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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

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、国中

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。期

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、ニーズや目

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標

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。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

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

ア 学生の履修上・生活上の支援 ア）窓口と責任体制を明確にした大 ○中期目標期間の後期計画を着実に実現するため 大学評価室において 中） 、 、 、「
社会との連携などについて、教 学運営を行うため平成１６年度に Ⅳ 期計画進捗状況調査」を実施した。本調査では、中期計画の進捗状況を
職員が一体となった窓口と責任 設置した総合教育センターなど８ 確認するとともに、計画の完了の見通しと課題について整理のうえ、平
体制を明確にする。 つの業務管理センターの活動を引 成１９年度の年度計画に反映した。

き続き活発化させるとともに、今 各業務管理センターにおける平成１８年度の主な活動は以下のとおりで
年度に実施する中期計画前半の業 ある。
務全般をレビューする中で見直し ①総合教育センター
を図り、後期計画の着実な達成に ・ 制度の見直しGPA
向けた活動に反映させるための方 ・教育研究プロジェクトセンター事業についての審査・評価
策を策定する。 ②学生支援センター

・ 京都工芸繊維大学基金奨学生」制度の創設「

京都工芸繊維大学
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③アドミッションセンター
・入試改革の実施（前期日程重視へ移行）
・ＡＯ入試合格者への入学前教育の実施
・アドミッションセンターの組織改革

④国際交流センター
・ 国際基幹技術者養成教育プログラム開発事業」の実施「
・国際交流プロモーターの設置
・国際交流奨励基金各種事業の実施

⑤研究推進本部
・科学研究費補助金説明会の実施
・科学研究費補助金申請支援制度等の実施
・研究活動の不正行為に関する告発受付窓口の設置

⑥安全管理センター
・ 危機管理規則 「危機管理指針 「危機対応マニュアル」の制定「 」、 」、
・職場の安全パトロールの実施
・労働安全衛生法が求める衛生管理者の数の２００％確保を目指した
資格取得支援及び安全管理講習の実施

⑦環境・施設委員会
・キャンパス整備計画の見直し
・ プラザ 」整備計画の策定「 KIT
・省エネルギー対策及びＩＳＯ１４００１の認証継続

⑧情報化推進委員会
・ 学術ポータルの構築KIT

なお、各業務管理センターの詳細な活動実績は、それぞれ該当する事項
の欄を参照のこと。

ア）社会との連携及び社会貢献事業 ○社会との連携及び社会貢献事業等に関する責任体制を明確にするため、
等に関する窓口を明確にしたうえ Ⅲ 「情報・社会連携等」担当副学長を設けた。また、社会からの要望等に
で、副学長の下に、企画広報課に ついての窓口を明確にするとともに、課程・専攻・教育研究センター等
おいて関係課等と連携・協力しな からの情報収集及び学内外からの要望等についての調整を一元的に行う
がら、課程・専攻・センター等か ため、企画広報課を窓口とする体制を構築した。
らの情報収集及び学内外からの要 平成１８年度には、京丹後市を中心とした京都府北部地区での地域貢献
望等についての調整等を一元的に などの成果があった。
行う。

イ）効果的な教育の提供、異分野 イ）中教審答申や社会のニーズ等を ○平成１８年４月に新組織に学生を受け入れ、改組・再編の基本方針に沿
との研究交流の促進等を容易に 踏まえつつ、本学が掲げる長期ビ Ⅳ う教育を実現するために、全学を挙げて円滑な運営に取り組んだ。
するため、教育研究組織の柔構 ジョンの実現を目指して、開学以 ２学部から１学部にしたことにあわせ、全学体制でカリキュラムの構築
造化を図る。 来の大幅な教育研究組織の改組・ ・運営を行い、教育の充実を図った。さらに、学部・研究科の運営に関

、 。再編を行った。この新組織の下で して教授会及び各種の委員会を見直し 審議の効率化・合理化を図った
本年４月から学生を受け入れる。 また、学部附属の２施設を全学的な教育研究センターに再編し、活性化
本年度は、この新教育研究組織の と高度化を図った。
円滑な運営を 重点事項として取
り組む。

イ）上記教育研究組織改革について ○平成１９年度に実施を予定する教育改革に関する評価・検証に向け、主

京都工芸繊維大学
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は平成１９年度に評価・検証のう Ⅲ に運営状況について、基本構想委員会を中心に情報の収集・整理を行っ
え改善に繋げることとしており、 た。
本年度はその準備として、基本構
想委員会を中心に情報の収集・整
理を行う。

イ）引き続き、教育研究プロジェク ○異分野も含めた研究交流の促進等、教育研究組織の枠を越えて実施する
トセンター事業を公募し、異分野 Ⅲ 教育研究プロジェクトセンター事業を平成１７年度に引き続き公募し、
も含めた研究交流の促進等、教育 審査のうえ、次の３つのプロジェクトセンターが加わり、活動を開始し
研究組織の柔構造化を図る。 た。

・新世代オフィス研究センター
・複合材料長期耐久性評価研究センター
・遺伝資源キュレーター教育開発センター

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。

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

ア）大学戦略室等作業部会の強化 ア）大学経営に関わる重要な事項に ○６つの大学戦略室作業部会において、引き続き、大学経営に関わる重要
ⅰ）平成１５年度から設置されて ついて、役員会からの付託を受け Ⅳ 事項について企画・立案等を実施した （各作業部会の活動実績は、そ。

