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は じ め に 

 

 本報告書は、国立大学法人茨城大学監事監査規則（平成１６年４月１日 

制定）に基づき、平成２６年度の監事監査の結果をまとめたものである。 

監事監査は、「平成２６年度監事監査計画」に沿って、本学の業務及び会

計に関する事項を総括する定期監査に加え、特定のテ－マに焦点を当てた臨

時監査を実施した。 

定期監査に際しては、平成２６年度が第２期中期目標・中期計画期間後半

の重要な時期に当たることから、①大学の業務全般を監査の対象とし、②大

学改革及び教育研究を重点項目に取り上げ、③客観性を重視し、定量的な根

拠に基づくことに心掛けて、業務監査及び会計監査を実施し、本学における

改革及び業務執行の進捗状況と課題を明らかにするように努めた。その上で

適法性及び妥当性の観点から監事意見を述べさせていただいた。 

臨時監査においては、運用面で多くの課題を有していたサバティカル制度

及び学長裁量経費について、平成２７年度からの適切な運用、予算措置に反

映していただくために実施した。 

本報告書は、ＰＤＣＡサイクルの「Ｃ」の役割を担う性格のものであるこ

とから、私どもの報告書が、本学の改革と教育・研究の推進、業務運営の改

善及び今後の地域貢献の展開に些かなりとも資することを願って止まない。 

後に、監事監査の実施にあたり、役員の方々及び各部局の皆様の丁寧な

説明と指摘に対する真摯な対応、さらには、監査室の支援など関係者の多大

なる協力を得たことに対し、深く感謝申し上げる。 
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 第１章 平成２６年度監事監査計画 

１ 監査の基本方針 
   国立大学法人茨城大学監事監査規則（平成１６年４月１日制定）に基づき、本

学が掲げる理念・目標を達成する観点から本学業務の適正かつ効率的な運営に資

するため、監査室及び会計監査人と連携して監事監査を実施する。 

 
２ 監査事項及び重点項目 

   監事監査規則第３条の規定に定める事項について監査を実施する。 

 
 （１）業務監査 

① 大学の管理運営状況 
・中期目標、中期計画及び年度計画の実施状況 
・管理運営の効率化の進捗状況 
・学長選考のプロセス、選考会議のあり方（規則の改正、所信表明会、公 

表など） 
・大学広報のあり方 

② 人事管理の適法性及び妥当性に関する事項 
・人事制度、人事政策、人件費の抑制の実施状況 
・労務管理（採用計画、評価、賃金、処遇、異動など）の実施状況 
・研修制度（ＦＤ、学内研修、学外研修など）の実施状況 
・労働環境整備の状況 
・不適正な経理処理及び訴訟への対応 

③ 財 政 
・予算編成について 
・平成２６年度収入・支出予算の決算状況 
・政策配分経費等の執行状況 
・経費削減への具体的な努力状況 

④ 施設・資産管理 
・施設、資産の有効活用の状況 
・情報の管理及び活用（個人情報の保護、セキュリティの問題、ＩＲの充 

実など） 
⑤ 学生支援 

・グロ－バル化への取り組み（留学生支援、本学からの留学支援など） 
・学修支援、就職支援の実施状況（出口対策、教職員採用への全学的支援 

など） 
・修学・生活支援（奨学金、学生寮の整備など）      

⑥ 教育・研究支援 
・教育・研究支援の実施状況 
・外部資金獲得による教育研究推進とその支援 

⑦ その他大学業務の実施状況 
・地域貢献（地域貢献度の向上など） 
・社会連携センタ－の充実 
・卒業生、父兄等との連携強化（ＯＢ組織、ホ－ムカミングデ－など） 
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（２）会計監査 
① 決算（年次及び月次）の状況 
② 資金運用の状況 
③ 資産の管理・運用状況 
④ 人件費、旅費の支給状況 
⑤ 債権管理の実施状況 

 
（３） 重点項目 

① 大学改革 
・ミッション再定義への取組（本学の強み、理系中心の組織改革、学生の 

確保など） 
・ガバナンスのあり方（学長のリ－ダ－シップ・企画戦略等支援体制の強 

化、構成員とのコミュニケ－ション強化、会議運営のあり方など） 

② 教育研究 
・教養教育の充実への取組（本学における教養教育のあり方、５学部の連 

携による全学出動方式の実質化など）、３キャンパス間の連携強化 
・図書館の整備・充実（本館のハード面の充実からソフト面の充実、分館 

への波及など） 
・研究不正防止への取組（論文チェックソフトウェアの導入、研究倫理教 

育など） 

 
３ 監査の種別 

定期監査と臨時監査とする。 

 
４ 監査の方法 
（１） 定期監査は、役員会、経営協議会及び教育研究評議会等の主要な会議へ出席 

するとともに、監査調書等の書面及び担当責任者へのヒアリングによって実施

する。会計監査は、主として会計監査人の監査結果の相当性を判断することに

よって行う。 
（２）臨時監査は、書面、担当責任者へのヒアリング及び実地監査によって実施す

る。事前に被監査対象部局との日程等について調整する。 

 
５ 監査の実施期間 
（１）業務監査  定期監査   平成２６年７月から平成２７年６月に実施 

          臨時監査   適宜実施 
（２） 会計監査   決算終了後の平成２７年６月上旬に実施 

 
６ 監査報告書の作成 

    平成２７年６月までに監査報告書を作成する。 

 
７ 監査報告書及び監査意見書 
（１） 監査報告書は学長に開示した後、文部科学省に提出する。 
（２） 監査意見書は、大学経営・運営の意見として学長に提出する。 
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（別 表） 

 
 

平成２６年度監事監査計画表 

 
 
１ 業務監査   

監査の項目 実施時期 

大学の管理運営状況      通年 

人事管理の適法性及び妥当性      通年 

財政     １～３月 

施設・資産管理      通年 

学生支援      通年 

教育・研究支援      通年 

その他大学業務の実施状況      随時 

 
 
２ 会計監査   

     監査の項目     実施時期 

  決算の状況     ５～６月 

  資金運用の状況     ５～６月 

  資産の管理・運用状況     ５～６月 

  人件費、旅費の支給状況     ５～６月 

  債権管理の実施状況     ５～６月 

 
 
３ 重点項目（臨時監査）    

     監査の項目     実施時期 

大学改革            

・ミッション再定義への取組  

  ・ガバナンスのあり方 

      
１～３月 

 
  教育研究 
  ・教養教育の充実への取組 
  ・図書館の整備・充実 
  ・研究不正防止への取組 

      
９～１１月 
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第２章 監査結果 

 
１ 監査の方法の概要 

   国立大学法人茨城大学監事監査規則及び平成２６年度監事監査計画に基づき、

業務及び会計について定期監査及び臨時監査を実施するとともに、会計監査人か

ら決算に関する報告及び説明を受けた結果、以下のとおりと判断した。 

 
２ 監査の結果 
（１）業務の執行状況は、茨城大学憲章及び中期目標からみて中期計画、年度計画

に沿って適正かつ効率的な運営が行われている。 
（２）業務方法書は、本学の内部統制システムの整備に関する事項を必要十分に記

載している。 
（３）財務諸表は、国立大学法人会計基準等に従い作成され、本学の財政状況及び

運営状況等を正しく表示している。 
（４）事業報告書は、本学の業務実施状況を正しく表示している。 
（５）決算報告書は、予算の区分に従って決算状況を正しく表示している。 
（６）会計監査人有限責任監査法人ト－マツの監査方法及び結果は相当である。 
（７）学長及び理事の職務執行に関して、不正行為、法令に違反する行為及び利益

相反行為に該当する重大な事実はない。 

   
    定期監査及び臨時監査の概要及びそれらに基づく具体的意見は、次章以下のと

おりである。 

 
 

