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京都工芸繊維大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４） その他業務運営

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 １）高度な教育研究活動を支援し得る施設設備の整備
期 ねらい：大学の発展を見通しつつ、学術の進展や多様化する教育研究に対応した、高機能で快適な施設環境の整備を図る。
目 ２）総合的な省エネ対策の推進
標 ねらい：環境保全、経費削減の観点から、施設設備の活用に伴うエネルギー使用の削減に努める。

進捗中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状況

１ 施設設備の整備・活用等に関する目
標を達成するための措置

１）高度な教育研究活動を支援し得る
施設設備の整備に関する実施方策

【49】 【49-1】 Ⅳ 【49-1】
ア）環境・施設委員会の体制・権限・ キャンパス整備計画（マスタープラン） キャンパス整備計画（マスタープラン）に基づき、平成21年度施設

機能を強化し、大学の発展を見通し に基づき、平成21年度施設整備事業計画 整備事業として、平成20年12月に図書館耐震改修、合同講義室エレベ
た中長期にわたるキャンパス整備計 を策定する。 ーター棟新営、学生寄宿舎耐震改修計画を策定した。さらに、平成21
画の策定を行う。 年３月に、学生食堂、創立60周年記念館及び松ヶ崎KIT会館の新営計

画を追加策定した。

【49-2】 Ⅲ 【49-2】
次期中期目標・中期計画の策定に向 施設事務、設計及び維持管理の迅速化を図るため、これまで蓄積し

け、施設設備実態、施設活用状況などの てきた図面等の紙ベースの情報について、平成20年10月から電子情報
基礎データを収集する。 化を継続的に行っている。その成果として、過去の工事履歴の検索が

迅速に行えるようになった。

【49-3】 Ⅲ 【49-3】
本学に所蔵・蓄積された教育研究活動 教育研究活動の成果を学内外の科学技術施策などへ有効活用するた

の成果を学内外の科学技術施策などへ有 め、本学の既存ネットワーク（松ヶ崎団地１G→10G）や対外的な接続
効活用するため、分散している松ヶ崎キ （SINET100M→１G）を高速化し、相互の情報を流通させる基盤を整備
ャンパスと嵯峨キャンパスを大容量高速 した。また、地域社会への高度な情報発信と連携をより強化するため、
ネットワークで接続するとともに、本学 京丹後キャンパスにテレビ会議システムやルータ及びネットワーク状
の既存ネットワークや対外的な高速ネッ 態監視システム等の整備を行った。なお、平成21年度当初には、京丹
トワークとも接続し、相互の情報を流通 後キャンパスと大容量ネットワークで接続する予定である。
させる基盤を整備する。また、本学が包
括協定を締結している京丹後市の「京都
工芸繊維大学京丹後キャンパス地域連携
センター」とも大容量ネットワークで接
続し、地域社会への高度な情報発信と連
携をより強化する。

【50】 【50-1】 Ⅲ 【50-1】
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イ）環境・施設委員会は、上記キャン キャンパス整備計画（マスタープラン） キャンパス整備計画（マスタープラン）に基づく老朽建物の耐震改

パス整備計画を踏まえつつ、老朽建 に基づき、引き続き老朽化建物の耐震改 修に関する施設整備事業として、２号館南棟、10号館、11号館、12号
物の耐震改修工事計画、施設利用の 修、プロジェクト研究のための共用スペ 館、本部棟を整備するとともに、利用スペースの再配置等の見直しを
見直しによる効率的なスペースの再 ース整備等の事業を実施する。 図り、プロジェクト研究（若手研究者）のための共用スペースの整備
配分、共用スペースの確保によるプ 等を実施した。
ロジェクト研究などへの重点配分、
維持管理計画等、総合的な施設マネ 【50-2】 Ⅳ 【50-2】
ジメントを策定し、施設設備の効果 平成19年度に策定した「施設基準面積 「施設基準面積の原則」に基づき、12号館に若手研究者等のスペー
的・効率的使用と、着実な整備を推 の原則」に基づき、若手研究者等のスペ ス約300㎡を確保した。
進する。 ースの確保を推進する。 また、「施設基準面積の原則」を更に充実させ、「面積配分の指針」