いる大学戦略室の経験を踏ま て調査・分析・企画・立案するた れぞれ該当する事項の欄を参照のこと ）。
え、平成１６年度から各種作業 めの組織として平成１６年度に設 さらに、中期目標期間の後期計画を着実に実現するため、大学評価室に
部会を設置し、大学運営の改善 置した人事委員会など６つの大学 おいて 「中期計画進捗状況調査」を実施した。本調査では、中期計画、
充実に向け、機動的な体制を構 戦略室等作業部会の活動を引き続 の進捗状況を確認するとともに、計画の完了の見通しと課題について整
築する。役員会等からの指示に き活発化させるとともに、今年度 理のうえ、平成１９年度の年度計画に反映した。
よる事項の調査研究のほか、必 に実施する中期計画前半の業務全
要な事項につき 自ら情報収集 般をレビューする中で見直しを図、 、
調査分析等を実施する。 り、後期計画の着実な達成に向け

ⅱ）大学戦略室等作業部会への経 た活動に反映させるための方策を
費措置等を含め、体制の強化を 策定する。
図る。

ア）より一層の機動的かつ円滑な大 ○学長からの特命事項等に関する調査、企画等と法人の業務の遂行に関す
学運営を図るため新たな学長補佐 Ⅲ る特定の事項について学長に助言等を行う「学長補佐室」を平成１８年
体制について検討し、結論が得ら ４月に設置した。
れ次第実施する。

３）全学一体となった実施体制の
確立に関する実施方策

ア）教育研究組織の長の権能と説 ア）ⅰ）部局等固有の中期計画事業 ○部局長のリーダーシップの下、当該部局が組織的に取り組む事業を財政
「 」 。明責任の強化 等について、部局長のリーダーシ Ⅲ 的に支援するための 部局等特別改革改善経費 10,218千円を措置した

） 、 、 、ⅰ 大学全体の経営方針に沿って ップの下 組織的な取組みに対し
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教育研究現場を指揮・調整する 自己点検・評価及び外部評価の結
学部長等教育研究組織の長に対 果に基づき引き続き財政的支援を
し、当該組織に配分された経費 行う。
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 ア）ⅱ）各組織の事業等の方針、成 ○全学の中期目標・中期計画に対応して、各部局等がそれぞれ固有の年度
る。 果等については、部局等の中期目 Ⅲ 計画を策定し、ホームページを通じて、学内に公表した。さらに、平成

ⅱ 各組織における事業等の方針 標・中期計画・年度計画及び実績 １７事業年度に係る業務の実績に関する報告書もそれぞれ作成し、学内） 、
経費措置、成果等については、 報告書をホームページに掲載し、 公表した。
学内に公表し、説明責任の強化 学内に公表することで説明責任の
を図る。 強化を図っており、引き続きこれ

ⅲ）各組織の長を補佐する体制を を行う。
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 ア）ⅲ）教育研究組織の改組再編に ○教育研究組織の改組・再編に伴い、部局長等の権限、責任等を明記する
を行う。 あわせて研究科長等部局長の権限 Ⅲ とともに、副研究科長制度を導入し、２名の副研究科長を設置して、研

ⅳ）上記措置については、平成１ と責任をより明確にするととも 究科長の補佐体制を強化した。
６年度を準備期間とし、平成１ に、研究科長の補佐体制を強化す
７年度から本格実施する。 る。

ア）技術職員については再組織化を ○技術職員による教育研究支援業務を全学的・組織的に実施するために 高「
図り、副学長をセンター長とする Ⅲ 度技術支援センター」を設置して活動を開始した。
「高度技術支援センター」を設置 同センターでは、全学の教育研究支援に組織的に取り組むとともに、所
して所属させるとともに、支援業 属職員が持つ技術を普及させるため 「レーザー加工機講習会」や「有、
務の効率化・高度化をめざす。 機溶剤の取扱いに関する講習会」などを開催した。一方、技術職員のス

キルを向上し、支援業務の高度化を図るため 「ＷＥＢ作成研修 「溶、 」、
接技術研修」などの各種の研修に参加させた。平成１９年３月には、平

、 。成１８年度中の活動状況などを報告書に取りまとめ 学内外に配付した

イ）委員会等組織の見直し イ 教育研究組織の改組再編に伴い ○教育研究組織の改組・再編に伴い、工芸科学部及び工芸科学研究科のそ） 、
ⅰ）委員会等の学内組織について 各種委員会等の在り方及び構成員 Ⅳ れぞれの教授会に下部組織を設置し、機能分担することにより、審議の

は、企画立案機能、実施機能の の見直しを行うとともに、管理職 効率化・合理化を図った。関係規則の整備を行い、同学部及び同研究科
両面から見直しを行い、役割、 の役割の明確化等、関係規則の整 の運営のための役職の役割を明確にした。
権限等を明確化する。 備を行う。

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。

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

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中

直し・検討を行う。
期

目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

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

ア）大学戦略室等作業部会におい ア）ⅰ）平成１５年度からスター ○平成１５年度に開始した４つの重点領域研究プロジェクトのうち、３つの
て、以下の事項について検討を トしている重点領域研究プロジェ Ⅲ プロジェクトは、平成１７年度までに教育研究プロジェクトセンターに発
行う。 クトの実績・成果等を検証し、セ 展的に移行した。残る「ナノ構造の創製と光デバイスの構築」は、当初に

ⅰ）重点領域研究を核として研究 ンター化によってさらに成果が期 想定していた成果を得た。その成果については、平成１９年３月に研究成
センター化を図り、大学院教育 待できるものについては教育研究 果報告会を実施し、成果報告書を他大学の工学系研究科、関係図書館に送
を主体的に担うとともに、既存 プロジェクトセンターへ移行させ 付した。
の大学院組織の見直し・再編を る。
行う。

ⅱ）長期ビジョンを具現化する新 ア）ⅰ）ⅱ）教育研究組織の改組 ○平成１８年４月から新たな教育研究組織において、高度専門技術者の養成
たな専攻を大学院に設置する。 ・再編を機に、大学院博士前期課 Ⅲ など、改革の趣旨に沿った教育研究をスタートさせた。

