
独立行政法人水産大学校の平成２０年度に係る

業務実績に関する評価結果

農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会



業務実績の総合評価

A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。

【第１ 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】

・外部評価委員を組み込んだ自己評価システムの結果を踏まえながら、競争入

札の推進、水産流通経営学科への改組等に取り組み、ＪＡＢＥＥ（日本技術者

教育認定機構）の認定合格、教育支援業務を行う事務系組織の見直しを２１年

度中に実施する決定をするなど順調に進捗している。

・ハラスメントの防止と対策を総合的に推進するため、ハラスメントの予防・救済・

対 策に関するガイドラインを定め、所要の規程を整備し関連の委員会等を新設した

こと、外部評価委員会を開催したことを評価する。

・独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査及び日本技術者教育認定機構の審査を

受け、 それぞれ審査基準を満たしているとして認定を受けたことを評価する。

・業務改革推進本部の検討を踏まえ、若手職員の国内留学、研修への派遣、水

産総合研究センターとの人事交流等を図っている。また、燃料費高騰の折、低

燃費運転に努力し、水産庁、水産総合研究センターと連携し、大型クラゲ大量

出現に関する調査に携わる等順調に進捗している。

【第２ 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】

・水産特論の必修化やインターンシップの単位化など、水産大学校の特色を活

かしたカリキュラムの改定など、２０年度業務実績は順調と見受けられ、評価

できる。

・研究科の在学生数がこの３年間１６０％を超える数値を示したままであり、次年度

から改善の方向に動くとはいえ、定員を超えた状態での教育体制を維持してきたのは

適切さにかける。至急の対策が必要である。

・専攻科の教育訓練内容の充実に努めて、その結果定員充足率があがっていると判断

される点は高く評価できる。

・水産分野の就職率の数値目標（７５％）を達成しているなど、２０年度業務

は順調であり、評価できる。

・就職先企業に対して定期的に意見を聞くなどして、求められている人物像、知識・

技術内容などについて絶えず把握していく体制を充実させて欲しい。

・国、地方公共団体等への委員の数も大幅に増えており、大学として行政へ積

極的な関与がうかがえる等、業務は順調に進捗していると考え、評価できる。



・研究成果の公表に関しては 「水産大学校研究報告」や「水産大学校の最近の研究、

成果から」をホームページで公開するなど、積極的な姿勢は評価できる。よりインパ

クトの高い専門誌への投稿をさらに促進して欲しい。

・水産大学校の特色を活かした課外活動や地元との連携など２０年度の業務は

順調に進捗していると考えられ、評価はできる。

【第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画】。）

・随意契約については、一般競争入札への変更を積極的に行ったことを評価できる。

平成２０年度の随意契約についての内容は、競争を許さない、あるいは委託先が限定さ

れており、一連の努力が実っていると評価する。

・人件費については、中期計画末の５％削減計画は５年間で５％削減を達成す

、 、 ． 、ることとしているが ２０年度において 削減率が２ ８％となっているため

今後の退職予定者数等を聴取し、分析したところ、中期計画末には５％以上の

削減が見込めることがわかった。中期計画末までに５％以上の削減を望む。

【第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】

・計画に沿って、必要な教育研究機器・施設及び船舶設備については順調に進

捗している。特に船舶の維持・整備には高額の経費が必要であり、今後も適切

に実施していく必要がある。

・大学設置基準及び海技教育に必要な教育職員、船舶運航に必要な法定職員に

ついては引き続き確保できており、順調に業務が進捗している。

・ホームページは業務内容がわかりやすく、必要な情報の公開がされている。

また、個人情報保護も適切に行われ、業務が順調に進捗している。

・学内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置、石綿健康障害防止のため、石綿健康診

断等を実施した事、学生の安全確保に細心の注意を図った点を評価した。

、 、 。・環境報告書 環境物品調達実績をホームページ上で公開した点を考慮し 評価した



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 Ａ

目標を達成するためとるべき措置

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 Ａ

２ 業務の効率化 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 Ａ

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 Ａ

２ 水産に関する学理及び技術の研究 Ａ

３ 就職対策の充実 Ａ

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 学生生活支援等 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 Ａ

２ 人事に関する計画 Ａ

３ 積立金の処分に関する事項 －

４ 情報の公開と保護 Ａ

５ 環境対策・安全管理の推進 Ａ



別表５

平成２０年度 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 項 目 名 ランク ウエイト
評 価 結 果

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 Ａ ２０／
措置 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 Ａ ５０／
に関する目標を達成するためとるべき措置 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 （計算式） Ａ：３点 Ａ：２．５以上３．５未満
Ａ
Ｂ ×( ／ )＋ ×( ／ )＋ ×( ／ )＋ ×( ／ )＝３3 20 100 3 50 100 3 20 100 3 10 100
Ｃ
Ｄ

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。

そ の 他 の
検 討 事 項 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 特筆すべき業績はなかった。
外の特筆すべき業績

⑤災害対策等緊急的業務への対応状 災害対策等緊急的業務はなかった。
況

（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。

総 合 評 価 【第１ 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】
、 、・外部評価委員を組み込んだ自己評価システムの結果を踏まえながら 競争入札の推進

水産流通経営学科への改組等に取り組み、ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）の認
定合格、教育支援業務を行う事務系組織の見直しを２１年度中に実施する決定をするな
ど順調に進捗している。
・ハラスメントの防止と対策を総合的に推進するため、ハラスメントの予防・救済・対
策に関するガイドラインを定め、所要の規程を整備し関連の委員会等を新設したこと、
外部評価委員会を開催したことを評価する。
・独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査及び日本技術者教育認定機構の審査を受
け、 それぞれ審査基準を満たしているとして認定を受けたことを評価する。
・業務改革推進本部の検討を踏まえ、若手職員の国内留学、研修への派遣、水産総合研

。 、 、 、究センターとの人事交流等を図っている また 燃料費高騰の折 低燃費運転に努力し
水産庁、水産総合研究センターと連携し、大型クラゲ大量出現に関する調査に携わる等
順調に進捗している。



【第２ 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】
・水産特論の必修化やインターンシップの単位化など、水産大学校の特色を活かしたカ
リキュラムの改定など、２０年度業務実績は順調と見受けられ、評価できる。
・研究科の在学生数がこの３年間１６０％を超える数値を示したままであり、次年度か
ら改善の方向に動くとはいえ、定員を超えた状態での教育体制を維持してきたのは適切
さにかける。至急の対策が必要である。
・専攻科の教育訓練内容の充実に努めて、その結果定員充足率があがっていると判断され
る点は高く評価できる。
・水産分野の就職率の数値目標（７５％）を達成しているなど、２０年度業務は順調で
あり、評価できる。
・就職先企業に対して定期的に意見を聞くなどして、求められている人物像、知識・技
術内容などについて絶えず把握していく体制を充実させて欲しい。
・国、地方公共団体等への委員の数も大幅に増えており、大学として行政へ積極的な関
与がうかがえる等、業務は順調に進捗していると考え、評価できる。
・研究成果の公表に関しては 「水産大学校研究報告」や「水産大学校の最近の研究成果、
から」をホームページで公開するなど、積極的な姿勢は評価できる。よりインパクトの
高い専門誌への投稿をさらに促進して欲しい。
・水産大学校の特色を活かした課外活動や地元との連携など２０年度の業務は順調に進
捗していると考えられ、評価はできる。

【第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画】。）
・随意契約については、一般競争入札への変更を積極的に行ったことを評価できる。平成
２０年度の随意契約についての内容は、競争を許さない、あるいは委託先が限定されてお
り、一連の努力が実っていると評価する。
・人件費については、中期計画末の５％削減計画は５年間で５％削減を達成することと
しているが、２０年度において、削減率が２．８％となっているため、今後の退職予定
者数等を聴取し、分析したところ、中期計画末には５％以上の削減が見込めることがわ
かった。中期計画末までに５％以上の削減を望む。

【第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】
・計画に沿って、必要な教育研究機器・施設及び船舶設備については順調に進捗してい
る。特に船舶の維持・整備には高額の経費が必要であり、今後も適切に実施していく必
要がある。
・大学設置基準及び海技教育に必要な教育職員、船舶運航に必要な法定職員については
引き続き確保できており、順調に業務が進捗している。
・ホームページは業務内容がわかりやすく、必要な情報の公開がされている。また、個
人情報保護も適切に行われ、業務が順調に進捗している。
・学内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置、石綿健康障害防止のため、石綿健康診断
等を実施した事、学生の安全確保に細心の注意を図った点を評価した。
・環境報告書、環境物品調達実績をホームページ上で公開した点を考慮し、評価した。

評価委員会水産分科会 委員名 小野委員（ ）



別表４

平成２０年度 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 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
項 目 名

評価結果及び 基 礎 項 目 名 ラ ン ク ウエイト
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 Ｓ （計算式） Ａ：３点 Ａ：２．５以上３．５未満
お け る 評 価 Ａ

Ｂ ×( ／ )＋ ×( ／ )÷( ／ )＝３3 10 100 3 10 100 20 100
Ｃ
Ｄ

（所 見）
、 、・外部評価委員を組み込んだ自己評価システムの結果を踏まえながら 競争入札の推進

水産流通経営学科への改組等に取り組み、ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）の認
定合格、教育支援業務を行う事務系組織の見直しを２１年度中に実施する決定をするな
ど順調に進捗している。
・ハラスメントの防止と対策を総合的に推進するため、ハラスメントの予防・救済・対
策に関するガイドラインを定め、所要の規程を整備し関連の委員会等を新設したこと、
外部評価委員会を開催したことを評価する。
・独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査及び日本技術者教育認定機構の審査を受
け、 それぞれ審査基準を満たしているとして認定を受けたことを評価する。
・業務改革推進本部の検討を踏まえ、若手職員の国内留学、研修への派遣、水産総合研

。 、 、 、究センターとの人事交流等を図っている また 燃料費高騰の折 低燃費運転に努力し
水産庁、水産総合研究センターと連携し、大型クラゲ大量出現に関する調査に携わる等
順調に進捗している。
・実学の教育機関として教員の資質の向上は学校運営上必要不可欠であり、資質の向上
を図り、業務の高度化を進めたことを評価する。さらに人事評価も検討、試行から実施
に移行するよう望む。
・２隻の練習船の低燃費運転に努め、実学教育のみでなく、水産業界へ貢献するための
研究の推進を図ったことを評価した。

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表４

平成２０年度 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 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
項 目 名 るためとるべき措置

評価結果及び 基 礎 項 目 名 ラ ン ク ウエイト
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 Ｓ （計算式）Ａ：３点 Ａ：２．５以上３．５未満
お け る 評 価 Ａ

Ｂ ×( ／ )＋ ×( ／ )＋ ×( ／ )3 25 100 3 10 100 3 5 100
Ｃ ＋ ×( ／ )＋ ×( ／ )÷( ／ )＝３3 5 100 3 5 100 50 100
Ｄ

（所 見）
・水産特論の必修化やインターンシップの単位化など、水産大学校の特色を活かしたカ
リキュラムの改定など、２０年度業務実績は順調と見受けられ、評価できる。
・研究科の在学生数がこの３年間１６０％を超える数値を示したままであり、次年度か
ら改善の方向に動くとはいえ、定員を超えた状態での教育体制を維持してきたのは適切
さにかける。至急の対策が必要である。
・専攻科の教育訓練内容の充実に努めて、その結果定員充足率があがっていると判断され
る点は高く評価できる。
・全体として業務の進捗状況は順調と判断できた。
・学科や科目に対応した並列的な配置になっているようだが、教育対応研究のなかにも、
社会的要請や教育上の必要性から、優先順位の設定が必要と思われる。
・水産分野の就職率の数値目標（７５％）を達成しているなど、２０年度業務は順調で
あり、評価できる。
・就職先企業に対して定期的に意見を聞くなどして、求められている人物像、知識・技
術内容などについて絶えず把握していく体制を充実させて欲しい。
・国、地方公共団体等への委員の数も大幅に増えており、大学として行政へ積極的な関
与がうかがえる等、業務は順調に進捗していると考え、評価できる。
・研究成果の公表に関しては 「水産大学校研究報告」や「水産大学校の最近の研究成果、
から」をホームページで公開するなど、積極的な姿勢は評価できる。よりインパクトの
高い専門誌への投稿をさらに促進して欲しい。
・水産大学校の特色を活かした課外活動や地元との連携など２０年度の業務は順調に進
捗していると考えられ、評価はできる。
・計画は達成されているが、その水準が国立大学法人に比べて、決して高いわけではな
。 、 。い 中期計画・中期目標との関係もあるが できるだけ高い目標を掲げていただきたい

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、山尾専門委員



別表４

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

評価結果及び 基 礎 項 目 名 ラ ン ク ウエイト
ウ エ イ ト

評価委員会に Ｓ （計算式） Ａ：３点 Ａ：２．５以上３．５未満
お け る 評 価 Ａ

Ｂ ×( ／ )÷( ／ )＝３3 20 100 20 100
Ｃ
Ｄ

（所 見）
・随意契約については、一般競争入札への変更を積極的に行ったことを評価できる。平成
２０年度の随意契約についての内容は、競争を許さない、あるいは委託先が限定されてお
り、一連の努力が実っていると評価する。
・経費節減については、予算に基づき、順調に進められており評価できる。
・競争入札等推進委員会が設置されており、随意契約の見直しも順調に進んでいるもの
と考える。
・当期総利益２百万円は、受託事業等の自己財源により当期取得した資産の額から当中
期期間の取得資産に係る当期減価償却額を除いた１．３百万円と、その他事業外収益
０．９百万円の合計額であり、目的積立金の承認要件となる経営努力認定の条件に該当
しないため、目的積立金を申請しなかったことは妥当である。
・利益剰余金１７百万は、前中期目標期間積立金、積立金（平成１８年度及び平成１９
年度の総利益の合計額 、及び当期総利益であり、いずれも受託収入により取得した資）
産の未償却額（減価償却後の現有資産額）とその他事業外収益で現金等の利益金ではな
いことから妥当な状況である。
・福利厚生費については、国に準じた取扱とし、レクリエーション経費以外の福利厚生
費(法定外福利費)については、従来より職員の検診等以外には運営費交付金・自己収入
を問わず契約及び支出は行っていないことは妥当である。
・人件費については、中期計画末の５％削減計画は５年間で５％削減を達成することと
しているが、２０年度において、削減率が２．８％となっているため、今後の退職予定
者数等を聴取し、分析したところ、中期計画末には５％以上の削減が見込めることがわ
かった。中期計画末までに５％以上の削減を望む。
・随意契約の見直しについては、監事が監事監査において、厳正なチェックが行われて
おり評価できる。

評価委員会水産分科会（委員名） 小坂委員、横田委員、白石専門委員



別表４

平成２０年度 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 Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項
項 目 名

評価結果及び 基 礎 項 目 名 ラ ン ク ウエイト
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 Ｓ （計算式） Ａ：３点 Ａ：２．５以上３．５未満
お け る 評 価 Ａ

Ｂ ×( ／ )＋ ×( ／ )＋ ×( ／ )3 3 100 3 4 100 3 1.5 100
Ｃ ＋ ×( ／ )÷( ／ )＝３3 1.5 100 10 100
Ｄ

（所 見）
・計画に沿って、必要な教育研究機器・施設及び船舶設備については順調に進捗してい
る。特に船舶の維持・整備には高額の経費が必要であり、今後も適切に実施していく必
要がある。
・大学設置基準及び海技教育に必要な教育職員、船舶運航に必要な法定職員については
引き続き確保できており、順調に業務が進捗している。
・ホームページ上での教員募集、人事交流を踏まえたものなどの公平さを評価した。
・ホームページは業務内容がわかりやすく、必要な情報の公開がされている。また、個
人情報保護も適切に行われ、業務が順調に進捗している。
・情報の管理、職員への周知徹底を評価した。
・学内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置、石綿健康障害防止のため、石綿健康診断
等を実施した事、学生の安全確保に細心の注意を図った点を評価した。
・環境報告書、環境物品調達実績をホームページ上で公開した点を考慮し、評価した。