と「施設利用の指針」を追加した「施設使用指針2009」を平成21年3
月に策定した。この指針に基づき、限られた施設の有効活用を図ると
ともに、若手研究者等のスペースの確保を行うこととし、教員の所属
組織（部門）ごとにまとまった研究室配置のための研究室の移転を行
い、あわせて若手研究者のスペースを確保した。

【51】 【51-1】 Ⅲ 【51-1】
ウ）環境・施設委員会は、後述の安全 引き続き、安全パトロール及び施設の 施設の点検パトロール（平成20年７月）と作業環境状況などの安全

管理センターと緊密な連携のもと、 点検パトロールを実施し、施設設備の安 に関するパトロール（平成20年７月、11月、平成21年３月に計３回）
効果的な運用を図る。 全対策を推進する。 を実施するとともに、安全対策の推進体制を強化するために、有機溶

剤作業主任者（３名）、木材加工用機械作業主任者（２名）、第２種
電気工事士（１名）の資格者の増員を図った。

また、パトロール結果を踏まえ、AEDの増設やアスベスト含有実験
機器の除去を実施した。

【52】 【52-1】 【52-1】
エ）上記キャンパス整備計画は、平成 上記ア）、イ）、ウ）の年度計画を実施 上記ア）、イ）、ウ）の年度計画を実施した。

16年度末を目途に策定する。 する。

２）総合的な省エネ対策の推進に関す
る実施方策

【53】 【53-1】 Ⅲ 【53-1】
ア）環境・施設委員会は、ISO14001の 引き続き、エネルギー管理標準の運用 環境マネジメントシステムを学生も含めた全学で運用し、省エネル

認証継続維持活動と連携して総合的 とISO14001認証の維持活動により省エネ ギーを推進したことにより、平成20年10月にISO14001の維持審査にて
な省エネ対策を検討し、省エネ活動 ルギーを推進する。 「適合」の判定を受けた。
の推進とエネルギー使用の削減のた
めの具体的数値目標を計画し、公表 【53-2】 Ⅲ 【53-2】
する。 引き続き、環境・施設委員会エネルギ 原油価格の高騰により電気、ガス料金が値上げされたことを踏まえ、

ー管理専門部会において、省エネルギー 節電・省エネの周知（平成20年７月10日付け学長通知）を図るととも
の啓蒙活動を行う。 に、夏季におけるエアコンの運転時間制限など季節変動を考慮したエ

ネルギー削減の実施などの啓蒙活動を実施した。

【53-3】 Ⅲ 【53-3】
必要に応じ、エネルギー使用量の削減 平成19年度に行ったISO14001の更新審査に伴う環境マネジメントプ

のための数値目標を見直し、公表する。 ログラム実行計画書の見直しにより、電気使用量の削減に加え、ガス、
白灯油及び水使用量を基準年度（2006年度）比２％（毎年度１％）削
減する目標を設定し、大学ウェブサイトを通じて公表した。また、文
部科学省が実施した「大学等のエネルギー管理指定工場実地調査」の
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結果を受け、評価過程の指導・助言に基づき、エネルギー管理標準の
改訂を行った。

さらに、エネルギー管理の充実を図るため、BEMS(ビルエネルギー
マネジメントシステム)を導入した。これにより、将来電力・ガス使
用量を電源種別、建物別及び研究室別に一元管理できる基盤が整った。

【54】 【54-1】 【54-1】
イ）上記の計画は、平成16年度内にと 上記ア）の年度計画を実施する。 上記ア）の年度計画を実施した。

りまとめる。

ウェイト小計
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京都工芸繊維大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４） その他業務運営

