
資料３－10

独立行政法人水産大学校の

中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

（案）

農林水産省独立行政法人評価委員会



第２期中期目標期間(H18-22) 
独立行政法人水産大学校業務実績の総合評価 

 

総合評価：A 

 

（所  見） 

 大項目の評価結果の全てを「Ａ」と評価し、中期計画に対して業務が順調に進

捗していると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

 

【Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・ 業務改革推進本部を設置して、全学的に業務運営全般にわたり効率的運営に

努力していることを評価する。 

・ （独）大学評価・学位授与機構の審査及び本科の教育課程に関するJABEE（日

本技術者教育認定機構）の審査を受け、ともに認定を受けた。特にJABEEを始め

各種資格を戦略的にすすめられたい。 

・ 事務遂行上の無駄を排除するチームや省エネ推進のためのチームを立ち上げ

たことは評価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定することが望ましい。

・ 実習教育センターを立ち上げて、実習に関わる実習場や練習船の使用を一元

管理する方式を導入したことは実習教育の充実に資するものとして評価に値

する。 

・ 少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職支援などの充実強化は評

価する。農林水産省に設置される教育機関としての特異性（他の教育機関との

差別化）や社会的ニーズの動向を踏まえつつ進めていただきたい。 

 

【Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置】 

・ 第2期中期目標期間において、順調に入試倍率が伸びており、本科での教育内

容の改善が本科を受験しようとする高校生に効果的に伝わった結果と言える。

また、実情に合わせて専攻科の定員の縮小、水産学研究科における水産管理学

分野と水産利用加工分野の新設など、実学を特長とする本学の教育目的に応じ

た体制の改革と教育・研究の質的向上は評価できる。 

・ 本科においては、期間中、教育の質の向上について努力してきたあとがうか

がえる。特に、JABEEの導入にともなう、教育体制の充実は評価できる。その

他の項目については、社会的水準に達したという点で、満足すべき到達度で

あったと判断できる。 

・ 本科と専攻科を合わせた体系的な５年間一貫教育の実施、海技士資格の取得

を目指す意欲ある学生のための推薦入試制度の導入、教育職員と練習船の海事

教育職員の連携による入学段階からの指導、個人指導等に取り組むことにより、

高い定員充足率と海技士免許取得率を確保したことは評価できる。 

・ 教育対応研究に関しては、各学科ともに水産業の実態に応じた中課題を２－

３課題設定し、論文、著書なども相当数公表しており、評価できる。行政・産

業への貢献としては、地元下関に立脚したフグを全学共通テーマに設定し、横

断的な研究と地元への情報発信を積極的に行っており、評価できる。外部資金

1



については、特に科研費の獲得件数が着実に増えてきており意見にも述べてあ

るとおり、S評価でも良いと考える。 

・ 水産業及びその関連分野への就職率が所定のレベルを達成しており、また全

体の就職率も高いレベルであることは、きめ細かな就職対策が功を奏したと言

え、評価できる。 

・ 就職状況は経済動向にも左右されるが、就職率（就職希望者を分母）が95％

を維持できている点は評価できる。 

・ 具体的指標のいずれも十分に満たした活動を行っていると思う。「魚をとる

→流通・加工→販売→食の安全・安心、健康面からの魚食の意義」までを一貫

した形で教育している大学として、ひきつづきアピールしてほしい。今後、全

国の水産高校と連携したイベント等もアピールの機会として考えられるのでは

ないか。 

・ 「本校の名声を高める貢献を行ったと認められる個人及びグループを表彰す

る制度」はユニークであり、また意欲ある学生の意識喚起に役立つものと考え

られ、非常におもしろい。メンタルヘルスへの取り組みも、心の病には早期発

見が望まれるため、必要要件を満たしていると考えられる。 

 

 

【Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 

・ 中期目標期間の計画を順調に達成しており、経費削減等評価できる。外部資

金獲得の努力が行われている。 

・中期目標期間中、平均して対前年度比、一般管理費３％以上、業務経費１％以

上の削減、平成１７年度を基準に人件費５％以上の削減がなされ、目標が達成

された。またそのプロセスを見ると、年により上下はあるものの、毎年の努力

の様子が見受けられる。 

・ 人件費については５年間で５％の削減という目標値であるが、平成17年度に

比較すると90.9%、人事院勧告を踏まえた削減率は、94.1%であり、目標は達成

できている。 

・ 一般競争入札の範囲を拡大する等着実に改善努力が実を結んでいる。 

・ 随意契約については、規程の改訂、限度額引き上げなどによって、競争入札

への誘導を行っている。 

・ 新規の船舶購入に伴い、旧船舶の売却をすることで余計な固定資産を保持す

ることをさけ、適切な固定資産の保持に努めた。 

・ 練習船燃油調達方法の変更等経費の節減に努め、研究費では説明会を開催す

るなど外部資金の獲得に努め、収支計画及び資金計画については業務が順調に

進捗している。 

 

 

【Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 

・ 施設の建築・建替工事、耕洋丸の代船建造等適切に実施されており業務が順

調に進捗している。 

・ 少子化による受験者数の減少を防ぐため、さらにきめ細かな対策を講じられ

たい。このためには、魅力ある学習内容であること、またそれが実社会と遊離

しないよう、広く水産業界に精通した人材を揃えられたい。  
・ 教育職員の併任を活用し、欠員補充も必要 少限とするなど人員抑制に努め、
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また、体制強化のため事務系組織の再編を行う等、順調に進捗している。 

・ ホームページを活用した情報の公開を実施し、個人情報保護については職員

への周知をはかる等情報の公開と保護については順調に進捗している。 
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評 価 項 目（大項目） 評価 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置   Ａ 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する  
   目標を達成するためとるべき措置 

  Ａ 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画   Ａ 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項   Ａ 

 
評価単位ごとの評価シート（総括表） 

評 価 項 目（評価単位） 評価 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置   Ａ 

 

 

１ 運営の効率化 

２ 業務の効率化 

  Ａ 

  Ａ 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する  
    目標を達成するためとるべき措置 

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

１ 水産に関する学理及び技術の教育 

２ 水産に関する学理及び技術の研究 

３ 就職対策の充実 

４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 

５ 学生生活支援等 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

 

  Ａ 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

  － 

 

Ⅴ  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計 

 画 

  － 

 

Ⅵ  剰余金の使途  
 

  － 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

１ 施設及び船舶整備に関する計画 

２ 人事に関する計画 

３ 積立金の処分に関する事項 

４ 情報の公開と保護 

５ 環境対策・安全管理の推進 

  Ａ 

  Ａ 

  － 

 Ａ 

  Ａ 
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別表５ 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 総合評価票 

 独立行政法人水産大学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大 項 目 の       
評 価 結 果       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     項  目  名             

 
ランク ウエイト

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき 
措置 

Ａ ２０／ 
 １００ 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
に関する目標を達成するためとるべき措置 

Ａ ５０／ 
 １００ 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ ２０／ 
 １００ 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ １０／ 
 １００ 

 
集約結果 

 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式） Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
3×(20／100)＋3×(50／100)＋3×(20／100)＋3×(10／100)＝3 

 
 
 
 
 
そ の 他 の       
検 討 事 項       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項  目  名 所     見 

①Ｓ評価の有無・内容 
基礎項目において、Ｓ評価とされた項目はなかっ
た。 

②財務諸表の内容 内容について、特に問題とすべき点はなかった。  
         

③業務運営の効率化への取組状況 
全般にわたり、積極的な取組が認められ、順調に進
捗している。 

④中期計画に記載されている事項以
外の特筆すべき業績 

特筆すべき業績はなかった。            
 

⑤災害対策等緊急的業務への対応状
況 

東北地方太平洋沖地震で大きな被害を受けた、水
産関連被災地への支援を行うべく準備を進めたこ
とは大いに評価できる。 

 
 
 
 
 
総 合 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（所   見） 
 大項目の評価結果の全てを「Ａ」と評価し、中期計画に対して業務が順調に進捗してい

ると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

【Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・業務改革推進本部を設置して、全学的に業務運営全般にわたり効率的運営に努力してい

ることを評価する。 

・（独）大学評価・学位授与 機構の審査及び本科の教育課程に関するJABEEの審査を受

け、ともに認定を受けた。特にJABEEを始め各種資格を戦略的にすすめられたい。 

・事務遂行上の無駄を排除するチームや省エネ推進のためのチームを立ち上げたことは

評価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定することが望ましい。 

・実習教育センターを立ち上げて、実習に関わる実習場や練習船の使用を一元管理する

方式を導入したことは実習教育の充実に資するものとして評価に値する。 

・少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職支援などの充実強化は評価する。農

林水産省に設置される教育機関としての特異性（他の教育機関との差別化）や社会的ニ

ーズの動向を踏まえつつ進めていただきたい。 
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【Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置】 

・第2期中期目標期間において、順調に入試倍率が伸びており、本科での教育内容の改善

が本科を受験しようとする高校生に効果的に伝わった結果と言える。また、実情に合わ

せて専攻科の定員の縮小、水産学研究科における水産管理学分野と水産利用加工分野の

新設など、実学を特長とする本学の教育目的に応じた体制の改革と教育・研究の質的向

上は評価できる。 

・本科においては、期間中、教育の質の向上について努力してきたあとがうかがえる。

特に、JABEEの導入にともなう、教育体制の充実は評価できる。その他の項目につい

ては、社会的水準に達したという点で、満足すべき到達度であったと判断できる。 

・本科と専攻科を合わせた体系的な５年間一貫教育の実施、海技士資格の取得を目指す意

欲ある学生のための推薦入試制度の導入、教育職員と練習船の海事教育職員の連携によ

る入学段階からの指導、個人指導等に取り組むことにより、高い定員充足率と海技士免

許取得率を確保したことは評価できる。 

・教育対応研究に関しては、各学科ともに水産業の実態に応じた中課題を２－３課題設

定し、論文、著書なども相当数公表しており、評価できる。行政・産業への貢献とし

ては、地元下関に立脚したフグを全学共通テーマに設定し、横断的な研究と地元への

情報発信を積極的に行っており、評価できる。外部資金については、特に科研費の獲

得件数が着実に増えてきており意見にも述べてあるとおり、S評価でも良いと考える。

・水産業及びその関連分野への就職率が所定のレベルを達成しており、また全体の就職率

も高いレベルであることは、きめ細かな就職対策が功を奏したといえ、評価できる。 

・就職状況は経済動向にも左右されるが、就職率（就職希望者を分母）が95％を維持で

きている点は評価できる。 

・具体的指標のいずれも十分に満たした活動を行っていると思う。「魚をとる→流通・加

工→販売→食の安全・安心、健康面からの魚食の意義」までを一貫した形で教育してい

る大学として、ひきつづきアピールしてほしい。今後、全国の水産高校と連携したイベ

ント等もアピールの機会として考えられるのではないか。 

・「本校の名声を高める貢献を行ったと認められる個人及びグループを表彰する制度」は

ユニークであり、また意欲ある学生の意識喚起に役立つものと考えられ、非常におもし

ろい。メンタルヘルスへの取り組みも、心の病には早期発見が望まれるため、必要要件

を満たしていると考えられる。 

 

 

【Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 

・中期目標期間の計画を順調に達成しており、経費削減等評価できる。外部資金獲得の

努力が行われている。 

・中期目標期間中、平均して対前年度比、一般管理費３％以上、業務経費１％以上の削

減、平成１７年度を基準に人件費５％以上の削減がなされ、目標が達成された。また

そのプロセスを見ると、年により上下はあるものの、毎年の努力の様子が見受けられ

る。 

・人件費については５年間で５％の削減という目標値であるが、平成17年度に比較する

と90.9%、人事院勧告を踏まえた削減率は、94.1%であり、目標は達成できている。 

・一般競争入札の範囲を拡大する等着実に改善努力が実を結んでいる。 

・随意契約については、規程の改訂、限度額引き上げなどによって、競争入札への誘導

を行っている。 

・新規の船舶購入に伴い、旧船舶の売却をすることで余計な固定資産を保持することを

さけ、適切な固定資産の保持に努めた。 

・練習船燃油調達方法の変更等経費の節減に努め、研究費では説明会を開催するなど外

部資金の獲得に努め、収支計画及び資金計画については業務が順調に進捗している。
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【Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 

・施設の建築・建替工事、耕洋丸の代船建造等適切に実施されており業務が順調に進捗

している。 

・少子化による受験者数の減少を防ぐため、さらにきめ細かな対策を講じられたい。こ

のためには、魅力ある学習内容であること、またそれが実社会と遊離しないよう、広

く水産業界に精通した人材を揃えられたい。 
・教育職員の併任を活用し、欠員補充も必要 少限とするなど人員抑制に努め、また、

体制強化のため事務系組織の再編を行う等、順調に進捗している。 

・ホームページを活用した情報の公開を実施し、個人情報保護については職員への周知

をはかる等情報の公開と保護については順調に進捗している。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員 
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別表４ 
 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 大項目評価票 

 
 

独立行政法人水産大学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト

 
１ 運営の効率化      
 

 
   Ａ 
 

 
１０／ 
 １００ 

 
２ 業務の効率化 
 

 
   Ａ 
 

 
１０／ 
 １００ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

 
（計算式）   Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(10／100)＋3×(10／100)÷(20／100)＝3 
 
 

（所  見） 
・業務改革推進本部を設置して、全学的に業務運営全般にわたり効率的運営に努力してい

ることを評価する。 

・（独）大学評価・学位授与機構の審査及び本科の教育課程に関するJABEE（日本技術者

教育認定機構）の審査を受け、ともに認定を受けた。特にJABEEを始め各種資格を戦略

的にすすめられたい。 

・事務遂行上の無駄を排除するチームや省エネ推進のためのチームを立ち上げたことは

評価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定することが望ましい。 

・実習教育センターを立ち上げて、実習に関わる実習場や練習船の使用を一元管理する

方式を導入したことは実習教育の充実に資するものとして評価に値する。 

・少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職支援などの充実強化は評価する。農

林水産省に設置される教育機関としての特異性（他の教育機関との差別化）や社会的ニ

ーズの動向を踏まえつつ進めていただきたい。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、辻委員、安元委員 
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別表４ 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 大項目評価票 

 独立行政法人水産大学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

評 価 対 象       
項 目 名       

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す  
 るためとるべき措置 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 

基  礎  項  目  名 ラ ン ク ウエイト

１ 水産に関する学理及び技術の教育 Ａ 
２５／ 
 １００ 

２ 水産に関する学理及び技術の研究 Ａ 
１０／ 
 １００

３ 就職対策の充実 Ａ 
５／ 
 １００ 

４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 Ａ 
５／ 
 １００ 

５ 学生生活支援等 Ａ 
５／ 
 １００ 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(25／100)＋3×(10／100)＋3×(5／100) 
＋3×(5／100)＋3×(5／100)÷(50／100)＝3 

（所  見） 
・第2期中期目標期間において、順調に入試倍率が伸びており、本科での教育内容の改善

が本科を受験しようとする高校生に効果的に伝わった結果と言える。また、実情に合わ

せて専攻科の定員の縮小、水産学研究科における水産管理学分野と水産利用加工分野の

新設など、実学を特長とする本学の教育目的に応じた体制の改革と教育・研究の質的向

上は評価できる。 

・本科においては、期間中、教育の質の向上について努力してきたあとがうかがえる。

特に、JABEEの導入にともなう、教育体制の充実は評価できる。その他の項目につい

ては、社会的水準に達したという点で、満足すべき到達度であったと判断できる。 

・本科と専攻科を合わせた体系的な５年間一貫教育の実施、海技士資格の取得を目指す意

欲ある学生のための推薦入試制度の導入、教育職員と練習船の海事教育職員の連携によ

る入学段階からの指導、個人指導等に取り組むことにより、高い定員充足率と海技士免

許取得率を確保したことは評価できる。 

・教育対応研究に関しては、各学科ともに水産業の実態に応じた中課題を２－３課題設

定し、論文、著書なども相当数公表しており、評価できる。行政・産業への貢献とし

ては、地元下関に立脚したフグを全学共通テーマに設定し、横断的な研究と地元への

情報発信を積極的に行っており、評価できる。外部資金については、特に科研費の獲

得件数が着実に増えてきており意見にも述べてあるとおり、S評価でも良いと考える。

・水産業及びその関連分野への就職率が所定のレベルを達成しており、また全体の就職率

も高いレベルであることは、きめ細かな就職対策が功を奏したと言え、評価できる。 

・就職状況は経済動向にも左右されるが、就職率（就職希望者を分母）が95％を維持で

きている点は評価できる。 

・具体的指標のいずれも十分に満たした活動を行っていると思う。「魚をとる→流通・加

工→販売→食の安全・安心、健康面からの魚食の意義」までを一貫した形で教育してい

る大学として、ひきつづきアピールしてほしい。今後、全国の水産高校と連携したイベ

ント等もアピールの機会として考えられるのではないか。 

・「本校の名声を高める貢献を行ったと認められる個人及びグループを表彰する制度」は

ユニークであり、また意欲ある学生の意識喚起に役立つものと考えられ、非常におもし

ろい。メンタルヘルスへの取り組みも、心の病には早期発見が望まれるため、必要要件

を満たしていると考えられる。 

9



 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 佐藤委員、荒井専門委員、山尾専門委員 
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別表４ 
 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 大項目評価票 
 

 
独立行政法人水産大学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画   
                              （ウエイト ２０／１００）

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）  Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(20／100)÷(20／100)＝3 

 
（所  見） 

・中期目標期間の計画を順調に達成しており、経費削減等評価できる。外部資金獲得の

努力が行われている。 

・中期目標期間中、平均して対前年度比、一般管理費３％以上、業務経費１％以上の削

減、平成１７年度を基準に人件費５％以上の削減がなされ、目標が達成された。また

そのプロセスを見ると、年により上下はあるものの、毎年の努力の様子が見受けられ

る。 

・人件費については５年間で５％の削減という目標値であるが、平成17年度に比較する

と90.9%、人事院勧告を踏まえた削減率は、94.1%であり、目標は達成できている。 

・一般競争入札の範囲を拡大する等着実に改善努力が実を結んでいる。 

・随意契約については、規程の改訂、限度額引き上げなどによって、競争入札への誘導

を行っている。 

・新規の船舶購入に伴い、旧船舶の売却をすることで余計な固定資産を保持することを

さけ、適切な固定資産の保持に努めた。 

・練習船燃油調達方法の変更等経費の節減に努め、研究費では説明会を開催するなど外

部資金の獲得に努め、収支計画及び資金計画については業務が順調に進捗している。

 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
小坂委員、横田委員、堤専門委員 
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別表４ 
 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 大項目評価票 
 

 
独立行政法人水産大学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
 Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
１ 施設及び船舶整備に関する計画 
 

 
Ａ 

 

 
  ３／１００  
 

 
２ 人事に関する計画 
 

 
Ａ 

 

 
 ４／１００  
 

 
４ 情報の公開と保護 
 

 
Ａ 

 

 
１.５／１００ 
 

 
５ 環境対策・安全管理の推進 
 

 
Ａ 

 

 
１．５／１００  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）  Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(3／100)＋3×(4／100)＋3×(1.5／100) 
＋3×(1.5／100)÷(10／100)＝３ 

（所  見） 
・施設の建築・建替工事、耕洋丸の代船建造等適切に実施されており業務が順調に進捗

している。 

・少子化による受験者数の減少を防ぐため、さらにきめ細かな対策を講じられたい。こ

のためには、魅力ある学習内容であること、またそれが実社会と遊離しないよう、広

く水産業界に精通した人材を揃えられたい。 
・教育職員の併任を活用し、欠員補充も必要 少限とするなど人員抑制に努め、また、

体制強化のため事務系組織の再編を行う等、順調に進捗している。 

・ホームページを活用した情報の公開を実施し、個人情報保護については職員への周知

をはかる等情報の公開と保護については順調に進捗している。 

 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
辻委員、安元委員、堤専門委員 

 

12



別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  １ 運営の効率化      

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 １０／１００        
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

○具体的指標 

 ・業務運営の改善が適切に行われているか              Ａ 

 ・事務事業評価が適切に行われ、必要な改善が進められているか    Ａ 

 

○業務進捗状況 

・業務運営の改善に係る業務の進捗状況 

 所要の業務改善及び業務の的確な推進を図るため、業務改革推進本部を設置して組織及

び運営の見直しを行い、委員会の統廃合、新たな課題や時代の要請に応じた委員会等の設

置、教育研究支援業務を行う事務系組織の改編、水産情報経営学科の水産流通経営学科へ

の改組、水産流通関連科目の充実・強化、重点化による講座数の削減、監査役の設置によ

る内部統制の強化等により新たな運営・教育体制の整備を行った。 

 平成２１年度から内部統制を図る目的で監査役を設置し、本校業務全般に亘り制度及び

遂行状況について監査項目を列挙した上で合法性と合理性の観点から監査計画に基づき

検証等を行い、その結果を理事長に報告するとともに、幹部が参加する運営会議を通じて

周知した。 

 

