開催、参加型事
業、琵琶湖体験学習等を行う。
○経済学部において、次の諸点について実施又は検討を行う。
・シラバス情報の改善策について検討する。
・全講義科目検索システムの拡充について検討する。
・定期試験問題集を継続して発行する。
・学習支援室（学習支援助手・ＴＡの配置等を含む）の設置について検討する。
・e-learning 及び call システム等の自習システムの充実を図る。
・オフィスアワー制度の運営状況を点検して、改善案を検討する。
・アドバイザー制度の改善について検討する。
・演習の修学指導機能の強化を図る。
○経済学部において、全講義科目検索システム等の学習支援システムの充実に関連して、図書
館との連携を図り、電子ジャーナルやデータベースの充実策を検討する。
○経済学部において、学習支援室、ゼミ専用学習室、プロジェクト対応学習室、院生研究室等
の設置・改善計画を総合的に調整して、施設利用の具体的改善案を検討する。他方で、教室・
演習室の設備の充実について具体的に検討する。
○附属図書館において、授業用参考図書を全学的に確立し、学科・研究室等で責任ある図書選
定を実施するシステムをつくる。
○附属図書館において、教育・研究支援機能の強化を図るため、利用実態調査等を検討する。
○附属図書館において、教育学部及び経済学部に分散配置されている視聴覚資料を集中一元化
し、学習図書館機能の充実を図る。
○環境総合研究センターにおいて、湖沼環境研究施設整備の取り組みを図る。
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e.ファカルティ・ディベロップメント活動
○教育学部教育改革推進委員会及び経済学部 FD 委員会により授業評価・成績統計分析等の基礎
事業を継続する一方、授業スキル改善の取組及び教室・演習室の改善等の検討を行う。
○学部の教育改革活動に関係する既存の委員会機能を分析し、全学的に吸収発展するものにつ
いて、新たなアプローチの検討を始める。
○学部授業のモデル的実践例を共有するために、FD 広報誌「su-L」の刊行をはじめとするプロ
ジェクトを実施する。
○教育の質の向上と改善を図るため各学部の活動内容を収集し、全学教育部会で分析、検討を
開始する。
○自己点検・評価報告書を作成し、全構成員に配布するとともに、一般に公表する。その上で、
改革へのフィードバックの方法について検討を始める。
○教育学部において、
「学生による授業評価」調査を実施し、担当教員へ調査結果をフィードバ
ックして自発的な授業改善を促す。
○教育学部において、
「学生による授業評価」の調査結果のよりよい活用方法について継続的に
検討する。
○教育学部において、成績に関する苦情窓口の設置に関する検討を始める。
○経済学部において、次の諸点について実施又は検討を行う。
・授業評価の実施体制の見直しを行う。
・授業評価の両学期での完全実施を目指す。
・授業評価に関するデータの保管方法等を点検し、FD 専用室の設置と専用サーバーの確保等
について検討する。
・学生 FD 委員会を正式に組織する。
・授業スキル改善支援ワークショップ及び新任教員研修を継続して実施する。
・国内外の大学で表彰等を受けた授業のビデオを収集してライブラリーを設置し、教員の講
習会等を開催する。
（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置
a.学生生活相談体制の充実
○現行の学生相談機能（オフィスアワー、アドバイザー制、キャンパスライフ相談室、学生ホ
ットライン等）の実情について学生生活実態調査を踏まえながら分析し、今後に向けての課
題を摘出する。
○キャンパスライフ相談室の実施状況や学生生活実態調査の結果の検討を踏まえて、学生相談
室のあり方に関する検討を開始する。
○教育学部において、平成 15 年度から試行的に実施している「学生進路ファイル」について、