第３章 定期監査 

定期監査では、業務監査と会計監査を実施した。業務監査においては、役員会そ

の他重要な会議に出席し、審議過程及びその結果を確認するとともに、平成２６年

度監事監査計画に掲げた重点項目及び監査事項について、理事、担当部門の責任者

等から業務処理状況の聴取及び資料の提出を求め、さらに、重要な書類の回付を受

け、主要な事業所において業務及び財産の状況調査を行った。 
会計監査では、会計監査人及び監査室との定期的会合（３者協議会、４者協議会

及び意見交換等）において、会計監査人から報告、説明を受け、財務諸表、事業報

告書及び決算報告書につき検討を加えた。また、監査室の定期監査等にも可能な限

り同行し、公的研究費の執行管理状況等の把握にも努めた。 

 
１ 重点項目 
（１） 大学改革 

・ 「国立大学改革プラン」及び「ミッションの再定義」を受けて、本学の改

革の実現に向け「茨城大学改革アクション・プログラム」を策定し、基本方

針、機能強化、組織改革、ガバナンス改革、給与制度改革及び事務局改革等

において４７項目にわたる改革の取組みを工程表に基づき実施するとともに

組織改革に向けての文部科学省との協議を鋭意進めた。 
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  さらに、改革を促進するために、年俸制の導入など人事・給与システムの

弾力化についての具体的な取組みに加えて、ポイント制による人事管理を視

野に入れた学内資源の再配分の検討を行った。 

 
   ・ 平成２８年度の「教職大学院」設置に向けて茨城県教育委員会との組織的

連携強化を図るため、「教職大学院設置構想委員会」を設置するとともに、    
県教育委員会と教育学研究科との連携に関する協定を締結し、具体化に向け

た連携協力体制を構築した。併せて、関係者の共通理解促進のための「高大

接続改革シンポジウム」を共催した。 
 さらに、３月には、文部科学省に「茨城大学大学院教育学研究科教育実践

高度化専攻（教職大学院）設置計画書」を提出した。 

 
   ・ ガバナンス改革では、学長のリ－ダ－シップのもとで大学運営・改革の具

体的方向性を議論する「大学運営会議」を新たに設けるとともに、「大学戦

略・ＩＲ室」、「ＣＯＣ統括機構」、「国際戦略室」、「地方創生推進室」の設置

に加え、広報室及びＩＴ基盤センタ－の体制強化を図った。また、学長だよ

りの発行や各学部に出向いての懇談会など学長と各学部の教職員とのコミュ

ニケ－ションの強化に努めた。経営協議会の学外委員からいただいた意見に

対しても、対応結果についてのフィ－ドバックを行った。 

 

・ 学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正や大学ガバナンス改革に対応

するため、平成２７年４月１日からの施行に向けて学内の組織規則等の体系

化・見直し等の総点検を完了した。 

 

・ 平成２６年１１月の総務省行政管理局長通知により、業務方法書に記載す 
べき内部統制システムの整備に関する事項が示されたことから、業務方法書

の変更に係る全ての事項の検討を行い、文部科学省に変更認可の申請を行っ

た。 
 

 
   [監事意見] 
   ・  平成２６年度においては、新学長の下で「茨城大学改革アクション・プロ 

グラム」を策定し、大学改革と機能強化の推進を図るため教育研究組織及び 
事務組織の見直し等の検討を行うとともに、大学機能強化経費等を活用して 
改革に必要な予算措置を講じ大学改革が加速されたことは高く評価できる。    

平成２７年度は第２期中期目標・中期計画期間の 終年度であることから

第３期に向けてアクション・プログラムに基づく改革の取組みがスピ－ド感

をもって実行されることを期待する。   

 
・  理工系及び農学分野の改組にあたっては、茨城県や日本原子力研究開発機

構、Ｊ－ＰＡＲＣ、農業・食品産業技術総合研究機構等の地元行政機関や研

究機関との実質的な連携・協力を踏まえたものとなるよう十分協議すること

が望まれる。 
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・ 平成２７年２月から導入された年俸制については、該当者に不利益になら

ないように配慮するとともに、学長リ－ダ－シップ経費から必要経費の補填

を行い、さらに、制度導入を前向きに捉え、外部資金の間接経費獲得総額に

応じて間接経費の一部を教員に還元するインセンティブを付与したことは評

価できる。 
実施にあたっては、導入過程で出てきた課題に対し速やかに修正を行うと

ともに、全学人事委員会を通じて適切な運用がなされることを期待する。  

 
   ・ ガバナンス改革では、組織改革、学内の組織規則等の体系化・見直し、内

部統制システムの整備等に着実に取り組み、改革が前進したものと評価でき

る。さらに、学長と教職員のコミュニケ－ションの強化や経営協議会の学外

委員の活用は大学改革を進めるうえで重要なことであり、今後とも現在の方

針で進めていただきたい。 

 
 
 （２）教育研究 

・  大学教育センタ－は、本学の教養教育実施の中枢機能を果たしてきた。平 
成２７年度から教育課程の適切な編成と学生の体系的な履修を可能とする科

目ナンバリングの全学的な導入を行うため、「茨城大学科目ナンバリング運

用要項」を定めた。 
教養教育の再構築とさらなる充実に向けて、茨城大学の人材育成目標に沿

ったディプロマポリシ－（ＤＰ）、及びカリキュラムポリシ－（ＣＰ）の設定、

アドミッションポリシ－（ＡＰ）の再設定の議論を開始するとともに平成２

８年度設置予定の「全学教育機構（仮称）」についての検討が進められた。   
  さらに、グロ－バル化に対応した英語教育の充実を図るため平成２７年度

から総合英語に外部試験（ＴＯＥＩＣ）を導入し、学生の英語力の強化と底

上げを図ることとした。 

 
・ 茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイ

ナビリティ学研究やフロンティア応用原子科学の研究など、多様な学術研究

を組織的に創出・育成し、成果を発信している。１１月には、「茨城大学国際

講演会」を企画し、「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第２作業

部会共同議長であるクリストファ－・フィ－ルド博士を招いて、 新の科学

に基づく地球温暖化の今と将来について講演いただいた。 
さらに、平成２６年９月に文部科学省から配分された学長リ－ダ－シップ

経費で、イノベ－ション研究支援プログラムの異分野連携・融合研究、萌芽

的研究分野における１７件の研究課題を採択した。 

 
・ 平成２５年８月に文部科学省から教育関係共同利用拠点の認定を受けた

「広域水圏環境科学教育研究センタ－」の利用者数は、延人数で１，０７９

名（２５年度９０６名）にのぼり、一層の利用者増の観点から公立、私立及

び外国の大学に所属する学生も同等の条件で利用できるような措置を講じた。

さらに、研修室の避難経路に問題のあったことから所要の改修を行った。 
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・ アクティブラ－ニングについては、平成２７年度からの組織的導入に向け 
て、アクティブラ－ニング科目の定義や目標値、実施体制、シラバスによる

学生への周知方法等を内容とする「実施要項」を制定するとともに、先進的

な取組みをしている大学から講師を招いて全学ＦＤを実施した。さらに、大

学機能強化経費を活用して必要な設備・備品等の計画的整備が行われた。 

 
・ ４月に水戸キャンパスの図書館本館がリニュ－アル・オ－プンし、ラ－ニ

ングコモンズ、グル－プ学習室、電子ブック等の導入、インフォメ－ション

ラウンジの開設等により図書館機能の充実が図られた。 （Ｐ26 参考資料①） 

１０月からは「土曜アカデミ－」と銘打って地域の方々と共に学び、楽し

む様々なイベント・講座もスタ－トした。 

 
・ 研究不正防止面では、８月の文部科学省の新たなガイドライン（「研究活動

における不正行為への対応等に関するガイドライン」）を受けて、教育研究評

議会やコンプライアンス研修等を通じて学内への周知・徹底を図るとともに、

論文チェックソフトウェアの導入により不正を事前に防止するための取組み

がなされた。研究倫理教育についても、平成２７年度からの本格実施に向け

ての準備が進められた。 
併せて、研究活動上の不正行為と公的研究費の不正使用への対応を一本化

した「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関

する規程」を制定するとともに、「国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準」の

改正を行った。    

  
 

