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 項 目 別 の 状 況  

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ① 運営体制の改善に関する目標  

 
 
中 
期 
目 
標 
 

 
１）ユーザー・オリエンティッドの大学運営の徹底 

ねらい：学生や地域社会など大学知の利用者（ユーザー）に大学運営の視点を置く。その際、現在のユーザーニーズに適切に対応するとともに、国立大学と
して、将来社会のユーザーにも対応しうる体制を整える必要がある。このため、将来発展する可能性のある「新しい研究の芽」を育てることにも十分配慮し、
異分野の交流、若手研究者の研究環境の改善、優れた学生の育成等に資する運営の徹底を図る。 

２）トップマネジメントに必要なマーケティング手法の活用 
ねらい：大学運営の機動性等を高めるため、トップマネジメントを大幅に採用するとともに、学内のボトムアップとの調和を図るために、ニーズや動向の調

査分析、将来予測、企画立案等を適切に実施する。 
３）全学一体となった実施体制の確立 

ねらい：全教職員のポテンシャルを効率よく 大限に発揮し得るよう、学内各組織の役割と責任を明確にした上で簡素化し、全構成員が一致して協力で
きるわかりやすい体制に改める。 

 
 
 

 
中期計画 

 
 
 

 
 

平成21年度計画 
 
 
 

進捗
状況

 
判断理由（計画の実施状況等） 

 
 
 

 
ｳｪｲﾄ 
 
中 
 
期 

 
年 
 
度 

中

期

年

度

 
１ 運営体制の改善に関する目

標を達成するための措置 
１）ユーザー・オリエンティッ
ドの大学運営の徹底に関する
実施方策 

   

 
【1】 
 ア）学生の履修上・生活上の支

援、社会との連携などについ
て、教職員が一体となった窓口
と責任体制を明確にする。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ  
（平成20年度の実施状況概略）

○引き続き、８つの業務管理センター及び「社会連携推進室」において、教職
員が一体となり、学生や地域社会等のユーザーを重視した活動を以下のとお
り行った。 
・就職内定取り消し者対応（授業料特別免除の実施） 
・学習環境改善（３号館、東１号館他の講義室の床・壁等の改修） 
・障がいのある学生への対応（体育系サークル共同利用施設前にスロープ設

置、エレベーター改修、階段昇降機の設置、各建物のトイレ改修） 
・課外活動支援（武道場及びプールのトイレ・シャワー室改修） 
・京丹後キャンパスを拠点とした地域貢献事業（地元小・中・高とのSPP、

理科わくわく体験教室、京丹後市起業アイデアコンペティション 等） 
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【1-1】 

引き続き、各業務管理センターにおい
て各々の事業計画を実施する。 
（各業務管理センターの事業計画につ
いては該当箇所を参照） 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況）

【1-1】 
平成20年度に引き続き、総合教育センター等の８つの業務管理センターにお

いて、関係する業務に係る活動を行った。（各業務管理センターの活動状況は、
それぞれの該当する事項欄を参照のこと。） 
 ・総合教育センター    【87】～【90】参照 
 ・学生支援センター    【93】～【104】参照 
 ・アドミッションセンター 【105】～【108】参照 
 ・国際交流センター    【153】～【164】参照 
 ・研究推進本部      【123】～【146】参照 
 ・安全管理センター    【55】～【57】参照 
 ・環境・施設委員会    【49】～【54】参照 
 ・情報化推進委員会    【165】～【166】参照 
 

 

 
【1-2】 

引き続き、社会連携推進室を中心に社
会との連携及び社会貢献事業等に取り
組む。 

Ⅳ 【1-2】 
社会連携推進室を中心に社会との連携及び社会貢献事業等に以下のとおり

取り組んだ。 
①引き続き、左京区役所の主催する「大学のまち・左京」推進協議会に参加し、

「左京ボイス」への投稿（４件）、左京区内の大学(京都工芸繊維大学、京
都大学、京都精華大学、京都造形芸術大学、京都ノートルダム女子大学)及
び左京区役所との連携により相互に設置する「情報コーナー」を活用して、
本学の情報を発進・提供した他、左京区内の各種情報の発信・提供に協力し
た。また、「左京区 大学と地域の相互交流促進事業」に応募した（地元伝
統資源の発見交流を通じた継続的な松ヶ崎周辺地域コミュニティづくり事
業）。これは支援対象事業として採択され、地元小学校との小大連携事業等、
松ヶ崎を拠点とした活動を展開した。 

②松ヶ崎地区小学校との小大連携事業として、６月に本学教員がカブトムシを
用い、昆虫の生態について３・４年生を対象に理科の授業を行った。また、
９月には、平成21年度文部科学省『大学教育充実のための戦略的大学連携支
援プログラム』に採択された取組事業である「文化芸術都市京都の文化遺産
の保存・活性化を支える人材育成プログラムの開発・実施」のパイロット・
スタディとして開催した「Craft Concierge京都 EXPO2009『Hello!伝統工
芸』」に松ヶ崎小学校の児童を招き、大学生や留学生とともに伝統工芸との
“出会いの場”を提供した。さらに、同月には、松ヶ崎小学校３年生の「地
域学習におけるグループ活動」に協力し、学内見学及び本学に対する児童の
質問に対応した。 

また、京都市内の小学校を対象とした小大連携事業として、京都市教育委
員会の後援により「自然豊かな森の中での学習『昆虫の成長と変態』」（5/25
～3/31）を実施した。 

③京都府の「知のデータベース」（京都府の大学と地域をつなぐポータルサイ
ト）に提供しているデータの更新を行うとともに、京都府、京都市、京都商
工会議所及び大学コンソーシアム京都が産学公の連携で推進する緊急雇用
対策事業「京都未来を担う人づくり推進事業」（就職のための人材育成プロ
グラムの開発・推進）に協力し、本学が開設した２講座に、公募により選考
された若年離職者５名を受け入れ、全員の就職を決定させた。 

また、2011年に京都府において開催される「第26回国民文化祭」の実行委
員会に参画した。 
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④京丹後キャンパスを拠点とし、「地元の小学校（溝谷小）、中学校（久美浜
中）、高等学校（網野高）とのSPP」（７～８月）、「理科わくわく体験教
室」（８月）、「小中学生対象の夏休みの宿題を見る会」（８月）「京丹後
市起業アイデアコンペティション」（バスツアーを８月、 終審査会を１月）
を実施した。また、「開発・設計力を備えたものづくり人材育成研修」（８
～９月）への講師派遣、京丹後市の各種の委員会（体験型観光推進協議会、
入札監視委員会、京丹後市総合計画審議会、第26回国民文化祭京丹後市実行
委員会・同企画委員会）に委員として参画し、地域活性化・地域貢献事業を
展開した。 

 
【1-3】 

引き続き、学生や地域社会などからの
意見等を取り入れるとともに、教職員OB
からの助言を活用する。 

Ⅳ 【1-3】 
 以下のとおり、学生や地域社会等からの意見等を取り入れるとともに、教職
員OBからの助言を活用した。 
①学生の意見・要望については、「意見箱」を学内２箇所に常時設置し収集す

るとともに、「アンケート調査」、「意見交換会」、「学長主催交流会」等
の実施による意見聴取を行った。 

②企業の研究者等、外部有識者による教育プログラムの検証を実施した。 
③地域住民から、東門付近の自転車誘導方法に問題ありとの助言があったため

、早急に誘導経路を変更する等の対応を行った。 
④再雇用職員に、事務改善計画の策定のための分科会に参加を願い、若手職員

への助言や事務改善に向けての助言を得た。 
これら、大学関係者（ユーザー）から大学に寄せられた意見や助言について

は、３月末には、一年間の意見等と本学の対応状況を取りまとめた「教育・学
習環境の改善への意見、要望、提言等とそれらへの対応 2009年度」を刊行し
役員等の幹部職員に配布することにより、ユーザーニーズの共有に努めた。ま
た、これを学生に公表した。 

 

 
【2】 

イ）効果的な教育の提供、異分
野との研究交流の促進等を容
易にするため、教育研究組織の
柔構造化を図る。 

 
Ⅳ

（平成20年度の実施状況概略） 

○次期中期目標・中期計画の柱となる将来構想案の策定に向け、役員会の諮問
に基づき、基本構想委員会を中心に教育組織の改編や新たなセンターの設置
に関する事項について検討を進めた。 

引き続き、教育研究組織の枠を越えて教育研究のプロジェクトを重点的に
推進するため、時限を定めて設置する教育研究プロジェクトセンターの公募
（平成20年４月、８月）を行った。審査のうえ、設置を決定した「総合プロ
セーシス研究センター」が７月から活動を開始した。 

  

 
【2-1】 

教育研究の質のより一層の向上を図
るための教育研究組織を目指し、第２期
中期目標・中期計画の素案を策定する。

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【2-1】 
 基本構想委員会での新専攻の設置、学部・研究科の入学定員の見直し、教育
研究センター等の見直し結果及び、第１期中期目標期間の業務の実績に関する
評価、認証評価及び両評価に係る自己点検・評価から明らかになった課題を踏
まえ、企画運営戦略会議において第２期中期目標・中期計画の素案を策定した
。 

 

 
【2-2】 
 効果的な教育の提供、異分野も含めた
研究交流の促進等、教育研究組織の柔構
造化を推進するため、引き続き教育研究
プロジェクトセンターを公募する。 

Ⅲ 【2-2】 
 本学の目標を戦略的、重点的に推進するため、教育研究プロジェクトセンタ
ーの設置に係る学内公募を行った。公募による新たなプロジェクトセンターの
設置は無かったが、文部科学省教育研究事業による教育研究プロジェクトの実
施・推進のため、12月に「文化遺産教育研究センター」を設置した。さらに、
ナノテク研究および研究地域イノベーションクラスタープログラムを推進す
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るため、平成22年度に「ナノ材料・デバイス研究プロジェクトセンター」の設
置を決定した。 

 
【3】 

ウ）上記ア）及びイ）の具体的
措置については、上記該当する
事項欄を参照のこと。 

 
 Ⅳ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記ア）イ）に係る年度計画を実施した。 

  

 
【3-1】 

上記ア）イ）の年度計画を実施する。
Ⅲ

（平成21年度の実施状況） 

【3-1】 
上記ア）イ）の年度計画を実施した。 

 

 
２）トップマネジメントに必要な

マーケティング手法の活用に
関する実施方策 

    

