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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」を社会に還元する。

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全 学教育科目カリ キュラムの改 正を行い、教養 教育と専門教 育の有機的連携を 図っ
た。
②キャ リア教育の全学的実 施体制を確立し、 全学部学生に受講機 会を保障した。
③「地域をキャン パスに」のスローガンの下、多数のフ ィールドワーク科 目を開設し、
全学 的に教室外での学習 機会を増やした。
④成績 評価の厳格化を目的 に、５段階評価を 内容とする成績評価 の仕組みを導入し た。
⑤本 学卒業生をキャ リアアドバイ ザーとして委嘱 し、学生から の就職相談に対応 する
と ともに、１年次 に開講する「 キャリアデザイ ン」の中でキ ャリアアドバイザ ーに
よる 特別講演を実施した 。
【研究】
①「 ナノビジョンサ イエンスの拠 点形成」に関す る先端的研究 が進展し、中間評 価で
最上 位のＡ評価を得た。
②中期 目標・計画の重点研 究領域の実施状況
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・光 ・電子情報分野、特 にナノビジョンサ イエンス領域におけ る先端的研究
・ プロジ ェクトに 参加し た教員 が産学 官連携功 労者表 彰「文 科科学 大臣賞」、IE
EE多値論国際シンポ ジウム(ISMVL)論文賞等を受 賞した。
・生 命･環境科 学に関する分野横断 的な研究
・「海洋 生物研 究国際 プロジ ェクト ：サン ゴ礁ミ クロ生 態系・ 物質循環 とサン ゴ
の白化との関連の科 学的解明」に関す る研究。
・植物分子デザ イン研究グル ープ、資源循 環型バイオエン ジニアリング研究 グル
ープ、生体膜を利用 したバイオセッシ ング研究グループな どの活動開始。
・ア ジアにおける自然と 社会・文化に関す る接近方法を再発見 する研究
・静 岡県SOE（静岡 県版COE）にお いて、「 アジア ・太平 洋から みた欧米 人とそ の
文化表現に関 する研究−20世紀初頭ミク ロネシア各地に 伝播した新しい民 俗芸
能の源流を辿って− 」が採択され、研 究を開始した。
・地 域に密着した課題を 発掘しその解決を 目指す研究
・「 人口減 少時代に おける 地域社 会の設 計」、「 定住外 国人の 共生に関 する法政 策
的研究」の２プロジ ェクトを立ち上げ た。
・光、輸送関係 について地域 企業との地域に 密着した共同 研究、地域産業の 振興
に寄与する産業クラ スター事業を進め た。
【社会と の連携】
①サイ エンスパートナーシ ップの取り組み
情 報学部：「情報学研 究体験セミナー」 ４高校、13名が参加 。
理 学 部：「分子の活 性化による化学発 光セミナー」１高校 、延べ
212名が参加。
遺伝 子実験 施設：「遺 伝子組 換え実 験教育 研修会 」県内 高校理 科教員
6名が 参加。
②スー パーサイエンスハイ スク−ルの取り組 み
工 学 部：「数学セミ ナー」１高校、41名が参加。
遺 伝子実験施設：「遺 伝子実験セミナー 」１高校、41名が参 加。
③「 市民開放授業」 として共通教 育、専門教育合 わせて383科目を開放 し、延べ154名
が受 講した。
④大学 発ベンチャー企業と して、下記３社が 設立された。
・ 株式会社デザインル ール
・ 株式会社ＩＴＳＣ
・ ＭＤルミナス株式会 社
⑤独 立行政法人中小 企業基盤整備 機構との間で「 浜松イノベー ションキューブに 関す
る業 務の連携及び協力に 関する協定」を締 結した。
⑥ＪＳ Ｔイノベーションサ テライト静岡を浜 松キャンパスに誘致 した
【国際交 流】
①タ イ・カセサート 大学、カナダ ・サイモンフレ ーザー大学と 大学間の、また、 中国
・新彊 農業大 学（農 学部 ）、ウ クライナ 国立科 学アカ デミー ・V.E.ラシュ カリョ フ
半導 体物理学研究所（電 子工学研究所）と の間で部局間の交流 協定を締結した。
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②情 報学部、理学部 、工学部、農 学部、創造科学 技術大学院が 、交流協定に基づ き、
学生 の派遣・受け入れ、 共同研究を実施し た。
③ワ ルシャワ工科大 学（インター アカデミア参加 校）との間で 平成17年度に「ダ ブル
デ ィグリー特別プ ログラム交換 学生に関する覚 書」を締結し 、平成18年度から 実施
した 。
④大 学間交流協定を 締結している 東欧６大学と国 際会議「イン ターアカデミア2006」
をア レクサンドル・アイ オアン・クザ大学 で開催した。
【附属学 校園】
①役 員会の下に附属 学校園将来計 画委員会を設置 し、７学校園 の将来計画案（21世紀
に向 けた附属学校園のグ ランドデザイン） を策定した。
②教 育実習検討委員 会において、 県教委、市町村 教委、附属学 校園と連携して、 教育
実習 の改革案が承認され た。
【業務運 営】
① 役員会 の下に 、「 情報戦 略ＷＧ 」を設 置し、 機動的 な経営 戦略の 構築、業 務運営 の
効 率化、大学評価 への迅速かつ 的確な対応等を 目的に、大学 情報の一元管理体 制の
構築 に向けた検討を行い 、「大学情報の一 元化に向けて」を策 定し、答申した。
②理 学部生物地球環 境科学科を、 生物科学科と地 球科学科に改 組し、５学科体制 とし
た。
③農 学部を人間環境 科学科、生物 生産科学科、 森林資源科学科 、応用生物化学科 の４
学 科体制から、共 生バイオサイ エンス学科、応 用生物化学科 、環境森林科学科 の３
学科 体制に改組した。
④理工 学研究科及び電子科 学研究科を改組し 、
「創造科学 技術大学院（ 博士課程）」
（学
生定 員50名）、「 理学 研究科 （修 士課 程）」（学 生定員 70名）、「工 学研 究科（ 修士 課
程）」（学生定員262名）を設置 した。
⑤教育 研究における国際化 を総合的に推進す るため、留学生セン ターを改組・拡充 し、
「国 際交流センター」を 設置した。
⑥「監 査室」を設置し、監 事監査に係る業務 を一元的に処理する 体制を整えた。
⑦本部 事務局のチーム制導 入（平 成17年度）を受け、情報学部で は、学 部長、事務長、
各 係、技術部をワ ンフロアーに 集約し、チーム 制を導入し、 事務の業務の執行 に適
した 柔軟な体制を実現し た。
【財務内 容】
①職 員について、平 成17年度の役 員会において 、平成18年度か ら平成21年度まで の削
減計 画を策定し、これに 基づいて４人の削 減を行った。
②総 人件費の５％削 減計画に対応 するため、役員 会の下に人件 費改革ＷＧを設置 し、
検討 を行った。
【自己点 検・評価及び情報の 提供】
①国 立大学法人評価 委員会から指 摘を受けた改善 を要する事項 、及び本学評価会 議に
よる中 期目標 ・計画 の進 捗状況 の点検 の結果 改善を 要する と判断 した事項 を、「 中
期 計画の達成に向 けての対応」 にまとめ、関係 部局に対し速 やかな計画実行を 勧告
する 措置をとった。
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②評 価会議において 、教員の個人 評価に関する基 本方針、実施 要項等をとりまと め、
全 教員に対しパブ リックコメン トを求めるとと もに、各部局 に対し意見の聴取 を行
い、 平成１９年度試行に 向けた体制を整備 した。
③評価 会議において、学生等による評価 に関する基本方針 を策定し、在 学生に続いて、
平 成１９年度に卒 業生、修了生 、就職先企業、 学生保護者、 高等学校長を対象 とす
るア ンケート調査を実施 する体制を整えた 。
【その他 業務運営】
①学 生、教職員の安 全の確保、環 境保全のため、 橋梁耐震補強 工事、ＰＨモニタ ーの
設置 、ハートビル法に基 づく手摺の設置等 を行った。
②教職 員に対するメンタル ヘルスに関する研 修会を、職務 内容の態様に応じて 、教員、
職員 （管理職員、一般職 員）に分けて実施 した。
③「 職員海外研修制 度」をスター トさせ、３名を カリフォルニ ア大学バークレー 校、
同大 ディービス校及びカ リフォルニア工科 大学に派遣した。
④学 生、教職員の安 全管理のため 、学内警備業務 の一元化、Ａ ＥＤ（自動体外式 除細
動器 ）の設 置と研 修会の 開催、 地域の 防犯協 議会と 共同で 防犯の 啓発活 動キャ ン
ペー ンを行った。
⑤東 海地震等を想定 し、授業内で の防災啓発活動 を継続実施し た他、防災・ボラ ンテ
ィ アセンターが中 心となって、 学生のボランテ ィアリーダー を養成するととも に、
地 域社会との連携 強化を目的に 、地域住民、市 町村防災担当 者の参加を得て、 防災
訓練 、地震防災セミナー 等を行った。

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

学長

天岸

名
祥光

就任年月日

主な経歴

平成16年４月１日
平成11年４月静岡大学理学部長
〜平成19 年３月31日 平成15年４月静岡大学長
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理事

渡邉

隆

理事

芳賀

直哉

理事

石井

仁

理事

佐藤

誠二

監事

廣部

雅昭

監事

大戸

宏文

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18年４月１日
〜平成20年３月31日
平成18年４月１日
〜平成20年３月31日

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11年４月静岡県立大学学長
平成17年４月静岡県学術教育政策顧問
専務理事
平成15年５月スター精密㈱監査役
平成17年６月伊豆箱根鉄道㈱取締役

６ ．職員の状況
教員 ８６２人（学長、理事を含み、監事は除く。）
職員 ３４６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、理学研究科 、工学研究科
農学研 究科、自然科学系教 育部、創造科学技 術研究部、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 ０，９５１人
９，３６２人
１，３３９人
１８１人
６９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
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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
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、
理学、工学、農学、自然科学系教育部の７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、工学、自然系
教育部）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
角田 由紀子
榎本 鉞夫
○

現

職

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構理事長
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長
弁護士
榎本工業㈱代表取締役社長

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

松田
純
三橋 良士朗
今野 喜和人
石井
潔
山崎 準二
山本
章
南
利明
伊東 幸宏
杉山
融
相原 惇一
加藤 憲二
青山 昭吾
中村 高遠

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
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職

大坪 順次
柳澤
正
碓氷 泰市
高木 敏彦
滝
欽二
水野 忠則
永津 雅章
大江 泰一郎
福田 安生
小和田 哲男

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
静岡大学大学院自然科学系教育部長
静岡大学大学院創造科学技術研究部長
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

新カ リキュラム 「全学教育 ・ 専門 分野 との有 機的 連携 を有 する 幅広い 教養 、外 国語 に
科目 」が、専門 教育と有機

よる コミ ュニケ ーシ ョン 能力 、情 報活用 能力 の向 上、 理

的連 関を保ちな がら、学士

系基 礎教 育、フ ィー ルド ワー ク教 育、キ ャリ ア教 育を 柱

課程 全般を通じ て履修可能

とする全 学教育科目カリキ ュラムを実施した 。

な内 実のあるも のとなるよ ・ 全学 教育 カリキ ュラ ムの 改正 に伴 う措置 とし て、 大学 教
う、 着実に実施 するととも

育 セン ター が、全 学に 共通す る「 教職 科目」、「 学芸員 科

に、 継続的な改 善のサイク

目 」、 理 系 学部 に 共 通す る 「 理系 基 礎 科目 」 を 開設 、 実

ルを始動 させる。

施するこ ととした。
・ 評 価会 議 が 、「 静 岡 大学 に お ける 自 己 点検 ・ 評 価に 関 す
る基本方 針（案）」を策定 し、教養教育につ いて、平成
19年度に 自己点検・評価を 実施することとし た。

大 学 教 育 セ ン ター 企 画 ･マ ・ 工学 部が ものづ くり プロ グラ ムを スター トさ せる 等、 各
ネジ メント部門 と学部との

学部 は、 全学教 育カ リキ ュラ ムの 改正に 合わ せて 、大 学

連携 を強化しつ つ、各学部

教 育セ ンタ ーの 協力を 受け 、学 部共通 科目 (共通専 門）、

固有 の教育の特 色を生かし

高大 連繋 及び地 域社 会と の連 繋を 重視し たフ ィー ルド ワ

た教育計 画を策定する。

ーク 科目 の新設 、実 習科 目の 強化 等、そ れぞ れ固 有の 教
育理 念の より一 層の 実現 に向 けた 学資課 程教 育の 再構 築
に向けた 取り組みを行った 。

全学 教育科目に おいて、フ ・「 地域 を キ ャン パ ス に」 を ス ロー ガ ン に、 多 数 のフ ィ ー
ィー ルドワーク 、キャリア

ルド ワー ク科目 （フ ィー ルド 科学 概論、 フィ ール ド科 学

形成 科目を開設 し、実体験

演習 、工 学基礎 演習 、創 造教 育実 習）を 開設 し、 全学 的

型教 育やコミュ ニケーショ

に教室外 での学習機会を増 やした。
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ン能 力向上に配 慮した教育 ・ キャ リア 形成を 目的 に、 全学 生が １年次 に「 キャ リア デ
を行う。

ザイ ン」 を受講 可能 な体 制を 確立 すると とも に、 授業 の
中で キャ リアア ドバ イザ ーに よる 特別講 演を 実施 した 。
また 、高 学年生 を対 象に 、全 学部 にイン ター ンシ ップ 制
度を 導入 するこ とに より キャ リア 形成教 育の 拡充 を図 っ
た。
・ 情報 学部 におい ては 、大 学教 育セ ンター と共 同で 「キ ャ
リアデ ザイン」につ いて，教育モデ ルの検討、e-Learnin
-gの有効 活用に関する検討 、教材作成を行っ た。

企業 や社会の現 代的ニーズ ・ 現代 的ニ ーズへ の対 応及 び高 度の 専門的 知識 の修 得を 目
に対 応した科目 や高度な専
門知 識を習得で きる科目の

的に、以 下の科目の開設・ 充実を図った。
人 文学 部：現 場か ら学 ぶ「 公務 労働の 世界 」を 開講 し

充実を図 る。

た。
情 報学 部：Ｉ Ｓプ ログ ラム の科 目（情 報シ ステ ムマ ネ
ジ メン ト、 情報 シス テムデ ザイ ン演 習、 情
報シス テムマネジメン ト演習）において 、I
T企業人を教 育特任教授や 特別講師とし て招
き実践的な教 育を行った。
工 学 部： 技術者 とし ての 素養 の基 盤と なる「 もの づ
く り経 験」 を充 実さ せるた めの もの づく り
プログラムを スタートさせた。
：企 業ニ ーズ に応え るた め、基 礎電 気電子 工
学 、基 本技 術実 習及 び基礎 機械 工学 を開 講
した。
農 学 部： 技術者 倫理 を取 り入 れた 講義 「生命 環境 倫
理学」を開講 した。

大学 院へ進学し 、高度専門 ・ 工学 部で は、１ 年前 期で 研究 室で の体験 実習 を行 い、 学
職業 人及び研究 者となる人

習意欲を 促し、大学院への 進学の必要性を理 解させた。

材を養成 する。
多角 的な評価方 法に基づい ・評 価会 議に おい て、 平成 19年 度に 、教 育成 果の検 証を 中
た検 証システム を導入し、

心に 、卒 業生・ 就職 先企 業・ 学生 保護者 ・高 等学 校長 へ

卒業 生、雇用主 による評価

のアンケ ート調査を実施す る基本方針を決定 した。なお、

を実施す る。

これに先 立ち在学生への定 量・定性調査を実 施した。

全学 教育科目の 外部評価の ・評 価会 議に おい て、 平成 19年 度に 実施 する 自己点 検・ 評
実施 に向け、評 価項目の設

価に 備え て、評 価の 項目 、観 点、 基準の 設定 の作 業を 開

定と ともに、資 料・データ

始した。
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の収 集等につい て、検討を
始める。
個 別 指 導 を 充 実 さ せ る ほ ・各大学院 の取り組みは、以 下のとおりである 。
か、 実務経験者 、企業研究

人 文社会科学研究科

者等 による指導 を行い、高

：大 学院 臨床 人間 科学 専攻の 中に 共生 社会 学

度な 専門的知識 を習得させ

コースを設置 し、臨床心理士資格に 加えて、

る。

専門社会調査 士資格の養成を開 始した。
情報学研 究科
：経 済産 業省 ・産 学協 同実践 的Ｉ Ｔ教 育訓 練
基 盤強 化事 業、 文部 科学省 ・先 導的 ＩＴ ス
ペ シャ リス ト育 成プ ログラ ムに 採択 され 、
平 成19年度 から 、企 業と の連 携によ る高 度
職業人教育を 実施する体制を整 えた。
：社 会人 リフ レッ シュ 教育特 別コ ース の社 会
人 学生 を主 な対象 者と して 、IT企業 人に よ
り e-マ ーケ ティ ング 特論 、組 織情報 化設 計
論、実践マネ ージメント特論を 開講した。
理学 研究 科：大 学院 を対 象と した キャリ アデ ザイ ンの た
めの寄附講義 を行った。
工学 研究 科：事 業開 発マ ネジ メン ト専攻 を設 置し 、主 と
し て社 会人 を対 象に 実務経 験者 によ る授 業
を開講した。
社会人学 生の受講者数

9人

農学 研究 科： 実務 経験 者や 企業 研究 者に よる 講演 会を 開
催し、また研 究指導を受けた。
創造科学 技術大学院
：基 盤的 共通 科目 及び 特別講 義に おい て、 実
務経験者によ る授業を実施した 。
国際 学会・シン ポジウムの ・各研究科 生の参加・発表状 況は、次のとおり である。
企画 及び発表等 を積極的に

参加

発表

旅費の補助

推進 し、国際的 水準の高度

教育学 研究科

2

2

無

な専 門知識を習 得させ、研

情報学 研究科

14

13

有

究開 発能力の向 上に役立た

理学研 究科

12

12

有又は無

せる。

工学研 究科

94

87

有又は無

農学研 究科

8

8

有

自然科 学系教育部

18

16

有

電子科 学研究科

12

12

有

計

160

150
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評価 会議におい て、多角的 ・評 価会 議に おい て、 平成 19年 度に 卒業 生・ 就職先 企業 ・
な評 価方法に基 づいた検証

学生 保護 者・高 等学 校長 への アン ケート 調査 を実 施す る

システム を導入し、修了生、

基本 方針 を決定 した 。な お、 これ に先立 ち在 学生 への 定

雇用 主による評 価を実施す

量・定性 調査を実施した。

る。

・ 工学 研究 科では 、過 去数 年の 修士 修了生 の進 路先 と就 職
依頼企業 の動向を調査した 。

（ 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 ・ 学 部入 試 に 関し て 、「静 岡 大 学の ア ド ミッ シ ョ ン・ ポ リ
学生 像をアドミ ッション・

シ ー（ 求め る

学 生像 ）」を 策定 し、「入学 者選 抜に関 す

ポリ シーとして 募集要項に

る要項」、「学生募集要項 」に掲載した。

明示 し、それに ふさわしい ・ ＡＯ 入試 、推薦 入試 にお いて 、面 接試験 を行 い、 アド ミ
入試を実 施する。

ッション ・ポリシーに基づ いた学生選抜を行 った。
・ 大 学院 入 試 に関 し て 、「 静 岡 大学 の ア ドミ ッ シ ョン ・ ポ
リシー （求める学生 像）」を策定し 、平成19年度から 「学
生募集要 項」に掲載するこ ととした。