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表２

平成２０年度 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 １０／１００

ウエイト数値

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

・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

〇業務進捗状況

業務運営の改善に関して次のことを行い、業務運営の改善を図った。

①既存の委員会の役割分担等に配慮しつつ、独立行政法人整理合理化計画への対応とし

て、競争契約等を推進するための競争入札等推進委員会を新設した。

②ハラスメントの防止と対策を総合的に推進するため、ハラスメントの予防・救済・対

策に関するガイドラインを定めるとともに、所要の規程を整備し関連の委員会等を新設

した。

③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（日本技術者教育認定機構）の審査を受け、

それぞれ審査基準を満たしているとして認定を受けた。

④独立行政法人整理合理化計画に沿って、平成２０年度から水産情報経営学科を水産流

通経営学科に改組した。

⑤業務改革推進本部（本部長；理事長）において、教育研究支援業務を行う事務系組織

、 。の体制の見直しについて検討を進め 平成２１年度中に組織改編を行うことを決定した

⑥本校が発行する各種証明書に関する問い合わせコーナーを本校のホームページに設け

るなど、学生、卒業生等の利便性の向上も勘案して、業務の効率化を図った。

事務事業評価に関して次のことを行い、必要な改善を進めた。

①平成１９年度業務実績に関して、独立行政法人評価委員会の評価に先立ち、学外者を

委員とする外部評価委員会を開催し、その結果を公表するとともに、業務運営及び中期

計画の進行管理に適切に反映させ、運営の効率化を図った。

②農林水産省独立行政法人評価委員会（水産分科会）での審議結果を踏まえ、自己評価

に用いる業務の項目毎のウエイト付けの見直し等により、総合評価の考え方の統一化を



図り、平成２０年度業務実績の自己評価からこれを適用した。

③自己評価シートの様式を一部見直し、平成２０年度業務実績の自己評価からこれを適

用した。

④業務改革推進本部研究部会で教育対応研究の評価手法等の見直しについて検討を進め

た。

〇その他（意見）

・具体的な数値目標を掲げ全てクリアーしていることは素晴らしい。

・同じａ評価でも、さらに詳細に達成状況等を検証することで、評価結果がさらに業務

改善に活きてくると思う。

（以上、外部評価委員意見）

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

、 、・外部評価委員を組み込んだ自己評価システムの結果を踏まえながら 競争入札の推進

水産流通経営学科への改組等に取り組み、ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）の認

定合格、教育支援業務を行う事務系組織の見直しを２１年度中に実施する決定をするな

ど順調に進捗している。

・ハラスメントの防止と対策を総合的に推進するため、ハラスメントの予防・救済・対

策に関するガイドラインを定め、所要の規程を整備し関連の委員会等を新設したこと、

外部評価委員会を開催したことを評価する。

・独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査及び日本技術者教育認定機構の審査を受

け、 それぞれ審査基準を満たしているとして認定を受けたことを評価する。

・ＪＡＢＥＥ、学位授与機構による外部審査を順当にパスしたことは、当然のこととは

いえ評価される。改組された水産流通経営学科が着実に発展していくことを期待してい

る。広い範囲から特定の流れのみからではなく、人材を登用し、スタッフを充実させて

いくことが肝要であろう。

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表２

平成２０年度 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 １０／１００

ウエイト数値

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

教育研究業務に関して次のことを行い、業務の効率化を図った。

①業務改革推進本部自己点検部会において、点検作業と今後の業務改善等の推進方向に

、 。ついて議論を行うとともに 第２期自己点検の結果の取り纏めに向けた作業を開始した

②国内外における学会・研究会、長期研修留学等へ、若手を中心とする教育職員を派遣

し、教育職員の資質の向上に努め、教育の充実及び研究の活性化を図った。

③教育職員及び海事教育職員の人事交流を独立行政法人水産総合研究センターとの間で

適切に行った。

④教育職員の勤務実績を適正に評価して、その評価結果を管理運営等に反映させるとと

もに、新たな人事評価方法について、国立大学法人、他の独立行政法人等の情報を収集

し、平成２１年度に試行を実施すべく検討を行った。

教育研究支援業務に関して次のことを行い、業務の効率化を図った。

①行政研修及び知的財産権等の専門的知識や技能習得にかかる研修等に職員を派遣する

ことにより、資質の向上を図り、業務の高度化を進めた。また、農林水産省所管の独立

行政法人１０機関において新たに設置した人事評価検討会に参加し、新たな人事評価方

法について具体的な検討を行うとともに、本校の一般職員、技術専門職員及び船舶職員

を対象とした新たな人事評価の試行を行った。

②物品の発注業務の電子媒体処理等により、タイムリーな情報の共有化、事務手続きの

迅速化・簡素化・円滑化を図った。

③コスト比較等に基づき、施設保守及び校内警備業務等の外部委託を実施し、経費節減

を図った。



④必要な改修等を行い、校内の安全及び環境の確保を図った。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３棟について、安全・安心確保のため、耐震改修工事を行うこととした。

⑤平成２１年１月３１日現在において「独立行政法人水産大学校固定資産減損会計取扱

要領」に基づき調査を実施した結果、建物等について減損の兆候は認められなかった。

⑥業務改革推進本部練習船部会において、引き続き、２隻の練習船の効率的運用、水産

系の海技士養成教育と実学教育の一環として行う全学科生対象の乗船実習の適切かつ効

率的な実施のための学生の配乗計画等、他機関との連携も視野に入れた調査研究及び社

会貢献活動等への活用といった視点を踏まえ、本校の任務・役割にふさわしい今後の練

習船の体制に関する検討を行った。

⑦２隻の練習船の低燃費運転に努めるとともに効率的に運用し、海技士養成教育及び実

学教育としての乗船実習に加え、国際共同調査等の社会貢献活動を実施した。

⑧新耕洋丸の最新鋭の設備等を積極的に活用することにより、最先端の技術を取り入れ

て教育内容の充実を図るとともに、詳細なデータ等の蓄積が可能となったことを活かし

て水産業界等への貢献に繋がる研究の推進を図った。

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・業務改革推進本部の検討を踏まえ、若手職員の国内留学、研修への派遣、水産総合研

。 、 、 、究センターとの人事交流等を図っている また 燃料費高騰の折 低燃費運転に努力し

水産庁、水産総合研究センターと連携し、大型クラゲ大量出現に関する調査に携わる等

順調に進捗している。

・実学の教育機関として教員の資質の向上は学校運営上必要不可欠であり、資質の向上

を図り、業務の高度化を進めたことを評価する。さらに人事評価も検討、試行から実施

に移行するよう望む。

・２隻の練習船の低燃費運転に努め、実学教育のみでなく、水産業界へ貢献するための

研究の推進を図ったことを評価した。

・固定資産の状況及び減損兆候並びに練習船運航率については、遊休化あるいは減損兆

候はなく、また、練習船運航率も高く妥当である。

・練習船の活用に努力されていることがよく分かる。練習船による教育マニュアルを作

成したらどうか。同時に座学を実習とかみ合わせ 「文武両道」を目指されたい。、

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表２

平成２０年度 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 ２５／１００

ウエイト数値

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（水産流通経営学科・海洋生産管理学科・海洋機械工学科・食品科学科・生物生

産学科）の教育に関して、以下のことを行った。

①水産に関する体系的・総合的な教育

ａ．水産業を巡る最新の情勢や新しい研究成果を適切に教育に反映させるため、各学科

において全科目の授業内容について再点検を行い、それぞれの学科のコンセプトと最新

の動向等に沿って授業内容を見直し、教育内容の充実を図った。

． 、 。ｂ 他学科科目の円滑な履修を引き続き促進し 水産に関する総合的な教育を実施した

ｃ．独立行政法人整理合理化計画に基づき、平成２０年度から水産情報経営学科を水産

流通経営学科に改組したことにあわせ、水産流通関連科目の充実・強化を図った。

②乗船実習等の実地体験型教育

ａ．導入教育として、水産関連施設の見学、魚の調理実習等の体験型教育の充実を図っ

た。

ｂ．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て行い 「乗船」を体験さ、

せるとともに、乗船中に様々な分野の実習を実施した。

ｃ．地域・産業界との連携の下、漁業協同組合、水産市場、水産関係企業等に出向いて

現地調査等を行う、実地体験型実習を行った。

③水産行政・消費者ニーズ等に対応した教育

ａ．全学科の３年次生を対象とする「水産特論」を必修化し、新水産基本計画の内容に

沿って水産庁幹部等による講義や水産・船舶関連企業の幹部等による現場感覚の講義を

体系的に実施した。



ｂ．前年度に３年次生についてインターンシップの単位化を行ったが、平成２０年度は

４年次生についてもインターンシップを単位化して学生のインターンシップ参加を促進

し、学生が水産庁、水産関係機関・企業等でインターンシップを実施した。

④ 教育の質的向上等

ａ．基礎学力向上のためのリメディアル教育等を効率的・効果的に実施した。

ｂ．本校の教育対応研究の成果や関連する最新の技術関連情報等を積極的に教育に導入

するとともに、具体的な課題を与えて問題解決型の教育を行った。

ｃ．引き続き学生による授業評価、教員間の授業参観、ＦＤ対応委員会の下での勉強会

等を行い、授業内容・授業方法の改善を図った。

専攻科（船舶運航課程・舶用機関課程）の教育に関して、以下のことを行った。

①学科の教育職員、練習船の海事教育職員及び特任教員等が連携して、講義と実習を組

み合わせた体系的なライセンス関連教育を着実に実施し、全修了生の三級海技士免許取

得率は、８９％（３名未受験のため合格率は９７％）であった。また、二級海技士免許

の筆記試験合格率は、８７％であり、１級海技士免許筆記試験にも９名の学生が合格し

た。

②本科と専攻科による５年間一貫教育を意識した水産系海技士教育、学科と練習船の連

携による座学と実習の体系的実施、水産関連企業の見学等を行うとともに、上級試験合

格のための個人指導等の充実及び１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、学生にとって魅力ある専攻科づくりに努めた。

水産学研究科（水産技術管理学専攻・水産資源管理利用学専攻）の教育に関して、以

下のことを行った。

①水産学研究科担当教育職員を５６名に増員し、引き続き、複数の教育職員による研究

指導体制を確保した。また、研究科生の修士論文発表会と同一型式で、教育職員による

発表会を開催し、研究論文発表会での発表方法等を経験を通して学習させた。

②平成１９年度研究科修了生については 平成１９年度内の論文審査を希望した５名 平、 （

成２０年３月）に加え、平成２０年８月に１１名の修了者に対し独立行政法人大学評価

・学位授与機構から修士（水産学）の学位が授与されたことにより、修了生全員が修士

の学位を取得した。また、平成２０年度研究科修了生のうち年度内審査を希望した５名

全員に対し、平成２１年３月に同じく修士（水産学）の学位が授与された。

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・水産特論の必修化やインターンシップの単位化など、水産大学校の特色を活かしたカ

リキュラムの改定など、２０年度業務実績は順調と見受けられ、評価できる。

・研究科の在学生数がこの３年間１６０％を超える数値を示したままであり、次年度か

ら改善の方向に動くとはいえ、定員を超えた状態での教育体制を維持してきたのは適切

さにかける。至急の対策が必要である。研究科に対する自己評価は であったが、 と判A B
定される。

・本科での教育体系は充実してきており、着実に前進している点は評価できる。 認JABEE
。 。定された点も評価できる 今後は新しく設けた科目等の内容を検討してより充実されたい



・海洋基本法の施行、生物多様性に関する国家戦略の策定など、水産業をめぐる動きは激

しく、そうした社会情勢を反映させた科目内容をもち、専攻にかかわらず基礎的素養とし

て身につけてもらうカリキュラム体系になるよう努めて欲しい。

・専攻科の教育訓練内容の充実に努めて、その結果定員充足率があがっていると判断され

る点は高く評価できる。

・全学科で乗船実習を必修化し、練習船の利用率をあげているのはわかるが、それがど

のような教育的効果を生んでいるのかを明らかにする必要がある。限られたカリキュラ

ム時間のなかでの実習であることから、効果がないと判断された場合には内容を変更する

柔軟さをもっていただきたい。

・本科では実地型教育に力点が置かれ、専攻科では海技士免許取得に向けた教育が行わ

れていて、それぞれに特色があり、評価できる。一方、研究科においては、定員を大幅

。 、に超えて学生を受け入れている 大学設置基準に見合った教育水準を確保するためには

受入数をできるだけ定員に合わせる努力を望みたい。

・学生による授業評価や公開授業が行われていることは評価に値する。それらがどのよ

うに実施されているか、その結果が教育の改善、向上にどのように反映されているか、

成果を具体的に記述するべきである。

・入試倍率は前年度を上回っているが、安定的に志願者を獲得するため、受験前の高校

生や入学者に対してアンケート等を実施するなどして受験動向を解析することも必要で

はないか。

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、山尾専門委員



別表２

平成２０年度 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 １０／１００

ウエイト数値

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

教育対応研究として、６つの大課題の中に１７の中課題を設定し、その中で具体的な

研究課題として８５課題の研究に取組み、その研究成果を教育に反映させるとともに、

研究論文、著書又は報告書等として、計１８２件を公表した。

行政・産業対応研究活動として 「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 「水産資源の調査・解析方法と評価 「環境との調和や省人・省」、 」、

力に着目した水産機械システム 「水産食品の安全管理、機能性と有効利用 「増養」、 」、

」 「 」殖技術の高度化と沿岸環境・生態系の保全 及び 下関を中心とするフグ産業の高度化

の６つの課題に取り組んだ。

特に 「下関を中心とするフグ産業の高度化」については、学内共通課題として学内、

競争的資金を活用し、全学的に取組みを進めた。

外部資金の獲得のため、国等が公募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 民間企業等の公募又は依頼に基づく調査・研究を５５件実施したほか

科学研究費補助金により１５件、厚生労働科学研究費補助金により１件、公募型助成金

により１件の研究を行った。

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、１５件の共同研究を実施した。



研究のインセンティブ向上等を通じ研究活動を充実させるため、外部競争的資金の獲

得に向けた予備的研究を推進するための「学内競争的資金 、行政ニーズ・研究ニーズ」

等についての情報収集を行うための「研究・行政ニーズ調査旅費」等の重点配分を行っ

たほか、アグリビジネス創出フェア２００８などの産学公交流イベント等に積極的に参

加し、情報収集するとともに交流を促進した。

〇その他特筆すべき事項

海洋機械工学科の教育職員が日本鋳造工学会優秀論文賞を受賞した。

また、新たに１件の特許出願を行った。

〇その他（意見）

・水産大学校の特性として、地域に密着した大学であること及び農林水産省所管の大学

であることが挙げられる。この特性に照らして行政・産業対応研究活動及び共同研究の

推進が重要であると思うが、これらの項目が適切に実施されていることは水産大学校の

設立の趣旨に合致しており、評価できる。

・本学が重点をおく研究テーマを定め、その研究テーマに沿って各研究課題を設定する

とともにウエイト付けを行い、個々の研究課題を推進していくといった方法も今後の研

究の進め方の一つと思う。

（以上、外部評価委員意見）

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・数値目標（公募または依頼に基づく調査、研究）も十分達成しており順調に進捗して