ⅲ）上記に伴い、夜間主コースを 程は主として高度専門技術者養成
含む夜間教育の在り方を検討す として位置付けるとともに、９専
る。 攻から１２専攻に拡充整備して専

ⅳ）地域共同研究センター、イン 門領域をより明確にした。本年４
キュベーション・ラボラトリ 月から新教育研究組織の下に学生
ー、大学院ベンチャー・ラボラ を受け入れ、改組・改革の理念に
トリー、機器分析センターが一 基づいた新たな教育研究をスター
体として事業展開し得る組織再 トさせる。
編を行う。
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ア）ⅰ）ⅱ）上記の教育研究組織 ○上記の教育研究組織の改組・再編により、次の制度を導入し、実施した。
の改組・再編により、大学院博 Ⅲ ・造形工学専攻を除く博士前期課程の各専攻に「特定課題型コース」を導
士前期課程において、次の制度 入した。平成１８年度は、従前から実施している建築設計学専攻に加
を導入し本年４月から実施する え、デザイン科学専攻と先端ファイブロ科学専攻に「特定課題型コー。
・従来の研究重視型のほかに、 ス」を履修する学生が在籍している。

修士論文の作成を修了要件と ・博士前期課程学生の視野の拡大を図り、環境の異なる場面における応用
しない特定課題型の制度を、 開発力の高い人材の育成を目指し、複数の研究室に所属することを可
ほぼ全専攻に導入 能とするため 「工芸科学研究科履修規則」を改正し、複数の指導教員、

・学生の研究の幅を広げるため による指導体制を義務化した。、
指導教員を複数制に拡大

ア）ⅲ）夜間主コースについても ○夜間主コースについても、社会的ニーズの高い分野に再編・集約した「先
見直しを図り、従来の夜間主コ Ⅲ 端科学技術課程」に学生を受け入れ、教育の中心を現代的課題においた少
ースを社会的ニーズの高い分野 人数による密度の高い教育を開始した。
に再編・集約し、少人数による
きめ細かい教育を可能とする課
程に改組して、本年４月から学
生を受け入れる。

ア）教育研究組織の改組再編にあ ○教育研究組織の改組・再編にあわせて 「繊維科学センター」と「ものづ、
わせて、本学の特色と個性を明 Ⅳ くり教育研究支援センター」を設置し、年度当初から活動を開始した。
確にした「繊維科学センター 、 特に繊維科学センターでは、本学繊維学部が蓄積してきた繊維科学・工学」
「ものづくり教育研究支援セン 分野の発展と新繊維科学・工学体系の確立を目指して５ヵ年の事業計画を
ター」を設置し、年度当初から 策定のうえ、初年度の事業を実施した。事業の実施にあたっては、運営会
活動を開始する。 議で精力的に検討を進め、同センターの教育・研究活動を広く社会に周知

するための設置記念講演会及び東京講演会を開催するとともに、特任教員
の配置を決定し、積極的に共同研究も実施した。
ものづくり教育研究支援センターでは、ものづくり教育の共通基盤施設と
して、ものづくり教育プログラムの開発、先端的加工機能の拡充などの研
究を進め、工作機器等の講習会及び高度加工技術に関する講演会を実施し
た。

ア）ⅳ）平成１７年１０月に「産 年度計画Ⅱ－（３ （１） １） ア 【７６頁】の「計画の進捗状況」を） ）
学連携推進機構」を設置した。 参照。
平成１８年度の計画は該当の項
目を参照のこと。

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１７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。

ウェイト小計



- 16 -

京都工芸繊維大学

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

１）人件費の戦略的配分・執行
。 、 、 、中 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期

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目

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。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

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

ア）大学戦略室等作業部会による ア）人事基本方針に基づく教員の ○平成１８年７月に、教育研究センター及び業務管理センターに所属する教
長期予測等を踏まえ、大学とし 任期制について、本年度中に新 Ⅳ 員の任期制（任期５年、再任１回可）を導入した。同９月には、工芸科学
て、人件費の投資方針等人事基 たに助手と講師職に導入する。 研究科に所属する教員のうち、講師と助手の任期制（任期５年、講師は再
本方針を策定する。 任不可、助手は再任可）を導入した。さらに、同１１月には、平成１９年

度に設ける「助教」の任期制（任期５年、再任可）導入を決定し、新たに
採用する者からの適用を定めた任期規則を制定した。

ア）教員以外の職員の適正人員規 ○平成１６年度に定めた人件費削減計画に基づく人件費シミュレーションを
模について、人事委員会におい Ⅲ 行い、その結果、教員以外の職員の適正人員規模については、人事委員会
て５カ年程度の見通しを検討し において平成１６年度当初に定めた人件費削減計画に基づき今後５年間の、
中間報告としてまとめる。 正規職員の人事計画に基づいて人件費シミュレーションを行った結果を検

証し、当面この計画を確実に実施していくことが必要であるとの中間報告
を行った。
また、その後の適正人員規模の検討については、事務改革と一体として行
い、平成１９年度に実施予定の外部のコンサルティングによる詳細な業務
分析の結果に基づき、事務組織体制の検討結果を受けて適正人員及び配置
について更に検討することとした。

ア）学校教育法の改正に伴う新教 ○新教員職制への対応について、人事委員会において検討を進め、平成１８
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員職制への移行について、平成 Ⅲ 年１０月に「新しい教員職制の導入に対する基本方針について」を決定の
１９年度実施に向けて諸制度・ うえ公表した。
規則を整備する。 上記基本方針に基づき 「組織に関する規則 「教員選考基準」を改正す、 」、