全 学 入 試 セ ン タ ー を 中 心 ・ 入 試説 明 会 ・進 学 相 談会 （ 県 内外 ６ 会 場で ２ 回開 催 ）、
に、 進学相談を 充実させる

土曜 進学 相談会 、オ ープ ンキ ャン パス（ 夏秋 ２回 開催 ）

等、 優れた受験 生を多数確

を 実施 し た ほか 、「 大学 ネ ッ トー ワ ー ク静 岡 」 主催 の 第

保 す るた め の 対策 を 講ず

１ 回合 同 進 学相 談 会 （静 岡 、 浜松 ）、 各種 業 者 主催 の 進

る。

学相談会 に参加した。

入試 制度の多様 化、入学機 ・ 専門 高校 生を対 象と する 特別 選抜 〔ＡＯ 入試 、推 薦入 試
会の 拡充及び長 期在学制度

（専門高 校枠）〕を５学部 で実施した。

の活 用等により 、社会人等 ・全学入試 センターの主催に より、ＡＯ入試、推薦入 試（専
を含 む多様な学 生を受け入

門 高校 枠 ） の合 格 者 を対 象 に 、「 プ レ 入学 オ リ エン テ ー

れる 。また、留 学生受入れ

ション」 を実施するととも に、教育特任教授 制度（平成

を促 進する入試 制度の導入

17年 度導 入） を活用 し、 入学 前準 備教 育、 入学後 の補 習

を検討す る。

授業 （数 学、物 理、 英語 ）を 実施 し、こ れら の方 策に よ
り 多 様な履 歴を有する学 生の受入体制の整 備を図った。
・各学部等 の取り組みは、以 下のとおりである 。
・教 育学 部は、 推薦 入試 に県 立６ 高校を 対象 に「 過疎 地
域枠（ ２名）」を設けた 。
・創 造科 学技術 大学 院は 、ダ ブル ディグ リー ・プ ログ ラ
ム を全 国に先 駆け て導 入し 、留 学生の 受入 を促 進す る
体制を 整えた。
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選抜 制度別の入 学生の学習 ・｢入学者選 抜方法研究部会 」で選抜方法 に力点を置い た各
状況 、進路等に ついて追跡

種追 跡調 査の実 施と 研究 成果 の発 表会を 行っ たほ か、 入

調査 を行うとと もに、多様

学生 アン ケート を通 して 学習 指導 要領の 改訂 に伴 う学 習

な選 抜制度に対 応した教育

履歴の調 査等を実施した。

の充 実を図り、 選抜方法を ・各学部に おいても追跡調査 を行った。
改良・適 正化する。

（ ３）教育内容等に 関する実施状況
全学 教育科目及 び専門科目 ・ 全 学教 育 科 目と 学 部 専門 科 目 のシ ラ バ スを 統 一し 、「 予
の各 授業で予習 復習を徹底

復習 」欄 を設置 し、 具体 的指 示を 科目毎 に行 うこ とと し

させる。

た。
・ レポ ート 課題の 提出 、中 間テ スト 、教材 の事 前提 示等 に
より予復 習を促進する工夫 を行った。
・予復習の 時間を確保するた めの時間割編成を 行った。
・実 用英 語 教 育 で はC AL Lを 利 用 する 学 生 に対 し 自 習課 題 を指
定 した 予復習 を課 した。

・ 一部 科 目（「ケ ア の科 学」、「メ デ ィア リテ ラ シー 」、「 情
報倫理と 法」等）において、講義内容をＷ ｅｂに掲載し、
復習のた めの資料として活 用可能とした。
高校 教育との連 携を考慮し ・ 専門 高校 出身者 を対 象に 、教 育特 任教授 によ る入 学前 準
たカ リキュラム を実施する

備教 育、 入学後 の補 習授 業（ 数学 、物理 、英 語） を実 施

とと もに、今年 度から開講

した。

され る理系基礎 科目の充実 ・ 理学 部・ 工学部 ・農 学部 は、 理系 基礎科 目に 未履 修者 向
を図る

けクラス を開設した。

卒業 後の進路を ふまえた教 ・理 学部 が平 成19年度 入学 生よ りイ ンタ ーン シップ を単 位
育プ ログラムに より、イン

化す るこ とによ り、 全学 部で の導 入が実 現し 、キ ャリ ア

ター ンシップを 積極的に取

形成教育 の拡充を図った。

り入 れ、全学部 での導入を
目指す。
各 学 部 の 教 育 目 標 に 即 し ・ 学部 教育 と大学 院教 育の 円滑 な接 続を目 的に 、本 学大 学
て、 学士課程教 育と大学院

院へ の進 学を希 望す る学 生を 対象 に、大 学院 の授 業科 目

教育 の連携に配 慮した教育

の早 期受 講制度 を導 入す るこ とと し、農 学部 ・農 学研 究

プログラ ムを策定する。

科は本年 度後期から実施し た。
・ 情報 学研 究科は 、学 部の ３プ ログ ラム制 度に 対応 した ６
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年一貫教 育を内容とする新 カリキュラムを策 定し、平成
20年度か らの実施を決定し た。
・農 学研 究科 は、 平成 20年 度に 実施 予定 の大 学院改 組に 向
け、 ６年 一貫教 育を 内容 とす る新 カリキ ュラ ムを 策定 し
た。
国際 的通用性・ 共通性を有 ・ ＪＡ ＢＥ Ｅの認 定を 促進 する 方策 の一つ とし て、 共通 教
する カリキュラ ム編成に努

育の シラ バスに 「成 績評 価基 準」 や「予 復習 」欄 等必 要

める とともに、 国際標準が

な項目を 設置した。

ある 分野では教 育目的に合 ・平 成18年 度に おいて 新た にＪ ＡＢ ＥＥ 認定 を受け た学 部
致す る限り、積 極的に認定
を受ける 。

・学科
・農 学部森林資源科学 科

学生 の関心と学 習目標に応 ・ 他学 部開 講科目 の履 修の 促進 を目 的に、 従来 の自 由科 目
じて 、他学部の 授業の履修

制 度（ 学 部 教

授 会 等の 許 可 が必 要 。）に 加 え て、 よ り

を奨 励するとと もに、大学

容易な履 修を可能にする「全 学開放科目」制度を導 入し、

教育 センター会 議及び学部

全 学で 52科目 を開放 、各 学部 で認 めら れた 範囲内 で卒 業

にお いて、転学 部・転学科

単位とし て認定を行うこと とした。

制度 の改善に向 け、引き続 ・ 各学 部の 転学部 ・転 学科 の実 施要 項を大 学教 育セ ンタ ー
き検討す る。

のＨ Ｐに 掲載す ると とも に各 学部 に掲示 し、 学生 への 情
報提供の 改善を図った。

静岡 の文化、環 境保全や地 ・ 各学 部に おいて 、以 下の とお り地 域特性 を生 かし た教 育
域活 性化等をテ ーマにした

を導入し た。

フィ ールドワー ク教育等、

人 文学 部 ： 地域 の 人 たち と 学 ぶ、「 フ ィー ル ド ワー ク 」

地域 特性を活か した教育を
導入する 。

科目の導入。
：「外 国 人 の見 た 日 本の お 茶 」を テ ー マに 展 示
会・講演会を催 した。
：県庁 、市 役所 、地 域経 済界な どか ら複 数の 講
師を招き、「政 策特論Ⅱ」を開講 した。
情報 学部 ：コン テン ツマ ネジ メン ト、フ ィー ルド リサ ー
チ等 々の 授業 科目 で地 域の産 業・ 文化 にふ れ
る教育・研究を 充実させた。
理 学 部 ：富士山・南アル プスおよび伊豆地 域において、
植生と環境保全 についての教育を 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 を開講した。
：製造 業の 街「 浜松 」に 根ざし た「 もの づく り
教育」プログラ ムをスタートさせ た。
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： 現代 ＧＰ 「も のづく り教 育は まま つ10年構 想
−小 中高 理科 教育 から 技術者 養成 まで のサ ー
モン プ ロ ジェ ク ト −」（ 地 域活 性 化 への 貢 献
：地 元型 ）に 採択 され 、１年 生の 実習 教育 と
して「も のづくり教育実 習ーロボット製作 」、
「創 造教 育実 習ー 学生 の自主 的な 発展 的プ ロ
ジェ クト 」を 実施 し、 基本的 な機 械加 工技 術
の習 得、 電子 機器 類を 制御（ ハー ドウ ェア の
製作 、ソ フト ウェ ア技 法）等 に関 する 教育 活
動を展開した。
農 学 部 ：フ ィール ド科 学概 論・ 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 し、 地
域市民団体との 連携を深めた。
理系 学部、学科 の学生に十 ・ 理学 部・ 工学部 ・農 学部 は、 理系 基礎科 目に 未履 修者 向
分な 基礎学力を 習得させる

けクラス を開設した。

ため に、学生の 学習履歴に
合っ たカリキュ ラムを学部
横断的に 展開する。
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。

参 加大学名

受講者数

共同授業 浜松医科 大学外6大 学2短期大 学部

単 位取得者数
99

17

連携講義 浜松医科 大学外1大 学1短期大 学部１研究所
90

21

シラ バスに、予 復習に関す ・ 全 学教 育 科 目と 学 部 専門 科 目 のシ ラ バ スを 統 一し 、「 予
る事項を 明記する。

復習 」欄 を設置 し、 具体 的指 示を 科目毎 に行 うこ とと し
た。

文系にお けるディスカッシ ・各学部等 で、学生参加型授 業を以下のとおり 実施した。
ョン や工学系の ものづくり

人文 学部 ：参加 型学 習の 集約 とし て、本 年度 に実 施し た

教育 等、学生参 加型授業を

外部 評価 にお いて 、評 価委員 を前 に学 生発 表

積極的に 推進する。

会を 行い 、優 秀者 を学 科賞、 研究 奨励 賞で 顕
彰した。
教育 学部 ：教育 実践 学教 室で は、 富士見 小学 校で の教 育
体験 活動 につ いて 、学 生・小 学校 教員 、大 学
教員 か ら なる 事 後 検討 会 『 振り 返 りの 会 』）
を設け、ディス カッションを行っ た。
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情 報学 部： 平成 16年 度に 実施 した カリ キュ ラムの 学年 進
行に より 、３ 年次 配当 の演習 科目 にお いて 参
加型授業を推進 した。
理 学 部 ：生 命科学 に関 わる 最新 機器 の開 発者や 動物 飼
育・ 維持 のプ ロか らも のづく りを 学ぶ ため の
ワークショップ を開催した。
工 学 部 ：も のづく り導 入教 育を 核と した 「もの づく り
教育 はま まつ 10年 構想 」が現 代GPに採 択さ れ
た。
：全学 教育 科目 の中 で、 １年前 期に 「工 学基 礎
実習 」を 開設 し、 もの づくり の基 礎と なる 実
習を 「マ イク ロロ ボッ ト製作 」を 通じ て学 習
するプログラム を導入した。
：１年 後期 に「 創造 教育 実習」 を開 設し 、グ ル
ープ 毎に 課題 を与 えて 、設計 、部 品購 入、 製
作、 発表 を行 い、 もの づくり を通 じて 工学 を
学ぶ こと の重 要性 を体 験させ た。 最後 にコ ン
テストを行い、 優秀グループを表 彰した。
農 学 部 ：フ ィール ド科 学概 論・ 演習 で自 主研究 を推 進
した。
：演習 科目 （植 物生 産学 演習等 ）を 増や し、 学
生参加型授業を 推進した。
e-Learningを 組み合わせた ・各学部に おいて、ビ デオ、ＤＶ Ｄ教材、パ ワーポイント、
授業 や、様々な メディアを

e-Learningを組み合わせた 授業を実施した。

活用した 授業を促進する。 ・情報学 部において、 e-Learningのた めのＬＭＳ(BlackBoa
-rd)上 に、プ ログ ラミ ング 、コン ピュ ータ 入門、 情報 倫
理と 法、 メディ アリ テラ シー 等の 講義コ ンテ ンツ を整 備
し、運用 を行った。
全学 的に、実習 ・フィール ・ 全学 教 育科 目 に おい て 、「 フ ィー ル ド科 学 概論 」、「 フ ィ
ドワ ークなど体 験的授業の

ー ルド 科学演 習」、「工学 基礎 演習」、「創 造教育 実習」 を

単位化を 進める。

開設した 。
・学部専門 科目において、
「フィールドワー ク基礎演習」
（人
文学 部 ）、「教 職 体験 入 門」（教 育 学部 ）、「 もの づく り ・
理科教育 支援」（ 工学部）、「環境森林科学総 合実習」、「森
林生 態 管理 学 実 習」、「フ ィ ール ド 化学 演 習」（ 農学 ） を
開設した 。

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、以 下の とお りで あ
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に対 するきめこ まかな指導
体制の充 実を図る。

る。
人 文学 部： 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 員から指導を行っ た。
：履 修者 の多い 授業 科目 (経 済数 学Ⅰ)を 分割実 施
した。
教育 学部 ：「 総合演 習」（必 修科目 ）の 受講者 数の 上限設 定
（15名）
情 報学 部： 卒業研 究演 習の 受講 者数 の上限 設定 （６ 名） を
行った。
： 単位不 足学 生に 関す る情 報共有 を教 員間 で行 う
ととも に、 学生 の指 導教 員への 定期 的訪 問制 度
を設けた。
： 保護者 懇談 会を 実施 し、 学部の 指導 体制 を紹 介
すると とも に、 修学 状況 につい て指 導教 員と 個
別面談を行った。
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： 保護 者懇談 会を 実施 し、 学部 の指 導体制 を紹 介
すると とも に、 修学 状況 につい て指 導教 員と 個
別面談を行った。
：工 学英 語にお いて 、全 教員に よる 少人数 教育 を
実施した。
農 学 部： クラ ス担任 制を 維持 する する とと もに、 オフ ィ
スアワーの充実に 努めた。

授業 のねらいと 評価基準、 ・全科目に ついて授業のねら い・到達目標、成績評 価基準、
評価 方法を学科 等の教員集

成績 評価 方法を シラ バス に記 載し 、また 、成 績評 価結 果

団単 位で決定し 、成績結果

の自 己点 検作業 を全 科目 につ いて 実施す るこ とに より 、

の説 明責任を共 同で負う体

今後 、学 部等が 共同 して 授業 のね らい等 を決 定し 、成 績

制を整備 する。

評価 に説 明責任 を負 う体 制確 立に 向けた 環境 整備 を行 っ
た。
・各学部の 取り組みは以下の とおり。
・人 文学 部：法 学科 にお いて は、 専門科 目の 成績 につ い
て 各科 目ご とに 成績 評価分 布状 況を 学生 に
公表した。
：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。
・情 報学 部：プ ログ ラム 制推 進Ｗ Ｇが、 全科 目の 位置 づ

- 15 -

け 及び 目的 を策 定し 、教授 会で 承認 する 取
り組みを行っ た。また、点検評価委員 会が、
シ ラバ スに 記載 され た成績 評価 の目 的と 方
法について点 検を行った。
・ 工 学 部： 数学、 物理 にお いて 全学 科統 一試験 を実 施
し、評価の客 観化・適正化を図 った。
新た な成績評価 制度を導入 ・ 成績 評価 の仕組 みを 、従 来の ４段 階制（ 優・ 良・ 可・ 不
する。

可）、 最低合格点５０点か ら、以下の制度に 改正した。

修士 課程におい ては、多様 ・情 報学 研究 科： 平成 20年 度実 施に 向け て策 定した 新カ リ
な学 生に専門的 知識を修得

キュ ラム にお いて 、１年 次に 「融 合科 目

させ るため、他 大学出身者

群 」（選 択 必 修科 目 ） を設 置 し 、他 大 学

や社 会人入学者 向けの大学

出身 者及 び社 会人 にとっ て、 文工 融合 の

院導 入科目の充 実、それぞ

コン セプ トの 理解 、及び 情報 学の 各分 野

れの ニーズに応 じた体系化

の基 礎的 内容 を修 得する 機会 を提 供す る

され たカリキュ ラム案を策

と と もに 、「 専門 科 目 群」 に お いて 、 多

定する。

様な 学生 のニ ーズ に対応 した ３プ ログ ラ
ムの体系的 学修の機会を保障 した。
・ 工学 研究 科：事 業開 発マ ネジ メン ト専攻 を設 置し 、企 業
人 、社 会人 、企 業経 験のな い学 生を 受け 入
れ 、技 術開 発と その 事業化 、企 業内 の技 術
経 営的 課題 の解 決を 研究テ ーマ とし て、 極
力 職場 を離 れる こと のない よう にカ リキ ュ
ラを編成し、 実施した。
：物質 工学専攻では JABEE対応のカリキュ ラム
に変更した。
・農 学研 究科 ：平 成20年度 に３ 専攻 へ改 組す ること を目 指
し 策定 した 新カ リキ ュラム では 、専 門性 向
上 と職 業を 直結 させ た汎用 的学 問を 学ば せ
る ため に「 イン ター ンシッ プ」 を導 入、 ま
た 、過 度な 専門 化を 避ける ため に各 専攻 共
通 科目 を置 くと とも に、全 専攻 共通 の「 大
学 院総 合科 目」 を配 置し、 農学 に必 要な 基
礎学力を学ば せることに重点を 置いた。

自 然 科 学 系 教 育 部 に お い ・ 自然 科学 系教育 部に おい て、 専門 科目に 加え 、短 期集 中
て、 専門科目に 加え、短期

型講義を 採用し、必要な 基礎知識を広く講 義する「総論」、

集中 型講義を採 用し、必要

知的財産 論等の「基盤的共 通科目」を開設し た。

な基 礎知識を広 く講義する
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「 総 論 」、知 的 財 産 論 等の
「基 盤的共通科 目」を開講
する。
シラ バスに、授 業内容、成 ・ シラ バス に、授 業内 容、 成績 評価 方法の 他、 授業 の目 的
績評価方 法等を明記する。

と目標、 授業計画、オフィ スアワー等の項目 を設けた。

（４）教育の実施 体制等に関する
全 学 的 見 地 に 立 っ て 各 部 ・ 創造 科学 技術研 究部 に、 専任 教員 として 関係 する ４学 部
局、 センター等 に教職員を

から教育 研究能力の高い40名及び学長管理定 員から２名、

戦略的に 配置する。

兼任教員 として73名を配置 した。

講座 制の見直し や教員の柔 ・ 学校 教育 法の改 正に 伴い 、教 員組 織の見 直し を行 い、 学
軟な 配置を図る とともに、

内規程等 所要の整備を行っ た。

学校 教育法改正 による職名 ・ 准教 授、 助教の 職の 導入 に伴 う措 置とし て、 各部 局に お
・ 職 務内 容 の 変更 を 考慮

いて資格 審査基準の見直し を行った。

し、 制度の運用 について検 ・ 学部 にお いて教 員の 柔軟 な配 置の 見直し を以 下の とお り
討を進め る。

行った。
教育 学部 ：学部 の地 域貢 献の 質を 高める ため 、教 育実 践
総合 セン ター 地域 連携 部門に 新た に「 外国 籍
児童 支援 分野 」を 設け 、実務 経験 豊か な任 期
付教員（２名） を配置した。
工 学 部 ：も のづく り教 育の 充実 のた め、 創造教 育支 援
センターに教授 ポスト２を配置し た。

受講 者の多い実 験・演習科 ・ 受講 生の 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 した。

トを 付けるなど 教育活動を
支援 するための 体制を整備
する。
大学 教育センタ ーＦＤ資料 ・ メデ ィア 教材の 有効 利用 への 支援 の一環 とし て、 ＦＤ ス
室の 資料を整備 ・拡充し、