 
【4】 

ア）大学戦略室等作業部会の強
化 

ⅰ）平成15年度から設置されてい
る大学戦略室の経験を踏まえ、
平成16年度から各種作業部会
を設置し、大学運営の改善充実
に向け、機動的な体制を構築す
る。役員会等からの指示による
事項の調査研究のほか、必要な
事項につき、自ら情報収集、調
査分析等を実施する。 

ⅱ）大学戦略室等作業部会への経
費措置等を含め、体制の強化を
図る。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○６つの大学戦略組織において、引き続き、大学経営に関わる重要事項につい
て企画・立案等を実施した。（各組織の活動実績は、それぞれ該当する事項
の欄を参照のこと。）また、企画運営戦略会議では、基本構想委員会におけ
る検討結果を踏まえ、次期中期目標・中期計画の素案の策定を以下のとおり
開始した。 
◇人事委員会 
・新たな教員配置基準の検討及び人件費管理のためのシミュレーションの
実施 

◇財務委員会 
  ・財務情報の分析を活用した資金運用及び重点分野への継続的投資 

◇大学評価室 
  ・大学評価基礎データベースシステムの改善及びITを用いた中期計画・年

度計画の進捗管理の検討 
◇広報センター 

  ・ホームページコンテンツの見直し等を含めた、より有効な情報の発信 
◇基本構想委員会 

  ・博士前期課程の入学定員の適正化を含め、今後の教育研究組織のあり方
及び将来構想案を策定 

◇知的財産本部 
・シーズ発掘、起業、共同研究を一連のプロセスとするシステムの構築及
び産学官連携による成果・秘密情報の管理ガイドラインの策定等 
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【4-1】 

トップマネジメントと学内のボトム
アップの調和を図るため、必要に応じて
学内構成員から意見を聴取する。 

Ⅳ
（平成21年度の実施状況） 

【4-1】 
学内教職員を対象に、職種別の「学長ランチミーティング」を計７回実施し、

大学運営に係る学内構成員のニーズを調査した。 
また、事務職員については、事務マネジメントシステムの「学長レビュー」

において、各課・室の年間業務予定及び事務上の問題点等を聴取した。 
さらに、学長が中心となり、再雇用職員をメンバーとする「事務改革推進会

議」を定期的に開催し、事務業務の効率的運用と継続的改善に向けての意見交
換を実施した。 

この他、事務局各課・室から随時意見を聴取する仕組みを設け、設備の改修
等で緊急を要する事項については、学長裁量経費を措置する等により対応し
た。 

  

 
３）全学一体となった実施体制の

確立に関する実施方策 

    

 
【5】 
 ア）教育研究組織の長の権能と

説明責任の強化 
ⅰ）大学全体の経営方針に沿っ

て、教育研究現場を指揮・調整
する学部長等教育研究組織の
長に対し、当該組織に配分され
た経費等の執行面における裁
量権を強化し、リーダーシップ
を支援する。 

ⅱ）各組織における事業等の方
針、経費措置、成果等について
は、学内に公表し、説明責任の
強化を図る。 

ⅲ）各組織の長を補佐する体制を
強化し、必要と認められる場合
には、大学全体で財政的な支援
を行う。 

ⅳ）上記措置については、平成16
年度を準備期間とし、平成17
年度から本格実施する。 

 

 
 Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○部局長等のリーダーシップを支援する経費として平成19年度まで配分され
ていた部局長等特別改革改善経費は、全学的な特殊要因事業（耐震改修事業、
PCB廃棄物処理及び認証評価実施）達成のため、特殊要因経費に充当した。 
また、引き続き、学内各組織が、中期目標・中期計画に沿って、それぞれ

の組織の年度計画及びその実施状況報告書を作成し、大学ウェブサイト（学
内専用）を通じて学内に公表した。 

  

 
【5-1】 

副学長の裁量権の強化を図り、教育研
究等を戦略的に推進するため「副学長裁
量経費」を措置する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【5-1】 
副学長の裁量権の強化を図り、教育研究等を戦略的に推進するための「副学

長裁量経費」を新設し、各副学長に10,000千円、計30,000千円の予算配分を行
った。この措置により、副学長の判断による教育研究の戦略的推進や教育研究
改善事業の実施等、迅速な対応が可能となった。 
（主な使途） 

男女共同参画推進事業費、高圧ガス安全対策事業費、60周年記念推進事業費
、大学広報推進事業費、大型研究設備導入支援費、大学サイエンスフェスタ推
進事業費 等 

  

 
【5-2】 
 教育研究現場を指揮・調整する工芸科
学研究科長、教育研究推進支援機構長等
の裁量権の強化とリーダーシップを支
援し、教育改善を推進するため「部局長
等教育改善計画推進経費」を措置する。

Ⅲ
 

【5-2】 
教育研究現場を指揮・調整する工芸科学研究科長、教育研究推進支援機構長

等の裁量権の強化とリーダーシップを支援し、教育改善を推進するための「部
局長等教育改善計画推進経費」を新設し、工芸科学研究科長に5,000千円、教
育研究推進支援機構長に1,500千円、各学域長に1,000千円（３学域）、先端フ
ァイブロ科学専攻長に500千円、合計10,000千円の予算配分を行った。 

これらの措置により、教育研究現場を直接指揮・調整する工芸科学研究科長
や教育研究推進支援機構長等の判断による教育研究改善事業の実施等、部局内
の課題への迅速な対応が可能となった。 
（主な使途） 

工学フォーラム2009参画事業費、部局内の教育環境改善事業費 等 
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【5-3】 

引き続き、各組織の事業等の方針、事
業の実施状況および経費措置の状況に
ついて、学内に公表する。 

Ⅲ
 

【5-3】 
 学内各組織が中期目標・中期計画に沿って、それぞれの組織の年度計画及び
その実施状況報告書を作成し、大学ウェブサイト（学内専用）を通じて学内に
公表した。 

 

 
【6】 
イ）委員会等組織の見直し 
ⅰ）委員会等の学内組織について

は、企画立案機能、実施機能の
両面から見直しを行い、役割、
権限等を明確化する。 

ⅱ）代替措置が講じられる場合は
当該委員会を廃止し、大学全体
として簡素化を図る。 

ⅲ）特に必要な場合を除き、企画
立案、調整、実施のそれぞれの
面で統合的な権能を有するセ
ンター的な組織として設置す
ることを原則とし、教員・事務
職員等で構成する。 

ⅳ）上記については、平成16年度
早期に新体制に移行する。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○引き続き、６つの大学戦略組織と８つの業務管理センターを中心に、教職員
が一体となり、大学運営の充実に努めるとともに、学生や地域社会などのユ
ーザーを重視した業務運営を以下のとおり行った。 
・就職内定取り消し者対応（授業料特別免除の実施） 
・学習環境改善（３号館、東１号館他の講義室の床・壁等の改修） 
・障がいを持つ学生への対応（体育系サークル共同利用施設前にスロープ設

置、エレベーター改修、階段昇降機の設置、各建物のトイレ改修） 
・課外活動支援（武道場及びプールのトイレ・シャワー室改修） 
・京丹後キャンパスを拠点とした地域貢献事業（地元小・中・高とのSPP、

理科わくわく体験教室、京丹後市起業アイデアコンペティション 等） 

  

 
（平成16年度に実施済みのため、平成21
年度に特段の年度計画なし） 

（平成21年度の実施状況） 

 
  

  

 
   ウェイト小計 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ② 教育研究組織等の見直しに関する目標  

 
 
中 
期 
目 
標 
 

 
１）教育研究組織等の在り方の検討 

ねらい：本学の長期ビジョンの実現に向けて、学内のリソースを 大限有効活用する観点から、教育研究組織や教育システム等の在り方について見直し・検
討を行う。 

 
 

 
中期計画 

 
 
 

 
 

平成21年度計画 
 
 
 

進捗
状況

 
判断理由（計画の実施状況等） 

 
 
 

 
ｳｪｲﾄ 
 
中 
 
期 

 
年 
 
度 

中

期

年

度

 
２ 教育研究組織等の見直しに

関する目標を達成するための
措置 
１）教育研究組織等の在り方の
検討に関する実施方策 

   

 
【7】 
 ア）大学戦略室等作業部会にお

いて、以下の事項について検討
を行う。 

ⅰ）重点領域研究を核として研究
センター化を図り、大学院教育
を主体的に担うとともに、既存
の大学院組織の見直し・再編を
行う。 

ⅱ）長期ビジョンを具現化する新
たな専攻を大学院に設置する。 

ⅲ）上記に伴い、夜間主コースを
含む夜間教育の在り方を検討
する。 

ⅳ）地域共同研究センター、イン
キュベーション・ラボラトリ
ー、大学院ベンチャー・ラボラ
トリー、機器分析センターが一
体として事業展開し得る組織
再編を行う。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ
（平成20年度の実施状況概略）

○基本構想委員会を中心に教育研究組織の再編等に関する将来構想計画につ
いて検討を行い、「大学院新専攻の設置」、「夜間主コースの改編」及び「新
センター等の設置」について実現に向けた取組を進めることとした。 

  

 
【7-1】 

教育研究の質のより一層の向上を図
るための教育研究組織を目指し、第２期
中期目標・中期計画の素案を策定する。
【再掲】 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況）

【7-1】 
基本構想委員会での新専攻の設置、学部・研究科の入学定員の見直し、教育

研究センター等の見直し結果及び、第１期中期目標期間の業務の実績に関する
評価、認証評価及び両評価に係る自己点検・評価から明らかになった課題を踏
まえ、企画運営戦略会議において第２期中期目標・中期計画の素案を策定した。
〔再掲〕 

 

 
【7-2】 

効果的な教育の提供、異分野も含めた
研究交流の促進等、教育研究組織の柔構
造化を推進するため、引き続き教育研究
プロジェクトセンターを公募する。【再
掲】 

Ⅲ 【7-2】 
本学の目標を戦略的、重点的に推進するため、教育研究プロジェクトセンタ

ーの設置に係る学内公募を行った。公募による新たなプロジェクトセンターの
設置は無かったが、文部科学省教育研究事業による教育研究プロジェクトの実
施・推進のため、12月に「文化遺産教育研究センター」を設置した。さらに、
ナノテク研究および研究地域イノベーションクラスタープログラムのを推進
するため、平成22年度に「ナノ材料・デバイス研究プロジェクトセンター」の
設置を決定した。〔再掲〕 
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【8】 

