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国立大学 法人静岡大学事業報 告書
「 国立大学法人静岡 大学の概略」
１ ．目標
大学の基本的な目標等
静岡大学は、未来を展望した、特色ある国際水準の教育研究を行い、学術・文化と産業・
経済の発展に寄与し、卓越した「知の拠点」としての大学を目指す。
【教育に関する基本的目標】
①

社会の様々な分野でリーダーとして活躍できる、高い専門性と多角的な視野をもち21
世紀の解決すべき問題を追求し続ける人間性豊かな人材を養成する。

②

アジアをはじめ、諸外国との関わりの下で活躍できる豊かな国際感覚を身に付けた人
材を養成する。

【研究に関する基本的目標】
①

基礎から応用にわたり独創的な研究を推進するとともに、分野を超えた融合を図り、
学術の一層の発展に寄与する。

②

持続可能な地球環境を展望した研究を積極的に推進する。

【社会連携に関する基本的目標】
①

文化、教育等の領域における地域との連携交流活動に積極的に参加することを通じて、
「知の成果」を還元する。

②

産学官連携に積極的に取り組み、地域産業の発展を促す。

２ ．業務
【教育】
①

平成18年度導入 に向け、平成 16年度以降検 討してきた全学 教育科目の新カリ キュ
ラム を策定した。

②

大学の目標であ るリーダー養 成教育の一環 として、地域に ついて学ぶ教育や 地域
特性 を活かしたフィール ド教育を導入した 。

③

ＡＯ入試とセン ター試験を課 さない選抜によ る合格者を対 象としたオリエン テー
シ ョンの実施と入 学前準備教育 を推進した。ま た入学前準備 教育のため本学退 職教
員を 教育特任教授として 委嘱した。

④

静岡・浜松両キ ャンパスの学 生サークル及 び留学生交流の 活性化を図るため 、借
り上 げバスを毎週土曜日 に運行することと した。

【 研究 】
⑤

地 域に密着した研究と して、次のような 課題研究を進めた。
・定 住外国人の地域にお ける共生に関する 法政策的研究
・少 子化・人口減少時代 における地域設計
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・水 質汚染が深刻な佐鳴 湖の浄化プロジェ クトへの参加
・ 次世代型食品産 業の育成に関 する研究−食品 素材あるいは その精製物が持つ 新た
な 生理機能の解明−
⑥

外６件

産学連携業務を 強化するため 、新たに産学連 携支援課を設 置し、課長の人材 を広
く民 間から公募し登用す ることとした。

【社会と の連携】
①

市民の知的要求 に応えるため 、新たに正規の 授業料科目を 市民が受講できる 「市
民開 放授業」を導入し、 106名が受 講した。

②

地域 産業振 興のた め、 浜松市 と産学 官連携 に関す る包括 的な協 定を締結 した。

③

大 学発ベンチャー企業 の平成17年度にお ける設立会社は、以 下のとおりである 。
電子システムデザイ ン㈱
㈱ブルックマン・ラ ボ
セサミ・テクノロジ ー㈱

【国際交 流】
①

既存の留学生セ ンター及び事 務体制を見直し 、平成18年度 に学術交流・学生 交流
の２ 部門を備えた国際交 流センターの設置 を決定した。

【附属 学校園】
①

附属学校園の設 置形態を含め た基本的な将来 構想等を策定 するため役員会の 下に
「附 属学校園将来計画委 員会」を設置する ことを決定した。

②

附属学校園の統 一的運営及び 全体改革を図る ため、新たに 附属学校園統括長 職を
設置 することを決定した 。

【業務運 営】
①

大学全体の経営 戦略確立の強 化を目指して、 役員会の下に 新たに４つの組織 を整
備し た。

②

平成１８年度自 然科学系新大 学院（博士課程 後期）の設置 を決定し、専任教 員へ
のイ ンセンティブを明確 に示すとともに大 学院の全般的な改革 を行った。

③

平成１８年度国 際交流センタ ーの設置を決定 し、学術交流 ・学生交流の拠点 を形
成し 、学長管理ポスト１ を学術交流部門へ の配置を決定した。

④

研 究の円滑な実施のた め、研究資金の一 時立替金制度（１億 円）を導入した。

⑤

競争 的配分 経費（ プロ ジェク ト公募 型）と して総 額１億 円を確 保し 、「 画像ナ ノ
エレ クトロニクス研究創 出事業」などへの プロジェクト研究に 重点配分した。

⑥

若手研究者及び 萌芽的研究を 支援するため、 競争的配分経 費（学長裁量経費 ）と
し て総額１億５千 万円を措置し た。事務組織の 再編の検討を 進め、平成17年10月か
ら事 務局にチーム制を導 入し 、効率的な業 務の執行に適した柔 軟な体制が実現し た 。

【財務内 容】
①

役員会の下に人 件費改革ＷＧ を設置し、国の 総人件費改革 の実行計画を踏ま え、
来年 度以降平成21年度ま でに概ね４％の人 件費の削減計画を決 定した。
平 成17年度定員削減数 ：教員５人、事務 系職員４人

②

事務組織の再編 の検討を進め 、平成17年10月から事務局に チーム制を導入し 、効
率的 な業務の執行に適し た柔軟な体制が実 現した。
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③

他の国立大学法 人に先駆け、 公用・使用に併 用できる法人 カードを導入し、 物品
等 の柔軟な調達方 法を可能とし た。また、法人 カード導入に より、事務の効率 化及
びセ キュリティー管理の 一元化が可能とな った。

【自己点 検・評価及び情報の 提供】
①

評価会議におい て、教育、研 究、社会連携、 管理運営の４ 分野における教員 の個
人 評価に関す る基本方針等を策定 した。

【その 他業務運営】
①

全学における建 物の耐震性能 、キャンパスラ イフラインで ある受電設備等の 基幹
設備 の安全性能を確認し 、屋内運動場等７ 施設の耐震補強整備 を行った。

②

地 域と一体となった防 災体制を強化した 。
・防 災・ボランティアセ ンター主催の一般 市民向け地震防災セ ミナーを実施した 。
・ 静岡県地域防災 の日に学生と 静岡キャンパス 地元町内会に よる合同の防災訓 練を
実 施した。

３ ．事務所等の所在 地
静岡県静岡市

４ ．資本金の状況
４ ９,２６２ ,９５８,１７２円（ 全額

政府出資）

５ ．役員の状況
役員の定数は、国立大学法人法第10条により、学長１人、理事４人、監事２人。任期は
国立大学法人法第15条の規定及び国立大学法人静岡大学長選考会議規則並びに国立大学法人
静岡大学理事規則の定めるところによる。
役職

氏

名

学長

天岸

祥光

理事

渡邉

隆

理事

芳賀

直哉

理事

石井

仁

理事

佐藤

誠二

監事

愛野

明宣

就任年月日

主な経歴

平成16年４月１日
〜平成19 年３月31日
平成16年４月１日
〜平成19 年３月31日
平成16年４月１日
〜平成19 年３月31日
平成16年４月１日
〜平成19 年３月31日
平成16年４月１日
〜平成19 年３月31日
平成16年４月１日
〜平成18年３月31日
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平成11年４月静岡大学理学部長
平成15年４月静岡大学長
平成11年４月東京工業大学事務局長
平成13年７月沼津工業高等専門学校長
平成５年４月静岡大学教授教養部
平成７年10月静岡大学教授農学部
昭和59年10月静岡大学教授工学部
平成13年４月静岡大学工学部長
平成７年４月静岡大学教授人文学部
平成15年４月静岡大学学長特別補佐
平成12年４月静岡県企画部理事
平成13年４月財団法人静岡総合研究機構

監事

飛田

隆三

平成16年４月１日
〜平成18年３月31日

専務理事
平成12年４月日本私立学校振興・共済事
業団常務理事
平成14年１月学校法人日本女子大学財務
部長

６ ．職員の状況
教員 ８６８人（学長、理事を含み、監事は除く。）
職員 ３５８人

７ ．学部等の構成
人文学 部、教育学部、情報 学部、理学部、工 学部、農学部
人文社 会科学研究科、教育 学研究科、情報学 研究科、理工学研究 科、農学研究科、
電子科 学研究科、法務研究 科
電子工 学研究所

８ ．学生の状況
総学生 数
学部 学生
修士 課程
博士 課程
専門 職学位課程

１ １，０７５人
９，５６７人
１，３１５人
１６２人
３１人

９ ．設立の根拠とな る法律名
国立大 学法人法

１ ０．主務大臣
文部科 学大臣

１ １．沿革
本学は、広く学術・文化の基礎及び応用を教授・研究し、平和的な国家及び社会の建設に
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有為な人材を育成することを目的・使命として、昭和２４年５月３１日に、静岡・浜松両市
を拠点とする静岡県初の４年制大学として設置された。当初は、静岡市に置かれた文理学部
と教育学部、浜松市に置かれた工学部の３学部で構成された。その後、学部等の改組や新設
があり、人文、教育、情報、理学、工学、農学の６学部と人文社会科学、教育学、情報学、
理工学、農学、電子科学の６大学院研究科、専門職大学院の法務研究科、電子工学の１附置
研究所、８学内共同教育研究施設を有する総合大学となっている。
本学のキャンパスは、好対照をなす二つの都市に存する。静岡市は行政と商業の中心であ
り、浜松市は常に新たな産業創成の中心である。静岡キャンパスには、人文学部、教育学部、
理学部、農学部、４大学院研究科（人文社会科学、教育学、理工学、農学 、）及び法務研究
科があり、浜松キャンパスには、情報学部、工学部、３大学院研究科（情報学、理工学、電
子科学）及び電子工学研究所がある。

１ ２．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

石村 和清
沖吉 和祐
北原 和夫
杉田
豊
多賀谷 澄芳
角田 由紀子
○

現

職

ヤマハ株式会社相談役
独立行政法人日本学生支援機構理事
国際基督教大学教授
学校法人静岡文化芸術大学副理事
パルステック工業株式会社取締相談役
弁護士

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

松田
純
三橋 良士朗
今野 喜和人
金井 省二
石井
潔
山崎 準二
南
利明
伊東 幸宏
杉山
融
相原 惇一
加藤 憲二
村井 久雄
中村 高遠
岡村 静致
大坪 順次
碓氷 泰市
高木 敏彦
滝
欽二
田中 滋康
神藤 正士

現
静岡大学人文学部長
静岡大学人文学部教授
同上
静岡大学教育学部長
静岡大学教育学部教授
同上
静岡大学情報学部長
静岡大学情報学部教授
同上
静岡大学理学部長
静岡大学理学部教授
同上
静岡大学工学部長
静岡大学工学部教授
同上
静岡大学農学部長
静岡大学農学部教授
同上
静岡大学理工学研究科長
静岡大学電子科学研究科長
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職

大江 泰一郎
福田 安生
小和田 哲男

静岡大学法務研究科長
静岡大学電子工学研究所長
静岡大学附属図書館長

「 事業の実施状況」
Ⅰ ．大学の教育研究 との質の向上
１．教育に関する 実施状況
（ １）教育の成果に 関する実施状況
年度計画

計画の進捗 状況

現行 カリキュラ ムの英語Ⅱ ・ 各学 部専 門教育 との 有機 的連 関を 重視し た全 学教 育科 目
に実 用英語科目 を導入し、

カ リキ ュラ ム案 を作 成し 、平成 18年度 から 実施す るこ と

平成 18年度か らの新カリキ

とした。

ュラ ム実施に向 けて準備を
進める。
各学 部固有の教 育の特色を ・ 全学 教育 科目に 関し て、 学部 独自 の専門 教育 との 連携 を
生か した教育カ リキュラム

配慮した カリキュラム構成 を図った。

案を策定 する。
フィ ールドワー ク等、実体 ・ 工・ 農学 部では 全学 教育 科目 のな かで、 また 、人 文・ 教
験教 育、コミュ ニケーショ

育・ 情報 ・理学 部で は学 部専 門科 目とし て多 数の フィ ー

ン教 育に配慮し た教育の準

ルド ワー ク科目 を開 設し 、全 学的 に座学 から 教室 外で の

備を進め る。

学習科目 を増設した。
・人 文学 部で は、 フィ ール ドワー ク教 育の 平成 18年 度実 施
に向け、 次のような試行的 取り組みを行った 。
・ １年 次後 期に「 フィ ール ドワ ーク 基礎演 習」 を開 講し 、
地域 にお いて観 察、 イン タビ ュー 等によ るフ ィー ルド ワ
ーク を実 施して いる 。研 究発 表会 を行い 、学 生間 及び 学
生・ 教員 間の活 発な コミ ュニ ケー ション を図 り、 発表 の
成果を冊 子にまとめた。
・Sensory Language Experience（ 通称「 座頭吉ゼ ミ 」） を
開催 した り、中 国語 学習 者の ため の「外 国語 学習 の動 機
づけ を促 す教育 諸活 動の 企画 と運 営」プ ロジ ェク トな ど
を立ち上 げた。
・教 育学 部で は、 平成 18年 度入 学生 のカ リキ ュラム から 、
教育 現場 での体 験的 実習 を含 む授 業科目 とし て「 教職 体
験入門」 を開設することと した。
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・ 情報 学部 では、 新カ リキ ュラ ムの ２年次 実施 によ り、 フ
ィー ルド ワーク （科 目名 フィ ール ドリサ ーチ ）及 びコ ミ
ュニ ケー ション 教育 科目 （科 目名 アカデ ミッ クラ イテ ィ
ング 、イン グリッシュディベ ート等 ）が大幅に増加 した 。
・ 農学 部で は、フ ィー ルド 科学 実地 演習に おけ る自 主研 究
を展開し 、問題発見･解決能力の向上 を図った。
企業 や社会の現 代的ニーズ ・平 成18年 度か ら実施 され る全 学教 育科 目カ リキュ ラム の
に対 応した科目 や高度な専

なか で「 キャリ アデ ザイ ン」 を、 全学部 １年 次（ 工学 部

門知 識を習得で きる科目の

は２年次 ）対象に開講する ことを決定した。

充実を図 る。

・ 人文 学部 では、 イン ター ンシ ップ の事前 指導 と事 後指 導
の充 実も 含め職 業教 育、 キャ リア 形成教 育の 拡充 を図 っ
てい る。 また法 学科 では 公務 員志 望者を 対象 とし た、 現
場 から 学ぶ 「公 務労 働の 世界」 を平 成18年 度より 実施 す
るカ リキ ュラム に組 み込 んだ 。ま た、さ まざ まな 職域 の
専門家を 招いて講演会を開 催した。
・ 工学 部で は、企 業人 を招 聘し 、オ ムニバ ス方 式の 経営 工
学の講義 を実施した。

大学 院を見据え た学部教育 ・ 人文 社会 科学研 究科 に「 飛び 級」 制度に よっ て進 学さ せ
について 検討を始める。

る体制整 備を開始した。
・ 教育 学部 では、 教職 大学 院設 置に 向け、 学部 再編 と新 た
なカリキ ュラムの構築につ いて検討を進めた 。
・ 情報 学部 では、 大学 院改 革Ｗ Ｇに おいて 学部 教育 との 連
動性を進 める具体化案の策 定に向け検討を始 めた。

評価 会議と大学 教育センタ ・ 評価 会議 と大学 教育 セン ター にお いて、 学生 の学 力や 資
ーと の連携によ り、卒業生

質・ 能力 につい て教 育の 効果 及び 成果を 卒業 生及 び就 職

及び 就職先の評 価による教

先の 評価 （アン ケー ト形 式） によ り検証 する こと を決 定

育成 果の検証シ ステムの平

し、基本 方針を策定した。

成18年度導入 を目途に基本 ・ 人文 学部 夜間主 コー スの 教育 の成 果を検 証す るた め、 卒
設計を構 築する。

業生 ３学年198名を対象と したアンケー ト調査を実施 し、
調査結果 を冊子にまとめた 。

（平成 18年度から実施） ・外 部評 価を 受け るため に資 料等 の準備 を開 始し 、平成 18
〜19年度 中に評価項目の洗 い出しを行うこと とした。
個 別 指 導 を 充 実 さ せ る ほ ・各研究科 の取り組みは、次 のとおり。
か、 実務経験者 、企業研究
者等 による指導 を行い、高

・人文社 会科学研究科
平成 18年度 から、 臨床 人間 科学 専攻 のな かに共 生社 会
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度な 専門的知識 を習得させ

学 コー スを立 ち上 げ、 臨床 心理 士資格 養成 に加 えて 、

る。

専門社 会調査士資格を修 得するシステムを 取り入れて 、
カ リキ ュラム の充 実を 図っ た。 臨床人 間科 学専 攻で は
対 人援 助専門 職が 実際 に直 面す る法と 倫理 問題 に焦 点
を据え て、実践的な授業 を展開してきた。
・情報学 研究科
社 会人 リフレ ッシ ュ教 育特 別コ ースの 学生 対象 に実 務
経 験者 による 授業 を開 講し 、他 コース の学 生も 受講 で
きるよ うにした。
・理工学 研究科
産 業技 術総合 研究 所及 び宇 宙航 空研究 開発 機構 （Ｊ Ａ
Ｘ Ａ） と連携 大学 院協 定を 締結 し、院 生（ １名 ）が 直
接研究 指導を受け、高度 な専門的知識を習 得した。
・工学研 究科（平成18年度 設置）
事 業開 発マネ ジメ ント 専攻 を設 け、主 とし て社 会人 を
対象に 実務経験者による 授業を開講するこ ととした。

国際 学会・シン ポジウムへ ・各研究科 生の参加・発表状 況は、次のとおり である。
の参 加・発表等 を積極的に

参加

発表

旅費の補助

16件

9件

有

推進 し、国際的 水準の高度

情報学 研究科

な専 門知識を習 得させ、研

農学研 究科

2件

2件

有

究開 発能力の向 上に役立た

理工学 研究科

7件

91件

有

せる。

電子科 学研究科

37件

34件

有 又は無

・国際会議 で最優秀賞の発表 をした学生
第15回 国際 オスト ラコ ーダ シン ポジ ウム 、シル ベス タ
ー・ブ ラッドレイ賞受賞
評価 会議におい て、卒業生 ・評価会 議において、 学生の学力や資 質・能力について 教
及び 就職先の評 価による教

育の 効果 及び 成果を 卒業 生及 び就 職先 の評 価（ア ンケ ー

育成 果の検証シ ステムの平

ト形 式） により 検証 する こと を決 定し、 基本 方針 を策 定

成18年度導入 を目途に基本

した。

設計を構 築する。

（ ２）入学者受け入 れに関する実施状況
各学 部、研究科 等の求める ・各学部の 求める学生像を明 確にした。
学生 像を明確に し、広く情 ・情報公開 として次のような 取り組みを行った 。
報を 公開すると ともに、そ

ホームペ ージの充実

れに ふさわしい 入試を実施

オープン キャンパス、高校 訪問、土曜進学相 談会の実施
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する。

高校から の生徒、教諭、Ｐ ＴＡなどの学部見 学開催
・ ふさ わし い入試 の実 施と して 次の ような 取り 組み を行 っ
た。
ＡＯ入試 の導入拡大、 推薦入試の導 入拡大
【改善事項 】
・各学部の 求める学生像を明 確にし、公開につ いては、平
成18年 度早期 に本 学公 式ホ ームペ ージ に掲 載する こと と
した。

全 学 入 試 セ ン タ ー を 中 心 ・ すべ ての 学部で 推薦 入試 を実 施。 併せて 、専 門高 校枠 も
に、 専門高校か らの推薦入

全学的に 拡充した。

試の 拡充等、受 験生を多数 ・ 受験 生を 多数確 保す るた めの 対策 として 次の よう な取 り
確保 するための 対策を講ず

組みを行 った。

る。

・学部説 明会、土曜進学相 談会に積極的に参 加
・夏 季オ ープン キャ ンパ スの 開催 （午前 ・午 後２ 部制 の
導入）
・人文、 情報、工学、農学 部で編入学試験実 施
【改善事項 】
・平 成17年 度の 出願者 数が 激減 した こと から 、その 対応 策
の一 つと して、 静岡 県内 の大 学が 加盟す る大 学ネ ット ワ
ーク 静岡 におい て、 合同 説明 会を 開催す るこ とを 決定 し
た。