キルアッ プ講座−「ホームペ ージの作成」−を開催 した。

メデ ィア教材の 有効利用を
進める。
附属 図書館にお いて教員及 ・ 図書 館委 員会の 下に 設置 した 学生 用図書 選定 委員 会が 、
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び学 生のニーズ に相応しい

教員 及び 学生の リク エス トを 基に 、学生 用図 書を 分野 別

学習 用図書等の 系統的整備

に選定・ 整備した。

を図る。
コン ピュータ・ リテラシー ・各部局の 整備状況は、以下 のとおりである。
教育や e-Learningのための

大学教育 センター

施設 設備を改善 するととも

： 情報 処理リ テラ シー 教育 のた めの教 育用 端末 の機 器

に、 CALLシス テムを拡充・

更 新を実施した ほか、新たに実 用英語教育のため にC

整備する 。

ALL専用教室 を静岡キャンパスに １教室新設した。
総合情報 処理センター
： 社会 人学生 勉学 環境 の改 善の ため、 バー チャ ルゼ ミ
ナー ルシステムの開発 を進めた。
人文 学部 ：研究 室、 法情 報室 に無 線ＬＡ Ｎを 設置 し、 学
生による利用に 便宜を図った。
：演習室を情報教 育用に整備した。
情報 学部 ：昨年 度導 入し たウ ェブ ベース の英 語教 材を 学
生が学部内ＬＡ Ｎで利用する体制 を整えた。
工 学 部：Webやe-Learning利用を促 進するため講義 コン
テン ツ管理 用サ ーバ lecsysの運 用を開 始し 、
多くの講義・演 習科目等で利用し た。

シラ バスを完全 電子化し、 ・シラバス の完全電子化を実 現した。
内容 の充実と検 索・活用法 ・ 電子 化し たシラ バス への 学内 外か らのア クセ スを 可能 と
の改善を 図る。

した。

学生 への掲示・ 呼び出し等 ・イン ターネットの Web上で 履修登録、成 績確認、卒業 ・進
の電 子化等、学 習環境の電

級判 定や 教務情 報（ 休講 、呼 び出 し、連 絡） の提 供を 可

子・ ネットワー ク化を充実

能と する 学務情 報シ ステ ムの 導入 に向け 準備 を進 めた 。

させる。

そ の結 果、 平成 19年 度後 期か らの 試行、 平成 20年 度か ら
の完全実 施に向けた準備が 完了した。
・情報学 部において、 レポートの提出 ・添削指導・採点 をW
-ebベース で行うシステム を独自に開発 し、ソフトウ ェア
実験 Ⅰ、 機械語 と計 算機 械、 プロ グラミ ング 方法 論で 運
用を行っ た。

平成 17年度の 検討結果を踏 ・ 他学 部開 講科目 の履 修の 促進 を目 的に、 従来 の自 由科 目
まえ、全 学的協力体制の下、

制 度（ 学 部 教授 会 等 の許 可 が 必要 。） に加 え て 、よ り 容

学生 のニーズに 応じて他学

易な 履修 を可能 にす る「 全学 開放 科目」 制度 を導 入し 、

部・ 学科の授業 科目履修を

全学 で５ ２科目 を開 放、 各学 部で 認めら れた 範囲 内で 卒

容易 にするとと もに、全学

業単位と して認定を行うこ ととした。

- 18 -

開放科目 の拡充を図る。

（５）学 生への支援に関する 実施状況
オフ ィスアワー 、オリエン ・ ガイ ダン ス、オ フィ スア ワー 、授 業相談 メー ル等 の利 用
テー ション、ガ イダンスな

の他に、 各学

どを 積極的に活 用し、修学

人文学 部：個別面談 を実施し（年２ 回）、相談内容を 「学

上の 諸問題につ いての相談

生カ ード 」に 記載 し、 継続的 に指 導助 言を 行

・指 導・連絡体 制を確立す

う体制をとった 。

る。

部において 以下の取り組みを 行った。

情報 学部 ：学生 指導 ・相 談週 間（ 春秋実 施） を設 け、 指
導教 員が クラ ス学 生全 員を対 象に 個別 に面 談
・指導する体制 をとった。
工 学 部 ：共 通講座 が「 数学 の広 場」 を開 設し、 授業 に
関す る質 問や 相談 を受 け付け 、併 せて 自習 を
行うことができ る体制をとった。

自主 的学習を支 援する環境 ・ 附属 図書 館は、 開館 時間 の延 長を 行うと とも に、 総合 情
（施 設・設備等 ）の充実を

報処 理セ ンター と協 力し 、情 報端 末の整 備拡 充、 課外 で

図る。

の利用拡 大の取り組みを行 った。
・大学会館 の空き室を自習室 として暫定利用し た。
・ 課外 での 自主的 学習 を支 援す るた め大学 生協 等厚 生施 設
の利用時 間の延長を行った 。
・各学部等 における取組状況 は、以下のとおり である。
人文 学部 ：自主 的学 習を 促進 する ために ゼミ 共同 研究 の
中心と なる3年 生に対してコ ピーカードを 支給
した。
：自習 室を 設置 し、 学習 に必要 な機 材を 設置 し
た。
：学生 の自 主的 な勉 強会 に教員 が参 加サ ポー ト
した。
情報 学部 ：特色 ＧＰ の経 費を 利用 し、情 報学 関連 図書 の
体系的整備を行 った。
工 学 部 ：多 数の教 室や 計算 機室 、自 習ス ペース 等を 自
主的学習のため に確保した。
農 学 部 ：学 生の自 主学 習な ど多 目的 利用 のため の部 屋
を確保した。
国際 交流 センタ ー： コン ピュ ータ ーを使 った 自主 学習 や
課題 作成 を支 援す るた め、コ ンピ ュー ター 室
を留学生に開放 した。
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表彰 制度の積極 的な運用を ・学位授与 式で学業成績優秀 者に対する学長表 彰を行った。
図る とともに学 業成績優秀 ・学業成績 優秀者に対する奨 学金制度の検討を 開始した。
者に 対する奨学 金制度を導 ・各学部の 取り組みは、以下 のとおりである。
入する。

人文 学部 ：学生 発表 会を 外部 評価 委員の 前で 開催 し、 優
秀者を学科賞や 研究奨励賞で顕彰 した。
教育学部 ：４年生に対して 学習奨励賞をもう け表彰した。
また 、全 国的 な大 会な どで優 秀な 成績 を収 め
た学 生に つい ては 、学 部長表 彰の 制度 を設 け
た。
情報 学部 ：浜 松工業 会（ 同窓 会） の支 援に より、 成績 優
秀者（６名）に 学習奨励賞を授与 した。
理 学 部 ：各 学科の 成績 優秀 卒業 生の を表 彰に加 え、 修
士課 程で 特別 研究 優秀 者を表 彰す るこ とと し
た。
工 学 部 ：浜 松工業 会（ 同窓 会） の支 援に より、 成績 優
秀者（18名）に 学習奨励賞を授与 した。
農 学 部 ：成 績、プ レゼ ンテ ーシ ョン 能力 、学会 論文 賞
受賞 など を評 価す る学 生の表 彰制 度（ 学部 長
賞）により優秀 な学生を表彰した 。
電子工学 研究所
：学術 研究 活動 にお いて 顕著な 業績 を上 げた 学
生に堀井賞を授 与した。

学生 モニター制 度やオピニ ・「オ ピ ニオ ンボ ッ クス 」・「 授業 相 談室 」・「 授業 相談 メ ー
オン ボックスを 活用して、

ルアドレ ス」等により学生 のニーズを把握し た。

学生のニ ーズを把握する。 ・各学部の 取り組みは、以下 のとおりである。
人文 学部 ：学部 懇談 会（ 昼及 び夜 ）及び 大学 院懇 談会 を
実施した。
教育学部 ：学生懇談会を実 施した。
情 報学 部：「学生 指導 ・相談 週間 」（ 年２回 ）を 開設し 、
学生のニーズの 把握に努めた。
工 学 部：「 提案 箱 」 を設 置 して 学 生 のニ ー ズ を把 握 し
た。
農 学 部：「 何で も 相 談箱 」 を設 置 し て学 生 の ニー ズ を
把握した。
「指 導教員の手 引き」を作 ・ 現行 の問 題点を 点検 する ため 、複 数の学 生相 談窓 口間 の
成し て、生活面 、修学面等

連携強化 を図った。

に関 する学生相 談助言体制 ・ 保健 管理 センタ ーと 学生 相談 室が 定期的 な運 営委 員会 を
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の充 実を図ると ともに、教

もち、全 学的な合同研究会 を開催した。

職員 の助言能力 を高める研 ・ アカ デミ ック・ ハラ スメ ント の防 止と対 応の ため 、各 学
修を実施 する。

部に委員 会、相談員、相談 箱を設けた。
・各学部の 取り組みは、以下 のとおりである。
人文 学部 ：教職 員の 助言 能力 を高 めるた め、 精神 科医 を
講師に招いて研 修会を開催した。
教育 学部 ：取得 単位 数が 極端 に少 ない学 生を 対象 に指 導
教員に連絡し、 指導を促す体制を とった。
情報 学部 ：学生 委員 会作 成の 指針 に基づ き、 修学 ・生 活
の両 面に おけ る学 生の 把握と 適切 な対 応に 努
めた。
工 学 部 ：保 護者説 明会 ・個 別懇 談会 を行 い、修 学面 で
の相談助言体制 の充実に努めた。
農 学 部 ：保 健管理 セン ター 教員 によ る学 生相談 の実 情
に関する説明会 を行った。
・ 保健 管理 センタ ー、 学生 相談 室及 びなん でも 相談 にお け
る相談件 数（延べ）
保健管 理センター

1,690件

学生相 談室

なん でも相談

62件

650件

学生 生活・就職 支援チーム ・ 浜松 地区 に学生 生活 ・就 職支 援を 担当す る職 員１ 名を 増
を中 心に浜松キ ャンパスの

員した。

就 職 指導 体 制 の充 実 を図
る。
キャ リア・アド バイザーを ・ 本学 卒業 生をキ ャリ アア ドバ イザ ーとし て委 嘱し 、学 生
活用 する等して 就職指導体

か らの 個 別 相談 に 対 応し た ほ か、「 キ ャリ ア デ ザイ ン 」

制の充実 を図る。

の授業の なかでアドバイザ ーに特別講演を依 頼した。

イ ン タ ー ン シ ッ プ 等 の 充 ・理 学部 が平 成19年度 入学 生よ りイ ンタ ーン シップ を単 位
実、 同窓会との 協力等によ
り就職支 援を進める。

化するこ とにより、全学部 での実施が実現し た。
・各学部等 の取り組みは、以 下のとおりである 。
人文 学部 ：同窓 会か ら講 師を 迎え 、イン ター ンシ ップ の
ための講演会を 行った。
教育 学部 ：同窓 会の 協力 の下 、教 員試験 対策 ガイ ダン ス
を実施した。
情報 学部：約1,000社に対 してインター ンシップに関 する
アン ケー ト調 査を 実施 し、受 入企 業の 発掘 を
行った。
農 学 部 ：同窓会メンバー による就職相談会 を設けた。
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工学研究 科
：大学 院Ｊ ＡＢ ＥＥ 向け のカリ キュ ラム に基 づ
くイ ンタ ーン シップ を実 施し 、大 学院 生15名
が受講した。
：スズ キ株 式会 社と の協 定に伴 う長 期イ ンタ ー
ンシップを実施 し、大学院生２名が受 講した。
学業 成績、奨学 金の受給状 ・授業料免 除における「独立生 計」者の認定基準を見 直し、
況、 経済状況、 生活実態を

実態 に即 した認 定が でき るよ うに 基準の 改定 を行 った 。

総合 的に評価し た、授業料 ・ 学業 成績 優秀者 への 授業 料免 除制 度等の 新た な助 成制 度
・入 学料等の減 免を含めた

の検討を 進めた。

新 た な 助 成 制 度 を 確 立 す ・ 人文 学部 は、卒 業生 の寄 付を 基に 、人文 学部 奨学 基金 制
る。

度 を創 設 し 、Ａ 型 （ 家計 重 視 ）、 Ｂ 型 （成 績 重 視） 別 に
各５名に 支給した。
・工学部で は、村川奨学金を一 年生５名に支給した 。また、
平 成18年 度に 設立さ れた 三井 デュ ポン フロ ロケミ カル ア
ジア諸国 留学生奨学金制度 に基づき、８名に 支した。

各種 奨励奨学金 情報の入手 ・ 各種 奨学 金、授 業料 免除 に係 る情 報をＨ Ｐに 掲載 し、 学
の利 便化を図り 、申請手続

生の利便 性を向上させた。

きに関す る支援を行う。
福利 厚生の改善 に向けた整 ・ 評価 会議 が在学 生を 対象 に学 生生 活に関 する アン ケー ト
備計 画を策定す るため、学

調査を行 い、福利厚生面の 問題点を明らかに した。

生 の ニー ズ 調 査を 実 施す
る。
静岡 市産学交流 センター等 ・各学部で の取り組みは、以 下のとおりである 。
を活 用した講座 等の開講を

教育 学部 ：大学 院設 置基 準１ ４条 適用の 現職 教員 によ る

促進 する等して 、サテライ

修士 論文 研究 発表 会を 附属学 校の サテ ライ ト

ト教 室の開設に 向け基盤を

教室 を利 用し て実 施し た。ま た、 静岡 市産 学

充実する 。

交流センターを 会場に公開講座を 開催した。
・理 学 部 ：静 岡市産 学交 流セ ンタ ーに おい て、農 学部 ・
創造 科学 技術 大学 院（ 教育部 ）と 協力 して 、
「サイエンスカ フェ」を実施した 。

国 際 交 流 セ ン タ ー を 開 設 ・ 国際 交流 センタ ーを 開設 し、 留学 生に対 する 全学 的支 援
し、 学生交流部 門を中心に

体制を構 築した。

した 全学的支援 体制を構築 ・ 学生 交流 部門の 教員 が、 留学 生科 目代表 とし て大 学教 育
し、 入学から修 了までの教

セン ター 会議に 参加 し、 留学 生関 連授業 のカ リキ ュラ ム
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育 指 導・ 支 援 の充 実 を図

の充実を 図った。

る。
日 本 語 補 講 授 業 を 単 位 化 ・ 従来 の日 本語補 講授 業を 日本 語教 育プロ グラ ムと して 単
し、 留学生に対 する日本語

位化し、 カリキュラムの充 実を図った。

・日 本事情教育 の内容の充
実を図る 。
国際 交流センタ ー学生交流 ・平 成18年 ４月 から浜 松キ ャン パス 、10月か ら静岡 キャ ン
部門 において、 留学生に対

パス にそ れぞれ 留学 生カ ウン セラ ーを配 置し 、修 学・ 生

する 修学・生活 面での相談

活面での 相談体制を充実し た。

体制 及び広報活 動の充実を ・留 学生 向け の英 語版 ＨＰ の内容 を見 直し 、平 成19年度 に
図る。

改訂する こととした。

国際 交流センタ ーのリスク ・ 国内 外に おける 留学 生の 事故 ・事 件に迅 速に 対応 する た
マネ ジメントの 視点から、

め、 国際 交流セ ンタ ーに 、リ スク マネー ジメ ント ワー キ

国内 外における 留学生の事

ン ググ ルー プを 設け 、平 成19年度 完成 を目 指して マニ ュ

故・ 事件に対処 するための

アル作り の作業を進めた。

体制を検 討する。
全学 的な正課外 教育のコー ・ 全学 学生 委員会 の下 に置 いた 「部 活動・ サー クル 等正 課
ディ ネート、個 々のサーク

外活 動へ の支援 体制 につ いて のＷ Ｇ」が 、顧 問教 員の 位

ル活 動への支援 、施設の開

置づけと 課外活動支援の在 り方について答申 を行った。

放な ど学生助育 体制を充実 ・学長 裁量経費600万円を課 外活動支援経 費に活用し、 各サ
する 。顧問教員 の責任範囲

ークルに 順次楽器や機材等 の支援を行った。

について も検討を進める。 ・ 工学 部で は、学 生委 員会 が「 課外 活動に 対す る支 援経 費
配分 の基 本方針 」を まと め、 公認 サーク ル活 動を 支援 し
た。
静岡 ・浜松両キ ャンパスの ・静岡 ･浜松 キャンパスのサ ークル
学生 サークル交 流の支援、

交流 のため毎週土 曜日

・日曜日 に東西交流バスを 運行した。

留学 生と日本人 学生との交 ・ 日本 人学 生によ る留 学生 支援 ボラ ンティ アを 組織 し、 留
流な ど、多様な 交流を推進

学生 と日 本人学 生と の交 流会 、討 論会、 授業 参加 、フ ィ

する。

ールドト リップなどを開催 した。

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 する 防災訓 練等 の活 動へ の
する支援 を充実する。

人的 、財 政的支 援を 行い 、大 学と しての サポ ート 体制 を
整えた。
・ 防災 ボラ ンティ アの ほか 、環 境サ ークル や外 国人 子弟 支
援サ ーク ルなど が合 同し て、 静岡 大学学 生ボ ラン ティ ア
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ネッ トワ ークを 設立 した 。そ の活 動拠点 をと して 防災 ボ
ランティ アセンターを提供 した。
・ 情報 学部 では、 地域 連携 推進 室に 地域連 携コ ーデ ィネ ー
タを 配置 し、学 生の ボラ ンテ ィア 活動（ 小中 学校 への 情
報教育支 援）に対する支援 を充実させた。

（６）教育活動の 評価及びその改善に 関する実施状況
学生 による授業 評価の結果 ・ 授業 評価 結果の 担当 教員 への フィ ードバ ック の方 法と し
を、 担当教員に フィードバ

て新 たに 「授業 カル テ」 を導 入し 、改善 事項 の確 認を よ

ック するととも に学生に向

り容易と した。

けて公開 する。

・ 授業 評価 の結果 を後 期か ら「 授業 アンケ ート に応 えて 」
という形 式で学生に公開し た。

評価 会議におい て、卒業生 ・学 生等 によ る評 価に 関す る基本 方針 を制 定し 、平 成19年
等に よる外部評 価を実施す

度に 卒業 生、修 了生 、就 職先 企業 等、保 護者 、高 等学 校

る。

長な どを 対象と した アン ケー ト調 査を実 施す る体 制を 整
えた。

『教 師必携』を 活用して教 ・新 任教 員研 修及 び夏 期FD研修 会に おい て『 教師必 携』 を
育内 容を充実さ せるととも

利用 し、 学生と 教員 との イン ター アクシ ョン が重 要な フ

に『 教師必携』 の一層の改

ァク ター として 機能 する こと 等、 授業改 善の 取り 組み を

善を図る 。

行った。
・ 学生 が FD活 動 に参 加 し たこ と を踏 ま え て、『 教 師必 携 』
を平成19年度中に改訂する こととした。

教員 相互の授業 公開を積極 ・各学部に おける取り組みは 、以下のとおりで ある。
的に 進め、日常 的に授業改
善を行う 。

人文学部 ：教員が随時授業 を参観できる「授業参 観制度」
を 開始し た。 また 、社 会学 科は「 教員 相互 の授 業
参 観実施要項」を作 成した。
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。
情 報学 部： Web（Black Board） を利 用した 授業 公開（ ２
科 目）を 実施 し、 教員 相互 の意見 交換 の場 を設 け
た。
工 学 部 ：機 械工学 科及 び物 質工 学科 は、 講義評 価担 当
教 員２名で授業参観 を実施した。
：電気電 子工学科Eコースは授 業参観を試行 的に
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実 施した。
教職 員、学生な ど教育当事 ・夏 期FD研 修会 では、 学生 が参 加し 、教 員と ともに 授業 改
者の 対等平等な コミュニケ