いて評価できる。

・全体として業務の進捗状況は順調と判断できた。

・学科や科目に対応した並列的な配置になっているようだが、教育対応研究のなかにも、

社会的要請や教育上の必要性から、優先順位の設定が必要と思われる。

・現在の水産教育研究、海洋関係の教育研究に求められているのは、分野横断的な総合

的な研究であろう。そうした教育科目の設定をはかるとともに、研究分野でも是非取り

組んで欲しい。

、 、 。・教育対応研究 行政・産業対応研究のいずれも一定の成果を挙げていて 評価できる

「 」 、 、・ 学内競争的資金 がどの程度の規模で実施されているか 資料からは明確ではないが

教員の研究に対するインセンティブを高めるために、また、大学として特色ある研究を

さらに発展させるため、今後、予算の充実を考えても良い。また、配分に当たっては公

平で明確な基準の策定が必要と考える。

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、山尾専門委員



別表２

平成２０年度 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 ５／１００

ウエイト数値

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 Ａ

・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

平成２０年度卒業・修了者の水産関連分野への就職率（内定者ベース）は、７８．５％

で、前年度に引き続き目標の７５％以上が確保された。

就職対策検討委員会等での協議・検討等に基づき、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の明確化を図り、教授会・学科会議等を通じて、すべての教職

員に周知徹底させた。また、就職対策検討委員会等のメンバーが、それぞれ役割分担し

つつ協力し合い、大学校全体での取組と学科での取組の効果的な連携を図った。

さらに、各種就職支援策として、以下のことに取り組んだ。

①全学科１年次生を対象とする「水産学概論」等による動機付け教育の効果的実施

②水産関連企業等の情報収集とデータベースの充実・活用及び教育職員間の情報の共有

化による学生への迅速かつ効果的な情報提供

③就職支援室に新設した電子表示装置による最新の就職情報等の提供

④学生が受験又は就職した実績を有する水産関連企業・団体等への訪問活動

⑤卒業生へのアンケート調査等を基にした、水産大学校独自の就職活動の手引書の作成

及び学生への配付

〇その他（意見）

・前年度に比べて入試倍率が向上し、水産関連分野への就職率も数値目標として設定さ



れている７５％を超えており、各種取組の成果が現れていると評価できる。

（以上、外部評価委員意見）

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・水産分野への就職率の数値目標（７５％）を達成しているなど、２０年度業務は順調

であり、評価できる。

・インターンシップが就職支援活動のなかにどう位置付いているのか、今ひとつはっき

りしていないのではないか。

・水産分野への就職率の目標としている ％が妥当かどうか判断できないが、産業その75
ものが衰退しているという現実のなかで、水産関連産業を広くとらえておく必要がある

と思われる。

・就職先企業に対して定期的に意見を聞くなどして、求められている人物像、知識・技

術内容などについて絶えず把握していく体制を充実させて欲しい。

・就職率の数値目標を達成しており、評価できる。今年度は非常に厳しい経済状況にあ

るが、引き続き高い就職率の維持に向けて努力を期待したい。

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、山尾専門委員



別表２

平成２０年度 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 ５／１００

ウエイト数値

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

国の基本的な政策立案段階から現場における具体的な施策の遂行等にわたって、国の委

員会等の委員や専門家として指導・助言等を行うことにより、行政機関が行う水産施策

の立案及び推進に協力した。

「水産大学校研究報告」の計画的な発行及び研究成果を分かりやすく紹介するパンフ

レット「水産大学校の最近の研究成果から」の追録の作成・配付を行ったほか、ジャパ

ン・インターナショナル・シーフードショーなどの産学公交流イベント等に積極的に参

加し、成果の公表・普及を図った。

水産関係者への教育研修に教育職員を講師として派遣したほか、本校及び実験実習場

での研修等の受入を行った。また、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）等からの委

託を受け、外国人研修員を受け入れて研修を行った。

広く国民一般を対象とした公開講座「誰が獲る？明日のさかな－燃油高騰や「食」の

不安が広がる中で－」及び地元の西日本フク研究会との共催で公開シンポジウム「本場

「 」 」 。 、 、・下関で ふく を語る－意外に知らないフグの秘密－ を開催した また 引き続き



地元水族館において、周年にわたり、オープンラボを開催した。

釜慶大学校（韓国 ・上海海洋大学（中国）との学術交流、図書館の一般開放に引き）

続き取り組んだほか、教育職員が日本水産学会などの学会等の理事等として学会運営等

に協力した。

〇その他特筆すべき事項

新たに、１件の特許出願を行うとともに、本校食品科学科で創設した資格「水産食品

士」の保護のため、商標権出願「水産食品士【標準文字 」を行った。】

また 「水産物加工残渣から安全な発酵生成物を製造する方法」が新たに特許登録さ、

れた。

〇その他（意見）

・これまでも地元下関市との連携強化について努力されているが、下関市内の他大学と

の連携・交流を加えることにより、さらに水産大学校の良さをＰＲ出来るのではないか

と思う。

・地元下関市にある大学校として、さらに研究成果の情報発信と水産行政との連携強化

を進めることによって、水産施策に具体的な成果が現れてくることを期待する。

・水産業は科学と技術で成り立っている産業であり、水産大学校から斬新なアイデアの

提案と身近な技術の発信により、日本の水産業が活性化されることを期待する。

（以上、外部評価委員意見）

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・国、地方公共団体等への委員の数も大幅に増えており、大学として行政へ積極的な関

与がうかがえる等、業務は順調に進捗していると考え、評価できる。

、 。・年度計画で掲げている行政との連携で貢献した内容に具体性がなく 判断できなかった

・業務の成果と公表が昨年度に比べて水準が落ちている。

・研修等の実施状況も昨年度を上回るまで至っていない。

・研究成果の公表に関しては 「水産大学校研究報告」や「水産大学校の最近の研究成果、

から」をホームページで公開するなど、積極的な姿勢は評価できる。よりインパクトの

高い専門誌への投稿をさらに促進して欲しい。

・ 水産大学校研究報告」は予定通り刊行されているが、最近は冊子体の発行を中止する「

雑誌が多いことから、ホームページ公開に加えて冊子体を作成して配布することの費用

対効果や、成果公表の媒体として学内誌をどのように位置づけて活用していくかを検討

したらどうか。

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、山尾専門委員



別表２

平成２０年度 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 ５／１００

ウエイト数値

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、引き続き、各学科の学業成績優秀者に対する表彰

を行うとともに、新たに課外活動等で貢献を果たし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た。また、経済状況・学業成績を勘案し、公平・妥当性のある審

査を行い、授業料免除制度を適切に適用したほか、学生の勉学意欲を高めるため、成績

優秀者授業料免除制度を新たに設け、適用した。

学生生活支援の取組として、学科クラス担当教育職員等による生活相談、看護師によ

る健康相談、臨床心理士によるメンタルヘルス対策を連携して行った。

課外活動への支援として、体育施設の整備・維持管理等を適切に行ったほか、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」や水棲生物を扱う「水の生きも

の研究会」等を位置づけ活動を支援した。このうち 「水の生きもの研究会」が、下関、

市が主催する自然観察教室等にボランティアとして参加したこと等により、前年度に引

き続き、市から感謝状を授与された。

行政・産業対応研究活動として「下関を中心とするフグ産業の高度化」等の６課題に

取り組んだほか、卒業生の就職先でもある企業や地方公共団体等からの受託研究や共同

研究の実施、研修会等への講師派遣、産学公交流イベントへの参加、公開講座やオープ

ンラボの開催等を通して、産業界・地域との連携を図り、学生の就職先の拡大等に努め



。た

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・水産大学校の特色を活かした課外活動や地元との連携など２０年度の業務は順調に進

捗していると考えられ、評価はできる。

・計画は達成されているが、その水準が国立大学法人に比べて、決して高いわけではな

。 、 。い 中期計画・中期目標との関係もあるが できるだけ高い目標を掲げていただきたい

少子化・大学全入化のなかで競争力を維持するためには不可欠な項目になっている。

・特に、学生生活支援のなかのクラス担当教員制度の充実は、入学初年度の学業への導

入とともに、安心・安定した学生生活を学生に送ってもらうためには必要な取組であろ

う。水産大学校らしい取組が期待される。

・成績優秀で経済的困窮な学生に対して授業料免除制度を適用したことは評価できる。

経済的理由で休学や退学する学生を極力出さないために、この制度のさらなる充実を望

みたい。

・メンタルヘルスに関しては、ハラスメントの問題が背景にある場合がある。ハラスメ

ントは扱いが微妙で難しい面があるが、学生が相談に乗りやすい仕組みを提供して欲し

い。

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、山尾専門委員



別表２

平成２０年度 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 ２０／１００

ウエイト数値

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

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、一部照明の撤去等による更なる光熱水料の

節減に努めるとともに、デジタル複写機の賃貸借契約等の複数年度契約の導入により、

経費の節減を行った。

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、中期目標期間５年間において、５％以上の削減（退職金等を除く ）に向けて。

取り組んでいるところであり、平成２０年度については、前年度比１．７％の削減とな

っており、引き続き定年退職者に対する新規採用抑制を行うことにより５％以上の削減

を確実に達成する予定である。

なお、給与については、基準及び支給状況について年報及びホームページで公表して

おり、平成２０年度実績についても平成２１年６月に公表の予定である。

資金計画については、短期借り入れを行わないことを前提に、業務が効率的に実施で

きるよう計画の策定を行った。

独立行政法人整理合理化計画において設置すべきとされた「競争入札等推進委員会」

を、平成２０年７月１日に設置した。

また、随意契約の見直しに係る取組として、平成１９年度における随意契約見直し計

画のフォローアップ、平成２０年度上半期に締結した「競争性のない随意契約」に係る

契約情報をホームページに掲載して公表するなど、適切に対応した。

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている



る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・運営費および人件費ともに、削減を心がけ、中期目標を達成することに向かった努力

が評価できる。

・随意契約については、一般競争入札への変更を積極的に行ったことを評価できる。平成

２０年度の随意契約についての内容は、競争を許さない、あるいは委託先が限定されてお

り、一連の努力が実っていると評価する。

・経費節減については、予算に基づき、順調に進められており評価できる。

・人件費についても中期目標期間終了時点に向け、具体的に取り組まれており、経過を

見守りたい。

・競争入札等推進委員会が設置されており、随意契約の見直しも順調に進んでいるもの

と考える。

・運営費交付金の一般管理費、業務経費を効率化、人件費も５％以上の削減が確実とし

ていること、競争入札等推進委員会を設置し、随意契約の見直しを強化、随意契約の件

数も僅かとなり、ホームページで公表していることは、評価できる。なお一層の取り組

みを期待したい。

・当期総利益２百万円は、受託事業等の自己財源により当期取得した資産の額から当中

期期間の取得資産に係る当期減価償却額を除いた１．３百万円と、その他事業外収益

０．９百万円の合計額であり、目的積立金の承認要件となる経営努力認定の条件に該当

しないため、目的積立金を申請しなかったことは妥当である。

・利益剰余金１７百万は、前中期目標期間積立金、積立金（平成１８年度及び平成１９

年度の総利益の合計額 、及び当期総利益であり、いずれも受託収入により取得した資）

産の未償却額（減価償却後の現有資産額）とその他事業外収益で現金等の利益金ではな

いことから妥当な状況である。

・福利厚生費については、国に準じた取扱とし、レクリエーション経費以外の福利厚生

費(法定外福利費)については、従来より職員の検診等以外には運営費交付金・自己収入

を問わず契約及び支出は行っていないことは妥当である。

・人件費については、中期計画末の５％削減計画は５年間で５％削減を達成することと

しているが、２０年度において、削減率が２．８％となっているため、今後の退職予定

者数等を聴取し、分析したところ、中期計画末には５％以上の削減が見込めることがわ

かった。中期計画末までに５％以上の削減を望む。

・随意契約の見直しについては、監事は監事監査において、厳正なチェックが行われて

おり評価できる。

評価委員会水産分科会（委員名） 小坂委員、横田委員、白石専門委員



別表２

平成２０年度 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 ３／１００

ウエイト数値

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

海技士資格の取得及び水産系海技士に求められる技術の習得に必要な蒸気原動機サイク

ル実験設備、電気推進システム実験装置などの実験・実習設備を備え、ＱＳＳ（船員教

育資質基準システム）にも対応した教育研究施設として、計画に沿って舶用機械総合実

験棟の建て替え工事に着手（平成２１年度までの２ヵ年事業）した。

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・計画に沿って、必要な教育研究機器・施設及び船舶設備については順調に進捗してい

る。特に船舶の維持・整備には高額の経費が必要であり、今後も適切に実施していく必

要がある。

・ 年度計画に沿って進捗しており評価する。20

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表２

平成２０年度 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 ４／１００

ウエイト数値

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

引き続き、役員又は教育職員の兼務により、人員増を抑制するとともに、業務の確実な

実施を図るため、適材適所の人員配置を行った。

また、本校の教育において制度的に不可欠な大学設置基準に基づく教育職員、海技教

育に必要な教育職員及び船舶に必要な法定定員を引き続き確保した。

これまでも採用の透明性及び優秀な人材の確保の観点から、教育職員については、本

校のホームページや独立行政法人科学技術振興機構が運営する「ＪＲＥＣ－ＩＮ研究者

人材データベース」等を活用して広く公募し、規程に基づく厳正な選考を実施した上で

採用することとしているが、平成２０年度については、採用実績はなかった。

人事交流による海事教育職員等の採用にあっても、同様に、公平・妥当性のある選考

を実施した上で採用することとしており、公平・妥当性のある選考を実施した上で採用

した。

また、本校の任期付職員の任用に係る規程を踏まえ、国立大学法人等における任期付

教員に関する規程、募集方法等の情報を収集し、引き続き検討を進めた。

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目



評価結果） （所 見）

・大学設置基準及び海技教育に必要な教育職員、船舶運航に必要な法定職員については

引き続き確保できており、順調に業務が進捗している。

・ホームページ上での教員募集、人事交流を踏まえたものなどの公平さを評価した。

・大学（それに準じる機関と考えられる）の人事計画で も配慮が不足しているのは、

中長期的な全体プランである。特定分野で欠員が出た時、その分野で 適な人材を採用

するというのが通常の方式である。しかし、部分 適は必ずしも全体 適とは一致しな

い。特に採用予定はないようであるから、中長期的プランを今から考えておくことを試

みたらどうか。

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表２

平成２０年度 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 １．５／１００

ウエイト数値

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

情報の公開については、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、常時、自由に情報が得られるよう整備した。

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、開示請求に対して適切に

開示を行った。

、「 」個人情報保護については 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

第７条の規定に基づき 「独立行政法人水産大学校の個人情報の適正な取扱のための措、

置に関する規程」を制定して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 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・ホームページは業務内容がわかりやすく、必要な情報の公開がされている。また、個