・事務事業評価の実施と必要な改善に係る業務の進捗状況 

 毎年度、外部の者を加えた評価を行い、その結果を独立行政法人評価委員会による評価

の結果と併せて業務運営に反映させ、高大連携・地域連携の推進、水産学研究科における

学生数の適正化、研究業績のインパクトの高い媒体への公表促進予算の新設、第３期に取

り組む学内横断プロジェクトとして行政・産業・地域振興への貢献に繋がるテーマについ

て検討し次期中期計画に盛り込むなど、所要の改善を行った。 

 自己評価において、シート及び添付参考資料の種類・構成の見直し、自己評価シートの

様式変更、自己評価に用いる評価項目毎のウエイト付けの見直しなど、評価システムにつ

いても所要の改善を行った。 
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○その他特筆すべき事項 

・平成２０年度に本科及び水産学研究科の教育課程に関する（独）大学評価・学位授与

機構の審査及び本科の教育課程に関する JABEE の審査を受け、ともに認定を受けた。 

・平成２２年に実施された行政刷新会議による事業仕分けにおいては、第２期中期計画 

中の取組による実績を基に、本校の役割及び機能、存立意義が認められた。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の順調がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・業務改革推進本部を設置して、全学的に業務運営全般にわたり効率的運営に努力してい

ることを評価する。 

・２１年度から監査役を置いたことによって、業務運営をより明確な形でチェックする体

制になったことは評価に値する。今後も大学の業務全般について幅広く監査を行うこ

とを希望する。 

・水大校の存立意義に鑑み、海技士免許取得に向けた教育を充実させる努力を評価する。

・（独）大学評価・学位授与機構の審査及び本科の教育課程に関するJABEE（日本技術者

教育認定機構）の審査を受け、ともに認定を受けた。特にJABEEを始め各種資格を戦略

的にすすめられたい。 

・事務事業評価の実施と必要な改善を行うことができたこと評価する。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、辻委員、安元委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

   ２ 業務の効率化   

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

１０／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・教育研究業務の効率化は適切に行われているか      Ａ 

・教育研究支援業務の効率化は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・教育研究業務の効率化に係る業務の進捗状況 

 業務改革推進本部で業務改善に向けた各課題の検討を行い、その結果を平成２１年度に

教育研究活動に関する自己点検報告書として取り纏め、本校ホームページにも掲載して公

表した。自己点検報告書において平成２２年度から実施するとした事項（講座数の削減、

実習教育センターの新設、研究成果公表促進費の予算配分）については取組を開始し、そ

の他の事項については第３期中期計画に盛り込むなど、自己点検の結果を具体的な業務改

善策に活用した。 

 若手の教育職員を中心に国内外の学会・研究会等に派遣し、また国内外の大学に研修留

学させ、教育職員としての資質の向上を図り、教育の充実及び研究の活性化を推進した。

 規程に基づき勤務実績を適正に評価し、評価の高い教育職員には定期昇給時に号俸を加

算する措置を執るとともに、選考基準に基づき該当する者を准教授や教授に昇任させた。

 教育職員が、自らの教育研究の活動計画及び実績を自己評価した上で、所属長等が再評

価を行い、さらに教育職員業績評価委員会が総合評価を行うこととする新たな評価方法を

平成２２年４月から導入した。 

 なお、平成２０年度に受けた（独）大学評価・学位授与機構の審査では、何れの教員に

ついても適当との評価であった。 

 

・教育研究支援業務の効率化に係る業務の進捗状況 

 事務職員を人事院等が主催する給与事務、健康安全管理等の研修に、また、海事職員を

専門的知識や技能の習得のための研修や講習に派遣し、職員の業務遂行能力の向上を図

り、業務の高度化・効率化を推進した。 

 規程に基づき勤務実績を適正に評価し、評価の高い職員には定期昇給時に号俸を加算す
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る等の措置を執った。 

 農林水産省所管の独立行政法人１０機関で設置した人事評価検討会に参加し、そこでの

検討結果を踏まえ、教育研究支援職員を対象とした新たな人事評価を平成２２年１０月か

ら導入した。 

 支出の無駄削減に加え、事務処理の合理化・簡素化、業務の効率化等のため、無駄削減

プロジェクトチームを設置して業務の点検を行い、ドック方式の見直し、図書館の司書業

務の外部委託化、専決文書の拡大などを行った。 

 少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職支援などの充実強化及び内部監査体

制の強化を図るため事務組織を改編し、平成２１年度から、入試統括役、就職統括役、学

生支援課及び監査役を設置した。 

 講座外実習の教育レベルの向上、適切かつ効果的な実習のため、平成２２年度に練習船

及び実験実習場の運営を一元管理する実習教育センターを新設し、練習船の効率的な運航

を推進した。 

 関係法令に基づき有資格者・専門技術者等が行う必要があり本校の職員では対応不可能

なもの及び本校の職員が自ら実施する場合とのコスト比較において経費の節減が可能な

ものとして、施設保守及び校内警備業務などを外部委託し、経費を節減した。 

 地震等により倒壊又は崩壊する危険性が高いと診断された施設について耐震改修工事

を行うなど必要な改修等を行い、校内の安全及び環境の確保に努めた。 

 業務改革推進本部において、水産系海技士の養成教育と全学科生を対象とした乗船実習

を両立するための効率的な配乗、他機関と連携した調査研究等への活用といった視点を踏

まえ、今後の練習船の体制に関する検討を行い、その結果として実習教育センターを設置

した。 

 燃油価格の高騰の中、教育カリキュラムを円滑に実施するため、電気推進を積極的に利

用して低燃費運転に努め、運航の効率化のため、実習航海の途次において調査海域に応じ

た卒論生等の臨機応変な乗船、海況及び混乗を考慮した学科・学年の効率的配乗を実施す

るとともに、練習船の余席（外部乗船可能人数）の状況を本校ホームページ上に公開した。

 学生の乗船実習を実施しつつ、練習船の設備等を積極的に活用することにより、SEAFDEC

等との国際共同調査、水産庁、（独）水産総合研究センター等と連携した調査を実施した。

 

 

○その他（意見） 

・引き続き、様々な視点からコスト削減に努めてほしい。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の順調がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・事務遂行上の無駄を排除するチームや省エネ推進のためのチームを立ち上げたことは

評価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定することが望ましい。 

・実習教育センターを立ち上げて、実習に関わる実習場や練習船の使用を一元管理する

方式を導入したことは実習教育の充実に資するものとして評価に値する。 
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・国立大学法人では准教授や教授のポストが空いた場合、候補者を公募して選考委員会

で審査するところも多い。内部昇格を認めないわけではないが、その場合は手続きの

透明性、公平性が保証されなければならない。今後検討をしていただきたい。 
・少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職支援などの充実強化は評価する。農

林水産省に設置される教育機関としての特異性（他の教育機関との差別化）や社会的

ニーズの動向を踏まえつつ進めていただきたい。 

・少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職支援などの充実強化及び内部監査体

制の強化を図るため事務組織を改編したこと、コスト削減に努めたことを評価する。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、辻委員、安元委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

 

基 礎 項 目 名       

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す  

 るためとるべき措置 

  １ 水産に関する学理及び技術の教育 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

２５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・本科での教育は適切に行われているか    Ａ 

・専攻科での教育は適切に行われているか      Ａ 

・研究科での教育は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・本科での教育に係る業務の進捗状況 

  学士の学位授与について（独）大学評価・学位授与機構が認定した教育課程の下で、

平成１７年度入学生から新しいカリキュラムを適用し、必要に応じて授業内容を見直し

つつ、水産業を巡る 新の情勢や新しい研究成果等を適切に教育に反映させた。 

  各学科の高度な専門教育に加え他学科の異なる分野の科目も履修させることにより

水産に関する総合的な知識を身に付けさせるため、各学科で他学科の学生向けの必修科

目を開講するとともに、他学科の専門教育科目を自由選択科目として一定の範囲内で自

学科の専門科目と同等のものと認める制度を運用することにより、他学科関連科目の円

滑な履修を促進した。 

  全学科で水産について広く学ぶ水産学概論と水産行政官による講義を含む水産特論

を必修科目として学生に受講させ、水産を体系的に理解させるとともに、水産行政が直

面する課題とその対応など 新の水産業の状況について学ばせた。また、平成２０年度

に改組した水産流通経営学科の水産流通分野の科目についての新設や内容変更により

水産流通等の教育を充実強化した。 

  水産都市下関に立地しているといった特性を活かし、水産関連施設の見学を積極的に

実施するとともに、魚市場において鮮魚の調理実習を行うなど、地域・産業界との連携

の下、漁業協同組合、水産市場などの水産関係企業等に出向いて現地調査等を行う体験

型実習を実施した。 

  引き続き全学科で練習船による乗船実習を必修科目とし、乗船中に海洋観測、資源調

査、漁業操業、漁獲物鮮度管理、船舶運航及び機関操作等の幅広い分野の実習を実施し

た。なお、遠洋航海実習では、フィジーや SEAFDEC、ブルネイ、タイ、ベトナム、パラ

オと共同調査を実施した。 
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  実験実習場では、その立地環境・特性を活かして、増養殖や生態系等の水域環境、沿

岸海洋観測等に係る実習を実施したほか、マルチメディアネットワークセンターでは統

計データ活用等の情報システムに係る実習等を行った。 

  水産行政、水産業等の 新動向を的確に教育に反映させるため、導入教育として全学

科１年次生を対象とする水産学概論を開講するとともに、全学科３年次生を対象とする

水産特論を必修化して水産庁幹部等による講義を行った。また、（独）水産総合研究セ

ンター等の試験研究機関、漁業協同組合、水産流通・加工・販売業者などの水産関連企

業の幹部・担当責任者による特別講義等を実施した。 

  平成１９年度からインターンシップを単位化して学生の参加を促進し、水産庁本庁、

漁業調整事務所、（独）水産総合研究センター、市役所、水産関連企業等で学生がイン

ターンシップを実施した。 

  基礎学力向上を図るため、１年次生を対象に数学、物理、化学、生物に重点をおいた

水産数理科学セミナーを、また、英語力向上のための英語セミナーを開講し、学力に応

じたクラス分け等を行った上で、リメディアル教育を効果的・効率的に実施した。また、

各学科で専門科目に必要な基礎科目や専門科目の理解が不足している学生を対象とし

た補習授業を実施した。 

  実用英語教育については、航海英会話を開講して充実したほか、各学科のセミナー等

における英語輪読、上級海技士試験における英語の個人指導、外国人研修員との英語に

よるディスカッション等、あらゆる機会を通して実用英語力の向上を図った。 

 共通基礎科目を１年次前期から２年次前期に配当し、各学科の専門科目についても低学

年に専門基礎科目を、その後段階を追って高度な専門教育科目を開講するカリキュラム

を編成した。また、本校の独自性や育成すべき人物像を念頭に、座学と実験・実習等を

効果的・効率的に配置した螺旋型教育を実施するとともに、特に水産系の海技士教育に

ついては、５カ年一貫教育を意識して、座学と乗船実習の科目が効果的・効率的になる

ようカリキュラムを編成した。 

  シラバスについては、「授業内容が本校の教育内容に沿ったものであるか」、「各科

目間の授業内容が重複していないか」、「実際の授業内容とシラバスが乖離していない

か」、「JABEE 教育に対応したものであるか」などについて毎年度点検し、JABEE 実地

審査における指摘事項も踏まえて作成した。 

  水産物流通の動向変化、水産音響技術による資源調査、漁船機関から排出される PM

の低減化をはじめとする教育対応研究の研究成果から得られた知見、関連する文献や研

究・技術開発情報を積極的に教育に導入した。 

  実習等において調査結果を基に対策を議論させるなど少人数のグループ編成による

実践とプレゼンテーションや全体討論を組み合わせた問題解決型教育を行った。 

 学生による授業評価を実施するとともに、評価結果を踏まえて個々の授業の改善策を取

り纏めて学生にも公表したほか、分かり易いシラバスとなるよう記載内容の改善、実習

に対する学生による評価、教員間の授業参観とその後の意見交換を実施するなど、更な

る授業の改善に努めた。 

  スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の一環として船舶職員の他の教育機関への派

遣、教育支援職員の研修会等への積極的な参加などにより資質の向上を図るとともに、

専用の意見箱を設置して学生からの意見・要望を広く集め、寄せられた意見等を業務に

適切に反映させた。 

  なお、本科の教育課程に関し、平成２０年度に JABEE から認定を受けたことにより、

技術者教育としても満足すべき教育レベルにあることが認知され、卒業生が水産部門の

技術士として活躍する道が広がった。 

  入試制度を見直し、海技士の資格取得を目指す者や水産業の後継者等を目指す者を対

象とした推薦入試枠の全学科での新設、推薦入試における募集人員や評定基準の変更、

一般入試における選択科目の変更、試験会場の増設などの改善を行うとともに、高校訪
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問、オープンキャンパス、高校生向けＰＲ用ＤＶＤの作成、ホームページ等における積

極的なＰＲ活動等により、より意欲の高い学生の確保に努めた。 

  これらの取組の結果、入試倍率は２．８倍から４．５倍、学生充足率は１１１％から

１１９％を確保するとともに、学生の出身地は全国４７都道府県にわたり、広く全国か

ら学生を集めることができた。 

 

【本科の入試倍率】  

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

入試倍率 3.8 2.8 3.4 4.4 4.5 

 

 

 

 【本科の学生充足率】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

充足率（％） 111 111 118 119 117 

 

 

 

  なお、募集人員に対する入学者の割合が高い年度もあったが、教育水準の低下が生じ

ることがないよう配慮して教育を行うとともに、その後、定員管理をより厳格化した。

 クラス担当制により入学時から卒業までの４年間について同一の教員が一貫して学生

を指導する体制をつくるとともに、クラス担当教育職員と学科長、一般職員が連携し、

就学、進路、就職及び生活にわたる指導等を行った。 

 １～３年次までの成績状況（成績表）を保護者に郵送するとともに、学生に対してはク

ラス担当教育職員から別途成績表を手渡し、学校及び家庭の双方から就学指導を実施し

た。 

  研究科生の指導者としての技術の向上と本科学生への一層の教育内容の充実を図る

ことを目的としたティーチング・アシスタント制度を適切に運用し、水産学研究科の在

学生を教育補助に活用した。 

 

・専攻科での教育に係る業務の進捗状況 

  平成１８年度に海技士資格の取得を目指す意欲ある学生のための推薦入試制度を導

入したほか、教育職員と練習船の海事教育職員が連携して、本科関連学科入学段階から

海技士の魅力、就職状況、国家資格取得者としてのメリット等を説明するとともに、水

産関連海運会社等の説明会への参加を促して業界の実状を把握させるなど指導を行い、

専攻科に対する学生の指向性を高めた。 

  近年の求人数と進学見込者の動向等を総合的に勘案し、平成１９年度から定員を７０

名から５０名に縮小した。 

  また、個人指導等の充実及び一級海技士免許筆記試験合格者に対する表彰制度を導入

し、魅力ある専攻科づくりに努めた。 

  これらの取組により、学生充足率は５４％から１１６％にまで改善された。 

 

 【専攻科の学生充足率】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

充足率（％） 54 76 74 106 116 
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  本科と専攻科を合わせた５年間一貫教育として水産系の海技士養成に必要な教育を

体系的に実施するとともに、三級海技士口述試験対策及び上級筆記試験対策を実施し

た。特に、在学中に一級海技士免許筆記試験に合格するよう指導を行い受験を促進した。

その結果、三級海技士免許取得率は８２～９８％、二級海技士免許筆記試験合格率は７

１～８８％を確保した。さらに、一級海技士免許筆記試験にも２～１３名が合格した。

 

 【三級海技士免許の取得状況】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

取得率（％） 95 97 89 82 98 

 

 

 

 【二級海技士免許筆記試験の合格状況】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

合格率（％） 76 88 87 71 82 

 

 

 

 【一級海技士免許筆記試験の合格状況】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

合格者数 2 13 9 12 9 

 

  専攻科教育の抜本的見直しのため、他大学の専攻科教育の動向、海技士免許取得者

ニーズの動向等に関して情報収集を行い、これらの情報や定員充足状況及び求人動向等

を踏まえ、今後とも有為な水産系海技士の養成を行っていくため、実習教育センターを

設置し、船舶教職員の配置や実習等の一元管理による効率化等を図ったほか、船舶運航

課程と舶用機関課程の定員を柔軟に運用するとの方針を決定した。 

 

・水産学研究科での教育に係る業務の進捗状況 

  平成１８年度に水産管理学分野と水産利用加工分野を新設して研究指導教員と講義

担当教員を新たに配置するなど教育研究体制を整備した。また、平成２１年度には、定

年退職者の増加に対応するため、（独）大学評価・学位授与機構から修士課程の研究指

導教員として適合する旨の判定を受けた准教授が指導できるよう研究科担当教員の学

内の資格基準を改定して教育・研究における指導体制の充実を図った。なお、定員超過

の常態化への対応として、平成２２年度入試では研究科における教育・研究の質的向上

を図るために定員の遵守を厳格化した。 

  特別実験に係るＦＤとして、研究科担当教員が、修士論文発表会と同一型式で模範と

なる発表会を行い、発表方法、質疑応答の様子等を学習させるとともに、修士論文発表

会には、研究科１年次生を参加させて発表方法等を学習させた。また、学会誌等への論

文投稿、口頭発表を促して研究成果の公表を推進した。平成２１年度には、研究発表を

行った研究科生のうち３名が学会賞（日本機械学会三浦賞、日本冷凍空調学会・優秀講

演賞、日本電気学会中国支部奨励賞）を受賞した。 

  平成１８年度にリサーチアシスタント制度を導入し、農林水産省等から委託を受けた

水産施策に関連した研究において研究科生をリサーチアシスタントや研究補助者とし

て活用することにより水産現場での問題解決能力を養い、水産施策との関わりを実体験

を通して学ばせ、学生の能力・資質の向上に努めた。 
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  平成２０年度に水産学研究科の教育課程に関する（独）大学評価・学位授与機構の審

査を受け、大学の修士課程に相当する教育課程であるとの認定を引き続き受け、毎年度、

修士論文の審査を経て修了生全員が修士（水産学）の学位を取得した。 

 

 

○その他（意見） 

・自己評価でＡ評価となっている小項目や中項目の中には、Ｓ評価でも良いものが幾つ

か散見される。例えば、実習教育センターの設置は実習教育を体系立てたという点で

他では見られない進んだ取組であり、水産庁幹部職員による講義は学生の刺激になり、

水産学研究科生の学会賞受賞も評価されるところである。 

・水産都市下関に立地していることが実地体験型教育を可能としている。その点を明示

すべき。 

・水産系海技士を養成する機関は国内で限られており、官庁船の航海士、機関士に占め

る本校の卒業生の割合は高いはずである。一方、航海士、機関士の高齢化も進んでお

り、今後、益々水産系海技士の需要は高まる。また、中国、韓国などでは海洋権益の

確保のため水産系海技士の養成に力を入れていると聞く。水産系海技士の養成につい

てアピールが必要。 

・調査船では、洋上で故障した観測機器の修理を機関部の方々が行うなど、エンジニア

としても有能に対応して頂ける水産系海技士が必要である。その分野に携わる者から

見れば当たり前のことも、部外者には分からない。こうした総合力を有する水産系海

技士を育成していることも対外的に評価して良いのではないか。 

・入試倍率、学生の充足率ともに高く、全国から学生を集めている実績から評価すると

Ｓ評価でも良いのではないか。 

・中高生を対象とした体験乗船は、さらなる学生募集につながると思う。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・全般に大変な努力をされていることに感銘を受けた。意欲ある学生をうけいれるための

推薦入学枠は非常によい取り組みだと思う。水産界には学力だけではなく意欲ある学生

こそ求められているからだ。彼らの入学後、卒業後についてもぜひ、紹介してほしい。

・第2期中期目標期間において、順調に入試倍率が伸びており、本科での教育内容の改善

が本科を受験しようとする高校生に効果的に伝わった結果と言える。また、実情に合わ

せて専攻科の定員の縮小、水産学研究科における水産管理学分野と水産利用加工分野の

新設など、実学を特長とする本学の教育目的に応じた体制の改革と教育・研究の質的向

上は評価できる。 
・「出口問題」（就職状況について）の自己評価と関連づけて、この項目を記述すると効

果的な評価ができると考えられる。また、業務を提供してきた側の自己評価としては理

解できるが、サービスを直接に受けてきた学生・院生の満足度や評価、彼らが就職した

先の企業・研究機関等の評価などの裏付けある資料が示されていない。今後の評価に当

たっては、項目を客観的に達成したと判断できる資料に基づき検討していただきたい。

・本科においては、期間中、教育の質の向上について努力してきたあとがうかがえる。

特に、JABEEの導入にともなう、教育体制の充実は評価できる。その他の項目につい
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ては、社会的水準に達したという点で、満足すべき到達度であったと判断できる。 

・本科と専攻科を合わせた体系的な５年間一貫教育の実施、海技士資格の取得を目指す意

欲ある学生のための推薦入試制度の導入、教育職員と練習船の海事教育職員の連携によ

る入学段階からの指導、個人指導等に取り組むことにより、高い定員充足率と海技士免

許取得率を確保したことは評価できる。 

・専攻科においては、定員を見直し、入試制度を変えて人員を確保し、一環教育体制を

敷いた努力は認められる。ただ、次の点で改善の余地がある。１）二級海技士免許筆

記試験の受験者数の割合が専攻科在学生の6割強にとどまっていることである。5年一

環教育体制をとっている以上は、高次海技士免許の受験率を引き上げる必要がある。

２）二級海技士免許試験の合格率を引き上げるような教育指導体制をさらに強化して

いく必要がある。 

・研究科についてだが、定員管理において、本来、定員が配置されている専攻単位の数

値を本資料に示すべきではないか（資料には示してあるが）。全体では定員の大幅な

超過は解消されてきているように見えるが、水産資源管理利用学専攻は、期間中、減

少はしているものの定員超過のまま推移している（平成２２年度でも190％）。教育

組織である専攻単位で定員管理ができるよう努めるべきであろう。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 佐藤委員、荒井専門委員、山尾専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