   [監事意見] 
・ 大学教育センタ－の外部評価では、「適切に運営され、教養教育の実施にあ

たって優れた機能を発揮している。・・・茨城大学でも大学教育センタ－のこ

れまでの実績を踏まえて組織的な整備を進め、大学全体の教育に対しても責

任ある役割を担っていくことを期待する。」と評価されていることから、３キ

ャンパス間の格差の解消、教養教育の一層の充実、「全学教育機構（仮称）」

設置による組織強化等の今後の取組みに期待する。 

 
・ 総合英語におけるＴＯＥＩＣの導入は、英語教育の成果を客観的指標によ

って評価することを可能とし、語学力に自信のない学生の英語力の向上と海

外留学への動機付けの効果が期待でき、グロ－バル化に向けた人材の育成に

寄与するものと思われる。 

 
・ 学長リ－ダ－シップの経費を活用して、イノベ－ション研究支援プログラ

ムを推進していくことは、重点研究、推進研究プロジェクトと相まって本学

の研究の一層の充実につながるものと評価できる。さらに、組織的に取り組

む研究テ－マを定め、人的・物的な支援を行うことにより、「大学の顔」とな

る研究に発展することを期待したい。 
      今後は、研究成果を具体化し、イノベ－ションに繋げていくとともに外部

からの可視化をより一層進めてもらいたい。 
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・ 広域水圏環境科学教育研究センタ－については、次期の継続認定を目指す

ために、利用者のさらなる増加を図る取組みを継続して行うとともに、今後

の機能強化及び施設の整備等についてのマスタ－プランを十分に議論のうえ

策定すべきものと思料する。 
同様に、宇宙科学教育研究センタ－についても、体制面、他大学・研究機

関との連携、外部研究者の利用の活発化等を含めた今後の方向性をしっかり

と議論しておく時期に来ていると思われる。 

 
    ・ 水戸キャンパスの図書館本館の増築・耐震改修工事が完了し、ラ－ニング

コモンズ等の時代のニ－ズに沿った図書館機能の整備がなされた。学生も学

習等に積極的に活用していることから、今後の教育面はもとより、地域貢献

面での効果が大いに期待できる。 
また、３キャンパス間の格差を解消するために大学機能強化経費を活用し

て日立、阿見キャンパスにも整備の準備が開始されたことは評価できる。

優先の課題として早期に整備されることを希望する。 
一方、水戸キャンパスにおいては、地域との共生を積極的に推進する大学

を標榜する割には駐車場の使い勝手が悪く、利用者の不満から逆にイメ－ジ

ダウンとなることが懸念される。ＰＦＩ等を活用し、早急に利便性向上のた

めの改善措置がなされることを望む。 

 
・ ＳＴＡＰ細胞事件に象徴されるように、研究不正行為や不適切な研究行為 

には、当事者の厳しい処分に止まらず組織も研究者自身も多大な損失を被る

ことから、研究不正行為を許さないという厳しい姿勢をもって研究不正防止

に向けた学内への周知徹底に努めていただきたい。 

 
 

２ 業務監査 
（１） 大学の管理運営状況 

・ 国立大学法人評価委員会の平成２５年度に係る業務の実績に関する評価結 
果は、全体評価では「法人の基本的な目標に沿って計画的に取り組んでいる 
ことが認められる。」とされたが、その他業務運営に関する重要目標の項目に 
おいて「研究費の不適切な経理があったこと、個人宛の寄附金について個人 
で経理していた事例があったこと等から、中期計画の達成のためにはやや遅 
れている。」との評定がなされた。   

このため、平成２６年度は、指摘事項への対応として、寄附金の適正な経 
理に関する調査を行うとともに、検収業務、旅費業務及び換金性の高い消耗

品等の物品管理業務を特別監査項目として監査を実施した。 
さらに、新任教職員研修会や科学研究費学内説明会、コンプライアンス研

修等の機会を捉えて、「公的研究費の使用ル－ル」等の説明を行うなど適正な

会計経理の徹底に努めた。 

 
・ 学生の確保面では、７月２６日に平成２６年度オ－プンキャンパスを開催

し、学部説明会・模擬授業、入試相談コ－ナ－、保護者説明会、高等学校教

諭懇談会や学生によるキャンパスツア－等の工夫された企画を実施すること
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により、学生及び保護者など７，１９１名にのぼる参加をみた。工学部及び

農学部においても、７月の実施に加え「こうがく祭」や「鍬耕祭」に合わせ

て 新の研究成果の紹介や研究室の公開など学部の特色を出したオ－プンキ

ャンパスを実施した。その結果、７９３名の志願者増につながった。 

 
・ 入試ミス防止についても、出題内容の確認や配布物の事前点検、試験監督

員の実施本部への連絡の徹底等の対応がなされた結果、平成２７年度の入学

試験においては大きなミスもなく終了できた。 

 
・ 大学改革をより推進する観点から事務局体制の見直しについても着手し、

平成２６年度は水戸地区の学務関係事務の一元化の検討が開始された。 
   さらに、業務の効率化の面では、専決規程の整理・見直しによる決裁事務

の合理化を図るとともに、旅費業務の簡素化に向けた見直し及び「旅費計算

室」の設置を行い、併せて、「国立大学法人茨城大学旅費規程」の制定及び「国

立大学法人茨城大学旅費調整等細則」の一部改正を行った。 

 
・  ４月に公示された新学長の選考では、国立大学法人法に基づき設置された

「学長選考会議」において、望ましい学長像、学長選考手続きを定め、所信

表明会、意向聴取及び候補者の面接を基に審議を行い、６月に三村信男氏を

学長候補者に選考した。学長選考基準、公示文書及び議事録等は大学の公式

ウェブサイトにて公開した。 
また、選考後には、学長選考のプロセス、選考会議のあり方、規則の改正、

所信表明会の実施方法、公表の仕方等選考過程での課題についての検討に加

え、国立大学法人法の改正も踏まえて、新たに「国立大学法人茨城大学学長

選考会議規則」、「学長選考等要綱」として整理した。この間、監事はすべて

の会議に陪席して、審議過程及びその結果の確認を行った。 

 
・  広報については、社会連携センタ－、入学センタ－等とも連動しながら県 

政記者クラブ等への情報提供、さらには、オ－プンキャンパスや「第３８回

全国高等学校総合文化祭」等でのＰＲに努めるとともに、広報活動・広報戦

略についての講演会、報道機関との懇談会を実施した。 

 
 

  [監事意見] 
・ 不適正な経理処理対策については、関係各課が問題意識を持って現時点で

考えられる対策に積極的に取り組まれたことは評価できる。平成２６年度の

実績に満足することなく、引き続きこれらの課題に緊張感をもって取り組ん

でもらいたい。 

 
 ・ 平成２７年度入試においては、１１月の推薦入学試験を迎える時期に、問

題の作成から実施、合格発表に至るまでの入試ミス防止について万全を期す

よう指摘させていただいたこともあり、無事に目標とする学生の確保ができ

たが、平成２８年度の入試に向けてもミス防止に対する取組みを継続して実

施されたい。    
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・ 今後、１８歳人口の減少がさらに進む中で志願者の確保を図っていくこと