善の 取り 組みを 行っ た。 今後 、研 修会の みな らず 、学 生

ーシ ョンを通じ てＦＤ活動

の意 見や 要望を 吸い 上げ 、教 員と 学生と が共 によ い授 業

を活性化 させる。

作りに参 画できるような組 織の構築を目指す こととした。
・各種研修 会への参加者数は 、以下のとおりで ある。
新任教 員FD研修参加者
〃

エスコ ート

夏期FD研修会参加者数
〃

学生 参加数

スキル アップ講座参加者 数

33名
6名
86名
7名
13名

・平 成19年 度か ら大学 院教 育の ＦＤ 活動 を実 施する こと と
し、その ための規則・組織 整備を行った。
新任 教員研修等 を実施する ・ 新任 教員 ＦＤ研 修会 にベ テラ ン教 員が参 加し 、助 言と 指
とと もに、教育 改善のため

導を行っ た。

の総 合的な研修 制度の充実 ・ 全学 ＦＤ 委員会 にお いて 、夏 期Ｆ Ｄ研修 会の 在り 方に つ
を含めた 方策を検討する。

いて 検討 を行い 、学 生参 加型 の研 修会を 開催 する こと と
し 、「 学 生 との イ ン ター ア ク ショ ン 」 をテ ー マ に講 演 会
とグルー プワークの二部構 成で実施した。

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 ・21世 紀ＣＯＥプロ グラム｢ナノビジョン サイエンスの 拠点
にナ ノビジョン サイエンス
領域にお ける先端的研究

創成」が 中間評価で最上位 のＡ評価を得た。
・「 浜松 知 的 クラ ス タ ー創 成 事 業」 の 成 果が 全 国 第２ 位 に
ラン クさ れたほ か、 光・ 画像 技術 を利用 した 先端 的な 車
載用 眠気 検出器 装置 、高 性能 イメ ージン グデ バイ ス、 元
素識 別Ｘ 線イメ ージ ング デバ イス 等を企 業と 共同 開発 し
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た。
・教員１名 が電子スピンサイ エンス学会奨励賞 を受賞した。
・ナノメカ ニクス研究プロジ ェクトを設立した 。
・ 川 人教 授 ： 産学 官 連 携功 労 者 表彰 「 文 科科 学 大臣 賞 」、
猪川教授 ：IEEE多値論国際 シンポジウム(ISMVL)論文賞「A
Two-Bit-per-Cell Content-Addressable Memory using
Single-Electron Transistors」
田部教授 ：「高柳記念賞」 を受賞。
−生 命・環境科 学に関する ・ 創造 科学 技術大 学院 を中 心に グロ ーバル ＣＯ Ｅプ ログ ラ
分野横断 的な研究

ム（ 事業 名：バ イオ ・ケ ミカ ルハ ザード 統合 対策 拠点 ）
を申請し た。
・ 海外 先進 研究実 践支 援プ ロジ ェク トで「 人間 共生 科学 の
構築をめ ざす諸学融合型研 究」が採択された 。
・ 三菱 商事 等に支 援さ れた 「海 洋生 物研究 国際 プロ ジェ ク
ト： サン ゴ礁ミ クロ 生態 系・ 物質 循環と サン ゴの 白化 と
の関連の 科学的解明」に関 する研究（2005-2010）。
・「 統合 海洋掘 削プ ログラ ム（ IODP）」 による 海洋 調査の 成
果がSCIENCEに公 表された。
・ 佐鳴 湖汚 染原因 究明 とそ の浄 化を 進める 佐鳴 湖プ ロジ ェ
クトの推 進。
・バ イオ インフ ォマテ ィク スの研 究「de novo suquencing
問題に対 するアルゴリズム の開発」を企業と 共同研究。
・ 植物 分子 デザイ ン研 究グ ルー プ、 資源循 環型 バイ オエ ン
ジニ アリ ング研 究グ ルー プ、 生体 膜を利 用し たバ イオ セ
ッシング 研究グループなど の活動を開始した 。
・ 地域 生存 環境に おけ るバ イオ リス クシス テム 評価 に関 す
る理 学、 農学が 融合 した 研究 プロ ジェク ト及 び農 工連 携
のための 先進的工学基盤技 術の構築に関する 研究。

−ア ジアにおけ る自然と社 ・ 静岡 県 SOE（ 静 岡県 版 COE） にお い て、「 アジ ア ・太 平 洋
会・文化 に関する研究

か らみ た欧 米人 とそ の文 化表現 に関 する 研究 −20世紀 初
頭ミ クロ ネシア 各地 に伝 播し た新 しい民 俗芸 能の 源流 を
辿って− 」が採択され、研 究を開始した。
・ 昨年 度に 引き続 き、 アジ アの 研究 プロジ ェク ト（ アジ ア
の宗教と 芸術表現の調査・ 研究）を展開した 。
・ 新疆 農業 大学と の学 部間 協定 に基 づき、 野生 果樹 の保 全
・調査に 関する研究を開始 した。

−地 域に密着し た課題を発 ・各部局に おいて、以下の研 究を進めた。
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掘し 、その解決 を目指す研 人文学部
究

：「 人 口減 少 時 代に お ける 地 域社 会 の設 計 」、「 定住 外 国
人 の共 生に関 する 法政 策的 研究 」の２ プロ ジェ クト が
複 数学 部にま たが り地 域と も連 携した 学際 的研 究を 展
開。
：「地 域司法サービ スの歴史・現状 ・課題」を立ち上 げ、
静岡県 域における司法サ ービスの現状解明 。
：「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」を展開。
理 学 部
：知 的創 世プロ ジェ クト ある いは 都市エ リア 事業 への 参
加 、駿 河湾深 層水 の活 用に 向け た研究 の静 岡県 、焼 津
市との 研究事業への参加 。
：東海地 震震源域監視研究 を進めた。
工 学 部
：佐 鳴湖 汚染原 因究 明と その 浄化 を進め る佐 鳴湖 プロ ジ
ェクト の推進。
農 学 部
：「次 世 代 型食 品 産 業の 育 成 に関 す る 研究 − 食 品素 材 或
いは その 精製物 が持 つ新た な生 理機 能の解 明−」、「 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」「 駿河 湾 開発 プ ロジ ェ クト 」、「 静 岡
特 産ウ ンシュ ウミ カン の機 能性 成分で ある βー クリ プ
ト キサンチン並 びにビタミン Cの生合 成・分解の調 節機
構の解 明」の各研究を進 めた。
：先 進的 農業推 進に 向け 、静 岡県 農業試 験研 究機 関と の
研究連 携を開始した。
創造科学技 術大学院
：光 、輸 送関係 につ いて 地域 企業 との地 域に 密着 した 共
同 研究 、地域 産業 の振 興に 寄与 する産 業ク ラス ター 事
業に大 きく貢献した。
：二輪車 における情報提示 技術に関する研究 。
：破 骨前 駆細 胞の分 化阻 害活 性を 利用 した 機能性 食品 の
開発。
：車 載機 器のた めの シス テム 指向 型ヒュ ーマ ンイ ンタ ー
フ ェイ スのモ デル 化と デー タ収 集シス テム に関 する 研
究。

ポテ ンシャルの 高い研究者 ・ 部局 横断 研究プ ロジ ェク トと して 、以下 の研 究を 推進 し
・研 究者集団を 部局横断的

た。
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に結 集、組織化 し、新しい
研究領域 を切り拓く。

① 「温 暖化環 境下 にお ける 森林 の環境 適応 の評 価手 法
開発 とその広域森林管 理への対応」
② 「地 域資源 活用 型の 新規 事業 創出の ため の基 盤技 術
開発 」
③ 「分 子デザ イン によ るロ ング ライフ 等高 機能 植物 開
発の ための地域産業貢 献・先端教育基盤 の創成」
④ 「先 端プラ ズマ 科学 を融 合し た新し い学 際的 教育 研
究基 盤の構築」
⑤ 「高 度化と 国際 化を 推進 する 科学技 術研 究者 育成 プ
ロジ ェクト」
⑥ 「地 域生存 環境 にお ける バイ オリス クシ ステ ム評 価
の科 学」
⑦「農工 連携のための先進的 工学基盤技術の構 築研究」
⑧ 「ナ ノ構造 体に おけ る新 規物 理現象 の診 断と その 応
用に 関する研究」

イノ ベーション 共同研究セ ・ イノ ベー ション 共同 研究 セン ター を窓口 に、 公共 団体 や
ンタ ーを窓口に 、地域と社

産学 官連 携組織 等と の連 携・ 協力 を強化 し、 研究 成果 発

会の 要請に応え 、共同研究

表会 及び 技術相 談会 等を 通じ て研 究成果 、学 術情 報を 公

を推 進し、研究 成果、学術

表し た。 このた め、 分野 別等 に見 た研究 領域 マッ プ、 共

情報を公 表する。

同研究結 果テーマ集等を作 成した。
研究成 果発表件数

15件

技術相 談会相談件数 115件
・ 地域 社会 文化研 究ネ ット ワー クセ ンター がイ ノベ ーシ ョ
ン 共同 研 究 セン タ ー と共 催 で 、「 静 岡 大学 人 文 系学 部 は
地域 を支 援しま す」 研究 課題 発表 会を産 学交 流セ ンタ ー
で開 催す るとと もに ホー ムペ ージ に「相 談窓 口教 員デ ー
タベース 」を備え、情報の 更新を随時行った 。
知的 財産本部を 中心に、静 ・ 静岡 キャ ンパス での 研究 成果 から の技術 移転 の促 進を 図
岡Ｔ ＬＯ等との 連携を強化

るた め、 静岡キ ャン パス に知 的財 産コー ディ ネー タ１ 名

し、技術 移転の促進を図る。

を配 置し 、技術 移転 を求 める 企業 からの 情報 の収 集と 配
信・ 広報 を行っ た。 また 、研 究成 果から 権利 行使 でき る
信頼性の 高い特許として出 願した。
・出願件数 は、次のとおりで ある。
国内出 願

外国出願

単願

共願

名義変 更

平成16年 度

36件

19件

28件

11件

平成17年 度

34件

40件

0件

21件

平成18年 度

57件

47件

58件

20件
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・平成18年度の知財活 用による契約金 額は、16,800千円 （8
件）。
浜松 、静岡各地 域の産学官 ・ 浜松 、静 岡各地 域の 公共 団体 や産 学官連 携組 織等 との 連
連携 組織との連 携により、

携・協力 により、各種研究成果 発表会や展示会を 開催し、

新産 業の萌芽と なる未踏技

新産 業の 創出を 目指 した 未踏 技術 研究開 発、 ベン チャ ー

術研 究開発、ベ ンチャー起

起業を目 指した研究の推進 ・発展に寄与した 。

業を 目指した研 究をそれぞ ・産学協同 のICタグの活用研 究を推進した。
れ推進す る。

・産学 官が連携した JSTシー ズ発掘試験研 究に５名の研 究者
が採択さ れ、研究を展開し た。
・情報セキ ュリティマネジメ ント技術の開発を 進めた。
・ 情報 セキ ュリテ ィシ ステ ムを 地域 に展開 する ベン チャ ー
企業、(株)ITSCを設立した 。

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 、以 下
要 請 に応 え る 講座 や 講演

のとおり である。

会、 各種審議会 、各種相談

講座・講演会

窓口 等を通した 、専門的知 人文学部
識の提供 を推進する。

各種審議会

その他

6件

4件 ( 4名)

39件( 41名 )

教育学部

362件

6件 ( 6名)

80件( 85名 )

情報学部

21件

1件 ( 1名)

13件( 14名 )

理 学 部

6件

3件 ( 3名)

24件( 25名 )

工 学 部

5件

2件 ( 2名)

39件( 43名 )

農 学 部

9件

3件 ( 3名)

37件( 45名 )

創造科学技 術大学院 18件

0件（ 0名）

13件( 16名 )

法務研究科

0件

0件（ 0名）

10件( 10名 )

電子工学研 究所

0件

1件 ( 1名)

12件( 12名 )

大学教育セ ンター

11件

0件（ 0名）

1件(

1名 )

全学入試セ ンター

70件

0件（ 0名）

0件(

0名 )

国際交流セ ンター

9件

0件（ 0名）

0件(

0名 )

総 合情 報処 理セ ンタ ー

6件

0件（ 0名）

0件(

0名 )

イ ノベ ーシ ョン 共同 研 究セ ンタ ー

4件

0件（ 0名）

3件(

3名 )

39件

1件（ 1名）

生 涯学 習教 育研 究セ ン ター
計
昨年度実績

11件( 11名 )

566件

21件 (21名)

282件(306名 )

439件

59件（64名） 452件(497名 )

（ 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 ・ 研究 戦略 会議に おい て、 学長 裁量 経費の 競争 的配 分に よ
局横 断的な研究 プロジェク

り、部局横 断研究プロジェクト ８件に予算の重点 配分（総
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ト、 部局内の分 野横断的な

額83百万 円）を行った。

研究 プロジェク トの推進を ・ 学長 裁量 経費を 原資 とし て、 各部 局にお いて 以下 の分 野
図り 、その取組 みを支援す
る。

横断的研 究プロジェクトを 立ち上げ、推進し た。
人 文 学部 ：「 フィ ー ル ドワ ー ク を中 心 と した 特 色 ある 教 育
・研究活動推進プ ロジェクト」
：「All about Tea 第 一巻 第一 冊【 歴 史】 翻訳 と
研究」
教育学 部：｢実践参画型を含 む教員養成カ リキュラム開 発及
び授業改善に関す る研究」
情報 学部 ：「 スケー ラビ リティ のあ る次 世代XML問い 合わ せ
処理に関する基盤 的研究」
：「 人間 の 対 話コ ミ ュ ニケ ー シ ョン 場 面 にお け る
身体性機能モデル の構築」外７件
工 学 部 ：「 ボ トム ア ッ プ・ ト ップ ダ ウ ン融 合 型 ナノ フ ァ
クトリーの実現」
創造科学 技術大学院
：「 高度 化 と 国際 化 を 推進 す る 科学 技 術 研究 者 育
成プロジェクト」 外３件。

客員 教授等の制 度を積極的 ・ 客員 教授 ２名が 、特 別教 育研 究経 費（継 続事 業） の地 下
に利 用し、学外 研究者との

構造 のア クティ ブメ ソッ ドの 事業 に参画 する とと もに 科

協力 により研究 の活性化を

学研究費 補助金（基盤研究 ）に採択された。

図る。

・客員教授 制度の活用の状況 は、以下のとおり である。
〔学部〕
区分 人文

教育

情報

理学

工学

農学

計

平16年度

1

3

16

3

1

0

24

平17年度

0

2

18

8

8

1

37

平18年度

0

1

21

7

1

0

30

〔研究科・ 研究所・学内共同 教育研究施設〕
区分

工研

創造

科研

理工

電研

ｲﾉﾍﾞ 遺伝子 計

平16年度

−

−

4

0

0

14

0

18

平17年度

−

−

4

8

4

18

2

36

平18年度

25

4

1

2

6

17

1

56

教員 特別研修制 度による派 ・ 研究 専念 期間制 度の 一環 とし て、 教員特 別研 修制 度に よ
遣を 引き続き実 施し、研究

り国外３ カ国４大学、国内 １大学に５名を派 遣した。

を推進す る。

研修 期間

研 修機関所在国

派遣教員数

人文学 部

12月

中華人民共和 国

1名

〃

6月

〃

1名
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教育学 部

10月

ニュージーラ ンド

1名

〃

10月

日本

1名

アメリカ合衆 国

1名

理学部

6月

技術 職員の資質 向上を図る ・ 技術 職員 の資質 向上 と近 隣大 学と の情報 交換 を目 的に 技
とと もに、教育 研究への支
援体制を 整備する。

術報告会 を開催し、報告集 を発行した。
・ 技術 職員 を対象 に、 以下 を始 めと した各 種講 習会 への 参
加を推進 した。
・Adobe PDF次世 代徹底活用セミナー
・富士通 ネットワークソリ ューションフォー ラム
・ 工学 部で は、教 育研 究の 支援 及び 技術に 関す る専 門的 業
務を 円滑 かつ効 率的 に処 理す るた め、技 術部 を改 組し 、
実験 教育 支援室 、学 科系 技術 支援 室、基 盤技 術支 援室 、
情報 技術 支援室 及び 安全 衛生 支援 室を設 置し 、各 支援 室
に技術職 員を配置した。

プロ ジェクト研 究にリサー ・ プロ ジェ クト研 究で のＲ Ａの 活用 状況は 、以 下の とお り
チ・ アシスタン トを積極的

であり、 前年度（65名）に 比べ増加した。

に活用す る。

農学研 究科：食物繊維摂 取時の消化管バリ ア機能に
関する研究

6名

理工学 研究科：アクロス 地震予知プロジェ クト

28名

電子科 学研究科：運動検 知に関する研究

14名

自然科 学系教育部：スピ ン効果を用いた光 誘起電子
移動 反応過程の解明

23名
合計

71名

大学 または部局 の重点研究 ・学長 特別裁量経費 Ⅱ型（1.5億円）を、 今後の競争的 資金
に、 優先的に研 究資金を配

獲得 のシ ーズ育 成を 目的 に、 学内 公募に より 、役 員会 が

分する。

「高 度化 と国際 化を 推進 する 科学 技術研 究者 育成 プロ ジ
ェクト研 究」等19件を選定 の上、配分した。

萌芽 的な研究や 若手研究者 ・ 学 長裁 量 経 費（ Ⅰ 型 ）（ １ 億 ５千 万 円 ）を 外 部 資金 の 獲
への支援 を強化する。

得状 況に 応じて 各部 局に 競争 的に 配分し 、そ の一 部を 各
部局 の判 断で、 萌芽 的な 研究 や若 手研究 者支 援に 充当 し
た。

研究 室の有効活 用及び研究 ・ 共通 教育 Ｃ棟学 生実 験セ ンタ ー化 第２期 改修 工事 を実 施
設 備 の共 同 利 用を 推 進す

し、 各学 部施設 で行 って きた 学生 実験機 能を セン ター に

る。

集約し、 後スペースの有効 活用を図った。
・ 創造 科学 技術大 学院 設置 に伴 うス ペース は、 既存 施設 の
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有効利用 で対応した。
・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： 部内施設委員会で 研究室等の有効活 用を検討し、
院生の共同研究室 拡充の整備などを 行った。
情 報学 部： 施設マ ネジ メン ト委 員会 で前年 度策 定し た研 究
室等の施設の利活 用計画を実施した 。
工学部：実 験室、実験装置な どの共用化を図っ た。
：総 合研究 棟１ Ｆに 大型 共通 汎用機 器を 移設 し、 共
同 利用の促進を図っ た。
農学部：前 年度設置した共同 利用スペース（レンタ ルラボ、
約300㎡）を引き続 き整備すると ともに、新た に共
同利 用ス ペー ス（ バイオ 工学 ゾー ン約 95㎡ ）を 整
備 した。
：演 習林資 料室 を改 修し 、会 議・演 習な どに 使用 で
き る学部共通の多目 的室とした。
電 子工 学研 究所： 極低 温室 を改 修し 、ナノ デバ イス 評価 セ
ンターを設 置した。
：評価装置等 大型機器を移設、集中 化した。
遺 伝子 実験 施設： 共同 利用 機器 を適 切に管 理し 、利 用者 か
らの 技術 サポ ート の依頼 に対 応し 、共 同
利用を促進 した。
：利 用頻度が高いDNAシー ケンサーに関 し
て、 92回 分の ゲル 及び バッ ファー を作 成
し、利用者 に貢献した。
：DNA塩基配 列の受託解析 サービスを開 始し
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。
平成 18年度