入試 制度の多様 化、入学機 ・ 多様 な学 生を受 け入 れる ため の入 試改革 を次 のと おり 行
会の 拡充及び長 期在学制度

った。

の導 入等により 、留学生、

・推薦入 試枠の拡大

社会 人等を含む 多様な学生

人文学 部：社会、法

を受け入 れる。

教育学 部：家庭科、音楽
情報学 部：情報科学、情 報社会
・ＡＯ入 試枠の拡大
人文学 部：経済
工学部 ：電気・電子
・専門高 校枠の新規導入
工学部
・ 過去 ３年 間の入 学状 況は 、次 に示 すとお り多 様な 入試 に
より学生 を受け入れた。
区分

一般 選 抜

AO

16年度 1,831 46(7)

推薦

帰 国子 女 社会人 留学生
2

68

36

2,256[1]

17年度 1,763 57(10) 281(10) 0

55

25

2,181[1]

18年度 1,601 60(10) 348(20) 0

44

16

2,069[0]
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273(9)

計

※（

）につ いては 、専門高校枠による 入学者数を 、
［

］

については、 障害者の入学者数を 、内数で示す。
選抜 制度別の入 学生の学習 ・ 全学 入試 センタ ーの 入学 者選 抜方 法研究 部会 で全 学的 な
状況 、進路等に ついて追跡

テー マ、 学部固 有の テー マを 設定 し、調 査研 究結 果を 発

調査 を行い、選 抜方法の改

表した。

良と適正 化を図る。

・ 年内 合格 者（Ａ Ｏ入 試、 セン ター 試験を 課さ ない 推薦 入
試に よる 合格者 ）を 対象 とし たオ リエン テー ショ ンの 実
施と入学 前準備教育を推進 した。
・ 入学 前準 備教育 のた め本 学退 職教 員を教 育特 任教 授と し
て委嘱し た。

（ ３）教育内容等に 関する実施状況
共通 科目シラバ スに「予習 ・ 全学 教育 科目及 び学 部専 門科 目と も、シ ラバ ス様 式を 統
復習 」に 関する項目を設け 、

一 し 、「 予 復習 」 欄 を設 置 し た。 ま た 、実 用 英 語教 育 で

平成18年 度新カリキュラム

はＣ ＡＬ Ｌを利 用す る学 生に 対し 自習課 題を 指定 した 予

に向 けて、時間 割の編成作

復習を課 した。

業等を進 める。

・ 新カ リキ ュラム に向 けて 、全 学教 育科目 と学 部専 門科 目
の有機的 連携を図りつつ、 時間割の編成作業 を進めた。

カリ キュラム改 正案及び高 ・平 成18年 度か ら専門 高校 入学 者の みな らず 、高校 での 未
校教 育を補完す る授業科目

履修 科目 の「補 習授 業」 を１ 年次 前期に 開設 する こと と

（理 系科目）を 確定させ、

した。

平成 18年度実 施に向けた準

人文学部 ：「 経済数学Ⅰ 」、「経済数学Ⅱ」 の開設

備を行う 。

情報学部 ：数学、物理科目 の実施
理 学 部 ：「 物 理 入門 」 の開 設 、 数学 の 習熟 度 別ク ラ ス
編成
工 学 部：理 系科 目の 課外 補習授 業の 実施 、専門 高校 の
数学教育の実態 調査の実施
【改善事項】
・高 校教 育を 補完 する 理系 授業科 目を 平成 18年度か ら開 講
すること とした。

卒業 後の進路を ふまえた教 ・ キャ リア 教育推 進プ ログ ラム とし て３年 次に 各学 部に お
育プ ログラムに より、イン

ける イン ターン シッ プを 組み 込ん でいる 。ま た、 同窓 会

ター ンシップを 積極的に取 ・ＯＢ等実 社会経験者をキャ リアアドバイザー として迎え 、
り入れる 。

イン ター ンシッ プ及 び就 職活 動に 関する カウ ンセ ラー を
委嘱して いる。
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・ イン ター ンシッ プの 参加 学生 数及 び単位 制度 の導 入状 況
は次のと おりである。
区分 人文

教育 情報

17年度 57(3) 26(1) 23(1)

理学
0

工学

農学

60(4)

77(4)

計
243(13)

※( )書は 、単位制度を導 入している当 該学部の学科 又は
課程の 数を示す。
教育 検討会議及 び各学部に ・全学的体 制
おい て、総合的 教育プログ

教育 検討 会議 では、 平成 18年度に 向け 教養 教育新 カリ キ

ラムの検 討を進める。

ュラ ムに 「キャ リア 形成 科目 」及 び「フ ィー ルド ワー ク
科目 」を 設定し た学 士課 程教 育プ ログラ ムの 策定 を行 っ
た。
・各学部の 状況
人文 学部 ：法学 科・ 経済 学科 で法 学、経 済学 への 導入 と
なる 教材 を作 成し 、教 育プロ グラ ムの 基盤 と
して活用。
情報 学部 ：学 部の新 カリ キュ ラム に対 応し た大学 院の 教
育内容・体制を 検討中。
工 学 部：学 部で 基礎 力と 応用力 、大 学院 で研究 力を つ
ける体系的カリ キュラムに変更。

国際 的通用性・ 共通性を有 ・平 成17年 度か ら、Ｔ ＯＥ ＩＣ 等の 得点 によ り、共 通科 目
する カリキュラ ム編成に努

「英 語」 の単位 とし て認 めた 。ま た、Ｊ ＡＢ ＥＥ に対 応

める とともに、 国際標準が

する ため に共通 科目 シラ バス に「 成績評 価基 準」 や「 予

ある 分野では教 育目的に合

復習」欄 等に必要な項目を 設けた。

致す る限り、積 極的に認定 ・ 人文 学部 では、 国際 的な 活動 に従 事する ため に必 要と さ
を受ける 。

れる 最低 限の読 解力 を身 につ ける 目的で 「経 済英 語Ⅰ ・
Ⅱ」 を２ 年生に 開設 した 。ま た、 国内・ 国外 のビ ジネ ス
シー ンで 必要と され る語 学力 ・デ ィスカ ッシ ョン 能力 を
身 につ ける 目的 で、 18年 度か ら３ 年生 に「 ビジネ ス外 国
語Ⅰ・Ⅱ 」を開設すること とした。

学生 の関心と学 習目標に応 ・全学教 育企画委員会 で他学部授業の 履修状況及び転学 部･
じて 、他学部の 授業の履修

転 学科 の実 施状 況に つい て平成 16年度 に引 き続き 調査 を

を奨 励するとと もに、大学

行い 、奨励･改善策を検討 した。広い専 門知識の習得 の機

教育 センター会 議及び学部

会を 拡大 するこ と、 入学 後の 進路 変更の 可能 性を 広げ る

にお いて、転学 部・転学科

措置の検 討を行った。

制度 の改善に向 け検討を進 ・ 教育 学部 ：学部 のカ リキ ュラ ム検 討委員 会に おい て、 教
める。

員希 望の 他学 部学 生と 教育学 部の 専門 志向 の
学生の「交換転 学部制度」を構想
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・ 情報 学部 ：他学 部の 授業 の履 修を 奨励す る方 法と して 全
学開放科目を選 定
・農 学 部 ：積 極的に 受け 入れ 態勢 を図 るた め、内 規の 申
し合 わせ を承 認し 、受 け入れ 学生 数の 拡大 を
図った。
静岡 大学の置か れた地域に ・ 人 文学 部 ： 地域 の 人 たち と 学 ぶ 、「 フ ィー ル ド ワー ク 」
つい て学ぶ教育 や地域特性

科 目の 導 入 。寄 付 講 座「 静 岡 の文 化 」「情 報 意 匠論 」 の

を 活 かし た 教 育を 導 入す

開講 。市 民と本 学教 員・ 学生 で作 る通称 「天 晴れ 会」 の

る。

協力 の下 、静岡 の文 化の 掘り 起こ し、多 くの 市民 が参 加
し成 果発 表会を 開催 。学 生た ちが 運営主 体と なっ て、 一
般 市民 から 学ぶ 「天 晴れ 門前塾 」を 開講 。OHYAプ ロジ ェ
クト で大 谷地区 住民 と大 学と の交 流を深 める 活動 を展 開
したた。
情 報 学部 ：「 コ ン テン ツ マネ ジ メン ト 」、「フ ィ ール ド リ
サー チ」 など地 域の 産業 ・文 化に ふれる 教育 ・研 究を 充
実させた 。
理 学 部 ：地 域に出 向い て地 域特 性を 学ぶ 授業「 生物 環
境科学野 外実習Ⅰ」を展開 した。
工 学 部 ：佐 鳴湖の 水質 汚染 問題 など 身近 な環境 問題 を
取り入れ た授業を導入した 。
農 学 部：「 フィ ー ル ド科 学 実地 演 習 」に お い て地 域 フ
ィー ルド を題材 とし た自 主研 究を 展開。 地元 のＮ ＰＯ な
どの協力 を得てフィールド 科学演習を導入し た。

理系 学部、学科 の学生に十 ・平 成18年 度か ら全学 教育 科目 カリ キュ ラム に「理 系基 礎
分な 基礎学力を 習得させる

科目 」を おき、 高校 での 未履 修者 向けク ラス と既 修者 ク

ため 、学部横断 的に展開す

ラスを開 設することとした 。

るカ リキュラム の実施に向
け準備を 進める。
県内 の公私立大 学等と連携 ・ 県内 の公 私立大 学等 と連 携し た共 同授業 と連 携講 義を 次
した 共同授業・ 遠隔講義等

のとおり 実施した。

を推進す る。

共同授業
①浜松 医科大学外6大学2短期大学部
②151
③ 26(静大認定者)
連携講義
①浜松 医科大学外1大学1短期大学部 １研究所
② 49
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③ 10(静大認定者)
※①は参加大 学、②は受講者数、 ③は単位取得者数
・ 県内 の公 私立大 学等 との 単位 互換 協定の 締結 状況 は、 次
のとおり 。
・静岡県 立大学と静岡大学
・静岡文 化芸術大学と静岡 大学
・静岡産 業大学情報学部と 情報学部
シラ バスに、予 復習に関す ・平成17年 度シラバスに予復 習の項目を明記し た。
る事 項を明記す るよう全学 ・平 成18年 度か らシラ バス の様 式を 全学 統一 し、予 復習 の
的に周知 徹底させる。

欄を設定 することとした。
・ 人文 学部 社会学 科、 工学 部シ ステ ム工学 科の 一部 授業 科
目で は講 義内容 をウ ェブ 上に 公開 し、復 習用 の資 料と し
て活用で きるようにした。

工 学 系 の も の づ く り 教 育 ・各学部等 で、学生参加型授 業を次のとおり実 施した。
等、 学生参加型 授業を積極

人文 学部 ：講義 と学 生参 加型 の演 習・実 習を 組み 合わ せ

的に推進 する。

た教 育を 展開し 、学 生発 表会 を行 い、優 秀者 を学 科賞 や
研究奨励 賞で顕彰し、学習 動機を高めた。
教育 学部 ：学 校教育 実践 研究 の授 業に おい て、静 岡市 立
富士見小 での教育体験活動 に「 振り返りの会 」を加 えて 、
学部 生・ 大学院 生・ 小学 校教 員・ 大学教 員に よる 共同 検
討会を実 施した。
工 学 部： 平 成1 8年度 か ら全 学 教育 科 目 のな か で 、「 工
学 基礎 実習 」、「 創造 教育 実習」 を開 設する こと を決定 し
た。

マル チメディア 視聴覚シス ・ 学生 講師 による 「学 生に とっ て見 やすい ＰＰ Ｔ」 講習 を
テム 等、様々な メディアを

実施した 。

活用 した教材を 用いた授業 ・ 情報 学 部と 教 育 学部 の 連携 に より 、「情 報 と社 会 」、「 大
のあり方 を研究する。

学を考え る」をコンテンツ 化した。
・総 合科 目「 エネル ギー と環境 」で 、e-Learningによる 授
業を展開 した。
・ 全学 ＦＤ 活動の 一環 とし て、 コン ピュー タを 活用 した パ
ワー ポイ ントに よる 教材 提示 のあ り方に 関す る講 習会 を
実施した 。
・ 情報 学部 では、 文工 融合 の特 色を 生かし ，文 系教 員の コ
ンテ ンツ を工系 の教 員が マル チメ ディア 化す る試 みを 実
施した。
・ 理学 部で は、講 義室 に液 晶プ ロジ ェクタ ーを 設置 し、 Ｄ

- 13 -

ＶＤ の使 用もで きる 教室 を確 保す るとと もに 、各 講義 室
に無線Ｌ ＡＮを設置した。
全学 的に、実習 ・フィール ・平 成18年 度か ら、工 学・ 農学 部が フィ ール ドワー ク科 目
ドワ ークなど体 験的授業の
単位化を 進める。

を全 学教 育科目 とし て開 講す るほ か、人 文・ 教育 ・情 報
・理学部は 既存専門科目とし て開講することと した 。。
・ 情報 学部 では、 ＩＤ プロ グラ ムに おいて フィ ール ドワ ー
クを 中心 とした 体験 的授 業を 大幅 に増や し、 ＣＳ プロ グ
ラム では 夏休み のイ ンタ ーン シッ プを実 施し 、Ｉ Ｓプ ロ
グラムに も拡大することを 検討中である。

少人 数教育等、 個々の学生 ・各学部の 少人数教育等の取 り組みは 、次のとおり である 。
に対 するきめこ まかな指導

人文学部

体制の充 実を図る。

・ 法学 科に おい て、 平成 17年 度入 学生 より 卒業研 究を 単
位化し た 。（他の学科に おいては、既に単 位化済み）
・平 均的 な単位 取得 を下 回る 学生 や留年 を繰 り返 して い
る 学生 を年２ 回、 教務 委員 会で リスト アッ プし 、各 指
導教員 からの指導を行っ た。
・今 年度 から年 に２ 回、 学生 の同 意を得 て保 証人 への 成
績表の 送付を行った。
教育学部
履修者の 多い教職関連授業 科目では分割して 、実 施した 。
情報学部
教員 が単 位不足 の学 生を 把握 する ための 情報 交換 の仕 組
みや 単位 不足の 学生 が定 期的 に指 導教員 を訪 問す る仕 組
みを整備 した。
理 学 部
１ 年生 から ，少 人数 （10〜15人） 担任 制や 副担任 制を 導
入し、き め細かな指導を実 施した。
工 学 部
・工学英 語は全教員による 少人数教育を実施 した。
・留 年生 で、成 績不 振等 の学 生に 対して 本人 ・保 護者 を
通 して 、科目 履修 予定 、授 業態 度、日 常の 生活 態度 な
どのき め細かな助言・指 導を行った。
農 学 部
現行 のク ラス担 任制 を補 完す る指 導教員 制な どの 充実 策
の検討を 始めた。

厳正 な成績評価 を実施する ・平 成18年 度か ら新た な「 成績 評価 」シ ステ ムを全 学的 に
ため に、授業の ねらいの明

実施 する ことと し、 学則 の改 正及 び「単 位認 定等 に関 す
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確化 と、評価基 準、評価方

る規程」 を制定した。

法の 在り方につ いて、大学
教育セン ターで素案を作
成する。

(成績評価)
第4条

成績の評 価は 、「秀 」、「優 」、「良 」、「可 」及び

「不可」 の評語で表し、100点満点中 90点以上を「秀」
80点以上90点未 満を「優 」、70点以 上80点未満を「良 」
60点以上70点未満を「可 」、60点未満を「 不可」とし、
「 秀 」、「優 」、「 良」及 び「可 」を合 格とし 、「不可 」を
不合格とする。
２

前 項の 規定 のほ か、 授業科 目に よっ ては 、「合 」及

び 「 否 」 の評 語 で 表す こ と がで き る こ とと し 、「合 」
を合格とし 、「 否」を不合格とする 。
（出 典：静岡大学単位認 定等に関する規程 ）
・学部独自 では、次のような 取り組みを行った 。
人文 学部 ：経済 学科 にお いて 、複 数教員 が担 当す る科 目
につ いて 、授業 内容 ・進 度・ テス ト・評 価基 準を 統一 し
た。
工 学 部 ：複 数の学 科に おい て、 専門 科目 を複数 担当 と
し、 シラ バスの 作成 、成 績評 価及 びその 責任 を複 数で 担
当するこ ととした。
総合 的な成績評 価制度の導 ・平成18年 度から新しい成績 評価方式を実施す ることとし 、
入に ついて検討 を重ね、成

「単 位認 定等に 関す る規 程」 を制 定し、 特に 優秀 な学 生

績評 価法の改正 案を策定す

に対 する 評価と して 「秀 」を 設け た。な お、 ＧＰ Ａ制 度

る。

につ いて の中間 検討 結果 を得 たが 、翌年 度に 向け て継 続
的課題で ある。
・各学部で は、次のような取 り組みを行った。
人文 学部 ：総合 演習 やフ ィー ルド ワーク 基礎 演習 のよ う
な学生に よる試行錯誤の過 程を重視した授業 においては 、
学生 自身 に毎回 の授 業に 関す る活 動記録 等を 作成 させ る
こと によ り、達 成度 によ る成 績評 価では なく 、過 程を 重
視した成 績評価を行った。
情報 学部 ：各担 当教 員の 成績 評価 方法を 教員 間で 開示 し
共有した 。

他大 学出身者や 社会人入学 ・各研究科 において、次のよ うな取り組みを行 った。
者向 けの大学院 導入科目の

人文 社会 科学研 究科 ：他 大学 研究 科との 単位 互換 、市 街

充実 、それぞれ のニーズに

地中 心部 でのサ テラ イト 授業 によ って、 大学 院生 のニ ー

応じ た体系化さ れたカリキ

ズに応え た。
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ュラム編 成に向け、検討

情報 学研 究科： 社会 人リ フレ ッシ ュ特別 コー ス（ ５名 定

を進める 。

員） を昨 年度か ら導 入し 、社 会人 入学者 のた めの 特別 導
入科 目と して数 学、 プロ グラ ミン グ、ネ ット ワー クを 提
供してい る。

自然 科学系新大 学院の平成 ・ 教育 分野 に特化 した 新大 学院 （自 然科学 系教 育部 ）が 、
18年 度設置に 向け、新たに

平成18年 度設置認可された 。

組織 する教育部 構想の具体

・養成す る学生像

化を図る 。

幅 広い 素養を 持ち 、深 い専 門知 識と知 力を 身に つけ た
先端技 術者･研 究者を養成
・教育研 究分野を特化
光電 子工 学・ 情報 科学 (浜 松)、 環境 科学 ・バイ オ科 学
(静岡)
・短期集 中型講義を導入
専 門 科目 の 間口 を 広 げた 専 攻毎 の 「 総論 」、 基礎 的 共
通科目 、「新領域」科目 によるＴ型指向の 教育を実施
・教員組 織と学生組織を分 離
時 流の 変化に 即し た柔 軟性 のあ る組織 運営 、教 育編 成
が可能
・特別研 究（必修３単位） にインターンシッ プを導入

シラ バスに、授 業内容、成 ・各研究科 において、シラバ スに、授業内容、 成績評価方
績評価方 法等を明記する。

法等を明 記した。

（４）教育の実施 体制等に関する
全 学 的 見 地 に 立 っ て 各 部 ・ 国際 交流 センタ ーの 組織 強化 のた め、国 際交 流担 当の 副
局、 センター等 に教職員を