オンライン化を視野に入れ、情報の相互伝達、面談のあり方、分析方法、ファイルフォーマ
ットなど、ＷＧを設置して効率的・効果的な運用システムを設計する。
○経済学部において、学生ファイルの作成に向けて、個々の学生情報の効果的な収集を図るた
めに、現在の諸様式の集約と整備を開始する。
b.課外活動への支援
○課外活動全般の意見交換会を平成 17 年度実施に向けて企画立案を行う。
○課外活動に必要な空間・設備の調査をする。
c.アメニティの改善
○学生間や学生・教員間の交流のためのフリースペースの布置状況を調査する。
○夜間及び休日の警備について、その実態を調査する。
○図書館の利用促進を図るため、図書館の利用時間の延長について、費用対効果、利用者ニー
ズ等の諸問題を検討する。
d.就職支援の充実
○進路指導に向けたキャリア教育のあり方を検討する。
○「大学への求人情報」
「OB・OG 情報」
「就職体験談」の電子情報化、
「教職情報総合データベー
ス」の設計について、年次計画を策定する。
○就職支援組織の見直しの検討を開始する。
○教育学部において、平成 17 年度以降の試験運用をめざし、「教職情報総合データベース」の
基本設計に着手する。
○教育学部において、委員会を主体とした現行の支援体制を見直し、就職企画情報室の設置に
向けて検討を始める。
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○経済学部において、就職相談室の運営状況を点検して改善を図る。
２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
a.外部との連携及びネットワークの形成と共同プロジェクト
○産業共同研究センターにおいて、センター員の任命、および客員研究員の増員により、共同
研究領域の拡大を図る。
○産業共同研究センターにおいて、外部との共同研究・受託研究数の拡大を図るために、各種
フォーラム・交流会に参加し、パネル出展を行う。
○環境総合研究センターを中心に、外部研究者との共同研究プロジェクトの組織化について検
討を行い、共同研究を開始する。
○県内の湖北３大学（本学、滋賀県立大学及び長浜バイオ大学）が協力して、中小企業を対象
とする技術経営指導教育プログラム構想を推進する。
○「環琵琶湖研究ネットワーク」の組織化について、検討を始める。
b.特色ある組織的研究の推進
○環境総合研究センターにおいて、滋賀県及び琵琶湖を共通フィールドにして、社会科学的、
自然科学的手法に基づいた社会・生活資源・物質循環、環境保全技術の伝承等の現状と、地
域が保有する社会資源管理システムに関する実態調査を開始する。
○環境総合研究センターにおいて、国内の研究機関との学術交流を実施するほか、韓国の啓明
大学等と、両国の社会・生活環境の成り立ちや現状分析、水利用と環境の関連に関する共同
研究の可能性を検討する。
○リスク関連のシンポジウム（学内外を対象）と研究会を実施する。また、学際的国際共同研
究を推進する。
c.国際的連携
○中国の東北財経大学に、リスク研究、学術及び学生交流拠点としてリエゾンオフィスを設立
する。
○教育学部において、アジア太平洋友好プロジェクト（仮称）と連携して、タイ、ベトナム等
との研究交流を進める。
d.研究成果の公表
○教員の研究内容に関するデータベース、業績リストの整備方法の検討を始める。
○今年度の共同研究の成果を、研究集会、シンポジウム等によって公開する。また、研究成果
を公開するこれまでの方策を見直し、電子媒体による公開について検討を始める。
○研究成果の公表について、システム作りの検討を始める。
e.評価システム
○研究分野の業績・プロジェクト研究の成果・萌芽的研究や長期的研究に対する評価システム
についての検討を始める。
（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置