 

基 礎 項 目 名       

 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す  

 るためとるべき措置 

  ２ 水産に関する学理及び技術の研究 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

１０／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・教育対応研究は適切に推進されているか               Ａ 

・行政・産業への貢献につながる研究活動は適切に推進されているか   Ａ 

・外部資金の獲得、共同研究等は適切に推進されているか                Ａ 

・研究活動充実のための措置は適切に講じられているか                  Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・教育対応研究に係る業務の進捗状況 

  水産情報経営学科において、水産情報経営に関する研究として、（ア）水産学を学ぶ

ための基礎教育に関する研究、（イ）水産経営・経済に関する研究、（ウ）水産情報シ

ステムに関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り組み、研究成果と

して論文４２件、著書４件、口頭発表５４件、報告書１６件を公表するとともに、その

成果を講義や卒業論文作成指導に取り入れて教育に反映した。また、平成２０年度に水

産情報経営学科から水産流通経営学科に改組したことから研究課題についても見直し

を行い、水産流通経営に関する研究として、（ア）水産学を学ぶための基礎教育に関す

る研究、（イ）水産経営管理に関する研究、（ウ）水産流通情報システムに関する研究

の中課題３件の下に小課題を再設定して研究に取り組み、研究成果として論文５７件、

著書１１件、口頭発表４９件、報告書３２件を公表するとともに、その成果を講義や卒

業論文作成指導に取り入れて教育に反映した。 

  海洋生産管理学科において、海洋生産管理に関する研究として、（ア）水産資源の持

続的生産と利用に関する研究、（イ）漁船の安全運航管理に関する研究、（ウ）水産資

源変動および海況変動に関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り

組み、研究成果として論文１００件、著書１３件、口頭発表２４８件、報告書７６件を

公表し、２件の特許出願をするとともに、その成果を講義や卒業論文作成指導等に取り

入れて教育に反映した。 

  海洋機械工学科において、海洋機械工学に関する研究として、（ア）舶用機械システ

ムに関する研究、（イ）海洋環境の保全とエネルギーの有効利用に関する研究、（ウ）

海洋機械システムに関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り組み、
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研究成果として論文８４件、口頭発表１３１件、報告書２６件を公表するとともに、そ

の成果を講義や卒業論文作成指導等に取り入れて教育に反映した。 

  食品科学科において、食品科学に関する研究として、（ア）水産食品の安全に関する

研究、（イ）水産物の機能性解明とその応用に関する研究、（ウ）水産資源の加工利用

に関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り組み、研究成果として論

文８５件、著書７件、口頭発表２４０件、報告書８１件を公表し、６件の特許出願をす

るとともに、その成果を講義や卒業論文作成指導等に取り入れて教育に反映した。 

  生物生産学科において、生物生産に関する研究として、（ア）資源生物の生理、生態

および生育特性に関する研究、（イ）資源生物の育成環境に関する研究、（ウ）水産増

養殖技術の高度化に関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り組み、

研究成果として論文１４６件、著書２１件、口頭発表３５４件、報告書１１３件を公表

するとともに、その成果を講義や卒業論文作成指導等に取り入れて教育に反映した。 

  水産学研究科において、水産に関する研究として、（ア）水産技術管理に関する研究、

（イ）水産資源管理利用に関する研究の中課題２件の下に小課題を設定して研究に取り

組み、研究成果として論文１３２件、著書６件、口頭発表１９６件、報告書２８件を公

表するとともに、その成果を講義や修士論文作成指導等に取り入れて教育に反映した。

 

・行政・産業への貢献につながる研究活動に係る業務の進捗状況 

  地元下関に立脚した全学共通のテーマとして「フグ産業の高度化」を設定して、全学

的（本科５学科と水産学研究科）に研究等に取り組み、研究成果をセミナーや技術指導、

学会発表等を通して産業界に情報発信するなど、地域に密着した研究・情報発信を行っ

た。特に、平成２０年度には西日本フク研究会（下関を中心としたフグ産業に係る情報

や意見交換を目的とした産学公連携の研究会）との共催により、『本場・下関で「ふく」

を語る～意外に知らないフグの秘密～』と題した公開シンポジウムを開催し、研究成果

を取り纏めて業界関係者、一般市民に向けて情報発信した。 

 

  また、各学科で分野を定めて、下記の通り活動した。 

『水産物の流通及び水産業の経営管理の高度化並びに水産政策の分析（水産流通経営学

科）』 

  水産情報館に蓄積した水産物流通及び水産関連企業の経営情報をデータベースとし

て、産業界及び行政等の取組や施策に資する情報分析手法の開発・研究等に取り組み、

研究論文や業界誌等で積極的に発表を行った。 

 また、東京水産振興会や魚価安定基金等が実施する水産物及び加工品の流通・販売に対

する調査・研究や地域の水産業振興策への提言、水産業振興基本計画の取り纏め、うみ・

ひと・くらしシンポジウムの開催、地域漁業学会の開催、水産業を核とする地域振興や

沿岸漁業及び中小漁業経営の安定を目的とした山口県や業界等の委員会への積極的な

参加など、行政・産業への貢献に繋がる研究・情報発信等を行った。 

『水産資源の調査・解析方法と評価（海洋生産管理学科）』 

  水産資源の把握及び評価のため、ソフト的な調査・解析手法（操業実態資料、地理情

報システム技術などによる）及びハード的な調査・解析手法（音響機器、選択漁具の利

用などによる）を用いて、操業の効率性、漁場形成、魚群行動、漁場選択、資源の動態

解明、資源管理情報の提供、数値解析、生態学的見地からの解析、定量的調査解析手法

の開発などに渡る行政・産業に繋がる多様な研究活動に取り組んだ。 

  また、国等が行う対馬マウンド礁における計量魚探を用いた動物プランクトン分布調

査、知的クラスター創成事業、下関市沿岸海域魚礁設置適地調査等に携わるとともに、

瀬戸内海広域漁業調整委員会、山口県海面利用協議会等に委員として参加したほか、テ

クノオーシャン 2010 及びアグリビジネスフェア 2010 への出展、下関市立しものせき水

族館海響館でのオープンラボの実施、OFCF の外国人研修の受入など、行政・産業への
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貢献に繋がる研究・情報発信等を行った。 

『環境との調和や省人・省力に着目した水産機械システム（海洋機械工学科）』 

  環境との調和や省人・省力化を目指して、漁船用機関から排出される PM 等の環境汚

染物質の低減、漁船の損傷形態解析、海洋（自然）エネルギーの有効利用、漁場環境水

質浄化装置の特性の把握と予測、極低温流体や起電力の水産分野への活用、次世代環境

対応型小型漁船の技術開発、鮮魚の品質評価の解析、小型漁船用エンジンの異常診断技

術等に関して、漁協や産業界との連携を図りつつ共同研究等を行った。また、国等が主

催する漁船等の環境対応に関した委員会や漁業構造改革総合対策事業に係わる協議会

等に委員として参加したほか、本校の実習施設を活用した水産高校生向けの実習や同教

諭向けの研修を実施した。また、農林水産省主催のアグリビジネスフェア 2010 に 2 件

出展したほか、出雲産業見本市 2010 に参加した。このように、行政・産業への貢献に

つながる研究・情報発信等を行った。 

『水産食品の安全管理、機能性と有効利用（食品科学科）』 

  水産食品の安全性を確保し、かつ、水産物の高度利用を推進するため、水産物の微生

物学・化学的研究、健康増進機能に関する研究を行うとともに、実際に水産物が食品と

して高度利用される上で重要な鮮度や加工技術の研究に取り組んだ。 

  また、国等が行う地域資源活用型研究開発事業、薬剤耐性菌出現動向調査等の多くの

事業等に携わるとともに、食品安全委員会、食の安心・安全審議会、山口県食品開発推

進協議会及び山口県海物語認定委員会などに委員等として参加したほか、市立しものせ

き水族館海響館でのオープンラボ、「大学は美味しい!!」フェアや産学公シーズ・ニー

ズのマッチング会への参加、ジャパン・インターナショナル・シーフードショーへの出

展とセミナーの開催、JICA の外国人研修にも積極的に対応し、行政・産業への貢献に

繋がる研究・情報発信等を行った。 

『増養殖技術の高度化と沿岸環境・生態系の保全（生物生産学科）』 

  増養殖技術の高度化及び増養殖現場の環境保全のため、磯焼けの一因である食害への

対策、水辺の小わざなどの生態系保全に資するための研究、免疫機能の活性化による安

全・安心な養殖魚介類の生産技術の開発に関する研究などに取り組んだ。 

  また、国等が行う大型クラゲ国際共同調査事業、水産防疫技術対策事業、萩市八里ヶ

瀬漁場調査等の多くの事業等に携わるとともに、山口県内水面漁場管理委員会、栽培漁

業推進協議会、下関市環境審議会等の委員会等に委員として参加したほか、市立しもの

せき水族館海響館でのオープンラボや高大連携によるＳＳＨ認定校への協力、磯焼け対

策や魚道設置等に関する各種研修会等への講師派遣など、行政・産業への貢献に繋がる

研究・情報発信等を行った。 

 

・外部資金の獲得、共同研究等に係る業務の進捗状況 

  競争的資金に積極的に応募し、国、地方公共団体、水産団体、民間企業等から委託を

受けて調査・研究を毎年度３０件以上実施したほか、科学研究費補助金や公募型助成金

を獲得して研究を行った。 

 

 【調査・研究の受託件数】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

受託件数 36 41 55 44 31 

 

 

 【科学研究費補助金による研究】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

件数 6 10 15 19 18 
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 都道府県の試験研究機関、独立行政法人、国立大学法人及び民間企業等と共同研究契約

等を締結して共同研究を実施した。 

 

 【共同研究】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

件数 15 15 15 16 22 

 

 

  なお、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン」に基づき所要の体

制を整備するとともに、学内説明会を開催して本校における公的研究費の不正使用防止

に係る取組について周知徹底を図った。 

 

・研究活動充実のための措置に係る業務の進捗状況 

  学内競争資金制度を適宜その内容を見直しつつ運用し、学内公募と選考により研究予

算を重点配分した。 

  国や県の水産行政部局、試験研究機関との交流会等のほか、産学公交流イベントに積

極的に参加し、研究成果の発信と情報収集を行った。 

  地元下関市近郊だけでなく、全国各地の企業、漁業団体、試験研究機関、行政機関等

から技術相談や調査等の依頼を受け、必要に応じて現地にも赴き直接指導等を行うな

ど、依頼元に配慮して適切な対応を行った。 

  他大学の博士課程修了者を研究支援員として本校に受け入れ、受託事業においてその

専門的知識を活かした研究支援業務を行わせることにより、当該事業を円滑に実施した

ほか、韓国海洋水産研修院の教授、学術交流協定を締結している上海海洋大学の准教授

を外国人研究員として本校に受け入れ、本校教員とともに共同研究に当たらせた。 

 

 

○その他（意見） 

・外部研究資金は、過去４カ年に亘って数値目標を大幅に上回っており、科学研究費補

助金の獲得も増加している。当該項目については、第 2 期中期目標期間の自己評価を

Ａ評価に下げる必要はないのではないか。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・『環境との調和や省人・省力に着目した水産機関システム（海洋機械工学科）』が行っ

てきた多くの取り組みは、まさに水産大学校ならではの特性が活かされているものと思

う。水産庁の「水産白書」にも掲載してもらうなど、大いにアピールされるとよいと思

う。 

・教育対応研究に関しては、各学科ともに水産業の実態に応じた中課題を２－３課題設

定し、論文、著書なども相当数公表しており、評価できる。行政・産業への貢献とし

ては、地元下関に立脚したフグを全学共通テーマに設定し、横断的な研究と地元への
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情報発信を積極的に行っており、評価できる。外部資金については、特に科研費の獲

得件数が着実に増えてきており意見にも述べてあるとおり、S評価でも良いと考える。

・全体として、水大校における教育の充実に貢献するという研究の位置付けが明らかに

なってきた点、水産業の発展する姿勢を打ち出している点は評価できる。 
・今後においては、１）水産大学校の本来的な機能は水産分野に対する人材供給の役割で

あり、研究分野はそれを補足するものである。試験研究機関ではない以上、教員が研究

に振り向けるエフォートの管理をできるだけ適正に行う必要がある。たえず、業務対応

研究とは何か、各分野で確認しながら研究を進めること、２）行政・産業に貢献できる

研究活動をいっそう充実させること、について検討を進めていただきたい。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 佐藤委員、荒井専門委員、山尾専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

 

基 礎 項 目 名       

 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す 

  るためとるべき措置 

  ３ 就職対策の充実 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか                  Ｓ 

・大学校全体の就職対策方針が明確化され、教職員へ徹底されているか   Ａ 

・大学校全体での取組と学科での取組の効果的連携がとられているか        Ａ 

・各種就職支援策が実施されているか                                    Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・就職対策に係る業務の進捗状況 

  水産関連分野への就職率向上を目的とした取組について検討を重ね、運営会議及び部

科長会議において本校全体の就職対策方針を明確化するとともに、教授会・学科会議等

を通じて、全ての教職員に就職対策方針を周知徹底させた。 

  就職対策強化のため、就職対策検討委員会を設置するとともに就職指導を担当する教

育職員を配置して、企業訪問、合同企業説明会及び就職ガイダンスの開催、進路状況の

把握、就職指導を行うなど、それぞれが役割分担しつつ、学校全体での取組と学科での

取組の効果的連携に努めた。 

  各種就職支援策として、全学科１年次生を対象とした水産学概論の開講による動機付

け教育、学生に対する求人情報の効果的・効率的な提供、本校学生の採用実績がある水

産関連企業に係る情報のデータベース化、就職支援室の充実と有効活用、本校独自の就

職活動手引書の作成と学生への配布、公務員採用試験対策講座の開講、同窓会や後援会

と連携した就職対策等を行った。 

  以上のような取組を実施し、就職率は９５％以上、このうち水産業及びその関連分野

への就職割合（就職内定者ベース）は７５％以上を確保した。 
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 【修了生の就職状況】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

就職率（％） 95 98 98 95 96 

水産関連分野への就職率

（％）【内定者ベース】 
75 76 79 77 80 

 

 

 

 

 

○その他（意見） 

・就職率は高いレベルを維持しており、堂々とＳ評価として良い。背景として、教育と

研究の着実な実施が結果として表れており、就職率の高さが優秀な学生の確保に繋がっ

ていると思う。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・全学あげての努力が高い数字になって表れていると思う。ぜひ継続してほしい。 

・水産業及びその関連分野への就職率が所定のレベルを達成しており、また全体の就職率

も高いレベルであることは、きめ細かな就職対策が功を奏したと言え、評価できる。 

・就職状況は経済動向にも左右されるが、就職率（就職希望者を分母）が95％を維持で

きている点は評価できる。 

・検討を要することとして、１）専攻科修了生の就職率はよいが、水産関連産業への就

職率は必ずしも高いわけではない。本科以上に就職支援を強化しなければならない社

会的ニーズが低いと判断されかねない、２）本科、研究科、専攻科にわけた資料と指

標をもとに就職状況を評価すること、について検討を進めていただきたい。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 佐藤委員、荒井専門委員、山尾専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

 

基 礎 項 目 名       

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す  

 るためとるべき措置 

  ４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・行政機関との密接な連携を図り、水産施策の立案及び推進への協力が適切に行われてい

るか                                                                      Ａ 

・研究成果等、業務の成果の公表・普及は適切に行われているか                  Ａ
・水産に関する人材の育成と技術向上のための研修活動等は適切に行われているか Ａ 

・広く国民一般を対象とした公開講座は適切に行われているか                    Ａ
・国内外の大学等との連携、図書館の開放、学会活動への協力等は適切に行われているか

                                                                          Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・水産施策の立案及び推進への協力に係る業務の進捗状況 

  大型クラゲ国際共同調査、ウナギ産卵生態調査、国際資源調査（天皇海山海底地形調

査）など、水産政策上の重要案件について関係機関と協力して調査に取り組むとともに、

SEAFDEC への技術協力、開発途上国の行政官等を対象とする研修の実施などを通じて、

国際協力にも貢献した。 

  国・地方公共団体等の委員会・審議会等に委員として教職員を派遣するとともに、技

術相談等に対しても適切な対応を行った。 

 

・業務の成果の公表・普及に係る業務の進捗状況 

  外部及び内部による査読の上、毎年度、水産大学校研究報告を発行し、国内外の研究

機関、教育機関及び行政機関等に広く配付したほか、過去に発行した研究報告も含めて

掲載論文等を全て電子化し本校のホームページ上に掲載して常時閲覧可能とすること

により、外部への情報発信、研究成果の普及に努めた。 

  学会誌、水産大学校研究報告、学術論文集、国際シンポジウムの講演論文、専門雑誌

への掲載及び著書として、毎年度７０件以上研究成果の公表を行った。このうち、ファー

ストオーサーでの論文等の発表は全体の約７割を占めた。 
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 【研究成果の公表状況】 

  H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ 

公表件数 114 115 103 101 110 

 

 

  研究業績のよりインパクトの高い媒体への公表を促進する方策について検討を重ね、

予算的支援措置を導入するとともに、教育職員の評価においても加味することとした。

 各種機関からの要請に積極的に対応し、各種の講演会・セミナー等に教育職員を講師と

して派遣した。 

  本校ホームページに教育職員の研究情報データベースを掲載するとともに、 新情報

に適宜更新した。 

  産学公交流イベントに積極的に参加して、ブース出展するとともに、同時開催セミ

ナーにおいて教員が講演を行い、研究成果情報の発信とその利活用を推進するととも

に、  出展の内容やその様子をホームページで積極的に紹介した。 

  平成２０年度から始まった「やまぐち地域資源活用研究者ニーズ集」の作成に協力し、

本校が行っている地域密着型の研究について情報発信を行った。 

 平成１８年度にホームページを一新し、新たに水産大学校研究報告、研究成果、産学公

連携等について掲載するなど、情報量と質の拡充を図った。さらに、平成２１年度には

新メニュー「水大広場」を開設し、水産大学校の１年、本校キャンパスの航空写真、ビ

デオなどの情報発信を開始した。 

  本校の概要を紹介するパンフレットについては、平成１８年度に本校の設置意義や講

座情報等を盛り込んで内容を一新し、各種イベントで配布を行った。平成２０年度には

本校の紹介ポスターを作成し、水産行政機関、漁業協同組合、水産関係団体等、全国約

１，９５０箇所に配付し、さらに、平成２１年度には企業・業界向けに内容を特化した

パンフレットを作成し産学公交流イベントで配布した。 

  報道機関への情報提供の促進に努め、水産記者クラブにおける記者レク、下関市政記

者クラブ等への記者発表を行ったほか、下関市教育委員会の後援を受けボランティアに

より運営されている「いきいき市民講座」に出演するなど、積極的に研究成果の広報に

努めた。 

  特許等の知的財産権の取得及び利活用促進のため、教育職員・学生を対象として、

（社）発明協会広島支部から講師を迎え特許セミナーを開催したほか、担当職員を（独）

工業所有権情報・研修センターが主催する知的財産セミナーに派遣して、知的財産権に

対する認識の深化を図った。 

  研究成果のうち知的財産権となりうるものについては、出願、登録を行った。 

 

・研修活動等に係る業務の進捗状況 

  漁業者、水産関係に従事する公務員等の水産関係者への教育研修の要請に積極的に応

じ、研修等に教育職員を講師として派遣するとともに、本校に研修等の受入を行った。

特に、平成２０年度から開始された「水産やまぐち人材プロジェクト事業」の一環とし

て地元水産高校生を受け入れ、本校の施設設備を活用した研修を行った。 

  JICA から委託を受け、毎年度、約２ヶ月に渡る研修全体をコーディネートして途上

国の水産行政関係者を対象にした集団研修を２コース行ったほか、OFCF から委託を受

け、毎年度、途上国の水産行政関係者を対象に集団研修を行った。また、適宜要請に応

じて個別の研修も行った。 

 

・公開講座に係る業務の進捗状況 

  毎年度、本校キャンパスにおいて公開講座を開講し、その時々の水産に係る社会情勢
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等を基に設定したテーマについて講演を行い、併せて本校で実施している研究のパネル

展示を行った。（延べ参加人数６８０名以上） 

  親子連れを対象として研究成果等をわかり易く紹介するため、市立しものせき水族館

海響館との協力の下、同水族館において「水産大学校公開講座‐オープンラボ」を周年

に渡って開催した。（延べ１１７件、参加人数約９３，０００名） 

  本校ホームページや下関市役所のホームページに演題テーマを掲示し、依頼に応じ

て、一般市民や小学生を対象として出前講義を行った。（延べ２１件） 

  平成２０年７月に北九州市内のＳＳＨ指定校との間でＳＳＨ協力協定を締結し、以後

毎年度、同校が行うＳＳＨの取組に市立しものせき水族館海響館とともに協力して講義

や実習を行った。 

 