学長 を配 置する とと もに 、マ ネジ メント 担当 の助 教授 を

戦略的に 配置する。

配置する こととした。

講座 制の見直し や教員の柔
軟な配置 を図る。

・各学部において 、次のような取り組 みが行われた。
人 文学 部 ： 講座 別 の 人事 を 廃 止し 、「 人事 管 理 委員 会 」
を設 けて 全学部 的に 柔軟 かつ 機動 的に人 事を 行う 体制 を
整えた。
教育 学部 ：全 学部的 見地 から 教育 実践 総合 研究セ ンタ ー
に新 たに 設置し た対 外連 携部 門に 任期制 教員 １名 を配 置
した 。（県教委から派遣さ れた教員を充てた 。）
情報 学部 ：学部 全体 の教 育研 究を 勘案し て柔 軟な 人事 を
進めるた めの人事委員会を 設けた。
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理 学 部： 学 科別 の 教 員定 員 管理 を 廃 止し 、「 人事 管 理
委員 会」 を設け 学部 全体 でバ ラン スのと れた 人事 管理 を
進めた。
受講 者の多い実 験・演習科 ・ 受講 者の 多い、 また アド バイ スを 多く必 要と する 講義 ・
目に おいては、 原則として

実験 ・演 習科目 に優 先的 にテ ィー チング ・ア シス タン ト

ティ ーチング・ アシスタン

を配置し 、教育活動を支援 するための体制を 整えた。

トを 付けるなど 教育活動を ・雇用状況 (延べ人 数)は、次 に示すとおりであ る。
支援 するための 体制を整え 区 分 人文 社会 科学 研 究科 教 育学 研究 科 情報 学研 究科 理 工学 研 究科 農 学研 究科 電 子科 学研 究科
る。

17年 度

37

49

41

246

140

5

計
518

大学 教育センタ ーＦＤ資料 ・大学教 育センターＦ Ｄ資料室の関係 資料を整備充実し
室の 資料を拡充 し、メディ

た。

ア 教 材の 有 効 活用 を 進め
る。
附属 図書館にお いて学習用 ・附属図 書館委員会の 下に設置された 学生用図書選定部 会
図書 等資料類の 系統的整備

(本館:各分野の担 当教員等29名 、分館:各分野の担当 教員

を行う。

等25名)に おいて検討し、 附属図書館備 付学生用図書 を選
定・整備 した。

コン ピュータ・ リテラシー ・大 学教 育セ ンター 内に 設置し たe-Learning推進 室を中 心
教育や e-Learningのための

に 、静 岡・ 浜松両 キャ ンパス にお いて e-Learningのカ リ

施設設備 を改善する。

キュ ラム 開発を 進め ると とも に、 全学的 な基 盤シ ステ ム
について も検討を進めた。
・各学部等 において、次の取 り組みが行われた 。
人文 学部 ：無線 ＬＡ Ｎを 使用 でき る研究 室や 法情 報室 を
整備した 。
情報学部 ：ウェブベースの 英語教材を導入し た。
理 学 部 ：e-Learningの ため各 講義 室に無 線Ｌ ＡＮの 端
末を 設置 した。 高校 教科 「情 報」 の課程 認定 に伴 い、 数
学科に情 報端末室を新設し た。
工 学 部：教 室に 情報 コン セント を設 置し 、常時 ノー ト
パソコン の使用ができる環 境を整えた。
電子 科学研 究科 ：e-Learningの ため のテレ ビ会 議シス テ
ムの導入 を進めた。

シ ラ バ ス の 電 子 化 を 進 め ・既 に大 学教 育セ ンター のＨ Ｐに 掲載し てい るが 、平成 18
る。

年度 から は様式 を統 一し て全 学部 のＨＰ に掲 載す るこ と
にした。

- 17 -

学生 への掲示・ 呼び出し等 ・ 学生 への 掲示・ 呼び 出し を一 部電 子化し 、さ らに 学生 と
の電 子化等、学 習環境の電

のア クセ スにお いて 電子 ・ネ ット ワーク シス テム の導 入

子・ ネットワー ク化を充実

に向け検 討を進めた。

させる。

・各学部等 において、次の取 り組みが行われた 。
人文 学部 ：休講 掲示 をウ ェブ に掲 載し、 携帯 電話 から 見
られるシ ステムを導入した 。
理 学 部：学 部玄 関に モニ ター画 面を つけ 、一部 電子 化
を進めた

学部 ・学科の壁 を越えた授 ・ 全学 教育 企画委 員会 で前 年度 に引 き続き 、学 部・ 学科 の
業科 目の履修を 可能とする

壁を 越え た履修 促進 に向 けた 検討 を行っ た。 現状 にお い

ための 具体的方策を 平成18

て実現可 能な方策として 、「全学開放科目」 を設定した。

年度 実施に向け 大学教育セ

人文 学部 ：他学 科教 員に よる 授業 を学部 共通 科目 とし て

ンターを 中心に検討する。

設置
情報 学部 ：他学 部・ 他学 科の 修得 単位を ６単 位ま で卒 業
要件単位として 認定
理 学 部 ：学 科の壁 を越 えた 放射 化学 教育 を実施 、他 学
部・他学科の授 業単位を授業科目 として認定
農 学 部 ：他学部、他学科 の授業単位を８単 位まで認定
【改善事項 】
・「 全学 開 放 科目 」 を 設定 す る こと に よ り、 学 部 ・学 科 の
壁を越え た履修を一部可能 にした。

（５）学 生への支援に関する 実施状況
修学 上の諸問題 についての ・学修及び 生活面での教員に よる指導の徹底化 を図るため 、
相談 ・指導・連 絡体制を整

全学学生 委員会において「 指 導教員の手引き 」を作 成し 、

備する。

全学部に 配付した。
・ 大学 教育 センタ ー及 び浜 松キ ャン パス（ 情報 ・工 学部 ）
で学期初 めに履修相談を実 施した。
・ オフ ィス アワー は、 全学 のシ ラバ スに明 記す るこ とに し
た。
・授業メー ル相談の利用状況
平成16年度：23件
平成17年度：33件
・各学部等 において、次の取 り組みが行われた 。
人文学 部：「 指導教 員の手引き」に より指導学生に対 し、
少な くと も年２ 回は 個別 面談 を必 ず行い 、教 務上 及び 生
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活上 の相 談にの って いる 。内 容は 「学生 カー ド」 に記 入
し、継続 的に指導助言して いくシステムを導 入した。
情報 学部 ：年 ２回の 履修 ガイ ダン スを １年 生から ４年 生
まで 学年 別に実 施し た。 教務 委員 が全員 の成 績表 をチ ェ
ック し， 赤マー ク， 黄色 マー クを 貼った 成績 表を 履修 ガ
イダ ンス で渡し ，学 生に 個別 指導 した。 ガイ ダン スに 出
席し ない 学生に 対し ては ，別 途， 学生委 員会 経由 で指 導
教員 に成 績表を 配布 して 個別 指導 を依頼 した 。浜 松工 業
会 の協 力 で 保護 者 懇 談会 を ４ 地域 で 実 施し た 。（面 接 保
護者総計 80名）
工 学 部：修 学面 での 相談 助言体 制充 実の ため、 浜松 工
業会 （工 学部・ 情報 学部 同窓 会） の協力 で保 護者 との 個
別面談を ４地域で実施した （面談保護者総計 210名 ）。
自主 的学習を支 援する環境 ・ 附属 図書 館と総 合情 報処 理セ ンタ ーが協 力し 、情 報端 末
（施 設・設備等 ）の充実を

の整 備拡 充、自 主的 学習 での 利用 拡大を 引き 続き 実施 す

図る。

ると とも に、大 学会 館に 自習 室を 設置し た。 また 、厚 生
施設等の 施設整備と利用拡 大について検討を 進めた。
・各学部等 において、次の取 り組みが行われた 。
情報 学部 ：本 年度で 自主 的学 習環 境の 整備 は、ほ ぼ完 了
した。
理 学 部 ：全講義室にエア コンを導入した。
工 学 部：各 学科 から 建物 有効利 用の 目的 で、部 屋を 拠
出し 、多 数の大 小の セミ ナー 室な ど自習 スペ ース を確 保
し た。 平成 18年度か ら数 学の 質問 を受 け付 ける「 数学 の
広場」を 開設することとし た。
留学 生セ ンタ ー：留 学生 が空 いて いる 時間 帯に自 主的 に
日本 語学 習がで きる よう に、 コン ピュー タ教 室の パソ コ
ンに 必要 なソフ トを イン スト ール してい つで も利 用で き
るように した。
【改善事項 】
・学生の自 習スペースを確保 し 、エアコンを導入す るなど 、
自主的学 習環境の整備を進 めた。

学業 成績優秀者 に対する表 ・ 本年 度か ら学業 成績 優秀 者に つい て、学 長表 彰を 実施 す
彰制 度の積極的 な運用を図
る。

ることと なり、表彰は卒業 式において行うこ ととした。
・各学部等 において、次の取 り組みが行われた 。
人文 学部 ：学 生発表 会で 優秀 者を 学科 賞や 研究奨 励賞 で
顕彰した 。今年度卒業生か ら、成績優秀者を 表彰した。
教育学部 ：学業成績等優秀 者を表彰した。
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情報学部 ：学習奨励賞を設 け表彰した。
理 学 部：学 業成 績優 秀者 に対す る学 部長 表彰制 度を 新
設した。
工 学 部：浜 松工 業会 （同 窓会） の支 援に より、 成績 優
秀者 （各 学科２ 〜３ 名） に学 習奨 励賞を 授与 した 。村 川
奨学 金制 度を設 立し 、経 済状 況、 入学の 目的 等、 面接 審
査の上、 １年生５名に支給 した。
農 学 部：学 業成 績を 一定 基準で 数値 化し 、優秀 者を 表
彰した。
学生 モニター制 度やオピニ ・ 授業 に対 する学 生か らの 要望 等を 受け入 れる ため に「 授
オン ボックスを 活用して、

業相 談室 」を開 設し 、さ らに 来室 が困難 であ る学 生の た

学生のニ ーズを把握する。

めに 授業 改善に 関す る要 望等 を受 け付け る専 用メ ール ア
ドレスを 設けて対応するこ ととした。
・ オピ ニオ ンボッ クス にカ リキ ュラ ム・授 業改 善、 教育 環
境の整備 など25件の投書が あった。
・各学部に おいて、次の取り 組みが行われた。
人文 学部 ：直 接学生 の要 望を 聞く 場と して 、また 教員 と
学生 のふ れあい の場 とし て「 学部 懇談会 」を 昼間 コー ス
及び夜間 主コース別に開催 した。
教育 学部 ：オ ピニオ ンボ ック スを 積極 的に 活用し 、喫 煙
場所の設 置 、授業の要望等が学 生の声として反映 された 。
情 報 学 部：「 学生 と の 対話 集 会」 を 開 催し 、 授 業ア ン ケ
ート 結果 に基づ き、 ３プ ログ ラム 制の教 育に つき 、学 生
の要望を 聞くとともに意見 交換を行った。

生活 面、修学面 等に関する ・平 成17年 度か ら、静 岡・ 浜松 両キ ャン パス ごとに 保健 管
学生 相談助言体 制の充実を

理セ ンタ ーと学 生相 談室 がそ れぞ れ年数 回の 定期 的な 会

図る。

合を 開催 すると とも 、全 学的 な合 同研究 会を 開催 し、 生
活面及び 修学面に関する相 談窓口間の連携強 化を図った 。
・ 従来 の相 談窓口 に加 え、 在学 生に よる「 新入 生な んで も
案内」を 設置し、円滑な大 学生活への導入を 図った。

就職 課を中心に 就職指導体 ・ 全学 の就 職担当 教職 員を 対象 に、 学生の 就職 意識 に対 応
制を充実 させる。

した就職 支援について研修 会を開催した。

キャ リア・アド バイザーを ・ 静岡 及び 浜松キ ャン パス にそ れぞ れキャ リア ・ア ドバ イ
活用 する等して 就職指導体
制の充実 を図る。

ザーを配 置し、学生への指 導・相談体制を充 実した。
・ 工学 部で は、職 員の ボラ ンテ ィア で、就 職ア ドバ イザ ー
を配置し た。
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イ ン タ ー ン シ ッ プ 等 の 充 ・ 各学 部・ 大学院 にお ける 就職 支援 状況は 、次 のと おり で
実、 同窓会との 協力等によ ある。
り就職支 援を進める。

人文 学部 ：就職 委員 会企 画に より 、各方 面で 活躍 実績 の
ある卒業 生３名（ 公務員 、報道機関 、産業 界 ）を 招いて 、
３年 生を 対象に した 「先 輩に 聞く 仕事と 人生 」の 講演 会
を開催し た。
教育 学部 ：同窓 会と の協 力の 下、 教員試 験対 策ガ イダ ン
スを実施 した。
農 学 部 ：同 窓会の 協力 の下 で同 窓会 メン バーに よる 就
職相談会 を設けた。
理工 学研 究科： 高度 人材 育成 プロ グラム とし て地 元企 業
（ス ズキ 株式会 社） と長 期イ ンタ ーンシ ップ 制度 を締 結
し 、６ヶ月 の長期派遣プログ ラムを導入し 、大学院 生（ 博
士前 期課 程）２ 名が 参加 した 。ま た、同 窓会 ・０ Ｂに よ
る就職セ ミナーを実施した 。
・インター ンシップの参加学 生数及び単位制度 の導入状況
（ 実績数は 上掲：１７頁教育 内容等に関する目標 ）参照 ）

学業 成績、奨学 金の受給状 ・ 学業 成績 優秀者 に対 する 授業 料免 除枠に つい て検 討を 進
況、 経済状況、 生活実態を

めた。

総合 的に評価し た、授業料 ・ 被災 学生 に対す る授 業料 免除 の特 例扱い に関 する 申し 合
・入 学料等の減 免を含めた

わ せを 作成 し、 平成 17年 度後 期か らの 被災 者に適 用す る

新 た な助 成 制 度を 確 立す

こととし た。

る。

・ 村川 奨学 金制度 を設 立し 、経 済状 況、入 学の 目的 等、 面
接審査の 上、１年生５名に 支給した。
・人文学部 では卒業生の寄付 金（ 1,000万円 ）を基金として 、
平成18年 度より奨学金給付 制度を創設するこ ととした。

各種 奨励奨学金 情報入手の ・平 成17年 度か ら、申 請手 続き をホ ーム ペー ジ「キ ャン パ
利便 化を図り、 申請手続き

スライフ 」の「奨学金情報 」欄に掲載した。

に関する 支援を行う。
福 利 厚 生 施 設 の 充 実 に 向 ・ 人文 学部 では「 学生 懇談 会」 を昼 間学生 、夜 間主 学生 、
け、 学生のニー ズを把握す

大学 院学 生の３ グル ープ ごと に開 催し、 学生 ニー ズの 把

る。

握に努め た。
・ 情報 学研 究科で は、 大学 院リ フレ ッシュ コー スの 学生 を
対象 に福 利厚生 施設 充実 のた めの ニーズ 探索 調査 を実 施
した。
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学内 外の施設を 利用したサ ・人文社会 科学研究科の一部 講義を静岡県立大 学と共同で 、
テライト 教室の開設に向

市街地中 心部の静岡市産学 交流センターで開 講した。

け整備計 画を策定する。
浜松 キャンパス における留 ・ 留学 生カ ウンセ ラー を浜 松キ ャン パスに 配置 し、 教育 指
学生 教育・指導 体制を充実

導・支援 体制の充実を図っ た。

させ る。また、 指導教員に ・ 指導 教員 に対す る指 導要 領及 びチ ュータ ーに 対す るマ ニ
対す る指導要領 及びチュー

ュ アル の検 討を 進め 、平 成18年度 中に 作成 するこ とと し

ター に対するマ ニュアルを

た。

作成する 。
日本 語教育（予 備教育、補 ・国 際単 位の 互換制 度− アジア 太平 洋大 学交流 機構 (UMAP)
講 、教養教育 、専門教 育 ）、

参 加− を視 野に 入れ 、平 成18年度 単位 化に 向け、 カリ キ

日本 事情教育な どの充実に

ュラ ムの 改訂を 行っ た。 また 、予 備教育 関係 の「 日本 語

向け検討 を進める。

授業科目 」の点検・整備を 行った。

留学 生に対する 生活ガイダ ・ 留学 生に 対する 生活 ガイ ダン スを 各学期 初め に行 い、 日
ンス を行うとと もに、相談

本に おけ る生活 の滑 り出 しが スム ーズに いく よう に、 多

体制の在 り方を検討する。

くの情報 を提供した。

国内 外における 留学生の事 ・ ガイ ダン スや授 業な どで 、各 種保 険につ いて 説明 し、 万
故・ 事件に対処 するための

一の 事態 に備え て加 入を 勧め る一 方、本 学の 緊急 事態 対

体制づく りを検討する。

応マニュ アルを配布した。
・ 派遣 留学 生につ いて は、 定期 的に 就学・ 生活 状況 報告 を
メー ルで 提出さ せ留 学状 況の 把握 に努め た。 また 、協 定
校の 連絡 員、学 生の 所属 学部 や家 族との 連携 によ る緊 急
事態に迅 速に対応できる体 制の構築に向け検 討を進めた 。

全学 的な正課外 教育のコー ・ 学生 助育 体制充 実の 一環 とし て、 体育系 サー クル の顧 問
ディ ネート、個 々のサーク

教員 や監 督教員 に対 する 法的 な位 置付け とイ ンセ ンテ ィ

ル活 動への支援 、施設の開

ブの 付与 につい て、 全学 学生 委員 会及び 役員 会の 下に あ

放な ど学生助育 体制を充実

る人事労 務制度検討会議で 制度化に向け検討 を進めた。

する。

・ 工学 部で は、学 生援 護会 から 、優 秀な成 果を 挙げ たサ ー
クル 団体への補助 金715千 円、体育館へ の温水シャワ ー室
設 置費 1,200千円 、及 び駅伝 大会 や大学 祭への 補助 金900
千円を助 成した。
・学生 サークル活動 費として、学長 裁量経費6,000千円 を上
乗せ配分 した。

静岡 ・浜松両キ ャンパス間 ・ 静岡 キャ ンパス と浜 松キ ャン パス の学生 サー クル の交 流
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にバ スを運行し 、学生サー

の活 発化 と留学 生交 流の 推進 に向 け、今 年度 から 借り 上

クル 交流の支援 、留学生と

げバスの 運行を実施した。

日本 人学生との 交流など、
多様な交 流を推進する。
学生 ボランティ ア活動に対 ・ 学生 防災 ネット ワー クが 企画 ・立 案する 防災 訓練 等の 活
する支援 を充実する。

動を支援 した。
・ 留学 生セ ンター が組 織す る留 学生 支援ボ ラン ティ アに 対
し 、ボラン ティア活動の場を積 極的に提供すると ともに 、
留学 生と の交流 がス ムー ズに 進む ように 指導 ・助 言等 を
行った。

（６）教育活動の 評価及びその改善に 関する実施状況
全学 ＦＤ委員会 において、 ・ 大学 教育 センタ ーに おい て、 授業 評価の 結果

に 基づ い

授業 評価の結果 をフィード

て個 々の 教員の 「授 業カ ルテ 」を 作成し 、改 善す べき 点

バッ クするシス テムの充実

が、より 明確になるように した。

を図る。
評価 会議の下に ＷＧを設置 ・ 学生 等評 価ＷＧ を設 置し 、卒 業生 、就職 先企 業等 、学 生
し、 外部評価の 実施方法等

の保 護者 、高等 学校 長等 を対 象と したア ンケ ート 調査 の

を構築す る。

基本方針 と調査項目を策定 した。

教育 改善のため の『教師必 ・『 教師 必 携 ー教 育 の チー ム ワ ーク を 目 指し て ー 』を 発 行
携』を発 行する。

した。
主要目次
・ＦＤ活 動とは
・教員間 のチームワーク構 築のために
・教員と 学生とのチームワ ーク構築のために

教員 相互の授業 公開を積極 ・教員相互 の授業公開・授業 参観が一部実施さ れた。
的に 進め、日常 的に授業改 ・各部局に おいて、次のよう な取り組みを行っ た。
善を行う 。