a.研究支援体制の整備
○学術研究・教学担当理事を部会長に、研究推進部会を設置し、全学の共同研究を推進する体
制を整える。
○教員の行政負担を軽減するために、これまでの全学委員会を縮小し、少人数による部会制度
を取り入れ、組織運営体制のスリム化を図る。また、学部運営の効率化について検討する。
○プロジェクト研究推進のため、学内外の研究者の利便に供する共同研究室の設置について検
討を行う。
○経済学部において、ＲＡの任用計画・予算配分方針などについて検討する。また、研究支援
センターの設置について検討を開始する。
○多様な研究分野の研究活動を評価する方法を検討するとともに、教員又はプロジェクトに対
する財政的支援とその支援制度について検討を始める。
○学内共同教育研究施設において、情報の共有化と協働活動の活発化を図るために、統一フォ
ーマットで活動報告書を作成するなど、地域貢献諸事業の効率的な連携体制について検討を
始める。
○図書館のレファレンスサービスの充実を図るため、図書館ホームページの見直しを行う。
○経済学部において、図書館と連携して、教育研究インフラとして重要な電子ジャーナルやデ
ータベースの充実を図るための方策を検討する。
b.外部研究資金の獲得と配分
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○科学研究費補助金を含む外部資金の獲得を促進するための措置を検討する。
○経済学部が独自に持つ研究費資源の配分方法を検討し、共同プロジェクト研究の促進を図る。
３ その他の目標を達成するための措置
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置
a．地域連携
a-1 環境学習支援士
○地域の環境関連施設と連携して、
「環境学習支援士」の資格を授与するための体制を整備する。
a-2 まちづくり
○産学官民による「滋賀大学大津まちづくり懇話会」を立上げる。
○関係機関・部署による「キャンパスツーリズム研究会」を立上げ、研究から着手する。
○関係機関・部署による「まちづくりプラン」の作成等に関する共同研究組織設立の準備をす
る。
○産業共同研究センターにおいて、コミュニティ・ルネッサンス・フォーラムを企画・実施す
る。
○「ＮＰＯ彦根景観フォーラム」、「滋賀大学大津まちづくり懇話会」などを通じて、学生の社
会参加を促進する。
a-3 その他
○地域連携講座の立上げ、講座の講演録を中心とした地域連携センター報を作成するとともに、
ホームページで公開する。
○地域連携講座等の映像コンテンツの配信を視野に入れ、テレビ放送等地域放送機関との連携
を検討する。
○彦根地区と大津地区とのスムーズな遠隔講義のため、また、滋賀医科大学及び滋賀県立大学
との遠隔講義実現のため、びわこ情報ハイウェイに接続することの検討を開始する。
b．知的・物的資産の蓄積・整備・公開
○大学で実施する公開講座・公開授業、フォーラム、セミナー、講演会、研修会、見学会など
を集約して、統一的な広報体制を整備するとともに、公開講座等の受講料を適正化すること
によって受講者の拡大を図る。
○教員の各種活動・業績に関する情報について、収集・整理・分析方法の検討を始める。
○教育学部において、教育学部が既に所有し、かつ今後開発する教育教材を、インターネット
を通して積極的に公開し、学校・地域の教育に貢献するための準備をする。
○大学の施設開放として、
「附属史料館」の一般公開を積極的に PR する。
○附属史料館において、収蔵史料（重要文化財）のマイクロ撮影・紙焼・製本を段階的に進め
る。また、他府県所在の近江商人資料の購入と撮影による収集を段階的に進め、収蔵史料の
充実を図る。
c．サテライト機能の充実
○大津サテライトプラザと彦根・大津キャンパスをつなぐインターネット会議システム構築の
準備をする。
○学内者と学外者間の多様で自由なコミュニケーションを図る知的空間の設置を促進するため、