イ）上記の措置は、ⅰ）につい
ては平成１８年度末までに、
ⅱ）からⅳ）については平成１
７年度末までにそれぞれ結論
を得、可能なものから順次実施
する。 

 
Ⅳ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記ア）に係る年度計画を実施した。 
  

 
【8-1】 

上記ア）の年度計画を実施する。 
Ⅲ

（平成21年度の実施状況） 

【8-1】 
 上記ア）の年度計画を実施した。 

 

 
   ウェイト小計 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ③ 人材の育成・確保の強化に関する目標  

 
 
中 
期 
目 
標 
 

 
１）人件費の戦略的配分・執行 
  ねらい：大学という組織にとって優れた人材の育成と確保が も重要である。人件費については、学長の一括管理のもと、大学の経営戦略に沿って、効果的、 
     効率的に配分・執行する。また、教職員の能力を十分に発揮できるように適切な人事評価制度を整備する。 
２）研修等人材育成計画の策定 
  ねらい：特に若手教職員の能力開発に資するため、研修の機会の提供等、計画的な育成方策を策定する。 
３）優れた人材を確保する方策の策定 

ねらい：人材の適切な処遇や新規採用等、優れた人材の確保は、人材育成と同様に大学の発展の成否にかかわる極めて重要な鍵となる。明確な基準に基づく
透明で公正な方法により、柔軟迅速に人材を確保する必要がある。 

 
 

 
中期計画 

 
 
 

 
 

平成21年度計画 
 
 
 

進捗
状況

 
判断理由（計画の実施状況等） 

 
 
 

 
ｳｪｲﾄ 
 
中 
 
期 

 
年 
 
度 

中

期

年

度

 
３ 人材の育成・確保の強化に関

する目標を達成するための措
置 
１）人件費の戦略的配分・執行
に関する実施方策 

   

 
【9】 
 ア）大学戦略室等作業部会によ

る長期予測等を踏まえ、大学と
して、人件費の投資方針等人事
基本方針を策定する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ
（平成20年度の実施状況概略）

○平成18年度に行った教育研究組織の改組・再編の完成を踏まえ、新たに平成
22年度以降における学生収容人員に沿った教員の適正配置基準を定めるべ
く、人事委員会において検討を行い、学長へ中間答申を行った。 

○高年齢者雇用安定法の改正に対応するため、教員の高年齢者雇用の在り方に
ついて人事委員会において検討を行い、平成20年９月に中間まとめを学長に
報告した。また、教員以外の再雇用職員の大学への貢献意識と豊富な知識・
経験を組織的に活用するべく「KITビューロー」の設置を決定した。 

○本学の人事計画及び人事院勧告の動向を勘案・精査の上、人件費シミュレー
ションを四半期毎に行い、平成20年８月に平成20年度の人件費決算見込額を
算出して財務委員会へ報告した。同年12月には、さらに精緻な人件費決算見
込額を算出し、財務委員会へ報告した。 

○事務のさらなる改善と効率化を目指し、昇給、勤勉手当に係る評価の実施と
報酬への反映、各種研修などによる人材育成を行うとともに、所属長にヒア
リングを行ったうえで人的資源の 適配置に努めた。また、優秀な人材確保
のため、平成20年12月および平成21年１月にそれぞれ１名の事務職員を採用
した。さらに、持続して技術支援を行うため、「高度技術支援センター」に
技術職員２名の採用を決定した。 

 
 

  



京都工芸繊維大学 

- 20 -

 
【9-1】 

平成18年度に実施した教育研究組織
の改組・再編が平成21年度に完成するこ
とを踏まえ、学生収容人員に沿った新た
な教員配置基準数を設定する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況）

【9-1】 
 教育研究組織の改組・再編完成後の教員配置基準数を設定すべく、人事委員
会において検討を進め、平成21年９月に学長に 終答申を行った。 
 その後、同答申に基づき、学生収容人員に沿った新たな教員配置基準数を設
定し、教育研究評議会及び役員会の審議を経て同年10月に決定した。 
 

 

 
【9-2】 

引き続き、効果的な投資を行い得る人
件費管理を実施するため、人事計画を厳
格に管理し、学長裁量配置を人件費の側
面から推進する。また、引き続き人件費
管理を厳密に行い、四半期毎に人件費シ
ミュレーションを実施し、９月には決算
額に近い数字となる平成21年度人件費
見込額を算定する。 

Ⅲ 【9-2】 
 投資効果の 大化を図るとともに、学長裁量配置を人件費の側面から推進す
るため、人事委員会において人事計画の管理を厳格に実施した。また、人件費
管理を厳密に行うため、人件費シミュレーションを四半期毎に行い、平成21
年９月に、平成21年度の人件費決算見込額を算出して財務委員会に報告した。
さらに、同年12月には、人事院勧告に則して改正した職員給与規則に対応して
同決算見込額の見直しを行い財務委員会に報告した。 

 

 
【10】 

イ）人事委員会の役割、権限を
充実強化し、同委員会において
教職員の自己評価を含む適切
な人事評価制度を策定整備し、
実施する。 

 
Ⅳ

（平成20年度の実施状況概略） 

○平成19年度の勤務成績評価の実施結果と、昇給審査会の意見、職員からの意
見を検証・反映して改定した実施要領に基づき、学長が昇給区分を決定した。
加えて、被評価者及び教職員組合の同意を得て、平成21年から２年間の移行
期間を経て新たな業務評価期間（一般職の国家公務員に適用される評価期
間）に変更することを決定し、昇給制度実施のPDCAサイクルに従い平成21
年２月に実施要領を公表した。 

○平成20年１月に公表した実施要領に基づき、２回のボーナス（勤勉手当）を
職員の業務評価を実施のうえ支給した。さらに、平成21年度版の実施要領に
ついては、職員からの意見に基づき事務職員、技術職員の評価票の一部見直
しを行うとともに、業務評価期間を変更のうえ平成21年１月に公表した。 

  

 
【10-1】 

勤務成績に基づく昇給制度について、
評価期間の変更に対応した業務評価を
適切に行い実施する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【10-1】 
 一般職国家公務員に適用される評価期間に則して改定した「平成21年度昇給
に係る勤務成績評価実施要領」に基づき、納得性に留意しつつ、職員の勤務成
績評価を実施のうえ昇給を行った。  

さらに、勤務成績評価の実施結果と、昇給審査会及び職員からの意見を踏ま
えて同実施要領の見直しを行い、平成22年度版を定め平成22年３月に学内に公
表した。 

 

 
【10-2】 

勤勉手当の評価制度について、評価期
間の変更に対応した業務評価を適切に
行い、実施する。 

Ⅲ
 

【10-2】 
 一般職国家公務員に適用される評価期間に則して改定した「平成21年度勤勉
手当に係る業務評価実施要領」に基づき、６月期及び12月期の勤勉手当支給毎
に、納得性に留意しつつ、職員の業務評価を実施のうえ勤勉手当を支給した。 

さらに、同評価の実施結果及び職員からの意見を踏まえて同実施要領の見直
しを行い、平成22年度版を定め平成22年３月に学内に公表した。 
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【11】 
ウ）上記ア）の人事基本方針は、
公募制の効果的な活用や、外国
人・女性の採用等の促進にも配
慮しつつ、平成１６年度中を目
途に策定し、公表する。イ）の
人事評価制度は、平成１６年度
中に整備し、平成１７年度から
実施する。 

 
Ⅳ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記ア、イに係る年度計画を実施した。 

  

 
【11-1】 

上記ア、イの年度計画を実施する。 
Ⅲ

（平成21年度の実施状況） 

【11-1】 
 上記ア、イの年度計画を実施した。 

 

 
２）研修等人材育成計画の策定に
関する実施方策 

    

 
【12】 

ア）次のような措置により、若
手人材の育成を図る。 

ⅰ）教育研究組織の長及び事務局
の課・室長は、それぞれ自己の
属する組織の教員及び事務職
員等の研修等人材育成計画に
ついて検討し、その結果を教員
に関する事項は人事委員会に、
事務職員等については、事務局
長にそれぞれ提出する。 

ⅱ）人事委員会等は、上記結果報
告を踏まえ、人事基本方針に基
づき、教職員の資質向上のため
の研修計画を立案する。 

 
Ⅳ

（平成20年度の実施状況概略） 

○若手教員の育成を目的とした、本学国際交流奨励基金による「国際交流奨励
基金国際学術研究集会（教員）派遣事業」を引き続き実施し、アメリカ合衆
国２名、ギリシャ共和国１名、イスラエル国１名、中国１名を派遣した。 
また、海外の教育・研究機関での長期の研究機会を与え若手教員の教育研

究能力の向上を図る「若手教員海外研究派遣プログラム制度」を構築し、ア
メリカ合衆国２名、チェコ共和国１名の派遣を開始した。 

○新規採用教員を対象に研修会を開催し、総務担当理事から本学の運営方針、
教育方針、業務システムについて講義を行った。 

○係長・主任を対象とする職員研修や国際交流担当事務職員国際能力向上研修
など経験、職種、能力、技術等に応じた各種の研修を企画・実施した。加え
て、継続的な事務業務の改善に向け、学長、事務局長及び係長以上の職員に
よる事務改善合宿討議を実施した。 

○新規採用事務職員に対して、事務局各課の職員から基本説明、就労アドバイ
ス、業務説明などを行う実地研修を実施した。また、外部講師によるビジネ
スマナー研修を学内で実施した。 

○前述のビジネスマナー研修には、非常勤職員も参加させた。 

  

 
【12-1】 
「教職員の研修等による全学的な人材
育成計画」に基づき、教職員の能力開発
とスキル向上を図るため、引き続き、経
験、職種、能力、技術等に応じた研修を
実施する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【12-1】 
 若手教員の育成を目的とした本学国際交流奨励基金による「国際交流奨励基
金国際学術研究集会（教員）派遣事業」を実施し、オランダ王国・スペイン王
国に１名、アメリカ合衆国に２名を派遣した。また、海外の教育・研究機関で
の長期の研究機会を与え若手教員の教育研究能力の向上を図る「若手教員海外
研究派遣プログラム制度」により、引き続き、アメリカ合衆国に２名、チェコ
共和国に１名を派遣し、新たにオランダ王国へ１名の派遣を開始した。 

事務職員については、課長・室長、係長・主任など階層別に行う職員研修、
国際交流担当事務職員国際能力向上研修など経験、職種、能力、技術等に応じ
た各種の研修を企画・実施した。 