人文 学部 ：す べての 授業 を他 の教 員が いつ でも見 学で き
るこ とを 教授会 で確 認し 、今 後相 互に授 業改 善の 参考 に
すること にした。
教育学部 ：複数教員で担当 している授業科目 については 、
教員 相互 の授業 を公 開し 、授 業内 容の全 体と して の整 合
性を図り 、授業改善に努め た。
工 学 部：機 械工 学科 は、 教員相 互の 授業 参観を 全授 業
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で実施し ている 。物質工学科Ｋ コースは授業参観 を行い 、
参観 者が 評価シ ート に記 入す る方 式を採 用。 評価 結果 を
教員間で 公開も行っている 。また 、他の学科・コー スは 、
次年度か らの実施に向けて 検討を進めた。
電子 科学 研究 科：ナ ノビ ジョ ン工 学専 攻で 実施し てい る
オム ニバ ス形式 の英 語講 義で 、担 当者会 議を 開い て講 義
内容と講 義技術の質的向上 を図った。
教職 員、学生、 あらゆる教 ・ 教員 間の コミュ ニケ ーシ ョン を活 性化さ せる ため に大 学
育当 事者の対等 平等なコミ

教育 セン ター内 に教 員の ため の相 談窓口 なら びに メー ル

ュニ ケーション を通じてＦ

アド レス を開設 した 。ま た、 ＦＤ 活動関 連の 諸企 画に 学

Ｄ活動を 活性化させる。

生の参加 を呼びかけた。
スキル アップ講座のアシ スタント9名
ＦＤシ ンポジウムへの参 加8名

授業 改善のため 、新任教員 ・ ６月 に新 任教員 を対 象と した 研修 を実施 した 。ま た、 ９
及び 中堅教員の 研修を実施
する。

月には中 堅教員を主とした 研修を実施した。
新任教 員研修：大学史と FD活動の経緯につ いての説明
中 堅教 員研修 ：授 業改 善に 必要 な事柄 につ いて の認 識
の 共有 化な らび にクラ スサ イズ と学 生
の満足度 との関係について の研修

２．

研究に関する 実施状況

（ １）研究の成果に 関する実施状況
学術 と文化を支 える基礎的
研究 の上に立ち 、国際的な
研究 、地 域に根ざした研究 、
産業 界や地方自 治体等公的
機関 と連携した 研究を推進
する 。特に以下 の領域に重
点的に取 り組む。
−光 ・電子情報 分野、特に ・ 光・ 電子 及びナ ノビ ジョ ンサ イエ ンス分 野の 研究 にお い
ナノ ビジョンサ イエンス領

て国際 的研究成果を 達成した。また 、「知的クラスタ ー」

域におけ る先端的研究

事業にお いて地域産業界と 連携して多大な成 果をあげた 。
・将来のレ ーザ蛍光体の基礎 となるGaNナノピラー蛍光体
を作製し 、高輝度の電子線 励起発光を観察し た。
・超広ダイ ナミックレンジ撮 像が可能なCMOS撮 像素子を
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開発。
・単 電子 トラ ンジ スタ 構造 により Si素子 とし て初め て単 一
光子の検 出に成功。
・ 導電 性高 分子を １分 子レ ベル で制 御・連 結さ せる 技術 の
開発
・国際固体 回路会議 ベアトリス賞受賞
・日本表面 科学会 学会賞受賞
・ スズ キ、 シャー プと 共同 で「 ＴＯ Ｆ距離 画像 イメ ージ
センサ」 を開発。
・ ユビ キタ スネッ トワ ーク 社会 シス テム構 築、 ＩＣ タグ の
活用可能 性などの研究を産 学協同で進めた。
−生 命・環境科 学に関する ・生 命ケ アの 比較 文化 論的 研究（ 科学 研究 費平成 15〜17年
分野横断 的な研究

度)プロジェクト による国際シンポジ ウム「 いのちとケ ア 」
を開 催し 、米独 から ３名 の研 究者 を招聘 し、 研究 成果 の
国際 交流 を図り 、そ れを 成果 報告 書にま とめ 、関 係機 関
及び研究 者に配付した。
・地 下圏 微生 物学国 際シ ンポジ ウム (ISSM)の2008年静岡 開
催を招致 した。
・統 合海 洋掘 削プ ログラ ム(IODP)に よる 海洋 調査に 参加 し
た。
・ 分野 横断 的な研 究と して 、次 の研 究グル ープ が立 ち上 が
った。
・植物分 子デザイン研究グ ループ（農・理・ 遺伝子）
・資 源循環型バイ オエンジニア リング研究グル ープ(理・
工・農 ）
・生 体膜 を利用 した バイ オセ ンシ ング研 究グ ルー プ（ 理
・工・ 農）
・生 命科 学セミ ナー を公 開し 、大 学を訪 問し た新 鋭の 研
究 者の 最新の 研究 成果 をも とに 学際的 な刺 激を 常に 涵
養 して いる。 また 、若 手に よる シンポ ジウ ムを ５回 行
い、国 内外の横断的研究 の推進を図った。
・以下のプ ロジェクト研究が 進行中である。
・先 端技 術を活 用し た農 林水 産研 究高度 化事 業（ 農林 水
産省 ）「 油脂 系 廃 棄物 − 再 生可 能 な 炭素 資 源 の高 度 利
用技術 の開発」平成15〜 17年度、48,898千 円
・新 技術 ・新分 野の 創出 のた めの 基礎研 究推 進事 業
（（ 独 ） 農業 ・ 生 物系 特 定 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 ）「 高 次タ ン パ ク質 の 大
量発 現用バクミド の開発及び応用 」平成17〜20年度 、1
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55,800千円
・文 部科 学省・ 都市 エリ ア産 学官 連携促 進事 業「 心身 ス
ト レス に起因 する 生活 習慣 病の 克服を 目指 した フー ズ
サイエ ンスヒルズの創出 」 平成 17˜19 年度 、100,000千円
−ア ジアに根ざ した自然と

・人文学部 では、学部長裁 量経費により 、アジア研究 プロ

社会 ・文化に関 する接近方

ジェ クト を立ち 上げ て、 アジ アの 宗教と その 芸術 表現 の

法を再発 見する研究

調査・研 究を進め、報告書 を刊行した。

−地 域に密着し た課題を発 ・各部局で 次のような研究を 行った。
掘し 、その解決 を目指す研

人文学部

究

・地域社 会文化研究ネット ワークセンターで は 、静岡県 、
静 岡県 総合研 究機 構、 しず おか 産業創 造機 構、 静岡 市
産 学交 流プラ ザ、 静岡 家具 協同 組合、 ヤマ ハ発 動機 、
静 岡県 中小企 業家 同友 会な どか らの委 託研 究を はじ め
と して 、地域 にお ける 企業 や自 治体と 連携 して 、地 域
に根ざ した研究を進めた 。
・静 岡県 家具工 業組 合と 共催 で「 消費者 はい ま、 静岡 の
家 具に 何を求 めて いる のか 」と いうテ ーマ で学 生に よ
る研究 発表会を開催した 。
・法 学ス タッフ を中 心に 、定 住外 国人の 地域 にお ける 共
生に関 する法政策的研究 を進め、報告書に まとめた。
・経 済学 科で は、経 済研 究セ ンタ ーを 立ち 上げて 、共 同
研 究 を 進め 、 平 成17 年度 に は 、「 観 光立 国 政 策と 地 域
振興 のダ イナズ ムに 関する 研究 」、「グロ ーバ ル化時 代
に おけ る地方 中小 企業 のＣ ＳＲ への取 組み に関 する 研
究」を 行った。
・学 部長裁量経費に より、All about Tea（世界茶文 化大
全） の 翻 訳プ ロ ジ ェク ト を 立ち 上 げ て 、『 日 本茶 文 化
大 全』和泉書館 、平成18年３月 、166頁を刊行し、 全国
の 茶業 界や茶 文化 界か ら注 目さ れてい る。 引き 続き 全
訳作業 を実施中である。
・2009年 静岡県で開催され る国民文化祭の企 画に関わり 、
人文学 部教員が基本計画 の起草委員長を務 めた。
教育学部
・学 部長 裁量経 費に よる 研究 プロ ジェク トと して 、地 域
的課 題に応える「 学校現場型プロ ジェクト」16件 、「地
域協同 型プロジェクト」 ２件を実施した。
理 学 部
・知 的創 生プロ ジェ クト ある いは 都市エ リア 事業 への 参
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加 、駿 河湾深 層水 の静 岡県 、焼 津市の 研究 、事 業へ の
リーダ ーとして参加した 。
・構 内に アクロ スを 設置 し、 地震 に関す る教 育・ 研究 を
開始し た。
工 学 部
・地元住 民の組織｢佐鳴湖ネットワー ク会議｣に参加した 。
・静 岡県 企画部 と覚 書を 交わ して 「戦略 課題 研究 」に 参
加し、 県からも予算措置 を受けた。
農 学 部
・産 官学 連携に よる 大型 プロ ジェ クトと して の静 岡県 中
部を中 心としたフーズサ イエンスヒルズ構 想
・地 域イ ノベー ショ ン促 進研 究開 発（し ずお か産 業創 造
機構 ）「 次世 代 型 食品 産 業 の育 成 に 関す る 研 究− 食 品
素 材あ るいは その 精製 物が 持つ 新たな 生理 機能 の解 明
−」平 成16〜18年度、90,000千円
・地域新 規産業創造技術開 発費補助金（ 関東経済 産業局 ）
「 優れ た農林 水産 物の 生産 を支 援する 簡易 な可 搬型 近
赤外分 光装置の開発」
平成 17〜18年度、88,940千円
・駿 河湾 地域 新事業 推進 研究 会（ 静岡 市， 清水商 工会 議
所 ）、「駿 河湾開 発プロ ジェク ト」平 成17年度、 16,000
千円
理工学研 究科
・駿 河湾 深層水 プロ ジェ クト など 地域と 密着 した 研究 を
学 問横 断的に 推進 して いる 。佐 鳴湖プ ロジ ェク トを 立
ち 上げ 、自治 体、 地域 住民 と協 力して 佐鳴 湖の 浄化 に
取り組 んだ。
ポテ ンシャルの 高い研究者 ・ 研究 戦略 会議に おい て、 新し い研 究領域 の発 掘に 向け 検
・研 究者集団を 部局横断的

討を進め た。

に結 集、組織化 し、新しい
研究領域 を切り拓く。
イノ ベーション 共同研究セ ・研究成果 発表会を開催し、 地域社会の要請に 応えた。
ンタ ーを窓口に 、地域と社 ・ 浜松 ビジ ネスシ ョー 、静 岡新 技術 創造産 業フ ェア に積 極
会の要請 に応え 、研究成果 、
学術情報 を公表する。

的に参加 し、地域社会の要 請に応えた。
・ 東海 地区 信金協 会の 要請 に応 え、 信金ビ ジネ スシ ョウ に
参加した 。

知的 財産本部を 中心に、静 ・静岡ＴＬ Ｏに約50件の技術 移転委託をし 、促進を 図った 。
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岡 Ｔ Ｌ Ｏ と の 連 携 を 強 化 ・平成17年 度の出願件数は、 次に示すとおりで ある。
し 、技術 移転の促進を図る 。

平成16年 度
・国内出 願

単願36件、共 願19件、名義変更 28件

・外国出 願11件
平成17年 度
・国内出 願

単願34件、共 願40件、名義変更 0件

・外国出 願21件
浜松 、静岡各地 域の産学官 ・ 浜松 地域 知的ク ラス ター と連 携し 、産学 官連 携フ ォー ラ
連携 組織との連 携により、

ムを開催 した。

新産 業の萌芽と なる未踏技 ・ 静岡 県水 産試験 場及 び焼 津商 工会 議所と の連 携に よる 深
術研 究開発、ベ ンチャー起

層水に係 る機能性物質の利 用開発。

業を 目指した研 究をそれぞ ・ 日本 電極 株式会 社と の連 携に よる カーボ ンナ ノチ ュー ブ
れ推進す る。

合成に係 る開発。

行政 機関、社会 諸団体等の ・ 講演 会や 各種審 議会 を通 した 専門 的知識 の提 供は 、次 の
要 請 に応 え る 講座 や 講演

とおりで ある。

会、 各種審議会 、各種相談

講座 ・講演会

各種審議 会

その他

窓口 等を通した 、専門的知

人文学部

28件

22件 (23名)

82件（ 87名 ）

識の提供 を推進する。

教育学部

331件

12件 (16名)

134件（ 149 名 ）

情報学部

31件

3件 ( 3名)

38件（ 40 名 ）

理 学 部

5件

5件 ( 5名)

41件（ 48 名 ）

工 学 部

6件

3件 ( 3名)

78件（ 92 名 ）

農 学 部

18件

9件 ( 9名)

63件（ 65 名 ）

人 文社 会科 学研 究 科

7件

1件（１ 名）

0件（0名）

法務研究 科

4件

4件（4名）

16件（16名 ）

電 子工 学研 究所

9件

0件 ( 0名)

0件 ( 0名 )

439件

59件 (64名)

452件（ 497 名 ）

計

・生涯学習 教育研究センター
ＮＰ Ｏエ イジン グブ ライ ト倶 楽部 、静岡 県公 民館 連絡 協
議会等の 要請により、講演 会等を開催した。
・イノベー ション共同研究セ ンター
・ＪＳＴ と連携し、目利き 人材研修会を実施 した。
・文部科 学省と連携し 、知的財 産戦略研修会を開 催した 。
・（ 財 ） し ずお か 産 業創 造 機 構の 要 請 を受 け 、 静岡 県 内
中小企 業に対する支援協 力に関する協定を 締結した。
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（ ２）研究実施体制 等の整備に関する実 施状況
研究 戦略会議に おいて、部 ・部局横断 的な研究プロジェ クト
局横 断的な研究 プロジェク

・学 長裁 量経 費によ り環 境・ バイ オを 中心 とした 部局 横

ト、 部局内の分 野横断的な

断 型プ ロジェ クト （理 ・工 ・農 ）事業 ４件 を立 ち上 げ

研究 プロジェク トの推進を

た。

図り 、その取組 みを支援す
る。

・電 子工 学研 究所を 中心 とし た部 局横 断組 織を形 成し 、
「 画像 ナノエ レク トロ ニク ス研 究創出 」事 業に 学長 裁
量経費 、1,000万円が措置された。
・部局内の 分野横断的な研究 プロジェクト
人文学部
学 部長 裁量経 費の 競争 的配 分に より、 以下 のよ うな 学
科横断 的な研究プロジュ クトの推進を図っ た。
・ 公共 性の再 規定 に向 けて の政 治・社 会学 的研 究− 新
たな 社会問題の出現と 国際化の進展に注 目して−
・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾎﾟﾘﾃｨｸｽの思想と文化の 現代的課題
・アジ アにおける宗教と その芸術的表現
・ イメ ージ・ 芸術 ・ア クシ ョン 等の持 つ臨 床性 の体 験
的教 育プログラムの開 発
・ 駿府 ・静岡 の芸 能文 化の 調査 による 静岡 の文 化創 造
への 寄与
情報学部
・大 規 模 （Ｘ ） 型 を３ 件 （「 文 工 融 合研 究 に よる ユ ビ
キタ ス・ネットワーク 社会システムの構 築」等）
・ 小 規 模（ Ｓ ） 型を 10件 （「 伝 統 工 法− 野 面 石積 み −
に隠 された数理の解明 」等）を選定した 。

客員 教授等の制 度を積極的 ・ 客員 教授 等の活 用が 大幅 に拡 大し 、研究 の活 性化 が図 ら
に利 用し、学外 研究者との

れた。

協力 により研究 の活性化を

学部

図る。

区分 人文

教育

情報

理学

工学

農学

計

16年度

1

3

16

3

1

0

24

17年度

0

2

18

8

8

1

37

研究科・ 研究所・学内共同 教育研究施設
区分 科研

理工

電研

ｲﾉﾍﾞ 遺伝子

計

16年度

4

0

0

14

0

18

17年度

4

8

4

18

2

36

一定 期間研究に 専念できる ・ 研究 専念 期間制 度の 一環 とし て、 特別教 員研 修制 度を 導
よう に、特別教 員研修制度

入した。
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を導入す る。

実績は、 次のとおりである 。
研修期 間
人文学部

7月

教育学部

研修 機関所在国

派遣教員数

アメリカ合衆国

1名

12月

ドイツ連邦共和 国

1名

理学部

12月

ドイツ連邦共和 国

1名

農学部

12月

アメリカ合衆国

1名

工学 部

12月

ドイ ツ連邦共和国

1名(村川基 金長
期派遣)

技術 職員の資質 向上を図る ・技術部 長会議の下に 技術職員問題検 討ＷＧを設置し 、「技
とと もに、教育 研究への支

術 部組 織 の 在り 方 等 につ い て （報 告 ）」を 取 り まと め 、

援体制を 整備する。

学長に提 言した。
・各部局に おける取り組みは 、以下のとおりで ある。
情報 学部 ：計 算機管 理運 営に 関す る技 術研 鑽に努 める と
ともに、 計算機リプレース を支援した。
理 学 部：安 全衛 生面 での 各種資 格の 取得 の機会 を与 え
ると とも に、技 術向 上の ため 研修 会、講 習会 等に 参加 さ
せた。ま た、技術職員に業 務日誌の作成を義 務付けた。
工 学 部：技 術職 員の 組織 見直し 計画 を教 授会で 承認 し
た。
農 学 部：業 務分 担を 設け それぞ れ責 任分 担制を 明確 に
するとと もに、業務報告書 の提出を毎月義務 付けた。
理工 学研 究科 ：技術 職員 に安 全衛 生管 理者 の資格 を取 得
させ、実 験等の研究支援体 制を整えた。
電子 工学 研究 所：平 成１ ７年 度機 器・ 分析 技術研 究会 及
び東海・ 北陸地区発表会に 出席、発表。見学 会を開催。

プロ ジェクト研 究にリサー ・プロジェ クト研究での活用 状況は 、以下のとおり である 。
チ・ アシスタン トを積極的
に活用す る。

理工学研 究科
環境対 応型切削加工に関 する研究等 40人
電子科学 研究科
表面波 プラズマの発生機 構に関する研究等 18人
農学研究 科
糖鎖ミ メティックスによ る複合糖質の機能 設計等 7人

大学 または部局 の重点研究 ・ プロ ジュ クト研 究に 対し て、 競争 的配分 経費 （プ ロジ ェ
に、 優先的に研 究資金を配

クト公募 型 ）、学部長裁量 経費を重点的に配 分した。

分する。

・競争的 配分経費（プロジ ェクト公募型）
・画像ナ ノエレクトロニク ス研究創出事業
100,000千円
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外29件

・学部長 裁量経費の配分実 績
・佐鳴 湖プロジェクト

外13件

10,000千 円

萌芽 的な研究や 若手研究者 ・ 若手 研究 者及び 萌芽 的研 究を 支援 するた め、 競争 的配 分
への支援 を強化する。

経費（ 学長裁量経費 ）として総額 150,000千 円を措置した 。

研究 室の有効活 用及び研究 ・ 共通 教育 Ｃ棟に おけ る学 生実 験室 の稼働 率向 上を 含む 集
設 備 の共 同 利 用を 推 進す

約一 元化 を目指 した 学生 実験 セン ター化 第１ 期改 修工 事

る。

を実施し 、研究室等の有効 活用を推進した。
・ これ まで 学部施 設で 行っ てい た学 生実験 機能 を移 行し 、
その あと のスペ ース は学 部共 同利 用等の 有効 活用 を図 っ
た。
・平 成18年 度創 造科学 技術 大学 院設 置に 伴う スペー ス整 備
等は 、基本 的に既存施設を有 効に活用し 、改修整備 した 。
・各部局に おける取り組みは 、以下のとおりで ある。
人文 学部 ：研 究室等 の有 効活 用を 図る ため 、部内 に施 設
委員 会を 設置し た。 人文 社会 科学 研究科 に新 設さ れた 経
済専 攻の 院生の 共同 研究 室拡 充、 法情報 室の 整備 など を
行った。
理 学 部：基 本デ ータ を集 めるた めに 、施 設マネ ジメ ン
トＷＧで 実態調査を実施し た。
農 学 部：学 部内 に競 争原 理に基 づい て利 用する 共同 利
用スペー ス（レンタルラボ 、約300ｍ ２ )を設けた。
遺伝子実 験施設
・ 利用 頻度が 高い ＤＮ Ａシ ーケ ンサー に関 して 、平 成
17年 度は103回分のゲル及びバッ ファーを作成し、
利用 者に提供した。
・施 設内に サー バを 設置 し、ネ ット ワー クで接 続す る
こと により 、遺 伝子 やタ ンパ ク質の 解析 を行 うソ フ
トウ ェアを 導入 した 。ま た、 他の機 器で もネ ット ワ
ーク により 、デ ータ のや り取 りが可 能に なっ た。 遺
伝子 やタン パク 質を 解析 する ソフト ウェ アが 利用 者
によ って有効に活用さ れた。
・ 学内 共同 教育研 究施 設に おけ る利 用状況 は以 下の とお り
である。
遺伝子 実験施設