平成17年度

遺伝子 実験施設

136人

131人

機器分 析センター

227人

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 が策 定し た「共 通教 育Ｃ 棟の 有
に施 設の有効活 用を図ると

効活 用に ついて 」に 基づ き、 学生 実験セ ンタ ー化 第２ 期

とも に、改築又 は補修を行

改修 工事 を実施 し、 学生 実験 室及 び各学 部実 験室 の有 効

う。

活用と稼 働率の向上を図っ た。
・施設修繕 改善事業の主な実 施状況は以下のと おりである。
・受電施 設の改善
・消火用 総帥施設の機能確 保
・実験排 水の水質の確保
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・屋外運 動場の改善
情報 のセキュリ ティを確保 ・新情報基 盤整備を完了し、 運用を開始した。
し、 かつ性能の よいネット ・ 総合 情報 処理セ ンタ ーが コン ピュ ータウ イル スや 不正 ア
ワーク環 境を整備する。

ク セス 等に 対する 安全 管理の 国際 認証 「ISO27001」を 取
得した。

高度 な数値計算 に必要な性 ・ISO27001審査にて高い評価 を得た。
能を 有する計算 環境を確保 ・ 計算 機サ ーバー のス ペッ クを 上げ 、計算 速度 を従 来機 よ
する。
図書 館建物及び 設備の整備
によ り効率的な 情報提供を

り大きく 向上させた。
・附属図書 館整備マスター プランの中で 、効率的な情 報提
供を可能 とする設備改善に ついて、検討を行 った。

可能 とする研究 環境を検討
する。
図書 及び電子資 料類の系統 ・電子ジャ ーナルについて、価格 上昇分の予算措置 を行い、
的整備を 行う。

4,150誌（700誌増）の購読 を確保した。
・Oxford University Pressの電子ジ ャーナル・アーカ イブ
（137誌， 論文約80万件の バックファイ ル・アクセス ）を
充実させ た。
・ 次年 度に 向け、 教員 ・大 学院 生を 対象に 電子 ジャ ーナ ル
及び 二次 資料デ ータ ベー スに つい てのア ンケ ート を実 施
した。

大 型 研 究 装 置 の 導 入 に 向 ・NMR装 置104百万 円（静 岡キ ャンパ ス） 及び 電子ビ ーム 描
け、 競争的資金 の獲得を目

画 装置 89百万 円（浜 松キ ャン パス ）を 特別 支援経 費と し

指す とともに、 共同利用等

て導入し 、共同利用できる 体制を整備した。

のマ ネジメント について検
討を行う 。
知的 財産本部の 組織を理事 ・ 理事 （学 術・情 報担 当） が知 的財 産本部 長を 兼任 して 、
の下 に置き、機 能の充実を
図る。

知財の管 理活用を直接指揮 する体制とした。
・ 知的 財産 本部の 機能 充実 と効 率化 を図る ため 、知 的財 産
セミ ナー の開催 、知 的財 産事 務の 学内人 材育 成研 修を 実
施し、職 務発明規則など関 連諸規則を改正し た。

特許 取得及び特 許の活用を ・ 特許 の取 得及び 特許 の活 用を 拡大 してい くた めに 、年 度
拡大する 。

毎の 目標 値の設 定を 行う が、 技術 移転に 必要 な特 許の 出
願を 行い 、必要 に応 じて 権利 化す る方針 とし 、外 国出 願
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特許 については、 科学技術振興機 構（JST）による外 国出
願支援事 業等を活用した。
・目標値 と年度末時点の実 数値は、以下のとおり である。
目 標値

実数値

発明 件数：110件

124件

出 願件数： 80件

104件

外国20件（JST支援 16件
を含む）

取得 件数： 40件

37件

外国 3件

知 的 財 産 本 部 の 戦 略 の 下 ・ 大学 発ベ ンチャ ー企 業の 設立 実績 は、以 下の とお りで あ
に、 大学発ベン チャー企業

る。

の 創 出 や静 岡 TL O等 を 通じ

・株式会 社デザインルール

た技 術移転促進 を図るとと

・株式会 社ＩＴＳＣ

もに 、静大ベン チャーパー

・ＭＤル ミナス株式会社

トナ ーズ（静大 ファンド） ・ 静大 ベン チャー パー トナ ーズ を活 用して 積極 的に 技術 移
を活 用し、技術 移転の事業

転の事業 化を促進した。

化を促進 する。

平成18年 度までの投資対象 は、６社
・ＪＳＴの 「新技術説明会」 による技術移転の 促進の平成
18年度の 成果は、以下のと おりである。
①サンプ ルの提供

1件

②共同研 究の実施

6件

12,825千円

③ライセ ンス

7件

10,500千円

・ ＪＳ Ｔイ ノベー ショ ンサ テラ イト 静岡を 浜松 キャ ンパ ス
に誘致し た。
サテ ライ ト静岡 を介 して 採択 され た事業 は、 以下 のと お
りである 。
・「重 点 地 域研 究 開 発推 進 プ ログ ラ ム 」育 成 ス テー ジ
採択3件
平成18年度から3カ年（30,000千円 /年×3年）
平成18年度契約額 15,000千円
・「実 用化検 討に係 る可 能性試 験」

採択 4件

計 80,000
千円

・ 技術 移転 促進の ため 各研 究成 果発 表会等 の場 を活 用し て
企業向け 相談会等（実施回 数）を行った。
「 イノ ベー ショ ンジャ パン 2006」 研究展 示12件、 新技 術
説 明会10件
JST共同主催「新 技術説明会」未公開 特許の紹介14件
JST共同主催「シ ーズイノベーション 化事業」共同研究
テーマ13件
コーディ ネータによる技術 相談
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250件以上

未 踏 技 術 開 発 等 に つ な が ・本学にお ける共同研究、プロジ ェクト研究の獲得 状況は、
る、 国、自治体 、研究機関

以下のと おりである。

との プロジェク ト研究や、
社会 のニーズに 基づく共同

・共同研 究：

研究 を推進する 。イノベー

・プロジ ェクト研究：

平成18年度

平成17年度

259件

236件

46件

35件

ショ ン共同研究 センターに

国

4件

5件

おい ては、さら なる共同研

自治 体

2件

1件

究、 プロジェク ト研究の増

公益 法人（国からの委 託先）36件

23件

加と 大型プロジ ェクトの獲

大学

1件

1件

得を目指 す。

企業

2件

5件

公共 団体（商工会議所 ）

1件

0件

研究 戦略会議に おいて、学 ・ 研究 戦略 会議に おい て、 学部 等と 学内共 同研 究施 設と の
部等 と学内共同 研究施設と

連携 によ るプロ ジェ クト 研究 、分 野、学 部横 断的 なグ ル

の連 携によるプ ロジェクト

ープ研究 の推進を図った。

研究 、分野、学 部横断的な ・ 遺伝 子実 験施設 、理 学部 、農 学部 との連 携で 植物 分子 デ
グ ル ープ 研 究 の推 進 を図

ザイン研 究グループを結成 した。

る。
リサ ーチ・アシ スタント配 ・ 平成 18年度 のリ サー チ・ アシ スタ ントの 採用 状況 は、 以
置な どにより、 研究活動を

下のとお りである。

支 援 する 体 制 の充 実 を図
る。

平成18年 度
農学研 究科

平成17年度

6人

7人

理工学 研究科

28人

40人

電子科 学研究科

14人

18人

自然科 学系教育部 23人
合計

71人

−
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 ・ 教員 の個 人評価 に関 する 基本 方針 、実施 要項 等を とり ま
動面 に関する全 学的な自己

とめ 、全 教員に 対し パブ リッ クコ メント を求 める とと も

評価シス テムを構築する。

に 、各 部局 に対 し意 見の 聴取を 行い 、平 成19年度 試行 に
向けた体 制を整備した。

研究 の評価結果 を資源配分 ・ 予算 管理 委員会 にお いて 、研 究の 評価結 果を 資源 配分 に
に反 映するシス テムを検討

反映する システムを検討し ている。

する。
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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 ・役 員会 の下 に生 涯学 習教 育研究 セン ター 改組 検討 WGを 設
関す る大学の活 動を統合・

置 し、「 静 岡大 学 の 地域 連 携 に関 す る マス タ ー プラ ン 及

調整 するために 、生涯学習

び生涯学 習教育センター改 組案」を役員会に 答申した。

教育 研究センタ ーなど既存
の組 織を見直し 、新たな体
制を整備 する。
社会 人入学制度 、リカレン ・平 成17年度 に試 行的 に実施 した 市民開 放授 業は 、平成 18
ト教 育、高度専 門職業人教

年度 から 本格実 施に 移行 し、 以下 のとお り、 前年 度に 比

育、 生涯学習支 援者教育の

べ開 講科 目数、 受講 者数 とも 増加 した。 あわ せて 、市 民

拡充を図 る。

の参加に より授業が活性化 するという副次的 効果を得た。
・市民開 放授業

開講科 目数

同受講者数

平成 17年度

254科目

106名

平成 18年度

383科目

154名

・生 涯学 習指導 者研 修事 業を 実施 した。 参加 者数 は以 下
のとお りである。
平成 17年度

85名

平成 18年度

80名

・ 社会 人入 学に関 する 各部 局の 取り 組みは 、以 下の とお り
である。
情報学部 ：社会人特別選抜 枠で社会人１名を 受け入れた。
理学部： 社会人特別選抜枠 で社会人を受け入 れた。
（1名）
人文 社会 科学研 究科 ：長 期在 学制 度及び 研究 科の 受験 資
格で、「４年 制大学卒業に準じ る」
規 定を 運用 し、臨 床人 間科 学専 攻
で職 業をもつ社会人を 受け入れた。
（５ 名）
教育学研 究科：全専攻にお いて、現職教員を受け 入れた。
（14名）
情報 学研 究科： 社会 人リ フレ ッシ ュ教育 特別 コー スに 社
会人を受け 入れた。（２名）
工学 研究 科：事 業開 発マ ネジ メン ト専攻 にお いて 、社 会
人を受け入れ た。（14名）
創造 科学 技術大 学院 ：社 会人 特別 選抜枠 で社 会人 を受 け
入れ た。(23名 )
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小学 校・中学校 ・高校など ・サイエン スパートナーシッ ププロジェクトの 取り組み
教育 現場の連携 ニーズに対

情報 学 部 ：「 情 報 学研 究 体験 セ ミ ナー 」 ４高 校 、 13名 が

応し て、大学教 員の派遣、
教員 研修会、生 徒の受入れ

参加。
理 学 部：「 分子 の 活 性化 に よる 化 学 発光 セ ミ ナー 」 １

など により教育 支援活動を

高校、延べ212名が参加。

行う。

：「筋 肉 の 働き を 学 習す る セ ミナ ー 」 １高 校 、
延べ54名が参加 。
工 学 部：「 ロボ ッ ト はど の よう に 動 くの か ー 自分 で 作
って考えてみよ う」１小学校、34名が参加。
遺 伝子 実 験 施設 ：「 遺伝 子 組 換え 実 験 教育 研 修 会」 県 内
高校理科 教員6名が 参加。
・スーパー サイエンスハイス ク−ルの取り組み
工 学 部 ：「数学セミナー 」１高校、41名が 参加。
遺伝 子 実 験施 設 ：「遺 伝 子実 験 セ ミナ ー 」１ 高 校 、4 1名
が参加。
・出張授業 のの取り組み
派遣先学 校数及び派遣教員 数は、以下のとお りである。
人文

教育

情報

学 校数

教 員数

学校 数

教 員数

平16

24

27

21

平17

24

27

平18

20

21

理学

学校 数

教員数

学 校数

教 員数

22

14

15

6

7

24

24

13

14

3

3

21

21

11

12

9

9

工学

農学

計

学 校数

教 員数

学校 数

教員 数

学 校数

教員 数

平16

30

32

12

13

107

116

平17

31

31

9

9

104

109

平18

24

24

9

9

94

96

・その他の 取り組み
人 文学 部 ：「効 果 的 な高 大 連 携教 育 プ ログ ラ ム の開 発 に
関す る 調 査・ 研 究 」（ 学 部 長裁 量 経 費） に よ
り静 岡市 立高 校で 「現 代社会 」の 授業 を３ 名
の教員が全３回 担当した。
：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 ムに つい て
担当 教諭 と検 討し 、そ の成果 を科 研費 報告 書
にまとめた。
教育 学部 ：学校 現場 の連 携ニ ーズ に応え るた め、 静岡 県
教委 、静 岡市 教委 の協 力を得 て県 内小 中６ 校
の連 携協 力校 を定 め、 組織的 な教 育支 援活 動
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を行う体制を確 立した。
情報 学部 ：学生 によ る浜 松市 内公 立小・ 中学 校の 情報 教
育に対するボラ ンティア活動を行 った。
工 学 部 ：地域再生計画（浜松市）事業に、現代ＧＰ「も
のづ くり 教育 はまま つ10年 構想 ー小中 高理 科
教育 から 技術 者養 成ま でのサ ーモ ンプ ロジ ェ
クト ー 」（地 域 活 性化 へ の 貢献 ： 地 元型 ） 及
びは まま つデ ジタ ル・ マイス ター （Ｈ ＤＭ ）
養成 プロ グラ ムと して 参入し 、小 中校 生向 け
ものづくり教育 を実施した。
：「理数 大好 きモデ ル地 域事 業（浜 松市 ）」と 連
携し て、 小中 学校 教諭 を対象 とし た研 修会 を
３回開 催（ 参加者 数： 177名 ）、 また小 中学 校
児童 ・生 徒向 け講習 会を 15回開 催（参 加者 数
：1,066名）した。
：高校 生の ため の「 もの づくり 」体 験セ ミナ ー
を大 学と 企業 と高 校の ３者が 連携 して 、高 校
生の 技術 に対 する 意識 改革を 実体 験学 習に よ
り育成す るため、工学部 特別企画として、「ロ
ボ ットコ ース」、「 航空宇 宙コー ス」、「自然 エ
ネル ギー コー ス」を 実施 し、 ４校 、19名が 参
加。
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 。
科目 等履修生の 受け入れ、 ・ 各学 部の 科目等 履修 生（ 延べ 人数 ）の受 入状 況は 、い か
資格 取得講習の 開催等を通

のとおり である。

じて 、社会人の ブラッシュ
アップの 場を提供する。

人文

教育

情報

理学

工学

人文研

農学

教 育研

工 学研

Ｈ17

103

83

0

18

13

4

13

1

0

Ｈ18

65

93

2

1

19

3

0

0

1

農 学研 大学 教育 セン ター

計

(共 通 科目 )
Ｈ17

0

1

236

Ｈ18

2

2

188

・ 各部 局の 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。
教育 学部 ：附属 教育 実践 総合 セン ターが 主催 する 公開 講
座の 実施 を通 じて 社会 人のブ ラッ シュ アッ プ
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の場を提供した 。
生涯 学習 教育セ ンタ ー： 国立 教育 政策研 究所 の社 会教 育
主事講習Ｂを県 教育委員会と共催 で実施した。
ニー ズ調査に基 づき、地域 ・各部局の 主な活動状況は、 以下のとおりであ る。
住民 の知的要求 に応えうる

人 文学 部： 公開講 座「 駿河の 歴史 と文 化の創 造」、「対 人

公開 講座、講演 会、シンポ

援 助の倫 理と 法」、「茶 文化 と日本 人の くらし 」

ジウ ム等を積極 的に開催す

を 開講 し た 。「 翻 訳 文化 研 究 会」 を 市 民の 参 加

る。 また、静岡 市産学交流

をえて主催した。

セン ター等の利 用を促進す

理学 部： 社会人 を主 な対 象と した 「サイ エン スカ フェ 」

るた め、学長裁 量経費によ
り経費面 での支援を行う。

を実施した。
工学 部： 本学聴 講生 であ った 本田 宗一郎 氏の 生誕 １０ ０
年を記念し、市民 向け特別講演会を 実施した
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 シン ポジ ウム 、駿 河湾地 域新 事業 推進 講
演会な どバ イオ サイ エン ス及び フー ズサ イエ ン
スに関わるシンポ ジウムを開催した 。
：「 食と 農 を 考え る 」 シン ポ ジ ウム に 一 般市 民 を
含む約180名が参加した。
工学 研究 科：事 業開 発マ ネジ メン ト専攻 が、 社会 人を 対
象に技 術経 営に関 する ﾌｫｰﾗﾑ（１回 ）、ｵｰﾌﾟ
ﾝ講 座（６ 回）、独自 講座 （３ 回）を 開催 し
た。
国際 交流 センタ ー： 第１ 回公 開講 座「日 本語 教育 を考 え
る 」を 10月 から ５回 にわ たっ て静 岡市産 学交 流
センターで開催し た。
総合 情報 処理 セン ター ：情 報セ キュ リテ ィに 関す る「 公
開セミナー」を実 施した。
キャ ンパ スミュ ージ アム ：南 極観 測の成 果を 「静 大生 の
南極 」として展示した 。
・公開講座 等の活動実績は、 以下のとおりある 。
公 開講座

講演会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ その他

計

人文学部

0

2

0

0

2

教育学部

6

0

0

0

6

情報学部

0

1

1

0

2

理学部

0

0

1

0

1

工学部

23

1

0

0

24

農学部

0

6

1

0

7

法務研究科

0

3

1

0

4

創造科学技 術大学院

4

4

1

0

9
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電子工学研 究所

0

1

0

0

1

大学教育セ ンター

0

3

1

0

4

全学入試セ ンター

0

1

0

0

1

国際交流セ ンター

1

1

0

0

2

遺伝子実験 施設

0

0

0

8

8

機器分析セ ンター

0

1

0

0

1

総合情報処 理センター 0

5

0

0

5

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共 同 研究 ｾﾝﾀｰ

0

6

6

0

12

生涯学習 教 育 研 究ｾﾝﾀｰ

6

8

3

0

17

計

40

43

15

8

106

地方 自治体主催 の市民講座 ・各部局 における主な 取り組み状況は 、以下のとおりで あ
等の 教育サービ スと連携し る。
協働する 。

生涯学習 教育研究センター
：富士川町 の静大特別公開 講座、浜松市春野 町
との 「飛 ぶ教 室」､御 殿場 市･浜 松市浜 北事 務
所の市民講座な どと連携事業を実 施した。
人文 学部：静岡県 主催第11回 静岡アジ ア・太平洋学 術フ
ォー ラム 「文 化の グロ ーバル 化と アジ ア」 の
開催に貢献した 。
：社会 保険 庁主 催「 ねん きん公 開講 座」 にお い
て、教員・学生がパ ネリストとして参 画した。
教育 学部：地方自 治体主催の講座 に延べ124名の教員 が、
連携協働した。
工 学部 ：浜 松市 博物 館の 主催す る「 イロ ハの "イ"テレ ビ
事始」 事業 を後 援し 、学 内に保 存し てい る資 料
を提供した。
創造科学 技術大学院
：自治 体主 催の 市民 講座 に教員 が講 師と して 参
加した。
国際交流 センター
： 学生 交流 部門 の複数 教員 が、 (財)浜松 国際 交
流協会主催の「日本 語ボランティア養 成講座」
「日 本語 ボラ ンテ ィア スキル アッ プ講 座」 で
講師を務めた。

市民 相談部門（ こころの相 ・ここ ろの相談室で は、延べ452件の相談 に応じた。法 律相
談室 、法律相談 、技術相談
等）の活 動を推進する。

談の活動 を推進してきた。
・ ここ ろの 相談室 、法 律相 談、 技術 相談（ 技術 相談 会に 技
術相談を 除く）の活動実績 は、以下のとおり である。
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区