・国内外の大学等との連携、図書館の開放、学会活動への協力等に係る業務の進捗状況 

  釜慶大学校（韓国）及び上海水産大学（現上海海洋大学（中国））との間で学術交流

協定を締結し、隔年で相互の大学を訪問して講演会や意見交換を開催することによって

学術交流を深めるとともに、SEAFDEC との間で学術・教育に関する協定を更新するとと

もに、本校の練習船を活用して同センターとタイ、ベトナム等において共同調査を行っ

た。 

  東京海洋大学、鹿児島大学、北海道大学から依頼を受けて拠点大学方式による学術交

流事業の協力機関となり、共同研究のため海外の研究者の受入れ等を行った。（受入人

数１１名、教員の派遣人数３０名） 

  図書館及び標本館について、本校の教員及び学生が利用するだけでなく、多くの専門

書や貴重な標本を有効に活用するため学外者にも開放し、図書や標本の貸し出しを行っ

た。また、学外者の利用を促進するため、近隣の市役所支所や漁業協同組合を通じた掲

示などによりＰＲに努めたほか、本校ホームページ内の図書館のページに新たに一般開

放に関する情報や開館カレンダーを掲載して利用者の利便性向上を図った。 

  下関市内にある４つの高等教育機関との間で締結していた図書館相互利用協定を、５

つの高等教育機関に拡大することとした。 

  国・地方公共団体、水産関係団体等の委員会・審議会等に委員として教職員を派遣し

たほか、国・地方公共団体等にアドバイザー・指導員等として教職員を派遣した。 

 練習船耕洋丸及び天鷹丸で海の日に一般公開を行ったほか、水産高校生等の船内案内を

要請に応じて行った。 

  また、耕洋丸及び天鷹丸が遠洋航海で海外で寄港した際は、現地大学の学生や教員、

SEAFDEC のスタッフを船に招き、船内案内を行った。 

  教育職員が、日本水産学会をはじめとする学会、研究団体等の理事や評議員として運

営の中心に関わる職務に携わったほか、編集委員、広報委員といった実働の職務に幅広

い協力を行った。 

 

  

 

○その他（意見） 

・マスコミ対応については露出が高かったが、さらに取組を継続することを期待する。 

・日祭日のイベント開催は、地域イベントと重複し、プレスとしては取材が困難になる。

水産業界紙の立場では研究成果の方が取り扱いやすい。 

（以上、外部評価委員意見） 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・具体的指標のいずれも十分に満たした活動を行っていると思う。「魚をとる→流通・加

工→販売→食の安全・安心、健康面からの魚食の意義」までを一貫した形で教育してい

る大学として、ひきつづきアピールしてほしい。今後、全国の水産高校と連携したイベ

ント等もアピールの機会として考えられるのではないか 

・インパクトファクターは英文ジャーナル誌での被引用件数から計算されるため、水産

技術のように地元密着型、日本型の実学の場合、必ずしも業績の評価として適当でな

い場合もあることを、留意する必要があろう。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 佐藤委員、荒井専門委員、山尾専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す  

 るためとるべき措置 

  ５ 学生生活支援等 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・学生のインセンティブ向上のための取組は適切に行われているか   Ａ 

・学生生活支援の取組は適切に行われているか                        Ａ 

・課外活動への支援は適切に行われているか                          Ａ 

・企業、地方公共団体等との連携は適切に行われているか              Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・学生のインセンティブ向上のための取組に係る業務の進捗状況 

  平成１８年度から学業成績優秀者に対する表彰制度を導入し、また、平成２０年度か

ら課外活動等で本校の名声を高める貢献を行ったと認められる個人及びグループを表

彰する制度を導入し、卒業式において対象者の表彰を行った。 

  経済状況及び学業成績を勘案して授業料免除制度を適用し、経済的理由により学業の

継続が困難な学生の支援を行った。 

  平成２０年度から成績優秀者授業料免除制度を導入し、対象者について半期の授業料

を半額免除した。 

 

・学生生活支援に係る業務の進捗状況 

  各学科クラス担当教育職員のオフィスアワーの公表、パンフレットの配付を行い、学

生からの相談に適切に対応した。臨床心理士との面談の結果、対処が必要とされた場合

は、クラス担当の教育職員、臨床心理士、学生課職員が密接な連携を取って対応した。

  心身の異常を自覚して自発的に健康相談を求めてきた学生に対しては、症状を把握し

てその緩和に向けた指導・助言を行い、必要に応じて処置を行うとともに、病院の紹介

を行った。学生定期健康診断による検査データに基づき、健康相談及び食生活の指導を

行い、必要に応じて病院の受診を勧めた。 

  臨床心理士によるメンタルヘルス相談を授業開講期間を中心に行い、クラス担当教育

職員、医務室、学生相談室を訪れた学生のうち、メンタルヘルスを要する学生を臨床心

理士に紹介した。 

  より住みよい寮とするため、寮役員と学生課職員との連絡会議を開催し、適宜指導・
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助言を行った。 

  アパート等の斡旋は水産大学校生活協同組合と連携をとって掲示等の協力を行い、ア

ルバイトについては外部から依頼を受けた案件について掲示により情報提供を行った。

 

・課外活動への支援に係る業務の進捗状況 

  体育用品類の補充・更新、体育設備の保守・点検、体育諸施設の日常的な巡回を行っ

た。 

 各クラブが安全、かつ、継続的に自主活動できるよう危機管理マニュアルの作成を指導

したほか、クラブ指導を迅速・的確に行えるよう部員名簿等を提出させ状況把握に努め

た。 

  教育内容と密接に関連し、本校の特徴が出せるクラブとして、舟艇を使う「カッター

部」及び「ヨット部」、水棲生物を広く扱う「水の生きもの研究会」、海洋調査・海洋

性レクリエーションに繋がる「ダイビング部」、「水泳部」及び「シーカヤック同好会」、

漁業取締等に役立つ「空手道部」、「柔道部」及び「剣道部」、漁村地域の活性化に資

するため発足した「村おこし会」を位置づけ、活動を支援した。 

  学生自治会や執行機関である学園祭実行委員会の学内外での自主的活動に対して適

宜助言や協力を行った。また、学園祭実行委員会が企画する大学祭では、学生企画行事

の円滑な進行を支援した。 

 

・企業、地方公共団体等との連携に係る業務の進捗状況 

  各学科で行政・産業対応研究活動の課題を設定して取り組み、成果をセミナーや技術

指導、学会発表等を通して産業界等に情報発信を行った。また、学生の就職先でもある

水産関連企業・団体との間で委託研究や共同研究を行った。これらの成果の中には特許

権の登録や新商品の開発に繋がったケースも現れてきている。 

  さらに、水産団体の委員会等への教職員の参加、研修会等への講師派遣、技術相談、

産学公交流イベントへの参加など行政・産業界との連携・協力のほか、公開講座や市立

しものせき水族館でのオープンラボの開催、「いきいき市民講座」への出演など地域と

の連携を積極的に推進した。 

  このような取組を通して、産業界・地域との連携強化を図り、本校の独自性や特色、

研究成果等をＰＲするとともに、学生の就職先の拡大等に努めた。 

 

 

 

○その他（意見） 

・学生による地域活性化の取組に感謝する。県として支援するので、さらなる取組をお

願いしたい。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・「本校の名声を高める貢献を行ったと認められる個人及びグループを表彰する制度」は

ユニークであり、また意欲ある学生の意識喚起に役立つものと考えられ、非常におもし
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ろい。メンタルヘルスへの取り組みも、心の病には早期発見が望まれるため、必要要件

を満たしていると考えられる。 

・平成２３年度以後は東日本大震災の影響から、家族問題の出てくる学生や就職活動に困

難が出てくる学生、全般的な就職難が予想される。これらの事態に対しても新たな取り

組みを期待したい。 

・メンタルヘルスに問題がある学生が近年増えていると言われているが、クラス担任、

看護士、心理療法士など、事情に応じて組織的に対応しており、評価できる。 

・これらの項目については、他の大学でも実施されていることばかりであるので、とり

あえずは社会的な水準を確保した、と判断できた。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 佐藤委員、荒井専門委員、山尾専門委員 
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別表２ 

 

中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

 

 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

２０／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・予算の計画・執行は適切か   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・予算の計画・執行に係る業務の進捗状況 

運営費交付金を充当して行う事業については、一般管理費は対前年度比３％、業務経費

は対前年度比１％削減された予算を基に、練習船の燃油調達方法の変更、光熱水料の対前

年度比較データの全職員への周知やエコガラスへの取替による光熱水料の節減に努める

など、経費の節減を行った。 

 科学研究費補助金、農林水産省の競争的研究資金への応募に先立ち学内説明会を開催し

て教員に積極的な応募を促すとともに、アグリビジネス創出フェアなどの産学公交流イベ

ントに積極的に参加して研究成果のＰＲを行うなど、外部資金の獲得に努めた。 

 自己収入としての授業料収入等については、学生定員を充足する等により安定的な収入

を確保した。 

 資金配分については、教育研究活動の活性化と社会貢献活動のための経費、教育研究成

果の普及のための経費に増額配分するとともに、ネットワーク環境の改善や学生・教育環

境の整備のための経費や光熱水料の削減に向けたペアガラスの設置や耐熱工事の実施な

どの経費節減のための経費にも配分した。 

 随意契約により実施している業務については、より国民の信頼性を確保するため、平成

１９年４月に規程を改正し、随意契約の限度額及び契約に係る情報の公表の基準を国の基

準額まで引き下げ、一般競争入札の範囲を拡大するとともに、随意契約の実施状況をホー

ムページで公開するなど、適切に対応した。 

 一括再委託の禁止措置及び再委託把握措置については、関連する規程を改正し対応し

た。 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・中期目標期間の計画を順調に達成しており、経費削減等評価できる。外部資金獲得の

努力が行われている。 

・中期目標期間中、平均して対前年度比、一般管理費３％以上、業務経費１％以上の削

減、平成１７年度を基準に人件費５％以上の削減がなされ、目標が達成された。また

そのプロセスを見ると、年により上下はあるものの、毎年の努力の様子が見受けられ

る。 

・人件費については５年間で５％の削減という目標値であるが、平成17年度に比較する

と90.9%、人事院勧告を踏まえた削減率は、94.1%であり、目標は達成できている。 

・一般競争入札の範囲を拡大する等着実に改善努力が実を結んでいる。 

・随意契約については、規程の改訂、限度額引き上げなどによって、競争入札への誘導

を行っている。 

・新規の船舶購入に伴い、旧船舶の売却をすることで余計な固定資産を保持することを

さけ、適切な固定資産の保持に努めた。 

・練習船燃油調達方法の変更等経費の節減に努め、研究費では説明会を開催するなど外

部資金の獲得に努め、収支計画及び資金計画については業務が順調に進捗している。

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小坂委員、横田委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

 Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

  １ 施設及び船舶整備に関する計画 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

３／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・施設及び船舶の整備は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・施設及び船舶の整備に係る業務の進捗状況 

 体育館及び武道館の建築工事（平成１７～１８年度）、講義棟の建て替え工事（平成１

８～１９年度）、舶用機械総合実験棟の建て替え工事（平成２０～２１年度）、耕洋丸の

代船建造（平成１７～１９年度）を計画通り行った。 

 平成２２年度に多目的学生教育棟（平成２２～２４年度）の建築工事に着手した。 

 耐震診断を行った結果、「地震の震動及び衝撃に対して、倒壊又は崩壊する危険性が

高い」と診断された施設の耐震改修工事を行った。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・施設の建築・建替工事、耕洋丸の代船建造等適切に実施されており業務が順調に進捗

している。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

 Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

  ２ 人事に関する計画 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・人員計画は適切か             Ａ 

・人材確保の取組は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・人事に係る業務の進捗状況 

 企画情報部長、学生部長、学科長、水産学研究科長等について教育職員の併任とするこ

とにより、人員増加を抑制した。 

 人件費抑制が強く求められていることから欠員補充については必要 少限とし、その中

で公募により教員を採用するとともに、非常勤講師を委嘱し、大学設置基準に基づく必要

な教育職員を確保した。また、海技資格を取得するための教育に必要な教育職員について

は、所要の研修を受講させて必要な要員を確保するとともに、海事教育職員についても、

人事交流において航海実習教育に対応できる有資格者を採用するなど必要な要員を確保

した。船舶に必要な法定定員を確保するとともに、船舶職員養成機関として、告示の要件

による実習を担当する教育職員を維持・確保し、海技実習等を適切に行った。 

 人員を抑制しながら、少子化を背景とした学生定員充足等の問題に的確に対応するた

め、平成２１年度に以下の事務系組織の再編を行った。 

 ・学生多様化の問題に対応するための学生支援課の新設 

 ・学生の就職支援体制の充実強化を図るための専任の専門役の設置 

 ・少子化を背景とした高等教育機関における定員充足問題に対応するための専門役の

  設置 

 教育職員の採用にあたっては、関係機関への文書送付に加え、本校ホームページ及び「Ｊ

ＲＥＣ－ＩＮ研究者人材データベース」への情報掲載を行うことにより広く公募し、選考

基準に基づき厳正に選考した上で採用を行った。また、水産庁や（独）水産総合研究セン

ターとの人事交流にあっても、同様に選考基準に基づき公平・妥当性のある選考を実施し

た上で採用を行った。一般職員については、国家公務員Ⅱ種試験合格を受験資格要件とし、

既存の制度を活用しながら、公募により本校独自に人材を確保した。また、船舶職員につ

いても、公募により本校単独に人材を確保した。 
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任期付職員の任用については、国立大学法人等における取組に関して情報収集し検討を

進めたが、学卒者の就職難という社会情勢に加え、本校が団塊世代に当たる教育職員の大

量退職期にあって教育・研究内容の継続性の維持確保のため、パーマネントの教育職員を

採用する必要に迫られていることから、制度化までは至らなかった。今後も情報を収集し

ながら、新たな採用方法の導入について引き続き検討を進めていくこととしている。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・少子化による受験者数の減少を防ぐため、さらにきめ細かな対策を講じられたい。こ

のためには、魅力ある学習内容であること、またそれが実社会と遊離しないよう、広

く水産業界に精通した人材を揃えられたい。 
・教育職員の併任を活用し、欠員補充も必要 少限とするなど人員抑制に努め、また、

体制強化のため事務系組織の再編を行う等、順調に進捗している。 

・少子化を背景とした学生定員充足等の問題に的確に対応するため、事務系組織の再編を

行ったこと評価する。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

  ４ 情報の公開と保護 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

１．５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・情報の公開は適切か       Ａ 

・個人情報保護の取組は適切か   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・情報公開に係る業務の進捗状況 

  本校ホームページに情報公開のページを設け、「独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律」等に定められた情報について、積極的に公表及び情報提供し、何時で

も誰でも自由に情報が得られるように整備した。 

  また、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づく開示請求者に対

して適切に対応できるよう情報公開窓口専用の個室を設け適切に対応した。 

 

・個人情報保護に係る業務の進捗状況 

  「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の適

切な管理を行ったほか、個人情報保護に関するパンフレット・機関誌等を配付・回覧し、

職員への周知徹底を図った。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

ラ ン ク

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・ホームページを活用した情報の公開を実施し、個人情報保護については職員への周知

をはかる等情報の公開と保護については順調に進捗している。 

・情報公開のページを設け、何時でも誰でも自由に情報が得られるように整備した。また、

個人情報の適切な管理を行うとともに、個人情報保護に関して職員への周知徹底を図っ

たことを評価する。 
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評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

第２期中期目標期間(H18-22)独立行政法人水産大学校 
業務実績評価 基礎項目評価票 

 

 
独立行政法人水産大学校

  

基 礎 項 目 名       

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

  ５ 環境対策・安全管理の推進 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

１．５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

（備  考） 

〇具体的指標 

・環境に配慮した教育研究活動となっているか                        Ａ 

・職場の安全衛生及び学生の安全への配慮が適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

・環境に配慮した教育研究活動に係る業務の進捗状況 

  環境物品の購入等の取組みを進めるため、調達方針を定めるとともに、調達実績と併

せて本校ホームページ上に掲載して公表した。また、環境報告書も本校ホームページ上

に掲載して公表した。 

 

・職場の安全衛生及び学生の安全への配慮に係る業務の進捗状況 

  職場の安全衛生を確保するため、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置、法定定期健

康診断の実施、石綿健康診断等を行った。 

 学生の安全確保のため、耐震補強工事の実施等、所要の対策を講じて教育施設の維持管

理に努めた。 

 学生の実験・実習における安全を確保するために、各学科、練習船において安全管理マ

ニュアルを作成し、これに沿った安全管理を実施した。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・環境物品の調達方針を定め、その実績を公開している。また、健康診断等の実施、学

生実習等の安全管理マニュアルを作成実施するなど業務が順調に進捗している。 

・環境報告書も本校ホームページ上に掲載して公表したこと、また学生の安全、職場の安

全衛生に努め、安全管理を行っていることを評価する。 
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評価委員会水産分科会（委員名）  辻委員、安元委員、堤専門委員 
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様式１

独立行政法人水産大学校基礎項目別ウエイト付け一覧表(中期目標期間)

基礎 項 目 名 項目 ウエイト

項目 種類

20/100Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためと 大項目

るべき措置

10/100○ １ 運営の効率化

10/100○ ２ 業務の効率化

50/100Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質 大項目

の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

25/100○ １ 水産に関する学理及び技術の教育

10/100○ ２ 水産に関する学理及び技術の研究

5/100○ ３ 就職対策の充実

5/100○ ４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活

用等

5/100○ ５ 学生生活支援等

20/100○ Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び 大項目。）

資金計画

Ⅳ 短期借入金の限度額 大項目 －

○ Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする 大項目 －

ときは、その計画

Ⅵ 剰余金の使途 大項目 －

10/100Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 大項目

3/100○ １ 施設及び船舶整備に関する計画

4/100○ ２ 人事に関する計画

○ ３ 積立金の処分に関する事項 －

1.5/100○ ４ 情報の公開と保護

1.5/100○ ５ 環境対策・安全管理の推進

※ウエイトの欄の上段は大項目間のウエイトを、下段は基礎項目間のウエイトを示す。
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第１　中期目標の期間

　大学校の中期目標の期間は、
平成１８年４月１日から平成２３
年３月３１日までの５年間とする。

第２　業務運営の効率化に関す
る事項

Ⅰ　業務運営の効率化に関する
目標を達成するためとるべき措
置

　運営費交付金を充当して行う
事業については、業務の見直し
及び効率化を進め、一般管理費
については、中期目標期間中、
毎年度平均で少なくとも前年度
比３％の削減を図るほか、業務
経費については、中期目標期間
中、毎年度平均で少なくとも前年
度比１％の削減を行う。

また 人件費については 「行

　運営費交付金を充当して行う
事業については、業務の見直し
及び効率化を進め、一般管理費
については、中期目標期間中、
毎年度平均で少なくとも前年度
比３％の削減を図るほか、業務
経費については、中期目標期間
中、毎年度平均で少なくとも前年
度比１％の削減を行う。

また 人件費については 「行

中期目標期間業務実績に関する評価結果

中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

　また、人件費については、「行
政改革の重要方針」（平成１７年
１２月２４日閣議決定）を踏まえ、
今後５年間において、国家公務
員に準じた５％以上の人件費削
減（退職金及び福利厚生費（法
定福利費及び法定外福利費）を
除く。また、人事院勧告を踏まえ
た給与改定部分を除く。）の取組
を行うとともに、給与構造改革を
踏まえた給与体系の見直しを進
める。

　また、人件費については、「行
政改革の重要方針」（平成１７年
１２月２４日閣議決定）を踏まえ、
今後５年間において、５％以上の
削減（退職金及び福利厚生費
（法定福利費及び法定外福利
費）を除く。また、人事院勧告を
踏まえた給与改定部分を除く。）
を行うとともに、国家公務員の給
与構造改革を踏まえて、役職員
の給与について必要な見直しを
進める。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

　所要の業務改善及び業務の的確な推進を図るため、
業務改革推進本部を設置して組織及び運営の見直しを
行い、委員会の統廃合、新たな課題や時代の要請に応
じた委員会等の設置、教育研究支援業務を行う事務系
組織の改編、水産情報経営学科の水産流通経営学科
への改組、水産流通関連科目の充実・強化、重点化に
よる講座数の削減、監査役の設置による内部統制の強
化等により新たな運営・教育体制の整備を行った。
　なお、平成２０年度に本科及び水産学研究科の教育
課程に関する独立行政法人大学評価・学位授与機構の
審査及び本科の教育課程に関するＪＡＢＥＥの審査を受
け、ともに認定を受けた。
　また、平成２１年度から内部統制を図る目的で監査役
を設置し、本校業務全般に亘り制度及び遂行状況につ
いて監査項目を列挙した上で合法性と合理性の観点か
ら監査計画に基づき検証等を行い、その結果を理事長
に報告するとともに、幹部が参加する運営会議を通じて
周知した。

　毎年度、外部の者を加えた評価を行い、その結果を独
立行政法人評価委員会による評価の結果と併せて業
務運営に反映させ、高大連携・地域連携の推進、水産

１　運営の効率化
　トップマネージメントの下、さら
に迅速かつ的確に業務の改善等
を行える体制を整備するため、
会議運営等の大学校運営の改
善を図る。
　また、教育研究業務とその支援
業務の効率化を図るため、業務
の質に留意しつつ、定期的に業
務の実施方法を点検し、所要の
改善を図る。
　独立行政法人評価委員会（以
下「評価委員会」という。）の評価
に先立ち、自らの業務の運営状
況及び成果について評価の公正
さを高めるため外部の者を加え
た評価を実施し、その評価結果
を評価委員会の評価と併せて業
務運営及び中期計画の進行管
理に適切に反映させるとともに評
価結果を公表する。さらに、評価
手法の効率化及び高度化を図る