１３１人

機器分 析センター

１８８人

全学 的なマネジ メントの下 ・ 施設 マネ ジメン ト委 員会 にお いて 策定し た施 設等 の有 効
に施 設の有効活 用を図るた

活用 に関 する指 針及 びこ れま でに 調査し た施 設の 点検 ・
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め 整 備モ デ ル の策 定 を図

評価 の実 態調査 を踏 まえ 、施 設の 共同利 用等 有効 な利 活

る。

用に資す る整備手法等の検 討を行った。

平成 18年度の 全学ネットワ ・ 情報 セキ ュリテ ィ委 員会 を設 置し 、全学 の情 報セ キュ リ
ーク 更新に向け 、情報セキ

ティポリ シーを確立した。

ュリ ティの確保 とネットワ
ーク 環境整備の 準備を進め
る。
平成 18年度の 全学ネットワ ・平 成16年 度か ら研究 用計 算機 サー バの 有効 利用の ため の
ーク 更新に向け 、高度な数

研究プロ ジェクトが開始さ れ、計算環境が確 保された。

値計 算に必要な 性能を有す
る計 算環境確保 の準備を進
める。
効率 的な情報提 供を可能と ・ 学内 の教 育研究 活動 の情 報集 約・ 提供の ため のメ ディ ア
す る 研究 環 境 整備 に つい

情報基盤 センター構想を計 画に基づき、検討 を進めた。

て、 附属図書館 委員会にお
いて検討 する。
図書 及び電子資 料類の系統 ・ 必要 な電 子ジャ ーナ ル及 び二 次資 料デー タベ ース につ い
的整備を 行う。

ては 、安 定的・ 継続 的に 購読 する ため、 今後 の経 費の 高
騰を考慮 し 、電子ジャーナル オンリー契約にした 。また 、
電子ジ ャーナルにつ いて、Sprin

ger社の合併を機に 旧K

lu-wer社の購読利 用タイトル数等の 増を図り、総計約 3,4
00タイト ルを約4,200タイトルに増大 させた。
大 型 研 究 装 置 の 導 入 に 向 ・基盤研究 （Ｓ）を獲得し、 大型装置（極低温 ＳＰ装置：
け、 競争的資金 の獲得を目

3,000万円）を導 入した。

指す。
事 務 組 織 の 再 編 整 備 に よ ・ 産学 連携 業務を 強化 する ため 、新 たに産 学連 携支 援課 長
り、 知的財産本 部機能の向

を配 置し た。ま た、 その 人材 は、 公募に より 民間 から 登

上を図る 。

用した。

知的 財産本部に おいて、特 ・学内教員 向けに、知財セミ ナーを８回開催し た。
許取 得及び特許 活用拡大の ・電子出願 を可能にした。
方策を検 討する。

・ 学内 での 特許管 理の シス テム 化を 進めて 、発 明創 出か ら
維持管理 を包括する特許管 理データベースを 構築した。
・ 特許 関連 費用の コス トを 明確 化す るため のデ ータ ベー ス
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などの整 備を進めた｡
・ 特許 事務 所・知 的ク ラス ター 事業 などの 連携 機関 との 知
的財産管 理での統括管理を 行う事務処理体制 を整備した 。
知 的 財 産 本 部 の 戦 略 の 下 ・ 産学 官連 携ビジ ネス ショ ウ・ 特許 流通フ ェア に参 加し 、
に、 静大ベンチ ャーパート

保有知的 財産を紹介した。

ナ ー ズ （ 静大 フ ァ ン ド ）、 ・ ＪＳ Ｔと 連携し 、新 技術 説明 会を 開催し て新 技術 を紹 介
静 岡 TLO 等を 通 じ て 、 技術
移転促進 を図る。

した。
・イ ノベ ーシ ョン ジャ パン 2005に参 加し 、ラ イセン シン グ
活動の結 果、実施契約、共 同研究契約が得ら れた。

未 踏 技 術 開 発 等 に つ な が ・ イノ ベー ション 共同 研究 セン ター を中心 に以 下の 事業 を
る、 国、自治体 、研究機関

行った。

との プロジェク ト研究や、

・共同研 究シーズ発表会を ４回開催した。

ニー ズに基づく 共同研究を

・共 同研 究・技 術指 導の 推進 を図 るため 、浜 松市 、独 立

推進 する。イノ ベーション

行 政法 人中小 企業 基盤 整備 機構 が設立 する イン キュ ベ

共同 研究センタ ーにおいて

ーショ ン施設設立準備に 参加した。

は、 さらなる共 同研究、プ ・共同研究 ：236件
ロジ ェクト研究 の増加を目
指す。

（内訳： 人文3､教育5､情報 11､理学12､工学137､農学35､
電研31､ｲﾉﾍﾞｰｼ

ｮﾝ2 ）

・プロジェ クト研究：23件（ 内訳：理学2､工学 13､電研5､
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3）
研究 戦略会議に おいて、学 ・ 分野 、学 部横断 的な グル ープ 研究 の推進 につ いて 研究 戦
内共 同研究施設 間の連携に

略会議に おいて検討した。

よる プロジェク ト研究、分
野、 学部横断的 なグループ
研究の推 進を図る。
リサ ーチ・アシ スタント配 ・平 成17年 度の リサー チ・ アシ スタ ント の採 用状況 は、 次
置な どによる研 究活動の支

のとおり である。

援体制を 検討する。

農学研究 科

7人

理工学研 究科

40人

電子科学 研究科

18人

合計

65人

（ ３）研究活動の評 価及びその改善に関 する実施状況
評価 会議におい て、研究活 ・ 評価 会議 におい て、 教育 、研 究、 社会連 携、 管理 運営 の
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動面 に関する全 学的な自己

４分 野に おける 教員 の個 人評 価に 関する 基本 方針 等を 策

評価 システムの 確立に向け

定した。

た検討を 重ねる。
研究 の評価結果 を、資源配 ・ 研究 者の インセ ンテ ィブ を高 める ための 方策 の検 討を 予
分に 反映するシ ステムの整

算管理委 員会において精力 的に進めた。

備 に 向け た 検 討を 開 始す
る。

３ ．社会との連携に 関する実施状況
生涯 学習及び社 会人教育に ・ 生涯 学習 及び社 会人 教育 に関 する 大学の 活動 を統 合・ 調
関す る大学の活 動を統合・

整す るた めに、 生涯 学習 教育 研究 センタ ーの 組織 を見 直

調整 するために 、生涯学習

し、新た な体制整備を決定 した。

教育 研究センタ ーなど既存
の組織を 見直す。
社会 人入学制度 、リカレン ・ 生涯 学習 教育研 究セ ンタ ーの 体制 を整備 する ため 、専 任
ト教 育、高度専 門職業人教

教員 以外 に副セ ンタ ー長 、教 育研 究担当 教員 に教 育学 部

育、 生涯学習支 援者教育を

生涯学習 教育の専門家を配 置した。

拡 充 に 向 け 体 制 を 整 備 す ・大 学授 業の 市民 開放 事業 を17年度 から 試行 的に実 施し 、
る。

平成18年 度からの本格実施 に向けた準備に取 り組んだ。
・各部局に おける取り組みは 、以下のとおりで ある。
人文学部 ：法学科社会人枠 で現職教員１名を 受け入れた 。
情報 学部 ：社 会人リ フレ ッシ ュコ ース に５ 名の社 会人 学
生を受入 れた。
理工 学研 究科 ：社会 人特 別選 抜枠 で理系 １名 、工 系11名
の社会人 学生を受入れた。

小学 校・中学校 ・高校など ・各部局に おける活動状況は 、以下のとおりで ある。
教育 現場の連携 ニーズに対

人文学部

応し て、大学教 員の派遣、

・ 静岡 市 立 高校 と 連 携し 、「 現代 社 会 」の 授 業 に５ 人 の

教員 研修会など により教育

教 員を 派遣し 、文 化人 類学 など の大学 の専 門科 目の 授

支援活動 を行う。

業を行 った。
・生 命ケ アの比 較文 化論 的研 究プ ロジェ クト で中 高校 に
お ける 生命教 育プ ログ ラム を現 場教師 と検 討し た。 沼
津高専 で個人情報保護法 についての講演を 行った。
教育 学部 ：学 校現場 の連 携ニ ーズ に応 える ため、 静岡 県
教育 委員 会、静 岡市 教育 委員 会の 協力を 得て 県内 小中 ６

- 34 -

校の 連携 協力校 を定 め、 組織 的な 教育支 援活 動を 行う 体
制を確立 した。
情報 学部 ：高 校生を 対象 とし た情 報学 研究 体験プ ログ ラ
ムを 実施 し、教 員研 修会 への 講師 派遣や 小中 学校 への 情
報教育支 援学生ボランティ アの派遣を行った 。
理 学 部：静 岡県 内の スー パーサ イエ ンス ハイス クー ル
事業 指定 校と連 携し て、 教育 内容 改善に 関す る検 討を 推
進した。
工 学 部：静 岡県 教育 委員 会及び スー パー サイエ ンス ハ
イス クー ル事業 指定 校と 連携 し、 運営指 導委 員会 委員 及
び授業指 導として教員を派 遣した。
遺伝子実 験施設
・ス ーパ ーサイ エン スハ イス クー ル事業 指定 校に おい て
材料の 提供や技術相談に 応じた。
・ スー パー サイ エンス ハイ スク ール事 業指 定校 で生徒 36
名 を対 象に遺 伝子 実験 セミ ナー を行っ た。 また 、大 学
にお いて 、県 内高 校生 24名 の参 加者 を得 て、遺 伝子 実
験セミ ナーを開催した。
・文 部科 学省の 事業 であ るサ イエ ンスパ ート ナー シッ プ
プロ グラ ムに より 、静 岡県内 高校 理科 教員 19名 の参 加
者を得 て、遺伝子組換え 実験教育研修会を 開催した。
大学 教育 センタ ー： 授業 評価 部門 専任教 員を 高校 等か ら
の要請に 応え、研修会講師 として派遣した。
・各学部の 出張授業への派遣 状況は、次のとお りである。
平成17年 度
人文

教育

情報

理学

工学

農学

計

派 遣先 学校 数

24

24

13

3

31

9

104

派 遣教 員数

27

24

14

3

31

10

109

科目 等履修生の 受け入れ、 ・各学部の 科目等履修生の受 入状況は 、次のとおり である 。
資格 取得講習の 開催等を通

平成17年 度

じて 、社会人の ブラッシュ

人文 教 育 情報 理学 工学 農学 大 学教 育 セン タ ー 留 学生 ｾﾝﾀｰ

計

(共 通科 目)

アップの 場を提供する。
17

24

0

3

7

4

1

3

59

・各学部等 の社会人のブラッ シュアップ関連の 取り組みは 、
以下のと おりである。
人文 学部 ：市民 開放 授業 を積 極的 に担い 、全 体の 六割 以
上を担当 した。
教育 学部 ：附 属総合 実践 セン ター と生 涯学 習教育 研究 セ
ン ター が 共 催す る 公 開講 座 （「 気 に な る子 − 発 達上 の 特
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徴とその 発見−」講座など ５講座）を実施し た。
情報 学部 ：情 報学研 究科 の社 会人 リフ レッ シュ教 育特 別
コースに 社会人５名を受け 入れた。
生涯 学習 教育 研究セ ンタ ー： 市民 開放 授業 を募集 する 中
で、 大学 への社 会人 入学 など ブラ ッシュ アッ プ方 法を 広
報 。また 、社 会教育主事資格の講 習を静岡県と共催 した 。
公開 講座、講演 会、シンポ ・平 成17年 度に おける 各学 部等 の活 動実 績は 、次の とお り
ジ ウ ム 等 を 積 極 的 に 開 催 である。
し、 地域住民の 知的要求に

公開講座

講演 会

シンポジウム

計

応え る。また、 新たな「市 人文学部

2

5

2

9

民開 放授業」制 度の導入等 教育学部

7

0

0

7

によ り、大学授 業公開を積 情報学部

1

2

1

4

極的に進 める。

理学部

1

0

0

1

工学部

0

0

0

0

農学部

0

11

1

12

法務研究科

0

0

1

1

電子工学研 究所

0

0

1

1

留学生セン ター

1

0

1

2

遺伝子実験 施設

0

1

0

1

総合情報処 理ｾﾝﾀｰ0

0

0

0

2

1

4

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共 同研究
ｾﾝﾀｰ

1

生涯学習教 育研究
ｾﾝﾀｰ
計

16

4

3

23

29

25

11

65

・各部局等 における主な活動 状況は 、以下のとおり である 。
生涯学習 教育研究センター
・学内 すべての公開 講座は今年度か らセンターにて集 約
し広報 した。
・教 育学 部及び 地元 教育 委員 会と の共催 によ る「 学び 合
いの多 文化協働教育」な どを開催した。
人文学部
・バ スに よる歴 史文 化財 見学 を含 む公開 講座 「伊 豆の 歴
史と文 化の創造」を開催 した。
・学部公 開講座「遠江の歴 史と文化」を開催 した。
・「 遺 伝 子 医療 と 心 理ケ ア 」 を開 催 し 、地 域 と 医療 ・ 福
祉関係 者と交流を深めた 。
情報 学部 ：情報 学連 続セ ミナ ー及 びＧＰ 関連 の講 演を 実
施した。
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理 学 部 ：深 層水， 地震 ，生 命科 学， 物質 科学等 の分 野
で地域住 民へのシンポジウ ム ，講演会を積極的に 進めた 。
農 学 部 ：生 命科学 若手 フォ ーラ ム、 静岡 大学生 物産 業
創出推進 拠点シンポジウム 等を開催した。
留学 生セ ンタ ー：浜 松市 国際 交流 協会 との 共催で 、日 本
語 ボラ ンテ ィア 養成 公開 講座（ 全12回 ）を 開催し た。 ま
た「新し い日本語教育をめ ざしてー参加型学 習の理論と
実践 」と いうテ ーマ でシ ンポ ジウ ムを地 域の 日本 語教 育
者を対象 として行った。
・ 市民 の知 的要求 に応 える ため 、新 たに正 規の 授業 科目 の
う ち255科 目を「 市民 開放授 業」 とし て開放 し、 106名 が
受講した 。
地方 自治体主催 の市民講座 ・各部局等 における主な活動 状況は 、以下のとおり である 。
等の 教育サービ スと連携し
協働する 。

生涯学習 教育研究センター ：
静岡県 青少年課 、社会教育 課 、県公民館連絡協議 会（ 蒲
原町 ）、 御殿 場 市 、富 士 川 町、 伊 豆 の国 市 、 松崎 町 な
ど との 連携に よる 青年 リー ダー 養成、 社会 教育 主事 講
習 、生涯学習指導 者研修 、静 大特別公開講座 、講演会 、
飛ぶ教 室など多くの連携 事業を展開した。
人文学部
静 岡市 アイセ ル歴 史講 座及 び富 士川町 市民 講座 に講 師
を派遣 し協働して推進し た。

市民 相談部門（ こころの相 ・ ここ ろの 相談室 、法 律相 談、 技術 相談の 活動 実績 は、 次
談室 、法律相談 、技術相談

のとおり である。

等）の活 動を推進する。

こころの相談 室
平成17年 度

708件

法律相 談
17件

技術相 談
120件

外国 人居住者と の共生に向 ・ 地域 の外 国人居 住者 に対 し日 本語 習得支 援ボ ラン ティ ア
けた 施策など地 域的課題に

の活 動を してい る人 々を 対象 とす る公開 講座 やシ ンポ ジ

応える。

ウム を開 催し、 外国 人居 住者 に対 する教 育を 側面 から 支
援した。
・ 教育 学部 では、 外国 人籍 の児 童生 徒が在 籍し てい る小 学
校か らの 要請に 応え て教 育支 援の ための ボラ ンテ ィア 学
生を派遣 した。
・ 人文 学部 では、 外国 人居 住者 との 共生に 向け た施 策な ど
地域 的課 題に応 える 研究 プロ ジェ クト「 定住 外国 人の 共
生に 関す る法政 策的 研究 」を 立ち 上げて 、共 同研 究を 進
めた。
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大 学 の 活 動 に 関 す る 情 報 ・ 情報 公開 法によ る法 人と して の情 報提供 に加 え、 本年 度
を、 広く地域に 向けて発信

施行 され た個人 情報 保護 法に 関す る情報 をホ ーム ペー ジ

する。

に掲 載し た。ま た、 教育 、研 究、 入試の 各種 デー タを 刊
行物、ホ ームページで発信 した。
・ 各部 局に おける 今年 度の 新た な取 り組み は、 以下 のと お
りである 。
人文 学部 ：地域 社会 文化 情報 ネッ トワー クセ ンタ ーに よ
る情報提 供の拡充を推進し た。
工 学 部 ：教育研究活動の 成果を新聞発表し た。
外国の科学雑誌 へ教員の紹介を行 った。
電子 工学 研究 所：研 究所 の公 開や テク ノフ ェスタ への 出
品を行っ た。
総合 情報 処理 センタ ー： 大学 教育 セン ター 及び情 報学 部
との 協同 事業に おい て講 義の ビデ オ配信 シス テム を構 築
した。
大学 教育 セン ター： ホー ムペ ージ に共 通科 目シラ バス を
掲載した 。

地方 自治体・教 育委員会・ ・ 地域 産業 振興の ため 、浜 松市 と産 学官連 携に 関す る包 括
産業 界などとの 交流の場を
多様化し 拡充する。

的な協定 を締結した。
・ スズ キ株 式会社 と教 育研 究連 携を 強化す る包 括的 な協 定
を締結し た。携内容は以下 のとおりである。
・共同 研究、相互の委託 研究
・研究 者の交流
・研究 内容の情報交換
・相互 派遣による研究開 発者の育成
・ 各部 局等 におけ る、 それ ぞれ の取 り組み は、 以下 のと お
りである 。
人文 学部 ：学部 スタ ッフ が静 岡総 合研究 機構 の研 究員 と
して 研究 交流を 推進 した 。ま た静 岡県で 開催 され る国 民
文化祭の 企画で重要な役割 を果たした。
教育 学部 ：教 育実践 総合 セン ター の地 域連 携部門 に県 教
委と の交 流人事 によ る任 期制 教員 を置き 、よ り円 滑な 交
流を行う 体制を確立した。
情報 学部 ：情 報学研 究推 進室 にお いて 、産 官学協 働研 究
会を 開催 し、大 学と 企業 、行 政と の共同 研究 の方 向を 検
討し、今 年度は２回実施し た。
工 学 部：創 造教 育支 援セ ンター が、 浜松 市が採 択さ れ
た科 学技 術振興 機構 の理 数大 好き モデル プロ グラ ムに 協

- 38 -

力す るた め、そ れに 関係 する 中学 校教員 の実 験指 導を 実
施した。
総合 情報 処理セ ンタ ー： 静岡 県大 学企画 室を 中心 とし た
県内 の大 学の講 義連 携の ため の研 究プロ ジェ クト に参 加
した。
【改善事項 】
・浜 松市 、西 伊豆 地域 (松崎町 )、富 士市 教育 委員会 など と
交流協定 を結び、全県的に 交流の拡大を図っ た。
大学 発のベンチ ャー企業を ・大学発ベ ンチャー企業が設 立された。
積極的に 育て発展させる。