分

こころの相談室

法律相談

技術相談※

平成17年度

708件

17件

120件

平成18年度

452件

23件

139件

※技 術相 談：イ ノベ ーシ ョン 共同 研究セ ンタ ーに おけ る
受付件数
外国 人居住者と の共生に向 ・各部局に おける主な取り組 みは、以下のとお りである。
けた 施策など地 域的課題に

国際交流 センター

応える。

：外国 人居 住者 に対 する 日本語 教育 を側 面か ら
支援 する ため に、 公開 講座「 日本 語教 育を 考
える」を開催し た。
人文 学部 ：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 を推進した。
教育 学部 ：教育 実践 総合 セン ター 地域連 携部 門に 新た に
設け た「 外国 籍児 童支 援分野 」所 属教 員を 中
心に 浜松 市と の協 同に よる外 国籍 児童 就学 前
体験 教室 「ぴ よぴ よク ラス」 など の事 業に 取
り組んだ。

大 学 の 活 動 に 関 す る 情 報 ・ 大学 及び 各部局 のイ ベン ト、 研究 成果、 教育 の取 り組 み
を、 広く地域に 向けて発信

等を 新聞 、テレ ビ、 ラジ オ、 ホー ムペー ジを 通じ て発 信

する。

した。
・ 全国 紙（ 静岡県 内版 の全 一面 ）に 、大学 の教 育・ 研究 ・
地域貢献 における活動を掲 載した。

地方 自治体・教 育委員会・ ・ 独立 行政 法人中 小企 業基 盤整 備機 構との 間で 「浜 松イ ノ
産業 界などとの 交流の場を

ベー ショ ンキュ ーブ に関 する 業務 の連携 及び 協力 に関 す

多様化し 拡充する。

る協定」 を締結した。
・各部局に おける主な取り組 みは、以下のとお りである。
人文 学部 ：地 域社 会文 化研 究ネ ット ワー クセ ンタ ーが イ
ノベ ー シ ョン セ ン ター と 共 催で 、「 静岡 大 学
人文 系学 部は 地域 を支 援しま す」 研究 課題 発
表会 を産 学交 流セ ンタ ーで開 催し 、行 政や 研
究機 関、 企業 など の関 係者を 招い て、 人文 学
部の地域連携シ ーズ10件を披露し た。
：法学 科行 政学 ゼミ は清 水まち づく りカ レッ ジ
（都 市再 生機 構主 催） に参加 し、 まち づく り
政策の立案を行 った。
情報 学部 ：学生 によ る浜 松市 内公 立小・ 中学 校の 情報 教
育に 対す るボ ラン ティ ア活動 につ いて 、市 教
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育委 員会 と意 見交 換を 行い、 情報 教育 支援 ボ
ランティア活動 の充実を図った。
農学 部： 県農 林水 産部 と連 携し て先 進的 農業 推進 協議 会
を立ち 上げ 、成 果発 表会 、講演 会、 シン ポジ ウ
ムを開催した。
大学 発のベンチ ャー企業を ・ ベン チャ ー企業 支援 等を 目的 に清 水銀行 及び 清水 地域 経
積極 的に創出し 、成長発展

済研 究セ ンター と業 務協 力覚 書を 締結す る等 、大 学発 ベ

のた め、経営の 質を重視し

ンチ ャー 企業に 対す る資 金面 、人 材面等 の支 援並 びに 指

た支援指 導を実施する。

導を強化 した。
・平成18年 度に設立した企業 は、以下のとおり である。
・株式 会社デザインルー ル
・株式 会社ＩＴＳＣ
・ＭＤ ルミナス株式会社

多様 な形態によ る附属図書 ・ 県立 中央 図書館 が提 供す る県 内図 書館横 断検 索シ ステ ム
館の地域 公開を進める。

「お うだ んくん 」へ の参 加（ 本学 所蔵資 料の 情報 公開 と
公 共図 書 館 向け 資 料 貸出 ）、 県立 中 央 図書 館 と の貸 借 資
料の 相互 搬送、 浜松 市立 城北 図書 館の移 転開 館に あわ せ
た連携（事 前見学会開催ほか ）等 新規の取組みを行 った。
・市民の利 用状況：
平成18年度
利 用者数

平成17年度

貸出冊 数

利用者数

貸出冊数

静岡本館

2,751人

704冊

2,743人

665冊

浜松分館

1,218人

792冊

1,352人

515冊

計

3,969人

1,496冊

4,095人

1,180冊

地域 住民による 体育施設、 ・ 地域 住民 による 運動 場・ 講義 室の 利用件 数は 、以 下の と
農場 など諸施設 の利用を促
進する。

おりであ る。
サッカ ー・ラグビー場等

133件

講義室

46件

・ フィ ール ドセン ター （農 学部 ）の 利用状 況は 、以 下の と
おりであ る。
持続型農 業生態系部門（藤 枝）
森林生態 系部門（上阿多古 、中川根）
水圏生態 系部門（用宗）

17件

2,540名

136件 10,505名
2件

282名

大学 開放事業を 拡大・充実 ・大 学授 業の 市民 開放 事業 を17年度 から 試行 的に実 施し 、
させる。

平成18年 度から本格実施に 移行した。
・テ クノ フェ スタin浜 松を開 催し 、13,000名 の来場 者が あ
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った。
各同 窓会と連携 し、卒業生 ・ 本学 卒業 生をキ ャリ アア ドバ イザ ーとし て委 嘱し 、学 生
に よ る講 演 会 等を 開 催す

から の就 職相談 に対 応す ると とも に、１ 年次 に開 講す る

る。

「キ ャリ アデザ イン 」の 中で キャ リアア ドバ イザ ーに よ
る特別講 演を実施した。
・ 同窓 生が 講師と なり 、現 役学 生に 対して 企業 業種 紹介 講
演会 、実 務業種 講演 会、 イン ター ンシッ プ説 明会 等を 開
設し 、実 社会の 体験 談報 告及 び実 務講座 を行 った 。そ の
他、 就職 支援ガ イダ ンス とし て同 窓生に よる 就職 相談 会
も実施し た。

同窓 会等との定 期的な懇談 ・ 全学 同窓 会理事 会、 各支 部総 会（ 静岡支 部、 東京 支部 、
会の 開催等を通 じて、連携

浜松 支部 、長野 支部 、関 西支 部） を開催 し連 携強 化を 図

を強化す る。

っ た。 ま た 、人 文 学 部同 窓 会 広報 誌 「 岳」、 工 学部 ・ 情
報 学部 同 窓 会広 報 誌 「佐 鳴 」、理 学 部 同窓 会 広 報誌 等 を
発行し、 同窓会員等との情 報交換を行った。

全学 同窓会を通 じて、寄附 ・全学同窓 会を通じて以下の 寄付金等の支援を 依頼した。
金等の支 援を依頼する。

・法科大 学院への支援
・人文学 部、人文社会科学 研究科の奨学金制 度への支援
・高柳記 念未来技術創造拠 点形成事業への支 援

４ ．国際交流に関す る実施状況
大学 の国際化を 総合的に促 ・ 大学 の国 際化を 総合 的に 促進 する ため、 留学 生セ ンタ ー
進す るため、留 学生センタ

及び 関連 委員会 を改 組再 編し 、国 際交流 セン ター を設 置

ー及 び関連委員 会等を改組

し、諸外 国の教育・研究機 関との連携体制を 確立した。

再編 し、国際交 流センター
を設置す る。
留学 生のニーズ の多様化に ・「 日本 事 情 」の 授 業 形式 を 受 講者 の ニ ーズ に 対 応し 、 講
対応 する教育プ ログラムの

義から日 本文化体験的なも のに変更した。

充実 、サマース クールの拡 ・ サマ ース クール 参加 者に 静岡 大学 教職員 宿泊 施設 を開 放
大等を図 る。

した。
平成18年度

平成17年度

18人

16人

国内 外における 大学説明会 ・「外国 人学生のための進学 説明会」(7/2東京、 7/16大阪、
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に積 極的に参加 するととも

10/26東 京)「 日 韓プ ロ グラ ム 留学 推 進フ ェ ア」（9 /11韓

にホ ームページ の充実を図

国）に参 加した。

る。

・ 国際 交流 センタ ー設 置に 伴い 、ホ ームペ ージ の全 面リ ニ
ューアル 計画を策定した。
・ 国際 交流 センタ ーが 、各 部局 ホー ムペー ジの 英文 化を 支
援した。

留学 生の受け入 れや学生の ・ 留学 生の 受入及 び学 生の 海外 派遣 の支援 のた め、 国際 交
海外 派遣を増加 させるため

流セ ンタ ーに学 生交 流部 門を 設置 し、ま た、 国際 交流 チ

の体制を 整備する。

ーム に留 学生受 入担 当及 び学 生・ 教職員 派遣 推進 担当 を
置いた。
・ ワル シャ ワ工科 大学 （イ ンタ ーア カデミ ア参 加校 ）と の
間 で、 平成 17年度に 「ダ ブル ディ グリ ー特 別プロ グラ ム
交 換学 生に 関す る覚 書」 を締結 し、 平成 18年度か ら実 施
した。

国際 交流協定校 の拡大と協 ・ 交流 協定 締結の 手続 きを 国際 交流 センタ ーに 一元 化し 、
定校 との協定内 容（学生交

協定 締結 ・来訪 につ いて 関係 部局 への支 援体 制を 確立 し

流、 学術交流、 共同研究な

た。

ど）の整 備・充実を図る。 ・大学間交 流協定を締結して いる東欧６大学と 国際会議「イ
ン ター アカ デミ ア2006」を アレク サン ドル ・アイ オア ン
・クザ大 学で開催した。
・各部局に おける主な取り組 みは、以下のとお りである。
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： タイ国・タマサー ト大学との交流を 推進した。
工学 部： 姉妹校 （韓 国嶺 南大 学、 中国華 中科 技大 学） と
の間でセミナーを 開催した。
農学 部： 中国・ 新彊 農業 大学 との 交流協 定に 基づ き、 学
生交流及び共同研 究の充実を図った 。
創造科学 技術大学院
： 中東欧 の大 学や 東南 アジ アの大 学と の学 術交 流
を推進した。
電子工学 研究所
：ウ クラ イナ 国立 科学ア カデ ミー ・V.E.ラ シュ カ
リョフ 半導 体物 理学 研究 所と部 局間 協定 を締 結
し、研究者の交流 を行った。
国 際 交 流 セ ン タ ー に お い ・ 国際 交流 に関す るデ ータ ベー スの 構築に つい て検 討を 進
て、 国際交流に 関するデー

めた。

タベ ースシステ ムの構築へ
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向け、検 討を進める。
教員 任用制度等 を積極的に ・ 諸外 国の 大学等 との 教育 研究 上の 人的交 流を 促進 する た
活用 し、諸外国 の大学等と

めに 、国 際交流 セン ター にお いて 、教員 任用 制度 等を 積

の教 育研究上の 人的交流を

極的に活 用した招聘・派遣 制度について検討 を進めた。

促進 するととも に、国際交 ・各部局に おける取り組みは 、以下のとおりで ある。
流セ ンターにお いて、新た

理学 部： 前年度 に引 き続 いて 、中 国在住 の研 究者 を客 員

な 招 聘 ･派 遣 制 度 に つ いて

教授とし、アクロ スの研究を推進し た。

検討する 。

電子 工学 研究所 ：外 国人 客員 教授 ３名を 招聘 し、 共同 研
究を行った。

国 際 交 流 セ ン タ ー に お い ・文 科省 ・JICAのセ ミナ ーに 参加し て、 他大 学の事 例を 検
て、 開発途上国 への教育研

討すると ともに、JICA中部 とコンタクトをと った。

究及 び技術開発 における協 ・ 学内 の関 連分野 の関 係者 への 聞き 取りな どを 行い 、協 力
力体 制を整備し 、各事業を

体制の整 備を目指した検討 を進めた。

推進する 。
独立 行政法人国 際協力機構 ・工学部で は、JICA外国人研 修員１名を受入れ た。
等が 主催する国 際的教育関
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 ・静 岡大 学と して (財)浜松 国際 交流 協会 、浜 松学院 大学 と
た外 国人等への 教育支援に

覚書を交 わし、国際交流センタ ー学生交流部門の 教員が、

取り組む 。

外 国籍 児童 就学 前学 校体 験教室 （(財 )浜松 国際交 流協 会
主催）の 企画、実施に参加 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 ・ 県教 委、 市町村 教委 、附 属学 校園 との連 携を 密に とり 、
て、 教育実習の 在り方を検

以 下の 改革 案を 策定 し、 平成19年 度か ら実 施する こと と

討し、一 層の充実を図る。

した。
・教 育実 習にお ける 評価 のあ り方 につい て、 評価 表の 全
面的な 見直しと学校種ご との評価表の作成
・教育実 習の成績評価の即 時的なフィードバ ックの実施
・教育実 習における評価目 標の学生への明示
・ 教員 養成 カリキ ュラ ム委 員会 の中 に、現 場体 験型 の授 業
のあ り方を検討す る第1分 科会を設け、 教育実習のあ り方
について 根本的な検討を行 った。
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附属 学校園間や 附属学校園 ・ 附属 小中 学校相 互の 授業 実践 、大 学教員 によ る附 属学 校
と大 学・学部間 の授業担当

での 授業 、附属 学校 園教 員に よる 教育実 習に 向け た事 前

の交流を 推進する。

・事後指 導を行った。

学部 生及び大学 院生の実践 ・以下の取 り組みを通じて附 属学校園との連携 を強化した。
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 施するなど 、日常的な
連携を強 化する。

・学 部生 、院生 によ る附 属学 校園 の日常 的な 実践 活動 へ
の参加
・院 生、 附属学 校園 教員 、大 学教 員によ る単 元開 発研 究
プロジ ェクトの試行的立 ち上げ
・院 生に よる選 択授 業の 実施 やス クール カウ ンセ リン グ
活動の 実施
・教 育実 習を行 った 学生 によ るそ の後の 学校 行事 や授 業
参観等 への参加

附属 学校園総合 計画委員会 ・役員会の 下に設置した「附属 学校園将来計画委員 会」が、
で策 定された計 画案に段階

附属 学校 園総合 計画 委員 会で の検 討結果 を基 に、 ７附 属

的に取り 組む。

学校 園の 設置形 態、 財政 等に 係る 将来構 想に つい て審 議
し 、「 ２ １ 世紀 に お ける 附 属 学校 園 の グラ ン ド デザ イ ン
（案）」を策定した。

異校 種間、同校 種間の連携 ・「 特色 あ る 学校 づ く り計 画 書 」に 基 づ き、 以 下 のこ と を
を一層深 めるとともに、
「特

実施した 。

色あ る学校づく り計画書」

・附属中 学校共通の入試問 題作成に大学教員 が協力した。

に基 づき、取り 組み可能な

・小 中９ 年間の 一体 化を 目指 し、 児童生 徒の 交流 、教 員

課題から 実施する。

の合同 研修会を実施した 。
・静岡中 学校生徒が養護学 校文化祭に参加、 交流した。
・附 属小 学校１ 年生 と年 長園 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 校の 合同引 き渡 し訓 練を 実
施した 。
・養 護学 校教員 が、 幼稚 園、 小学 校のケ アを 要す る子 ど
もへの 支援を行った。

大学 ・学部及び 地域の公私 ・「 学校 現 場 型研 究 プ ロジ ェ ク ト」 を 推 進す る た め、 以 下
立 学 校園 等 と 連携 ・ 共同

のことを 実施した。

し、 学校現場に おける今日

・学 校現 場を活 用し て、 幼稚 園、 小学校 、中 学校 、養 護

的な 教育課題に 対応した研

学 校の 教材開 発と 実習 に関 する 研究、 大学 にお ける カ

究開 発を行う「 学校現場型

リキュ ラム開発の検討を 行った。

研究 プロジェク ト」を推進

・学 校現 場にお ける 今日 的な 教育 課題に 対応 する ため 、
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する。

静 岡県 教委、 静岡 市教 委、 学部 、附属 学校 園の 連絡 会
を開催 した。
・公立小 中学校各３校と連 携し、協力体制を 整備した。
・浜 松小 学校で は、 意欲 ある 公立 教員に 対し て学 ぶ機 会
を 提供 する「 教育 研究 サポ ータ ーシス テム 」を 通し て
地域連 携を深めた。

ネッ トワークや 情報機器類 ・ 各校 のホ ームペ ージ を活 用し 、附 属校や 公立 協力 校の 実
の整 備を進め、 地域の情報

践を紹介 した。

拠点 機能強化す ることによ ・ 科学 教育 の学部 教員 の指 導の もと 、理数 科教 師が 主体 的
り、e-Learningや情報提供

に 授業 改善 を行う ため のe-learningを基盤 とし た研究 を

等の 事業を段階 的に実施す

行った。

る。

・ 静岡 小学 校、島 田中 学校 、浜 松小 ・中学 校で は、 保護 者
への 携帯 電話を 媒体 とす る緊 急連 絡シス テム を立 ち上 げ
た。

サテ ライト教室 のシステム ・ 現職 教員 研修に 焦点 を絞 った ニー ズ調査 の実 施に 向け 、
更新 及び現職教 員研修等の

調査項目 等について検討を 進めた。

活 用 方法 に つ いて 検 討す
る。
施設 設備の実態 調査により ・ 施設 修繕 計画（ 年度 計画 ）に 基づ き、施 設設 備の 充実 を
整理 した課題に 基づき修繕

図った。

等を 行い、施設 設備の充実

・附属静 岡中学校外壁･建具改修

を図る。

・附属島 田中学校エキスパ ンションジョイン ト改修
・附属養 護学校・幼稚園ト イレ改修
・附属浜 松中学校倉庫改修

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 向け、シス

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

テム 及び機器の 整備と活用

生な ど、 新たな 環境 ・条 件の 変化 を踏ま えた 将来 計画 の

方法につ いて検討する。

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 によ る経営 戦略 構築 に不 可欠 となる 教育 ・研 究等 に
戦略 策定の中核 として、学

係る中長 期目標（平成18年度 から10年間）の策定の ため、

長補佐体 制の強化を図る。

中期 目標 ・計画 の進 行状 況の 全部 局にお ける 点検 作業 と
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平行 して 、理事 及び 副学 長等 を中 心に以 下の 委員 会等 を
設置し、 学長の補佐体制を 強化した。
①教育マ スタープラン：教 育マスタープラン 策定委員会
②研究マ スタープラン：研 究マスタープラン 策定委員会
③国際化 に向けての将来計 画案
：国 際交流センター管 理委員会
④附属図 書館整備マスター プラン
：附 属図書館委員会
⑤地域連 携に関するマスタ ープラン
： 生涯 学習 教育研 究セ ンタ ー改 革
検 討ＷＧ
⑥適正な 動物実験の実施に 向けた学内体制の 整備
：動 物実験機関内規程 検討委員会
部局 単位での政 策立案能力 ・ 学部 にお ける新 たな 取り 組み 状況 は、以 下の とお りで あ
と組 織運営の機 動性・効率

る。

性の向上 を図る。

・人 文学 部：学 部長 の下 に、 総務 委員会 、人 事管 理委 員
会 、改 革構 想委 員会 等を設 置し 、学 部運 営
の機動性、効 率性を図った。
・情 報学 部：教 員給 与Ｗ Ｇを 廃止 し、昇 給者 及び 期末 勤
勉 手当 の高 率加 算者 の決定 権限 を学 部長 に
委 譲す ると とも に、 総合企 画委 員会 及び 人
事 委員 会を 廃止 し、 両者の 権能 を学 部長 が
主宰する総務 委員会に集約した 。
・ 理 学 部： 部内研 究戦 略会 議及 び部 内教 育懇談 会を 設
け、政策立案 能力の向上を図っ た。
・ 工 学 部： 補佐室 委員 を委 員長 とし た専 門家集 団で 構
成する企画室 を設置した。
・ 農 学 部： 外部資 金獲 得を 検討 ・推 進す る機関 とし て
企画室を設置 した。
・創造科 学技術大学院
：研究教 育ステアリング 委員会を設置し、 大
型 外部資 金の 獲得に 向け た体 制整備 を行 っ
た。
・電子工 学研究所
：地 域連 携、 研究 情報 の収集 、大 型プ ロジ ェ
ク ト、 国際 交流 、に ついて 計画 ・立 案を 行
う所長補佐室 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
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きる ようにする ために、教