１　運営の効率化
　トップマネージメントの下、迅速
かつ的確に業務の改善等を行え
る体制を整備する等により、大学
校運営の効率化を図る。
　業務の運営状況及び成果につ
いて外部の者を加えた評価を実
施し、その結果を独立行政法人
評価委員会の評価と併せて業務
運営に適切に反映させる。

・業務改革推進本部を設置して、全学的に業務
運営全般にわたり効率的運営に努力している
ことを評価する。
・２１年度から監査役を置いたことによって、業
務運営をより明確な形でチェックする体制に
なったことは評価に値する。今後も大学の業務
全般について幅広く監査を行うことを希望す
る。
・水大校の存立意義に鑑み、海技士免許取得
に向けた教育を充実させる努力を評価する。
・（独）大学評価・学位授与機構の審査及び本
科の教育課程に関するJABEE（日本技術者教
育認定機構）の審査を受け、ともに認定を受け
た。特にJABEEを始め各種資格を戦略的にす
すめられたい。
・事務事業評価の実施と必要な改善を行うこと
ができたこと評価する。

Ａ

務運営に反映させ、高大連携 地域連携の推進、水産
学研究科における学生数の適正化、研究業績のインパ
クトの高い媒体への公表促進予算の新設、第３期に取
り組む学内横断プロジェクトとして行政・産業・地域振興
への貢献に繋がるテーマについて検討し次期中期計画
に盛り込むなど、所要の改善を行った。
　また、自己評価シート及び添付参考資料の種類・構成
の見直し、自己評価シートの様式変更、自己評価に用
いる評価項目毎のウエイト付けの見直しなど、評価シス
テムについても所要の改善を行った。
　なお、平成22年に実施された行政刷新会議による事
業仕分けにおいては、第2期中期計画中の取組による
実績を基に、本校の役割及び機能、存立意義が認めら
れた。

手法の効率化及び高度化を図る
ため必要に応じて評価システム
の改善を行う。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

２　業務の効率化
（１）教育研究業務の効率化
ア　自己点検
　大学校が水産行政の一翼を担
い、「水産業を担う人材の育成を
図る」との設置目的を有する点を
意識しつつ、教育研究活動に関
する自己点検を実施し、平成２１
年度までに結果をとりまとめると
ともに、その結果を業務改善及
び中期目標等に係る実績に関す
る評価に活用する。

　業務改革推進本部で業務改善に向けた各課題の検
討を行い、その結果を平成２１年度に教育研究活動に
関する自己点検報告書として取り纏め、本校ホーム
ページにも掲載して公表した。
　また、自己点検報告書において平成２２年度から実施
するとした事項（講座数の削減、実習教育センターの新
設、研究成果公表促進費の予算配分）については取組
を開始し、その他の事項については第３期中期計画に
盛り込むなど、自己点検の結果を具体的な業務改善策
に活用した。

イ　教育職員に対する研修等
　教育職員の資質の向上と教育
研究の活性化を図るため、若手
職員に積極的に研修、国内外留
学等をさせるとともに、人事交流
を行う。

　若手の教育職員を中心に国内外の学会・研究会等に
派遣し、また国内外の大学に研修留学させ、教育職員
としての資質の向上を図り、教育の充実及び研究の活
性化を推進した。

ウ　教育職員の業績評価
　教育職員の評価に当たって
は 各分野の特徴に留意しつ

　規程に基づき勤務実績を適正に評価し、評価の高い
教育職員には定期昇給時に号俸を加算する措置を執る
とともに 選考基準に基づき該当する者を准教授や教

２　業務の効率化
　「水産業を担う人材の育成を図
る」との設置目的への十分な対
応を意識しつつ、水産業、国民生
活等への社会的貢献を図る観点
から、教育研究活動に関して自
己点検を実施し、その結果を業
務に反映させる。
　また、職員の資質の向上と業
務の活性化を図るため、職員に
積極的に研修等をさせるととも
に、人事交流を行う。

　職員の業績評価を行い、その
評価結果を教育研究資金の配
分、処遇等に反映させる。
　事務処理の迅速化、簡素化、
文書資料の電子媒体化等による
業務の効率化を行うよう努めると
ともに、可能なものについては、
業務の質に留意しつつ、コスト比
較等を勘案し極力アウトソーシン

・事務遂行上の無駄を排除するチームや省エ
ネ推進のためのチームを立ち上げたことは評
価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定
することが望ましい。
・実習教育センターを立ち上げて、実習に関わ
る実習場や練習船の使用を一元管理する方式
を導入したことは実習教育の充実に資するも
のとして評価に値する。
・国立大学法人では准教授や教授のポストが
空いた場合、候補者を公募して選考委員会で
審査するところも多い。内部昇格を認めないわ
けではないが、その場合は手続きの透明性、
公平性が保証されなければならない。今後検
討をしていただきたい。
・少子化や学生の多様化への適切な対応、学
生の就職支援などの充実強化は評価する。農
林水産省に設置される教育機関としての特異
性（他の教育機関との差別化）や社会的ニーズ
の動向を踏まえつつ進めていただきたい。
・少子化や学生の多様化への適切な対応、学
生の就職支援などの充実強化及び内部監査
体制の強化を図るため事務組織を改編したこ

Ａ

は、各分野の特徴に留意しつ
つ、教育研究実績とともに、水産
業及び地域社会への貢献、大学
校運営等への貢献、若手教育職
員育成の実績を勘案することと
する。評価の結果は大学校の管
理運営、資金の配分、処遇等に
適切に反映させる。
　なお、研究業績等に関して大学
評価・学位授与機構の審査を受
けることになっており、その結果
も踏まえて評価することとする。

とともに、選考基準に基づき該当する者を准教授や教
授に昇任させた。
　また、教育職員が、自らの教育研究の活動計画及び
実績を自己評価した上で、所属長等が再評価を行い、
さらに教育職員業績評価委員会が総合評価を行うこと
とする新たな評価方法を平成２２年４月から導入した。
　なお、平成２０年度に受けた大学評価・学位授与機構
の審査では、何れの教員についても適当との評価で
あった。

（２）教育研究支援業務の効率化
ア　職員の研修
　業務の高度化及び効率化を図
るため、行政研修や専門的な知
識・技術の習得に関する研修等
に職員を派遣する。

　事務職員を人事院等が主催する給与事務、健康安全
管理等の研修に、また、海事職員を専門的知識や技能
の習得のための研修や講習に派遣し、職員の業務遂行
能力の向上を図り、業務の高度化・効率化を推進した。

較等を勘案し極力アウトソーシン
グ等により効率化を図る。
　さらに、教育研究の高度化、効
率化に対応するため、施設、船
舶、設備等の整備改修等を計画
的に行う。練習船については、専
攻科の見直し内容や練習船の更
新時期等を十分踏まえ、大学校
の任務・役割にふさわしい練習
船の体制について検討を行いつ
つ、実習生定員に対する乗船実
績、教育内容の重点化等を踏ま
え、適正かつ効率的な運用を行
う。
　また、水産施策を推進する上で
必要とする船舶を有する独立行
政法人水産総合研究センター及
び水産庁との連携を図る。

体制の強化を図るため事務組織を改編したこ
と、コスト削減に努めたことを評価する。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

イ　職員の評価
　教育研究支援職員について
は、組織の活性化と実績の向上
を図る等の観点から、新たな評
価制度を導入する。

　規程に基づき勤務実績を適正に評価し、評価の高い
職員には定期昇給時に号俸を加算する等の措置を執っ
た。
　また、農林水産省所管の独立行政法人１０機関で設
置した人事評価検討会に参加し、そこでの検討結果を
踏まえ、教育研究支援職員を対象とした新たな人事評
価を平成２２年１０月から導入した。

ウ　管理事務業務の効率化・高
度化
　総務部門等の業務について、
事務処理の迅速化、簡素化、文
書資料の電子媒体化等による業
務の効率化を行うよう努める。

　支出の無駄削減に加え、事務処理の合理化・簡素
化、業務の効率化等のため、無駄削減プロジェクトチー
ムを設置して業務の点検を行い、ドック方式の見直し、
図書館の司書業務の外部委託化、専決文書の拡大な
どを行った。
　少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職
支援などの充実強化及び内部監査体制の強化を図る
ため事務組織を改編し、平成２１年度から、入試統括
役、就職統括役、学生支援課及び監査役を設置した。
　講座外実習の教育レベルの向上、適切かつ効果的な
実習のため、平成２２年度に練習船及び実験実習場の
運営を一元管理する実習教育センターを新設し、練習
船の効率的な運航を推進した。

エ　支援業務の効率化 関係法令に基づき有資格者・専門技術者等が行う必　支援業務の効率化
　建物、光熱水供給システムの
保守管理など可能なものについ
ては、業務の質に留意しつつ、コ
スト比較等を勘案し極力アウト
ソーシング等により効率化を図
る。

関係法令に基づき有資格者 専門技術者等が行う必
要があり本校の職員では対応不可能なもの及び本校の
職員が自ら実施する場合とのコスト比較において経費
の節減が可能なものとして、施設保守及び校内警備業
務などを外部委託し、経費を節減した。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

オ　施設、船舶、設備等
　教育研究の高度化、効率化に
対応するため、施設、船舶、設備
等の整備改修等を計画的に行
う。
　練習船については、業務実施
上の必要性及び既存の船舶の
老朽化等に伴う船舶の整備改修
等を行う。また、専攻科の見直し
内容や練習船の更新時期等を十
分踏まえ、大学校の任務・役割
にふさわしい練習船の体制につ
いて検討を行いつつ、実習生定
員に対する乗船実績、教育内容
の重点化等を踏まえ、適正かつ
効率的な運用を行う。特に、平成
１９年度竣工（予定）の耕洋丸代
船については、その 新設備等
の教育研究等への効率的かつ
効果的な活用に努める。
　さらに、水産施策を推進する上
で必要とする船舶を有する独立

　地震等により倒壊又は崩壊する危険性が高いと診断
された施設について耐震改修工事を行うなど必要な改
修等を行い、校内の安全及び環境の確保に努めた。
　業務改革推進本部において、水産系海技士の養成教
育と全学科生を対象とした乗船実習を両立するための
効率的な配乗、他機関と連携した調査研究等への活用
といった視点を踏まえ、今後の練習船の体制に関する
検討を行い、その結果として実習教育センターを設置し
た。
　燃油価格の高騰の中、教育カリキュラムを円滑に実施
するため、電気推進を積極的に利用して低燃費運転に
努め、運航の効率化のため、実習航海の途次において
調査海域に応じた卒論生等の臨機応変な乗船、海況及
び混乗を考慮した学科・学年の効率的配乗を実施する
とともに、練習船の余席（外部乗船可能人数）の状況を
本校ホームページ上に公開した。
　学生の乗船実習を実施しつつ、練習船の設備等を積
極的に活用することにより、ＳＥＡＦＤＥＣ等との国際共
同調査、水産庁、独立行政法人水産総合研究センター
等と連携した調査を実施した。

で必要とする船舶を有する独立
行政法人水産総合研究センター
及び水産庁との連携について検
討する。

第３　国民に対して提供するサー
ビスその他の業務の質の向上に
関する事項

Ⅱ　国民に対して提供するサー
ビスその他の業務の質の向上に
関する目標を達成するためとる
べき措置
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

１　水産に関する学理及び技術
の教育
　水産に関連する分野を担う有
為な人材を供給するため、本科、
専攻科及び研究科において、広
く全国から意欲ある学生を確保
し、水産業・水産政策の重要課
題に的確に対応した幅広い見識
と技術を身に付けさせ、創造性
豊かで水産現場での問題解決能
力を備えた人材の育成を図る。

１　水産に関する学理及び技術
の教育
　水産に関連する分野を担う有
為な人材を供給するため、本科
（４年）並びにその教育に立脚し
た専攻科（１年）及び研究科（２
年）において、広く全国から意欲
ある学生を確保することに努め、
水産に関する幅広い見識と技術
を身に付けさせ、創造性豊かで
水産現場での問題解決能力を備
えた人材の育成に努める。
　なお、大学校の設置目的に則
し、入学から教育、就職指導まで
一貫性のある効果的な教育研
究・指導等を行う。また、学生に
よる授業評価を含む自己点検・
評価や教育職員が授業内容・方
法を改善するための組織的な取
組（ファカルティ・ディベロツプメン
ト（以下「ＦＤ」という。））を継続実
施し教育方法の改善に努める

・全般に大変な努力をされていることに感銘を
受けた。意欲ある学生をうけいれるための推薦
入学枠は非常によい取り組みだと思う。水産界
には学力だけではなく意欲ある学生こそ求めら
れているからだ。彼らの入学後、卒業後につい
てもぜひ、紹介してほしい。
・第2期中期目標期間において、順調に入試倍
率が伸びており、本科での教育内容の改善が
本科を受験しようとする高校生に効果的に伝
わった結果と言える。また、実情に合わせて専
攻科の定員の縮小、水産学研究科における水
産管理学分野と水産利用加工分野の新設な
ど、実学を特長とする本学の教育目的に応じた
体制の改革と教育・研究の質的向上は評価で
きる。
・「出口問題」（就職状況について）の自己評価
と関連づけて、この項目を記述すると効果的な
評価ができると考えられる。また、業務を提供
してきた側の自己評価としては理解できるが、
サービスを直接に受けてきた学生・院生の満足
度や評価、彼らが就職した先の企業・研究機関
等の評価などの裏付けある資料が示されてい

Ａ

施し教育方法の改善に努める。

（１）本科
　本科では、水産全般に関する
基本的な知識の上に各学科の専
門分野の教育・研究を体系的に
行い、水産の専門家として活躍
できる人材を育成する。なお、学
士の学位授与のための大学評
価・学位授与機構による教育課
程の認定を受ける。

（１）本科
　本科では、水産全般に関する
基本的な知識の上に各学科の専
門分野の教育・研究を体系的に
行い、水産の専門家として活躍
できる人材を育成する。
　この場合、諸分野が総合的・有
機的に関連する水産業・水産学
の特徴にかんがみ、低学年での
動機付け教育から高度の専門教
育までを体系的に実施するととも
に、乗船実習等の実地体験型教
育の充実を図りつつ、 新の行
政・産業ニーズ等の動向を的確
に反映した教育を実施する。

等の評価などの裏付けある資料が示されてい
ない。今後の評価に当たっては、項目を客観的
に達成したと判断できる資料に基づき検討して
いただきたい。
・本科においては、期間中、教育の質の向上に
ついて努力してきたあとがうかがえる。特に、
JABEEの導入にともなう、教育体制の充実は
評価できる。その他の項目については、社会的
水準に達したという点で、満足すべき到達度で
あったと判断できる。
・本科と専攻科を合わせた体系的な５年間一貫
教育の実施、海技士資格の取得を目指す意欲
ある学生のための推薦入試制度の導入、教育
職員と練習船の海事教育職員の連携による入
学段階からの指導、個人指導等に取り組むこ
とにより、高い定員充足率と海技士免許取得
率を確保したことは評価できる。
・専攻科においては、定員を見直し、入試制度
を変えて人員を確保し、一環教育体制を敷いた
努力は認められる。ただ、次の点で改善の余
地がある ） 級海技士免許筆記試験 受験
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（水産流通経営学科）
・水産物の流通、水産業の経営
管理、水産政策及び国内外の諸
情勢に関する教育及び研究を行
う。
・水産物の流通、水産業の経営
管理及び水産行政各分野を中心
に活躍できる人材を育成する。
（海洋生産管理学科）
・船舶運航及び水産資源の持続
的・科学的生産の専門知識及び
技術に関する教育・研究を行う。
・海洋・水産に関する幅広い技術
の修得をめざす海技士（航海）、
漁業生産技術の改良・開発、漁
場環境と資源の管理の分野を中
心に活躍できる人材を育成す
る。
（海洋機械工学科）
・海洋・水産に関する幅広い技術
の修得をめざす海技士（機関）の
育成 舶用機関・機器と環境計

地がある。１）二級海技士免許筆記試験の受験
者数の割合が専攻科在学生の6割強にとど
まっていることである。5年一環教育体制をとっ
ている以上は、高次海技士免許の受験率を引
き上げる必要がある。２）二級海技士免許試験
の合格率を引き上げるような教育指導体制をさ
らに強化していく必要がある。
・研究科についてだが、定員管理において、本
来、定員が配置されている専攻単位の数値を
本資料に示すべきではないか（資料には示して
あるが）。全体では定員の大幅な超過は解消さ
れてきているように見えるが、水産資源管理利
用学専攻は、期間中、減少はしているものの定
員超過のまま推移している（平成２２年度でも
190％）。教育組織である専攻単位で定員管理
ができるよう努めるべきであろう。

育成、舶用機関・機器と環境計
測機器、水産機械等に関する専
門知識と技術に関する教育・研
究を行う。
（食品科学科）
・水産食品の衛生管理、物理性
状、保健機能等に関する生理・
生化学並びに低・未利用資源の
高度利用技術に関する教育・研
究を行う。
・安全で機能性に優れた水産食
品の開発・供給の分野を中心に
活躍できる人材を育成する。
（生物生産学科）
・水産動植物の生物機能、繁殖、
生育環境等の専門知識とこれら
を資源の培養に活用する技術に
関する教育・研究を行う。
・増養殖及び沿岸漁場の保全の
分野を中心に活躍できる人材を
育成する。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

ア　水産専門教育については、
諸分野が総合的・有機的に関連
する水産業・水産学の特徴にか
んがみ、低学年での動機付け教
育から高度の専門教育までを体
系的に実施する。
　その際、各学科に対応する高
度の専門教育を行うとともに、学
科の壁を超えた異なる分野の科
目の選択を学生にわかりやすく
提示する等により、水産に関する
学理及び技術を総合的に教育す
る体制を強化する。
　また、特に、水産業が水産食料
等の国民への安定供給を目的と
していることから、水産流通等に
関する教育を各種水産専門教育
に共通する重要科目と位置づけ
充実強化する。

　学士の学位授与について大学評価・学位授与機構が
認定した教育課程の下で、平成１７年度入学生から新し
いカリキュラムを適用し、必要に応じて各学科で授業内
容を見直しつつ、水産業を巡る 新の情勢や新しい研
究成果等を適切に教育に反映させた。
　各学科の高度な専門教育に加え他学科の異なる分野
の科目も履修させることにより水産に関する総合的な知
識を身に付けさせるため、各学科で他学科の学生向け
の必修科目を開講するとともに、他学科の専門教育科
目を自由選択科目として一定の範囲内で自学科の専門
科目と同等のものと認める制度を運用することにより、
他学科関連科目の円滑な履修を促進した。
　全学科で水産について広く学ぶ水産学概論と水産行
政官による講義を含む水産特論を必修科目として学生
に受講させ、水産を体系的に理解させるとともに、水産
行政が直面する課題とその対応など 新の水産業の
状況について学ばせた。また、平成２０年度に改組した
水産流通経営学科の水産流通分野の科目についての
新設や内容変更により水産流通等の教育を充実強化し
た。

イ　乗船実習等の実地体験型教
育を充実させる

　水産都市下関に立地しているといった特性を活かし、
水産関連施設 見学を積極的に実施するとともに 魚育を充実させる。

　水産業・水産学の特徴にかん
がみ、実習等の実地体験教育を
通じ、海や水産物、魚食に慣れ
親しむための導入教育を強化す
る。
　また、漁業、船舶運航、舶用機
関、海洋環境、つくり育てる漁
業、資源管理、漁業取締、資源
の有効利用等について、練習
船、実験実習場での実習、情報
化時代に対応した実習、現地調
査等を重点的に実施する。
　さらに、グローバル産業である
水産業の特徴を踏まえ、練習船
耕洋丸及び天鷹丸により、公海
域等での漁業実習、水産資源調
査・海洋調査、国際共同調査等
を通じ、国際的視野での水産資
源管理・利用教育を実施する。

水産関連施設の見学を積極的に実施するとともに、魚
市場において鮮魚の調理実習を行うなど、地域・産業界
との連携の下、漁業協同組合、水産市場などの水産関
係企業等に出向いて現地調査等を行う体験型実習を実
施した。
　引き続き全学科で練習船による乗船実習を必修科目
とし、乗船中に海洋観測、資源調査、漁業操業、漁獲物
鮮度管理、船舶運航及び機関操作等の幅広い分野の
実習を実施した。なお、遠洋航海実習では、フィジーや
ＳＥＡＦＤＥＣ、ブルネイ、タイ、ベトナム、パラオと共同調
査を実施した。
　実験実習場では、その立地環境・特性を活かして、増
養殖や生態系等の水域環境、沿岸海洋観測等に係る
実習を実施したほか、マルチメディアネットワークセン
ターでは統計データ活用等の情報システムに係る実習
等を行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

ウ　水産行政、水産業及び消費
者のニーズ等 新の動向を的確
に反映した教育を強化する。
　特に、水産庁をはじめとする水
産行政機関、独立行政法人水産
総合研究センター等の試験研
究・調査・技術開発機関、水産団
体・企業等の幹部・担当責任者
等による講義等を体系的に実施
する。
　さらに、これらの機関・企業等で
学生が実際に職場経験をするこ
とは、水産業に貢献できる人材
の育成において極めて効果的で
あることから、インターンシップの
適切かつ積極的な実施を図る。