人情報保護も適切に行われ、業務が順調に進捗している。



・ホームページ上に情報公開のページを設け、誰でも何時でもアクセス出来る様に整備

を行った点を評価した。

・情報の管理、職員への周知徹底を評価した。

・適切な情報公開・保護が行われていると考えられる。

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表２

平成２０年度 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 １．５／１００

ウエイト数値

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

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、環境物品の購入等

の取組みを進めるため、平成２０年５月に調達方針を定め、平成１９年度の調達実績と

ともに本校のホームページ上で公表した。

また、平成１９年度の環境報告書についても、本校のホームページ上で公表した。

これらの取組を通して、環境に配慮した教育研究活動の推進を図った。

、 （ ） 、職場の安全衛生を確保するため ＡＥＤ 自動体外式除細動器 のキャンパス内設置

「労働安全衛生法」や「船員法」で定められた定期健康診断の実施や石綿健康障害防止

のため、石綿健康診断等を実施した。また、学生の安全確保のため、桟橋床板張替工事

などの教育施設等の補修工事等を行ったほか、実験実習を行う際には、引き続き、各学

科が定めた実験・実習安全マニュアルに基づき細心の注意を払い、事故防止を図った。

上記自己評価 ラ ン ク Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している

に対する評価 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している

委員会におけ Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている

る検証 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている

（委員会にお Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている

ける基礎項目

評価結果） （所 見）

・ＡＥＤの管理、労働安全衛生法、船員法等で定められた定期健康診断、石綿健康診断

等適切に実施しており、業務は順調に進捗している。



・学内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置、石綿健康障害防止のため、石綿健康診断

等を実施した事、学生の安全確保に細心の注意を図った点を評価した。

・環境報告書、環境物品調達実績をホームページ上で公開した点を考慮し、評価した。

・水産業は環境産業である。ここで問題となっている事柄とは異なるが、海洋を環境の

場としてとらえ、教育カリキュラムの中で推進することを目指したらどうか。

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員



別表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

基礎 項 目 名 項目 ウエ 備 考

項目 種類 イト

20/100Ⅰ 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 大項目
措置

10/100○ １ 運営の効率化 中項目

10/100○ ２ 業務の効率化 中項目

50/100Ⅱ 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 大項目
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 中項目

10/100○ ２ 水産に関する学理及び技術の研究 中項目

5/100○ ３ 就職対策の充実 中項目

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 中項目

5/100○ ５ 学生生活支援等 中項目

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

○ 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ときは 大項目 －、 、
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 中項目

4/100○ ２ 人事に関する計画 中項目

○ ３ 積立金の処分に関する事項 中項目 －

1.5/100○ ４ 情報の公開と保護 中項目

1.5/100○ ５ 環境対策・安全管理の推進 中項目



独立行政法人水産大学校の平成２０年度に係る

業務実績に関する評価補足資料

農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会



１ 整理合理化計画（平成 年 月 日閣議決定）に対する平成 年度の対応状19 12 24 20

況について

整理合理化計画（平成 年 月 日閣議決定）に対する平成 年度の対応状況につい19 12 24 20

ては、別添１により対応した。

２ 平成１９年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等（政策評価

・独立行政法人評価委員会）について

平成１９年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等について（政策評

価・独立行政法人評価委員会）は、別添２により対応した。

３ 平成２０年度業務評価の取組状況について

平成２０年度業務評価の取組状況については、別添３により対応した。

４ 平成１９年度業務実績評価についての指摘（水産分科会）の対応状況について

平成１９年度業務実績評価についての指摘（水産分科会）の対応状況については、別添４のと

おり取りまとめ、第３３回水産分科会にて水産大学校より説明があった。

５ 利益剰余金について

利益剰余金１７百万は、前中期目標期間積立金、積立金及び当期総利益の合計額である。な

お、前中期目標期間積立金、積立金（平成１８年度及び平成１９年度の総利益の合計額）、及び

当期総利益は、いずれも受託収入により取得した資産の未償却額（減価償却後の現有資産額）と

その他事業外収益であり、現金等の利益金ではない。



６ 目的積立金について

収支における当期総利益２百万円は、受託事業等の自己財源により当期取得した資産の額か

1.3 0.9ら当中期期間の取得資産に係る当期減価償却額を除いた 百万円と、その他事業外収益

百万円の合計額であり、目的積立金の承認要件となる経営努力認定の条件に該当しないため、

目的積立金を申請していない。

７ 内部統制（コンプライアンス体制の整備）について

平成２１年４月から、コンプライアンス委員会に外部の有識者（顧問弁護士）を加えることとした。

８ 業務実績報告書に関する国民からの意見募集について

平成２１年７月６日から２４日までの間、水産庁内にある水産分科会のホームページにおいて、

国民からの意見募集を行った。平成２０年度業務実績報告書を掲載し、メール及びＦＡＸにて意

見を募ったところ意見はなかった。

９ 職員等の人員（非常勤職員、任期付き職員等の増減を含む）についての経年比較に

ついて

職員等の人員（非常勤職員、任期付き職員等の増減を含む）についての経年比較について

は、別添５のとおり



整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）に対する平成２０年度の対応状況

（独）水産大学校
整理合理化計画 対　応　状　況 所見

Ⅰ．前文　

Ⅱ．各独立行政法人の事務・事業及び組織等について講ずべき措置
　１．検討の基本的考え方
　（１）事務・事業の見直等
　（２）法人の廃止、民営化等
　（３）統合、他機関・地方への移管
　（４）非公務員化

　２．各独立行政法人について講ずべき措置

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置
１．独立行政法人の効率化に関する措置
（１）随意契約の見直し

①　独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競
争・公募をいい、競争性のない随意契約は含まない。以下同じ。）によること
とし、各独立行政法人は、随意契約によることができる限度額等の基準につい
て、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。

　随意契約によることができる限度額の基準等については平成19年4月1日に改
正するとともに、契約の見直しを行い、真にやむを得ないものを除き一般競争
入札等へ移行している。その結果、一般競争入札の件数(対19年度比156%)、金
額(対19年度比174%)共に平成19年度から増加した。

・一般競争入札等へ順調に移行し
ている。
・随意契約から競争入札への移行
へ件数、金額の増加は評価でき
る。なお一層の取組を望みたい。

②　各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平
成18年度に締結した競争性のない随意契約１兆円のうち、約７割(0.7兆円)を
一般競争入札等に移行することとしており、これらを着実に実施することによ
り、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。

　平成18年度の競争性のない随意契約168,188千円、68件に対して20年度は
20,282千円（12.1％）、7件（10.3％）となっており、競争性のない随意契約
によることが真にやむを得ないものを除き一般競争入札等に移行している。
（平成２０年度業務実績報告書資料編の資料３３参照）

・着実に実施されている。
・随意契約から競争入札への移行
へ件数、金額の増加は評価でき
る。なお一層の取組を望みたい。

③　各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企
画競争、公募を行う場合には、真に競争性、透明性が確保される方法により実
施する。

　規程上の応募期間以上の期間を設けるなどによって、より競争性・透明性の
高い契約を実施している。

・問題なし。
・透明性、チェック体制、ホーム
ページの公表など評価する。

④　随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施につい
て、監事及び会計監査人による監査、評価委員会による事後評価において、そ
れぞれ厳正にチェックする。

　監事監査及び当校の自己評価の際の第３者で構成される外部評価委員会にお
いて、厳正なチェックを受けている。

・外部委員会にてチェックされて
いる。
・透明性、チェック体制、ホーム
ページの公表など評価する。

1



整理合理化計画 対　応　状　況 所見
⑤　各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェイブサ
イトに公表し、フォローアップを実施する。

　随意契約見直し計画の１９年度におけるフォローアップについては、２０年
７月に本校ホームページに公表している。順次、更新を行い、フォローアップ
を行うこととしている。

・ホームページを使い公表されて
おり、問題なし。
・透明性、チェック体制、ホーム
ページの公表など評価する。

⑥　総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまと
め、公表する。

　－

（２）保有資産の見直し

①　各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の議論等を踏まえ、保有する
合理的理由が認められない土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着実
に推進し、適切な形で財政貢献を行う。このため、所要の条件整備を行う。

②　各独立行政法人は、上記の売却等対象資産以外の実物資産についても、引
き続き、資産の利用度等のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能
性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要
性について不断に見直しを実施する。その際、継続する事務・事業に当該資産
が必要と判断される場合であっても、証券化等による資産圧縮について検討す
る。

③　各独立行政法人は、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の国
庫返納を行うとともに、既存貸付金の売却・証券化の検討・促進や不良化して
いる貸付けの早期処分等により金融債権について圧縮の方向で見直しを行う。
また、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて、運用体制の
確立と運用方針の明確化を図る。

・不要となった金融資産やそれに伴う積立金はない。

④　保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評価委員会による
事後評価において、それぞれ適切にチェックする。

　平成１８年度より減損会計を導入し、関係規程において固定資産の減損の兆
候の判定、会計処理等を定め、当該規程に基づき毎年１月に建物・船舶等を対
象にその利用度及び保有の必要性について調査を実施している。
　また、保有資産については、監事監査規程に基づく各年度監査計画の監査項
目対象とし、定期監査時において監事監査を受けている。
　なお、固定資産の減損の兆候の調査結果については、農林水産省独立行政法
人評価委員会に先立つ当校の自己評価の際に第３者から構成される外部評価委
員会において、評価を受けている。

・適切に対応されている。
・特になし。

　平成１８年度より減損会計を導入し、関係規程に基づき毎年１月に固定資産
を対象にその利用度及び保有の必要性について調査を実施している。
　なお、平成２０年度においては減損の兆候は認められなかった。

・適切に対応されている。
・特になし。
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
（３）官民競争入札等の積極的な運用
　　　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51
号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供す
る

　－ 　

（４）給与水準の適正化等

①　独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公
的主体と位置付けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点
について対応する。

　－

ア　各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿って
着実に削減に取り組むこと。

　人件費については、第２期中期目標において「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、平成18年度からの５年間において、国家公
務員に準じた人件費削減（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こととなって
いる。
　目標を受け、第２期中期計画において「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、平成18年度からの５年間において、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、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
めることとしている。
  この結果、平成２０年度の人件費は、平成１９年度に比べ大幅に削減し、基
準年度（平成１７年度）に対して２．８％の減となっている。平成２１年度以
降も引き続き定年退職者に対する新規採用抑制により、５％以上の削減計画を
確実に達成することとしている

・２２年度終了後の５年間で中期
目標に従い人件費総額の５％以上
削減に取り組んでおり、予定通り
進行中である。
・人件費削減に努力し、中期末の
５％削減を確実にしていることは
評価できる。なお一層の取組を望
みたい。

　
イ　主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準
が高い理由及び講ずる措置について公表し、国民に対して納得が得られる説明
を行うとともに、社会的に理解が得られる水準とするよう要請する。

・特に問題はない。
・社会的理解が得られる水準と認
められる。

ウ　主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対
して、給与水準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすも
のとし、国民の理解が得られないものについては、水準そのものの見直し等適
切に対応するよう要請すること。

エ　主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を各府省
事務次官の範囲内とするよう要請すること。

 理事長の報酬は、事務次官の報酬の範囲内となっている。 ・問題なし。
・適切である。

オ　各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護
にも留意しつつ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。

 役職員の報酬・給与等は、本校ホームページで公表している。 ・ホームページで公表されており
問題なし。
・適切である。

　職員と国家公務員との給与水準（年額）比較指標（事務・技術職員）におい
て、本校は、８８．１となっている。
　このため、平成１９年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績
に関する評価の結果等についての意見について（Ｈ２０．１１．２６）おい
て、指摘を受けていない。
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
②　各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の
給与等にその業績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、
当該役員の各期の適切に報酬額に反映されることが必要である。

　役員については、独立行政法人評価委員会の評価結果等を踏まえ、報酬・退
職金等に反映させる制度を導入している。
　教育研究支援職員の能力、実績等を把握し、その結果を給与、処遇などに活
用すべく、平成２０年度から新たな人事評価の試行を行っている。

・適切に対応されている。
・特になし。

③　給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の
観点から、監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳
格にチェックする。

　職員と国家公務員との給与水準（年額）比較指標（事務・技術職員）におい
て、本校は、８８．１となっている。
　このため、平成１９年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績
に関する評価の結果等についての意見について（Ｈ２０．１１．２６）おい
て、指摘を受けていない

・特に問題なし。
・理解が得られる水準と認められ
る。

２．独立行政法人の自律化に関する措置
（１）内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備
①　業務遂行体制の在り方

ア　各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事
評価を行うとともに、その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映さ
せることにより業務遂行へのインセンティブを向上させる。また、主務大臣は
各独立行政法人の長について、また、各独立行政法人の長は当該法人の役員に
ついて、職務の執行が適当でないため法人の業務が悪化した場合であって、当
該役員に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは解任事由と
なり得ることを再確認する。

　組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、新たな評価方法による試行
を行った。

・適切に対応されている。
・特になし。

イ　各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立
行政法人における役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制につい
て、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について
積極的に公表する。

　業務改革推進本部において、教育研究支援業務を行う事務系組織（総務部、
企画情報部、学生部）の体制の見直しについて検討を進め、内部統制の強化を
図るため、平成２１年度中に事務・事業の遂行状況を合法性、合目的性等の観
点から内部監査を行う監査役を新設することを決定した。
　なお、平成２１年７月１日付けで監査役を新設している。

・適切に対応されている。

ウ　独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、
第三者の専門的知識も活用し、検討を行う。

　－

エ　特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その
職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努める。

　職員の勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する規程を本校ホームページで公
表している。

・適切に対応されている。

オ　各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行
い、業務運営に適切に反映させる。

　ホームページ上で事業報告書、自己評価、農林水産省独立行政法人評価委員
会の評価結果及びその反映状況等を公表するとともに、E-Mail等による問い合
わせ等の窓口を設けている。

・適切に対応されている。
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
カ　独立行政法人の長の任命について、内閣の一元的関与を強化するととも
に、監事及び評価委員会の委員の任命についても内閣の一元的関与を図ること
を速やかに実施する。

　－

②　関係法人等との人・資金の流れの在り方
ア　国から独立行政法人への再就職については、従来の総量規制（長の1/2、
役員の1/2）は達成されたところであるが、引き続き、その在り方を検証す
る。

　－

イ　また、独立行政法人から関連法人等への再就職についても、いわゆる官製
談合問題などの問題が露呈したことから、その在り方を検証する。

　－

ウ　独立行政法人の長等の役員については、公募制の積極的活用等により、適
材適所の人材登用を徹底する。

エ　各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人との間における人と資金の流
れについて、透明性を確保するため、独立行政法人から関連法人への再就職の
状況及び独立行政法人と関連法人との間の補助・取引等の状況について、一体
としての情報開示を実施する。総務省は各法人の情報公開状況を総覧可能な状
況に置くものとする。

　－

オ　各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連して不適正な契約の発生等
がある場合には、その責任において、人と資金の流れについて適正化を図る。

　－

カ　随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況等につい
て、監事及び会計監査人による監査で厳格にチェックするとともに、評価委員
会において事後評価を行う。

　随意契約見直し計画の１９年度におけるフォローアップについては、２０年
７月に本校ホームページに公表している。順次、更新を行い、フォローアップ
を行う。
　また、入札・契約の状況については、監事監査及び当校の自己評価の際の第
３者で構成される外部評価委員会において、厳正なチェックを受けている。

・情報開示は行われており指摘通
りの監査及び外部評価委員会の
チェックを受けており問題なし。
・厳正なチェックを評価する。
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
③　管理会計の活用及び情報開示の在り方
ア　各独立行政法人は、管理会計の活用により事務・事業別、部門別といった
単位における費用を明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に行うこと等によ
り、経営の効率化を図る。

　各学科等からの要求を検討し、経費の重要性を考慮の上、配分・管理を行
い、経営の効率化を図っている。

・経営の効率化に努めており、問
題なし。
・要求について重要性を考慮した
配分は適切である。

イ　各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情
報の開示を徹底する。

・平成19年度より、簡潔に要約された財務諸表の掲載等、示された標準的書式
に従い開示を行っている。

・開示は比較的わかりやすく評価
する。

ウ　総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにする
など、独立行政法人の運営状況等について国民の分かりやすい形での情報開示
を行うため、標準的な様式を定める。