・電子シ ステムデザイン株 式会社
・株式会 社ブルックマン・ ラボ
・セサミ ・テクノロジー株 式会社
・ 経済 産業 省補助 事業 「広 域的 新事 業支援 ネッ トワ ーク 拠
点重 点強 化事業 」の 採択 を受 け、 地域金 融機 関、 証券 会
社、 ベン チャー キャ ピタ ル、 シン クタン ク、 行政 機関 と
のネ ット ワーク 形成 によ る、 大学 発ベン チャ ー育 成支 援
活動を実 施した。
・ 起業 家啓 蒙活動 とし て「 アン トレ プレナ ー講 演会 」を 実
施した。
・ 学生 ベン チャー 創出 促進 のた め、 大学院 理工 学研 究科 博
士前 期課 程の学 生を 対象 に、 学外 専門家 審査 によ る「 事
業化プラ ン審査会」を実施 した。

多様 な形態によ る附属図書 ・創立 記念日に附属 図書館の一般 公開イベント｢のぞい てみ
館の地域 公開を進める。

よう 大学の図書館 ｣を新規 に企画し、館 長トークや図 書館
見学 、資 料検索 案内 、展 示な どの 内容を 盛り 込み 、本 館
で開催し た。
・ 学外 者用 の図書 館利 用リ ーフ レッ トを活 用し 、来 館者 だ
けで なく 学外行 事等 でも 配布 し、 附属図 書館 を学 外に Ｐ
Ｒした。
・ 静岡 県ビ ジネス 支援 図書 館連 絡協 議会や 静岡 市の 社会 教
育活 性化推進委員 会へ委員を派 遣しているほか 、｢大 学図
書館 の地域開放｣をテーマ に実施された 静岡県図書館 大会
分科会に 運営委員・パネラ ーとして参加した 。
・静 岡県 図書 館協 会の 研修 会で｢大 学図 書館 の一 般公開 ｣の
テー マで 講師を 務め るな ど、 地域 関連機 関と の連 携を 進
めた。
・市民の利 用状況：利用者数 4,095人
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貸出者 数 1,186冊

地域 住民による 体育施設、 ・ 農学 部附 属のフ ィー ルド セン ター 各部門 で体 験学 習、 自
農場 など諸施設 の利用を促

然 観察 、 登 山、 施 設 公開 な ど 行っ た 。（年 間 １ 万人 規 模

進 に 向け た 方 策を 検 討す

の利用実 績）

る。

・キ ャン パス ミュ ージ アム 利用促 進の ため 、平 成17年度 特
別教 育研 究経費 、教 育改 革「 全学 フィー ルド 教育 推進 事
業」によ り約1,000万円の予算を得て 、整備を進めた。

大学 開放事業を 拡大・充実 ・「 市民 開放 授業」 を実 施し、 受講 生数 が延べ 106名 に上 っ
させる。

た。
・ 市民 開放 事業と して 今年 度か ら構 内のタ ケノ コ掘 りや 竹
細工 作り 、竹林 伐採 体験 コー ナー を設け 市民 約４ ００ 人
が参加し た。
・ 農学 部附 属の藤 枝フ ィー ルド のミ カン狩 り、 用宗 フィ ー
ルドの施 設公開の回数を増 やすなどした｡

全学 同窓会によ る授業科目 ・ 各学 部の 同窓生 が講 師と なっ て当 該学部 生に 対し て実 社
の開 設、卒業生 による講演

会の体験 談報告及び実務講 座の開設を行った 。

会 の 開 催 に つ い て 検 討 す ・同窓会Ｏ Ｂ 、ＯＧによる次のよ うな支援活動を実 施した 。
る。

人 文学 部：学 生の 就職 支援 事業 として 、就 職セ ミナ ー
「先輩 に聞く・仕事と人 生」を実施した。
教育学 部：教員採用支援 講座を実施した。
理 学 部 ：「 よ うこ そ 先輩 」 な ど、 同 窓生 に よる 講 演
会を開 催した。
工 学 部： 学部 学生 に「 産業に おけ る技 術者の 役割 」
につい て紹介する講演会 を３回開催した。

同窓 会等との定 期的な懇談 ・同窓会と の連携を強めるた め、次のとおり取 り組んだ。
会の 開催等を通 じて、連携
を強化す る。

・全学同 窓会
学部役 員と同窓会役員と の連携を図る会の 発足
大学と 父母との懇談会（ 保護者説明会）の 開催
・各学部 同窓会の取り組み は以下のとおりで ある。
人 文学 部：学 部同 窓会 との 懇談 会をも って 、連 携を 強
め てきた。同窓 会から法科大学 院に530万円、共同 研究
助成 金と して 25万 円の 寄付 を受 けた 。学 部学生 のイ ン
タ ーン シップ の受 け入 れに つい て、同 窓会 から 多大 の
支援を 受けた。
教 育学 部： 同窓会 幹部 と教 育学 部総 務会 が懇談 会を 定
期的に 開催することを決 め 、６月に第１回を開 催した 。
情報学 部：浜松工業会の 中に学部同窓会を 発足させた 。
理 学 部：同窓会役員会 と合同の懇談会を 開催した。
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工 学 部： 浜松 工業会 総会 ・支 部総会 （13支部 ）に 出
席し意 見交換を行った。
農 学 部： 同窓会 によ る就 職相 談会 を学 部４年 生、 修
士２年 生を対象に４回開 催した。
全学 同窓会本部 に奨学金制

・法科大学 院法廷教室設置 への寄附、法 科大学院生へ の奨

度等の支 援を依頼する。

学金 制度 の設置 、在 学生 への 経済 的援助 、Ｃ ＯＥ プロ グ
ラム 推進 のため の支 援を 全学 同窓 会に依 頼し 多大 の協 力
を得た。

４ ．国際交流に関す る実施状況
国際 交流に係る 総括的な組 ・ 国際 交流 検討会 議を 設置 し、 学術 交流・ 学生 交流 の２ 部
織の 整備に向け 、国際交流

門 を備 えた 国際 交流 セン ターの 平成 18年度 設置を 目途 に

検討 会議（仮称 ）を設置す

新組 織へ 向けて の人 事（ 学長 管理 ポスト １を 学術 交流 部

る。

門へ配置 ）・規則等の整備 を行った。

留学 生のニーズ の多様化に ・ 日本 語補 講授業 の単 位化 に向 けて カリキ ュラ ムを 検討 す
対応 する教育プ ログラムの

る とと も に 、「 国 際 交流 セ ン ター 日 本 語教 育 プ ログ ラ ム

開設 、サマース クールの拡

に関する 規程」を制定し、 新プログラムを構 築した。

大等をす すめる。
海外 における大 学説明会に ・平 成17年 度日 本留学 フェ ア（ 韓国 、ベ トナ ム）に 参加 し
積極 的に参加す るとともに

た。また 、ホームページを 更新し充実を図っ た。

ホ ー ムペ ー ジ の充 実 を図
る。
留学 生の受け入 れや学生の ・ 協定 校連 絡員複 数制 を本 格的 にス タート させ 、留 学説 明
海 外 派遣 を 増 加さ せ るた

会や 留学 相談体 制の 充実 を図 った 。また 、協 定校 調査 を

め、 コーディネ ーターの配

実施 し、 留学を 希望 する 学生 に対 する情 報提 供の 体制 を

置等 、体制の整 備に向け検

整備した 。

討を進め る。

・三井・デ ュポンフロロケミ カル株式会社と覚 書を締結し 、
工学 部及 び理工 学研 究科 に在 籍す るアジ アか らの 留学 生
を対 象にした奨学 金制度（最大10名：１名当た り100万円
／年）の 設立をした。

国際 交流協定校 の拡大と協 ・平 成16年 度の ネブラ スカ 大学 オマ ハ校 との 話し合 いを も
定校 との協定内 容（学生交

とに 、夏 季短期 留学 研修 プロ グラ ムに新 たに ＡＲ Ｔ＆ Ｍ

流、 学術交流、 共同研究な

ＵＳＩＣ のプログラムを加 えた。
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ど）の充 実を図る。

・ 本学 と東 欧諸国 にあ る大 学間 交流 協定５ 大学 が参 画し 、
国際 会議 「イン ター アカ デミ ア２ ００５ 」を ブッ パー タ
ール大学 （独）で開催した 。
・各学部等 における活動内容 は、以下のとおり である。
人文学部
・イエテ ボリ大学に教員１ 名を派遣した。
・平 成16年度 にフ ラン スの ナンシ ー第 ２大 学と協 定校 の
締結を し、学部学生２名 を派遣した。
・７ カ国 （韓国 、中 国、 ドイ ツ、 スウェ ーデ ン、 アメ リ
カ、 イン ド、 ポー ラン ド）９ 大学 から 計21名の 留学 生
を受け 入れた。
・５ カ国 （韓国 、中 国、 ドイ ツ、 フラン ス、 アメ リカ ）
５大 学に 12名の学 部学 生、 ２名 の大学 院学 生計 14名 を
派遣し た。
・ド イツ のク ラウス ター ル工 科大 学と 交流 協定を 締結 し
た。
情報学部 ：シドニー大学で の短期集中コース を実施した 。
理 学 部：中 国地 震予 測研 究所及 び南 京大 学と協 定を 締
結した。
工 学 部：若 手教 員育 成を 目的と して カリ フォル ニア 工
科大学と の研究者交流協定 を締結した。
農 学 部 ：中 国・新 疆農 業大 学と 学部 間学 術交流 協定 を
締結した 。

国際 交流に関す るデータベ ・平 成18年 度に 国際交 流セ ンタ ーの 設置 を決 定した 。こ れ
ース の構築へ向 け、検討を

に伴 って 国際交 流検 討会 議に おい て、デ ータ ベー スの 構

進める。

築に向け ての検討を開始し た。

諸外 国の大学等 との教育研 ・ 農学 部で は、教 員任 用制 度を 活用 して、 ドイ ツバ イロ イ
究上 の人的交流 を促進する

ト大学植 物生態研究所から 助教授１人を採用 した。

ため 、教員任用 制度の柔軟
な 活 用等 に つ いて 検 討す
る。
開発 途上国への 教育研究及 ・国 際協 力を 積極 的に 進め るため 、平 成18年 度に国 際交 流
び技 術開発面で の協力体制

センター を設置することと した。

の在 り方につい て検討を進
める。
独立 行政法人国 際協力機構 ・国 際協 力を 積極 的に 進め るため 、平 成18年 度に国 際交 流
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等が 主催する国 際的教育関

センター を設置することと した。

係プ ロジェクト 等に協力す
る。
地域 社会の国際 化に対応し ・教育支援 への取組状況は、 次のとおりである 。
た外 国人等への 教育支援に

・留学生 センター

取り組む 。

・日本 語ボランティア養 成公開講座の実施（ 年 １２回 、
毎回 土曜日開催）
・ボ ラ ン ティ ア に よる 日 本 語教 育 支 援を 中 心に 、「 参
加型 学習」 を取 り入 れた 日本 語教育 を考 える 理論 的
及び 実践的なシンポジ ウムを開催した。
・人文学 部
・ 地域 住民を 対象 に「 世界 の宗 教と生 活」 をテ ーマ に
「 静岡 大学大学院留学生 との文化交流会 」を開 催し 、
市民 、大学院留学生 、日本人 学生約60名が参加 した 。
・ 留学 生向け に、 静岡 県国 際交 流協会 から 外国 籍の 人
材採 用を希 望し てい る企 業に 関する 情報 の提 供を 受
けた 。
・農学部
・平 成17年 度後期 に留 学生 の家 族を 対象 とした 日本 語
及び 日本文化の学習講 義を開設した。

５ ．附属学校園に関 する実施状況
教育 実習検討委 員会におい ・ 教育 実習 におい て特 に地 域協 力校 との協 力体 制の 拡充 を
て、 教育実習の 在り方を検

図った。

討し、一 層の充実を図る。 ・ 総合 計画 委員会 や運 営委 員会 にお いて、 教育 実習 の見 直
しについ て具体案作成を進 めた。
附属 学校園間や 附属学校園 ・ 小中 学校 間相互 の授 業実 践、 附属 教員と 大学 教員 との 共
と大 学・学部間 の授業担当
の交流を 推進する。

同研究、 大学教員による附 属での授業が行わ れた。
・附属教員 が教育実習の事前 ・事後指導を大学 で行った。

学部 生及び大学 院生の実践 ・教育実習 経験者が当該附属 学校行事へ参加し た。
現場 での参画活 動を伴う授 ・定期的に 学部学生が学校現 場での観察・研究 を行った。
業科 目を附属学 校園と共同
で実 施するなど 、日常的な
連携を強 化する。
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附属 学校園総合 計画委員会 ・ 総合 計画 委員会 にお いて 、３ つの ＷＧを 立ち 上げ 、中 期
で策 定する計画 案に段階的
に取り組 む。

目標を達 成するための行動 案をまとめた。
・本年度は それらの中で次の 事柄について、取 り組んだ。
・附 属学 校園間 及び 附属 学校 園と 大学・ 学部 間の 授業 交
流
・学 部生 及び大 学院 生の 実践 現場 での参 画活 動を 伴う 授
業科目 を附属学校園と共 同で実施
・幼・小 ・中・養護の異校 種間連携及び３中 学間の連携
・学 部と 附属学 校園 「学 部・ 附属 連携に よる 幼児 の食 育
実 践の 試み」 及び 学部 と公 立学 校「学 部と 附属 校・ 協
力 校と の連携 強化 ・研 究の 地域 還元シ ステ ムの 構築 」
などの 学校現場型プロジ ェクト（ 活性化事業 ）の 推進 。

異校 種間、同校 種間の連携 ・ ３附 属中 学校が 共同 で統 一の 入試 問題（ 国語 ・算 数） を
を一層深 めるとともに 、
「特

作成した 。

色あ る学校づく り計画書」 ・静岡地区 では幼小中連携に 向けた話し合いを 行った。
に基 づき、取り 組み可能な ・ 浜松 地区 では義 務教 育学 校へ 向け た計画 案の 策定 を進 め
課題から 実施する。

た。
・ 附属 静岡 小学校 １年 生と 幼稚 園年 長児が 相手 校園 を訪 問
し、相互 に交流した。
・ 防災 訓練 におい て、 小中 学校 合同 の引き 渡し 訓練 を実 施
した。

大学 ・学部及び 地域の公私 ・ 地域 参画 型とし て、 各教 科レ ベル で学校 現場 型プ ロジ ェ
立 学 校園 等 と 連携 ・ 共同

ク ト（「 多 言語 併 用 状況 に お ける 協 働 学習 に 関 する 実 践

し、 学校現場に おける今日

研 究 」、「 小中、 中高 の接 続を促 す学 校数学 カリ キュラ ム

的な教育 課題に対応

に 関す る研 究（Ⅰ ）」）を 推進し 、各 校の実 情に 応じて 研
究協力校 との共同研究を一 層推進した。

ネッ トワークや 情報機器類 ・児童・生 徒用パソコン教室 の情報機器を更新 した。
の整 備を進め、 地域の情報 ・附属学校 園の情報関連機器 を充実した。
拠点 機能強化す ることによ ・ 各附 属学 校園で はホ ーム ペー ジ上 で研究 の状 況等 を発 信
り、e-Learningや情報提供

し、これ らをもとにアンケ ート調査の原案を 作成した。

等の 事業を段階 的に実施す ・ 道徳 及び ホーム ルー ム等 にお いて 、事例 をも とに ＩＴ 倫
る。

理教育を 行った。

サテ ライト教室 を会場にし ・ 現職 教員 研修に 焦点 を絞 った ニー ズ調査 の実 施に 向け 、
た 公 開講 座 等 を開 催 に向

調査項目 等について検討を 進めた。

け、 現職教員研 修等に焦点
を絞 ったニーズ 調査を実施
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する。
施設 設備の実態 調査の実施 ・ これ まで に調査 した 施設 の点 検・ 評価の 実態 調査 及び 施
と課 題の整理を 行い、充実

設の 設備 等更新 計画 を踏 まえ 課題 に取り 組む 施設 修繕 計

に向 けた年度計 画案を策定

画（ 年度 計画） を作 成し 、こ れに 基づく 劣化 防止 対策 事

する。

業を 学内 ホーム ペー ジに 公表 し、 計画的 に事 業に 実施 す
ると とも に、施 設の 巡視 点検 によ る不具 合箇 所の 確認 と
緊急度評 価に基づく修繕等 対策を実施した。

サテ ライト教室 等の学校施 ・ サテ ライ ト教室 とし ての 高機 能を 有した 公共 施設 の誕 生
設の 全学利用に ついて、各

や附 属学 校園内 施設 利用 にあ たっ ての危 機管 理問 題の 発

部局 を対象とす るニーズ調

生な ど、 新たな 環境 ・条 件の 変化 を踏ま えた 将来 計画 の

査を実施 する。

見直しを 行い、ニーズ調査 をすることとした 。

Ⅱ ．業務運営の改善 及び効率化
１．運営体制の改 善に関する実施状況
学長 ・理事を全 学的な経営 ・ 学長 補佐 体制の 強化 を図 るた め、 人事労 務担 当学 長補 佐
戦略 策定の中核 として、学

を設置し た。

長補佐体 制の強化を図る。 ・ 次期 中期 目標・ 中期 計画 に向 けた 将来計 画策 定の ため 、
中期計画 検討会議を設置し た。
・ 附属 学校 園の設 置形 態を 含め た基 本的な 将来 構想 等を 検
討するた め、附属学校園将 来計画委員会を設 置した。
・ 大学 評価 及び経 営戦 略の ため の情 報収集 ・分 析・ 提供 シ
ステ ムと 実施体 制を 検討 する ため 、情報 戦略 ＷＧ を設 置
した。
・平 成16年 度に 役員会 の下 に設 置さ れた 委員 会等の 主な 活
動状況は 、次のとおりであ る。
組織・ 人事管理委員会
事務 組織の再編整備案 を策定等
予算管 理委員会
競争 的配分経費等の戦 略的予算の仕組み の整備
教育 研究設備基金制度 を導入
施設マ ネジメント委員会
施設 修繕計画を策定等
人事労 務制度検討会議
人事 院勧告（給与改定 ）への対応等
研究戦 略会議
・博 士課程 修了 者の キャ リア アップ を図 るた めの 協
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力 研究員制度の策定
・大 学教育 の国 際化 推進 プロ グラム （海 外先 進研 究
実 践支援、戦略的国 際連携支援）への 対応
教育検 討会議
特色 ＧＰ及び現代ＧＰ への対応
部局 単位での政 策立案能力 ・学部にお ける新たな取組状 況は、次のとおり である。
と組 織運営の機 動性・効率

教育 学部 ：附属 学校 園の 統一 的運 営及び 全体 改革 を図 る

性の向上 を図る。

ため 、新たに附属学 校園統括長職を設 置した 。
理学 部： 評議 員の１ 名を 副学 部長 にす ると ともに 、学 部
長、副 学部 長、 評議 員、 事務長 を構 成員 とす る
執行部会議（学部 長諮問会議）を設 置した。
工学 部： 外部委 員（ 同窓 会３ 名、 地域企 業２ 名） を加 え
た将来計画企画会 議を設置した。
農学 部： 評議員 を副 学部 長と する ととも に、 事務 長を 加
えた企画運営会議 を設置した。

各教 員が教育研 究に専念で ・ 委員 会報 告をメ ール 報告 に変 える などし て、 教授 会の 所
きる ようにする ために、各

要時間が 短縮され、改善が 図られた。

種 委 員会 等 の 見直 し を図
る。

平成16年 度
人文

教育

情報

理

工

農

11

16

12

13

7

10

1:54

3:06

2:21

1:15

1:38

未

未

未

未

済

済

人文

教育

情報

理

工

農

開催回数

11

16

12

13

8

9

所要時間

1:20

1:53

2:50

2:17

1:18

1:14

代 議員 制導 入状 況

未

未

未

未

済

開催回数

所要時間 2:39

代議 員制 導入 状 況
平成17年 度

済

・委員会の 廃止
工学部で は 、学内委員会を見 直し 、２委員会を廃止 した 。
監査 の独立性と 相互の内部 ・ 監査 業務 の一層 の充 実を 図る ため 、財務 施設 部に 置か れ
チ ェ ック 機 能 の強 化 を図