また、新規採用事務職員に対して、事務局各課の職員から基本説明、就労ア
ドバイス、業務説明などを行う実地研修、ビジネスマナー研修を実施した。 
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【12-2】 

大学の管理運営を担う職員を養成す
るため、体系的に整理・立案された講座
に参加させる。 

Ⅲ
 

【12-2】 
 将来の大学管理運営を担う職員を養成するため、「立命館大学 大学行政研
究・研修センター」が主催する「大学アドミニストレータ養成プログラム」の
聴講生として５名の職員を参加させた。このプログラムは、１日２コマ、15
回行われ、科目は、「大学行政論」、「政策立案演習」で構成されている。 

 

 
【13】 

イ）研修計画等人材育成に関す
る計画は、平成１７年度内に策
定し、これを公表の上、平成18
年度から実施する。 

なお、現場を離れて研修等を
行う教職員の比率は、全体の５
％程度まで高める。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○参加者が現場を離れて研修等に専念できるよう、学内での研修の実施時期の
見直しを行い、業務への影響が小さい９月に実施した。 

○平成20年度に開始した若手教員海外研究派遣プログラムでは、派遣教員の所
属教育研究組織が協力を惜しまないこととし、若手教員が同プログラムに応
募しやすいよう環境を整えた。この趣旨に従い教員３名を派遣した。 

  

 
【13-1】 

研究活動専念研修制度（サバティカル
研修制度）及び大学運営リサーチ・プロ
グラムによる研修制度の募集を行う。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【13-1】 
 「研究活動専念研修制度（サバティカル研修制度）」について、全学の教員
を対象に募集を行った。また、「大学運営リサーチ・プログラム」について、
平成21年７月及び12月に事務職員、技術職員を対象に募集を行い、申請のあっ
た６件のプログラムについて計画・内容を審査のうえ実施を決定し、13機関の
調査と研究会への参加を実施した。 

 

 
【13-2】 

平成20年度に引き続き、若手教員に海
外の教育・研究機関での研究機会を与え
て教育研究能力の向上を図るため、「若
手教員海外研究派遣プログラム」の募集
を行う。 

Ⅲ
 

【13-2】 
 若手教員の教育研究能力の向上を図るために海外の教育・研究機関での研究
機会を与える「若手教員海外研究派遣プログラム」について、募集を行い、1
名の派遣（オランダ王国）を決定した。 

 

 
３）優れた人材を確保する方策の
策定に関する実施方策 

    

 
【14】 

ア）次のような措置により、人
材の確保を図る。 

ⅰ）人事委員会等は、人事基本方
針に基づき、教職員の人材確保
方策のガイドラインを策定す
る。 

ⅱ）教員については、教育研究組
織の長が、上記ガイドラインに
沿って、第一期中期目標期間に
おける確保計画を作成して学
長に提出する。 

ⅲ）人事委員会は、当該確保計画
を審査の上、意見を付して学長
に答申する。 

ⅳ）教育研究組織の長は、承認さ
れた確保計画に沿って、具体的

 
 Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○「人材確保のガイドライン」に沿い、人材育成に繋げるため業務評価と勤務
成績評価の実施、男女共同参画社会の実現に向けた若手女性教員に対する教
育研究経費の支援の決定、英語による教員公募などを行った。 

○高年齢者雇用安定法の改正に対応するため、教員の雇用制度について人事委
員会において検討を行い、中間まとめとして平成20年９月に学長に報告し
た。 

○教員以外の再雇用人材について、再雇用職員の大学への貢献意識と豊富な知
識・経験を組織的に活用するべく、「KITビューロー」の設置を決定した。 

○専門的又は特殊業務の高度化に対応するため、国立大学法人京都工芸繊維大
学特任専門職就業規則を平成20年９月に制定し、10月１日に産学官連携マネ
ージャーを、平成21年１月１日に産学官連携コーディネーターを採用した。 

  

 
【14-1】 

63歳で定年となる教員の再雇用の在
り方について、調査・検討のうえ、大学
の方針を決定する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【14-1】 
 平成21年度に行った人事委員会の中間まとめを基に、同委員会において、教
員に係る高年齢者雇用確保措置について他の国立大学法人の動向を調査する
とともに、新たに学長から諮問のあった財政上の問題を含めて検討を進め、平
成21年９月に学長に 終答申を行った。その後、同答申を踏まえ経営協議会及
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個別的確保案件が生じたとき
は、その都度、人事委員会に申
請する。 

ⅴ）人事委員会は、上記個別案件
を審査し、学長に答申するほ
か、学内教員の教育研究活動の
評価や学外研究者の活動等に
ついての自らの調査等に基づ
き、本学への貢献が高いと認め
るときは、個別確保案件を直
接、学長に建議することができ
る。 

び役員会の審議を経て教員の定年年齢の段階的な引上げを決定するとともに、
平成22年３月には、職員就業規則等の関係規則を整備した。 

 
【14-2】 

男女共同参画に向け、女性教職員の採
用・登用等を促進し、教育研究活動を支
援するための施策を推し進める。 

Ⅲ 【14-2】 
 男女共同参画社会の実現に向け、教員の公募書類において「男女雇用機会均
等法」第５条に則った人事を行っている旨を付記した。また、事務職員につい
て、本学初の女性管理職の採用を決定した。さらに、若手女性教員２名に対し
、教育研究活動を支援するため平成21年度に創設した副学長裁量経費から「男
女共同参画推進経費」として教育研究経費を配分した。 

加えて、第２期中期目標・中期計画期間における男女共同参画の推進に向け
、具体的な問題点や優先的に取り組むべき課題の把握を目的に教職員に対して
アンケート調査を実施した。 

 

 
【14-3】 

引き続き、事務職員等の基本的な定期
異動の時期を考慮しつつ、個人の能力、
個性の把握に努め、 適任配置に努め
る。 

Ⅲ 【14-3】 
 業務運営への影響を 小限とするため、定年退職者の補充並びに課長級職員
の異動を除き、事務職員の定期異動を４月から７月に変更して行った。なお、
人事異動にあたっては、所属長等へのヒアリング、職員のヒアリングを実施し
、個人の能力、個性を尊重して 適任配置に努めた。 

 

 
【14-4】 

事務系再雇用職員の経験と知識を有
効に活用できうる組織「KITビューロー」
を立ち上げ、運用を開始する。 

Ⅲ 【14-4】 
 大学への貢献意識と豊富な知識・経験を有する事務系再雇用職員を組織化し
た「KITビューロー」を平成21年４月に立ち上げ、平成20年度に担当業務とし
て選定した入試広報業務などに活用した。 

 

 
【15】 
イ）上記ガイドラインは、平成17
年度に策定し、平成18年度から適
用する。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記アに係る年度計画を実施した。 
  

 
【15-1】 
 上記アの年度計画を実施する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【15-1】 
 上記アの年度計画を実施した。 

 

 
   ウェイト小計 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ④ 事務等の効率化・合理化に関する目標  

 
 
中 
期 
目 
標 
 

 
１）事務等の外部評価の実施 
  ねらい：事務の効率化、合理化を図る観点から、外部による評価を行い、その提言等を踏まえ、改善を図る。 
２）事務処理の簡素化・迅速化及び事務の重点化 
  ねらい：事務処理の簡素化等は、これまでも進めてきたが、大学経営上、重点的な施策に力を注ぐため、通常的な事務処理については、これまで以上に簡素 
     化等を進める。 
３）アウトソース、支援要員の確保 

ねらい：事務の軽量化、迅速化等を図るため、積極的に外部の支援を得る。 
 
 

 
中期計画 

 
 
 

 
 

平成21年度計画 
 
 
 

進捗
状況

 
判断理由（計画の実施状況等） 

 
 
 

 
ｳｪｲﾄ 
 
中 
 
期 

 
年 
 
度 

中

期

年

度

 
４ 事務等の効率化・合理化に関

する目標を達成するための措
置 
１）事務等の外部評価の実施に
関する実施方策 

   

 
【16】 
 ア）私学等他大学や企業等によ

る本学の事務処理体制等に関
する外部評価を実施する。 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ⅲ  
（平成20年度の実施状況概略）

○平成20年10月に、事務業務の効率的運用と継続的改善を可能とするPDCAサイ
クル（１年サイクル）を持つ「事務マネジメントシステム」を構築し、事務
業務に係る課題・問題点を「事務改善課題登録表」として取りまとめるとと
もに、解決に向けた具体的内容を「事務改善プログラム」として策定するな
ど、事務業務改善のための取組みを開始した。 

  

 
【16-1】 

事務業務の効率的運用と継続的な改
善を行うために構築した「事務マネジメ
ントシステム」を実行する。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況）

【16-1】 
平成20年10月に構築した「事務マネジメントシステム」の実質化を図るため、

全事務職員参加の分科会及び全体会議等で構成する事務改善集中討議を平成
21年７月に２週間にわたって実施した。 

また、事務職員を対象に事務改善計画書等に係る説明会を開催し、「事務改
善計画書」及び「事務マネジメントシステム」の概要説明を行い、各課・室に
おいて、登録課題の解決に向けて策定した事務改善プログラムを実行した。 

・平成21年度事務改善プログラム数：66件 
 ・改善実施が完了した課題数：39件 
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【17】 

イ）当該評価に基づき、改善案
を作成し、実施する。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○平成20年10月に、事務業務の効率的運用と継続的改善を可能とするPDCAサイ
クル（１年サイクル）を持つ「事務マネジメントシステム」を構築し、事務
業務に係る課題・問題点を「事務改善課題登録表」として取りまとめるとと
もに、解決に向けた具体的内容を「事務改善プログラム」として策定するな
ど、事務業務改善のための取組みを開始した。〔再掲〕 

  

 
【17-1】 

事務業務の効率的運用と継続的な改
善を行うために構築した「事務マネジメ
ントシステム」を実行する。【再掲】 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【17-1】 
平成20年10月に構築した「事務マネジメントシステム」の実質化を図るため、

全事務職員参加の分科会及び全体会議等で構成する事務改善集中討議を平成
21年７月に２週間にわたって実施した。 

また、事務職員を対象に事務改善計画書等に係る説明会を開催し、「事務改
善計画書」及び「事務マネジメントシステム」の概要説明を行い、各課・室に
おいて、登録課題の解決に向けて策定した事務改善プログラムを実行した。〔再
掲〕 