るとともに 「新しい教員職制の施行前における任用手続きについて」を、
決定し、施行前の任用手続きを明らかにした。
また、助教の資格については、人事委員会での検討を踏まえて 「教員の、
新職制導入に伴う教員選考について」を策定し、これに基づき平成１９年
３月に教授会で現助手から助教への資格審査を行ったうえで決定した。
関連する就業規則、教員特例規則等についても、平成１９年３月に改正し
た。

ア）教員の審査制について引き続 ○任期制教員の再審査について、人事委員会において検討を行い 「任期制、
き検討を行い、本年中にとりま Ⅳ 教員の再任審査基準」を決定した（平成１９年４月１日適用 。）
とめる。

ア 「客員」の称号付与に関するル ○人事委員会において、客員教授等の称号付与に関し、審議を重ね、平成１）
ール整備を図る。 Ⅲ ９年３月に「客員教授等の称号付与に関するガイドライン」を作成し、学

長に報告した。平成１９年度当初に決定し、平成１９年度以降は本ガイド
ラインに則り、称号を付与することとしている。

、 、 、イ）人事委員会の役割、権限を充 イ）教員及び教員以外の職員の人 ○平成１６年度から取り組み 改善してきた評価法に さらなる改善を加え
実強化し、同委員会において教 事評価制度について、職員の給 Ⅳ 透明性の高いＰＤＳサイクルをもった人事評価システムを構築し、実施を
職員の自己評価を含む適切な人 与制度の改正を踏まえて必要な 開始した。このシステムは、まず、評価対象期間の１年前に、被評価者に
事評価制度を策定整備し、実施 見直しを早期に行う 「高度技術 評価要領（項目、方法）を公開し、これに従って評価を行い、次に実施し。
する。 支援センター」に所属する技術 た評価法の問題点を検出、改善し、次期の評価要領（項目、方法）を作成

職員の評価制度については全面 するという、恒常的な改善を可能とする透明性の高いものである。
的な改正を行う。 ① 勤勉手当の評価

一般教員を対象としては、業務負担率を設けた年間業務計画と半年毎
の事業報告書に基づき、２段階評価（研究科長等による一次評価、学長
による二次評価）により行った。管理監督者教員（センター長等）を対
象としては、業務評価法を別途に定め半年毎の事業報告書に基づき、学
長及び担当理事のヒアリングのうえ評価した。さらに、研究科長につい
ては、学長が評価した。

教員以外の職員を対象としたものとしては、業務評価要領を策定し、
事務職員、技術職員、教務職員それぞれの職位に応じた評価票に改める
ととも、被評価者の職位毎に一次・二次評価者を定め、面談を行って評
価決定する制度を導入した。

、「 」技術職員の勤勉手当に係る評価については 高度技術支援センター
の設置に合わせて、所属の評価項目、評価基準を全面改正した。なお、
昇給に係る勤務成績評価については、他の職種と同様に行う。

昇給に係る勤務成績評価②
給与制度の改正により、勤務成績に基づく昇給制度の実施方法につ

いて人事委員会で基本事項を検討し、パブリックコメントを実施した。
また、部局長等評価予定者への説明により職員各層の意見を可能な限り
反映して「勤務成績に基づく昇給制度実施の基本方針」を決定のうえ、
特別昇給制度に代えて平成１８年度版の「平成１８年度昇給に係る評価
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実施要領」により実施した。併せて「 新）昇給に係る勤務成績評価実（
施要領（試行 」により実施した。両方式による評価結果の比較検証を）
行い、昇給審査制度を有する「平成１９年度昇給に係る勤務成績評価実
施要領」を定め、平成１９年２月に全学に公表し、平成１９年度分の実
施に着手した。

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。

２）研修等人材育成計画の策定に
関する実施方策

ア）次のような措置により、若手人 ア）イ）昨年度策定した人事基本 ○教職員の資質向上を目的として、教職員一人ひとりの能力開発とスキル向
材の育成を図る。 方針に則し、教員及び事務職員 Ⅲ 上を図るため、経験、職種、能力、技術等に応じた研修機会を平成１７年

ⅰ）教育研究組織の長及び事務局 等の研修等による全学的な人材 度に引き続き提供した。平成１８年度の研修プログラムは次のとおり行っ
の課・室長は、それぞれ自己の 育成計画に基づき、教職員一人 た。
属する組織の教員及び事務職員 ひとりの能力開発とスキル向上 ①新規採用及び転入の教職員対象研修（教員１０名、事務系職員１１名参
等の研修等人材育成計画につい を図るため 経験 職種 能力 加）、 、 、 、
て検討し、その結果を教員に関 技術等に応じた研修を企画・実 ②新規採用事務系職員対象の基礎知識・ビジネスマナー研修（事務系職員
する事項は人事委員会に、事務 施する。 ８名参加）
職員等については、事務局長に ③初級システムアドミニストレータ資格取得研修（事務・技術系職員１９
それぞれ提出する。 名参加、１４名資格取得）

ⅱ）人事委員会等は、上記結果報 ④文部科学省への行政実務の実地研修（事務系職員４名参加）
告を踏まえ、人事基本方針に基 ⑤海外交流協定校（連合王国・リーズ大学）へ１ヶ月間の語学研修（事務
づき、教職員の資質向上のため 系職員１名参加）

（ ）の研修計画を立案する。 ⑥国立大学協会等外部団体主催の研修を利用 事務系職員延べ４２名参加
イ）研修計画等人材育成に関する ⑦放送大学等遠隔授業形式の研修を利用（事務系職員延べ２１名参加、１

計画は、平成１７年度内に策定 ４名が単位取得）
し、これを公表の上、平成１８ ⑧実験系教員対象にISO研修を４月に実施
年度から実施する。 ⑨パソコン研修（事務･技術系職員延べ４４名参加）
なお、現場を離れて研修等を ⑩教員対象の研修として知的財産権研修を実施。また、授業公開を組み入