てい た監 査室を 見直 し、 事務 局長 の下に 業務 及び 財務 を

る。

集約監査 する監査室を設置 することを決定し た。
（設置 年月日：平成18年 ４月１日）
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２ ．教育研究組織の 見直しに関する実施 状況
人文 学部及び人 文社会科学 ・法科大学 院が設置され、第 １期生31名が入学 した。
研究 科の組織再 編を図ると ・ 人文 学部 及び人 文社 会科 学研 究科 の組織 再編 に向 け、
とも に学部分割 等、受験生

他大 学の 夜間主 コー ス等 につ いて の調査 、ま た企 業等 に

ニー ズに応え、 社会に分か

対して夜 間主教育のニーズ 調査を実施した。

り 易 い組 織 改 革を 検 討す
る。
自然 科学系新大 学院の平成 ・ 新大 学院 （自然 科学 系教 育部 ）の 設置申 請を 行い 、平 成
18年 度開設を 目指し、設置

１８ 年度 設置が 認可 され た。 この 新大学 院は 、社 会に 受

申請 を行う。新 大学院の設

け入 れら れる深 い専 門知 識と 幅広 い素養 を有 する 人材 を

置に 先立ち、電 子科学研究

育成 する ために 、専 門科 目を 体系 化し、 学際 的人 材を 養

科に ナノビジョ ン工学専攻

成す る短 期集中 型講 義、 他組 織の 研究者 ・実 務家 によ る

を設置す る。

特別 講義 、イン ター ンシ ップ など 従来に ない 新し い授 業
形態を導 入した。
・電子科学 研究科にナノビジ ョン工学専攻を新 設した。

アジ アに根ざし た自然と社 ・ 文系 新大 学院構 想Ｗ Ｇを 設置 し、 新大学 院（ 博士 後期 課
会・ 文化に関す る新研究科

程）の基 本構想について検 討を進めた。

の設 置形態につ いて全学的
な調整を 図る。
大型 外部資金等 により附置 ・科 学研 究費 補助金 基盤 研究（ S)を獲得 し、 大型 装置(極
研究 所に新たな 研究設備を

低温走査 トンネル顕微鏡)を導入した 。

導入 して、21世紀に対応し
た研究環 境の整備を図る。

教員 養成課程の 質的充実と ・ 教員 養成 課程の 充実 と教 職大 学院 設置を 主な 内容 とす る
強化 のため、引 き続き教育
学部の改 組案を策定する。

学部改組 案を策定した。
【改善事項】
教育学部 改組案が具体的に 示されたため。

理学 部新学科の 平成18年度 ・理学部生 物地球環境科学科 を生物科学科と地 球科学科に 、
設置の準 備を進める。

学科再編 することを決定し た。

近隣 の大学との 統合に向け ・ 近隣 の大 学との 統合 を視 野に 入れ つつ協 議を 行い 、様 々
た協議を 継続する。

な連携協 力を具体的に進め ることを決定した 。
【改善事項】
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当面 の方 向性「 連携 協力 を具 体的 に進め る」 が示 され た
ため。
自 然 科 学 系 新 大 学 院 構 想 ・ 第２ 期中 期目標 に向 けて 本学 と岐 阜大学 が連 携し 、新 し
（平 成18年度 設置予定）に

い農学系 連合大学院設置を 目指すことを決定 した。

向け 、第１期中 期目標期間
中に おける農学 系連合大学
院の 連携協力の 在り方につ
いて検討 を進める。

３ ．教職員の人事の 適正化に関する実施 状況
評価 会議による 教員の教育 ・ 評価 会議 におい て、 教員 の教 育、 研究、 社会 連携 、管 理
・研 究、地域連 携、国際連

運営の４ 分野に係る評価シ ステム案を取りま とめた。

携、 管理運営等 への貢献度 ・ 人事 労務 制度検 討会 議に おい て、 事務職 員及 び技 術職 員
評価 を待遇に反 映させるシ

の評 価シ ステム の制 度設 計に 向け 、従前 の制 度の 検証 を

ステ ム及び事務 職員及び技

行った。

術職 員の評価シ ステムにつ
いて 、人事労務 制度検討会
議におい て検討を進める。
労働 時間・雇用 形態の弾力 ・ 昨年 度導 入した 裁量 労働 制、 変形 労働制 、大 学教 員に 専
的な運用 を図る。

門型 裁量 労働制 と一 部教 員に １か 月単位 の変 形労 働制 、
教育 学部 附属学 校園 教員 の１ 年間 単位の 変形 労働 時間 制
の運用状 況の把握に努めた 。

任期 制・公募制 の積極的活 ・ 本年 度の 教員採 用は 、公 募に よっ て行う こと とし 、他 大
用に より、教員 の流動性を
高める。

学、企業 、研究機関の経歴 を有する者を雇用 した。
前職

教

授

助教 授

講

師

助

手

他大学

6(1)

5

0

0

企 業、 研究 機関 等

9(5)

3(1)

1(1)

1(1)

新 規卒 業者 等

0

0

0

2(1)

8(1)

1(1)

3(2)

計

15(6)

※（ ）書きは、 任期付教員内数。
・ 任期 制に 関して は、 ４学 部、 １研 究所、 ２研 究科 、３ 学
内共 同教 育研究 施設 にお いて 実施 し、教 員の 流動 性を 高
めた。
・ 教育 学部 附属教 育実 践総 合セ ンタ ーに新 たに 設置 した 地
域連 携部 門に任 期制 教員 １名 を配 置し、 静岡 県教 育委 員
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会から交 流協定に基づき派 遣される教員を充 てた。
・教 員の 早期 退職 制度 に基 づき、 60歳以上 65歳未満 の教 員
に早期退 職を募り(５名の実績) 、人事の活性化を 図った 。
女性 教職員、外 国人及び障 ・ 本学 教職 員への 女性 雇用 状況 は、 次に示 すと おり 伸張 傾
害者 の採用・登 用を積極的

向にあ る。

に進める 。

※ （ ）書は 定員に占める割合 を示す。
15年度

16年度

17年 度

女性教員

90(10.1％)

97

(11％)

102(11.5%)

女 性事 務職 員

87(23.3％)

87(23.7％)

86(23.9%)

外 国人 教員 等

18

19 (2.2％)

18( 2.0%)

(2％)

・ 障 害者 の 雇 用に つ い ては 、「 障害 者 の 雇用 促 進 に関 す る
法律」に 基づく法定雇用率 を遵守
事 務 職 員 の 採 用 に つ い て ・ 法人 化以 降にお ける 事務 職員 の採 用状況 は、 以下 のと お
は、 東海・北陸 地区におけ

りである 。

る競 争試験によ る採用を原

16年度

17年度

則と するが、専 門性の高い

試験採用

6人

3人

職種 については 、大学独自

選考採用

3人

0人

の柔軟な 採用を行う。
業務 に即した知 識を深め、 ・本年度の 実施状況は、次の とおりである。
具体 的な課題に 対応しうる

・窓口対 応スキルアップ研 修

判断 力・行動力 を身につけ

・職員ス キルアップ研修（ 中堅職員）

るこ とができる よう、能力

・静岡大 学管理・監督者研 修（放送大学）

開発 プログラム を組み入れ

・簿記研 修

た研修を 実施する。

・静岡大 学パソコン研修
・管理職 のための労働法講 習

採 用 時 研 修 等 の 充 実 を 図 ・ 採用 後、 概ね６ 月を 経過 した 職員 を対象 とし た「 新規 採
る。

用職員フ ォローアップ研修 」を実施した。
参加者数 7人

職務 内容の特性 に応じて、 ・在任期 間の長期化を 図り、３年を超 える在任者は、23.3%
在任 期間を長期 化して事務

(対前年度比3.3%)となった 。

職員の専 門能力を高める。

・教務・ 入試チーム主査（ 入試実施担当）
・研究協 力・情報企画チー ムスタッフ（情報 企画）
・研究協 力・情報企画チー ムスタッフ（情報 システム）
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４ ．事務等の効率化 ・合理化に関する実 施状況
業務 の効率化、 能率化を図 ・事 務組 織の 再編 の検 討を 進め、 平成 17年 10月から 、事 務
り、 事務組織を 再編整備す

局に チー ム制を 導入 した 。チ ーム 制を導 入す るこ とに よ

る。

り、 機動 的な業 務の 執行 に適 した 体制を 柔軟 にと るこ と
が可能と なった。
・ 事務 の効 率化及 び情 報セ キュ リテ ィー管 理の 徹底 等を 図
るこ とを 目的に 他国 立大 学法 人に 先駆け て、 法人 カー ド
を導 入し 、公私 分離 決済 方式 によ る物品 調達 を可 能に し
た。 さら に、身 分証 明書 をＩ Ｃカ ード化 して 一部 建物 等
の入退室 を自動化した。
・ 旅費 支給 基準を 見直 し、 特定 の区 間につ いて 旅費 の定 額
化す るこ とによ り旅 費計 算業 務が 簡素化 し、 業務 の効 率
化が図ら れた。

業務 情報のデー タベース化 ・ 役員 会の 下に情 報戦 略Ｗ Ｇを 設置 し、業 務情 報の 一元 化
に向 け、全学的 組織を設置

に向け、 情報収集システム 等について検討を 進めた。

し、シス テムを構築する。
業務 のアウトソ ーシングを ・ 事務 組織 検討部 会に おい て、 事務 組織の 再編 の検 討と と
進める。

もに 、ア ウトソ ーシ ング 可能 な業 務の洗 い出 しを 行い 、
新たに以 下の業務について 外部委託した。
・法人文 書管理システムの 更新作業
・履修申 告、成績及び学生 住所等データ入力 作業
・テクノ フェスタin浜松の 広報紙の封入・発 送作業
・工学部 広報誌「はまかぜ 」発送作業

全学 の情報基盤 を統合的に ・ 全学 の情 報基盤 を統 合的 に管 理す る体制 の構 築に 向け 検
管理 する体制の 構築に向け

討を開始 する。

検討を開 始する。

Ⅲ ．財務内容の改善
１．外部研究資金 その他の自己収入の 増加に関する実施 状況
部局 ごとに科学 研究費補助 ・平成22年 度科学研究費補助 金の申請率を文系 60％、理系
金の 申請件数及 び受入額の

90％ とな るよ う、部 局ご とに 年度 数値 目標 を設定 する こ

目標を設 定する。

ととた。
・ 過去 ３年 間にお ける 科学 研究 費補 助金の 採択 金額 は以 下
のとおり 増加している。
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交付金額( 百万 円 )

申請件数

採択件 数

15年度

580

253

603

16年度

576

258

624

17年度

639

287

645

【改善事項 】
・ 科学 研究 費補助 金の 申請 率に つい て、全 部局 にお ける 部
局ごとの 年度数値目標を、 設定することとし た。
研究 戦略会議に おいて方針 ・ 過去 ３年 間にお ける 寄附 金、 共同 研究、 受託 研究 の受 入
を策 定し、産学 連携、地域
貢献 を促進しつ つ、自己収
入の増加 を目指す。

れ件数は 、以下のとおり増 加している。
寄 附 金
件数 金額( 百万 円 )

共同研究

受託研究

件数 金額(百 万 円 )

件数 金額(百 万 円 )

15年度 337

319

137

234

76

582

16年度 526

380

200

296

79

576

17年度 790

421

236

351

86

720

・ 工学 部で は、研 究推 進の 中核 とな り地域 企業 と連 携し た
研究助成 への応募を推進し た。
17年度実績

18年度申請

件数 金 額(千 円 )

件数

知的クラ スター事業

4

98,784

5

地域新生 コンソーシアム事 業

6

8,429

3

新連携対 策補助金

1

525

0

地域の人 材育成事業

2

8,901

1

1

2,526

1

静岡県と の戦略課題研究
「佐鳴湖 」

研究 戦略会議に おいて、大 ・研究戦 略会議の要請 に基づき、機器 分析センターにお い
学の 保有する機 器を活用し

て、 学外 機関 からの 受託 分析 の実 施に 向け 、他大 学の 実

た試 験、調査な どの受託を

情及び関 係規則等の情報収 集・検討を進めた 。

積極 的に進める ための方策
を検討す る。
市民 向け開放授 業等の新た ・ 正規 の授 業を市 民が 受講 でき る「 市民開 放授 業」 を実 施
な大 学開放プロ グラムを開

し、受講 生数が延べ106名に上った。

発す る。また、 生涯学習教 ・ ビジ ネス 支援講 座の 開設 等、 多様 な施策 によ る収 入増 を
育研 究センター 等の既存の

図る ため 生涯学 習教 育研 究セ ンタ ーなど の既 存の 組織 を

組織 を見直し、 収入増を図

見直し、 新たな体制を整備 することとした

るた めの多様な 施策を検討
する。
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２．経費の抑制に 関する実施状況
予算 管理委員会 において、 ・光熱水 料、通信費及 び消耗品費等あ らゆる経費の節減 策
光熱 水費、通信 費、消耗品

を策 定し 、具 体的な 実施 計画 表を 作成 、ホ ームペ ージ 上

費な どの管理運 営経費を計

で全学に 公表した。

画的に抑 制する。
組織 ・人事管理 委員会にお ・役員会 の下に、人件 費改革ＷＧを設 置し、国の総人件 費
いて 、教職員の 適正配置を

改革 の実 行計 画を踏 まえ 、来 年度 以降平 成21年度 まで に

図り 、人件費の 抑制に努め

概ね ４％ の人件 費の 削減 を図 ると ともに 教職 員の 適性 配

る。

置に努め ることを決定した 。
・平成17年 度定員削減数：教 員５人、事務系職 員

Ⅳ ．自己点検・評価 及び情報提供
１．評価の充実に 関する実施状況
静岡 大学教員デ ータベース ・学外 公開項目を追 加するなど教 員データベース の機能強
の内 容を充実さ せ、評価の

化を図っ た。

た め の情 報 基 盤を 強 化す
る。
教育 、研究、管 理運営、地 ・評価 会議において 、教育、研究 、社会連携、管 理運営の
域連 携、国際連 携等に対す

４分 野における教 員の個人評価 に関する基本方 針等を策

る各 部局等の活 動及び教員

定し、中 期計画内でのシス テムの試行の目途 がついた。

個々 の活動につ いて評価を
行 う シス テ ム の構 築 に向
け、 評価会議に おいて検討
を進める 。

２．情報公開等の 推進に関する実施状 況
教育 目標と教育 内容を刊行 ・ 教育 目標 と教育 内容 を学 部案 内及 びシラ バス 等に 掲載 す
物及 びホームペ ージ上でよ

ると とも に、各 学部 ホー ムペ ージ 上でよ り積 極的 に公 開

り積極的 に公開する。

した。

研究 情報及び研 究成果等を ・各学部等 における公開状況 は、次のとおりで ある。
ホ ー ムペ ー ジ 上で 公 開す
る。

人文学部
地 域社 会文化 研究 ネッ トワ ーク 、生命 ケア の比 較文 化
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論 的研究（科研 費平成15〜17年度)プ ロジェクトや 対人
援助の 倫理と法（ 科研費平 成17〜19年度) 、
『 法経研究 』、
『経 済研 究 』、『法 政研 究』を 学部 ホーム ペー ジで紹 介
した。
情報学部
NEWS欄及び 情報 学研 究推 進室の ペー ジを 立ち上 げる な
ど公開 を進めた。
理学部
環 境関 連の新 規プ ロジ ェク トや 、学会 表彰 を受 けた 速
報 性の 高い研 究成 果を 、ホ ーム ページ 上速 やか に公 表
した。
工学部
平成１ ７年度静岡大学工 学部年次報告書（ 組織 、財政 、
教 育、 研究、 学生 の活 動、 国際 連携等 の実 績等 ）を ホ
ームペ ージ上で公開した 。
電子科学 研究科
２ １世 紀ＣＯ Ｅプ ログ ラム によ る研究 内容 の現 況に つ
いて、 ニュースレターを 年３回発行した。
・ 教員 デー タベー スの 学外 公開 項目 を追加 し、 研究 成果 等
の情報を 広く公開した。
学 内 刊 行 物 の 集 約 化 を 図 ・平 成17年 度ま でに電 子化 23件、発 刊の 中止 ８件を 実施 し
り、その 電子化を進める。

た。

ホー ムページを 充実し、外 ・ 教職 員向 けペー ジの 掲載 項目 を整 理し、 見や すい 環境 を
部か らのアクセ スを容易に
する。

整えた。
・ 法科 大学 院ホー ムペ ージ を新 たに 開設し 、ホ ーム ペー ジ
を充 実さ せると とも に、 新た にキ ャンパ スキ ャラ クタ ー
（し ずっ ぴー） を設 定し 、親 しみ やすい アク セス 条件 を
整えた。

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 実施状況
高度 化や情報化 の進展に沿 ・ 実験 研究 の高度 化や 情報 化に 対応 するた めの 施設 設備 の
った 施設設備の 充実を図る

充実に向 け、整備方策等の 検討を行った。

た め に整 備 水 準を 策 定す
る。
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学生 の福利厚生 施設の実態 ・ 学生 の福 利厚生 環境 のよ り良 い改 善・充 実を 推進 する た
調査 の実施と、 課題の整理

め福利厚 生施設に係る既存 施設チェックリス トを作成し 、

を行 い、充実に 向けた整備

実態 調査 を実施 した 。こ の結 果を 踏まえ 、整 備方 策・ 水

水準を策 定する。

準の設定 を行った。

校舎 等の老朽化 改善・再生 ・ 施設 整備 費補助 金等 を財 源と して 屋内運 動場 等７ 施設 の
整備を図 る。

耐震 補強 を中心 とし た改 修整 備を 実施し た他 、年 次計 画
に基 づく 校舎屋 上防 水改 修、 トイ レ改修 等の 老朽 改善 を
行った。
・ 施設 修繕 計画に 基づ く劣 化防 止対 策事業 を学 内ホ ーム ペ
ージ に公 表し、 要望 のあ った 修繕 を運営 費交 付金 を財 源
として実 施した。
・ 施設 の巡 視点検 によ る不 具合 箇所 を確認 し、 緊急 度評 価
に基づく 修繕等を実施した 。
・ 運営 費交 付金を 財源 とす る「 目的 積立金 」に より 、空 調
設備 （人 文学部 Ｂ棟 ４階 の３ 教室 及び講 義室 ）や トイ レ
改修など 学生教育環境の整 備を行った。

大規 模災害に対 する施設設 ・ 全学 にお ける建 物の 耐震 性能 、キ ャンパ スラ イフ ライ ン
備の 安全性能を 確認の上、

であ る受 電設備 等の 基幹 設備 の安 全性能 を確 認し 、屋 内

不良 な点は速や かに改善す

運動場等 ７施設の耐震補強 整備を行った。

る。

【改善事項 】
防災 上問 題のあ る施 設設 備に つい て、屋 内運 動場 等７ 施
設の耐震 補強を行い改善が 進んだ。

室内 環境の把握 に努めると ・ 労働 安全 衛生法 に基 づく 点検 及び 作業環 境測 定の 実施 に
とも に改善を要 する箇所は

より 室内 環境の 把握 と適 正維 持を 行うこ とと 併せ 、施 設

速やかに 行う。

巡視 点検 による 不具 合箇 所の 確認 と緊急 度評 価に 基づ く
修繕等対 策を実施した。
・ 平成 ８年 度以前 に完 成し た全 ての 建物の 吹き 付け アス ベ
スト 実態 調査を 行い 、必 要な 定性 ・定量 分析 及び 室内 空
気環 境測 定を実 施し 、室 内環 境の 安全性 を確 認す ると と
もに 、緊 急に対 策が 必要 と判 断し た箇所 につ いて は、 速
やかに除 去工事を実施した 。