・平成21年度事務改善プログラム数：66件 
 ・改善実施が完了した課題数：39件 

 

【18】 
ウ）事務局の外部評価について
は、平成16年度の実績を対象
に、平成17年度に実施する。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記ア、イに係る年度計画を実施した。 
  

 
【18-1】 

上記ア、イの年度計画を実施する。 
Ⅲ

（平成21年度の実施状況） 

【18-1】 
上記ア、イの年度計画を実施した。 

 

 
２）事務処理の簡素化・迅速化及
び事務の重点化に関する実施方
策 

    

 
【19】 
ア）専決規程の見直し等により決

裁時間を短縮する。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○平成20年度前期試験分からウェブを利用した成績管理を開始し、事務処理の
簡素化を図った。また、旅費支給基準について見直しを行い、実態に即した
支給と計算事務の簡素化を図った。各課で保管していた要項や要領等の学内
専用ウェブサイトへの掲載や、各課で作成した各種データをファイル共有サ
ーバを利用して活用する等、情報の共有化を図った。 

  

 
【19-1】 
大学経営上の重点的な施策に力を注ぐ
ため、通常の事務処理についての簡素化
等を進める。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【19-1】 
 事務処理の簡素化を図るため、各課保有の各種データをファイル共有サーバ
を利用して活用する等、情報の共有化を推進した。また、毎年度の定期的な業
務については、可能な限り一括決裁を行うなど、事務処理の迅速化に向けた取
組を行った。 

また、平成20年度に構築した事務マネジメントシステムの実質化を図るた
め、全事務職員参加の分科会及び全体会議等で構成する事務改善集中討議を開
催し、事務処理の改善等、事務改善課題についての検討を行い事務改善プログ
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ラムを策定した。
・平成21年度事務改善プログラム数：66件 
・改善実施が完了した課題数：39件 

 
【20】 

イ）大学経営に直接関係する
会議等を除き、議事録等の報告
書は、原則として会議メンバー
が作成し、必要に応じて公表す
る。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○大学経営に直接関係する会議等を除き、議事録等の報告書は、原則として会
議メンバーが作成し、速やかに大学ホームページで公表した。 

  

 
【20-1】 

事務業務の効率的運用と継続的な改
善を行うために構築した「事務マネジメ
ントシステム」を実行する。【再掲】 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【20-1】 
 平成20年10月に構築した「事務マネジメントシステム」の実質化を図るた

め、全事務職員参加の分科会及び全体会議等で構成する事務改善集中討議を平
成21年７月に２週間にわたって実施した。 

また、事務職員を対象に事務改善計画書等に係る説明会を開催し、「事務改
善計画書」及び「事務マネジメントシステム」の概要説明を行い、各課・室に
おいて、登録課題の解決に向けて策定した事務改善プログラムを実行した。〔再
掲〕 

 

 
【21】 

ウ）本学の事務処理方法につい
て、上記１）ア）による評価を
実施し、改善を図る。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○平成20年10月に、事務業務の効率的運用と継続的改善を可能とするPDCAサイ
クル（１年サイクル）を持つ「事務マネジメントシステム」を構築し、事務
業務に係る課題・問題点を「事務改善課題登録表」として取りまとめるとと
もに、解決に向けた具体的内容を「事務改善プログラム」として策定するな
ど、事務業務改善のための取組みを開始した。 

○事務局業務の効率的、効果的な実施を推進するため、引き続き、「事務局固
有の年度計画」を作成し、平成21年度からは事務マネジメントシステムによ
る「事務改善プログラム」の項目との関連づけを行い、事務業務の改善のた
めの取組みを実施した。 

  

 
【21-1】 

事務業務の効率的運用と継続的な改
善を行うために構築した「事務マネジメ
ントシステム」を実行する。【再掲】 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【21-1】 
 平成20年10月に構築した「事務マネジメントシステム」の実質化を図るた

め、全事務職員参加の分科会及び全体会議等で構成する事務改善集中討議を平
成21年７月に２週間にわたって実施した。 

また、事務職員を対象に事務改善計画書等に係る説明会を開催し、「事務改
善計画書」及び「事務マネジメントシステム」の概要説明を行い、各課・室に
おいて、登録課題の解決に向けて策定した事務改善プログラムを実行した。〔再
掲〕 

 

 
【21-2】 

事務局業務を効率的、効果的に実施す
るため、引き続き「事務局固有の年度計
画」を作成する。 

Ⅲ
 

【21-2】 
 事務局業務の効率的、効果的な実施を推進するため、平成20年度に引き続き、
「事務局固有の年度計画」を作成し、平成20年10月に構築した事務マネジメン
トシステムによる「事務改善プログラム」の項目との関連づけを行い、事務業
務の改善のための取組みを実施した。 

 



京都工芸繊維大学 

- 27 -

 
【22】 
エ）上記措置については、平成16

年度から順次実施する。 

 
 Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記ア、イ、ウに係る年度計画を実施した。 

 

  

 
【22-1】 

上記ア、イ、ウの年度計画を実施する。
Ⅲ

（平成21年度の実施状況） 

【22-1】 
上記ア、イ、ウの年度計画を実施した。 

 

 
３）アウトソース、支援要員の確

保に関する実施方策 

    

 
【23】 
ア）上述の外部評価結果等を踏ま

え、外部委託が適切なものにつ
いては、極力アウトソース化を
図る。 

 
 Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○外部委託業務に関して、現状を調査の上、各課からヒアリングを行い、その
適切性及び新たな外部委託業務の有無について検証した結果、現在実施して
いる外部委託業務を平成21年度も継続して実施することとした。 

○専門的又は特殊業務の高度化に対応するため、国立大学法人京都工芸繊維大
学特任専門職就業規則を平成20年９月に制定し、10月１日に産学官連携マネ
ージャーを、平成21年１月１日に産学官連携コーディネーターを採用した。 

  

 
【23-1】 

平成20年度に行った適切性の検証結
果に基づき、外部委託業務の見直しを行
う。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【23-1】 
 平成20年度に事務局全課・室を対象に実施した外部委託調査及びヒアリング
結果に基づき、事務系再雇用職員で組織する「KITビューロー」において、業
務の内製化を図った。 

 

 
【24】 
イ）教育研究支援にかかる事務の

うち、適当と認められるものに
ついては、本学学生やその他の
ボランティア等の支援協力を
得る。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○英語の自学自習を促すために開放している「CALLシステム」のサポートデス
クとしてTAを配置し、利用者のサポートを行った。一般社会人にも開放して
いる全学共通科目「京都ブランド創生」の授業実施時における受付、案内な
どの業務や定期試験監督補助業務についても、学生の支援を得た。また、国
際交流事業を企画、実施するための補助組織である「国際交流サポートクラ
ブ」に日本人学生、外国人留学生の参画を得て、地域住民と留学生用宿舎の
居住者との交流会等各種イベントを企画・実施した。 

全学共通科目「科学と芸術の出会いⅠ」でのピンホール写真制作補助にTA
が、また、図書館で平成20年度に初の試みとして実施した「学生選書ツアー」
に学生のボランティア10名が参加した。 

  

 
【24-1】 

教育研究支援に係る事務について、引
き続き、学生等の支援を受ける。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【24-1】 
 英語の自学自習を促すために開放している「CALLシステム」のサポートデス
クとしてTAを配置し、利用者のサポートを行った。一般社会人にも開放してい
る全学共通科目「京都ブランド創生」の授業実施時における受付、案内などの
業務や定期試験監督補助業務についても、学生の支援を受けた。 

また、全学共通科目「科学と芸術の出会いⅠ」でのピンホール写真制作補助
にTAが、図書館で実施した「学生選書ツアー」に学生のボランティア９名が参
加した。 
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【25】 
ウ）上記支援協力の確保にあたっ

ては、当該業務に関する事前の
研修プログラムの提供を行う。 

 
 Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○「CALLシステム」の自学自習開放サポートデスクとして配置したTAに対し、
事前の研修プログラムとして、同システムの利用方法や運営方法に関する説
明を行った。「京都ブランド創生」の授業実施時における受付、案内などの
業務支援の学生に対して、同研修プログラムとして、事前に細部にわたる打
合せを行った。また、試験監督補助業務に携わった学生に対しても、詳細な
マニュアルを作成して十分な説明を実施した。 

全学共通科目「科学と芸術の出会いⅠ」のピンホール写真制作補助のTA
や「学生選書ツアー」の学生ボランティアに対しても、事前説明会を実施し
た。 

  

 
【25-1】 

当該業務を円滑かつ効率的に進める
ため、事前の研修プログラムを実施す
る。 

Ⅲ
（平成21年度の実施状況） 

【25-1】 
「CALLシステム」の自学自習開放サポートデスクとして配置したTAに対し、事
前の研修プログラムとして、同システムの利用方法や運営方法に関する説明を
行った。「京都ブランド創生」の授業実施時における受付、案内などの業務を
支援の学生に対して、同研修プログラムとして、事前に細部にわたる打合せを
行った。また、試験監督補助業務に携わった学生に対しても、詳細なマニュア
ルを作成し説明を行った。 

さらに、全学共通科目「科学と芸術の出会いⅠ」のピンホール写真制作補助
のTAや「学生選書ツアー」の学生ボランティアに対しても、事前説明会を実施
した。 

 

 
【26】 
エ）上記措置については、平成16

年度から順次実施する。 

 
Ⅲ

（平成20年度の実施状況概略） 

○上記ア、イ、ウに係る年度計画を実施する。 
  

 
【26-1】 

上記ア、イ、ウの年度計画を実施する。
Ⅲ

（平成21年度の実施状況） 

【26-1】 
上記ア、イ、ウの年度計画を実施した。 

 

 
   ウェイト小計 
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 
 

 

 
 １．特記事項 
 【平成16～20事業年度】 
○学内配置基準教員数の設定及び学長裁量枠教員数の確保 
  従来の学部・学科等の組織毎の教員定員配置を廃止し、新たに収容学生数に基

づく本学独自の学科等教員配置基準を平成16年９月に定め、これにより生じた、
教員数を学長裁量枠教員として確保し、教育研究分野等への重点配分を行った。

 
○財務予測に基づいた人事基本方針の策定 
  人事の目標、人材の確保・育成、人事評価等からなる人事基本方針を平成17年

７月に策定し、中・長期的な人件費の予測を踏まえつつ、人事戦略を順次実施し
た。また、全学の人件費を一括管理するとともに、戦略的な人件費投資を行うた
め、人件費に係る職員の基礎情報をデータベース化した。 