大津サテライトでキャンパスサロンを実施する。
d．国際交流
d-1 組織体制
○留学生センターを発展的に解消し、国際交流センター（仮称）を設置し、国際交流と学生交
流を有機的・戦略的に結びつけた体制を構築していくために、16 年度中に新センターの基本
計画案を作成する。
d-2 資金と施設
○国際交流事業基金の充実を継続して行うための具体的方策を検討する。
○石山キャンパスに国際交流のための宿泊施設（混住方式）を引き続き要求する。
d-3 学生交流協定
○タイのチェンマイ大学教育学部と滋賀大学の学生交流協定を、チェンマイ大学と滋賀大学の
学生交流協定に格上げする。また、中国の東北財経大学と学生交流協定を締結する。
d-4 留学生の受入体制と教育プログラム
○留学生の受け入れ体制を整え、経済基盤をふくめた生活面全般にわたるていねいな指導・相
談・支援体制に向けた検討を行う。特に宿舎に関するアンケートを実施し、宿舎確保に向け
た改善に着手する。
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○卒業後の留学生ネットワークの結成を目指し、検討を始める。
○日本人学生と留学生とが参加できるプログラムの開発に着手する。
○外国人留学生及び留学希望者支援のために附属図書館及び教育学部分館に留学コーナーを設
け、留学関連図書、ＴＯＥＦＬ及びＧＭＡＴ受験参考書・過去問題集を収集し配置する。
○ＪＣＭＵ（ミシガン州立大学連合日本センター）との協定により実施している英語講義
Japanese Economy and Business を引き続き実施するほか、Japanese Culture に関する科目
導入の可能性について検討する。
○留学生を対象として、日本語教育の現状及び必要性に関する調査を実施し、国際交流センタ
ー設立の基本計画に反映させる。
d-5 海外体験プログラムと学生支援
○現在、単位化されている１ヶ月未満の短期プログラムは３種あり、毎年 30 名程度の学生が海
外体験を行っている。これらを引き続き実施する。
○本学の英語教育プログラム改革の一環として、留学生、留学希望者支援及び一般学生の英語
力向上のためにＴＯＥＦＬ関連の対策講座等を実施する。
d-6 研究交流
○韓国啓明大学との共同研究を推進する。
○韓国大田大学、ベトナム・ハノイ教育大学及びメキシコ・グアナファト大学との学術交流協
定を締結する。
○学部、各センターを中心に、研究者交流、共同研究を開始し、学生交流を推進する方途を調
査研究する。
○国際交流協定を締結しているタイ、ベトナム等と、環境教育、障害児教育を通して交流を深
める。
○リスク研究に関連して、特に中国の東北財経大学との学術交流を中心としたアジア太平洋地
域との交流の強化を図る。
○国際会議を開催する場合の支援制度について検討を始める。
（２）附属学校に関する目標を達成するための措置
a．学部との連携、各附属学校間の連携
○各附属学校と学部との連携のもとに共同研究を推進し、学部教員を含めた交流会を開催する。
協力・助言の立場でなく、学部教員から主体的に提案・提言していく形で共同研究を進める。
○全附連が文科省の示唆のもとに立ち上げる「
『食の教育』プロジェクト」
「
『情報図書館』プロ
ジェクト」に積極的に関わる。
○各種養成講座・10 年研修・高大連携などに学部・附属が協力し合って教員の資質向上・教職
への関心の喚起等に努める。
○各附属学校で可能な連携事業を探る。
b．入学者選抜の改善
○昨年度実施した、
「入試方法に関する調査」の分析・考察を行い、入学者選抜に関する問題点・
改善策について検討する。
c．教育実習の在り方
○附属学校運営委員会のもとに教育実習推進部会を新たに設け、教育実習に関わる各委員会・
プロジェクトの調整を行うとともに、これからの教育実習の在り方について検討する。
○母校実習・協力校実習の可能性を探る。
Ⅱ