② 安全管理に関する目標

中 １）安全管理体制の確立
期 ねらい：高度な教育研究活動を支障なく行い、安全な環境を確保するため、全学的な安全管理体制の確立と学生への安全教育を徹底する。
目
標

進捗中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状況

２ 安全管理に関する目標を達成するた
めの措置

１）安全管理体制の確立に関する実施
方策

【55】 【55-1】 Ⅲ 【55-1】
ア）本学の総合的な安全衛生管理対策 引き続き、労働安全衛生法に基づく施 安全衛生委員会において、労働安全衛生法に基づく衛生管理者・産

を企画・立案・実施するための組織 設設備の点検を実施し、必要に応じ、環 業医による職場巡視体制について検討し、平成20年７月に「安全衛生
として、新たに「安全管理センター」境・施設委員会と連携して施設、設備を 等に係わる巡視体制及び実施について」を取りまとめ、各部門等にお
を設置する。 改善する。 いて平成20年10月より点検の体制整備も含め試行的に巡視点検を実施

ⅰ）労働安全衛生法等を踏まえた施設 するとともに安全衛生委員会の安全パトロールを行った。
・設備面での管理を徹底し、定期的 さらに、施設管理担当者による施設の点検パトロールをも実施し、
な点検・改善を行う。 老朽化等による危険施設箇所の確認・改善を行い、環境・施設委員会

ⅱ）危機管理マニュアルを作成し、危 とも連携し、騒音被害のあった空調室外機や排気ファンの改修を実施
機管理の徹底を図る。 した。

ⅲ）安全衛生に関する講習会を実施し、
構成員及び学生の安全衛生管理意識 【55-2】 Ⅲ 【55-2】
の向上を図る。 引き続き、総合防災訓練及び安全衛生 安全意識及び危機対応能力の向上を図るため、教職員・学生461名

に関する講習会を実施し、安全衛生管理 が参加して総合防災訓練（平成20年10月15日）を実施した。また、４
意識の向上を図る。 年次生以上の学生及び新任の教員合わせて714名が参加して、有機廃

液及び無機廃液の処理についての講習、化学物質・高圧ガス・液体窒
素等の管理についての講習（平成20年４月21日、平成20年５月２日）
を実施した。

さらに、安全衛生委員会において、心の健康管理の一環として教職
員81名を対象にメンタルヘルスケア講演会（平成21年１月30日）を開
催し、衛生管理意識の向上を図った。

加えて、本学では、作業環境測定を教育事業として捉え、学生や教
職員自らが実施していることから、環境の日常点検のために測定機器
の充実を図るとともに、安全衛生意識の向上を図るため、検知管等測
定講習会（平成20年９月）等を実施した。

【55-3】 Ⅲ 【55-3】
防災訓練等の結果を検証し、危機管理 防災訓練の結果を検証し、備蓄倉庫物品の更新及び充実を図るとと

の手引、安全の手引の充実を図る。 もに、「危機管理の手引き」について、事務組織の変更による見直し
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を行った。また、「安全の手引き」についても、本学における消防用
設備の実態などを加え、充実を図った。

【56】 【56-1】 【56-1】
イ）安全管理センターは、教職員によ 上記ア）の年度計画を実施する。 上記ア）の年度計画を実施した。

る兼務のほか、必要に応じ、一定期
間センターを本務とする教員で構成
する。

【57】 【57-1】 【57-1】
ウ）上記センターは、平成16年度に設 上記ア）、イ）の年度計画を実施する。 上記ア）、イ）の年度計画を実施した。

置し、順次活動を進める。

ウェイト小計
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京都工芸繊維大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４） その他業務運営

③ 環境問題への取組みに関する目標

中 １）全学的な環境問題への取組み
期 ねらい：本学の教育研究上の長期ビジョンとも深くかかわる課題である環境汚染防止と地球環境の継続的改善という視野から、学生の積極的な参画を促し、
目 継続的に環境負荷低減活動を全学的に推進する。
標