 
○人事評価制度の確立 
  公平な評価と公正な処遇による教職員の活性化に向け、勤勉手当に係る評価と

昇給に係る評価の人事評価制度を確立した。この評価では、被評価者からの意見
も取入れつつ、実施内容を検証・評価して改善を図り、さらに、信頼性、透明性
を確保する観点から、評価の実施要領を公表した。 

  勤勉手当に係る評価では、教員については、平成16年度に目標管理型の評価制
度を導入し、その後、評価基準の見直し、評価結果に対する異議の申立制度の構
築などの改善を行った。また、教員以外の職員については、従前から実施してい
る方式に改善を加え、平成18年度に評価結果の開示・異議の申立制度の他、個人
評価実施要領及び成績優秀者選考要領を策定し、職種・職位毎の評価票の設定を
した。 

昇給に係る評価では、従前の特別昇給に替え、毎年の昇給において評価を加え
る評価制度を確立し、平成20年１月期の昇給から本格実施した。 

 
○教育研究推進支援機構の設置 

「ショウジョウバエ遺伝資源センター」など附属の教育研究センター相互の連携
強化を図り、教育研究の円滑かつ効率的な発展に資するため、これらの横断的な
組織として、平成16年４月に「教育研究推進支援機構」を設置した。同機構長は、
教育研究評議会にも参画し、センターの意見等を全学運営に反映できる体制とし
た。また、各センターに設置されていた管理委員会を一本化し、教育研究センタ
ー等管理委員会（H19.４組織名称変更：教育研究推進支援機構管理委員会）も同
時に設置して、センターの人事選考、管理運営等の機能強化及び迅速化を図った。

 
○社会との連携及び社会貢献事業等に関する組織の整備   

社会との連携を強固にし、社会から期待される大学を目指し、平成18年４月に
「情報・社会連携等」担当副学長を設けた。さらに組織整備として、平成19年
４月に社会との連携及び社会貢献事業等を担当する「社会連携推進室」を設置
した。同室は、社会等との連携を担当する副学長を室長に置き、関連する事務
担当で構成している。 

 
○重点的に取り組む教育研究プロジェクトの推進 
  平成17年度より、長期ビジョンに掲げる「ヒューマン・オリエンティッド・

テクノロジーの確立」に資するとともに、本学が学内外からの求めに応じて重
点的に推進すべき教育研究プロジェクトを遂行するため、時限を定めて設置す
る教育研究プロジェクトセンターを立ち上げ、活動を開始した。なお、設置期
限は、当該プロジェクトに係る予算額その他の事項を勘案し、学長が定めるこ
ととし、毎年度、活動内容等の報告を求め、審査・評価の上、継続の可否を決
定することとしている。 

 
○新たな特別教員制度の構築 

「教育研究プロジェクトセンター」等において、特定の分野において卓越した
知識・技能・技術を有する人材を招聘して活用するために、平成17年２月に「特
任教員制度」を創設し、招聘者に応じて柔軟に雇用する制度を確立した。 

 
○特任専門職就業規則の制定 
  高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする業務に従事する人材を確

保するため、複数年契約を基本とした年俸制による特任専門職を雇用すべく、
国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則を制定し、産学連携マネー
ジャー及び産学連携コーディネーターを採用した。 

 
○事務マネジメントシステムの構築 

事務業務の効率的運用と継続的改善を図るため、平成19年度に策定した「基
礎計画（案）」及び外部コンサルタントとの共同により作成した「課題収集シ
ート」を基に、学長、事務局長による各課ヒアリング（２回実施）と事務改善
合宿討議（学長、事務局長及び係長以上の職員参加）を実施した。さらに、平
成20年10月に、事務業務の効率的運用と継続的改善を可能とするPDCAサイクル
（１年サイクル）を持つ「事務マネジメントシステム」をし、事務業務に係る
課題・問題点を「事務改善課題登録表」として取りまとめるとともに、解決に
向けた具体的内容を「事務改善プログラム」として策定するなど、改善のため
の取組みを開始した。 
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【平成21事業年度】 
○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し 

基本構想委員会を中心に教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直しに係る
将来構想案を策定した。これに基づき、時限を定めて設置している教育研究プロ
ジェクトセンターのうち、教育研究成果の著しい昆虫バイオメディカル研究セン
ターを「昆虫バイオメディカル教育研究センター」として平成22年1月に常設セ
ンター化した。また、同じく教育研究プロジェクトセンター「バイオベースマテ
リアル研究センター」については、平成22年４月より、大学院工芸科学研究科「バ
イオベースマテリアル学専攻」として設置することを決定した。 

 
○新たな学内配置基準教員数の設定 

平成18年度に実施した教育研究組織の改組・再編が平成21年度に完成すること
を踏まえ、完成後の教員配置基準数を設定すべく、人事委員会において検討を進
め、平成21年９月に学長に 終答申を行った。その後、同答申に基づき、10月に
教育研究評議会及び役員会を経て、学生収容人員に沿った新たな教員配置基準数
を設定し、決定した。 

 
○教員に係る高年齢者雇用確保措置の決定 

平成21年度に人事委員会において、教員に係る高年齢者雇用確保措置について
他の国立大学法人の動向を調査するとともに、新たに学長から諮問のあった財政
上の問題を含めて検討を進め、平成21年９月に 終答申を学長に行った。その後
、同答申を踏まえ経営協議会及び役員会を経て教員の定年年齢の段階的な引上げ
を決定するとともに、平成22年３月には職員就業規則、職員給与規則、職員退職
手当規則を整備した。 

 
○特任専門職雇用の推進 

高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする業務に従事する人材を確
保するため、特任専門職制度により、「産学官連携マネージャー」、「産学官連
携コーディネーター」、「産学連携マネジメントフェロー」（以上、創造連携セ
ンター）、「知的財産アドバイザー」（知的財産本部）、「チーフ・リサーチャ
ー」（ブランドデザイン教育研究センター）を雇用した。 

  
 ２．共通事項に係る取組状況 
【平成16～20事業年度】 
○戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 
 ◆企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況 

①運営のための企画立案体制の整備状況 
法人化を契機に、将来構想、人事、財務、広報、大学評価、知的財産など法

人経営に関わる戦略的な重要事項について、学長、役員会からの付託を受けて
調査・分析・企画・立案・実施を行う６つの大学戦略組織を平成16年度に設置
し、経営戦略を立案するマネジメント体制を構築した。 

さらに、平成18年度には、学長、理事及び副学長で構成し、学長を議長とす

る「企画運営戦略会議」を設置し、新規事項や複合的な事項に全学的・総合
的な見地から、戦略的かつ迅速に対応することとした。 
②企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況 

上記の戦略組織では、平成20年度までに、(1)大学理念の制定(2)教育研究
組織改革案の策定（以上、基本構想委員会）、(3)人事基本方針の策定、(4)
人材確保のガイドラインの策定、(5)教員任期制の拡大実施、(6)助教制度の
導入、(7)人事評価制度の確立、(8)昇給審査基準の作成、(9)有期雇用専門職
制度の創設、(10)有期雇用非常勤職員の雇用更新基準の策定（以上、人事委
員会）、(11)財務基本方針の策定、(12)年度予算編成方針の策定、(13)長期
積立金の使途の検討（以上、財務委員会）、(14)大学シンボルマークの制定、
(15)広報マインド醸成のための講演会開催、(16)緊急時における報道機関対
応マニュアルの作成（以上、広報センター）、(17)全学的な自己点検・評価
及び外部評価の実施、(18)事務の自己点検・評価の実施、(19)中期目標期間
の評価及び認証評価のための自己評価（以上、大学評価室）、(20)知的財産
の発掘・審査・運用管理等、(21)論文等により公表済み発明の取扱方針の決
定、(22)学外TLOの３機関と技術移転業務委託契約を締結（以上、知的財産本
部）などを実施した。 

また、「企画運営戦略会議」では、年度計画の策定、概算要求に関する検
討、博士前期課程学生数の、社会からの要請と教育の質の確保を踏まえた適
正規模について検討を行うとともに、次期中期目標・中期計画の策定を開始
した。 

◆法令や内部規則に基づいた手続きにしたがって意思決定されているか 
法令や内部規則に定められているとおり、「役員会」、「経営協議会」、「教

育研究評議会」において必要な審議を行っている。 
平成20年度評価において、経営協議会の審議事項である職員就業規則及び職

員給与規則の改正が、報告事項として扱われていたことから、適切な審議を行
うことが求められた。以後、経営協議会で審議を行うこととし、適正な手続き
を経て法人の意思決定を行っている。 

また、重要会議については監事の出席により、意思決定手続きの適正さを確
認しており、監事監査、会計監査人監査の双方において、業務の遂行及び報告
等について適正である旨の報告がなされている。 

 
○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか 
 ◆法人の経営戦略に基づく学長・機構長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配

分経費の措置状況 
平成16年９月に定めた収容学生数に基づく学科等教員配置基準と従前の学部

・学科等の組織毎の教員配置定員との差により生じた教員数を学長裁量枠教員 
として確保し、教育研究分野等へ重点配分を行った。 

また、学長のリーダーシップにより、戦略に応じて柔軟かつ迅速に予算を配
分するため、学生数及び教員数を基準とする基盤的な教育研究経費とは別に、
平成16年度から、学内公募方式による競争的資金としての「教育研究推進事業」
を継続して実施している。本事業は、中期目標の実現に向けて年度計画の遂行 
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等に必要な事業について、学部、研究科、教育研究センター、業務管理センター
等のほか、教職員個人も含め、事業計画書を提出させ、教育事業等については総
合教育センターで、また、研究事業等については研究推進本部で審査・評価を行
い、採否を決定している。 

なお、採択事業について、進捗状況や成果等を評価し、計画変更等の改善を求
めるほか、PDCAサイクルを実効あるものにするため、継続申請のあった複数年事
業については、成果報告書により４段階評価を行い、継続の可否並びに次年度事
業費の配分額決定に評価結果を反映させた。平成20年度に終了した単年度事業に
ついては、同様の評価を行った上で、教員の意識改革と投資効果を向上させるね
らいから評価結果を学内に公表した。 
◆上記の資源配分による事業の実施状況 

学長裁量枠教員については、「美術工芸資料館」、「環境科学センター」、「情
報科学センター」、「地域共同研究センター」、（以上、教育研究センター）、
「伝統みらい研究センター」、「バイオベースマテリアル研究センター」（以上、
教育研究プロジェクトセンター）などの戦略的分野に８名を配置した。（平成20
年度末現在） 