・平成19年度より、簡潔に要約された財務諸表の作成等、総務省より示された
統一的書式に従い事業報告の開示を行っている。

・適正に情報開示がなされている
と考える。
・財務諸表などの開示は比較的わ
かりやすく評価する。

④　監事監査等の在り方
ア　主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任期間の延長を検討するほ
か、責任の明確化の観点から、決算関連業務を考慮した任命を行う。また、規
模の小さい法人の負担等を考慮する必要はあるものの、常勤監事を置くよう努
める。その際、マネジメントの肥大化を招くことのないよう、配慮すべきであ
る。

　－

イ　監事の独立性、専門性強化の観点から、その任命について内閣の一元的関
与を図る。

　－

ウ　各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、
給与水準の状況、内部統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格に
チェックする。また、このために必要な監査体制を適切に整備する。

　定期監査において実施されている。 ・監事監査は適正に実施されてい
る。
・監査の機能は適切である。

エ　各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。 　会計検査院の研修に参加され、情報の収集、交換等がなされている。 ・問題なし。
・適切である。

オ　評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連携して評価に当たる。 　監査報告書及び監査意見書を農林水産省独立行政法人評価委員会に提出し、
連携して実施している。

・問題なし。
・適切である。

カ　監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門知見も活
用し、検討を行う。

平成２１年４月からコンプライアンス委員会に外部の有識者（弁護士）を加え
ることとした。

・有識者を委員に加える等、適切
に対応している。

⑤　外部監査の在り方
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
ア　会計監査人は、随意契約の適正化を含めた入札・契約状況及び内部統制の
状況について、独立行政法人の財務諸表等について行う監査の中で厳格に
チェックする。

　通則法第３９条に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人である
ことから、会計監査人の監査を要しない。

・対応状況の記述のとおり。
・妥当である。

イ　主務大臣は、会計監査人の独立性の確保のため、選任の透明性を確保する
とともに、その責任を明確化する。

　－

⑥　事後評価の在り方
ア　主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評価する
ため、法人の業務の全般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を設定す
るなど、法人が達成すべき内容や水準を明確化及び具体化する。また、中期目
標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中期目標の内容や期間について必要
に応じ柔軟に検討する。

　－

イ　評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人について、連結財務諸表、
個別財務諸表等の情報を関連法人に関するものを含めて的確に把握した上で評
価を実施する。

　－

ウ　評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評価基準
の統一を検討する。

　－

エ　評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に係る国
民の意見募集を行い、その評価に適切に反映させる。

　－

オ　各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そのマネ
ジメント体制等に反映させる。

　役員については、独立行政法人評価委員会の評価結果等を踏まえ、報酬・退
職金等に反映させる制度を導入している。
　教育研究支援職員の能力、実績等を把握し、その結果を給与、処遇などに活
用すべく、平成２０年度から新たな人事評価の試行を行っている。

カ　現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評価機関
により評価する仕組みに改めるとともに、各独立行政法人の長及び監事の人事
について、評価機関が評価結果を反映させて関与する仕組みとする方向で早急
に検討を進め、平成20年度のできるだけ早期に結論を得る。

　－
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
⑦　情報開示の在り方
ア　独立行政法人に関する情報開示については、国民の理解が得られるよう、
分かりやすく説明する意識を徹底する。

　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（組織に関する情報、業務
に関する情報、貸借対照表、損益計算書、その他の財務に関する直近の書類の
内容、組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報等）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
に整備している。

・適切に対応されている。

イ　国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例えば、財務諸表上のデータに
ついて一覧性ある形で情報開示するほか、独立行政法人のウェブサイトにおけ
る情報へのアクセスを容易化する。

　ホームページで、平成１３年度の独立行政法人化以降の全ての財務諸表、事
業報告書等を開示している。

・適切に対応されている。

ウ　独立行政法人の業務及びマネジメントに係るベストプラクティスを公表す
る。

　－

（２）国から独立行政法人への財政支出
　国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19年度当初予算ベー
ス）であるが、事務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減図る
ことはもとより、寄付金募集の拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増大
に向けた取組を推進することを通じて、中期的には国への財政依存度を下げる
ことを目指す。

　施設保守管理及び警備業務について、アウトソーシングを行ったことにより
６，６４４千円のコストダウンを図っている。また、随意契約の見直しによ
り、競争性のない随意契約の件数の割合が２２．７％から１１．７％に減少
し、これに伴い経費の削減が図られている。
　自己収入の増大に向けた取組に関しては、既に科学研究費補助金等の外部研
究資金の採択を受けている者を除いて、平成２１年度科学研究費補助金等の公
募型外部研究資金に計６５件応募し、外部研究資金の獲得に努めた。

・契約の見直しや外部資金の獲得
に努める等適切に対応されてい
る。
・特になし。

Ⅳ．その他
１．今後の課題
　　Ⅱ及びⅢで継続検討とされた課題については、原則として１年以内に結論
を得るよう努める。

　－

２．整理合理化計画の実施
（１）Ⅱ及びⅢで取り組むこととされた事項について、原則として平成22年度
末までに措置する。

　－

（２）各独立行政法人の取組状況について、評価委員会等関連会議におけるそ
れぞれの活動の中でフォローアップを実施する。
また、全体の取組状況について、関係府省の協力を得て有識者会議によるフォ
ローアップを実施する。

　－

３．雇用問題への対処
　　独立行政法人の廃止（大幅な職員数の削減を伴う事務・事業の廃止を含
む。）等に伴う職員の雇用問題について、以下のとおり対処する。
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整理合理化計画 対　応　状　況 所見
（１）廃止等を行う独立行政法人における労使協議及び独立行政法人にまたが
る労使の団体間における個々の法人の労使の独立性・自立性を尊重した協議を
進めること。

　－

（２）他の独立行政法人（特に同一の主務大臣の所管に係る法人）及び政府関
係機関等における受入れ措置等により、横断的な雇用確保に努力すること。

　－

（３）廃止等を行う独立行政法人の職員の受入れに協力する独立行政法人等に
ついて、行政改革推進法に規定する人件費一律削減措置の適用関係を整理する
こと。

　－

４．その他
　　以上のほか、独立行政法人の整理合理化に関し、会計検査院の決算検査報
告、研究開発を担う独立行政法人に係る総合科学技術会議の方針等において指
摘等された事項について、引き続き、所要の施策の検討を進める。

　－

（別表）
各独立行政法人について講ずべき措置

水産大学校
事務及び事業の見直し
【水産に関する学理及び技術の教授及び研究】
○設置目的に沿った重点化等による講座数の削減等を平成21年度以降に実施す
る。

　水産大学校の重要事項の協議を行う「水産大学校運営会議」の下に平成１８
年度に設置された業務改革推進本部が検討を進めている。

・適切に対応されている。
・特になし。

組織の見直し
【組織体制の整理】
○平成20年度から水産情報経営学科を水産流通経営学科に改組する。 　業務方法書及び中期計画の変更手続きを行い、平成２０年４月１日より改組

した。
・適切に対応されている。
・特になし。

運営の効率化及び自律化
【業務運営体制の整備】
○競争入札等推進委員会を設置する。 　平成２０年７月１日に競争入札等推進委員会を設置した。 ・適切に対応されている。

・競争入札等推進委員会は設置さ
れており、今後の活動に期待す
る。
・適切で機能の発揮を期待する。

9



平成１９年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等について（政策評価・独立行政法人評価委員会）

１．平成１９年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意見 （独）水産大学校
評価結果 対　応　状　況 所見

平成１９年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結
果等についての意見

【所管法人共通】

（評価の基準の明確化等）
・評価の基準の明確化等については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会を含
む各府省の独立行政法人評価委員会に対して、「評価基準についてより客観的かつ
明確なものとなるよう見直すとともに、評価の結果についてもその考え方、理由、
根拠等を評価の基準との関係においてより分かりやすく説明すべきである。」との
指摘を行ったところである。

　各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価指標の具体化、評定を付す単位
（以下「評定単位」という。）の細分化、法人共通の評価事項（例えば、欠損金、
剰余金の適正化等）の設定、総合評価の考え方の統一など、評価結果を分かりやす
く説明するための取組を行っているところがみられる。
一方、各府省の独立行政法人評価委員会の平成19年度の評価結果をみると、評価結
果を分かりにくくしている要因として、以下のようなものがあると考えられる。

　貴委員会においては、評価結果を分かりやすく説明するため、これらについて考
慮した説明を行うべきである。
ⅰ）同一の評価事項（例：「契約の適正化」など）であっても、法人によって、評
定単位が詳細なもの・概括的なものが混在している。
ⅱ）複数の業務を併せて評定する場合において、各業務のウエイトの付け方が不統
一である。
ⅲ）評定に際して、目標の達成（進捗）が法人の努力によるものか、外的要因によ
るものかがあいまいである。
ⅳ）評定記号の意味する評語として「おおむね」等の多義的な用語が使われている
が、その意味が不明確である。

　農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会の審議結果を踏ま
え、農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会及び同分科会に
所属する他の独立行政法人の総合評価の考え方との統一化等を図る
ため、自己評価に用いる業務の項目毎のウエイト付けの見直し等に
より、総合評価の考え方の統一化を図り、平成２０年度業務実績の
自己評価からこれを適用した。

・大項目毎のウエイトを改定。
評価もウエイトに従って重み付
けして算出し、総合的に勘案し
て行うよう改善。自己評価等も
指摘を踏まえ実施、分かりやす
くなった。
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評価結果 対　応　状　況 所見
（保有資産）
　保有資産の見直し状況の評価については、「独立行政法人整理合理化計画」平成
19年12月24日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。）Ⅲ－１－(2)「保有資
産の見直し」において、「保有資産の見直しの状況については、監事による監査、
評価委員会による事後評価において、それぞれ適切にチェックする。」こととされ
ており、貴委員会においても、整理合理化計画において平成19年度中に処分等する
こととされた実物資産の処分等の取組状況について評価が行われている。

　各府省の独立行政法人評価委員会の中には、整理合理化計画において処分等する
こととされている資産以外の資産についても、主要な固定資産についての固定資産
一覧表に基づく監事監査や減損会計の情報等を活用した評価を行っているところも
あり、今後、法人の保有資産の見直しの取組に関する評価を行う際には、このよう
な取組も参考にしつつ評価を行うことが望ましい。

（官民競争入札等）
　官民競争入札等については、整理合理化計画Ⅲ－１－(3)「官民競争入札等の積
極的な適用」において、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平
成18年法律第51号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法
人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。」こととされてお
り、貴委員会においても、整理合理化計画及び「公共サービス改革基本法人」（平
成19年12月24日閣議決定）に基づき平成19年度中に官民競争入札等の導入等が決定
されている法人の業務について、その取組状況等の評価が行われている。

　指摘はないものの、職員自ら実施する場合とのコスト比較を考慮
し、経費節減が可能なものなどは極力アウトソーシングを行ってい
る。

・外部委託業務は一般競争入札
を基本として実施されており、
適切に実施されている。
・特になし。

　各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価項目（予算、収支計画及び資金
計画）の評価指標の一つに「官民競争入札等の活用について、検討が適切に行われ
ているか。」を設定し評価を行っているところなどもみられる・今後、官民競争入
札等の活用に関する評価を行う際には、このような取組を参考にしつつ評価を行う
ことが望ましい。

（内部統制（コンプライアンス体制の整備））
　内部統制について、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、整理合理化
計画Ⅲ―２－(１)－①「業務遂行体制の在り方」をも踏まえ、コンプライアンス体
制の整備状況（倫理行動規程の策定、第三者を入れた倫理委員会等の設置、監事に
よる内部統制についての評価の実施など）等についての評価を行うべきである。」
との指摘を行ったところであり、貴委員会においてもコンプライアンス体制の整備
状況の評価が行われている。

　－  

　各府省の独立行政法人評価委員会の中には、コンプライアンス体制の整備状況の
評価にとどまらず、コンプライアンスを実践するための具体的手引き書である「コ
ンプライアンス・マニュアル」の策定及び活用、職員に対する研修の実施、内部監
査結果等のマネジメントレビューへの反映等の状況を明らかにさせて評価を行って
いるところもある。内部統制に係る今後の評価に当たっては、このような取組も参
考にしつつ、内部統制の体制の整備状況の評価のみならず内部統制のために構築し
た体制・仕組みの運用状況についての評価を行うことが望ましい。

　平成２１年４月から、コンプライアンス委員会に外部の有識者
（顧問弁護士）を加えることとした。

・有識者を委員に加える等、適
切に対応している。
・外部有識者を加え、積極的に
意見を求められたい。

（事業としての資金運用） 　

　平成１８年度より減損会計を導入し、関係規程において固定資産
の減損の兆候の判定、会計処理等を定め、当該規程に基づき毎年１
月に建物・船舶等を対象にその利用度及び保有の必要性について調
査を実施している。
　また、保有資産については、監事監査規程に基づく各年度監査計
画の監査項目対象とし、定期監査時において監事監査を受けてい
る。
　なお、固定資産の減損の兆候の調査結果については、農林水産省
独立行政法人評価委員会に先立つ当校の自己評価の際に第三者から
構成される外部評価委員会において、評価を受けている。

・保有資産の見直し評価等適切
に実施されており、第三者から
構成される外部評価委員会にお
いても、評価を受けている。
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評価結果 対　応　状　況 所見

（給与水準及び総人件費改革）
　給与水準及び総人件費改革については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月
24日閣議決定）４－（１）－ウー①－（エ）及び整理合理化計画Ⅲ－１－(4)ー③
において、事後評価における厳格なチェックが求められる。
給与水準に関しては、整理合理化計画Ⅲ－１－(4)ー①－イ及びウの趣旨を踏まえ
ると、評価に当たって、以下のような取組を行う必要があると考えられる。
１　国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、
①給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の設定する目標水準を含む。）につい
ての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっているか

　－

②法人の給与水準自体が社会的な理解の得られるものとなっているか
　という観点からの検証を行い、給与水準の適正化に向けた法人の取組を促す評価
を行うこと

２　国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損のある法人について、
　給与水準について十分な説明責任を果たすことが求められており、特に、国家公
務員と比べて給与水準が高い場合、国民の理解を得ることが困難と考えられること
から、評価に当たっては、法人の説明を踏まえてより慎重に給与水準の適切性の検
証に取り組むこと
　また、総人件費改革については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革
の推進に関する法律（平成18年法律第47号）第53条等に基づき、各法人において平
成18年度からの５年間で５％の削減を基本とする取組を行うことが求められれい
る。この取組についての評価を行うに当たっては、これまでの取組の状況と５年間
で５％以上の削減を確実に達成するための展望を明らかにした上で法人の取組を促
す評価を行うことが必要であると考えられる。
　以上の認識のもとに、今回、当委員会において、給与水準及び総人件費改革に関
する各府省の独立行政法人評価委員会等の評価の取組について横断的に分析をした
ところであり、その結果は別紙２のとおりである。
　この分析結果を踏まえ、個別法人の評価に関し、特に改善を要すると考えられる
点については、当該法人の項において個別に指摘している。給与水準及び総人件費
改革に関する今後の評価に当たっては、当該個別法人についての意見を踏まえると
ともに、個別に指摘した法人に限らず農林水産省所管法人について、別紙２に記載
の考え方を踏まえて評価に取り組まれたい。

　人件費の削減については、指摘の通り、平成１７年度比で平成１
８年度、平成１９年度はそれぞれ０．９％、１．１％となっていた
が、平成２０年度は２．８％の削減となっており、平成２１年度以
降も引き続き定年退職者に対する新規採用抑制により５％以上の削
減を確実に達成する予定である。