は極めて重要な課題であることから、高大連携の強化、大学改革に応じた入

試制度の改革、オ－プンキャンパス実施面でのさらなる工夫等に加え、ネッ

ト出願も検討の時期にきていると思われる。 
        さらに、本学をめぐる受験生の動向について、株式会社進研アドに調査・

分析を委託し、その把握に努めたことは有意義な手法であると評価できる。

引き続き、様々な角度からの調査・分析を継続することによりさらに精度を

高め、志願者の確実な増加につなげる攻めの取組みを期待する。 

 
     ・  旅費事務の簡素化等の事務効率化に向けた取組みは評価できる。これに止

まることなく、契約、給与等の管理業務のさらなる合理化を進めることによ

り、職員の負担を軽減するとともに、科学研究費補助金等の外部資金の獲得

や地域との連携強化といった業務へ戦略的に職員配置をシフトして、本学の

一層の機能強化につなげていくことが重要と考える。 

 
・  学長選考においては、国立大学法人法の意図するところを踏まえて、従来 

の方法を一部改正して「学長選考会議」が中心となり新学長を選考するとと

もに、選考経過の公式ウェブサイトでの公表や選考の過程で生じた課題の整

理を行ったことは大いに評価できる。 

 
・  広報面では、新聞、「週刊文教ニュ－ス」や「文教速報」に掲載の機会が 

増加傾向であることは評価できる。 
「年間広報計画」に基づき、１年間を通じ戦略的・重点的な情報の提供を

行っていくことは、本学のイメ－ジアップはもとより、志願者の増加、優秀

な教員の採用、寄附金の確保等に有効であると考える。 
研究成果については、丁寧に分かりやすく継続的に情報を発信し続けるこ

とをお願いする。また、公式ウェブサイトも全学と各学部を併せ必要な情報

にアクセスしやすいウェブペ－ジの構築等利用者の立場に立ったものにリニ

ュ－アルされることを期待する。 

 
 

（２）人事管理の適法性及び妥当性に関する事項 
・ 教員採用や学部長選考など人事制度の点検・見直しに向けて、「全学人事委

員会」を設置し、人事制度の設計、定員管理や再配置、採用・昇進等の基本

方針、年俸制適用職員の業績評価、人事政策、人件費の抑制の実施状況等に

ついての議論が行われた。３月には、「国立大学法人茨城大学教員の採用及び

昇進等の選考に関する規則」を制定した。また、個々の教員人事については、

教育研究評議会に報告のうえ、全学に周知することとした。 

 
・ 労務管理面では、時間外労働の縮減対策に関係各課が問題意識をもって取

り組んだ。監査室の定期監査においては、課、係、個人の実態を分析し、こ

の分析デ－タに基づいて各課のヒアリングを行い、今後の対応について理解

と協力を求めた。全学をあげての取組みにも拘わらず、「３６協定」で定めら

れている上限を超えて勤務に従事している職員が見受けられる。 
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・ 教職員の研修においては、新任教職員研修、大教センタ－ＦＤ、アクティ

ブラ－ニングＦＤ、コンプライアンス研修等が適宜実施された。さらに、新

たな試みとして会計監査人である有限責任監査法人ト－マツの協力をいただ

き会計業務研修を実施した。 

 
・ 労働環境整備においては、新任教職員研修の際に「大学におけるハラスメ

ント」を取り入れ教職員の理解を深めるとともに、コンプライアンス研修に

おいても全職員を対象にハラスメントについての注意喚起を行った。さらに、

ポスタ－を新たに作成し、全教職員に配布した。 

 
・  男女共同参画の取組みを一層推進するため、「男女共同参画推進基本方針」 

の一部改正を行い、学内の女性比率の向上（平成２６年度における女性教員

比率１３．５％、女性事務職員比率２０．７％）、女性職員の役職登用の促進、

職場と家庭の両立のためのワ－クライフバランス施策の充実等の取り組むべ

き事項をより具体的に分かりやすく示した。併せて、女性管理職等への登用

推進の目標設定を行うことに加え、平成２７年度予算において所要の予算措

置を行った。 

 
 

[監事意見] 
・  年俸制の導入においては、教員の業績評価をどのように行うかが大きな課

題であるが、年俸制教員にとどまらず教員の教育、研究、大学運営、社会貢

献等の多様で多面的な業績を評価したうえで、処遇に反映させる仕組づくり

を引き続き進めてもらいたい。 

 
・ 時間外労働の縮減対策は、全学で共通認識を持って取り組まれていると評

価できる。職員が増やせない中で時間外労働が増えることは止むを得ない面

があると思われるが、「３６協定」では年間の時間外労働時間を３６０時間と

定めており、健康管理の面からも職員の時間外労働時間数や業務の進捗状況

等を適切に把握して、一層の縮減に向けた努力を継続されたい。 

 
・ ハラスメントの教職員への周知は概ね良くなされていると評価できる。さ

らに、より身近に具体的に理解していただくためには、例えば事例集のよう

なものを作成し、「こんなこともハラスメントになる」ということを教職員に

周知することも有効な手法ではないかと思われる。 

 
 

（３）財 政  
・ 平成２７年度予算編成方針を策定し、学長裁量経費、大学機能強化経費を

確保し、大学改革の推進、学生の学修環境整備、グロ－バル化等の取組みに

重点的に予算配分を行うとともに、各部局の運営経費は、真に必要な事項に

予算が充てられるよう学生に対する教育経費、教員に対する研究経費を除き、

要望額の提出を受け過去の実績等を踏まえて配分する予算編成を行うことと

した。 
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・ 平成２７年度予算は、一般会計の運営費交付金収入が対前年比６，６８９

万円減の厳しい財政状況にあって、予算配分をこれまでの原則部局単位から

事項単位を組み合わせたものにして使途の明確化・可視化に努めた。 
本学の改革に必要な重点経費（学長裁量経費に位置付けて配分）について

は、経常経費と区分し、大学改革推進経費、教育研究組織改革経費、入試改

革（高大接続）経費、教育環境整備経費、学生支援経費、国際化経費、社会

連携事業経費、研究活動活性化経費、及び男女共同参画社会形成経費として

所要額を確保した。 
さらに、学部長の判断による各学部の特性を活かした取組みを一層推進す

るため、平成２７年度予算編成において学部長裁量経費の増額を図った。 

 
・ 経費削減については、全学をあげて様々な取組みを行った。特に、筑波大

等県内７機関で消耗品等の共同購入を実施した結果、５，４１３千円の削減

効果をみた。また、リバ－スオ－クションでは、昨年度の４２品目から１７

６品目に拡大し、４，８５７千円を削減した。 
さらに、オ－プンキャンパスでの印刷物の配布対象者の見直し、必要書類

書式のダウンロ－ド化、電子ファイル化による資料の公式ウェブサイトでの

公表等により印刷経費の削減を行った。 

 
 

  [監事意見] 
  ・ 大学機能強化経費は前期で約９，３００万円を残し執行計画が遅れていた

が、後期ではアクション・プログラムに盛り込まれている事項等に重点的に

予算配分の措置を行ったこと、学長リ－ダ－シップ経費を活用して国際化プ

ログラムの推進に加え、英語教育強化のための外国人教員及び国際コ－ディ

ネ－タを配置したことは、本学の機能強化とグロ－バル化を促進するうえで

評価できる。 

 
・ 平成２７年度予算編成においては、平成２５年度臨時監査結果を踏まえ、

これまでの原則部局単位から事項単位を組み合わせた予算編成がなされたこ

とは一歩前進したものと評価できる。 
  引き続き、重点経費（学長裁量経費）を有効に活用して、大学改革及び機

能強化の加速、教育・研究の一層の推進を図るとともに、他方、今後の資金

需要に対応するため、既存経費や管理費などの節減による内部財源の確保に

も努めていただきたい。 

 
 
 （４）施設・資産管理 

・  情報管理体制面では、本学には「情報セキュリティ委員会」が設置されて 
いるのみで、全学的に情報環境整備や情報戦略を扱う視点に欠けていた。こ

のため、本学の情報全般を審議決定する組織として「情報委員会」を設置す

るとともに、ＩＴ基盤センタ－の組織・機能の強化を図った。 
他方、個人情報の保護及び情報セキュリティの課題に対しても、本学が保

有する情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規則、情報全般を
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審議する情報委員会に関する規程等の検討を進めた。また、安全・安心確保