行う教職員の比率は、全体の５ れた教員相互研修をFDの一環として実施。
％程度まで高める。

ア）イ）教職員個々の自発的なキ ○平成１６年度に開始した自己申請方式による研修制度「大学運営リサーチ
ャリアアップ、自己研鑽を図る Ⅳ ・プログラム」を継続して実施した。
ため、自己申請方式による研修 平成１８年度は、９件の実施計画が申請され、その内容を審査のうえ、６
制度を確立し実施する。 件を採択した。プログラムの実施後には、研修成果報告会を開催し、研修

成果の共有を図った。

３）優れた人材を確保する方策の
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策定に関する実施方策

ア）次のような措置により、人材の ア）教員については、人材確保の ○教員については、人材確保のガイドラインに沿った人事計画書を教育研究
確保を図る。 ガイドラインに沿った確保計画 Ⅲ 組織の長から提出させ、人事委員会で本学の基本理念に基づく将来計画か

ⅰ）人事委員会等は、人事基本方 を各教育研究組織の長が作成し ら見た当該計画の妥当性等について審査した。なお、人事計画書は、当該、
針に基づき、教職員の人材確保 人事委員会において審査し、採 人事計画の趣旨・意義・目標・組織の全体計画を明瞭に記す様式に改め
方策のガイドラインを策定す 用に当たっては、幅広く公募を た。
る。 行い、研究実績のみにとらわれ 人材確保に当たっては、引き続き公募を原則とし、選考委員会では、書類

ⅱ）教員については、教育研究組 ない多様な選考を実施する。 選考のほか候補者の教育目標等に関するヒアリングも行い、研究実績のみ
織の長が、上記ガイドラインに にとらわれず、人物、教育力も十分考慮した教員選考を行った。
沿って、第一期中期目標期間に また、選考委員会から人事委員会へ、応募者から候補者決定に至る選考経
おける確保計画を作成して学長 緯について報告することとし、客観性・透明性の確保に努めた。
に提出する。

ⅲ）人事委員会は、当該確保計画 ア 事務職員等の採用については ○事務職員については、昨年度同様職員統一採用試験の合格者のうち、本学） 、
を審査の上、意見を付して学長 近畿地区国立大学法人等職員統 Ⅲ への採用を希望する者に小論文試験、集団面接、個別面接による二次試験
に答申する。 一採用試験の合格者から幅広い を実施した。

ⅳ）教育研究組織の長は、承認さ 観点から選考を行うとともに、 集団面接では、面接者が学歴・出身大学等に偏重せず、適応力・人物面を
れた確保計画に沿って、具体的 特別な知識・能力等を必要とす より重視した選考を行った。
個別的確保案件が生じたとき る人材を確保するための柔軟な また、 終面接では、役員（理事）を面接者に加え、多角的かつ高度な視
は、その都度、人事委員会に申 選考方法を検討する。また、中 点により、本学にとって真に必要かつ有為な人物を採用するという視点で
請する。 高年齢者の雇用促進のため、再 選考を行った。

ⅴ）人事委員会は、上記個別案件 雇用制度を確立する。 平成１７年度に制定した再雇用職員就業規則に基づき、再雇用の取扱い方
を審査し 学長に答申するほか 針を１０月に定め、再雇用希望者に面接により継続就労の意思・意欲、業、 、
学内教員の教育研究活動の評価 務希望を確認のうえ、２名の再雇用者を決定し、本人の希望・能力にかな
や学外研究者の活動等について うポストに配置した。
の自らの調査等に基づき、本学 なお、特別な知識・能力等を必要とする人材確保については、ここ数年の
への貢献が高いと認めるとき 間に具体的に必要となる見込みであり、他大学の選考方法等を参考に検討
は、個別確保案件を直接、学長 を行う。
に建議することができる。

イ）上記ガイドラインは、平成１
７年度に策定し、平成１８年度
から適用する。

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

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。中

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、これまで以期

上に簡素化等を進める。
３）アウトソース、支援要員の確保目

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。
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

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

ア）私学等他大学や企業等による ア）イ）事務の改革・改善計画に ○平成１６年度から平成１７年度にかけて実施した事務の自己点検・評価に
本学の事務処理体制等に関する 基づき、私学関係者、外部コン Ⅲ 基づき策定した事務及び事務組織の改革方針に沿って、課・室の再編統合
外部評価を実施する。 サルタント等の意見、監事追加 を順次実施した。

イ）当該評価に基づき、改善案を 意見等を踏まえて策定した改善 また、外部からの要請等にワン・ストップで対応するなど、当該業務につ
作成し、実施する。 のための実施計画等に基づき、 いて迅速な対応を可能にするため、一定の裁量権を有する「主幹」の職を

事務組織の再編統合、業務の統 新たに設け、平成１８年４月に「広報主幹」を、平成１８年７月には「就
合、効率化について検討のうえ 職主幹」を置いた。
順次実施する。

） 、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。

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

、 。ア）専決規程の見直し等により決 ア）イ）規則レベルの規定は一義 ○国立大学法人化後の３年間の実状を踏まえ 専決規則の見直しに着手した
裁時間を短縮する。 性を損なわない限りでなるべく Ⅲ ３年間の決裁文書を精査し、学長の判断が必要な事項と専決者に裁量を委
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イ）大学経営に直接関係する会議 抽象化するとともに、具体的事 ねる事項に整理した。
等を除き 議事録等の報告書は 務処理方法等は極力要項化し、、 、
原則として会議メンバーが作成 各課の裁量を拡大する。
し、必要に応じて公表する。

ア）イ）入試関連事項の決定プロ ○アドミッションセンター各部門の構成員の見直しを図り、入試に関連する
セスの効率化及び事務処理の簡 Ⅲ 意思決定プロセスの効率化と事務処理の簡素化を図った。
素化を推進する。