ハー トビル法に 準拠した施 ・ ハー トビ ル法に 準拠 した 既存 施設 チェッ クリ スト を作 成
設の 改善に向け 現状調査を

し、 これ に基づ く現 地調 査を 行い 、改善 すべ き課 題を 整

行い 、課題を抽 出し整備水

理して整 備方策・水準の設 定を行った。

準を策定 する。
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屋外 環境の実態 の把握と課 ・ 屋外 環境 に係る 既存 施設 チェ ック リスト を作 成し 、こ れ
題を 抽出し整備 水準を策定

に基 づく 実態調 査を 行い 、改 善す べき課 題を 整理 して 整

する。

備方策・ 水準の設定を行っ た。

施設 マネジメン ト委員会に ・ 施設 の全 面改修 時等 に備 え、 共同 利用等 有効 な利 活用 に
おい て審議した 有効活用に

資する整 備手法等の検討を 行った。

関す る指針に基 づき、施設
等の 適切な共同 利用や再配
分を 積極的に進 めるため整
備モデル を策定する。
施設 に関する自 己点検評価 ・ 施設 の点 検・評 価の 実態 調査 に基 づく稼 働率 によ り講 義
を徹 底し、それ に基づく有
効な利活 用を推進する。

室の空調 整備優先順位を決 定し順次、整備し た。
・ 共通 教育 Ｃ棟に おい て学 生実 験室 の稼働 率等 向上 を含 む
集約 一元 化を目 指し た学 生実 験セ ンター 化第 １期 改修 工
事を実施 した。

施設 に関する自 己点検評価 ・ 施 設の 維 持 保全 体 制 の整 備 の 一環 と し て 、「 施 設な ん で
を徹底し 、一元管理の下に 、

も相談窓 口」を開設した。

計画 的な建物の 維持保全及 ・ 維持 保全 経費の 一元 管理 の下 、計 画的に 建物 の維 持保 全
び管 理の方策を 作成し実施

を行 うた めの施 設管 理計 画を 作成 し、こ れに 基づ く劣 化

する。

防止対策 事業を学内ホーム ページに公表した 。

平成 18年度の 全学ネットワ ・平 成18年 度設 置予定 の情 報基 盤整 備に 係る 仕様策 定を 予
ーク 更新に向け 、学内ネッ

定どおり 進めた。

トワ ークの運営 体制を再検
討する。

２．安全管理に関 する実施状況
防 犯 警 備 体 制 の 強 化 を 図 ・ 新入 生の 防犯意 識高 揚の ため に警 察関係 者の 講演 及び 防
る。

犯講座を 実施した。
・ 地域 住民 と連携 した 防犯 意識 高揚 のため のキ ャン ペー ン
等を 前期 ２回（ ４日 間） 及び 後期 １回（ ２日 間） 実施 し
た。
・ 学内 警備 業務を 法人 本部 に一 元化 し、こ れま でよ り巡 回
回数を増 やした。

危険 薬品類の取 扱いや有害 ・ 衛生 管理 者及び 作業 主任 者代 表者 によっ て、 巡視 を定 期
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廃液 処理等の管 理に係る規

的に 行い ，部屋 ごと に有 機溶 剤・ 特定化 学物 質の 管理 状

則・ マニュアル により定期

況を確認 し，使用簿・ＭＳ ＤＳの配備等を確 認した。

点検を実 施する。
有害 廃液処理・ 実験等に使 ・各部局に おける安全対策へ の取り組み
用す る化学薬品 の管理、日

教育学部

常の 心構え等に ついて教育

・新 任の 作業主 任者 の作 業場 点検 ・研修 を年 度初 頭に 実

・研 修を行い、 安全対策の
徹底を図 る。

施。
・防災訓 練時に、化学薬品 等の取り扱い訓練 を実施。
・高 圧ガ スの取 扱講 習会 など 、安 全意識 を高 める 研修 を
実施し た。
理学部
・衛 生管 理者に よる 巡視 を毎 週実 施し、 毎月 １回 開催 の
理学部 等安全衛生管理委 員会で周知徹底を 図った。
理工学研 究科
・防 災訓 練時に 危険 薬品 の保 管状 況等の 点検 と非 常時 に
おける 薬品管理の教育訓 練を実施した。

教職 員の健康、 安全を図る
ため 、安全衛生 管理体制を
恒常的に 見直す。
−有 機溶剤中毒 予防及び特 ・ 昨年 度申 請し、 審査 中で あっ た有 機溶剤 中毒 予防 規則 に
定化 学物質等障 害予防規則

係る適用 除外について、12作業場が認定され た。

によ る適用除外 申請業務に ・ 本年 度新 たに、 有機 溶剤 中毒 予防 規則に 係る 適用 除外 申
関するこ と

請を６作 業場申請した。

−作 業環境測定 業務に係る ・ 有機 溶剤 の第一 種作 業環 境測 定士 免許資 格者 を３ 人養 成
本学 の取り扱い に関するこ

した 。こ れによ り来 年度 から 作業 環境測 定の 一部 を学 内

と

者が 行う ことと なり 、経 費節 減や 実施時 期の 柔軟 な対 応
が可能と なった｡

−機 械及び薬品 の適正管理 ・ 局所 排気 装置等 定期 自主 検査 イン ストラ クタ ー資 格者 を
に関する こと

１人養成 した。これにより 来年度から学内資 格者によっ
て、 局所 排気装 置定 期自 主検 査者 養成講 習が 実施 可能 と
なった。
・ 退職 教員 の機械 ・薬 品類 の処 分・ 有効活 用を 徹底 する た
め、 各安 全衛生 管理 委員 会で の業 務の強 化を 図る とと も
に 、定年退 職教員に定年６月前 に学長から文書で 通知し 、
徹底する ことを制度化した ｡
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・ 液体 次亜 塩素酸 を使 用す る附 属学 校園・ 学寮 の調 理室 、
プー ルの 水質調 整室 等の 作業 場に 、法で 定め られ た基 準
以上 に危 険物取 扱作 業指 揮者 を配 置する とと もに 保護 具
を整備し 、災害発生の予防 に努めた｡
・ エッ クス 線発生 装置 及び 局所 排気 装置の 学内 実態 調査 を
実施し、 問題点の把握に努 めた。
・液体窒素 保安講習会を実施 した。
事故 発生時の初 動対応マニ ・ 研修 ・訓 練等の 実施 に向 け、 事故 処理マ ニュ アル を更 新
ュア ルに基づい て研修・訓

した。

練を行う 。
実験 に使用する 薬品の購入 ・総合管理 システムの構築に 向け、検討を進め た。
管理 、使用管理 、廃液処理
まで の総合管理 システムを
構築に向 け 、検討を進める 。
新入 生セミナー 及び総合科 ・新入生セ ミナーで１年生全 員に防災講演を行 うとともに 、
目に おいて学生 に対する地

３年生向 けに総合科目｢地震防災｣を実施した 。

震･防災教育の充実 を図る 。
緊急 時に対応可 能な学内防 ・ 近隣 の消 防署及 び警 察並 びに 病院 等も交 えた 、よ り実 効
災体 制組織の一 層の連携強

的な緊急 時の防災組織体制 を構築することと した。

化を図る 。
学生 ・教職員等 の安否確認 ・平 成18年 度入 学生を 対象 に、 現在 学生 案内 に綴じ 込み さ
体制の早 期実現を図る。

れて いる 葉書に よる 災害 時安 否確 認につ いて 、料 金受 取
人払いに 変更し、確認強化 体制を整備した。
・ 安全 性が 高く安 価な 安否 確認 シス テムの 導入 につ いて 、
検討を進 めた。

防災 ・ボランテ ィアセンタ ・ 防災 ・ボ ランテ ィア セン ター を中 心とし て① 新入 生対 象
ーを 中心に、地 域住民との

の防 災訓 練、② サバ イバ ル訓 練、 ③避難 所体 験訓 練を 実

防災 ネットワー クセンター

施した。

及び 地方自治体 との連携の ・ それ らの 訓練を 通し て、 元本 学職 員の支 援を 得て 、学 生
充実を図 る。

の企 画・ 立案能 力の 養成 及び ボラ ンティ アリ ーダ ーの 育
成を行っ た。
・ 浜松 地区 では， 地震 防災 のた めの 学生ボ ラン ティ アグ ル
ー プと して 16年 12月９日 にネ ット ワーク を立 上げ ，17年
５月 14 日に 新 入生 に 対 する 防 災訓 練 を 実施 し た 。（ 訓 練
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受講者約 20名）
地震 発生時の初 動体制を確 ・ 全学 一斉 地震防 災訓 練を 実施 し、 初動体 制の 確認 、非 常
立す るため、有 効で実用的

時脱 出用 シュー ター 等の 降下 訓練 のほか 、今 年度 から 新

な防 災トレーニ ングを実施

たに トリ アージ 訓練 及び ボラ ンテ ィアセ ンタ ー設 営訓 練

する とともに、 教職員、学

を実施し 、教職員・学生の 防災意識の高揚を 図った。

生へ の一層の周 知徹底を図
る。
大学 キャンパス が有事の際 ・ 防災 対策 委員会 にお いて 、避 難地 として の機 能を 果た す
の避 難地として の機能を果

ため の第 一段階 とし て各 建物 の玄 関に入 室可 能な 部屋 の

たす ために、避 難場所、防

全体 図を 早急に 設置 する こと を決 定する とと もに 、食 糧

災倉 庫等の整備 及び食糧の

の備蓄等 について検討を進 めた。

備蓄方法 等を検討する。

・ 工学 部で は、浜 松地 区に おけ る災 害への 備え て、 静大 生
協で常時 1500食分以上を備 蓄した。

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

収入
運営費 交付金
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
補助金 等収入
国立 大学財務・ 経営センタ ー施設費交
付金
自己収 入
授業 料、入学金及び検定 料収入
附属 病院収入
財産 処分収入
雑収 入
産学連 携等研究収入及び寄 附金収入等
長期借 入金収入
貸付回 収金
承継剰 余金
旧法人 承継積立金
目的積 立金取崩
計
支出
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決算額

差 額
（ 決算−予 算 ）

10,199
459
0
669
0

10,199
469
0
2,006
46

0
10
0
1,337
46

54
6,395
6,281
0
0
114
1,059
0
0
0
0
0
18,835

54
6,457
6,303
0
0
154
1,735
0
0
0
0
112
21,078

0
62
22
0
0
40
676
0
0
0
0
112
2,243

業務費
教育 研究経費
診療 経費
一般管 理費
施設整 備費
船舶建 造費
補助金 等
産学 連携等研究 経費及び寄 附金事業費
等
貸付金
長期借 入金償還金
国立 大学財務・ 経営センタ ー施設費納
付金
計

11,936
11,936
0
4,658
459
0
0

12,122
12,122
0
3,691
469
0
46

186
186
0
△ 967
10
0
46

1,059
0
669

1,628
0
2,006

569
0
1,337

54
18,835

54
20,016

0
1,181

２．人件費
（ 単位：百万円）
区

分

予算額

人件費（ 退職手当は除く）

12,283

決算額

差 額
（ 決算 −予算 ）

11,861

△ 422

３．収支計画
（ 単位：百万円）
区

分

予算額

決算額

差 額
（ 決算 −予算 ）

費用の部
経常費 用
業務 費
教 育研究経費
診 療経費
受 託研究経費等
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

17,677
17,677
16,681
2,315
0
758
125
9,818
3,666
832
0
0
164
0

17,887
17,877
16,855
2,651
0
1,277
100
9,656
3,171
398
7
0
617
10

210
200
173
336
0
519
△24
△ 162
△ 495
△ 434
7
0
453
10

収益の部
経常収 益
運営 費交付金収益
授業 料収益

17,677
17,677
10,199
5,177

18,355
18,348
9,836
5,276

677
670
△ 363
99
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入学 金収益
検定 料収益
附属 病院収益
補助 金等収益
受託 研究等収益
寄附 金収益
財務 収益
雑益
資産 見返運営費交付金等 戻入
資産 見返補助金等戻入
資産 見返寄附金戻入
資産 見返物品受贈額戻入
臨時利 益
純利益
目的積立 金取崩益
総利益

794
183
0
0
758
288
0
114
45
0
4
115
0
0
0
0

800
183
0
29
1,292
311
0
211
36
1
70
302
7
467
18
485

7
△0
0
29
533
23
0
98
△9
1
66
187
7
467
18
485

４．資金計画
（ 単位：百万円）
区

分

予算 額

決算 額

差 額
（ 決算 −予算 ）

資金支出
業務活 動による支出
投資活 動による支出
財務活 動による支出
翌年度 への繰越金

20,888
17,738
653
669
1,828

23,488
17,342
3,047
202
2,896

2,600
△ 396
2,394
△ 467
1,068

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・入学金及び検定 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
寄附 金収入
その 他の収入
投資活 動による収入
施設 費による収入
その 他の収入
財務活 動による収入
前年度 よりの繰越金

20,888
17,653
10,199

23,488
18,430
10,199

2,600
777
0

6,281
0
758
0
301
114
1,182
1,182
0
0
2,053

6,303
0
1,301
38
421
168
2,524
523
2,000
0
2,534

22
0
543
38
120
54
1,342
△ 659
2,000
0
481
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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
該当な し

Ⅸ ．剰余金の使途
目的積 立金取崩額

１１２ ，１４７，４００ 円

教育研 究環境整備資産の購 入及び費用の発生

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 ）

営繕事業

総額

財

源

５２ ３ 国立 大学財務・経営 センタ
ー施 設費交付 金

（大谷）

（５４）

施設整備 費補助金

屋内運 動場改修

（４６９）

（布橋他）
（附属小中養）屋 内運動場等改修
アスベスト対策事 業

２．人事に関する 状況
○教員人事について
雇用方針

「Ⅱ 業務運営の 改善及び効 率化に関する 目標

・任期制・公募制の積極的活用により、教 を達 成するための措置」
育・研究等それぞれの分野にふさわしい

Ｐ ４８参照

人材を雇用するとともに教員の流動性を
高める。
・女性教員、外国人及び障害者の採用を積
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極的に進め、多様な教員構成を図る。
人事評価システムの整備

「Ⅱ 業務運営の 改善及び効 率化に関する 目標

・教育・研究、地域連携、国際連携、管理 を達 成するための措置」
運営への貢献などを評価し、待遇改 善

Ｐ ４８参照

に反映するシステムを構築する。
○事務系職員について
雇用方針

「Ⅱ 業務運営の 改善及び効 率化に関する 目標

・東海・北陸地区国立大学法人等職員採用 を達 成するための措置」
試験による採用を原則とするが、専門性

Ｐ ４９参照

の高い職種については、大学独自の採用
制度を構築する。
人事育成方針

「Ⅱ 業務運営の 改善及び効 率化に関する 目標

・業務に即した知識を深め、具体的な課題 を達 成するための措置」
に対応しうる判断力、行動力を身につけ

Ｐ ４９参照

ることができるよう、能力開発プログラ
ムを組み入れた研修の制度化を図る。
・民間企業等での研修の機会を充実させ
る。
・職務内容の特性に応じて在任期間を長期
化し、事務職員の専門能力を高める。
人事交流

法人 化を契機に 、人事交流 の量から質へ の転

・組織の活性化を図るため、関係機関との 換を 図るため、 人事交流を 精選した。ま た、
人事交流を継続する。

県内 ５機関との 人事交流に ついては、今 後も
継続 していくことを確認 した。
（参 考）
平 成15年度
機関数 人数
転入

人事評価システムの整備

平成16年

平成17年度

機関数 人数

機関数 人 数

4

12

4

8

1

2

転出 10

40

9

29

7

20

「Ⅱ 業務運営の 改善及び効 率化に関する 目標

・管理運営業務、教育研究支援業務等職務 を達 成するための措置」
への貢献を評価し待遇に反映させるシ

Ｐ ５２参照

ステムを構築する。
○人件費について

「財 務内容の改 善に関する 目標を達成す るた

人件費の効率的な運用を図るため、全学的 めの 措置」
な人員配置及び人件費管理計画を策定す

Ｐ ５２参照

る。
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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）

交付年 度

当期振替額
交付金 当
期 交付金 運営費交 資産 見返
資本
付金収益 運営 費交 剰余金
付金

期首 残高

期末残高
小計

平成 １６ 年
度

189

-

189

-

-

189

-

平成 １７ 年
度

-

10,198

9,646

103

-

9,749

449

（ ２）運営費交付金 債務の当期振替額の 明細
①平成１６年度交 付分
（ 単位：百万円）
区

分

金

額

内

成果 進行 基
準に よる 振
替額

0 該当なし

期間 進行 基
準に よる 振
替額

0 該当なし

費用 進行 基 運営費 交付
準に よる 振 金収益
替額
資産見 返運
営費交 付金
資本剰 余金

189 ①費用進行 基準を採用した事業 等：退職手当
②当該業務 に係る損益等
ｱ)損益計 算書に計上した費用 の額：189
0
(退職手当：189)
③運営費交 付金の振替額の積算 根拠
業 務進 行に 伴い 支出 した 運営 費交 付金 債務 189百
0 万円を収益 化。

計

189

国立 大学 法
人会 計基 準

0 該当なし

第77第３ 項
によ る振 替
額
合計

訳

189
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②平成１７年度交 付分
（ 単位：百万円）
区

分

成果 進行 基 運 営費交 付
準に よる 振 金収益
替額
資 産見返 運
営費交 付金
資本剰 余金

計

期間 進行 基 運 営費交 付
準に よる 振 金収益
替額
資 産見返 運
営費交 付金
資本剰 余金
計

費用 進行 基 運 営費交 付
準に よる 振 金収益
替額
資 産見返 運
営費交 付金
資本剰 余金
計

金

額

内

27 ①成果 進行基準を採 用した事業等 ：フィールド ワー
ク教育推進 事業、その他
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：27
8
(改 修工 事費 ：1、 消耗 品費 ：18、役 務費 3、そ の
他の経費： 3)
イ）自己 収入に係る収益計上 額：39
0
ウ)固定資産の取得 額：建物等 5、工 具器具 2
③運営費交 付金収益化額の積算 根拠
各 事業 共計 画に 対す る達 成率 が100％ であ り、 成
36 果が得 られたため当 該業務に係る 運営費交付金 債務
を全額収益 化。

8,621 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
94
ｱ)損益計 算書に計上した費用 の額：8,621
(人 件費 ：8,319、法 人本部 管理 費： 301、 その 他
の経費1)
0
ｲ)固 定資産の取得 額：建物等32、構築物36、 工具
器具7、その他18
8,716 ③運営費交 付金の振替額の積算 根拠
学生 収容定員が一 定数（85％） を満たしてい たた
め、期 間進行業務に 係る運営費交 付金債務を全 額収
益化。

996 ①費用 進行基準を採 用した事業等 ：退職手当、 教育
支援事 業（国際化す る「ものづく り」大県静岡 をさ
さえる 法曹の養成、 IT倫理観醸成 教育用情報機 器、
0 障害学生学 習支援等経費 ）、学 校共済掛金、その 他
②当該業務 に係る損益等
ｱ)損 益計算書に計 上した費用の 額：996 (退 職手
0
当： 875、 備品費99、消耗 品費15、役務 費3、 改修
工事費2)
ｲ)固定資 産の取得額：図書0
997 ③運営費交 付金の振替額の積算 根拠
業 務進 行に 伴い 支出 した 運営 費交 付金 債務 996百
万円を収益 化。

国立 大学 法
人会 計基 準

0 該当なし

第77第３ 項
によ る振 替
額
合計

訳

9,749
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（ ３）運営費交付金 債務残高の明細
（ 単位：百万円）
交付年 度

運営費交付金債 務残高

平成 １７ 年 成 果 進 行 基
度
準 を採用し
た 業務に係
る分

残 高の発生理由及び収 益化等の計画

0 該当なし

期 間進行基
準 を採用し
た 業務に係
る分

0 該当なし

費 用進行基
準 を採用し
た 業務に係
る分

退 職手当
449 ・退職 手当の執行残 であり、翌事 業年度以降に 使用
する予定。

計

449

．関連会社及び関 連公益法人等
１．特定関連会社
該当なし
２．関連会社
該当なし
３．関連公益法人 等
関連公益法人等
財団法 人

代表者名

浜松電子工学 奨励会

理事長
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