のため、コンテナ型デ－タセンタ－を設置した。さらに、監査室の定期監査

において、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）に関する

ヒアリングの項目及び内容についての十分な検討を行い、各課の状況の把握

に努めるとともに、個人情報の保護に向けた取組みの周知徹底を依頼した。 

 
・ 大学が所有する課外活動施設（宿泊施設）の平成２６年度の利用状況（上

段）は、以下のとおりであった。 （＊下段は２３年度実績） 

 

 
 

利用者数  

 

   稼働率（％）   室数 

   

宿泊可 
 能者数  室 施 設 

水交荘（水戸市） 

 

２５８

４００ 
  14.5 
  20.6 

  12.4 
  18.6 

    ５ 
   ５ 

  ６ 
   ６ 

大子合宿研修所 
（大子町） 

１８３０ 
２１０２ 

  17.0 
 22.8 

  13.8 
 16.8 

  １２ 
１２ 

 ４８ 
４８ 

日立地区研究者交

流施設（日立市） 
  ４７３ 
   １６９ 

 25.6 
 22.1 

  21.6 
  19.6 

  ５ 
   ５ 

  ６ 
   ６ 

同窓会館（阿見町） 

 

  ２１８ 
   ２０７ 

  15.3 
  14.5 

  12.2 
  11.6 

  ４ 
   ４ 

  ５ 
   ５ 

水圏センタ－研修

室（潮来市） 
   ５３６ 
  １８７ 

 38.2 
 8.7 

  11.1 
   3.8 

  ２ 
   ２ 

 ２０ 
２０ 

 

 
  [監事意見] 

  ・ 本学では、情報戦略を立てる組織が存在せず、ＩＴ関連組織については弱 

体であったが、情報委員会の設置等の組織強化の取組みとともに規則、規程

の検討を行い、体制及び運営面での整備が急ピッチで進められたことは評価

できる。今後、ＩＲの基盤ともなる情報化の推進について是非この方針で進

めていただきたい。また、ソフトウェア包括ライセンス契約に向けた取組み

は、コンプライアンスリスクの軽減、費用負担の軽減、利便性の向上等に寄

与するものと評価する。 

 
・ 平成２４年度の監査報告において、「客室稼働率等が３０％以下である施設

について、保有する必要性を十分に検討したうえで処分又は有効活用の検討

を要望する」旨の意見が述べられていることから、現在に至っても改善がみ

られず、利用率の低下している施設については、廃止を含めた今後のあり方

の具体的な検討を行う時期にきていると思われる。 

 
  ・ キャンパスの整備については、現在の「茨城大学キャンパスマスタ－プラ

ン」が平成２７年度で終了となることから、優先度、緊急度を基に附属学校

を含めた施設整備の方向性や有効活用についての全学的な議論を十分に行っ

たうえで、今後１０年を展望するしっかりとした次期キャンパスマスタ－プ

ランが策定されることを期待する。 
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（５）学生支援 
・ グロ－バル化への取り組みでは、ＡＩＭＳプログラムに沿って、５名の農

学部生をインドネシア（ガジャ・マダ大学２名、ボゴ－ル農科大学３名）に

派遣するとともに、インドネシアから６名（ガジャ・マダ大学３名、ボゴ－

ル農科大学３名）、タイ（カセサ－ト大学）から２名の学生を受け入れた。 
  さらに、ブルガリア共和国のソフィア大学、インドネシアのスリウィジャ

ヤ大学、タイのカセサート大学等との大学間交流協定を締結するとともに、

本学の地球変動適応科学研究機関（ＩＣＡＳ）は、ベトナム社会科学院東北

アジア研究所（ＩＮＡＳ）と学術交流協定を締結し、サステイナビリティ学

での両者間の共同調査等の促進についての確認がなされた。 

 
・ 外国人留学生数の推移を見ると、学部においてはほぼ横ばいであるが、大

学院においては減少の傾向にある。一層のグロ－バル化を目指し留学生の規

模を４００人に増やすなどの国際化プログラムの推進に向けて「国際戦略室」

を設置するとともに、英語教育担当教員の配置、国際コ－ディネ－タの配置

等の体制及び機能の強化が図られた。         （Ｐ26 参考資料②） 

 
・ 大学教育センタ－では、７月に学生懇談会を開催し、「初年次教育（教養教 

育）をより良くするために」をテ－マに参加した学生から率直な意見や要望

を聴取した。さらに、１２月には、初めての試みとして「学長と語ろう」と

題して学長と学生の交流の場を設け、「学修」「学生生活」「グロ－バル化」を

テ－マに意見交換を行った。学生からは、キャンパス間の格差の是正、教養

科目の選択の幅の拡充及びキャリア教育の充実、ＡＩＭＳプログラムや交換

留学等の情報発信方法の改善など多岐にわたる意見が寄せられた。 

 
・ 修学面では、授業料免除申請者数が前期１，１５４名、後期１，１７０名

にのぼり、合計で全学生数の１４．２％を占め、依然として増加の傾向が継

続している。 
  平成２７年度予算において、学生の修学機会を確保するために授業料等免

除の家計基準を見直し、基準の一覧性を高めるとともに、授業料等免除にか

かる所要の経費を計上した。 

 
・ これまでの懸案であった学生寮の整備については、「学生寄宿舎の整備に関

する基本方針」が策定され、老朽化の著しい水戸地区「みずき寮」と日立地

区「吼洋寮」を優先して整備することとした。厳しい財政事情から、施設整

備費補助金を活用した耐震補強工事に合わせて、日立市の吼洋寮（Ｂ／Ｃ棟）

から整備がスタ－トした。 

 
 

  [監事意見] 
・  外国人留学生数の日本人学生に占める割合は、Ｈグル－プの中でみると学

部はほぼ同等であるが、大学院は見劣りがする。留学生の増加やＡＩＭＳプ

ログラム等の国際化プログラムの一層の推進に向けて「国際戦略室」が設置

されたことから、今後の取組みに大いに期待する。   （Ｐ26 参考資料③）  
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財政面での制約はあるが、工夫を凝らした事業展開により留学生の更なる

増につなげていただきたい。 

 
・ 学生懇談会の中で学生から寄せられた意見や要望等については、財政面で

の制約はあるにしても、出来るところから改善を図ることにより、今後の教

育環境及び生活環境の充実につなげていただきたい。 
  本学では、３つのキャンパスに分かれていることがこれまでの課題であっ

たが、ＶＣＳ等のキャンパス間通信手段を充実することなどによりこれを強

みに変えていく今後の取組みに期待したい。 

 
・  就職支援に関する課題として、就職情報を学生に配信する「茨ダイ Career 

Navi 」への登録者数が少ないこと（平成２６年度末の登録者〈３・４年生〉

９７８名、２３．６３％）に加えて、就職先の把握が不十分であることから

引き続き改善していくことが求められる。 

 
・  休講や自然災害時の学生への連絡、父兄等の身元保証人への成績通知（平 

成２６年度末の同意者〈学部〉６，３５５名、９１．７％）や事故の際の緊

急連絡（平成２６年度末の登録者〈学部・大学院〉２，５９８名、３２．０％）、

さらには、学生の就職先の把握等において大学と学生や父兄間の円滑な連絡、

コミュニケ－ション手段を整備しておくことは、今後大学運営面において必

要なことと考える。 

 
 

（６）教育・研究支援 
・ 教育・研究支援面では、文部科学省からバイオ燃料の地産地消茨城モデル

の構築や農医連携研究の推進、年俸制導入促進費等で総額１２８，１２０千

円の特別経費の配分を受けた。    

 
・ 外部資金獲得においては、受託研究費、共同研究費及び寄附金の２６年度 

の受入総額は９２３，３８６千円で、平成２２年度に比較して約４５％の伸

びとなっている。                  （Ｐ27 参考資料④） 

 
・ 科研費の獲得では、平成２６年度は、新規２９１件の応募のうち７０件の

採択、獲得額は１９１，６００千円に留まり、採択率は２４．１％で３．１

ポイント前年度を下回った。新規・継続では、４５０件の応募のうち２２９

件の採択、合計獲得額は５１３，４９０千円、採択率は５０．９％で２．４

ポイント前年度を下回った。総額において２４年度以降減少傾向にある。 
（Ｐ27 参考資料⑤） 

 
  [監事意見] 