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１

運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
○学内外の意見を大学運営に反映させるため、メールによる問い合わせへの対応システムを確立し、
ホームページ上の「質問箱」を充実させる。
○大学の経営戦略を検討、策定するため、学長、理事、学部長を構成員とする企画調整会議（仮称）
を設置する。
○学長が年度当初に、国立大学法人滋賀大学の重点方針を、広報誌「しがだい」において、学内の
みならず学外へも提示する。
○｢滋賀大学支援財団」設立のための｢準備委員会｣を発足させる。
○副学部長及び副研究科長制度を導入して、学部及び大学院の企画運営方法を見直す。教授会及び
研究科委員会の効率的運営方法を検討する。
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○法人化を契機に全学の委員会の全面見直しを行う。
○法人制度の運営状況について自己点検・評価を行う。
○学内のガバナンスを強化するため、業務状況及び組織のリスク評価を内容とする内部監査計画を
立てるための体制を整える。
○教育研究活動、学生生活、施設管理等に関連して法務、財務、労務に関するリスクに専門的に対
処するため、顧問弁護士１名を確保する。
○適切な職務分掌と決裁権限に基づいた業務体制を構築し、会計面においては監査専門の職員を配
置し、機能的で有効性のある監査を実施する。
２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置
○教育学部において、学校教育教員養成課程、情報教育課程、環境教育課程の各教育組織を再編し、
３課程間の連携の強化を検討する。
○経済学部において、経済・経営系の専門職大学院に関する調査を実施して、平成 17 年度末までに
その可能性に関する第一次答申を策定するための準備を進める。
○全学的な機動的研究の活性化を図るための方途を検討する。
○留学生センターを発展的に解消し、国際交流センター（仮称）を設置し、国際交流と学生交流を
有機的・戦略的に結びつけた体制を構築していくために、16 年度中に新センターの基本計画案を
作成する。
３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置
○任期制について、目的、内容を明確化した上で導入を図る。
○事務職員の業務の専門性について調査し、一般公募による選考採用が望ましい職種を検討する。
○事務職員に関する従来からの人事院及び他国立大学法人主催研修への参加、学内特別研修等の研
修計画の作成・実施、並びに平成 17 年度以降の研修内容・実施方法等について検討する。
○新規の人事交流大学等の開拓も含め、事務職員の他大学等との定期的な人事交流の運営について
関係大学との協議を進める。
○教員及び事務職員の個人評価制度の導入について検討を始める。
○女性教員比率の向上のための方策について検討する。
○外国人教員比率の向上のための方策について検討する。
○障害者の雇用について、現状把握と今後の雇用予定計画を作成し、法定雇用率の維持促進に努め
る。
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置
○事務処理業務を見直し、電算化等により簡素化・迅速化を図るため、事務等の効率化・合理化の
ための中期計画期間中の実施の枠組みを策定する。
○他の国立大学法人と事務情報化についての情報交換を行ない、他大学との分担、相互協力等の連
携について検討を開始する。
○大学ホームページの充実を図る。
○情報伝達のより一層の充実を図るための方途を検討する。
○事務等の効率化・合理化を図るため、事務組織を見直す。
○業務の一体的な協力体制の構築等を図るため、他の国公私立大学等の事務組織の状況調査を開始
する。また、他大学の外部委託の状況についても調査する。
Ⅲ

財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置
○研究協力課及び財務課主催により、各学部において科学研究費補助金説明会を実施する。また、
科学研究費補助金及び各種研究助成に関する情報を収集し、提供する。
○産業共同研究センターにおいて、各種フォーラム、セミナー等を開催し、共同研究の推進を図る。
また、共同研究のためのシーズ集を、産業共同研究センター員を中心に整備する。
○国と地方公共団体が有する各種研究委託費制度等を調査する。
○自己収入の増加を図るため、産学共同研究に資する学内の知的・物的資産の調査・確認を行う。
○公開講座の推進のため、受講料の見直しを検討する。
○大津サテライトプラザの利用率を上げるための方法を研究する。
２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置
○事務情報化推進計画に基づき、次のことを実施し、経費の節減に努める。
・各種情報等をネットワーク上から利用できるよう、事務処理の簡素化を推進する。
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・事務連絡等簡易な文書等について、電子メール等を積極的に使用し効率化を図るとともに、ペ
ーパーレス化を推進する。
○職員のコスト意識を高めるため、効率化を踏まえた経費の節減を視野に入れ、
「行動計画」の作成
など推進方法等について検討を行う。
○経費節減を図るため、各種業務について、事務の迅速化、簡素化等を踏まえ、見直しを図るとと
もに、報告書等について評価を踏まえた検討を行う。
３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置
○資金の管理・運用について、外部情報の把握・内部管理体制等を踏まえた検討のための準備を行
うとともに、外部資金についての管理運用について検討する。
○資産の利用状況について、点検のための計画等の検討を行う。
Ⅳ