　水産行政、水産業等の 新動向を的確に教育に反映
させるため、導入教育として全学科１年次生を対象とす
る水産学概論を開講するとともに、全学科３年次生を対
象とする水産特論を必修化して水産庁幹部等による講
義を行った。また、独立行政法人水産総合研究センター
等の試験研究機関、漁業協同組合、水産流通・加工・
販売業者などの水産関連企業の幹部・担当責任者によ
る特別講義等を実施した。
　平成１９年度からインターンシップを単位化して学生の
参加を促進し、水産庁本庁、漁業調整事務所、独立行
政法人水産総合研究センター、市役所、水産関連企業
等で学生がインターンシップを実施した。

エ　高等教育に求められる教養
教育及び専門基礎教育について
は、幅広い知識の教授及び基礎
学力等の一層の向上に努める。
また、必要な場合には水産専門

　基礎学力向上を図るため、１年次生を対象に数学、物
理、化学、生物に重点をおいた水産数理科学セミナー
を、また、英語力向上のための英語セミナーを開講し、
学力に応じたクラス分け等を行った上で、リメディアル教
育を効果的・効率的に実施した。また、各学科で専門科また、必要な場合には水産専門

教育との関連づけを意識しつつ、
効果的・効率的に実施する。な
お、特に、実用英語教育の充実
を図る。

育を効果的 効率的に実施した。また、各学科で専門科
目に必要な基礎科目や専門科目の理解が不足してい
る学生を対象とした補習授業を実施した。
　実用英語教育については、航海英会話を開講して充
実したほか、各学科のセミナー等における英語輪読、上
級海技士試験における英語の個人指導、外国人研修
員との英語によるディスカッション等、あらゆる機会を通
して実用英語力の向上を図った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

オ　カリキュラムの作成は、大学
校全体及び学科として育成すべ
き人材像を強く意識して行うもの
とする。入学から卒業までを通じ
た教育の一貫性や基礎的・基盤
的教育から高度な専門教育まで
のステップアップ、座学と乗船等
の現場体験型実習とのリンク等
に留意した効果的・効率的な科
目編成と教育内容の充実に努め
る。

　共通基礎科目を１年次前期から２年次前期に配当し、
各学科の専門科目についても低学年に専門基礎科目
を、その後段階を追って高度な専門教育科目を開講す
るカリキュラムを編成した。また、本校の独自性や育成
すべき人物像を念頭に、座学と実験・実習等を効果的・
効率的に配置した螺旋型教育を実施するとともに、特に
水産系の海技士教育については、５カ年一貫教育を意
識して、座学と乗船実習の科目が効果的・効率的にな
るようカリキュラムを編成した。
　シラバスについては、「授業内容が本校の教育内容に
沿ったものであるか」、「各科目間の授業内容が重複し
ていないか」、「実際の授業内容とシラバスが乖離して
いないか」、「ＪＡＢＥＥ教育に対応したものであるか」な
どについて毎年度点検し、ＪＡＢＥＥ実地審査における指
摘事項も踏まえて作成した。

カ　教育職員自らの研究成果も
含め、内外の 新の研究・技術
開発情報及び演習、チュートリア
ル教育等問題解決型の教育手
法を積極的に導入する。さらに、
学内への授業公開、学生による
授業 価等 等 組を

　水産物流通の動向変化、水産音響技術による資源調
査、漁船機関から排出されるPMの低減化をはじめとす
る教育対応研究の研究成果から得られた知見、関連す
る文献や研究・技術開発情報を積極的に教育に導入し
た。
　実習等において調査結果を基に対策を議論させるな
ど 数 グ プ編成 実践 プ ゼ授業評価等のＦＤ等の取組を行

う。その結果を教育方法等の改
善へ活用するとともに学生の教
育環境の改善を図り、これらによ
り教育の質的向上に努める。

ど少人数のグループ編成による実践とプレゼンテーショ
ンや全体討論を組み合わせた問題解決型教育を行っ
た。
　学生による授業評価を実施するとともに、評価結果を
踏まえて個々の授業の改善策を取り纏めて学生にも公
表したほか、分かり易いシラバスとなるよう記載内容の
改善、実習に対する学生による評価、教員間の授業参
観とその後の意見交換を実施するなど、更なる授業の
改善に努めた。
　スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の一環として船舶職
員の他の教育機関への派遣、教育支援職員の研修会
等への積極的な参加などにより資質の向上を図るとと
もに、専用の意見箱を設置して学生からの意見・要望を
広く集め、寄せられた意見等を業務に適切に反映させ
た。
　なお、本科の教育課程に関し、平成２０年度にＪＡＢＥ
Ｅから認定を受けたことにより、技術者教育としても満足
すべき教育レベルにあることが認知され、卒業生が水
産部門の技術士として活躍する道が広がった。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

キ　意欲ある学生の確保及び学
生定員の充足を図る。少子化時
代に対応して、定員の安定確保
に留意しつつ、学生の応募状
況、入学後の教育の実施状況等
を踏まえ、必要に応じて推薦入
試、一般入試等の改善を図る。

　入試制度を見直し、海技士の資格取得を目指す者や
水産業の後継者等を目指す者を対象とした推薦入試枠
の全学科での新設、推薦入試における募集人員や評定
基準の変更、一般入試における選択科目の変更、試験
会場の増設などの改善を行うとともに、高校訪問、オー
プンキャンパス、高校生向けＰＲ用ＤＶＤの作成、ホーム
ページ等における積極的なＰＲ活動等により、より意欲
の高い学生の確保に努めた。
　これらの取組の結果、入試倍率は２．８倍から４．５
倍、学生充足率は１１１％から１１９％を確保するととも
に、学生の出身地は全国４７都道府県にわたり、広く全
国から学生を集めることができた。
　なお、募集人員に対する入学者の割合が高い年度も
あったが、教育水準の低下が生じることがないよう配慮
して教育を行うとともに、その後、定員管理をより厳格化
した。

ク　クラス担当による指導、修学
状況の父母等への開示等を通じ
て学生の修学指導を実施する。
　また、研究科生等によるティー
チング・アシスタント制度導入

　クラス担当制により入学時から卒業までの４年間につ
いて同一の教員が一貫して学生を指導する体制をつく
るとともに、クラス担当教育職員と学科長、一般職員が
連携し、就学、進路、就職及び生活にわたる指導等を
行ったチング・アシスタント制度導入

等、必要な教育態勢の充実を図
る。

行った。
　１～３年次までの成績状況（成績表）を保護者に郵送
するとともに、学生に対してはクラス担当教育職員から
別途成績表を手渡し、学校及び家庭の双方から就学指
導を実施した。
　研究科生の指導者としての技術の向上と本科学生へ
の一層の教育内容の充実を図ることを目的としたティー
チング・アシスタント制度を適切に運用し、水産学研究
科の在学生を教育補助に活用した。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（２）専攻科
　専攻科では、船舶運航及び舶
用機関に関する精深な専門知識
と高度の専門技術についての教
育を行い、上級海技士の資格と
ともに水産業を担う船舶運航技
術、漁業生産管理技術、舶用機
関技術、水産機械関連技術等を
兼ね備えた、水産系の海技士と
して活躍できる人材を育成する。
　その際、ほぼすべての学生が
三級海技士試験等に合格するよ
う努めるとともに、二級海技士免
許筆記試験の合格率８０％を目
指すものとする。
　意欲ある学生の確保及び学生
定員の充足を図るため、本科に
おいて、必要な教育・指導に努め
るとともに、推薦入試制度等の点
検・所要の充実を図る。また、社
会経済情勢や人材需要の見通し
を踏まえ 定員を縮小する方向

（２）専攻科
　専攻科（船舶運航課程・舶用機
関課程）では、船舶運航及び舶
用機関に関する精深な専門知識
と高度の専門技術についての教
育を行い、上級海技士の資格と
ともに水産業を担う船舶運航技
術、漁業生産管理技術、舶用機
関技術、水産機械関連技術等を
兼ね備えた、水産系の海技士と
して活躍できる人材を育成する。
　その際、ほぼすべての学生が
三級海技士試験等に合格するよ
う努めるとともに、二級海技士免
許筆記試験の合格率８０％を目
指すものとする。
　意欲ある学生の確保及び学生
定員の充足を図るため、本科関
連学科への入学段階より、必要
な教育及び学生の指導に努める
とともに、本科推薦入試制度等
の点検・所要の充実を図る ま

　平成１８年度に海技士資格の取得を目指す意欲ある
学生のための推薦入試制度を導入したほか、教育職員
と練習船の海事教育職員が連携して、本科関連学科入
学段階から海技士の魅力、就職状況、国家資格取得者
としてのメリット等を説明するとともに、水産関連海運会
社等の説明会への参加を促して業界の実状を把握させ
るなど指導を行い、専攻科に対する学生の指向性を高
めた。
　近年の求人数と進学見込者の動向等を総合的に勘案
し、平成１９年度から定員を７０名から５０名に縮小し
た。
　また、個人指導等の充実及び一級海技士免許筆記試
験合格者に対する表彰制度を導入し、魅力ある専攻科
づくりに努めた。
　これらの取組により、学生充足率は５４％から１１６％
にまで改善された。
　本科と専攻科を合わせた５年間一貫教育として水産
系の海技士養成に必要な教育を体系的に実施するとと
もに、三級海技士口述試験対策及び上級筆記試験対
策を実施した。特に、在学中に一級海技士免許筆記試
験に合格するよう指導を行い受験を促進した。その結
果 三級海技士免許取得率は８２～９８％ 二級海技士を踏まえ、定員を縮小する方向

で適切な規模に見直すものとす
る。
　さらに、中期目標期間における
定員充足状況、他の大学の特設
専攻科における定員充足状況等
水産業における海技免許取得
ニーズの動向及び大学等他の機
関との役割分担等を踏まえ、抜
本的見直しについて検討する。

の点検・所要の充実を図る。ま
た、社会経済情勢や人材需要の
見通しを踏まえ、１９年度専攻科
生より、定員を縮小する方向で適
切な規模に見直すものとする。
　さらに、中期目標期間における
定員充足状況、他の大学の特設
専攻科における定員充足状況等
水産業における海技免許取得
ニーズの動向及び大学等他の機
関との役割分担等を踏まえ、抜
本的見直しについて検討し、その
結果を取りまとめるものとする。

果、三級海技士免許取得率は８２～９８％、二級海技士
免許筆記試験合格率は７１～８８％を確保した。さらに、
一級海技士免許筆記試験にも２～１３名が合格した。
　専攻科教育の抜本的見直しのため、他大学の専攻科
教育の動向、海技士免許取得者ニーズの動向等に関し
て情報収集を行い、これらの情報や定員充足状況及び
求人動向等を踏まえ、今後とも有為な水産系海技士の
養成を行っていくため、実習教育センターを設置し、船
舶教職員の配置や実習等の一元管理による効率化等
を図ったほか、船舶運航課程と舶用機関課程の定員を
柔軟に運用するとの方針を決定した。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（３）水産学研究科
　水産学研究科では、本科又は
大学で身に付けた水産に関する
専門知識と技術を基盤に、さらに
専門性の高い知識と研究手法に
関する教育・研究を行い、高度な
技術指導や企画・開発業務で活
躍できる人材を育成する。
　特に、水産業・水産行政・調査
研究等で求められる現場での問
題解決、水産施策、研究等の企
画、遂行、取りまとめ等に係る高
度な能力を修得させることに努
める。
　また、水産経営等の専門分野
の充実を図り、これらも併せ、大
学校の教育研究活動において、
より中核的な役割を担うよう所要
の教育研究態勢の整備を図る。
　なお、修士の学位授与のため
の大学評価・学位授与機構によ
る教育課程の認定を受ける

　平成１８年度に水産管理学分野と水産利用加工分野
を新設して研究指導教員と講義担当教員を新たに配置
するなど教育研究体制を整備した。また、平成２１年度
には、定年退職者の増加に対応するため、（独）大学評
価・学位授与機構から修士課程の研究指導教員として
適合する旨の判定を受けた准教授が指導できるよう研
究科担当教員の学内の資格基準を改定して教育・研究
における指導体制の充実を図った。なお、定員超過の
常態化への対応として、平成２２年度入試では研究科
における教育・研究の質的向上を図るために定員の遵
守を厳格化した。
　特別実験に係るＦＤとして、研究科担当教員が、修士
論文発表会と同一型式で模範となる発表会を行い、発
表方法、質疑応答の様子等を学習させるとともに、修士
論文発表会には、研究科１年次生を参加させて発表方
法等を学習させた。また、学会誌等への論文投稿、口
頭発表を促して研究成果の公表を推進した。平成２１年
度には、研究発表を行った研究科生のうち３名が学会
賞（日本機械学会三浦賞、日本冷凍空調学会・優秀講
演賞、日本電気学会中国支部奨励賞）を受賞した。
　平成１８年度にリサーチアシスタント制度を導入し、農
林水産省等から委託を受けた水産施策に関連した研究

（３）水産学研究科
　水産学研究科では、本科又は
大学で身に付けた水産に関する
専門知識と技術を基盤に、さらに
専門性の高い知識と研究手法に
関する教育・研究を行い、水産
業・水産行政・調査研究等におい
て、高度な技術指導や企画・開
発業務で活躍できる人材を育成
する。

２　水産に関する学理及び技術
の研究

２　水産に関する学理及び技術
の研究

　高等教育機関として、研究は、
教育と一体かつ双方向で実施す
べき業務であり、「水産業を担う
人材を育成する」教育にとって重
要な役割を担うものとして積極的
に実施する。

る教育課程の認定を受ける。 林水産省等から委託を受けた水産施策に関連した研究
において研究科生をリサーチアシスタントや研究補助者
として活用することにより水産現場での問題解決能力を
養い、水産施策との関わりを実体験を通して学ばせ、学
生の能力・資質の向上に努めた。
　平成２０年度に水産学研究科の教育課程に関する
（独）大学評価・学位授与機構の審査を受け、大学の修
士課程に相当する教育課程であるとの認定を引き続き
受け、毎年度、修士論文の審査を経て修了生全員が修
士（水産学）の学位を取得した。

・『環境との調和や省人・省力に着目した水産
機関システム（海洋機械工学科）』が行ってきた
多くの取り組みは、まさに水産大学校ならでは
の特性が活かされているものと思う。水産庁の
「水産白書」にも掲載してもらうなど、大いにア
ピールされるとよいと思う。
・教育対応研究に関しては、各学科ともに水産
業の実態に応じた中課題を２－３課題設定し、

Ａ
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（１）教育対応研究
　水産に関する学理及び技術の
教育に資するよう、以下の研究を
推進する。

ア　水産流通経営に関する研究
（水産流通経営学科）

　水産情報経営に関する研究として、（ア）水産学を学
ぶための基礎教育に関する研究、（イ）水産経営・経済
に関する研究、（ウ）水産情報システムに関する研究の
中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り組み、
研究成果として論文４２件、著書４件、口頭発表５４件、
報告書１６件を公表するとともに、その成果を講義や卒
業論文作成指導に取り入れて教育に反映した。
　また、平成２０年度に水産情報経営学科から水産流通
経営学科に改組したことから研究課題についても見直
しを行い、水産流通経営に関する研究として、（ア）水産
学を学ぶための基礎教育に関する研究、（イ）水産経営
管理に関する研究、（ウ）水産流通情報システムに関す
る研究の中課題３件の下に小課題を再設定して研究に
取り組み、研究成果として論文５７件、著書１１件、口頭
発表４９件、報告書３２件を公表するとともに、その成果
を講義や卒業論文作成指導に取り入れて教育に反映し
た。

（１）教育対応研究
　水産に関する学理及び技術の
教育に資する研究を推進する。

論文、著書なども相当数公表しており、評価で
きる。行政・産業への貢献としては、地元下関
に立脚したフグを全学共通テーマに設定し、横
断的な研究と地元への情報発信を積極的に
行っており、評価できる。外部資金について
は、特に科研費の獲得件数が着実に増えてき
ており意見にも述べてあるとおり、S評価でも良
いと考える。
・全体として、水大校における教育の充実に貢
献するという研究の位置付けが明らかになって
きた点、水産業の発展する姿勢を打ち出してい
る点は評価できる。
・今後においては、１）水産大学校の本来的な
機能は水産分野に対する人材供給の役割であ
り、研究分野はそれを補足するものである。試
験研究機関ではない以上、教員が研究に振り
向けるエフォートの管理をできるだけ適正に行
う必要がある。たえず、業務対応研究とは何
か、各分野で確認しながら研究を進めること、
２）行政・産業に貢献できる研究活動をいっそう
充実させること、について検討を進めていただ
きたいた。

イ　海洋生産管理に関する研究
（海洋生産管理学科）

　海洋生産管理に関する研究として、（ア）水産資源の
持続的生産と利用に関する研究、（イ）漁船の安全運航
管理に関する研究、（ウ）水産資源変動および海況変動
に関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研
究に取り組み、研究成果として論文１００件、著書１３
件、口頭発表２４８件、報告書７６件を公表し、２件の特
許出願をするとともに、その成果を講義や卒業論文作
成指導等に取り入れて教育に反映した。

ウ　海洋機械工学に関する研究
（海洋機械工学科）

　海洋機械工学に関する研究として、（ア）舶用機械シス
テムに関する研究、（イ）海洋環境の保全とエネルギー
の有効利用に関する研究、（ウ）海洋機械システムに関
する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研究に
取り組み、研究成果として論文８４件、口頭発表１３１
件、報告書２６件を公表するとともに、その成果を講義
や卒業論文作成指導等に取り入れて教育に反映した。

きたい。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

エ　食品科学に関する研究（食品
科学科）

　食品科学に関する研究として、（ア）水産食品の安全
に関する研究、（イ）水産物の機能性解明とその応用に
関する研究、（ウ）水産資源の加工利用に関する研究の
中課題３件の下に小課題を設定して研究に取り組み、
研究成果として論文８５件、著書７件、口頭発表２４０
件、報告書８１件を公表し、６件の特許出願をするととも
に、その成果を講義や卒業論文作成指導等に取り入れ
て教育に反映した。

オ　生物生産に関する研究（生物
生産学科）

　生物生産に関する研究として、（ア）資源生物の生理、
生態および生育特性に関する研究、（イ）資源生物の育
成環境に関する研究、（ウ）水産増養殖技術の高度化
に関する研究の中課題３件の下に小課題を設定して研
究に取り組み、研究成果として論文１４６件、著書２１
件、口頭発表３５４件、報告書１１３件を公表するととも
に、その成果を講義や卒業論文作成指導等に取り入れ
て教育に反映した。

カ　水産に関する研究（水産学研
究科）

　水産に関する研究として、（ア）水産技術管理に関する
研究、（イ）水産資源管理利用に関する研究の中課題２
件の下に小課題を設定して研究に取り組み、研究成果
として論文１３２件、著書６件、口頭発表１９６件、報告書
２８件を公表するとともに、その成果を講義や修士論文件を公表するとともに、その成果を講義や修 論文
作成指導等に取り入れて教育に反映した。

（２）行政・産業対応研究活動
　教育への反映とともに、行政・
産業への貢献につながる以下の
分野の研究活動を推進する。

ア　水産物の流通及び水産業の
経営管理の高度化並びに水産
政策の分析（水産流通経営学
科）

　水産情報館に蓄積した水産物流通及び水産関連企業
の経営情報をデータベースとして、産業界及び行政等
の取組や施策に資する情報分析手法の開発・研究等に
取り組み、研究論文や業界誌等で積極的に発表を行っ
た。
　また、東京水産振興会や魚価安定基金等が実施する
水産物及び加工品の流通・販売に対する調査・研究や
地域の水産業振興策への提言、水産業振興基本計画
の取り纏め、うみ・ひと・くらしシンポジウムの開催、地域
漁業学会の開催、水産業を核とする地域振興や沿岸漁
業及び中小漁業経営の安定を目的とした山口県や業界
等の委員会への積極的な参加など、行政・産業への貢
献に繋がる研究・情報発信等を行った。

（２）行政・産業対応研究活動
　教育への反映とともに行政・産
業への貢献につながる研究活動
を推進する。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

イ　水産資源の調査・解析方法と
評価（海洋生産管理学科）

　水産資源の把握及び評価のため、ソフト的な調査・解
析手法（操業実態資料、地理情報システム技術などに
よる）及びハード的な調査・解析手法（音響機器、選択
漁具の利用などによる）を用いて、操業の効率性、漁場
形成、魚群行動、漁場選択、資源の動態解明、資源管
理情報の提供、数値解析、生態学的見地からの解析、
定量的調査解析手法の開発などに渡る行政・産業に繋
がる多様な研究活動に取り組んだ。
　また、国等が行う対馬マウンド礁における計量魚探を
用いた動物プランクトン分布調査、知的クラスター創成
事業、下関市沿岸海域魚礁設置適地調査等に携わると
ともに、瀬戸内海広域漁業調整委員会、山口県海面利
用協議会等に委員として参加したほか、テクノオーシャ
ン2010及びアグリビジネスフェア2010への出展、下関市
立しものせき水族館海響館でのオープンラボの実施、Ｏ
ＦＣＦの外国人研修の受入など、行政・産業への貢献に
繋がる研究・情報発信等を行った。