・人件費削減の努力については
評価する。
・５年間で目標達成とすべく鋭
意取り組んでいる。
・人件費削減に努力し、中期末
の５％削減を確実にしているこ
とは評価できる。なお一層の取
組を望みたい。
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評価結果 対　応　状　況 所見

【独立行政法人水産大学校】
・専攻科については、平成19年度に定員の見直しが行われたところであるが、さら
に定員割れの状況が続いていることを踏まえ、今後の評価に当たっては、専攻科へ
の進学希望者数や専攻科における教育ニーズなどを随時把握した上で、カリキュラ
ム・プログラムの適切性や定員の適正規模について検証を促すような評価が必要で
ある。

　平成２０年度の専攻科における定員の充足率は７４％であった
が、平成２１年度は１０６％と定員を充足しており、また、平成２
２年度専攻科進学見込み者（平成２０年度３年次生）への意識調査
でも定員数を上回る者が専攻科への進学を希望している状況であ
る。特に、平成２２年度以降は海技士の資格取得を目指す者を対象
とした本科推薦入試の入学者が順次専攻科に進学することから、専
攻科定員数の確保についての見通しが付けられる状況にまで改善が
図られてきている。
　また、海洋基本計画（平成２０年３月閣議決定）において「日本
人外航船員の数を１０年間で１．５倍に増加させるための取組を促
す」ことが明記され、国、業界をあげてそのための取組が始まった
ことから、今後、本校の専攻科生に対する求人は堅調に推移するこ
とが見込まれる。

・定員割れへの対処方針につい
ては昨年度の評価委員会におい
て質疑し、また、評価所見を提
出した。短期的には適切な対応
が図られていると考える。ただ
し、長期的に専攻科に対する社
会的需要がどのくらいあるのか
についてはさらに検討を要請す
る。
・在校生への意向調査並びに国
の方針である海洋基本計画の実
現に応じた対応として妥当と考
える。

・新耕洋丸は平成19年６月に竣工しており、中期計画では「特に、平成19年度竣工
（予定）の耕洋丸代船については、その最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。」こととされている。
しかしながら、評価結果をみると、新造船についていかなる判断をしたかが明確で
ないまま、単にA評定と評価されている。今後の評価に当たっては、客観的データ
を明らかにした上で評価を行うべきである。

　新耕洋丸の最新鋭の設備等を積極的に活用することにより、最先
端の技術を取り入れて教育内容の充実を図るとともに、詳細なデー
タ等の蓄積が可能となったことを活かして、水産業界等への貢献に
繋がる研究の推進を図り、これらの研究成果の一部は、国際シンポ
ジウムでも発表し評価を得た。
　また、国民の海洋・水産への関心・理解の向上等を促進するとと
もに、練習船の持つ役割を広く紹介するため、耕洋丸に関する番組
を地元ケーブルテレビで放映した。
　なお、旧耕洋丸では４０％～５０％台で推移していた学生乗船率
は、新耕洋丸になって向上し、平成１９年度の学生乗船率は８
０％、平成２０年度は９１％であった。
　また、新耕洋丸の最新機器を活用して、延べ１１航海で９課題の
教育研究等を実施した。
（平成２０年度業務実績報告書資料編の資料６及び資料７参照）

・新船は国際機関との共同調査
を実施する等、最新の調査機器
を活用し、研究に、教育に活用
されており、学生の乗船率も向
上した。
・船舶経費が多額になるのはや
むを得ない面があるが、可及的
に節減に努められたい。

・本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年度
の基準値1,436,682千円に対し19年度1,431,139千円（1.1％の減少（人事院勧告を
踏まえた給与改定分を除く。））となっており、取組開始から２年を経過した時点
で２％以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予
定されたものであるとの事情はみられない。しかしながら、法人の取組の適切性に
ついての検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価結果において明らかにされ
ていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今
後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、法人
の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、５年間で５％以上の削減
を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上で、法人の取組を
促すべきである。

　平成２０年度の人件費は、平成１９年度に比べ大幅に削減し、平
成１７年度の基準値に対して平成２０年度は２．８％の減少（人事
院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）となった。
　平成２１年度以降も引き続き定年退職者に対する新規採用抑制に
より、５％以上の削減を確実に達成する予定である。

・平成２０年度は人件費が減少
しており削減努力がみられた。
・計画通り進展している。
・人件費削減に努力し、中期末
の５％削減を確実にしているこ
とは評価できる。なお一層の取
組を望みたい。
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平成２０年度業務評価の取組状況
（独）水産大学校

評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
第１　基本的な視点 「第１　基本的な視点」関係
１　法人の業務に係る政策評価を踏まえ
て、その業務を評価していること。

●　新中期目標の初年度に当たる法人に
ついて、設定されている中期目標と、当
該目標に係る業務によって達成・貢献す
ることが求められている政策目的との関
係（又は政策の中での位置付け）につい
て分析

　－

２　評価に際しては、常に、効率性、生
産性等の向上による業務の推進、業務の
対象となる国民に対するサービスの質の
向上を志向していること。

●　効率性、生産性、サービスの質の向
上に係る取組とその成果の検証

　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（日
本技術者教育認定機構）の審査を受けた。そ
の結果、独立行政法人大学評価・学位授与機
構からは大学の学部及び修士課程と同水準で
あると認められ、これに相当する教育課程で
あると引き続き「認定」を受けたことによ
り、卒業・修了生の学位取得が引き続き可能
となった。また、ＪＡＢＥＥからも、日本技
術者教育認定基準に適合しているとして「認
定」を受けたことにより、本校の教育の質が
技術者養成教育としても「満足すべきレベ
ル」にあることが認知されるとともに、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。
　平成２０年度卒業・修了者全体の就職率は
９７．５％、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７
８．５％で、数値目標（７５％）を上回っ
た。

・教育面において、効率性、
生産性、対象となる学生など
へのサービスの質の向上をこ
れまで提案してきた。そのか
なりの事項が計画・実施され
てきている点は評価できる。
JABEE対応は技術専門教育を
担う本校においては当然のこ
とであり、今後は、一般の大
学が実施している学部及び大
学院教育と同等以上の教育の
質の向上が求められる。
水産学を中心とした水産大学
校の教育水準が外部の評価で
認定されたことは関係者のご
努力の賜物である。今後と
も、この水準を低下させない
ように努力を続けてほしい。
・設置目的に照らし、水産界
を担う人材の教育、研究、国
民への貢献との観点から評価
し、それらの観点から見て適
切に対処されている。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
３　法人の業務の内容、業務の分析とそ
れに基づく評価、課題と展望を国民に分
かりやすく説明することにより、法人業
務に対する国民の理解を深めることを志
向していること。

　各年度の業務報告書及び評価結果等につい
ては、ホームページに掲載している。

・ホームページにわかりやす
く掲載していることについ
て、評価する。

（法人の業務に係る政策目標が達成さ
れ、ひいては国民生活の向上が図られる
べきことを念頭に置き、上述３つの視点
について、常に問題意識を持ちながら、
評価結果の適正性が確保されているかに
ついて評価を行うもとする。その際、当
該評価が以下の各法人に共通する個別的
な視点について適切に扱っているかを関
心事項とする。）

●　評価の基準の客観性・明確性
●　分析、結論に至る考え方・理由・根
拠及び評価の結果についての説明の分か
りやすさ
●　評価を通じて、法人に対して、業務
運営の改善・向上等を促すアプローチ

・分科会の意見等を踏まえ、
ウエイト付等の見直しを行
い、業務内容を分かりやす
く、的確に評価するなど改善
を行った。また、その評価を
積み上げ、それを外部評価委
員が再評価し、運営に反映す
るなど、評価の客観性・明確
性を確保した。

　独立行政法人評価委員会の評価に先立ち、
学外者を委員とする外部評価委員会を開催
し、外部評価委員から自己評価について再評
価を受けるとともに、業務の改善等に関する
有益なご意見・ご指摘を受けた。委員のご意
見・ご指摘は、自己評価票に記載して農林水
産省独立行政法人評価委員会（水産分科会）
に提出するとともに、本校のホームページに
掲載して公表した。
　また、農林水産省独立行政法人評価委員会
（水産分科会）委員のご意見・ご指摘を踏ま
え、自己評価シートの様式の一部を見直し、
平成２０年度業務実績の自己評価からこれを
適用したほか、業務改革推進本部研究部会で
教育対応研究の評価手法等の見直しについて
検討を進めた。
　自己評価シートの記入内容をより分かり易
く、かつ統一された内容とするため、自己評
価シートの構成及び種類、添付参考資料につ
いて改めて点検し、統一性が求められる様式
についての記入例の作成、教育対応研究課題
の評価シート様式の一部変更などの改善を
行ったことにより、自己評価シートの取り纏
めの効率化を図った。
　また、農林水産省独立行政法人評価委員会
（水産分科会）での審議の結果を踏まえ、自
己評価に用いる業務の項目毎のウエイト付け
の見直し等により、総合評価の考え方の統一
化を図り、平成２０年度業務実績の自己評価
からこれを適用した。
　これらの取組により、業務内容を分かりや
すく、かつ的確に把握して評価を行うことが
可能となり、評価の効率化・高度化とともに
評価結果の分かりやすさの向上を図った。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
第２　各法人に共通する個別的な視点 「第２　各法人に共通する個別的な視

点」関係
　１　政府方針等 　「１　政府方針等」について
○　法律、閣議決定及びその他政府の
種々の改革方針（以下「政府方針」とい
う。）において、法人が当該年度に取り
組むこととされている事項についての評
価や、府省評価委員会が取り組むことと
されている評価が、的確に行われている
か。

●　平成20年度が実質的に初年度に当た
る「独立行政法人整理合理化計画」（平
成19年12月24日閣議決定。以下「整理合
理化計画」という。）についての法人の
取組状況

「整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決
定）に対する平成２０年度の対応状況」を参
照

○　当委員会が主務大臣に通知した勧告
の方向性のうち、当該年度において取り
組むこととされている事項や、当該委員
会に通知した年度業務実績評価意見にお
いて指摘した事項についての評価が的確
におこなわれているか。

●　当委員会が主務大臣に通知した勧告
の方向性のうち、平成20年度において取
り組むこととされている事項についての
法人の取組状況

　該当なし

●　法人の監事との連携状況（内容、評
価に対する反映）

・独立行政法人評価委員会の１９年度評価結
果と委員の指摘を業務改善等に活用した。
・監事による監査意見報告書を府省評価委員
会に提出し、監事との連携の下に評価が実施
できるよう対応を図った。

・適切に連携されている。
・改善に努め、適切に連携を
行った。

●　国民からの意見募集（方法、評価に
対する反映）

・国民からの直接的な意見を業務運営に反映
させるため、ホームページ上で国民からの意
見募集が出来るようにした。

・ホームページ上での意見募
集を実施し、要望の把握に努
めたことを評価する。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　当委員会がこれまで府省評価委員会
に示してきた業務実績評価に関する関心
事項等を踏まえた評価の取組が行われて
いるか。

●　平成１９年度業務実績評価における
各法人に共通する個別的な視点に関する
指摘への対応

 人件費については、第２期中期目標におい
て「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、平成18年度からの５
年間において、国家公務員に準じた人件費削
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こととなっている。
　目標を受け、第２期中期計画において「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、平成18年度からの５年間に
おいて、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、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ことと
している。
  この結果、平成２０年度の人件費は、平成
１９年度に比べ大幅に削減し、基準年度（平
成１７年度）に対して２．８％の減となって
いる。平成２１年度以降も引き続き定年退職
者に対する新規採用抑制により、５％以上の
削減計画を確実に達成することとしている。

・本件に対し，新規採用抑制
策など真摯に対応しているも
のと評価する。
・順調、適正に中期目標達成
に向け進んでいる。予定通り
の結果が得られるものと考え
る。
・人件費削減に努力し、中期
末の５％削減を確実にしてい
ることは評価できる。なお一
層の取組を望みたい。

●　「随意契約の適正化の一層の推進に
ついて」（平成19年11月２日公共調達の
適正化に関する関係省庁連絡会議申合
せ）

・契約については、一般競争入札等へ移行を
行い、随意契約見直し計画に基づきすべての
契約の見直しが図られた。この結果、一般競
争入札の件数(対１９年度比148%)、金額(対
１９年度比173%)共に前年度から増加した。

・随意契約の移行についての
努力を評価する。
・随意契約が順調に減少して
おり、一般競争入札等への移
行が進んでいる。
・随意契約から一般競争入札
への移行へ、件数、金額とも
増加したが、なお一層の取組
を望みたい。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　当期総利益（又は当期総損失）の発
生要因が明らかにされているか。また、
当期総利益（又は当期総損失）の発生要
因の分析を行った上で、当該要因が法人
の業務運営に問題等があることによるも
のかを検証し、業務運営に問題等がある
ことが判明した場合には当該問題等を踏
まえた評価が行われているか。

●　１億円以上の当期総利益がある場合
において、目的積立金を申請しなかった
理由の分析
●経常損益では損失を計上していたもの
が 終的に利益計上となった場合におい
て、その経緯の分析
●　１億円以上の当期総損失がある場合
において、その発生要因と業務運営上の
問題の有無の分析

・１億円以上の当期総利益は発生しなかっ
た。
・収支における当期総利益２百万円は、受託
事業等の自己財源により当期取得した資産の
額から当中期期間の取得資産に係る当期減価
償却額を除いた1.3百万円と、その他事業外
収益0.9百万円の合計額であり、目的積立金
の承認要件となる経営努力認定の条件に該当
しないため、目的積立金を申請していない。
・利益剰余金１７百万は、前中期目標期間積
立金、積立金及び当期総利益の合計額であ
る。なお、前中期目標期間積立金、積立金
（平成１８年度及び平成１９年度の総利益の
合計額）、及び当期総利益は、いずれも受託
収入により取得した資産の未償却額（減価償
却後の現有資産額）とその他事業外収益であ
り、現金等の利益金ではない。
 ･

・当期利益と計上損益につい
てその原因を探っており、納
得のいくものであった。
・適正に分析、報告されてお
り、問題なし。
・当期総利益、利益剰余金の
発生経緯は理解でき業務運営
に何ら問題はない。

○　運営費交付金債務（運営費交付金の
未執行）と業務運営費との関係について
の分析を行った上で、当該業務に係る実
績評価が適切に行われているか。

（運営費交付金債務は、平成20年度に交
付された運営費交付金の執行率が90％以
下の法人・勘定の分析について、特に留
意する。）

　交付金の執行率は、８９．７％となってい
る。
　これは、退職者が予定より少なかったこと
等から、人件費に不用額１８７，５４４千円
(交付金対比６．５％）が生じたことによる
ものである。

・退職者が予定と異なったこ
とにより執行率が低かった
が、それを除ければ９０％以
上となるので、評価は適切に
行われているものと感じてい
る。
・特に問題なし。
・執行率９０％をわずか下
回ったが一層の取組を期待す
る。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
第２　各法人に共通する個別的な視点 「第２　各法人に共通する個別的な視

点」関係
　１　政府方針等 　「１　政府方針等」について
○　法律、閣議決定及びその他政府の
種々の改革方針（以下「政府方針」とい
う。）において、法人が当該年度に取り
組むこととされている事項についての評
価や、府省評価委員会が取り組むことと
されている評価が、的確に行われている
か。

●　平成20年度が実質的に初年度に当た
る「独立行政法人整理合理化計画」（平
成19年12月24日閣議決定。以下「整理合
理化計画」という。）についての法人の
取組状況

・別様式により回答
「整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議
決定）に基づき、種々の業務改善を実施する
と共に、その結果を府省評価委員会に報告し
た。