進捗中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状況

３ 環境問題への取組みに関する目標を
達成するための措置

１）全学的な環境問題への取組みに関
する実施方策

【58】 【58-1】 Ⅲ 【58-1】
ア）環境管理責任者の指揮の下に、環 ISO14001認証の維持活動の検証を踏ま ISO14001認証を継続維持するために必要な環境マネジメントシステ

境・施設委員会、環境科学センター え、環境マネジメントシステムの環境マ ム実行計画書については、毎年、環境組織体制である全サイトが「エ
を中心に、ISO14001認証の継続維持 ネジメントプログラム実行計画書の見直 ネルギー使用の効率化」などの進捗状況について自己評価を行い、そ
活動を全学的に進める。 しを図りつつ、ISO14001認証を維持する。 の結果を踏まえて見直しを行っている。

※中期計画イ）ウ）に関連 また、「環境マインド」を持つ学生を育成するため、継続して環境
負荷低減や環境管理の徹底に努め、教育・研究機関の特徴を活かした
「エコキャンパスの構築」を推進している。

これらの活動により構成員の環境に対する意識が高まり、平成20年
10月にISO14001の維持審査において「適合」の判定を受けた。

【59】 【59-1】 Ⅲ 【59-1】
イ）平成15年度に全学取得したISO認 ISO14001継続維持活動の検証を踏ま ISO14001認証を継続維持するために必要な環境マネジメントシステ
証を、平成16年度以降確実に継続維 え、環境マネジメントシステムの環境マ ム実行計画書については、毎年、環境組織体制である全サイトが「エ
持充実させる。 ネジメントプログラム実行計画書の見直 ネルギー使用の効率化」などの進捗状況について自己評価を行い、そ

しを図りつつ、ISO14001認証を維持する。 の結果を踏まえて見直しを行っている。
※中期計画ア）ウ）に関連 また、「環境マインド」を持つ学生を育成するため、継続して環境

負荷低減や環境管理の徹底に努め、教育・研究機関の特徴を活かした
「エコキャンパスの構築」を推進している。

これらの活動により構成員の環境に対する意識が高まり、平成20年
10月にISO14001の維持審査において「適合」の判定を受けた。［再掲］

【59-2】 Ⅲ 【59-2】
環境負荷低減のための設備機器等の改 平成19年度に行ったISO14001の更新審査に伴う環境マネジメントプ

善に関する計画を策定し実行する。 ログラム実行計画書の見直しにより、電気使用量の削減に加え、ガス、
※中期計画ウ）に関連 白灯油及び水使用量を基準年度（2006年度）比２％（毎年度１％）削

減する目標を設定し、大学ウェブサイトを通じて公表した。また、文
部科学省が実施した「大学等のエネルギー管理指定工場実地調査」の
結果を受け、評価過程の指導・助言に基づき、エネルギー管理標準の
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改訂を行った。

さらに、エネルギー管理の充実を図るため、BEMS(ビルエネルギー
マネジメントシステム)を導入した。これにより、将来電力・ガス使
用量を電源種別、建物別及び研究室別に一元管理できる基盤が整った。

【60】 【60-1】 Ⅲ 【60-1】
ウ）環境科学センターの体制を整備し、 ISO14001継続維持活動の検証を踏ま ISO14001認証を継続維持するために必要な環境マネジメントシステ

上記の認証継続維持活動を充実させ え、環境マネジメントシステムの環境マ ム実行計画書については、毎年、環境組織体制である全サイトが「エ
る。 ネジメントプログラム実行計画書の見直 ネルギー使用の効率化」などの進捗状況について自己評価を行い、そ

しを図りつつ、ISO14001認証を維持する。 の結果を踏まえて見直しを行っている。
※中期計画ア）イ）に関連 また、「環境マインド」を持つ学生を育成するため、継続して環境