 
○業務運営の効率化を図っているか 

◆事務組織の再編・合理化等、業務運営の合理化に向けた取組実績 
・国立大学法人化の趣旨に沿った質の高い事務サービスを提供するため、平成

16年度から平成18年度にかけて、３つのフェーズに分けて事務及び事務組織
を改革した。第１フェーズとしては、「大学評価室」の下に設置した「事務
点検・評価実施作業部会」において、教職員が協働して事務処理方法や体制
等について自己点検・評価を行い、第２フェーズでは、同自己点検・評価の
結果について、事務サービスのユーザーである教員、学生から意見を徴し、
また、私学の実務者及び外部コンサルタントによる外部評価を実施の上、事
務及び事務組織の改革方針をまとめ、「役員会」（平成18年３月９日）で承
認した。第３フェーズとしては、平成18年度から同方針に沿って、課・室の
再編統合を平成順次実施した。 

平成19年度に、外部コンサルタントによる検証を受け、改善計画の原案を
作成し、学長、事務局長による各課ヒアリング（２回実施）と事務改善合宿
討議（学長、事務局長及び係長以上の職員参加）を実施した。平成20年10月
に、事務業務の効率的運用と継続的改善を可能とするPDCAサイクル（１年サ
イクル）を持つ「事務マネジメントシステム」を構築するとともに、事務業
務に係る課題・問題点を「事務改善課題登録表」として取りまとめ、解決に
向けた具体的内容を「事務改善プログラム」にするなど、事務業務改善のた
めの取組みを開始した。 

初年度は、６か月を１サイクルとして、定例的な重要業務（16項目）の内
容・日程・処理要項について１年分を一括決裁して周知徹底する等、43の課
題について見直し・改善を行い、業務運営の効率化を図った。 

事務改善プログラムの実施状況に関しては、「実施状況報告書」及び「実
施効果等一覧」を作成するとともに、平成21年３月26日に学長表彰及び学長
レビューを行った。また、未解決の事務業務に係る課題・問題点については、

その進捗状況を「事務改善課題登録表」で把握し、次のサイクル（次年度）
に活用することとした。 

・本学の人員等の規模から専任職員による独立した内部監査組織を設けるこ
とが困難であるため、日常監査以外に実施する内部監査の監査員の任命に
おいて、独立性担保の工夫を行っている。法人職員からは財務担当理事が
直接任命し、より厳格な監査を実施するために導入する外部専門家（公認
会計士）は学長が委嘱している。 

・内部監査は、毎年度、国立大学法人京都工芸繊維大学会計内部監査実施要
項に基づき、内部監査実施計画を作成の上、研究室等での実査を行ってい
る。その結果は、財務担当理事が書面により報告を受けた後、学長に報告
している。また、平成19年度の教員発注の制度化以降、現に発注を行って
いる教員（266名：現員の87％）を対象に、発注書の保存状況確認を中心と
した内部監査を実施している。 

・会計監査人による監査については、文部科学大臣から選任された会計監査
人が、国立大学法人法の規定に基づき財務諸表、事業報告書及び決算報告
書の監査を実施している。また、平成20年度においては、会計監査人から、
監査報告書と併せて、財務会計システムへのアクセス管理方法について意
見があり、それに対して、アクセス権限の付与手続き及びパスワード管理
方法をルール化するなど、セキュリティ強化の面で改善を図った。 

 
◆各種会議・全学的委員会等の見直し、管理運営システムのスリム化・効率化
等、管理運営の効率化に向けた取組実績 

法人化を契機に、21の委員会等を、法人経営に関わる事項について調査・分
析・企画・立案する６つの大学戦略組織と、教育研究等に直接関わる業務の調
査・分析・企画・立案・実施を行う８つの業務管理センターに整理・統合し、
戦略的、重点的に取り組むとともに、教職員の負担軽減を図った。 

また、平成18年度に行った教育研究組織の改組・再編を契機に、委員会等の
整理・統合を行うことにより、審議の効率化・合理化を図ると共に、委員会規
則や委員会構成員等の見直しと整備を行い、より機能的・効果的な審議を実施
している。 

 
○収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか 
 ◆学士・修士・博士・専門職学位課程ごとに収容定員の90％以上を充足させて

いるか 
学士課程、博士前期課程、博士後期課程のいずれも収容定員の90％以上を充

たしている。 
 
○外部有識者の積極的活用を行っているか 

◆外部有識者の活用状況 
法人理事や経営協議会、教育研究プロジェクトセンター等に外部有識者を招

へいし活用すると共に、学長特別顧問として元国立大学学長を、また、教育ジ
ャーナリストを特別教授として招へいし、法人運営や教育研究プロジェクトの
推進等に活用している。 
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◆経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況 

平成16年度においては経営協議会を５回開催し、平成17年度から平成20年度に
おいては経営協議会を年３回開催して、事業報告や次年度計画のうち経営に関す
る事項、また、予算、決算及び概算要求に係る事項、長期積立金の執行計画等に
ついて審議を行った。なお、審議に先立ち、委員には会議資料を事前に届け、説
明を行っている。 

 
○監査機能の充実が図られているか 
 ◆内部監査、監事監査、会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況 

監事の業務監査については、教育研究実施状況、研究業績、教育業績の情報公
開の実施状況や大学院博士後期課程の入学者確保に関する実施状況等について
重点的に実施されている。なお、監査に当たっては、役員会、教育研究評議会そ
の他の重要会議に出席して意見を述べること、役員監事連絡会に出席して意見の
交換を行うこと、必要に応じて役員、教員、事務職員から業務状況を聴取するこ
と、人事委員会や財務委員会などの大学戦略組織の会議にもオブザーバーとして
出席すること等の方法により、厳正な監査が実施されている。監事からは、監査
報告書と併せて重点項目に関する意見が示されており、それらに対する改善に向
けた取組状況を書面により回答している。 

  会計内部監査については、会計経理事務の適正を期するため事務局各課・室に
対して実施し、改善が必要な事項については直接指導を行なうとともに、改善状
況を書面にて報告させている。また、教員に対し、発注書の保存状況等について
会計内部監査を実施し、監査に当たっては教員の研究室に出向き直接指導・助言
を行った。 

 
○男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか 

◆男女共同参画に関する具体的な取組指針や計画等の策定、男女共同参画推進の
ための組織の設置等、学内での男女共同参画推進に向けた取組状況      

人事委員会に、男女共同参画推進部会（平成21年２月24日人事委員会決定）を
設置し、男女共同参画を加速化させるためのプログラム開発の検討を行った。 
◆女性教職員の採用・登用の促進に向けた取組状況 

人事基本方針（平成17年７月14日役員会承認）に女性の雇用促進を図ることを
掲げ、女性雇用比率の当面の目標値（教員10％、教員以外30％）を設定した。平
成20年度における女性の雇用比率は、教員7.69％、教員以外の職員23.84％であ
った。また、教員公募要領において、「本学は、男女雇用機会均等法第５条に則
った人事を行っている」旨を明記した。 
◆仕事と育児等の両立を支援し、女性教職員が活躍できる環境づくりに向けた取
組状況 

次世代育成支援対策推進法に基づく、次世代の健やかな育成という一般事業主
の使命を踏まえ、仕事と育児等の両立を支援することを目的に「一般事業主行動
計画」を策定した。 

 
 

 
○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか 

◆教育研究組織の活性化に向けた検討の機会が設けられているか 
・法人化を契機に制定した「京都工芸繊維大学の理念」（平成16年11月15日）

並びに中教審答申「我が国の高等教育の将来像」（平成17年１月28日）や
本学が積み上げてきた教育研究等の実績を踏まえ、平成18年４月に、学部
課程から大学院課程にわたり、開学以来とも言える抜本的な改革を実施し
た。 

学部課程では、学部・学科の障壁を取り除き、教育プログラムに応じて
教員が相互に連携して教育にあたり、学生の教育の幅を広げるため、「工
芸学部」と「繊維学部」の２学部を改組・再編して、新たに「工芸科学部」
を設置した。また、大学院博士前期課程は主として高度専門技術者の養成
という役割を明確にするとともに、 既存専攻の改組・再編により９専攻か
ら12専攻へとより専門分野の明確化を図り、入学定員を82名増員した。博
士後期課程（博士課程）については、学部課程、博士前期課程との関連が
より明確となるよう専攻の再編を行った。 

さらに、全ての学科に置いていた夜間主コースについても、教育の中心
を現代的課題においた少人数による密度の高い教育を展開する「先端科学
技術課程」に集約・再編した。 

・本学の長期ビジョン実現に向け、基本構想委員会を中心に教育研究組織の
柔軟かつ機動的な編成・見直しに係る将来構想案を策定し、平成17年度よ
り、時限を定めて設置している教育研究プロジェクトセンターの実績につ
いて、毎年度研究推進本部により、次年度の継続可否に係る評価を行って
いる。 

 
○法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか 

◆法人全体としての組織的な研究活動推進のための取組状況 
法人化を契機に、研究を推進する体制整備として、平成16年５月に「研究推

進本部」を設置し、本学が重点的に取り組む領域のプロジェクト研究の推進、
新しい研究の芽の育成等を推進するための企画・立案・支援等を行うほか、国
際研究拠点の形成に向けた実施方策の策定、研究水準・成果の検証に関する実
施方策の策定等を行っている。 

 
○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか 
 ◆業務実績の評価結果への対応状況 

平成19年度計画「外部評価に基づき、事務の改善計画を策定する」について、
国立大学法人評価委員会から、「事務組織及び事務業務改善のための改善計画
の策定に向けての取組みは実施しているものの、基礎計画（案）の策定にとど
まっていることから、年度計画を十分には実施していないものと認められる。」
との、指摘を受けた。 

これに対して、事務業務の効率的運用と継続的改善を図るため、平成19年度
に策定した「基礎計画（案）」及び外部コンサルタントとの共同により作成し 
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た「課題収集シート」を基に、学長、事務局長による各課ヒアリング（２回実施）
と事務改善合宿討議（学長、事務局長及び係長以上の職員参加）を実施した。さ
らに、平成20年10月に、事務業務の効率的運用と継続的改善を可能とするPDCAサ
イクル（１年サイクル）を持つ「事務マネジメントシステム」を構築するととも
に、事務業務に係る課題・問題点を「事務改善課題登録表」として取りまとめ、
解決に向けた具体的内容を「事務改善プログラム」にするなど、事務業務改善の
ための取組みを開始した。平成20年度は６か月を１サイクルとして、定例的な重
要業務（16項目）の内容・日程・処理要項について１年分を一括決裁して周知徹
底する等、43の課題について見直し・改善を行った。 