○　法人の業務等に係る国会審議、会計
検査、予算執行調査等の指摘事項等を踏
まえた評価が行われているか。

主な政府方針
●　簡素で効率的な政府を実現するため
の行政改革の推進に関する法律（平成18
年法律第47号）

　－

●　「行政改革の重要方針」（平成17年
12月24日閣議決定）

　－

●　整理合理化計画 　－
●　「随意契約の適正化の一層の推進に
ついて」（平成19年11月２日公共調達の
適正化に関する関係省庁連絡会議申合
せ）

　随意契約見直し計画を策定し、一般競争入
札等の競争性のある契約形態へ順次移行して
いる。

・随意契約を減らそうとする
努力を評価している。
・順調に進んでいるものと考
える。
・一般競争入札への順調な移
行は評価できる。なお一層の
取組を望みたい。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
関心事項等

●　「平成13年度における独立行政法人
の業務の実績に関する評価の結果につい
ての第２次意見」（平成14年12月26日政
策評価・独立行政法人評価委員会）

　－

●　「研究会報告書」（平成16年６月30
日政策評価・独立行政法人評価委員会独
立行政法人評価分科会）（研究開発関係
法人の評価における関心事項、教育・指
導・訓練関係法人の評価における関心事
項、公共用物・施設設置運営関係法人の
評価における関心事項、振興助成・融資
関係法人の評価における関心事項、平成
15年度業務実績評価の結果についての評
価における関心事項（「財務内容の改
善」及び「業務運営の効率化」関係）

　－

●　「平成16年度業務実績評価の結果に
ついての評価における関心事項」（「財
務内容の改善」及び「業務内容の効率
化」関係）（平成17年７月11日政策評
価・独立行政法人評価委員会独立行政法
人評価分科会財務内容の改善等について
の評価方法の在り方に関する研究会）

　－

●　「入札・契約の適正化に係る評価に
おける関心事項」（平成20年９月５日独
立行政法人評価分科会随意契約等評価臨
時検討チーム）

　－

整理合理化計画での取り組み状況
●　法人の監事との連携状況（内容、評
価に対する反映）

　監事による監査報告書及び監査意見書を農
林水産省独立行政法人評価委員会に提出し、
監事との連携の下、評価が実施できるよう対
応した。

・監事との連携の下で評価が
なされている。
・特に問題なし。
・独法監事の連携は適切であ
る。

7



評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
●　国民からの意見募集（方法、評価に
対する反映）

　ホームページ上で事業報告書、自己評価、
農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結
果及びその反映状況等を公表するとともに、
E-Mail等による問い合わせ等の窓口を設けて
いる。

・適切に対処されている。

２　財務状況 「２　財務状況」について
（１）　当期総利益（又は当期総損
失）

当期総利益又は当期総損失について

○　当期総利益（又は当期総損失）の発
生要因が明らかにされているか。また、
当期総利益（又は当期総損失）の発生要
因の分析を行った上で、当該要因が法人
の業務運営に問題等があることによるも
のかを検証し、業務運営に問題等がある
ことが判明した場合には当該問題等を踏
まえた評価が行われているか。

●　１億円以上の当期総利益がある場合
において、目的積立金を申請しなかった
理由の分析
●経常損益では損失を計上していたもの
が 終的に利益計上となった場合におい
て、その経緯の分析
●　１億円以上の当期総損失がある場合
において、その発生要因と業務運営上の
問題の有無の分析

　－

（２）　利益剰余金（又は繰越欠損
金）
○　利益剰余金が計上されている場合、
国民生活及び社会経済の安定等の公共上
の見地から実施されることが必要な業務
を遂行するという法人の性格に照らし過
大な利益となっていないかについて評価
が行われているか。

●　法人又は特定の勘定で、年度末現在
で100億円以上の利益剰余金を計上して
いる場合において、当該利益剰余金の発
生要因と業務運営上の問題の有無につい
ての分析

○　繰越欠損金が計上されている場合、
その解消計画の妥当性について評価され
ているか。当該計画が策定されていない
場合、未策定の理由の妥当性について検
証が行われているか（既に過年度におい
て繰越欠損金の解消計画が策定されてい
る場合の、同計画の見直しの必要性又は
見直し後の計画の妥当性についての評価
を含む）。さらに、当該計画に従い解消
が進んでいるかどうかについて評価が行
われているか。

●　法人又は特定の勘定で、年度末現在
で100億円以上の繰越欠損金を計上して
いる場合において、当該繰越欠損金の解
消計画の策定状況及び当該解消計画の進
捗状況とそれらに係る分析

（３）　運営費交付金

　－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　当該年度に交付された運営費交付金
の当該年度における未執行率が高い場合
において、運営費交付金が未執行となっ
ている理由が明らかにされているか。

　－

○　運営費交付金債務（運営費交付金の
未執行）と業務運営費との関係について
の分析を行った上で、当該業務に係る実
績評価が適切に行われているか。

（運営費交付金債務は、平成20年度に交
付された運営費交付金の執行率が90％以
下の法人・勘定の分析について、特に留
意する。）

　交付金の執行率は、８９．７％となってい
る。
　これは、退職者が予定より少なかったこと
等から、人件費に不用額１８７，５４４千円
(交付金対比６．５％）が生じたことによる
ものである。

・退職者が予定と異なったこ
とにより執行率が低かった
が、それを除ければ９０％以
上となるので、評価は適切に
行われているものと感じてい
る。
・特に問題なし。
・執行率９０％をわずか下
回ったが一層の取組を期待す
る。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
３　保有資産の管理・運用等 「３　保有資産の管理・運用等」につい

て
（１）　非金融資産
○　固定資産等の活用状況等についての
評価が行われているか。活用状況等が不
十分な場合は、その原因の妥当性や有効
活用又は処分等の法人の取組についての
評価が行われているか。

●　財務諸表における減損又はその兆候
の注記を把握した上での、減損又はその
兆候に至った固定資産（注）について、
減損等の要因と法人の業務運営との関連
の分析・評価

　平成１８年度より減損会計を導入し、関係
規程に基づき毎年１月に固定資産を対象にそ
の利用度及び保有の必要性について調査を実
施している。
　なお、平成２０年度においては減損の兆候
は認められなかった。

・適切に取り組まれている。

○　「独立行政法人整理合理化計画」
（平成19年12月24日閣議決定）で処分
等することとされた資産についての処分
等の取組状況が明らかにされているか。
その上で取組状況や進捗状況等について
の評価が行われているか。

●　整理合理化計画で処分等することと
された資産について、処分等の取組の評
価

　－

（２）　金融債務
ア　資金の運用
○　資金の運用にあって、時価又は為替
相場の変動等の影響を受ける可能性があ
るものについて、次の事項が明らかにさ
れているか。（ⅱについては事前に明ら
かにされているか。）
ⅰ　資金運用の実績
ⅱ　資金運用の基本的方針（具体的な投
資行動の意思決定主体、運用に係る主務
大臣、法人、運用委託先間の責任分担の
考え方等）、資産構成、運用実績を評価
するあｔめの実績（以下「運用方針等」
という。）

　－

○　資金の性格、運用方針等の設定主体
及び規定内容を踏まえて、法人の責任に
ついて十分に分析しているか。

　－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
イ　債権の管理等
○　貸付金、未収金等の債権について、
回収計画が策定されているか。回収計画
が策定されていない場合、その理由の妥
当性についての検証が行われているか。

●　融資等業務による債権及び融資等業
務以外の債権で貸借対照表計上額が100
億円以上のものについて回収状況等の評
価
●　融資業務以外の債権のうち、関連法
人に対する貸付金は、当該貸付の必要性
についての評価

　－

○　回収計画の実施状況についての評価
が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸
倒懸念債権・破産更生債権等の金額やそ
の貸付金等残高に占める割合が増加して
いる場合、ⅱ）計画と実績に差がある場
合の要因分析を行っているか。

　－

○　回収状況を踏まえ回収計画の見直し
の必要性等の検討が行われているか。

　－

４　人件費管理 「４　人件費管理について」
（１）　給与水準
○　国家公務員と比べて給与水準の高い
法人については、以下のような観点から
厳密なチェックが行われているか。
・　給与水準の高い理由及び講ずる措置
（法人の設定する目標水準を含む）につ
いての法人の説明が、国民に対して納得
の得られるものとなっているか。
・　法人の給与水準自体が社会的な理解
の得られる水準となっているか。

　平成１９年度における農林水産省所管独立
行政法人の業務の実績に関する評価の結果等
についての意見について（Ｈ２０．１１．２
６）おいて、指摘なし。

・特に問題なし。
・適切である。

○　国の財政支出割合の大きい法人及び
累積欠損金のある法人について、国の財
政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた
給与水準の適切性に関する法人の検証状
況をチェックしているか。

・毎年6月末に、集計結果ならびに給与水準
の適切性に関する法人の検証状況を報告する
と共に、ホームページ上で公表している。

・給与水準の適正さを検証可
能なように公表済みである。
・水準の適切性の検証状況を
チェックし、公表したことは
評価される。

（２）　総人件費
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　取組開始からの経過年数に応じ取組
が順調であるかどうかについて、法人の
取組の適切性についての検証が行われて
いるか。また、今後、削減目標の達成に
向け法人の取組を促すものとなっている
か。

  平成２０年度の人件費は、平成１９年度に
比べ大幅に削減し、基準年度（平成１７年
度）に対して２．８％の減となっている。
　平成２１年度以降も引き続き定年退職者に
対する新規採用抑制により、５％以上の削減
計画を確実に達成することとしている。

・人件費の削減がなされてい
る。
・計画通り進んでいる。
・人件費削減に努力し、中期
末の５％削減を確実にしてい
ることは評価できる。なお一
層の取組を望みたい。

（３）　その他
○　法人の福利厚生費について、法人の
事務・事業の公共性、業務運営の効率性
及び国民の信頼確保の観点から、必要な
見直しが行われているか。

●　「独立行政法人のレクリエーション
経費について」（平成20年８月４日行政
管理局長通知）において、レクリエー
ション経費に求められている国における
レクリエーション経費の取扱いに準じた
予算執行、予算編成作業

　レクリエーション経費の支出実績はない。 ・支出自体がなかった。
・支出実績はなく問題なし。
・適切である。

●　レクリエーション経費以外の福利厚
生経費（法定外福利費）について、経済
社会情勢の変化を踏まえた、事務・事業
の公共性・効率性及び国民の信頼確保の
観点からの法人の見直し等の活動

　レクリエーション経費以外の福利厚生経費
（法定外福利費）は健康診断や安全・衛生等
に要する経費であり、社会情勢等を踏まえ、
国民の信頼確保の観点から問題ないものであ
る。

・見直しを行っている
・問題なし。
・妥当である。

（給与水準の厳格なチェックに当たって
は、国と異なる諸手当の適切性につい
て、特に留意する。）

　－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
５　契約 「５　契約について」
（１）　契約に係る規程類、体制
○　契約方式等、契約に係る規程類につ
いて、整備内容や運用の適切性等、必要
な評価が行われているか。

（契約方式に係る規程類については、
「独立行政法人における契約の適正化
（依頼）」（平成20年11月14日総務省行
政管理局長事務連絡）において講ずるこ
ととされている措置の状況について、特
に留意する。）

　独立行政法人における契約の適正化（依
頼）の事項①～④については、既に対応済み
である。
　また、⑤の複数年契約については今年度中
に対応する予定であり、総合評価方式につい
ては、引き続き検討することとしている。
　なお、⑥の要領、マニュアル等については
⑤対応状況等踏まえて、順次整備を行うこと
としている。

・順次行われている。
・マニュアルの整備は順次、
行われている。
・適切である。

○　契約事務手続に係る執行体制や審査
体制について、整備・執行等の適切性
等、必要な評価が行われているか。

●　審査体制の整備方針（整備していな
い場合は整備したいこととした方針）
●　契約事務における一連のプロセス
●　執行、審査の担当者（機関）の相互
のけん制
●　審査機関から法人の長に対する報告
等整備された体制の実効性確保の考え方

　随意契約によることができる場合の基準の
金額を超えて随意契約を行おうとするとき
は、随意契約審査委員会で審査を実施するこ
ととしている。

・委員会が機能していると評
価している。
・契約等に係る対応は行われ
ていると考える。
・適切である。

（２）　随意契約見直し計画
○　「随意契約見直し計画」の実施・進
捗状況や目標達成に向けた具体的取組状
況について、必要な評価が行われている
か。

●　「随意契約見直し計画」の進捗状況
及び計画の効果についての分析・評価
●　随意契約の金額、件数及びこれらの
割合の対平成19年度比の増減。増加して
いる場合の要因分析と評価
●　随意契約の相手方が第三者に再委託
している状況の把握。再委託理由と随意
契約との関係。法人と随意契約の相手方
との継続的な関係の有無。法人による承
認等の手続の履践状況

　平成２０年度の競争性のない随意契約は、
７件、２０百万円となっており、これは平成
１９年度に比べ３件の減、９百万円の減と
なっており、随意契約見直し計画を着実に達
成しつつある。
　随意契約の相手先が、本校が委託した業務
をさらに第三者に再委託することを必要とす
るときは、再委託の相手方の指名又は名称、
住所及び業務の範囲を記した書面で届け出さ
せているが、再委託の事実はなかった。

・随意契約を見直している。
・随意契約の見直しは順調に
進んでいる。
・評価できる。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（３）　個々の契約
○　個々の契約について、競争性・透明
性の確保の観点から、必要な検証・評価
が行われているか。

（一般競争入札の一者応札契約の評価）
●　応札条件。応札者の範囲の拡大のた
めの取組
●　第三者に再委託している状況の把
握。当該契約に係る一般競争入札の導入
事情。法人と契約の相手方との継続的な
関係の有無。法人による承認等の手続の
履践状況

　競争入札等に際しては、必要以上の応札者
の制限を設けることなく、規程上の期間（１
０日）以上の期間を設け、応札者の拡大に努
めているところである。
　また、契約の相手方との契約書には再委託
の禁止条項を設定している。また、再委託の
事実はない。

・検証方法については今後の
策に期待する。
・的確に対応されている。
・適切である。

６　内部統制 「６　内部統制について」
○　内部統制（業務の有効性及び効率
性、財務報告の信頼性、業務活動に関わ
る法令等の遵守等）に係る取組について
の評価が行われているか。

●　「第２　各法人に共通する個別的視
点」の「２　財務状況」から「５　契
約」までの取組に限らず、整理合理化計
画を踏まえて内部統制の向上のためにと
られた措置の把握、評価
●　法人の規模、特性等に応じた内部統
制の在り方を促す評価

　業務改革推進本部において、教育研究支援
業務を行う事務系組織（総務部、企画情報
部、学生部）の体制の見直しについて検討を
進め、内部統制の強化を図るため、平成２１
年度中に事務・事業の遂行状況を合法性、合
目的性等の観点から内部監査を行う監査役を
新設することを決定した。
　なお、平成２１年７月１日付けで監査役を
新設している。

・業務改革推進本部を中心
に、適切に取り組まれてい
る。

７　関連法人 「７　関連法人」について
○　法人の特定の業務を独占的に受託し
ている関連法人について、当該法人と関
連法人との関係が具体的に明らかにされ
ているか。当該関連法人との業務委託の
妥当性について評価が行われているか。

　－

○　関連法人に対する出資、出えん、負
担金等（以下「出資等」という。）につ
いて、法人の政策目的を踏まえた出資等
の必要性の評価が行われているか。

●　出資等に関する規程等の整備状況と
その内容（出資目的を達成した場合にお
ける措置等が明記されているか）の適切
性についての評価
●　出資目的の達成度、出資先の経営状
況を踏まえた上で、出資を継続する必要
性についての評価
●　出資先の経営状況の分析と出資先に
対する法人の指導状況についての評価