負荷低減や環境管理の徹底に努め、教育・研究機関の特徴を活かした
「エコキャンパスの構築」を推進している。

これらの活動により構成員の環境に対する意識が高まり、平成20年
10月にISO14001の維持審査において「適合」の判定を受けた。［再掲］

【60-2】 Ⅲ 【60-2】
環境負荷低減のための設備機器等の改 平成19年度に行ったISO14001の更新審査に伴う環境マネジメントプ

善に関する計画を策定し実行する。 ログラム実行計画書の見直しにより、電気使用量の削減に加え、ガス、
※中期計画イ）に関連 白灯油及び水使用量を基準年度（2006年度）比２％（毎年度１％）削

減する目標を設定し、大学ウェブサイトを通じて公表した。また、文
部科学省が実施した「大学等のエネルギー管理指定工場実地調査」の
結果を受け、評価過程の指導・助言に基づき、エネルギー管理標準の
改訂を行った。

さらに、エネルギー管理の充実を図るため、BEMS(ビルエネルギー
マネジメントシステム)を導入した。これにより、将来電力・ガス使
用量を電源種別、建物別及び研究室別に一元管理できる基盤が整った。
［再掲］

【60-3】 Ⅲ 【60-3】
引き続き、環境科学センターが中心的 環境科学センターが中心となって、環境マネジメントシステムを全

な役割を担いつつ、ISO14001認証の維持 学で運用し、平成20年10月には、ISO14001認証維持審査にて「適合」
活動を推進する。 の判定を受けた。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４） その他業務運営

④ 他大学との連携協力の強化に関する目標

中 １）教育研究開発能力（コア・コンピテンス）の向上と他大学との幅広い連携協力
期 ねらい：これまで述べてきた目標を達成し、期待される成果を挙げるためには、国内外の大学や研究機関と緊密に連携し、提携関係、協力関係を樹立してい
目 くことが重要である。
標 しかしながら、かかる提携・協力関係を実りあるものとするためにも、本学が他大学等に積極的に貢献し得る教育研究のコアの確立と開発能力を

確実なものとしていくことが何よりも重要である。
なお、上記視点を踏まえつつ、大学再編・統合について検討を継続していく。

進捗中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
状況

４ 他大学との連携協力の強化に関する
目標を達成するための措置

１）教育研究開発能力（コア・コンピ
テンス）の向上と他大学との幅広い
連携協力に関する実施方策

【61】 【61-1】 Ⅲ 【61-1】
ア）京都府立大学、京都教育大学をは 京都府立医科大学、京都府立大学との 「３大学教養教育に係る単位互換実施要領」（平成18年12月20日制

じめとする近隣の大学への授業公開 包括協定に基づく教養教育に係る単位互 定）に基づき、平成19年度から、教養教育の共同化を目指した単位互
等による単位互換の充実とともに、 換事業を引き続き実施する。 換事業を開始しており、平成20年度は、本学から８科目、京都府立医
「大学コンソーシアム京都」が実施 科大学から10科目、京都府立大学から21科目を提供した。
する学生交流や共同事業への積極的 なお、派遣、受入状況は次のとおりである。
な参加を図る。 本学→京都府立医科大学 ２名

本学→京都府立大学 ９名
京都府立大学、京都府立医科大学→本学 ０名
京都府立医科大学→京都府立大学 ０名
京都府立大学→京都府立医科大学 １名

【61-2】 Ⅳ 【61-2】
平成19年度に京都産業大学との間で締 包括協定に基づき、平成20年４月に京都産業大学との間で、「葉緑

結した学術交流に関する包括協定に基づ 体における昆虫ウイルス由来微結晶タンパク質の発現」に関する共同
き、双方の発展に資する具体的な共同事 研究を開始し、タンパク質微結晶を植物の葉緑体で作らせることに成
業を検討する。 功するなどの成果を得た。