・ 外部資金獲得においては、獲得総額では増加していることを評価したい。

また、ＣＯＣ事業、ＡＩＭＳプログラム、科学技術人材育成のコンソ－シア

ムの構築事業の採択は、本学の研究の質を高め、活性化に寄与するものと思

料する。引き続き、コ－ディネ－タ及びＵＲＡの活用はもとより、研究成果
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の積極的な社会還元により、一層の外部資金獲得を目指した努力がなされる

ことを期待する。その上で、獲得教員への研究サポ－ト体制の充実にも配慮

していくことは、教職員全体の外部資金獲得に向けた意識を高めることにつ

ながるものと思われる。 

 
・ 科研費については、申請数、採択数、獲得額とも前年度を下回り、各学部

の教員一人あたりの獲得額も、Ｈグル－プ大学間では、学部によって違いは

あるがおしなべて中位以下に位置している。 
これを上位に押し上げるためには、学部毎に原因分析と対策の検討を行い、

申請数、採択率の一層の向上のための全学的な取組みに繋げていくことが必

要と考える。また、申請にあたり学内の審査経験者による具体的なアドバイ

スを受けるなど彼らの有する経験・知識、採択に至るノウハウを積極的に活

用することは有効と思われる。 

  
 

（７）その他大学業務の実施状況   
・ 髙い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進

し、その成果を積極的に社会に発信し還元するため、４月に地域総合研究所、

産学官連携イノベ－ション創成機構、生涯学習教育研究センタ－、地域連携

推進本部の４つが統合し、新たに「社会連携センタ－」が発足した。６月に

はＣＯＣ事業が茨城県で唯一の採択になり、９月に「ＣＯＣ統括機構」を設

立し、全学をあげてこの事業を推進する体制が整備された。１２月には「キ

ックオフシンポジウム」を開催した。 

 
・ 社会連携センタ－の他にも、人文学部市民共創教育研究センタ－の事業が

スタ－トするとともに、茨城産業会議との共催で理学部及び工学部において

「研究室訪問交流会」を実施し、産業界や行政機関から多くの参加者を得た。 
さらに、水戸ホ－リ－ホックとの連携事業、戦略的地域連携プロジェクト、

学生地域参画プロジェクトや茨大生による無料学習支援プロジェクト等が実

施された。さらに、工学部の「ものづくり体験・理科工作教室」など各学部

においても工夫を凝らした地域貢献事業を実施した。 

 
・ 地方創生への対応においては、地方大学の活性化の観点で本学の目指す方

向性と一致することから全学をあげて対応することとし、茨城県への施策面

での提案を行った。副学長（大学院）が県の有識者会議に参画するとともに

本学からのインタ－ンシップ促進等の提案が茨城県の施策に取り入れられた。 
    さらに、「地方創生推進室」の設置に加え、常磐大学、茨城キリスト教大学

及び茨城工業高等専門学校との間で「いばらき地域づくり大学・高専コンソ

－シアム」を設置し、地方創生に係る諸課題に取り組むこととした。 

 
・ 卒業生との連携強化に向けて同窓会連合会と役員との懇談、総会及び懇親

会・多賀工業会への学長の出席等により連携強化に努めた。また、初めての

試みとして茨苑祭にあわせて卒業生の方々に大学の近況や学生の様子を知っ

ていただく「茨城大学ホ－ムカミングデ－（トライアル）」を開催した。         



18 
 

・ 危機管理面では、留学・研修予定の学生に渡航前危機管理ガイダンスへの

参加を義務付け、「留学・研修ガイドブック」の配布による現地でのリスクの

回避のための情報収集や危機管理についての理解を深めさせるとともに、教

員向け海外危機管理マニュアル等の配布を行った。さらに、海外におけるリ

スクが高まっていることから、学生及び教職員に海外渡航の際の注意喚起を

行った。 

 
 

  [監事意見] 
・ 「茨城学」などのＣＯＣ地域志向教育をはじめとする社会連携センタ－及

びＣＯＣ統括機構の事業の充実により、教育効果はもちろんのこと真に地域

に貢献する取組みに発展することを期待する。 

 
・ 地域貢献は、地域社会への知の還元、地域課題の解決等に向けた地道な取

組みが基本であることから、「日経グロ－カル」の地域貢献度ランキングを過

度に意識することなく、社会連携センタ－や人文学部市民共創教育研究セン

タ－での実施事業、及び地方創生における今後の展開に期待する。 

 
・ 卒業生、父兄等の協力・支援は今後の大学運営に不可欠であることから、

一層の連携強化を継続して行っていくことが必要である。準備期間のない中

での今年度のホ－ムカミングデ－の開催であったが、このような前向きの企

画を評価したい。平成２７年度は十分な準備を行い多くの卒業生の参加を得

て、満足を与える催しとなることを期待する。 

 
 

３ 会計監査 
  内部監査室及び会計監査人との定期的会合（３者協議会等）や定期報告におい

て、財務状況等の情報交換を実施し、本学における財務の状況及び財務上のリス

クの把握に努めた。 
また、監査室の定期監査等にも同行することにより、会計経理の状況、公的研

究費の執行管理状況及び資産の管理状況の把握に努めた。 

 
（１） 決算（年次）の状況 

・ 貸借対照表では、資産４９，３８９百万円（対前年比△４．４％）に対し、

負債９，７６０百万円（対前年比△１４．７％）、純資産３９，６２８百万円

（対前年比△１．５％）となった。 

 
・  主な変動項目は、資産では、土地は、附属小学校敷地の水戸市への売却に 

よる△１０百万円。建物は、工学部Ｎ２・Ｎ６棟の改修、太陽光発電設備の

整備等＋６５１百万円、減価償却等△８６３百万円による△２１２百万円。

現金及び預金は、大型工事の支払い等による△１，３０１百万円。 
負債では、資産見返負債は、△２４百万円。流動負債は、復興関連事業等

の執行の進捗等による運営費交付金債務△７３３百万円、未払金△５４１百

万円。 
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純資産では、資本金は、附属小学校敷地の水戸市への売却による△５百万

円。資本剰余金は、工学部Ｎ２・Ｎ６棟の改修等による＋３４２百万円、特

定償却資産の減価償却△９８０百万円。 

 
・ 損益計算書では、経常費用１３，７３６百万円（対前年比＋４．４％）、経 

常収益１４，０６３百万円（対前年比＋７．１％）で、経常利益は３２７百 
万円となり、臨時損失と臨時利益を加味した当期総利益は５１百万円となっ 
た。 

 
・ 主な変動項目は、経常費用では、教育経費は、＋１７０百万円。これは学

生寄宿舎、教育学部Ｄ棟講義室棟の改修、奨学費の充実及び「茨城学」など

のアクティブラ－ニング導入に向けた教員を対象とする研修実施等による。

教育研究支援経費は、図書館改修の終了により△１９８百万円。受託研究費

等は、＋２０百万円。 

  経常収益では、運営費交付金収益が＋１，０６０百万円。 

 臨時損失では、ＰＣＢ処理費用等＋３８０百万円による＋３９１百万円。 

 
 

（２） 資金運用の状況、資産の管理・運用状況 
・ 平成２６年度の財務収益は、受取利息及び有価証券利息７５３千円のみで

ある。 

 
・ 重要な資産の取得は、工学部の総合研究棟の改修（Ｎ２・Ｎ６棟）、鮎川及

び文京の学生寄宿舎耐震改修等。重要な資産の処分は、附属小学校敷地の水

戸市への売却である。 

 
・  設備や備品の有効活用については、再利用のための供用公募を引き続き実 

施している。 

 
 