ア）イ）授業科目の受講登録事務 ○受講登録事務の簡素化と学生サービス向上ため、受講登録の 化を行Web
の簡素化・迅速化及び学生サー Ⅳ った。平成１９年度前学期は、試行的に運用し、後学期には本運用を開始
ビスの向上を図るため、Web化に することとした。
ついて検討を行う。

ウ 本学の事務処理方法について ウ 私学関係者等の提言を踏まえ ○平成１８年４月に行った教育研究組織の改組・再編にあわせ、学部・研究） 、 ） 、
上記１）ア）による評価を実施 情報化関連 学生サービス関係 Ⅲ 科における事務サポートを強化するため 「総務課工芸分室」と「同繊維、 、 、
し、改善を図る。 教員への支援方法の改善等諸課 分室」を統合して工芸科学研究科を担当する「総務課分室」を設置した。

、「 」 「 」 「 」題について更なる工夫改善を図 さらに 情報化推進室 と 情報図書サービス室 を統合して 情報課
り、合理化と重点化を進める。 を設置し、本学の学術情報基盤に係る業務を一元的に統括する組織に再編

した。また、同７月には 「学生サービス課」に「就職主幹」を配置し、、
就職支援業務を強化した。

ウ）年度当初に事務局業務を「事 ○事務局が平成１８年度に取り組む業務を「事務局固有の年度計画」として
務局固有の年度計画」として作 Ⅲ 作成し、平成１８年度当初にホームページを通じて学内に公表した。平成
成し、年度終了後に評価を行う １９年度には、事務等の効率化・合理化のための改善に向け、評価・分析
ことにより、事務等の効率化・ を行うこととしている。
合理化のＰＤＳサイクルを確立
する。

エ）上記措置については、平成１
６年度から順次実施する。

３）アウトソース、支援要員の確保
に関する実施方策

ア）上述の外部評価結果等を踏ま ア）業務の遂行体制、見直し・点 ○平成１８年度は、以下の業務を新たに外部委託した。
え、外部委託が適切なものにつ 検を継続して行い、外部評価結 Ⅲ ①附属図書館における図書・雑誌の受入業務及び書誌データ等の入力業務
いては、極力アウトソース化を 果も踏まえ、可能なものから順 ②初級システムアドミニストレーター研修
図る。 次実施する。

ア）業務のマニュアル化に努め、 ○平成１８年度は、学生サービス課の窓口業務のうち、学生からの紛失、拾
アウトソース化の検討を進める Ⅲ 得、盗難の申告及び講義室、体育館などの施設使用申請に対する事務処理。

マニュアルを新たに作成した。これにより、先に作成していたアルバイト
の紹介業務や定期券購入証発行業務の事務処理マニュアルとあわせ、学生
サービス課の窓口における定型的な業務のほとんどをアウトソースするこ
とが可能となった。
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イ）教育研究支援にかかる事務の イ）ウ）昨年に引き続き 「京都ブ ○本学の学生に加え、社会人、一般市民等も対象に開講する科目「京都ブラ、
うち、適当と認められるものに ランド創生」の講義時の受付、 Ⅲ ンド創生」の講義補助、学外者の受付・案内などに、本学学生の支援を得
ついては、本学学生やその他の 案内及び講義補助等について学 た。実施にあたっては、事前に細部にわたる打合せを行った。
ボランティア等の支援協力を得 生の支援を得る。
る。

ウ）上記支援協力の確保にあたっ イ）ウ）昨年度後学期から、英語 ○ＴＯＥＩＣ等を組み入れた実践的な英語教育を補い、英語の自学自習を促
ては、当該業務に関する事前の の自学自習のために一部講義室 Ⅲ すシステム「コールシステム」の運営にＴＡをサポートデスクとして配置
研修プログラムの提供を行う。 を授業のない時間帯に開放する し、利用学生に対し、必要な助言を行った。サポートデスクを配置する際

ため、ＰＣ３０台を設置した。 に、利用方法や運営方法に関する説明を教職員より行った。
本年度は更に学習機会を拡充さ
せるため、ＴＡをサポートデス
クとして配置し、英語力及び技
術力の向上を図る。

エ）上記措置については、平成１
６年度から順次実施する。

ウェイト小計

ウェイト総計
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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 ２．共通事項に係る取組状況

（１）研究科（学部）の運営体制等の見直し （１）戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用
平成１８年４月に行った教育研究組織の改組・再編に伴い、学部及び研 ①運営のための企画立案体制の整備状況

究科の管理運営体制を全面的に見直した。 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
教育研究上の基本組織であり、教員組織でもある研究科の 高責任者で 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

ある研究科長の補佐体制を整備するため、２名の副研究科長を新たに設置 析・企画・立案・実施を行う６つの大学戦略室等作業部会を平成１６年度
した。副研究科長は専攻長会議等で議長を務めるなど、機能分担すること に設置して、法人としての経営戦略を立案するマネジメント体制を構築し
によって効率化を図った。さらに、学部及び研究科の教育上の大区分とし ている。
て設けた学域には、学域長を置き、当該学域における教育プログラムの編 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
成 入学試験などの権限を付与すると同時に責任を負うことを明確にした 長とする「企画運営戦略会議」を設置して、新規事項や複合的な事項に全、 。

また、教員の所属単位であり、関連する教育プログラムなどの実際上の 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。
責任母体として新たに設けた部門に部門長を置いた。部門長は、昇給と勤
勉手当に関する教員評価において、一次評価者としている。 ②上記の企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況

これらの役職者に加え、従前は１年で交代していた学科長、専攻長も含 大学戦略室等作業部会の具体的な成果としては、法人発足以後平成１７
め、それぞれの役職者の役割の重要性から任期を２年間とした。 年度末までに、①大学理念の制定（平成１６年度、基本構想委員会 、②教）