また、この成果に関しては両大学が共願で特許出願を行った。

【61-3】 Ⅲ 【61-3】
京都府立大学、京都教育大学、同志社 「京都府立大学」、「京都教育大学」、「同志社大学」及び「工科系1

大学、工科系12大学との単位互換事業を 2大学」との間による単位互換を引き続き実施し、次のとおり各大学
それぞれ引き続き実施する。 間で学生の派遣及び受入れを行った。

本学→京都府立大学 １名
京都府立大学→本学 35名
京都教育大学→本学 ０名
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本学→京都教育大学 ０名
本学→同志社大学 １名
同志社大学→本学 11名
工科系12大学→本学 ２名
本学→工科系12大学 １名

【61-4】 Ⅲ 【61-4】
大学コンソーシアム京都が実施する単 「大学コンソーシアム京都」との単位互換協定に基づき、本学学生

位互換事業の積極的な活用と科目の提供 49名が他大学提供科目を受講した。
を引き続き実施する。 また、本学からは、コンソーシアムのプラザ科目として「京都ブラ

ンド創生」（受講者35名）、「環境と高分子」（受講者１名）、「実践ユ
ニバーサルデザイン」（受講者21名）、「虫を知り、虫と共生する」（受
講者50名）、「ヒユーマンインタフェース」（受講者１名）を提供した。

【61-5】 Ⅲ 【61-5】
大学コンソーシアム京都が実施する京 平成20年10月11日、12日に京都駅ビル、岡崎周辺で開催された京都

都学生祭典等へ積極的に参加する。 学生祭典の①京炎そでふれ！全国おどりコンテスト、②縁日、③～来
て見て体験！～みやこコレクションに、本学関係学生団体が参加、出
展した。

また、京都で学ぶ芸術系10大学の学生の合同作品展として、大学間
の垣根を越えた学生・教員の交流や連携の促進を目的にキャンパスプ
ラザ京都他で開催される「芸術系大学作品展2008（11/11～11/23）に、
学部３回生の造形実習の課題作品のうち、優秀な作品８点を出展した。

【62】 【62-1】 Ⅲ 【62-1】
イ）近隣の大学や医・工科系大学等と 京都工芸繊維大学、京都府立医科大学 本学及び「京都府立医科大学」、「京都府立大学」の３大学間での

の研究交流、共同研究事業をより組 及び京都府立大学の連携に関する包括協 共同研究等の促進を目指し、それぞれの大学の教員、研究者、大学院
織的に展開する。 定に基づき、異分野融合・学際領域の拡 生等が一堂に会して情報交換等を行う「第４回３大学連携フォーラム」

大を目指した積極的な研究協力を推進す を平成21年３月に開催した。
るため、３大学連携フォーラム等の開催
により３大学の研究者交流を促進し、共
同研究を推進する。

【63】 【63-1】 Ⅲ 【63-1】
ウ）人事事務システム、財務会計シス 各システムの機能向上や効果的な運用 ７月に開催された財務会計システム（GLOVIA）のユーザー連絡会に

テム、資産管理事務システム等につ を図るため、引き続き人事給与統合シス 参加し、他大学等と連携してシステムの機能向上や効果的な運用等に
いて、各国立大学法人共通システム テム及び財務会計システムのユーザー連 関する要望をとりまとめ、同連絡会を通じてベンダーに要望した結果、
の構築等、事務情報化に関する連携 絡会へ積極的に参加する。 物品請求システムでの汎用検索で効率的にデータの参照ができるよう
を継続する。 に検索条件の追加やCSV出力項目が追加される等、17項目の機能改善

が行われた。併せて、導入を検討している科学研究費補助金システム
の情報収集を行った結果、平成21年度から導入することを決定した。

また、11月に開催された人事給与統合システム（UPDS）ユーザー連
絡会に参加し、主に人事院勧告への対応に呼応したシステムの修正を
はじめ、給与・賞与・勤怠項目設定画面の表示性能改善等、15項目の
機能改善が行われた。