事務改善プログラムの実施状況に関しては、「実施状況報告書」及び「実施効
果等一覧」を作成するとともに、平成21年３月26日に学長表彰及び学長レビュー
を行った。 

また、未解決の事務業務に係る課題・問題点については、その進捗状況を「事
務改善課題登録表」で把握し、次のサイクル（次年度）に活用することとした。

 
◆評価結果の法人内での共有や活用のための方策 

中期目標期間及び各年度の業務実績に関する評価結果は、「国立大学法人・大
学共同利用機関法人の改革推進状況」とあわせて「役員会」、「経営協議会」、
「教育研究評議会」に報告するとともに、大学ウェブサイトを通じて情報を共有
した。また、「中期目標期間の業務の実績に関する評価」において本学が認識し
た課題への対応については、大学評価室と該当担当部署が改善に向けて対応策を
検討・実施し、その結果を公表することとした。 

 
【平成21事業年度】 
○戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか 
 ◆企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況 

 基本構想委員会において、博士前期課程の組織の見直し・再編等、今後の教育
研究組織の在り方等について検討を重ね、新専攻の設置及び教育研究センターの
新設に関する将来構想案を策定し、時限を定めて設置している教育研究プロジェ
クトセンターのうち、平成22年１月に「昆虫バイオメディカル研究センター」を
「昆虫バイオメディカル教育研究センター」として常設センター化し、「バイオ
ベースマテリアル研究センター」については、平成22年４月より、大学院工芸科
学研究科「バイオベースマテリアル学専攻」として設置することを決定した。 

  また、平成18年度に実施した教育研究組織の改組・再編が平成21年度に完成す
ることを踏まえ、完成後の新たな教員配置基準数を設定すべく、人事委員会にお
いて、検討を進め、平成21年９月に学長に 終答申を行った。その後、同答申に
基づき、10月に学生収容人員に沿った新たな教員配置基準を教育研究評議会及び
役員会で決定した。 
◆法令や内部規則に基づいた手続きにしたがって意思決定されているか 

平成21年度においても「役員会」、「経営協議会」、「教育研究評議会」にお
いて、法令や内部規則に定められているとおり、必要な審議を行い、適正な手続
きを経て法人の意思決定を行った。    

 
また、重要会議については監事の出席により、意思決定手続きの適正さにつ

いて確認しており、監事監査、会計監査人監査の双方においても、業務の遂行
及び報告等について適正である旨の報告がなされている。 

 
○収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか 
 ◆学士・修士・博士・専門職学位課程ごとに収容定員の90％以上を充足させて

いるか 
学士課程、博士前期課程、博士後期課程のいずれも収容定員の90％以上を充

たしている。 
 
○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか 
 ◆法人の経営戦略に基づく学長・機構長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配

分経費の措置状況 
平成16年９月に定めた、収容学生数に基づく学科等教員配置基準と従前の学

部・学科等の組織毎の教員配置定員との差により生じた、教員数を学長裁量枠
教員として確保し、教育研究分野等へ重点配分を行っている。 

また、学長のリーダーシップにより、戦略に応じて柔軟かつ迅速に予算を配
分するため、学長裁量経費85,589千円を措置した。また、平成21年度から、副
学長の裁量権の強化を図るため、教育研究の戦略的推進を目的とした「副学長
裁量経費」を新設し、合計30,000千円を措置するとともに、教育研究現場を指
揮・調整する工芸科学研究科長、教育研究推進支援機構長、学域長、先端ファ
イブロ科学専攻長に対し、裁量権の強化とリーダーシップを支援し、教育改善
を推進するため「部局長等教育改善計画推進経費」を新設し、合計10,000千円
の予算措置を行った。これらにより、教育研究の戦略的推進や教育研究改善事
業等の実施に際し、副学長や部局長等の判断による、戦略的かつ迅速な対応が
可能となった。 
◆上記の資源配分による事業の実施状況 

学長裁量経費については、学長のリーダーシップにより、教育研究等の一層
の充実等を図るため、（1）教育環境改善経費（2）男女共同参画事業経費（3）
安全管理経費（4）大型研究機器導入支援経費（5）創立60周年記念事業経費な
どに使用した。 

学長裁量枠教員については、「美術工芸資料館」、「環境科学センター」、
「情報科学センター」、「昆虫バイオメディカル教育研究センター」（以上、
教育研究センター）、「創造連携センター」（以上、産学官連携推進本部）、
「伝統みらい研究センター」、「バイオベースマテリアル研究センター」（以
上、教育研究プロジェクトセンター）、「研究推進本部」（以上、業務管理セ
ンター）などの戦略的分野に平成21年度末現在で10名を配置している。 

 
○業務運営の効率化を図っているか 
 ◆事務組織の再編・合理化等、業務運営の合理化に向けた取組実績 

平成20年10月に構築した「事務マネジメントシステム」の実質化を図るため、
全事務職員参加の分科会及び全体会議等で構成する事務改善集中討議を実施し 
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た。また、事務職員を対象に事務改善計画書等に係る説明会を開催し、「事務改
善計画書」及び「事務マネジメントシステム」の概要説明を行った。また、各課
・室において、登録課題の解決に向けて策定した事務改善プログラムを実行した。
◆各種会議・全学的委員会等の見直し、管理運営システムのスリム化・効率化等、
管理運営の効率化に向けた取組実績 

  平成20年度より検証を継続していた各委員会の規則や委員会構成員について 
見直しと整備を行い、より機能的・効果的な審議を実施した。 

 
○外部有識者の積極的活用を行っているか 
 ◆外部有識者の活用状況 

昨年度に引き続き、法人理事や経営協議会、教育研究プロジェクトセンター等
に外部有識者を招へいするとともに、学長特別顧問として新たに著名な文化人を
招へいし、法人運営や教育研究プロジェクトの推進等に活用している。 
◆経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況 

  平成21年度においては経営協議会を５回、同懇談会を１回開催し、事業報告や
次年度計画のうち経営に関する事項、また、予算、決算及び概算要求に係る事項
等について審議を行った。なお、審議に先立ち、委員に会議資料を事前に届け、
資料説明を行っている。 

 
○監査機能の充実が図られているか 
 ◆内部監査、監事監査、会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況 
  監事の業務監査については、平成21年度は、①年度計画の実施状況、特に、中

期目標達成に向けた教育研究実施状況、②日常的教育研究業務及び管理運営業務
の実施状況、特に、研究業績並びに教育業績の統一的な情報公開の実施状況、③
入学者確保に関する業務の実施状況、特に、大学院博士後期課程の入学者確保に
関する実施状況を重点的に実施された。なお、監査に当たっては、役員会、教育
研究評議会その他の重要会議に出席して意見を述べること、役員監事連絡会に出
席して意見の交換を行うこと、必要に応じて役員、教員、事務職員から業務状況
を聴取すること、人事委員会や財務委員会などの業務管理センターの会議にもオ
ブザーバーとして出席すること等の方法により、厳正な監査が実施された。監事
からは、監査報告書と併せて重点項目に関する意見が示されており、それらに対
する改善に向けた取組状況を書面により回答した。 

会計内部監査については、会計経理事務の適正を期するため、平成２０年度に
引き続き事務局に加えて教員に対しても実査により実施し、発注書類の保存等に
ついて指導・助言を行った。 

また、会計監査人の指摘に基づき、取得額50万円以上の備品の現物実査を実施
するとともに固定資産の現物確認を行った結果、①実存性が確認できない場合
は、再調査の上当該年度末に除却、②実在性は確認できたが使用予定が無い場合
は、再利用を推進した上で除却する取扱いを新たに定め、資産管理の適正化を図
ることとした。 

  

○男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか 
◆男女共同参画に関する具体的な取組指針や計画等の策定、男女共同参画推進
のための組織の設置等、学内での男女共同参画推進に向けた取組状況 

人事委員会に、男女共同参画推進部会（平成21年２月24日人事委員会決定）
を設置し、男女共同参画を加速化するためのプログラム開発の検討を引き続き
行った。   

また、第２期中期目標・中期計画期間における男女共同参画の推進に向け、
教職員に対し、具体的な問題点や優先的に取り組むべき課題の把握を目的にア
ンケート調査を実施した。 
◆女性教職員の採用・登用の促進に向けた取組状況 

人事基本方針（平成17年７月14日役員会承認）に女性の雇用促進を図ること
を掲げ、女性雇用比率の当面の目標値（教員10％、教員以外30％）を設定した。
平成21年度における女性の雇用比率は、教員8.63％、教員以外の職員26.80％で
あった。また、教員公募要領において、「本学は、男女雇用機会均等法第５条
に則った人事を行っている」旨を明記している。 

また、若手女性教員に対する教育研究活動支援として、２名に教育研究経費
「男女共同参画推進経費」を配分した。 
◆仕事と育児等の両立を支援し、女性教職員が活躍できる環境づくりに向けた
取組状況 

次世代育成支援対策推進法に基づく、次世代の健やかな育成という一般事業
主の使命を踏まえて策定した「一般事業主行動計画」に基づき、仕事と育児等
の両立のための育児休業を取得しやすい環境整備に関するアンケート調査を実
施した。 

また、仕事と育児の両立を支援するため、（財）こども未来財団と協定を結
び、ベビーシッター育児支援事業を実施した。 

 
○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか 
 ◆業務実績の評価結果への対応状況 

平成20年度評価において、職員就業規則及び職員給与規則の改正について、
経営協議会の審議事項であるが、報告事項として扱われていたことから、適切
な審議を行うことが求められた。以後、経営協議会で審議を行うこととし、適
正な手続きを経て法人の意思決定を行っている。また、経営協議会の機能の発
揮状況を明確にする観点から、議事要録をホームページで公表することとした。 
◆評価結果の法人内での共有や活用のための方策 

各年度の業務実績に関する評価結果は、「国立大学法人・大学共同利用機関
法人の改革推進状況」とあわせて「役員会」、「経営協議会」、「教育研究評
議会」に報告するとともに、大学ウェブサイトを通じて情報を共有した。 

 
 