（３）人件費、一般管理費の状況 
   ・ 平成２６年度における人件費は、総額９，１９３百万円で、前年度に比べ

８５６百万円増加。これは、給与臨時特例法に基づく給与の減額措置が平成

２５年度で終了したことによるものである。    

 
・ 一般管理費は、前年度比△１９５百万円の６６１百万円で、ＰＣＢ廃棄物

の処理が終了したことなどによる。 

 
 

  [監事意見] 
・  総事業費は、基盤的財源である運営費交付金が毎年減額されるなか、ＣＯ 

Ｃ事業、ＡＩＭＳプログラム等の外部資金獲得及び諸収入の増加により教育、

研究等の活動を支えている現況にある。 引き続き、経費削減や外部資金獲得

等の取組みを強化し、グロ－バル化や地域連携事業等の積極的な展開に努め、
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本学の教育研究の推進、地域貢献に努めていくことが求められる。 

 
・ 運営費交付金の見直しが進められる中にあって、大学の運営費を確保する

うえで、寄附金の受け入れを増やすことは重要な課題であり、大学基金の創

設を検討する時期にきていると思われる。 

 
・  本学の会計監査人から、決算の遅れが著しいとの指摘がなされていること 

から、平成２７事業年度決算に向けて体制整備を図るなど決算スケジュ－ル

の早期化に取り組む必要がある。 

 
 

第４章 臨時監査 

 
定期監査に加えて、平成２７年度の取組みや予算編成に反映していただくため、

２回の臨時監査を実施した。 
  第１回臨時監査においては、本学のサバティカル制度が運用面で多くの課題を有

していたことから、制度の理念、目的を明確にしたうえで、平成２７年度からの適

切な運用を求めた。 
  第２回臨時監査においては、学長裁量経費の運用について、大学機能強化経費及

び学長リ－ダ－シップ経費等と併せて、真に学長のリ－ダ－シップに基づき、本学

の将来展望に見合う取組みに活用できる経費として確保すべきことを要望した。 

 
 

  [監事意見] 
・ サバティカル制度については、臨時監査の指摘を踏まえて、速やかに適正

な運用への検討を行い、「国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程」を改

正するとともに、これまで学部ごとに定めていた「サバティカル制度実施細

則」及び「サバティカル制度利用適格候補者の選考基準」も全学共通の規定

に統一するなど制度運用の改善が図られた。併せて、平成２７年度予算で、

長期海外出張等の旅費の一部や非常勤講師による授業補填に要する経費を計

上し、予算面から制度運用を担保したことは、真摯に改善に取り組まれたも

のと評価する。 

 
・ 学長裁量経費についても、平成２７年度予算編成方針に基づいて、学長の

リ－ダ－シップに基づく大学改革の取組み等に必要な各分野の予算措置を重

点的に講じられたことを評価する。 
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１ 平成２６年度第１回臨時監査結果 

 
サバティカル制度の適切な運用について 

 
１. 現 況 

    平成２０年度のサバティカル制度適用以降、運用面において別紙「サバティ

カル制度の問題点」の２. に示すように様々な課題が指摘されてきております。 
    さらに、学長から、平成２１年４月１６日付で制度運用面での不都合な点に

ついて各学部の「サバティカル実施細則等」の改正指示（別紙 参考①）がなさ

れているにもかかわらず、今日まで具体的な対応がなされていない状況にあり

ます。 

 
２. 意 見 

本学におけるサバティカル制度について、別紙「サバティカル制度の問題点」

の３. の検討の視点を踏まえて、速やかに全学的な検討及び規則の改正を行い、

平成２７年度から本制度が適切に運用されることを要望します。 

 
 
 

（別 紙） 
サバティカル制度の問題点 

 
平成２６年９月 

 
１. 現 状 

・ 平成２０年度の実施以降平成２６年度までの利用者       ４０名 
   （内訳）     人文学部                   ３１名 
                  教育学部                    ６名 

              理学部                      ０名 
              工学部                        １名 
               理工学研究科                  １名 
               農学部                        １名 

・ 平成２１年度に学長から運用面での不都合の指摘がなされ、実施細則等の 
改正の指示があるにも拘わらず、今日まで具体的な対応がなされていない。 

 
    ２. 運用面での課題 

・ 学部間の利用者に大きな差が見られ、学部間の不均衡の是正を図り公平な 
制度の運用が望まれる。 

・ 人文学部の利用者の多くが、「大学研究室」や「自宅」で研究活動を行って 
いる状況にあり、制度本来の趣旨とは異なる利用方法となっている。 

・ 授業の代替計画についても、「休講」として申請書を提出する例が見受けら 
れるなど、制度の趣旨が拡大解釈されている。 

・ 計画認可後に承認を受けずに安易に計画を変更する場合や終了後直ちに

退職する例が見受けられた。 
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・ 研究成果が公表されておらず、また、十分な研究成果のない場合もあり、 

報告書に対する学内での評価を行う必要がある。 

      
     ３． 検討の視点 

・ 本学におけるサバティカル制度の理念、目的の明確化 
・ 学部間の公平性、学部ごとの妥当な利用者数の設定 
・ 研究活動は、国内あるいは外国の学術機関（本学を除く）を原則とするな 

ど制度目的に沿った研究拠点の設定 
・ 制度運用面での学部はもとより全学的なバックアップ体制の構築 
・ 制度実施期間中に学生に対する教育面での不利益が生じないような代替授

業計画、及び公務の代替措置（組織的なバックアップ） 
・ 研究能力の向上という制度目的に沿った利用者の年齢及び勤務年数の見直 

し、前歴の換算等 
・ 各学部間の運用面でのバラツキをなくすための全学を統一した規則の制定 
・ 研究成果の公表、成果報告会及び外部からの批判に耐えうる評価の実施 

 
 
 

（参 考 ①） 

 
茨城大学サバティカル制度について  

                              平成 21 年 4 月 16 日 
                              学長 池田 

 
本学のサバティカル制度（茨城大学サバティカル規定）の運用に関して、現在いくつ

かの不都合があったので、副学長・学部長会議等で議論を行ってきた。 
ついては、以下の項目を参照のうえ、各学部の「サバティカル実施細則等」の改正を

お願いする。 

 
（１） 本制度は「教員の教育研究制度等の能力を向上させるために、自らの研究に専

念させる制度」（茨城大学サバティカル規定 第 2 条）である事を認識し、こ

の趣旨に従い、点検評価に耐え得る申請内容でなければならない。 
（２） 「各学部等間での均衡を考慮すること」（同規定 第 7 条）が必要であり、こ

のため、各学部は毎年の申請者数を教員数の 5％以内とし、申請時期は 6 月末

までとする。 
（３） サバティカル制度の趣旨に沿った運用を図るため、具体的には、「教育研究の

ための外国留学」や「博士号取得のための国内留学」等を優先し、校務等の免

除を主体とする申請は控えることが望ましい。 
（４） 「サバティカル期間中は、兼業を原則として認めない」（同規定 第 10 条）こ

とになっているので、ただし書き（研究に支障がない範囲で認めることがある）

を考慮しつつも、原則を守ることが肝要である。    
以上 
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（参 考 ②） 

 
 
国立大学法人宇都宮大学の教員のサバティカル研修に関する規則 （抜粋） 

 
（部局長等の長の責務） 
第１０条 部局等の長は、サバティカル研修の実施にあたり、当該部局等の教育、管

理・運営等に支障が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、計画的な実施に努

めなければならない。 

 
 
 
国立大学法人島根大学の教員のサバティカル研修に関する規則 （抜粋） 

 
（代替措置等） 
第８条 サバティカル研修を取得した教員の教育、診療及び管理運営等の業務につい

ては、原則として当該部局等の責任において、代替措置を講ずるものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、学長が、教育の業務に関しやむを得ず代替措置として