【64】 【64-1】 【64-1】
エ）上記措置については、大学戦略室 上記ア）、イ）、ウ）の年度計画を実施 上記ア）、イ）、ウ）の年度計画を実施した。

等作業部会を中心に総合的な方策を する。
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検討し、平成16年度より着手可能な
ものから順次実施する。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（４） その他業務運営に関する特記事項等

１．特記事項 の取扱い講習（平成20年４月）を実施した。（同フォローアップ研修を平成2
0年５月に実施）

○教育研究活動成果の科学技術施策などへの有効活用 ◆研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況
教育研究活動の成果を学内外の科学技術施策などへ有効活用するため、本学の 平成19年度に作成した「京都工芸繊維大学における公的研究費の不正防止

既存ネットワーク（松ヶ崎団地1G→10G）や対外的な接続（SINET100M→1G）を高 等マニュアル」に基づき、公的研究費の適正な管理を引き続き行った。
速化し、相互の情報を流通させる基盤を整備した。また、地域社会への高度な情
報発信と連携をより強化するため、京丹後キャンパスにテレビ会議システムやル ○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。
ータ及びネットワーク状態監視システム等の整備を行った。なお、平成21年当初 ◆評価結果の法人内での共有や活用のための方策
には、京丹後キャンパスと大容量ネットワークで接続する予定である。 各年度の業務実績に関する評価結果は、その通知を受けた後に、「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
２．共通事項に係る取組状況 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。
○施設マネジメント等が適切に行われているか。 ◆具体的指摘事項に関する対応状況

◆「施設使用指針2009」の策定 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
平成19年度に策定した「施設基準面積の原則」を更に充実させ、「面積配分 て、「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

の指針」と「施設利用の指針」を追加した「施設使用指針2009」を策定した。 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、
この指針に基づき、限られた施設の有効活用を図るとともに、若手研究者等の 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、国立大学法
スペースの確保を行うこととし、教員の所属組織（部門）ごとにまとまった研 人評価委員会からの指摘を受けた。
究室配置のための研究室の移転を行い、あわせて若手研究者のスペースを確保 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
した。 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
◆施設維持管理の計画的取組状況（施設維持管理計画等の策定状況） 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

平成20年度においては、キャンパス整備計画（マスタープラン）に基づき老 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）の
朽建物の耐震改修に関する施設整備事業により２号館南棟、10号館、11号館、 実施等を経て、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
12号館、本部棟を整備した。 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」

また、キャンパス整備計画（マスタープラン）に基づき、平成21年度施設整 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」
備事業として、平成20年12月に図書館耐震改修、合同講義室エレベーター棟新 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」とし
営、学生寄宿舎耐震改修計画を策定した。さらに、平成21年３月に、学生食堂、 て事務業務改善のための取組みを開始した。
創立60周年記念館、松ヶ崎KIT会館の新営計画を追加策定した。 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
◆省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の取組状況 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

ISO14001の維持活動の継続とエネルギー管理標準の連動による省エネ活動に 課題について見直し・改善を行った。
より、電気、水等の使用量削減を図った。 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

また、エネルギー管理の充実を図るため、将来、電力・ガス使用量を電源種 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
別及び建物別・研究室別に一元管理できるよう、BEMS（ビルエネルギーマネジ レビューを行った。
メントシステム）を導入した。 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

○危機管理への対応策が適切にとられているか。 「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
◆災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を含む とした。
全学的・総合的な危機管理の体制の整備状況

教職員・学生の安全意識の向上を目的として、総合防災訓練（平成20年10月
・消防用設備の取扱いを主に体験訓練）を実施した。その結果を検証して、災
害発生時の対応及び非常用備蓄物品（補助食品等）の充実について「危機管理
の手引き」に加えた。

また、全学実験サイト研修では、有機廃液及び無機廃液の処理についての講
習、化学物質・高圧ガス・液体窒素等の管理についての講習、実験用工作機器



 