この見直しにあわせ、学部教授会などの会議、学部・研究科の諸課題に 育研究組織改革案の策定（平成１７年度、基本構想委員会 、③人事基本方）
係る学内組織との連絡調整等の業務を担当する「総務課工芸分室」と「同 針の策定（平成１７年度、人事委員会 、④人材確保のガイドラインの策定）
繊維分室」について、事務の効率化を図りつつ見直しを行い、これらを統 （平成１７年度、人事委員会 、⑤財務基本方針の策定（平成１６年度、財）
合して「総務課分室」を設置した。 務委員会 、⑥大学シンボルマークの制定（平成１７年度、広報センター））

を行った。
（２）高度技術支援センター（ＡＴＥＣ）が活動を開始 平成１８年度には、基本構想委員会による、教育研究組織の改組・再編

、 、 、技術職員による教育研究支援業務を全学的・組織的に実施するために再 後の教育改革の実施状況等の調査 人事委員会による 教員任期制の拡大
組織化した「高度技術支援センター」が、活動を開始した。 助教制度の導入、人事評価制度の改善、大学評価室による、全学的な自己

同センターでは、全学的な教育研究支援を組織的に実施している。所属 点検・評価の実施など、着実に施策を実施している。
職員が持つ技術を普及させるため、各種の講習会を実施した。一方、所属 さらに、年度計画の策定や概算要求に関しては、前述の「企画運営戦略
職員のスキルを向上させ、支援業務の高度化を図るため、各種の研修に参 会議」において検討を行った。
加させた。

③法令や内部規則に基づいた手続きと意思決定
（３）社会との連携及び社会貢献事業等に関する窓口の明確化 法令や学内規則に定められているとおり、役員会・経営協議会・教育研

社会との連携を強固にし、社会から期待される大学となるため、社会と 究評議会において必要な審議を行い、適正な手続きを経て法人の意志決定
の連携及び社会貢献事業等に関する責任体制を明確にするため 「情報・社 を行っている。、
会連携等」担当副学長を設けた。また、社会からの要望等についての窓口 平成１８年度の実施状況は以下のとおり。
を明確にするとともに、課程・専攻・教育研究センター等からの情報収集 ・経営協議会においては、前年度事業報告や次年度計画のうち経営に関
及び学内外からの要望等についての調整を一元的に行うため、企画広報課 する事項、また、予算、決算及び概算要求に係る事項、役員手当や職
を窓口とする体制を構築した。 員給与に関する規則の改正、授業料等について審議した。

平成１８年度には、京丹後市を中心とした京都府北部地区での地域貢献 ・教育研究評議会においては、前年度事業報告や次年度計画のうち経営
などの成果があった。さらに平成１８年度の業務実施の結果を受けて、よ に関することを除く事項、また、通則の改正、教員人事、教員の人事
り効果的に取組が推進できる体制とするため、平成１９年４月に「社会連 に係る規則や選考基準の改正、入学者選抜要項、学術交流協定の締結
携推進室」を設置することを決定した。 等について審議した。
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・役員会においては、これらの審議結果を踏まえ、法令に定められた事 修を実施することを決定した。
項やその他の法人運営上重要な事項について審議し、意志決定を行っ
た。 （３）法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価、資源配分の修正

役員会、教育研究評議会、その他の重要会議については、常に監事が出 ①法人内における資源配分に関する中間評価・事後評価の実施状況と評価結
席し 意志決定手続きの適正さについて確認できる仕組みとしているほか 果を踏まえた資源配分の見直しの状況、 、
必要に応じて役員、教員、事務職員から業務状況を聴取している。さらに 『年度計画Ⅰ－（２）１ １）イ 【２６頁】の「判断理由」を参照』）
財務諸表、事業報告書、決算報告書の監査については、文部科学大臣から
選任された会計監査人により実施しており、監事監査、会計監査人監査の ②附属施設の時限の設定状況
どちらにおいても、業務の遂行及び報告書等について適正である旨の報告 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
がされている。 センター化して遂行している。この教育研究プロジェクトセンターは、時

限を定めて設置している。現在、活動している１０のセンターは、いずれ
（２）法人としての総合的な観点からの戦略的・効果的な資源配分 も３年の時限を付している。さらに、毎年度活動内容等の報告を求め、審

①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 査のうえ継続の可否を決定することとしている。
配分経費の措置状況と事業の実施状況

○ 学長裁量経費 （４）業務運営の効率化
中期目標・中期計画の達成に向け、教育研究等の一層の充実等を図るた ①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

め、学長のリーダーシップにより、戦略的に予算を措置する学長裁量経費 年度計画Ⅰ－（１）４ １）ア 【２０頁】の「判断理由」を参照』『 ）
を、平成１８年度には、主に、学生と教員の共同プロジェクト（ＮＨＫ大
学ロボコン挑戦、全日本学生フォーミュラ大会参戦等 、外部資金の獲得を ②各種会議・全学的委員会等の見直し、簡素化による教職員の負担軽減）
支援する経費、学長補佐室設置経費等に80,235千円を使用した。 法人化を機に、法人経営に関わる戦略的な事項を調査・分析・企画・立

○ 学長裁量枠教員の戦略的配置 案する６つの大学戦略室等作業部会と、教育研究等に直接関わる業務の調
平成１６年度に、従来の学部・学科等の各組織毎に教員を配置する方式 査・分析・企画・立案・実施までを行う８つの業務管理センターを設置す

を廃止して、新たに収容学生数に基づく本学独自の教員配置基準を定め、 ることにより、既存の学内組織であった２１の委員会等を整理・統合・廃
新配置基準数を超える教員数を全て学長裁量枠教員とし、戦略的分野に平 止し、大幅な合理化を図った。さらに、平成１８年度の教育研究組織の改
成１８年度末現在で８名配置している。 組・再編に伴い、工芸科学部及び工芸科学研究科のそれぞれの教授会に下