要時間が 短縮し、改善を図 った。

授会 等の回数・ 所要時間を

平成16年 度

減らす等 の見直しを図る。

区分

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

区分

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

区 分

人文

教育

情報

理

工

農

開催回数

11

16

12

12

9

9

1:28

2:28

1:56

1:22

1:02

未

未

未

済

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

平成18年 度

所要時間 1:07

代議 員制 導入 状 況

未

監査 室を設け、 業務の権限 ・ 監査 室を 設置し 、一 元的 に業 務監 査及び 会計 監査 を処 理
と責 任の分担を より明確に

し相互チ ェック機能を強化 する体制を構築し た。

する とともに、 相互の内部
チェック 機能を強化する。

２ ．教育研究組織の 見直しに関する実施 状況
社会 的ニーズや 教育研究の ・ 教職 大学 院の設 置、 文系 博士 大学 院の設 置、 人文 学部 の
進展 を踏まえ、 役員会及び

改組に向 けた検討作業を進 めた。

企画･調整会議等に おいて、・ 役員 会の 下に置 いた 静岡 地区 教育 組織再 編検 討Ｗ Ｇが 、
教育 研究組織の 再編成・見

法 科大 学院 の設 置（ 平成 17年 度） 及び 上記 の大学 院の 設

直しにつ いて審議を行う。

置計 画、 人文学 部の 改組 計画 の検 討作業 に関 連し 、静 岡
地区 にお ける既 存の ４研 究科 （人 文社会 科学 研究 科、 教
育学 研究 科、理 学研 究科 、農 学研 究科） の教 員組 織の 在
り方につ いて検討を開始し た。

人文 社会科学研 究科各専攻 ・ 人文 学部 は、改 革構 想Ｗ Ｇを 設置 し、受 験生 、社 会の ニ
のコ ース及び分 野を再編す

ーズに応 える学部改組案の 検討を進めた。

ると ともに、人 文学部の組
織再 編について 、学部分割
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等、 受験生ニー ズに応え、
社会 に分かり易 い改革案を
検討する 。
電子 科学研究科 及び理工学 ・ 理工 学研 究科（ 博士 前期 ・後 期課 程）及 び電 子科 学研 究
研究 科を改組し て、創造科

科（ 博士 課程） を改 組し 、ま た岐 阜大学 連合 大学 院連 合

学技術大 学院、理学研究科、

農学 研究 科（博 士課 程） との 関係 を一部 精算 し、 創造 科

工学 研究科を設 置し、設置

学技術 大学院（博士 課程）及び理学 研究科（修士課程 ）、

計画 に沿った特 色ある教育

工学研究 科（修士課程）を 設置した。

研究活動 を進める。
工学 部夜間主コ ースを廃止 ・ 工学 部夜 間主コ ース を廃 止し 、工 学研究 科に 、大 学院 設
する 。また、工 学研究科に

置基 準第 １４条 特例 に基 づく 「事 業開発 マネ ジメ ント 」

事業 開発マネジ メント専攻

を設置し た。

を設置す る。
文系 新大学院（ 博士課程） ・ 役員 会の 下に置 いた 文系 新大 学院 構想Ｗ Ｇに おい て、 人
の設 置を目指し 、ワーキン

間共 生科 学をテ ーマ に、 学部 ・研 究科横 断的 な文 系博 士

グ等 において設 置形態につ

大学 院を 設置す る計 画の 検討 を進 めると とも に、 静岡 地

いて 検討を進め 、全学的な

区教 育組 織再編 検討 ＷＧ によ り、 学部再 編を 含め た全 体

調整を図 る。

構想を検 討した。

大型 外部資金等 により附置 ・電子工学 研究所において、外部 資金により最先端 設備「高
研究 所に新たな 研究設備を

性 能機 能性 材料操 作・ 計測シ ステ ム」、「電 子描 画装置 」

導入 して、21世紀に対応し

を導入し た。

た研究環 境の整備を図る。
教員 養成課程の 質的充実と ・ 教育 学部 におい て、 教員 養成 課程 の質的 量的 充実 と教 職
強化 のため、引 き続き教育

大学 院設 置を主 な内 容と する 学部 、大学 院改 組（ 素案 ）

学部の改 組案を策定する。

を策定し た。

理学 部生物地球 環境科学科 ・生物地球 環境科学科を生物 科学科と地球科学 科に改組し、
を生 物科学科と 地球科学科

５学科体 制とした。

に改組し 、５学科とする。
農学 部を共生バ イオサイエ ・ 人間 環境 科学科 、生 物生 産科 学科 、森林 資源 科学 科、 応
ンス 学科、環境 森林科学科

用生 物化 学科の ４学 科体 制を 、共 生バイ オサ イエ ンス 学

及び応用 生物化学科の３

科、 応用 生物化 学科 、環 境森 林科 学科の ３学 科体 制に 改

学科に改 組する。

組した。
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近隣 の大学との 統合を視野 ・ 統合 を視 野に浜 松医 科大 学と 教育 ・研究 連携 に関 する 包
に入 れつつ、様 々な連携協
力を具体 的に進める。

括的協力 協定を締結した。
・浜松医科 大学との間で医工 連携交流会を開催 した。

創造 科学技術大 学院の設置 ・ 新大 学院 設置に 伴い 岐阜 大学 大学 院連合 農学 研究 科（ 博
に伴 い、第１期 中期目標期

士 課程 ）か ら一 部教 員（ 13名 ）が 本学 に復 帰した が、 第

間中 における農 学系連合大

Ⅱ期 中期 目標に 向か って 本学 と岐 阜大学 が連 携し た新 し

学院 の連携協力 の在り方に

い農学系 連合大学院設置を 目指すことについ て検討した。

ついて引 き続き検討する。

３ ．教職員の人事の 適正化に関する実施 状況
教 員 に つ い て は 教 育 ・ 研 ・ 評価 会議 におい て、 教員 の個 人評 価に関 する 基本 方針 、
究、 地域連携、 国際連携、

実施 要項 等をと りま とめ 、全 教員 に対し パブ リッ クコ メ

管理 運営等への 貢献、事務

ントを求 めるとともに、各部局 に対し意見の聴取 を行い、

職員 及び技術職 員について

平成19年 度試行に向けた体 制を整備した。

は教 育研究支援 や管理運営 ・ 事務 職員 及び技 術職 員に つい て、 待遇へ の反 映可 能と な
業務 への貢献を 評価し、待

る人 事評 価シス テム を構 築す るた め、新 たに 職員 人事 評

遇に 反映させる システムの

価制度検 討ＷＧを設置し、 検討を開始した。

構築に向 け、検討を進める。
労働 時間・雇用 形態の弾力 ・「 労働 時 間 等に 関 す る規 程 」 によ り 大 学教 員 に 裁量 労 働
的な運用 を図る。

制又 は変 形労働 制を 、教 育学 部の 附属学 校園 教員 には 変
形労 働制 （１年 単位 ）を 適用 し、 弾力的 な労 働時 間の 運
用を図っ た。

任期 制・公募制 の積極的活 ・ 公募 制、 任期制 （４ 学部 、１ 研究 所、２ 研究 科、 １研 究
用に より、教員 の流動性を

部 、４ 学 内 共同 教 育 研究 施 設 ）、 早 期 退職 制 度 の活 用 に

高める。

より、教 員の流動性を高め る措置をとった。
他大学、企 業、研究機関の経歴を 有する者の採用状 況は、
以下のと おりである。
前職

教

授

助教授

講

師

助

手

計

他大学

6

9

5

1

企 業、 研究 機関 等

3(1)

4

0

2(1)

9( 2)

新 規卒 業者 等

0

0

1

1

2( 0)

その他

0

6(5)

1(1)

2(2)

9( 8)

19(5)

7(1)

6(3)

41(10)

計

9(1)
※（

）書きは、任期付 教員内数。
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21( 0)

女性 教職員、外 国人及び障 ・新規に女 性教職員25名、外国 人教員６名、障害者１ 名（パ
害者 の採用・登 用を積極的

ート職員 ）を採用した。

に進める 。

過去３年 間の在職者数は、 以下のとおりであ る。
16年 度

17年度

18年 度

女性教員

96(11.1％)

102(11.9%)

101(11.8%)

女 性事 務職 員

87(24.1％)

86(24.0%)

79(22.8%)

外 国人 教員

14( 1.6％)

14( 1.6%)

20( 2.3%)

・障害 者の雇用率（3.27％）は、法 定雇用率（2.1％） を上
回ってい る。
事 務 職 員 の 採 用 に つ い て ・ 事務 職員 につい ては 、東 海・ 北陸 地区の 競争 試験 によ り
は、 東海・北陸 地区におけ

採用した 。

る競 争試験によ る採用を原

技術 職員 につい ては 、そ の分 野に 精通し た専 門性 の高 い

則と し、専門性 の高い職種

職員 を採 用する ため 、よ り柔 軟性 のある 個別 選考 を実 施

につ いては、大 学独自の柔

した。

軟な採用 を行う。

・ 法人 化以 降にお ける 事務 系職 員の 採用状 況は 、以 下の と
おりであ る。
16年度

17年度

18年度

試験採 用

6人

3人

8人

選考採 用

3人

0人

3人

業務 に即した知 識を深め、 ・ 広範 かつ 多岐に わた る研 修を その 目的や 内容 等に 応じ て
具体 的な課題に 対応しうる

体系 化し 、より 計画 的に 実施 した 。また 、国 際性 を涵 養

判断 力・行動力 を身につけ

するため 語学研修を新たに 実施した。

るこ とができる よう、能力

・職員海 外研修を開始（3名）

開発 プログラム を組み入れ

・語学研 修（英会話）を実 施（6名）

た研修を 実施する。

・マネジ メント力養成研修 を実施（3名）

採用 時研修等の 充実を図る ・ 採用 時研 修の実 施に 当た って は、 これま での 研修 内容 を
とと もに、国内 外の民間企

見直 し、 外部講 師（ 京都 大学 高等 教育開 発推 進セ ンタ ー

業、 大学等への 派遣研修の

助教授） の招聘や先輩講話 を新たに

検討を行 う。

実施し た。

・ 事 務の 国 際 化対 応 能 力の 向 上 を目 的 に 、「 職 員 海外 研 修
制度 」を スター トさ せ、 ３名 をカ リフォ ルニ ア大 学バ ー
クレ ー校 、同大 ディ ービ ス校 及び カリフ ォル ニア 工科 大
学に派遣 した。

職務 内容の特性 に応じて、 ・ 事務 職員 の専門 性を 高め るた め、 新たに 語学 研修 を開 始
研修 の実施や在 任期間の長

した 。ま た、情 報処 理関 係、 知的 財産関 係、 入学 試験 関

期化 により事務 職員の専門

係部 署に おいて は、 その 職務 の専 門性を 考慮 して 、在 職

能力を高 める。

期間を延 長する措置をとっ た。
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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 ・平 成17年 10月 から 事務 局に チーム 制が 導入 された こと を
り、 引き続き事 務組織を整

受け 、導 入後の メリ ット 、デ メリ ットの 洗い 出し 等見 直

備する。

しを 行い 、より 効率 性の 良い 事務 組織に 向け ての 検討 を
行った。
・ 情報 学部 では、 学部 長、 事務 長、 各係、 技術 部を ワン フ
ロア ーに 集約し 、チ ーム 制を 導入 し、事 務の 効率 的な 業
務の執行 に適した柔軟な体 制を実現した。

業務 情報の一元 化に向け、 ・ 役 員会 の 下 に、「 情 報戦 略 Ｗ Ｇ」 を 設 置し 、 機 動的 な 経
全学 的組織を設 置し、シス

営戦 略の 構築、 業務 運営 の効 率化 、大学 評価 への 迅速 か

テムを構 築する。

つ的 確な 対応等 を目 的に 、大 学情 報の一 元管 理体 制の 構
築 に向 け た 検討 を 行 い、「 大 学情 報 の 一元 化 に 向け て 」
を策定し 、答申した。

アウ トソーシン グ可能な業 ・新たに以 下の業務について 、アウトソーシン グした。
務に ついて検討 し、導入を

・広報誌 の発送業務

進める。

・履修科 目及び成績の入力 業務
・科学研 究費補助金申請業 務（一部）

全学 の情報基盤 を統合的に ・ITコ ンプ ライ アンス 本部 の下 にITコン プラ イアン スプ ロ
管理する 体制を構築する。

ジェ クト を立ち 上げ 、コ ンピ ュー タソフ トウ エア を全 学
的に適正 管理する体制を確 立した。
・ 総合 情報 処理セ ンタ ーが 、コ ンピ ュータ ウイ ルス や不 正
ア クセ ス等 に対す る安 全管理 の国 際認 証「ISO27001」 を
取得した 。

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
平成 22年度科 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 申請率を文 系の教員は

90％とな るよう、部局ごと に年度数値目標を 設定した。

60％ 、理系の教 員は90％と ・科学研究 費補助金の申請率 は、次のとおり。
なる よう、部局 ごとに年度

平成18年度

59.0％

数値 目標を設定 し、申請件 ・ 過去 ３年 間にお ける 科学 研究 費補 助金の 採択 件数 及び 採
数及 び受入額の 増加を目指

択金額は 以下のとおりであ る。
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す。

申 請件数

採択件数

交付金 額（ 百万円）

平成16年度

576

258

624

平成17年度

639

287

645

平成18年度

611

323

641

・ 科学 研究 費補助 金の 全学 的な 説明 会及び 勉強 会を 実施 し
た。
研究 戦略会議に おいて方針 ・ 知的 財産 戦略会 議に おい て、 オー バーヘ ッド の簡 素化 を
を策 定し、産学 連携、地域

図った。

貢献 を促進しつ つ、自己収 ・ 過去 ３年 間にお ける 寄附 金、 共同 研究、 受託 研究 の受 入
入の増加 を目指す。

れ件数及 び金額は、以下の とおりである。。
寄 附 金

共同研究

受託研究

件数 金額( 百万 円 ) 件 数 金額( 百 万円 ) 件数 金額(百 万 円 )
16年度

526

380

200

296

79

576

17年度

790

421

236

351

86

720

18年度 1,912

490

259

401

104

950

大学 の保有する 機器の調査 ・ 大学 の保 有する 大型 機器 等を 活用 するた めに 、外 部か ら
等を もとに料金 設定・関係

の委 託を 受けて 実施 する 「静 岡大 学定型 的試 験等 取扱 要

規則 整備等、受 入れに当た

項」を定 める等、受入体制 を整備し広報を行 った。

っての環 境を整備する。
各種 講座、市民 開放授業の ・ 市民 開放 授業の 参加 者、 講習 料収 入は以 下の とお りで あ
充実 を図るとと もに、科目

る。

等履 修生の受入 等の多様な

平成17年度

106名

1,675千円

施策 を実施し、 事業収入の

平成18年度

154名

2,252千円

増加を図 る。

・公 開講 座（ 16講座） の参 加者 、受 講料 収入 は、以 下の と
おりであ る。
平成17年度

467名

1,286千円

平成18年度

449名

982千円

２．経費の抑制に 関する実施状況
人事 管理計画の 策定等を通 ・職 員に つい て、 平成 17年 度の 役員 会にお いて 、平 成18年
じて 、概ね１％ の人件費を

度 から 平成 21年度ま での 削減 計画 を策 定し 、これ に基 づ

削減する 。

いて４人 の削減を行った。
・ 総人 件費 の５％ 削減 計画 に対 応す るため 、役 員会 の下 に
人件費改 革ＷＧを設置し、 検討を行った。
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予算 管理委員会 において、 ・ 経費 節減 実施計 画表 に基 づき 、以 下のと おり 経費 の節 減
光熱 水費、通信 費、消耗品

を実現し た。

費な どの管理運 営経費を計 ・主な経費 節減例
画的に抑 制する。

・電気料 長期契約による基 本料の節減

800千円減

・基本契 約電力量の見直し

6,720千円減

・電気料 契約を各地区毎に 取り纏め

3,500千円減

・複写機 賃借料の前払

340千円減

・公用車 数等の見直しによ る車検代減

300千円減

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 ・静岡 大学教員デー タベースにフ ィルタリング機 能を追加
の内 容を充実さ せ、評価の

して、デ ータ抽出時の利便 性を図った。

た め の情 報 基 盤を 強 化す
る。
評価 システムに 基づく教員 ・教員 の個人評価に 関する基本方 針、実施要項等 をとりま
個々 の評価の具 体的実施方

とめ 、全教員に対 しパブリック コメントを求め るととも

法に ついて、評 価会議にお

に、 各部局に対し 意見の聴取を 行い、平成19年 度試行に

いて検討 を進める。

向けた体 制を整備した。

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 ・ 全部 局に おいて 、研 究情 報及 び研 究成果 等を ホー ムペ ー
ホ ー ムペ ー ジ 上で 公 開す

ジ上で積 極的に公開した。

る。 また、学術 成果リポジ ・ 附属 図書 館委員 会の 下に 設置 され ている 学術 成果 リポ ジ
トリ 構築に向け 、検討を行

トリ 検討 部会に おい て検 討す ると ともに 、附 属図 書館 に

う。

おいてＷ Ｇを設け検討を続 けた。

学 内 刊 行 物 の 集 約 化 を 図 ・前年度ま での電子化（23件）、発刊中止（8件）に続いて、
り、その 電子化を進める。

学報 （月 刊）を 廃止 し、 学内 情報 は全て ホー ムペ ージ 上
で公開す ることとした。
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ホー ムページを 充実し、外 ・ 大学 のホ ームペ ージ を全 面的 にリ ニュー アル し、 外部 か
部か らのアクセ スを容易に

らのアク セスを容易にした 。

する。

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 実施状況
教育 研究設備の 整備充実を ・ 共通 教育 Ｃ棟学 生実 験セ ンタ ー化 第二期 改修 工事 を実 施
図る。

し、 局所 排気装 置の 更新 、洗 眼器 及び非 常用 シャ ワー の
設置等実 験室としての機能 及び環境の改善を 図った。
・ 動物 実験 飼育室 を改 修し 、実 験動 物の飼 養環 境等 の適 正
化を図っ た。
・ 電子 工学 研究所 にお いて 、極 低温 室を改 修し 、ナ ノデ バ
イス評価 センターを設置し た。
・ ＩＴ コン プライ アン ス本 部の 下に ＩＴコ ンプ ライ アン ス
プロ ジェ クトを 立ち 上げ 、コ ンピ ュータ ーソ フト ウエ ア
を全学的 に適正管理する体 制を確立した。
・ 総合 情報 処理セ ンタ ーが 、コ ンピ ュータ ーウ イル スや 不
正アクセ スなどに対する安 全管理の国際認証「ISO27001」
を取得し た。

学生 の福利厚生 施設の整備 ・ 昨年 度作 成した 既存 施設 のチ ェッ クリス トに 基づ き以 下
充実を図 る。

の施設整 備を行った。
・陸上競 技場及びテニスコ ート等の屋外環境 の改修整備、
舞踏場 施設の改修整備。
・片山寮 において暖房用ボ イラー排風機を更 新。
・浜松キ ャンパス屋外運動 場の照明器具を改 修。
・学生 のものづくり 活動支援のため 、サークル「SUM（Sh
-izuoka University Motors)」 の車輌 収納ス ペース を
整備。