自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置

１

評価の充実に関する目標を達成するための措置
○機関別認証評価を視野に入れながら、評価システムとその活動に対応するために、学内の責任・
実施体制を構築し、事業報告書の作成体制や中期計画の実施状況のフォローアップを開始する。
○本学の実情に適った評価システム・評価方法の開発に着手する。
○部局において、教員の各種活動・業績を客観的・総合的に点検評価する方法について検討を始め
る。
○部局において、重点領域の教育・研究テーマ及び部局の活動と成果について外部評価を基本とす
る点検・評価のあり方について検討する。
○点検・評価結果のデータベース化及び、報告書・ホームページ等を通じての学内外に公表するシ
ステムを検討する。
○点検・評価報告会の公開方法について、改善策を検討する。
○現行の研究者情報システムの登録情報を見直し、検討する。
○「国立大学法人評価委員会」への報告のための体制について検討する。
○期間全体にわたる全学の活動と成果に関して評価結果を総合し、次期目標・計画作成に反映させ
る制度について検討を始める。
○経済学部において、「授業評価アンケート」を継続的に実施するほか、学生 FD 委員会を立ち上げ
る。
○経済学部において、同窓会等の協力による教育プログラムに対する外部評価の仕組みを検討する。
２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置
○外部委託による大学ホームページの運営制度の整備・充実について検討を始める。
○ホームページの戦略・デザイン・コンテンツなどについて、コンサルタントとの契約、コンサル
ティング（学生や学外者の意見などの聴取を含む）について検討を始める。
○英語によるホームページの公開について検討を始める。
○経済学部において、学部及び大学院の研究教育におけるホームページの改善と教育関連情報の提
供方法の見直しに着手する。
Ⅴ

その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１

施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置
○環境総合研究センターの教育研究棟について調査及び検討を行う。
○環境総合研究センターにおいて、湖沼環境研究施設の改築の予算要求を行う。
○教育、研究環境の整備のための総合研究棟要求における調査及び検討を行う。
○施設マネジメント部会、地区分科会において進めているキャンパス・リニューアルプランを作成
する。
○よりよい教育環境を維持するための点検パトロールを５月より実施する。
○修繕等に迅速に対応するためにコールセンター体制の設置について検討する。
○施設の安全確保のため、老朽化施設、耐震補強を要する建物に対する計画的な改善整備の方策の
検討を行う。
○既存の施設の有効利用を考慮したキャンパス・アメニティーの改善計画の検討及び立案を行う。
○教育学部において、ティーチャーズセンター構想に向けて地域教育支援プラザ（仮称）の設置に
関する検討を行う。
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○経済学部において、教育活動及びその支援体制の整備のために、教室・演習室の利用計画と設備
の改善計画を検討する。
２ 安全管理・環境保全に関する目標を達成するための措置
○附属幼稚園・附属養護学校建物内緊急警報設備の設置について検討する。
○教育学部附属学校園における警備体制を再点検する。
○毒劇物の管理状況を点検するため、学内規程を制定する。
○環境保全に関して省資源を考慮し、廃棄物の分別・リサイクル化など、行動計画を視野に入れ推
進する。
○労働安全衛生法適用に伴い、各地区に「衛生管理者等」を置き、学生・教職員の安全及び衛生の
チェック体制を整える。また、局所排気装置等の定期自主検査、実験室の作業環境測定について
検討する。
○環境保全に関して省エネを考慮し、行動計画策定を視野に入れ、エネルギー使用状況調査及び大
気環境負荷低減計画を進める。
○ISO14001 認証取得に向けて検討を始める。
３ 人権に関する目標を達成するための措置
○人権部会を設置し、人権侵害防止のための体制を整える。
○人権侵害の防止に関するガイドラインを策定する。併せて、人権侵害防止の意識高揚を高める活
動（ポスター掲示、チラシ配布等）を行う。
○セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発活動の中期的計画を策定する。

Ⅵ

予算（人件費の見積りを含む。）
、収支計画及び資金計画
別紙参照

Ⅶ

短期借入金の限度額
○

短期借入金の限度額

１

短期借入金の限度額
９億円

２

想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れ

することを想定

Ⅷ

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
計画はなし

Ⅸ

剰余金の使途
○

決算において剰余金が発生した場合は、
・教育研究の向上及び組織運営の改善

に充てる。
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Ⅹ

その他

１

施設・設備に関する計画

（単位 百万円）
施設・設備の内容

・小規模改修

予定額

財

源

施設整備費補助金（２４百万円）

総 額
２４

注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度
合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。
２