部組織を設置し、機能分担することにより、審議の効率化・合理化を図っ
②助教制度の活用に向けた検討 た。
○ 平成１８年９月に、工芸科学研究科に所属する教員のうち、講師と助手

の任期制（任期５年、講師は再任不可、助手は再任可）を導入した。さら （５）外部有識者の積極的活用
に、同１１月には、平成１９年度に設ける「助教」の任期制（任期５年、 ①外部有識者の活用
再任可）導入を決定し、新たに採用する者からの適用を定めた任期規則を 経営協議会については、法令に則り委員の半数を学外委員とし、大手企
制定（策定）した。 業の創業者、地元新聞社会長、地元高校校長など、多岐にわたる分野から

また、新教員職制への対応について、人事委員会において検討を進め、 参画いただいて、大学経営に大所高所から指導・助言をいただいている。
平成１８年１０月に「新しい教員職制の導入に対する基本方針について」 理事４名のうち１名は大手民間企業の研究開発所長等の経歴を有する者
を決定のうえ公表し、その方針に基づき 「組織に関する規則 「教員選考 を招へいし、研究・産学連携等担当理事として産学官連携戦略、知的財産、 」、
基準」を改正するとともに 「新しい教員職制の施行前における任用手続き 戦略などに民間的発想に基づいた先進的な取り組みに手腕を発揮していた、
について」を決定し、施行前の任用手続きを明らかにした。 だいている。

なお、助教の資格については、人事委員会での検討を踏まえて 「教員の そのほか、国際交流業務の充実のため、私立大学の国際交流実務経験者、
新職制導入に伴う教員選考について」を策定し、これに基づき平成１９年 を国際交流プロモーター（専任助教授）として国際交流センターに配置し
３月に教授会で現助手から助教への資格審査を行ったうえで決定した。 た。

○ 前述の「教育研究推進事業」のうち、若手研究者支援事業の応募対象者 さらに、前述の教育研究プロジェクトセンターに、企業等の第一線で活
を平成１９年度から 「助教」または「助手」とし、経費面から競争的環境 躍している研究者や技術者を特別研究員として、また、特定の分野で卓越、
の中で支援することを決定した。 した知識・技能を有する学外者を特任教員として招へいし、当該プロジェ

○ 新たに助教となる教員の資質向上を目的として平成１９年８月に教員研 クトの推進に活用している。
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②経営協議会の審議状況及び運営への活用 ③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
経営協議会においては、前年度事業報告や次年度計画のうち経営に関す ○ 前述の方法により実施された監事監査の結果、平成１８年６月に提示さ

る事項、また、予算、決算及び概算要求に係る事項、役員手当や職員給与 れた平成１７年度監査報告書における監事意見では、１０項目についての
に関する規則の改正、授業料等について審議を行った。委員からの意見に 意見と具体的な改善策の提案があったが、これらの意見、提案等に対する
対しては適切な対応を行っており、平成１８年度の意見とそれへの対応は 改善実施計画を速やかに定め、可能なものから順次取り組んでいる。
次のとおりである。 ○ 会計監査人からは、監査報告書とあわせて、次年度の決算に向けて参考
ⅰ）平成１８年度予算編成について となる事項が示されているが、その事項への対応について会計監査人に対
〔意見〕 年度当初の適正な執行を可能とするため、予算確定の早期化が して検討状況を報告するとともに、順次改善を図っている。

必要である。 ○ 「監事意見及び改善のための実施計画」については、ホームページに掲
〔対応〕 平成１９年度当初予算案については基本的な経費の概略のみを 載して教職員に周知するとともに情報の共有化を図って、業務改善や運営

定め、決算後の繰越額が確定した時点で予算を補正することに に役立てている。
決定した。

ⅱ）平成１８年度補正予算の編成について （７）従前の業務実績の評価結果の運営への活用
〔意見〕 改修費等は予備費ではなく、適切な予算区分を設けて計上すべ ①評価結果の法人内での共有や活用

きである。 国立大学法人評価結果は、その通知を受けた後に 「国立大学法人・大学、
〔対応〕 平成１９年度当初予算案については 「特殊要因経費（耐震改修 共同利用機関法人の改革推進状況 と併せて 役員会 経営協議会 教、 」 「 」、「 」、「

移転費等 」として別枠で予算計上することにより、事業目的を 育研究評議会」に報告するとともに学内外に公表している。また、平成１）
明確化した。 ８年度からは、平成１９年度計画を策定する段階で、平成１７年度の評価

において各大学に示された課題等をとりまとめて関係部署に示した。
（６）監査機能の充実

①内部監査組織の独立性の担保等、監査体制の整備 ②具体的指摘事項に関する対応
監事の業務監査においては、大学の理念に照らして教育・研究が適切に 具体的な指摘事項なし

実施されているか否か、教育・研究、その他の業務が社会の要請に応えて
いるか否か、教育・研究支援業務が十分かつ効率的に行われているか否か
の観点を中心にして行われており、監査の実施方法は、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等が実施されている。

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、決算報告
書の監査を実施している。

これらの監査を円滑に進めるための事務支援組織として 「監査サポート、
室」を置き、監事の指示によって支援業務を行っている。

内部監査については、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し、実施している。実施にあたっ
ては、監査の独立性を担保するため、法人職員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した外部専門家（公認会計士）
は学長が委嘱した。監査は、研究室等での実査により行い、その結果は、
財務担当理事に書面により報告している。

②内部監査の実施状況
平成１８年度は、平成１８年１０月２日～６日に平成１８年度内部監査

実施細目に定めるところにより実施した。