新たに嘱託講師を必要と認めた場合には、当該部局等に対し定額の経費を措置する

ことができる。 

  
（サバティカル研修終了後の責務） 
第１０条 サバティカル研修を取得した教員は、研修期間終了後から、１月以内に所

属する部局等の長に対し、サバティカル研修結果報告書（別紙様式第３号）を提出

しなければならない。 
２ 部局等の長は、前項の規定により、サバティカル研修を終了した者から提出され

た研修結果報告書について内容を確認の上、学長に報告するものとする。 
３ サバティカル研修を取得した教員は、原則として研修期間終了後１年以内に、そ

の研究成果について学術論文・学会発表等により公表するとともに、学内向けの研

修成果報告会において報告するものとする。 

 
 
 
国立大学法人筑波大学の教員のサバティカル研修に関する規則 （抜粋） 

 
（資格要件） 
第２条第１項 
（１）本学の大学教員として、サバティカル制度を実施する日の属する年度の前年度

の末日までに６年以上継続して勤務した者又は勤務することが見込まれる者。

ただし、サバティカル制度を実施する年度の４月１日における年齢が満３５歳

未満の者にあっては、３年以上とする。 
（２）教育又は研究上極めて顕著な業績を有する者として系長が認めた者 
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２ 平成２６年度第２回臨時監査結果 

   
学長裁量経費の運用について 

 
１. 現 況 

    平成２２年度から２６年度までの学長裁量経費は、別紙「学長裁量経費の問

題点」に示すように、予算額の縮小とともにその多くが使途の特定された経費

に使われてきており、学長の裁量の余地がほとんどなくなるなど運用面での課

題が認められます。 

 
２. 意 見 

学長裁量経費について、別紙「学長裁量経費の問題点」の３．検討の視点を

踏まえ、今後の予算編成過程の中で「大学機能強化経費」及び「学長リ－ダ－

シップ経費」等との関係も十分に考慮の上、平成２７年度予算からは既定経費

や不足経費へ充当を前提とするものではなく、真に学長のリ－ダ－シップに基

づき本学の将来展望に見合う新たな取組に活用することのできる経費として確

保されることを要望します。 

 
 
 
（別 紙） 

学 長 裁 量 経 費 の 問 題 点 

 
平成２６年１１月 

 
１.  現 状 

・ 過去５ヶ年の学長裁量経費予算額 
平成２２年度     ５０，０００ 千円 

    平成２３年度     ５０，０００ 千円 
平成２４年度     ２５，０００ 千円 

    平成２５年度     １２，５００ 千円 
平成２６年度     １２，５００ 千円 

・ 学長裁量経費の配分状況は、次ペ－ジのとおり。  

 
２. 運用面での課題 
 ・ 予算額の縮小とともに、年度当初の段階でほぼ使途が特定され、学長が本 

来の裁量を発揮できない状況にある。  
・ 「女性研究者採用促進のための経費」、「博士特別研究員への研究費配分経

費」、「学生ボランティアに関する経費」及び「入学試験にかかる経費」に

ついては、個別に予算計上すべきと思料されるが、学長裁量経費から継続

して措置されている。 
・ 本来予備費で対応すべき「環境人材コンソ－シアム入会経費」や「技術提

案商談会参加経費」などの少額の経費についても配分されている。 
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     ３.  検討の視点 
・ 本学における「学長裁量経費」の趣旨、予算上の位置付けの明確化 
・ 「大学機能強化経費」及び「学長リ－ダ－シップ経費」等との関係の整理 
・ 学長のリ－ダ－シップに基づく新規取組への予算の計画的、戦略的な配分 

     の基本方針 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予算額

配分額 女性研究者採用促進経費 1,000,000
女性研究者の採用促進のための経
費

1,000,000
女性研究者の採用促進のための経
費

5,000,000
女性研究者の採用促進のための経
費

6,000,000
女性研究者の採用促進のための経
費

9,000,000

女性研究者採用促進経費 1,000,000
博士特別研究員への研究費配分経
費 830,000

博士特別研究員への研究費（＠
165,000×6人） 990,000

女性研究者の採用促進のための経
費 2,000,000

博士特別研究員への研究費配分経
費 1,344,000

博士特別研究員研究費 162,000
志願者確保のための進学相談会等
参加経費 2,589,000 学生ボランティアに関する経費 837,000

女性研究者の採用促進のための経
費 1,000,000

平成26年度日立キャンパス及び阿
見キャンパスオープンキャンパス実
施配分経費

1,200,000

平成23年度入学試験実施経費 3,741,000
震災に係る学生ボランティア派遣経
費及び被爆線量計購入経費 938,880 学生ボランティアに関する経費 225,000

博士特別研究員への研究費（＠
171,000×8人） 1,368,000 学生ボランティアに関する経費 213,000

入学式臨時経費 1,500,000
副学長（教育担当・学術担当）の教
育研究費 1,000,000

副学長（教育担当・学術担当）への
教育研究費（＠500,00×2人） 1,000,000 学生ボランティアに関する経費 217,000 看板設置のための経費 407,000

台湾静宜大学との大学間交流協定
に基づく学生交流事業 29,000

平成23年度(財)安全保障貿易情報
センター(CISTEC)会員費等 380,000 六角堂復興経費 8,474,000 学生ボランティアに関する経費 214,000

評価業務に係るアドバイザー等経
費

342,000
４大学連携及び共同専攻設置に関
する活動経費

500,000
第5回「常陽ものづくり企業フォーラ
ム」技術提案型商談会参加経費

200,000
バイオ燃料産業化会議にかかる経
費

742,760

茨城県北ジオパーク推進事業経費 2,391,000
茨城大学とＮＨＫ水戸放送局との共
同企画に要する経費

416,390
ボゴール大学との大学間交流に伴
うセミナー参加経費

620,000

訴訟代理人委託契約に係る成功報
酬金

840,000
放射能災害に関する復興支援事業
経費

6,241,940
インドネシア・ベトナムへの茨城大
学研究交流団派遣経費

900,000

廃試薬の処分にかかる経費 3,500,000
大学院博士後期課程改組に係るア
ドバイザリーボード委員の委嘱に伴
う経費

519,300 第2次補正予算へ繰り入れ 5,379,000

図書館本館における名誉教授室新
設経費 1,079,000

Web of Science有料トライアル実施
経費 240,000

Ge半導体放射線検出器の維持管
理経費 800,000

ＴＶ会議システム増設（第２会議室）
経費 2,484,090

放射能災害に関する復興支援事業
経費（追加分） 5,000,000

新理事・副学長就任に伴う備品購
入経費 2,400,000

環境人材育成コンソーシアム
（EcoLeaD）入会経費 100,000

五浦美術文化研究所天心邸の屋根
葺き替え工事経費 2,798,250

文部科学省「情報ひろば」における
展示に要する経費 1,000,000

メディア専用耐火金庫設置経費 2,000,000
№7「志願者確保のための進学相談
会等参加経費」未使用分返納 △ 369,000

第2会議室ペーパーレス会議環境
整備に伴う備品購入経費 1,411,200 第３次補正予算へ繰り入れ 29,613,000

No10「大学院博士後期課程改組に
係るアドバイザリーボード委員の委
嘱に伴う経費」未使用分返納

△ 254,940

第４次補正予算へ繰り入れ 255,000

No5「４大学連携及び共同専攻設置
に関する活動経費」未使用分返納

△ 240,000

第５次補正予算へ繰り入れ 240,000

配分合計 26,677,540 49,999,570 24,425,000 11,541,760 12,164,000

50,000,000円 50,000,000円 25,000,000円 12,500,000円 12,500,000円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
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（参考資料） 

① リニューアルした図書館本館 

 

 

② 外国人留学生数の推移 

 

③ 留学生に関するＨグループ大学間での比較 
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④ 外部資金獲得額の推移 

 
 

⑤ 科学研究費補助金獲得額の推移 

 