人事に関する計画
（参考１）平成１６年度の常勤職員数

４３２人

また、任期付職員数の見込みを２人とする。
（参考２）平成１６年度の人件費総額見込み
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４，２９６百万円

（退職手当を除く。
）

（別紙）予算、収支計画及び資金計画

１．予 算

平成１６年度 予算
（単位：百万円）

区

分

金

額

収入
３，４９７

運営費交付金

２４

施設整備費補助金
船舶建造費補助金
施設整備資金貸付金償還時補助金
国立大学財務・経営センター施設費交付金

２，２５５

自己収入

２，２２２

授業料及入学金検定料収入
附属病院収入

０

財産処分収入

３３

雑収入
産学連携等研究収入及び寄付金収入等

３２

長期借入金収入
５，８０８

計
支出

５，７５２

業務費

４，３４６

教育研究経費
診療経費

１，４０６

一般管理費

２４

施設整備費
船舶建造費
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等

３２

長期借入金償還金
計

５，８０８

［人件費の見積り］
期間中総額 ４，２９６百万円を支出する。（退職手当を除く）
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２．収支計画

平成１６年度 収支計画
（単位：百万円）
区

分

金

額

費用の部
経常費用
業務費
教育研究経費
診療経費
受託研究費等
役員人件費
教員人件費
職員人件費
一般管理費
財務費用
雑損
減価償却費
臨時損失

５，７３１
５，７３１
５，５７３
７５９

収入の部
経常収益
運営費交付金
授業料収益
入学金収益
検定料収益
附属病院収益
受託研究等収益
寄附金収益
財務収益
雑益
資産見返運営費交付金戻入
資産見返寄付金戻入
資産見返物品受贈額戻入
臨時利益

５，７３１
５，７３１
３，４３０
１，８４６
２８３
９３

１８
１０５
３，４３９
１，２５２
１４４
０
１４
０

１８
１３
１
３３
１４
０
０
０

純利益
総利益

０
０
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３．資金計画

平成１６年度 資金計画
（単位：百万円）

区

分

金

額
６，０１５

資金出資
業務活動による支出

５，７１６

投資活動による支出

９２

財務活動による支出
２０７

翌年度への繰越金

６，０１５

資金収入

５，７８４

業務活動による収入
運営費交付金による収入

３，４９７

授業料及入学金検定料による収入

２，２２２

附属病院収入
受託研究等収入

１８

寄附金収入

１４

その他の収入

３３

投資活動による収入

２４

施設費による収入

２４
０

その他の収入
財務活動による収入

２０７

前年度よりの繰越金
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）
教育学部
学校教育教員養成課程
５６０人
情報教育課程
２８０人
環境教育課程
１２０人
経済学部

経済学科

７３８人
うち昼間主コース
夜間主コース
ファイナンス学科 ２７８人
うち昼間主コース
夜間主コース
企業経営学科
３６０人
うち昼間主コース
夜間主コース
会計情報学科
２５８人
うち昼間主コース
夜間主コース
情報管理学科
２７８人
うち昼間主コース
夜間主コース
社会システム学科
３２８人
うち昼間主コース
夜間主コース

７０６人
３２人
２４６人
３２人
３２８人
３２人
２２６人
３２人
２４６人
３２人
２８８人
４０人

教育学研究科
（修士課程）

学校教育専攻
障害児教育専攻
教科教育専攻

経済学研究科

経済学専攻
４０人（博士前期課程）
経営学専攻
４４人（博士前期課程）
グローバル・ファイナンス専攻
２０人（博士前期課程）
経済経営リスク専攻
１２人（博士後期課程）

特殊教育特別専攻科

知的障害教育専攻

附属小学校

７２０人
学級数 １８

附属中学校

３６０人
学級数
９

附属養護学校

小学部
１８人
学級数

３

中学部
１８人
学級数

３

高等部
２４人
学級数

３

附属幼稚園

１６０人
学級数
５
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３６人
１０人
８４人

３０人