校舎 等の老朽化 改善・再生 ・ 受電 設備 の更新 及び 橋梁 耐震 補強 整備を 実施 した 他、 年
整備を図 る。

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 の巡 視点検 によ る不 具合 箇所 の確認 と緊 急度 評価 に
基づき修 繕等を実施した。
・ 学生 実験 センタ ー化 改修 、理 学部 Ｂ棟改 修及 び法 科大 学
院棟トイ レ改修等の整備を 行った。
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大規 模災害に対 する施設設 ・ 受電 設備 の更新 及び キャ ンパ ス動 線確保 のた めの 橋梁 耐
備の 安全性能を 確認の上、

震補強工 事を実施した。

不良 な点は速や かに改善す ・ 屋外 排水 経路の 整備 、書 棚等 の耐 震固定 、ガ ラス 飛散 防
る。

止フ ィル ム張等 、災 害時 の被 害を 最小限 に止 める ため の
処置を講 じた。

室内 環境の把握 に努めると ・ 局所 排気 装置の 検査 及び 整備 に当 たって 、法 令対 象だ け
とも に、外部に 有害物質を

では なく 、新た に法 令対 象「 外」 にも拡 大し て実 施し 、

排出 しない施設 設備を整備

労働災害 や事故の未然防止 に努めた。

する。

・ 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
より 室内 環境の 把握 と適 正維 持を 行うこ とと 併せ 、施 設
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。
・ 昨年 度実 施した 吹き 付け アス ベス ト実態 調査 の結 果に 基
づき 緊急 性の高 い１ ％を 超え る全 ての箇 所に つい て除 去
工事を実 施した。
・ 共通 教育 Ｃ棟学 生実 験セ ンタ ー化 第二期 改修 工事 にお い
て局所排 気装置を更新した 。
・ 静岡 ・浜 松両キ ャン パス にお いて 、実験 排水 の水 質確 保
のためＰ Ｈモニターを設置 し水質維持を図っ た。

ハー トビル法に 準拠した施 ・ 年次 計画 等に基 づく 共通 教育 Ｂ棟 ・法科 大学 院棟 ・附 属
設の 改善を行い 、ユニバー

養護 学校 ・幼稚 園等 トイ レ改 修に おいて 床の 段差 を解 消

サルデザ インを導入する。

した。
・ 手摺 の設 置等ハ ート ビル 法に 準拠 した整 備水 準に 基づ き
整備した 。

教育 研究の場に ふさわしい ・ 施設 修繕 計画に 基づ く劣 化防 止対 策事業 とし て、 陸上 競
屋外環境 の整備を行う。

技場及び テニスコートを改 修整備した。
・ 昨年 度立 案した キャ ンパ ス屋 外サ イン計 画に より 、学 生
及び 来学 者に対 して わか りや すい 案内板 の設 置及 び改 修
を行った 。
・ 通学 路の 安全を 確保 する ため 外灯 及び屋 外電 気配 線を 更
新した。

施設 マネジメン ト委員会に ・ 施設 マネ ジメン ト委 員会 が策 定し た「共 通教 育Ｃ 棟の 有
おい て、施設等 の適切な共

効活 用に ついて 」に 基づ き、 昨年 度より 年次 的に 共通 教

同利 用や再配分 を積極的に

育Ｃ 棟学 生実験 セン ター 化第 二期 改修工 事を 実施 し、 学

進め、効 率的活用を図る。

生実 験室 及び各 学部 実験 室の 有効 活用と 稼働 率の 向上 を
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図った。
・ 静岡 地区 総合研 究棟 の効 率的 活用 に関す る計 画を 策定 し
た。
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 づき、 施設 マネ ジメ ン
を徹 底するとと もに、計画

ト委 員会 におい て、 稼働 率に よる 講義室 の空 調設 備設 置

的な 建物の維持 保全及び管

優先順位 を決定し整備した 。

理を 行い有効な 利活用を図 ・ 施設 マネ ジメン ト委 員会 が策 定し た「共 通教 育Ｃ 棟の 有
る。

効活 用に ついて 」審 議さ れた 内容 に基づ き、 昨年 度よ り
年次 的に 共通教 育Ｃ 棟学 生実 験セ ンター 化第 二期 改修 工
事を 実施 し、学 生実 験室 及び 各学 部実験 室の 有効 活用 と
稼働率の 向上を図った。

建物 の維持保全 及び管理を ・ 維持 管理 経費の 一元 管理 の下 、施 設管理 計画 に基 づき 防
計画的に 実施する。

火シ ャッ ター中 継予 備電 源、 火災 警報受 信設 備、 消火 ポ
ンプ 、変 圧器・ 配電 盤等 必要 不可 欠な施 設の 更新 を計 画
的に実施 した。
・「 特殊 建 築 物定 期 報 告調 査 」 に基 づ く 巡視 点 検 によ り 確
認した不 具合箇所を速やか に改善した。

情報 基盤整備を 行い、情報 ・ 事務 局及 び学部 間の 通知 文書 配信 に係る 電子 化の ため 、
サービス の一元化を図る。

サイボー ズガルーン２を導 入した。

２．安全管理に関 する実施状況
防 犯 警 備 体 制 の 強 化 を 図 ・ 学内 警備 業務の 一元 化に より 、一 層の防 犯警 備の 強化 を
る。

図った。
・ 防犯 意識 の向上 を目 的に 、新 入生 セミナ ー特 別ミ ニ講 演
「防 犯に ついて 」と 併せ て、 全学 学生委 員会 が地 域の 防
犯協 議会 と共同 で防 犯に 関す る啓 発活動 キャ ンペ ーン を
春と秋に 実施した。

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 により 、定 期的 に巡 視
廃液 処理等の管 理に係る規

を行 い、 部屋ご とに 有機 溶剤 ・特 定化学 物質 の管 理状 況

則・ マニュアル により定期

を確認し 、使用簿・MSDS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 は、 以下 のと お
用す る化学薬品 の管理、日

りである 。
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常の 心構え等に ついて教育

教育 学部 ：作業 場点 検及 び研 修は 年度当 初に 実施 し、 ま

・研 修を行い、 安全対策の

た新 たな 作業 主任 者を 養成す るこ とに より 、

徹底を図 る。

安全対策の強化 を図った。
：有機 溶剤 及び 特定 化学 物質使 用に 係わ る管 理
業務の流れを改 善した。
理 学 部：「 理学 部 安 全マ ニ ュア ル 」 を配 布 す ると と も
に、 防災 訓練 の一 環と して薬 品の 保管 状況 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。
農 学 部：「 安全 の 手 引き 」 を毎 年 度 更新 し 、 新入 生 ガ
イダ ンス の際 に配 布し て安全 対策 の徹 底を 図
った。
浜松キャ ンパス
：「安 全 の手 引き 」 を作 成 し、 全 教職 員、 学 生
に配布した。

教職 員の健康、 安全を図る ・ メン タル ヘルス に関 する 研修 会を 、教職 員の 精神 衛生 の
ため 、安全衛生 管理体制を

向上を目 的に、職務 内容の態様に応じ て、教員、職員（管

恒常的に 見直す。

理職員、 一般職員）毎にを 実施した。
・ 昨年 度に 局所排 気装 置等 資格 定期 自主検 査者 の学 内で の
養成 体制 を確立 する こと によ り、 定期自 主検 査を 実施 す
ることが 可能となった。
・ 局所 排気 装置の 検査 及び 整備 に当 たって 、法 令対 象だ け
ではなく 、新 たに法令対象「外」にも拡大 し、実 施した。
・ 作業 環境 測定等 が免 除と なる 、有 機溶剤 中毒 予防 規則 に
係 る適 用除 外認 定申 請を 13件 （静 岡７ 件， 浜松６ 件） 行
った。
・ 有機 溶剤 第一種 作業 環境 測定 士を 養成す るこ とに より 、
従来 まで 全て委 託し てい た作 業環 境測定 業務 を一 部を 学
内有資格 者により実施した 。

事故 発生時の初 動対応マニ ・AED（自動 体外式除細動器 ）設置に伴う 研修会を複数 回各
ュア ルに基づい て研修・訓
練を行う 。

部局で開 催し、その使用法 及び人命救助訓練 を行った。
・ 初動 対応 マニュ アル に基 づき 、防 災訓練 に付 随す る消 火
設備 の点 検及び 使用 方法 など につ いて、 業者 によ る研 修
・訓練を 行った。

実験 に使用する 薬品の購入 ・ 安全 衛生 管理委 員会 にお いて 、総 合管理 シス テム の構 築
管理 、使用管理 、廃液処理

に向けた 検討を行った。

まで の総合管理 システムの
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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 の特 別ミ ニ講 演「 地震防 災の すす め」 を
目に おいて学生 に対する地

継続 実施 すると とも に、 総合 科目 「地震 防災 」は クラ ス

震･防災教育の充実 を図る。

数を増加 させ、防災教育の 充実を図った。

緊急 時に対応可 能な学内防 ・ 災害 発生 に即対 応可 能と なる よう 、学内 防災 組織 体制 の
災体 制組織の一 層の連携強

見直しを 進めた。

化を図る 。
学生 ・教職員等 の安否確認 ・新 学務 情報 シス テム の導 入に合 わせ 、平 成19年度 から イ
体制の早 期実現を図る。

ンタ ーネ ットを 利用 した 安否 確認 ができ る運 用と する こ
とにした 。
・ 各学 生に 随時連 絡が 取れ るよ う連 絡先等 名簿 の整 備充 実
を図った 。
・ 災害 発生 時に携 帯電 話等 から 大学 情報が 閲覧 でき るシ ス
テムづく りの検討を進めた 。

防 災 ･ボ ラ ン テ ィ ア セ ンタ ・ 防災 ・ボ ランテ ィア セン ター が中 心とな って 、地 域住 民
ーを 中心に、地 域住民との

の参 加を 得て、 防災 訓練 、地 震防 災セミ ナー 等を 行い 連

防災 ネットワー ク及び地方

携強化を 図った。

自治 体との連携 の充実を図 ・ 地震 防災 セミナ ーで は、 地域 住民 の他に 県や 市町 村の 防
る。

災担 当者 も参加 し、 防災 ゲー ム「 クロス ロー ド」 や地 図
を用いた ＤＩＧ（災害図上 訓練）を実施した 。

防 災 ･ボ ラ ン テ ィ ア セ ンタ ・ 災害 発生 に即対 応可 能と なる よう 、学内 防災 組織 体制 の
ーを 中心に、学 生防災ボラ

見直しを 進めた。

ンテ ィアの養成 ・支援を実
施する。
地震 発生時の初 動体制を確 ・ 全学 一斉 地震防 災訓 練に おい て、 例年実 施し てい る初 動
立す るため、有 効で実用的

体制 の確 認、避 難所 への 一斉 避難 訓練の 他、 防災 ゲー ム

な防 災トレーニ ングを実施

「 クロ ス ロ ード 」、 トリ ア ー ジ訓 練 、 ＡＥ Ｄ 訓 練、 防 災

する とともに、 教職員、学

ボラ ンテ ィア本 部立 ち上 げ訓 練等 を実施 し、 教職 員、 学

生へ の一層の周 知徹底を図

生の防災 意識の高揚を図っ た。

る。
大学 キャンパス が地震の際 ・ 避難 場所 を記載 した 防災 地図 を作 製し、 学内 外に 各部 局
の避 難地として の機能を果

避難地の 位置の周知を行っ た。

たす ために、避 難場所、防 ・防災倉庫 を増設し、防災用 品、食糧等の備蓄 を進めた。

- 60 -

災倉 庫を整備し 、食糧等の ・ 民間 から 、飲料 水、 簡易 トイ レ、 懐中電 灯、 非常 食等 の
備蓄を進 める。

提供を受 け、備蓄を整備し 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
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
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決算額

差 額
（決算−予 算）

10,640
312
0
0
37

10,640
312
0
0
96

0
0
0
0
59

54
6,312
6,207
0
0
105
1,211
0
0
0
0
178
18,744

54
6,422
6,242
0
0
181
1,993
0
0
0
0
300
19,817

0
110
35
0
0
76
782
0
0
0
0
122
1,073

13,058
13,058
0
4,072
366
0
37

12,572
12,572
0
3,843
366
0
96

△486
△486
0
△229
0
0
59

1,211
0
0

2,028
0
0

817
0
0

0
18,744

0
18,905

0
161

２．人件費
（ 単位：百万円）
区

分

予算額

人件費（ 退職手当は除く）

12,166

決算額

差 額
（決算 −予算）

11,735

△431

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

18,295
18,295
17,471
2,718
0
842
233
10,316
3,362
398
0
0
426
0

18,818
18,813
17,690
2,761
0
1,583
153
9,910
3,281
473
23
0
625
5

523
518
219
43
0
741
△79
△404
△80
75
23
0
199
5

収益の部
経常収 益
運営 費交付金収益
授業 料収益
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

18,295
18,295
10,640
4,939
806
170
0
23
842
343
0
106
56
0
93
277
0
0
0
0

19,396
19,392
10,251
5,406
790
189
0
92
1,603
325
2
296
85
2
114
232
4
577
78
656

1,101
1,097
△389
466
△15
19
0
69
761
△17
2
190
29
2
21
△44
4
577
78
656
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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

21,206
17,868
876
0
2,462

24,396
17,172
2,845
199
4,178

3,190
△696
1,969
199
1,716

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

21,206
18,162
10,602

24,396
19,133
10,602

3,190
971
0

6,207
0
842
37
369
105
366
366
0
0
2,678

6,241
0
1,502
95
490
200
2,366
366
2,000
0
2,896

34
0
660
58
121
95
2,000
0
2,000
0
218

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

２９９ ，６８８，２１８ 円
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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

３６ ５ 国立 大学財務・経営 センタ

（城北）

ー施 設費交付 金

情報学 部１号館等防水改修

（５４）

施設整備 費補助金

電子工 学研究所防水改修

（３１１）

（大谷）
共通教 育棟空調設備取設
共通教 育Ｂ棟等便所改修
基幹・環境整備
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」

・任期制・公募制の積極的活用により、教

Ｐ ５１参照

育・研究等それぞれの分野にふさわしい
人材を任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
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
・教育・研究、地域連携、国際連携、管理 「Ⅱ 業務運営の改善及び 効率化」
運営への貢献などを評価し、待遇改 善

Ｐ ５０参照

に 反 映さ せ るシ ステ ム の構 築 に向 け
検討を進める。
○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」

・東海・北陸地区国立大学法人等職員採用

Ｐ ５１参照

試験による採用を原則とし、専門性の高
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い職種については、大学独自の柔軟な採
用を行う。
人事育成方針

「Ⅱ 業務運営の改善及び 効率化」

・業務に即した知識を深め、具体的な課題

Ｐ ５１参照

に対応しうる判断力、行動力を身につけ
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を実施する。
・採用時研修等の充実を図るとともに、国
内外の民間企業、大学等への派遣研修の
検討を行う。
・職務内容の特性に応じて、研修の実施や
在任期間の長期化により、専門能力を高
める。
人事交流

法人 化を契機に 、組織の活 性化図るため 、経

・組織の活性化を図るため、関係機関との 験年 数など考慮 し、精選し た人事交流を 行っ
人事交流を継続する。

た。
（参 考）
平成16

○人件費について

平成17

機 関数

人数

機 関数

転入

4

8

1

転出

9

29

7

平成18

人数

機関数

人数

2

1

1

20

9

14

「Ⅲ 財務内容の改善」

人事管理計画の策定等を通じて、概ね１％

Ｐ ５４参照

の人件費を削減する。

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
交付年度 期首残高 交付金当 運営費交 資 産見 返 建 設仮 勘
期交付金 付金収益 運 営費 交 定 見返 運
付金

資本

期末残 高

剰余 金

小計

営 費交 付
金

平成 17年

449

-

449

-

-

-

449

-

-

10,602

9,801

252

1

-

10,055

546

度
平成 18年

- 65 -

度
（ ２）運営費交付金 債務の当期振替額の 明細
①平成１７年度交付 分
（ 単位：百万円）
区

分

金

額

成果 進行 基

内

訳

0 該当なし

準に よる 振
替額
期間 進行 基

0 該当なし

準に よる 振
替額
費用 進行 基 運営費 交付

449 ①費用進行 基準を採用した事業 等：退職手当

準に よる 振 金収益
替額

②当該業務 に係る損益等

資産見 返運

0

営費交 付金

ｱ)損益計 算書に計上した費用 の額：449
(退職手当：449)

資本剰 余金

0 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 449百

計

449 万円を収益 化。

国立 大学 法

0 該当なし

人会 計基 準
第77第３ 項
によ る振 替
額
合計

449

②平成１８年度交 付分
（ 単位：百万円）
区

分

成果 進行 基 運 営費交 付

金

額

内

訳

31 ①成果 進行基準を採 用した事業等 ：画像ナノエ レク

準に よる 振 金収益

トロニクス 研究創出事業、その 他

替額

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：31
資 産見返 運

48

営費交 付金

(消耗品費：20、役 務費1、そ の他の経費：10)
ｲ)固定資 産の取得額：工具器 具 48
③運営費交 付金収益化額の積算 根拠

資本剰 余金

0

各 事業 共計 画に 対す る達 成率 が100％ であ り、 成
果が得られ たため当該業務に係 る運営費交付金債 務

計
期間 進行 基 運 営費交 付

80 を全額収益 化。
8,573 ①期間 進行基準を採 用した事業等 ：成果進行基 準及
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準に よる 振 金収益

び費用進行 基準を採用した業務 以外の全ての業務

替額

②当該業務 に関する損益等
資 産見返 運

23

営費交 付金

ｱ)損益計 算書に計上した費用 の額：8,573
(人件費：8,413、法人本部管 理費：160)
ｲ)固 定資産の取得 額：建物等5、構築物 7、工 具器

建 設仮勘 定

1

見 返運営 費

③運営費交 付金の振替額の積算 根拠

交付金
資本剰 余金
計
費用 進行 基 運 営費交 付

具2、その他10
学生 収容定員が一 定数（85％） を満たしてい たた

0 め、期間進 行業務に係る運営費 交付金債務を全額 収
8,598 益化。
1,196 ①費用 進行基準を採 用した事業等 ：退職手当、 特別

準に よる 振 金収益

支援事 業（高度技術 者及び研究者 養成のための 実践

替額

的教育 研究推進拠点 の形成、障害 学生学習支援 等経
資 産見返 運

180 費）、学校 共済掛金、その他

営費交 付金

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 ：1,196(退 職手

資本剰 余金

0

当：1,161、 備品費12、消耗 品費3、 役務費1、 改
修工事費 16、その他3)
ｲ)固定資 産の取得額：工具器 具180
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1,195

計
国立 大学 法

1,376 百万円を収 益化。
0 該当なし

人会 計基 準
第77第３ 項
によ る振 替
額
合計

10,055

（ ３）運営費交付金 債務残高の明細
交付年 度

運営費交付金債 務残高

平成18年 度 成 果 進 行 基

（ 単位：百万円）
残 高の発生理由及び収 益化等の計画

0 該当なし

準 を採用し
た 業務に係
る分
期 間進行基

0 該当なし

準 を採用し
た 業務に係
る分
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費 用進行基

546 退職手当(545)

準 を採用し

・退職 手当の執行残 であり、翌事 業年度以降に 使用

た 業務に係

する予定。

る分

認証評価経 費(1)
・翌事業年 度以降に実施予定。

計

546

Ⅸ ．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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