ウ　環境との調和や省人・省力に
着目した水産機械システム（海
洋機械工学科）

　環境との調和や省人・省力化を目指して，漁船用機関
から排出されるPM等の環境汚染物質の低減，漁船の
損傷形態解析，海洋（自然）エネルギーの有効利用，漁
場環境水質浄化装置の特性の把握と予測 極低温流場環境水質浄化装置の特性の把握と予測，極低温流
体や起電力の水産分野への活用，次世代環境対応型
小型漁船の技術開発，鮮魚の品質評価の解析，小型
漁船用エンジンの異常診断技術等に関して，漁協や産
業界との連携を図りつつ共同研究等を行った。また，国
等が主催する漁船等の環境対応に関した委員会や漁
業構造改革総合対策事業に係わる協議会等に委員とし
て参加したほか，本校の実習施設を活用した水産高校
生向けの実習や同教諭向けの研修を実施した。また，
農林水産省主催のアグリビジネスフェア2010に2件出展
したほか，出雲産業見本市2010に参加した。このよう
に，行政・産業への貢献につながる研究・情報発信等を
行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

エ　水産食品の安全管理、機能
性と有効利用（食品科学科）

　水産食品の安全性を確保し、かつ、水産物の高度利
用を推進するため、水産物の微生物学・化学的研究、
健康増進機能に関する研究を行うとともに、実際に水産
物が食品として高度利用される上で重要な鮮度や加工
技術の研究に取り組んだ。
　また、国等が行う地域資源活用型研究開発事業、薬
剤耐性菌出現動向調査等の多くの事業等に携わるとと
もに、食品安全委員会、食の安心・安全審議会、山口県
食品開発推進協議会及び山口県海物語認定委員会な
どに委員等として参加したほか、市立しものせき水族館
海響館でのオープンラボ、「大学は美味しい!!」フェアや
産学公シーズ・ニーズのマッチング会への参加、ジャパ
ン・インターナショナル・シーフードショーへの出展とセミ
ナーの開催、ＪＩＣＡの外国人研修にも積極的に対応し、
行政・産業への貢献に繋がる研究・情報発信等を行っ
た。

オ  増養殖技術の高度化と沿岸
環境・生態系の保全（生物生産
学科）

　増養殖技術の高度化及び増養殖現場の環境保全の
ため、磯焼けの一因である食害への対策、水辺の小わ
ざなどの生態系保全に資するための研究、免疫機能の
活性化による安全・安心な養殖魚介類の生産技術の開
発に関する研究などに取り組んだ。

また 国等が行う大型クラゲ国際共同調査事業 水産また、国等が行う大型クラゲ国際共同調査事業、水産
防疫技術対策事業、萩市八里ヶ瀬漁場調査等の多くの
事業等に携わるとともに、山口県内水面漁場管理委員
会、栽培漁業推進協議会、下関市環境審議会等の委
員会等に委員として参加したほか、市立しものせき水族
館海響館でのオープンラボや高大連携によるＳＳＨ認定
校への協力、磯焼け対策や魚道設置等に関する各種
研修会等への講師派遣など、行政・産業への貢献に繋
がる研究・情報発信等を行った。

カ  下関を中心とするフグ産業の
高度化（学内共通）

　地元下関に立脚した全学共通のテーマとして「フグ産
業の高度化」を設定して、全学的（本科５学科と水産学
研究科）に研究等に取り組み、研究成果をセミナーや技
術指導、学会発表等を通して産業界に情報発信するな
ど、地域に密着した研究・情報発信を行った。特に、平
成２０年度には西日本フク研究会（下関を中心としたフ
グ産業に係る情報や意見交換を目的とした産学公連携
の研究会）との共催により、『本場・下関で「ふく」を語る
～意外に知らないフグの秘密～』と題した公開シンポジ
ウムを開催し、研究成果を取り纏めて業界関係者、一
般市民に向けて情報発信した。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（３）共同研究等の推進
　大学校の教育研究活動充実の
一環として、国、地方公共団体、
水産団体、大学、民間企業等と
の共同研究等を実施する。

（３）共同研究等の推進
　大学校の教育研究活動充実の
一環として、外部競争的資金の
獲得及び依頼による受託調査研
究等を積極的に推進し、また、外
部との企画調整を図りつつ、国、
地方公共団体、水産団体、大
学、民間企業等との共同研究等
を実施する。

　競争的資金に積極的に応募し、国、地方公共団体、
水産団体、民間企業等から委託を受けて調査・研究を
毎年度３０件以上実施したほか、科学研究費補助金や
公募型助成金を獲得して研究を行った。
　また、都道府県の試験研究機関、独立行政法人、国
立大学法人及び民間企業等と共同研究契約等を締結
して共同研究を実施した。
　なお、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガ
イドライン」に基づき所要の体制を整備するとともに、学
内説明会を開催して本校における公的研究費の不正使
用防止に係る取組について周知徹底を図った。

（４）研究活動充実のための措置
　研究活動の充実に必要なイン
センティブ向上等のための措置
を講ずる。

（４）研究活動充実のための措置
　研究のインセンティブ向上等を
通じ、研究活動の充実を図るた
め、研究の客観的評価と予算配
分等への反映、産学公連携の組
織的対応の強化等を図る。

　学内競争資金制度を適宜その内容を見直しつつ運用
し、学内公募と選考により研究予算を重点配分した。
　また、国や県の水産行政部局、試験研究機関との交
流会等のほか、産学公交流イベントに積極的に参加し、
研究成果の発信と情報収集を行った。
　地元下関市近郊だけでなく、全国各地の企業、漁業団
体、試験研究機関、行政機関等から技術相談や調査等
の依頼を受け、必要に応じて現地にも赴き直接指導等の依頼を受け、必要に応じて現地にも赴き直接指導等
を行うなど、依頼元に配慮して適切な対応を行った。
　他大学の博士課程修了者を研究支援員として本校に
受け入れ、受託事業においてその専門的知識を活かし
た研究支援業務を行わせることにより、当該事業を円滑
に実施したほか、韓国海洋水産研修院の教授、学術交
流協定を締結している上海海洋大学の准教授を外国人
研究員として本校に受け入れ、本校教員とともに共同研
究に当たらせた。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

・全学あげての努力が高い数字になって表れ
ていると思う。ぜひ継続してほしい。
・水産業及びその関連分野への就職率が所定
のレベルを達成しており、また全体の就職率も
高いレベルであることは、きめ細かな就職対策
が功を奏したと言え、評価できる。
・就職状況は経済動向にも左右されるが、就職
率（就職希望者を分母）が95％を維持できてい
る点は評価できる。
・検討を要することとして、１）専攻科修了生の
就職率はよいが、水産関連産業への就職率は
必ずしも高いわけではない。本科以上に就職
支援を強化しなければならない社会的ニーズ
が低いと判断されかねない、２）本科、研究科、
専攻科にわけた資料と指標をもとに就職状況
を評価すること、について検討を進めていただ
きたい。

Ａ　水産関連分野への就職率向上を目的とした取組につ
いて検討を重ね、運営会議及び部科長会議において本
校全体の就職対策方針を明確化するとともに、教授会・
学科会議等を通じて、全ての教職員に就職対策方針を
周知徹底させた。
　就職対策強化のため、就職対策検討委員会を設置す
るとともに就職指導を担当する教育職員を配置して、企
業訪問、合同企業説明会及び就職ガイダンスの開催、
進路状況の把握、就職指導を行うなど、それぞれが役
割分担しつつ、学校全体での取組と学科での取組の効
果的連携に努めた。
　各種就職支援策として、全学科１年次生を対象とした
水産学概論の開講による動機付け教育、学生に対する
求人情報の効果的・効率的な提供、本校学生の採用実
績がある水産関連企業に係る情報のデータベース化、
就職支援室の充実と有効活用、本校独自の就職活動
手引書の作成と学生への配布、公務員採用試験対策
講座の開講、同窓会や後援会と連携した就職対策等を
行った。
　以上のような取組を実施し、就職率は９５％以上、この
うち水産業及びその関連分野への就職割合（就職内定
者ベース）は７５％以上を確保した

３　就職対策の充実
　大学校で学んだ水産に関する
知識や技術を就職先で活かせる
よう、水産に関連する分野への
就職割合を向上させるべく大学
校を挙げて取組を充実させ、水
産業及びその関連分野への就
職割合が７５％以上確保される
よう努める。

３　就職対策の充実
　「水産業を担う人材を育成す
る」との大学校の目的にかんが
みれば、学生の就職は教育機関
たる本校事業の到達点である。
また、本校で学んだ水産に関す
る知識や技術を就職先で活かせ
ることは、学生本人はもとより就
職先、ひいては我が国社会に
とって有益なことである。このこと
から、教職員を挙げて就職に関
する取組を充実させ、内定率の
維持・向上を図るとともに、水産
に関連する分野への就職割合
（内定者ベース）が７５％以上確
保されるよう努める。
　このため、統一方針の下、大学
校全体での取組と科レベルの取
組との有機的連携により就職対
策の一層効果的な推進を図る。
具体的には、入学時からの動機
付け等の教育や指導 就職関連

４　教育研究成果の利用の促進
及び専門的知識の活用等

４　教育研究成果の利用の促進
及び専門的知識の活用等

（１）行政との連携
　大学校は、水産業を担う人材
の育成を図るため水産に関する
学理及び技術の教授及び研究を
行うことから、行政機関との密接
な連携を図り、水産業・水産政策
の重要課題に的確に対応する教
育研究成果の活用等を通じて行
政機関が行う水産施策の立案及
び推進に協力する。

（１）行政との連携
　大学校は、水産業を担う人材
の育成を図るため水産に関する
学理及び技術の教授及び研究を
行うことから、行政機関との密接
な連携を図り、水産業・水産政策
の重要課題に的確に対応する教
育研究成果の活用等を通じて行
政機関が行う水産施策の立案及
び推進に協力する。

　大型クラゲ国際共同調査、ウナギ産卵生態調査、国
際資源調査（天皇海山海底地形調査）など、水産政策
上の重要案件について関係機関と協力して調査に取り
組むとともに、ＳＥＡＦＤＥＣへの技術協力、開発途上国
の行政官等を対象とする研修の実施などを通じて、国
際協力にも貢献した。
　また、国・地方公共団体等の委員会・審議会等に委員
として教職員を派遣するとともに、技術相談等に対して
も適切な対応を行った。

者ベース）は７５％以上を確保した。付け等の教育や指導、就職関連
情報の収集と学生への効果的な
提供、職員による企業訪問や情
報発信、インターンシップの支援
等につき組織的対応を強化す
る。

・具体的指標のいずれも十分に満たした活動を
行っていると思う。「魚をとる→流通・加工→販
売→食の安全・安心、健康面からの魚食の意
義」までを一貫した形で教育している大学とし
て、ひきつづきアピールしてほしい。今後、全国
の水産高校と連携したイベント等もアピールの
機会として考えられるのではないか
・インパクトファクターは英文ジャーナル誌での
被引用件数から計算されるため、水産技術の
ように地元密着型、日本型の実学の場合、必
ずしも業績の評価として適当でない場合もある
ことを、留意する必要があろう。

Ａ
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（２）業務の成果の公表・普及
　本校の研究や教育活動の成果
は、社会に向け情報発信を行
い、行政、試験研究、国民一般
等に活用されることが重要であ
り、これは、広い意味で大学校の
設置目的である「水産業を担う人
材の育成」に通じるものである。
このため、以下の情報発信等の
取組を積極的に推進する。

ア　大学校の研究業績の公表を
目的として、「水産大学校研究報
告」を発行する。
　また、学会等への一層の貢献
と本校研究活動の積極的ＰＲの
ため、本研究報告を含めた研究
成果情報発信の充実を図る。

　外部及び内部による査読の上、毎年度、水産大学校
研究報告を発行し、国内外の研究機関、教育機関及び
行政機関等に広く配付したほか、過去に発行した研究
報告も含めて掲載論文等を全て電子化し本校のホーム
ページ上に掲載して常時閲覧可能とすることにより、外
部への情報発信、研究成果の普及に努めた。

イ　研究業績は、水産大学校研
究報告 国内外の学会等で論文

　学会誌、水産大学校研究報告、学術論文集、国際シ
ンポジウムの講演論文 専門雑誌 の掲載及び著書と

（２）業務の成果の公表・普及
　水産業界や行政、試験研究、
国民一般等に活用されるよう、教
育研究成果の情報発信等の充
実を図る。

究報告、国内外の学会等で論文
等として毎年７０件以上公表す
る。なお、ファーストオーサー論
文の割合を高めるとともに、より
インパクトの高い発表媒体への
公表に努める。
　さらに、専門書、啓発書、専門
誌等への寄稿、講演会及びセミ
ナーの講師派遣等を積極的に行
い、成果の普及に努める。

ンポジウムの講演論文、専門雑誌への掲載及び著書と
して、毎年度７０件以上研究成果の公表を行った。この
うち、ファーストオーサーでの論文等の発表は全体の約
７割を占めた。
　また、研究業績のよりインパクトの高い媒体への公表
を促進する方策について検討を重ね、予算的支援措置
を導入するとともに、教育職員の評価においても加味す
ることとした。
　各種機関からの要請に積極的に対応し、各種の講演
会・セミナー等に教育職員を講師として派遣した。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

ウ　研究課題及び研究成果の公
開、公表、広報等を目的として、
大学校教育職員の研究活動の
状況に関する情報を取りまとめ、
大学校ホームページなどで積極
的に公開する。

　本校ホームページに教育職員の研究情報データベー
スを掲載するとともに、 新情報に適宜更新した。
　また、産学公交流イベントに積極的に参加して、ブー
ス出展するとともに、同時開催セミナーにおいて教員が
講演を行い、研究成果情報の発信とその利活用を推進
するとともに、出展の内容やその様子をホームページで
積極的に紹介した。
　このほか、平成２０年度から始まった「やまぐち地域資
源活用研究者ニーズ集」の作成に協力し、本校が行っ
ている地域密着型の研究について情報発信を行った。

エ　研究成果等の大学校の業務
関連情報については、ホーム
ページへの掲載、印刷物、プレス
発表等による広報活動を積極的
に実施する。

　平成１８年度にホームページを一新し、新たに水産大
学校研究報告、研究成果、産学公連携等について掲載
するなど、情報量と質の拡充を図った。さらに、平成２１
年度には新メニュー「水大広場」を開設し、水産大学校
の１年、本校キャンパスの航空写真、ビデオなどの情報
発信を開始した。
　本校の概要を紹介するパンフレットについては、平成
１８年度に本校の設置意義や講座情報等を盛り込んで
内容を一新し、各種イベントで配布を行った。平成２０年
度には本校の紹介ポスターを作成し 水産行政機関度には本校の紹介ポスターを作成し、水産行政機関、
漁業協同組合、水産関係団体等、全国約１，９５０箇所
に配付し、さらに、平成２１年度には企業・業界向けに内
容を特化したパンフレットを作成し産学公交流イベントで
配布した。
　報道機関への情報提供の促進に努め、水産記者クラ
ブにおける記者レク、下関市政記者クラブ等への記者
発表を行ったほか、下関市教育委員会の後援を受けボ
ランティアにより運営されている「いきいき市民講座」に
出演するなど、積極的に研究成果の広報に努めた。

オ　研究成果のうち特許等の知
的財産権となりうるものについて
は積極的に出願し取得に努める
とともに、その利活用等により成
果の普及を図る。

　特許等の知的財産権の取得及び利活用促進のため、
教育職員・学生を対象として、社団法人発明協会広島
支部から講師を迎え特許セミナーを開催したほか、担当
職員を独立行政法人工業所有権情報・研修センターが
主催する知的財産セミナーに派遣して、知的財産権に
対する認識の深化を図った。
　また、研究成果のうち知的財産権となりうるものにつ
いては、出願、登録を行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（３）研修
　水産に関する人材の育成と技
術向上のため、下記の研修を実
施する
ア　漁業者、水産関係に従事す
る公務員等の水産関係者への教
育研修活動

　漁業者、水産関係に従事する公務員等の水産関係者
への教育研修の要請に積極的に応じ、研修等に教育職
員を講師として派遣するとともに、本校に研修等の受入
を行った。
　特に、平成２０年度から開始された「水産やまぐち人材
プロジェクト事業」の一環として地元水産高校生を受け
入れ、本校の施設設備を活用した研修を行った。

イ　水産先進国として、資源管
理、水産養殖等の技術及び知識
修得のための外国人研修を関係
機関からの受託等により行うとと
もに、海外での技術協力等の国
際的な貢献活動

　ＪＩＣＡから委託を受け、毎年度、約２ヶ月に渡る研修全
体をコーディネートして途上国の水産行政関係者を対
象にした集団研修を２コース行ったほか、ＯＦＣＦから委
託を受け、毎年度、途上国の水産行政関係者を対象に
集団研修を行った。
　また、適宜要請に応じて個別の研修も行った。

（４）公開講座等の実施
　大学校の教育研究成果の普及
を通じ、水産に対する理解の促
進を るため 広く 般を対

（４）公開講座等の実施
　大学校の教育研究成果の普及
を通じ、資源管理の推進、つくり
育 る漁業 振興 安全な水産

　毎年度、本校キャンパスにおいて公開講座を開講し、
その時々の水産に係る社会情勢等を基に設定したテー
マについて講演を行い、併せて本校で実施している研
究 パネ 展 を行 た （延べ参加 数 名 上）

（３）研修
　我が国漁業者、水産関係に従
事する公務員等の水産関係者へ
の教育研修を行うとともに、水産
先進国として諸外国の水産関係
者への研修等を実施する。

進を図るため、広く国民一般を対
象とした公開講座等を開催する。

育てる漁業の振興、安全な水産
食料の供給など水産施策に関す
る啓発とともに水産や海につい
ての理解の促進を図るため、広く
国民一般を対象とした公開講座
等を開催する。

究のパネル展示を行った。（延べ参加人数６８０名以上）
　親子連れを対象として研究成果等をわかり易く紹介す
るため、市立しものせき水族館海響館との協力の下、同
水族館において「水産大学校公開講座‐オープンラボ」
を周年に渡って開催した。（延べ１１７件、参加人数約９
３，０００名）
　また、本校ホームページや下関市役所のホームペー
ジに演題テーマを掲示し、依頼に応じて、一般市民や小
学生を対象として出前講義を行った。（延べ２１件）
　平成２０年７月に北九州市内のＳＳＨ指定校との間で
ＳＳＨ協力協定を締結し、以後毎年度、同校が行うＳＳＨ
の取組に市立しものせき水族館海響館とともに協力し
て講義や実習を行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（５）その他活動の推進
ア　国内外の大学・試験研究機
関等と連携・協力、交流を行い、
大学校が実施する教育研究の深
化とレベルアップに努める。

　釜慶大学校（韓国）及び上海水産大学（現上海海洋大
学（中国））との間で学術交流協定を締結し、隔年で相
互の大学を訪問して講演会や意見交換を開催すること
によって学術交流を深めるとともに、ＳＥＡＦＤＥＣとの間
で学術・教育に関する協定を更新するとともに、本校の
練習船を活用して同センターとタイ、ベトナム等におい
て共同調査を行った。
　東京海洋大学、鹿児島大学、北海道大学から依頼を
受けて拠点大学方式による学術交流事業の協力機関と
なり、共同研究のため海外の研究者の受入れ等を行っ
た。（受入人数１１名、教員の派遣人数３０名）

イ　図書館開放等により、水産関
係者や一般の者による利用を図
る。

　図書館及び標本館について、本校の教員及び学生が
利用するだけでなく、多くの専門書や貴重な標本を有効
に活用するため学外者にも開放し、図書や標本の貸し
出しを行った。また、学外者の利用を促進するため、近
隣の市役所支所や漁業協同組合を通じた掲示などによ
りＰＲに努めたほか、本校ホームページ内の図書館の
ページに新たに一般開放に関する情報や開館カレン
ダーを掲載して利用者の利便性向上を図った。
　また、下関市内にある４つの高等教育機関との間で締

（５）その他活動の推進
　国内外の大学・試験研究機関
等と連携・協力を行い、大学校が
実施する教育研究の深化とレベ
ルアップに努める。また、行政機
関への助言、学会活動への協力
等の社会的貢献活動を行う。

また、下関市内にある４ の高等教育機関との間で締
結していた図書館相互利用協定を、５つの高等教育機
関に拡大することとした。

ウ　大学校自身の教育研究活動
に資するよう、職員、練習船等に
より行政機関への助言、学会活
動への協力等の社会的貢献活
動を行う。

　国・地方公共団体、水産関係団体等の委員会・審議
会等に委員として教職員を派遣したほか、国・地方公共
団体等にアドバイザー・指導員等として教職員を派遣し
た。
　練習船耕洋丸及び天鷹丸で海の日に一般公開を行っ
たほか、水産高校生等の船内案内を要請に応じて行っ
た。
　また、耕洋丸及び天鷹丸が遠洋航海で海外で寄港し
た際は、現地大学の学生や教員、ＳＥＡＦＤＥＣのスタッ
フを船に招き、船内案内を行った。
　教育職員が、日本水産学会をはじめとする学会、研究
団体等の理事や評議員として運営の中心に関わる職務
に携わったほか、編集委員、広報委員といった実働の
職務に幅広い協力を行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

５　学生生活支援等
　成績優秀者等への学校表彰、
学生生活に関する指導等の学生
支援を進める。
　また、教育研究、就職対策等の
実施に当たり、企業、地方公共
団体等との連携を図る。

５　学生生活支援等
（１）学生のインセンティブの向上
　学生のインセンティブ向上等の
ため、学業優秀等、学生活にお
いて顕著な実績が認められる学
生の学校表彰制度を設ける。
　また、経済的理由による学業の
継続が困難な成績優秀者につい
ては、授業料免除制度を適用し、
支援する。

　平成１８年度から学業成績優秀者に対する表彰制度
を導入し、また、平成２０年度から課外活動等で本校の
名声を高める貢献を行ったと認められる個人及びグ
ループを表彰する制度を導入し、卒業式において対象
者の表彰を行った。
　経済状況及び学業成績を勘案して授業料免除制度を
適用し、経済的理由により学業の継続が困難な学生の
支援を行った。
　また、平成２０年度から成績優秀者授業料免除制度を
導入し、対象者について半期の授業料を半額免除し
た。

（２）学生生活支援
　クラス担当教員制度による相談
や看護師による相談と簡単な治
療、学校校医制度による相談等
に加え、メンタルヘルス対策の充
実に努める。また、個室化した学
生寮における学生間の円滑なコ
ミュニケーション促進等の指導に
努める。

さらに 学生への住居 アルバ

　各学科クラス担当教育職員のオフィスアワーの公表、
パンフレットの配付を行い、学生からの相談に適切に対
応した。臨床心理士との面談の結果、対処が必要とさ
れた場合は、クラス担当の教育職員、臨床心理士、学
生課職員が密接な連携を取って対応した。
　心身の異常を自覚して自発的に健康相談を求めてき
た学生に対しては、症状を把握してその緩和に向けた
指導・助言を行い、必要に応じて処置を行うとともに、病
院の紹介を行った。学生定期健康診断による検査デー
タに基づき 健康相談及び食生活の指導を行い 必要

・「本校の名声を高める貢献を行ったと認めら
れる個人及びグループを表彰する制度」はユ
ニークであり、また意欲ある学生の意識喚起に
役立つものと考えられ、非常におもしろい。メン
タルヘルスへの取り組みも、心の病には早期
発見が望まれるため、必要要件を満たしている
と考えられる。
・平成２３年度以後は東日本大震災の影響か
ら、家族問題の出てくる学生や就職活動に困
難が出てくる学生、全般的な就職難が予想さ
れる。これらの事態に対しても新たな取り組み
を期待したい。
・メンタルヘルスに問題がある学生が近年増え
ていると言われているが、クラス担任、看護
士、心理療法士など、事情に応じて組織的に対
応しており、評価できる。
・これらの項目については、他の大学でも実施
されていることばかりであるので、とりあえずは
社会的な水準を確保した、と判断できた。

Ａ

　さらに、学生への住居、アルバ
イトの斡旋等の支援を図る。

タに基づき、健康相談及び食生活の指導を行い、必要
に応じて病院の受診を勧めた。
　臨床心理士によるメンタルヘルス相談を授業開講期
間を中心に行い、クラス担当教育職員、医務室、学生相
談室を訪れた学生のうち、メンタルヘルスを要する学生
を臨床心理士に紹介した。
　より住みよい寮とするため、寮役員と学生課職員との
連絡会議を開催し、適宜指導・助言を行った。
　アパート等の斡旋は水産大学校生活協同組合と連携
をとって掲示等の協力を行い、アルバイトについては外
部から依頼を受けた案件について掲示により情報提供
を行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（３）課外活動支援
　体育施設の整備・維持管理の
充実、適切なクラブ指導の実施、
大学校の特徴が出せるクラブの
育成等、課外活動支援を充実す
る。

　体育用品類の補充・更新、体育設備の保守・点検、体
育諸施設の日常的な巡回を行った。
　各クラブが安全、かつ、継続的に自主活動できるよう
危機管理マニュアルの作成を指導したほか、クラブ指導
を迅速・的確に行えるよう部員名簿等を提出させ状況把
握に努めた。
　教育内容と密接に関連し、本校の特徴が出せるクラブ
として、舟艇を使う「カッター部」及び「ヨット部」、水棲生
物を広く扱う「水の生きもの研究会」、海洋調査・海洋性
レクリエーションに繋がる「ダイビング部」、「水泳部」及
び「シーカヤック同好会」、漁業取締等に役立つ「空手道
部」、「柔道部」及び「剣道部」、漁村地域の活性化に資
するため発足した「村おこし会」を位置づけ、活動を支援
した。
　学生自治会や執行機関である学園祭実行委員会の
学内外での自主的活動に対して適宜助言や協力を行っ
た。また、学園祭実行委員会が企画する大学祭では、
学生企画行事の円滑な進行を支援した。

（４）産業界・地域との連携
　教育研究、就職対策等のより
効果的 効率的な実施のため

　各学科で行政・産業対応研究活動の課題を設定して
取り組み、成果をセミナーや技術指導、学会発表等を通
して産業界等に情報発信を行 た また 学生の就職効果的・効率的な実施のため、

企業、地方公共団体等との連携
を図る。

して産業界等に情報発信を行った。また、学生の就職
先でもある水産関連企業・団体との間で委託研究や共
同研究を行った。これらの成果の中には特許権の登録
や新商品の開発に繋がったケースも現れてきている。
　さらに、水産団体の委員会等への教職員の参加、研
修会等への講師派遣、技術相談、産学公交流イベント
への参加など行政・産業界との連携・協力のほか、公開
講座や市立しものせき水族館でのオープンラボの開
催、「いきいき市民講座」への出演など地域との連携を
積極的に推進した。
　このような取組を通して、産業界・地域との連携強化を
図り、本校の独自性や特色、研究成果等をＰＲするとと
もに、学生の就職先の拡大等に努めた。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

第４　財務内容の改善に関する
事項

Ⅲ　予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画

・中期目標期間の計画を順調に達成しており、
経費削減等評価できる。外部資金獲得の努力
が行われている。
・中期目標期間中、平均して対前年度比、一般
管理費３％以上、業務経費１％以上の削減、
平成１７年度を基準に人件費５％以上の削減
がなされ、目標が達成された。またそのプロセ
スを見ると、年により上下はあるものの、毎年
の努力の様子が見受けられる。
・人件費については５年間で５％の削減という
目標値であるが、平成17年度に比較すると
90.9%、人事院勧告を踏まえた削減率は、94.1%
であり、目標は達成できている。
・一般競争入札の範囲を拡大する等着実に改
善努力が実を結んでいる。
・随意契約については、規程の改訂、限度額引
き上げなどによって、競争入札への誘導を行っ
ている。
・新規の船舶購入に伴い 旧船舶の売却をす

Ａ１　収支の均衡
　適切な業務運営を行うことによ
り、収支の均衡を図る。

２　業務内容の効率化を反映し
た予算計画の策定と遵守
　「第２　業務運営の効率化に関
する事項」及び上記１に定める事
項を踏まえた中期計画の予算を
作成し、当該予算による運営を
行う。

３　授業料収入等の安定確保
　学生定員の充足に努め、授業
料収入の安定確保を図る。

　運営費交付金を充当して行う事業については、一般
管理費は対前年度比３％、業務経費は対前年度比１％
削減された予算を基に、練習船の燃油調達方法の変
更、光熱水料の対前年度比較データの全職員への周
知やエコガラスへの取替による光熱水料の節減に努め
るなど、経費の節減を行った。
　科学研究費補助金、農林水産省の競争的研究資金
への応募に先立ち学内説明会を開催して教員に積極的
な応募を促すとともに、アグリビジネス創出フェアなどの
産学公交流イベントに積極的に参加して研究成果のＰ
Ｒを行うなど、外部資金の獲得に努めた。
　自己収入としての授業料収入等については、学生定
員を充足する等により安定的な収入を確保した。
　資金配分については、教育研究活動の活性化と社会
貢献活動のための経費、教育研究成果の普及のため
の経費に増額配分するとともに、ネットワーク環境の改
善や学生・教育環境の整備のための経費や光熱水料
の削減に向けたペアガラスの設置や耐熱工事の実施な
どの経費節減のための経費にも配分した

１　予算
（１）予算
　平成１８年度～平成２２年度予
算
　　　　　　　　（表略）

２　収支計画
　平成１８年度～平成２２年度収
支計画
　　　　　　　　（表略）

３　資金計画
　平成１８年度～平成２２年度資
金計画
　　　　　　　　（表略）

・新規の船舶購入に伴い、旧船舶の売却をす
ることで余計な固定資産を保持することをさ
け、適切な固定資産の保持に努めた。
・練習船燃油調達方法の変更等経費の節減に
努め、研究費では説明会を開催するなど外部
資金の獲得に努め、収支計画及び資金計画に
ついては業務が順調に進捗している。

Ⅳ　短期借入金の限度額
　３億円
　（想定される理由）
　　運営費交付金の受入れが遅
延。

どの経費節減のための経費にも配分した。
　随意契約により実施している業務については、より国
民の信頼性を確保するため、平成１９年４月に規程を改
正し、随意契約の限度額及び契約に係る情報の公表の
基準を国の基準額まで引き下げ、一般競争入札の範囲
を拡大するとともに、随意契約の実施状況をホームペー
ジで公開するなど、適切に対応した。
　一括再委託の禁止措置及び再委託把握措置につい
ては、関連する規程を改正し対応した。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

Ⅴ　重要な財産を譲渡し、又は担
保に供しようとするときは、その
計画
　期間中に整備を計画している
耕洋丸の代船建造に伴い、不要
となる現練習船耕洋丸（1988.62
トン）を売り払う。

　平成１９年度に耕洋丸の代船が竣工したことに伴って
不要となった旧耕洋丸（1988.62トン）の売り払いを行っ
た。
　なお、売払代金84,000,000円は、平成２３年３月１８日
に国庫納付した。

Ⅵ　剰余金の使途
　剰余金が生じた場合は、業務
の充実を行うことを目的として、
教育研究機器等の購入、学生生
活支援等に使用する。

第５　その他業務運営に関する
重要事項

Ⅶ　その他主務省令で定める業
務運営に関する事項
１　施設及び船舶整備に関する
計画
　　　　　　　　施設整備計画
　業務の適正かつ効率的な実施
の確保のため、業務実施上の必
要性及び既存の施設、設備の老
朽化等に伴う施設及び設備の整

　体育館及び武道館の建築工事（平成１７～１８年度）、
講義棟の建て替え工事（平成１８～１９年度）、舶用機械
総合実験棟の建て替え工事（平成２０～２１年度）、耕洋
丸の代船建造（平成１７～１９年度）を計画通り行った。
　なお、平成２２年度に多目的学生教育棟（平成２２～２
４年度）の建築工事に着手した。
　また、耐震診断を行った結果、「地震の震動及び衝撃
に対して、倒壊又は崩壊する危険性が高い」と診断され
た施設の耐震改修工事を行った

・施設の建築・建替工事、耕洋丸の代船建造等
適切に実施されており業務が順調に進捗して
いる。

Ａ

朽化等に伴う施設及び設備の整
備改修等を計画的に行う。
　　　　　　　　　船舶の整備
　業務の適正かつ効率的な実施
の確保のため、業務実施上の必
要性及び既存の船舶の老朽化
等に伴う船舶の整備改修等を行
う。

た施設の耐震改修工事を行った。
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

１　人事に関する計画
　（１）人員計画
　中期目標期間中の人事に関す
る計画（人員及び人件費の効率
化に関する目標を含む。）を定
め、業務に支障を来すことなくそ
の実現を目指す。

２　人事に関する計画
（１）人員計画
ア　方針
　中期・年度計画及び中期・年度
事業報告書の作成、情報の公開
等の事務に加え、少子化を巡る
高等教育の定員充足と学生多様
化の問題への対応、学生の就職
支援など充実強化すべき事務等
への要員配置が必要になるが、
事務等を簡素化・効率化するとと
もに役員の事務取扱い及び教育
職員の併任体制により対処し、
要員の合理化に努めることとす
る。
イ　人員に係る指標
　大学校の教育において制度的
に不可欠な次の職員を確保す
る。
　a　学位授与のため、大学設置
基準に基づく必要な教育職員
ｂ 海技資格の取得のための教

　企画情報部長、学生部長、学科長、水産学研究科長
等について教育職員の併任とすることにより、人員増加
を抑制した。
　人件費抑制が強く求められていることから欠員補充に
ついては必要 少限とし、その中で公募により教員を採
用するとともに、非常勤講師を委嘱し、大学設置基準に
基づく必要な教育職員を確保した。また、海技資格を取
得するための教育に必要な教育職員については、所要
の研修を受講させて必要な要員を確保するとともに、海
事教育職員についても、人事交流において航海実習教
育に対応できる有資格者を採用するなど必要な要員を
確保した。船舶に必要な法定定員を確保するとともに、
船舶職員養成機関として、告示の要件による実習を担
当する教育職員を維持・確保し、海技実習等を適切に
行った。
　人員を抑制しながら、少子化を背景とした学生定員充
足等の問題に的確に対応するため、平成２１年度に以
下の事務系組織の再編を行った。
・学生多様化の問題に対応するための学生支援課の新
設
・学生の就職支援体制の充実強化を図るための専任の
専門役の設置

・少子化による受験者数の減少を防ぐため、さ
らにきめ細かな対策を講じられたい。このため
には、魅力ある学習内容であること、またそれ
が実社会と遊離しないよう、広く水産業界に精
通した人材を揃えられたい。
・教育職員の併任を活用し、欠員補充も必要
少限とするなど人員抑制に努め、また、体制強
化のため事務系組織の再編を行う等、順調に
進捗している。
・少子化を背景とした学生定員充足等の問題
に的確に対応するため、事務系組織の再編を
行ったこと評価する。

Ａ

  ｂ　海技資格の取得のための教
育に必要な教育職員
　ｃ　船舶に必要な法定定員
　これら以外の常勤職員数につ
いては、期初を上回らないものと
する。
（参考）
　１）期初の常勤職員数
　　　１９６人
　２）期末の常勤職員数見込み
　　　１８７人

専門役の設置
・少子化を背景とした高等教育機関における定員充足
問題に対応するための専門役の設置
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

（２）人材の確保
　教育職員の採用は選考による
ものとし、また、国、大学、他の独
立行政法人、民間研究機関等と
の人事交流を行う等により、中期
目標達成に必要な人材を確保す
る。

（２）人材の確保
　職員の採用については既存の
制度の活用に加え、独自の採用
制度の検討を行う。特に教育職
員の選考採用に当たっては公募
を原則とする。
　また、若手教育職員の採用に
当たっては、任期付任用も含め
新たな方法の導入を検討する。
さらに、活性化と業務の充実に
資するため、国、大学、他の独立
行政法人及び民間研究機関等と
の人事交流を行う。

　教育職員の採用にあたっては、関係機関への文書送
付に加え、本校ホームページ及び「ＪＲＥＣ－ＩＮ研究者
人材データベース」への情報掲載を行うことにより広く公
募し、選考基準に基づき厳正に選考した上で採用を
行った。また、水産庁や独立行政法人水産総合研究セ
ンターとの人事交流にあっても、同様に選考基準に基づ
き公平・妥当性のある選考を実施した上で採用を行っ
た。一般職員については、国家公務員Ⅱ種試験合格を
受験資格要件とし、既存の制度を活用しながら、公募に
より本校独自に人材を確保した。また、船舶職員につい
ても、公募により本校単独に人材を確保した。
　任期付職員の任用については、国立大学法人等にお
ける取組に関して情報収集し検討を進めたが、学卒者
の就職難という社会情勢に加え、本校が団塊世代に当
たる教育職員の大量退職期にあって教育・研究内容の
継続性の維持確保のため、パーマネントの教育職員を
採用する必要に迫られていることから、制度化までは至
らなかった。今後も情報を収集しながら、新たな採用方
法の導入について引き続き検討を進めていくこととして
いる。

３　積立金の処分に関する事項
該当なし　該当なし

２　情報の公開と保護
　公正で透明性の高い法人運営
を実現し、法人に対する国民の
信頼を確保する観点から、情報
の公開及び個人情報の保護に
適正に対応する。

４　情報の公開と保護
　独立行政法人等の保有する情
報の公開に関する法律（平成１３
年法律第１４０号）に基づき適切
な情報の公開を行う。独立行政
法人等の保有する個人情報の保
護に関する法律（平成１５年法律
第５９号）に基づき個人情報の適
切な管理を行う。

　本校ホームページに情報公開のページを設け、「独立
行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」等に
定められた情報について、積極的に公表及び情報提供
し、何時でも誰でも自由に情報が得られるように整備し
た。
  また、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関
する法律」に基づく開示請求者に対して適切に対応でき
るよう情報公開窓口専用の個室を設け適切に対応し
た。
　「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す
る法律」に基づき、個人情報の適切な管理を行ったほ
か、個人情報保護に関するパンフレット・機関誌等を配
付・回覧し、職員への周知徹底を図った。

・ホームページを活用した情報の公開を実施
し、個人情報保護については職員への周知を
はかる等情報の公開と保護については順調に
進捗している。
・情報公開のページを設け、何時でも誰でも自
由に情報が得られるように整備した。また、個
人情報の適切な管理を行うとともに、個人情報
保護に関して職員への周知徹底を図ったことを
評価する。

Ａ
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中期目標 中期計画
業務実績

（平成18年度～平成22年度）
所見 評価

３　環境対策・安全管理の推進
　大学校の活動に伴う環境への
影響に十分配慮するとともに、事
故及び災害を未然に防止する安
全確保体制の整備を行う。さら
に、環境負荷低減のためのエネ
ルギーの有効利用やリサイクル
の促進に積極的に取り組む。

５　環境対策・安全管理の推進
　環境への負荷を低減するため
「国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律」（平成１
２年法律第１００号）に基づく環境
物品の購入等の取り組みを実施
し、それらを環境報告書として作
成の上公表する。また、環境に
配慮した教育研究活動の実施に
努める。
　労働安全衛生法（昭和２２年法
律第４９号）に基づき職場の安全
衛生を確保するとともに、学生の
安全に配慮した教育研究活動の
実施を図る。

　環境物品の購入等の取組みを進めるため、調達方針
を定めるとともに、調達実績と併せて本校ホームページ
上に掲載して公表した。また、環境報告書も本校ホーム
ページ上に掲載して公表した。
　職場の安全衛生を確保するため、ＡＥＤ（自動体外式
除細動器）の設置、法定定期健康診断の実施、石綿健
康診断等を行った。
　また、学生の安全確保のため、耐震補強工事の実施
等、所要の対策を講じて教育施設の維持管理に努め
た。
　学生の実験・実習における安全を確保するために、各
学科、練習船において”安全管理マニュアル”を作成し、
これに沿った安全管理を実施した。

・環境物品の調達方針を定め、その実績を公
開している。また、健康診断等の実施、学生実
習等の安全管理マニュアルを作成実施するな
ど業務が順調に進捗している。
・環境報告書も本校ホームページ上に掲載して
公表したこと、また学生の安全、職場の安全衛
生に努め、安全管理を行っていることを評価す
る。

Ａ
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（参考資料）

資料１　研修会等参加者数（延べ人数）

H18 H19 H20 H21 H22

　国内留学及び研修等への教育職員の
派遣

145 181 202 204 222

　海事に関する研修等への海事教育職
員の派遣

6 14 1 6 2

　人事院等が主催する研修、説明会等
への事務職員の派遣

16 18 12 9 11

資料２　外部への業務委託

H18 H19 H20 H21 H22

　委託件数 10 10 11 11 11

資料３　本科の入試倍率

H18 H19 H20 H21 H22

　入試倍率 3.8 2.8 3.4 4.4 4.5

資料４　本科の学生充足率

H18 H19 H20 H21 H22

　充足率（％） 111 111 118 119 117

※定員：740名

資料５　本科学生の出身都道府県

H18 H19 H20 H21 H22

　出身都道府県数 47 46 47 47 47

※H19は岩手県のみ出身学生がいなかった

資料６　専攻科の学生充足率

H18 H19 H20 H21 H22

　充足率（％） 54 76 74 106 116

※定員：H18まで70名、H19から50名

第2期（18～22年度）実績データ
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資料７　３級海技士免許の取得状況

H18 H19 H20 H21 H22

　取得率（％） 95 97 89 82 98

※取得率=取得者数/専攻科修了者数

資料８　２級海技士免許の筆記試験合格状況

H18 H19 H20 H21 H22

　合格率（％） 76 88 87 71 82

※合格率=合格者数/受験者数

資料９　１級海技士免許の筆記試験合格状況

H18 H19 H20 H21 H22

　合格者数 2 13 9 12 9

資料１０　水産学研究科の学生充足率

H18 H19 H20 H21 H22

　充足率（％） 165 160 165 195 140

※定員：20名

資料１１　調査・研究の受託

H18 H19 H20 H21 H22

　受託件数 36 41 55 44 31

資料１２　科学研究費補助金による研究

H18 H19 H20 H21 H22

　獲得件数 6 10 15 19 18

※分担金を含む

資料１３　共同研究

H18 H19 H20 H21 H22

　実施件数 15 15 15 16 22
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資料１４　修了生の就職状況

H18 H19 H20 H21 H22

　就職率（％） 95 98 98 95 96

　水産関連分野への就職率（％）
　　【内定者ベース】

75 76 79 77 80

資料１５　研究成果の公表

H18 H19 H20 H21 H22

　公表件数 114 115 103 101 110

資料１６　特許の取得状況

H18 H19 H20 H21 H22

　出願件数 2 2 1 3 5

　登録件数 1 2 1 1 0
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