　－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
８　中期目標期間終了時の見直しを前
提にした評価

「８　中期目標期間終了時の見直しを前
提にした評価」について

○　中期目標期間終了時において、主務
大臣が行う法人の組織・業務の全般にわ
たる見直しを前提にした評価が行われて
いるか。

●　中期目標において、目標期間中に取
り組むこととされている事項のうち、取
組時期等が明記されていないものについ
て、目標達成に向けた各年度における具
体的な取組状況の評価
●　業務実績の評価にとどまらず、業務
の必要性や新たな業務運営体制の考察に
踏み込むアプローチ

　平成１９年度に業務改革推進本部に自己点
検部会等を新設し、第２期自己点検におい
て、現中期目標期間全体を見据えた上で計画
上の個々の項目毎に実施状況等を検証すると
ともに、次期中期目標期間を視野に入れた具
体的な課題・問題点について整理・検討を
行っている。

・実施状況を踏まえながら、
鋭意検討が進められている。

９　業務改善のための役職員の具体的
なイニシアティブ等についての評価

「９　業務改善のための役職員の具体的
なイニシアティブ等についての評価」に
ついて

○　法人の業務改善のための具体的なイ
ニシアティブを把握・分析し、評価して
いるか。

●　法人業務に対する国民のニーズを把
握して、業務改善を図る取組を促すアプ
ローチ
●　法人における職員の積極的な貢献を
促すための取組（例えば、法人の姿勢や
ミッションを職員に徹底する取組や能力
開発のための取組等）を促すアプローチ

　－
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平成２１年３月３１日現在

平成１９年度業務実績評価について指摘を受けた事項に係る対応状況

法人名：独立行政法人水産大学校

中期計画の対応箇所 評価結果における意見・指摘の内容 法人の対応状況

Ⅰ １ ○運営の効率化が教職員の自発性、積極性を引 ○業務の効率化に関する様々な課題について中長期

業務運営の 運営の効率 き出す方向で進められることを期待する。 的視点から検討を行う業務改革推進本部（本部長；

効率化に関 化 理事長）の各部会には、本校の重要事項を審議する

する目標を 運営会議メンバー（役員、校長、部・科・船の長）

達成するた 以外の者も委員等として参加させ、その意見を検討

めとるべき 内容等に反映させているところである。

措置 今後も、教職員の意見等を吸い上げ、トップマネ

ージメントの下で、教職員の自発性・積極性も活か

した業務の改善等が迅速かつ的確に進められるよう

努めて参りたい。

○委員会設置が有効に機能するような努力を継 ○委員会の設置については、従来より、その必要性

続することが今後の課題である。 や役割分担等について継続的に検証・確認を行い、

委員会が有効に機能するよう努めている。

平成２０年７月には独立行政法人整理合理化計画

に沿って競争入札等推進委員会を新たに設置した

が、その設置にあたっては、委員会の目的の明確化

を図り、既存の委員会との役割分担や委員構成等に

ついても十分な配慮を行ったところである。

○平成１８年度業務実績に関して、外部委員か ○平成２０年度においては、中高生対象の取組とし

ら指摘のあった「水産大学の特色の強化および て、①地元水産高校生の受入実習、②中学生の職場

ＰＲ」については業務運営に反映させる方策を 体験学習の受入、③近隣高校のＳＳＨ（スーパーサ



検討すべき。 イエンスハイスクール）への協力などを行うととも

に、産学公の連携を強化するため、④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

よる公開シンポジウムの開催、⑤社団法人山口県技

術交流協会の会員企業を対象とした産業界向け説明

会の開催、⑥オーシャンゲート（３万部発行の海事

関係フリーペーパー）等への紹介記事の掲載などに

も取り組んだところである。

今後も本校としての独自性を発揮した取組を推進

できるよう、業務改革推進本部での検討を進めつつ、

可能なものから取組を始めて参りたい。

２ ○公募による教育職員の採用や水産庁等との人 ○平成２０年度においても、国内外における学会・

業務の効率 事交流を行い、勤務実績を適正評価する等計画 研究会（延べ２０９名）、長期研修留学（１名）等

化 通り実施されているが、人材育成の視点も重要 へ若手を中心とする教育職員を派遣するとともに、

であることを踏まえておいてほしい。 行政研修及び知的財産権等の専門的知識や技能習得

にかかる研修等に一般職員等（延べ４０名）を派遣

して、教職員の資質の向上を図り、人材の育成に努

めたところである。

本校の設置目的を着実に達成するため、今後も人

事交流等と併せて人材の育成にも取り組んで参りた

い。

Ⅱ １ ○必ずしも数が多い必要はないと思うが、一般 ○平成１７年度入学生からＪＡＢＥＥ（日本技

国民に対し 水産に関す 的な科目との違いを強く出し、水大校らしい特 術者教育認定機構）の認定制度に対応した新し

て提供する る学理及び 色を明確にした科目群にしてほしい。また、学 いカリキュラムとしているところであり、平成

サービスそ 技術の教育 生にもそれが分かるようにしてほしい。 ２０年度のＪＡＢＥＥによる審査において「学

の他の業務 習・教育目標の設定にあたり、地域の伝統、建

の質の向上 学の精神と理念、卒業生の活躍分野などを考慮

に関する目 し、特徴ある教育を実施している」との評価を

標を達成す 得たところである。



るためとる 教育科目においてもこのような特色を出せる

べき措置 よう、委員のご指摘を踏まえつつ、業務改革推進本

部の教学部会でさらに検討して参りたい。

○インターンシップの履修者は学生数の１割程度 ○本校における実学教育の一環として、インターンシッ

である。水大校の目的を考えるともう少し多くてもい プの推進を図るため、平成１７年度入学生から３年次生

いように思う。 の科目として正式に単位化（１単位）してその推進を図

っており、平成２０年度からは独立行政法人水産総合研

究センターでの実施も可能となるよう措置したところであ

る。

平成２０年度は４４名（前年度２１名）の学生が、国・地

方公共団体の機関、試験研究機関及び水産関連企業

等でインターンシップを実施し単位を取得したが、今後

も多くの学生が同制度を活用できるよう学生への指導及

び受入先機関の拡大等に努めて参りたい。

なお、インターンシップ以外にも水産行政機関・団体

・企業等の幹部・担当責任者による講義や水産関連施

設等の見学、現地調査等も行っていることから、これら

の実地体験型教育とインターンシップの効果的な実施

についても留意して参りたい。

○入試倍率が平成１４年度以降漸減傾向になって ○平成２０年度入試における主要な国立大学の水産関

いるが、この傾向は水産大学校だけのものか、少 連学部の入試倍率をみると、倍率が増加している大学

子化に伴う全国的な傾向なのか分析が必要であろ もあることから、本校の倍率が低下した要因として「独立

う。また、いわゆる海無し県からの入学者も多数い 行政法人整理合理化計画」の策定に係る一連の報道

ることから、海洋、水産に関心のある高校生を対象 による影響もその一つであると考えられるところである。

としたＰＲ活動は有効と思われるので、その努力を いずれにせよ、本校にとって極めて重要な課題であ

続けてほしい。 ることから、平成２１年度入試にあたっては、①教授クラ

スの教員による高校訪問、②オープンキャンパスの事前

ＰＲの強化（テレビスポットＣＭに加え、新聞各紙にも掲

載）、③大手出版社の運営する受験情報サイトでの情

報発信、④水産高校生の受入実習、⑤近隣高校のＳＳ



Ｈへの協力などに取り組むとともに、⑥高校生向けＰＲ

用ＤＶＤの作製も行ったところである。

平成２１年度入試（平成２０年度実施）の倍率は、３．４

倍と前年度（２．８倍）を上回ったが、引き続き、教職員が

一体となってＰＲ活動の強化に努め、応募者の増加に

努めて参りたい。

なお、平成２１年度には、業務体制の見直しを行い、

入試対策に関する取組の強化を図る予定である。

○「特色のある水産専門教育科目一覧」にある科 ○平成１７年度入学生からＪＡＢＥＥの認定制度に対

目名および内容を再吟味されたい。内容が最新の 応した新しいカリキュラムとしているところであり、

ものではないものが散見される。 平成２０年度のＪＡＢＥＥによる審査において「学習・

教育目標の設定にあたり、地域の伝統、建学の精神

と理念、卒業生の活躍分野などを考慮し、特徴ある

教育を実施している」との評価を得たところである。

教育科目においてもこのような特色を出せるよう、

委員のご指摘を踏まえつつ、業務改革推進本部の

教学部会でさらに検討を進めるとともに、個々の科

目の内容については継続的な点検・検証を行い、そ

の充実に努めて参りたい。

○「学生生活と履修の手引き」の授業科目及び単 ○「学生生活と履修の手引き」の授業科目及び単位数

位数を示してある箇所の説明等が学生にとってわ の詳細については、シラバスを用いてできる限り学生に

かりやすいものかどうか、検討されたい。科目名の 分かりやすく説明し、学生が円滑に学生生活を送れるよ

羅列だけでは学生がどのような履修ステップを踏め う努めているところである。

ばよいのかとまどう。また、注意事項をわかりやすく 委員のご指摘を踏まえ、注意事項をより分かりやすく

したほうがよい。手引きについては改善する余地が するための記載方法など、「学生生活と履修の手引き」

ある。 の必要な改善に向けて、引き続き検討して参りたい。

○「研究科履修便覧」の研究科の研究論文作成で ○水産学研究科１年次生に対しては、入学当初に授

は、論文作成のステップ化を学生にわかりやすく明 業や研究の進め方などのガイダンスを行い、２年次



示されたい。研究計画をいつ誰と作るのか、中間 生に対しては研究論文の作成についての説明会を

発表、粗原稿の提出、審査会への準備等、丁寧な 「水産学研究科履修便覧」に記載している論文審

図を作成して学生に示しておくとよい。また、複数 査日程表をもとにできる限り分かりやすい説明を行

指導体制についての言及がないが、機能させてい い、学生が円滑に学生生活を送れるよう努めているとこ

ないのか。 ろである。

また、本校の水産学研究科修了生は、独立行政

法人大学評価・学位授与機構の審査（外部審査）に

基づき、学位を授与されるため、確実に修士（水産

学）の学位を授与されるよう研究指導教員を中心に

その分野内の教員が連携を図って学生指導を行

う複数指導体制（教員を５０名から５６名態勢に強

化）を取り、学生指導の充実に努めているところであ

る。

委員のご指摘を踏まえ、「研究科履修便覧」の必要な

改善に向けて、引き続き検討して参りたい。

○ＦＤへの取り組みが成果をあげていると記されて ○平成２０年度に独立行政法人大学評価・学位授与機

いるが、どのくらいの頻度で開催し、どのようなテー 構及びＪＡＢＥＥの審査を受けることから、その準備も兼

マを掲げたのかを示し、成果指標を具体的に表す ねて、平成１９年度に８回、平成２０年度に５回、ＦＤに係

べきである。 る委員会のもとにシラバスや授業評価等をテーマに会

議・勉強会等を開催した。

その結果、平成２０年度のＪＡＢＥＥによる審査に

おいて「教育組織についても、十分な数の教員、優れ

た教育支援体制、全校あげての熱心なＦＤ活動、きめ

細かな担任制度、教育貢献評価が実施され、良い効果

が得られている」との評価を得たところである。

ＦＤは、ＪＡＢＥＥによる審査でも特に重要視される

項目であることから、委員のご指摘を踏まえ、引き続

きＦＤを進めて参りたい。

○入試倍率が低下していることへの対策がはっきり ○平成２０年度入試の倍率が、１８年度、１９年度に比べ

しない。 低下した要因として「独立行政法人整理合理化計画」の



策定に係る一連の報道による影響もその一つであると

考えられるところである。

いずれにせよ、本校にとって極めて重要な課題であ

ることから、平成２１年度入試にあたっては、①福岡試験

場の増設、②物理の出題範囲の変更、③水産業の後

継者等を目指す者を対象とした推薦入試制度を全学科

に拡充する改善を図ったほか、④大手出版社の運営す

る受験情報サイトでの情報発信、⑤水産高校生の受入

実習、⑥近隣高校のＳＳＨへの協力など、本校のＰＲに

も力を入れたところである。

平成２１年度入試（平成２０年度実施）の倍率は、３．４

倍と前年度（２．８倍）を上回ったが、引き続き、教職員が

一体となってＰＲ活動等の強化に努め、応募者の増加

に努めて参りたい。

なお、平成２１年度には、業務体制の見直しを行い、

入試対策に関する取組の強化を図る予定である。

○研究科の充足率が 年間にわたって ％を ○水産学研究科学生数は３３名であり、学生定員数2 160
超えているが、定員を見直すか、配置教員数を見 を大きく上回る状況にあるが、この背景には、第２期

直すべきである。 中期計画に基づき外部競争的研究資金の獲得及

び依頼による受託調査・研究等の積極的な推進を

図った結果、第１期中期計画開始時の平成１３年度

に２８件であった受託研究が、１８年度３６件、１９年

度４１件、２０年度５５件と増加し、これに併せて水産

学研究科を志望する学生の数及び質が高まってき

たことがあげられる。

このため、水産学研究科の教員態勢を平成１８年

度４７名、１９年度５０名、２０年度５６名に強化すると

ともに、研究指導教員を中心にその分野内の教員

が連携を図って学生指導を行う複数指導体制を取

って学生指導の充実に努め、すべての修了者が、

独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査（外



部審査）をパスし、修士（水産学）の学位を授与され

たところである。

しかしながら、委員のご指摘のとおり、現在の状況を

長期間継続することはできないと考えており、独立行政

法人整理合理化計画に盛り込まれた「設置目的に沿っ

た重点化等による講座数の削減等（本科）」を実施する

ための検討と並行して、水産学研究科の態勢等につい

ても引き続き検討し、できる限り早期に対応できるよう努

めて参りたい。

○学生教育を支えるシステム（ＨＰ、手引き、便覧 ○本校のホームページに設けている在学生向けの

等）にまだ改善の余地がある。 ページや学生に配付する「学生生活と履修の手引き」

及び「研究科履修便覧」については、学生にとってより

分かりやすいものとなるよう、委員のご指摘を踏まえつ

つ、適宜、改善を検討して参りたい。

なお、平成２１年度には、業務体制の見直しを行い、

学生支援に関する取組の充実・強化を図る予定であ

る。

○専攻科の定員数を変更したにもかかわらず、充 ○専攻科については、社会経済情勢や人材需要の

足率が低いのはなぜか。さらに、定員を見直す必 見通しを踏まえ、平成１９年度から定員数を削減（７０

要があるのか。 名→５０名）したところである。

また、平成１８年度から「海技士の資格取得を目

指す者」を対象とする新たな推薦入試制度を導入す

るとともに、本科関連学科の教育職員と練習船の海事

教育職員が連携して、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・指導するとともに、

水産関連企業の見学及び説明会への参加を指導して

水産関連業界の実状を把握させるなど、学生への指導

を徹底して行っている。

さらに、専攻科においては、上級試験合格のための

個人指導等の充実、１級海技士免許筆記試験合格者



に対する表彰制度の導入、成績優秀者の授業料免除

制度の活用など、学生にとって魅力ある専攻科づくりに

も努めてきている。

これらの取組の結果、平成１９年度は３８名、２０年度

は３７名の学生数であったが、２１年度は５３名（船舶運

航課程２５名、舶用機関課程２８名）と定員数を充足した

ところであり、２２年度以降「海技士の資格取得を目指

す者」を対象とした推薦入試入学者が専攻科に進学

することから、定員数の確保についての見通しが付

けられる状況にまで改善が図られてきている。

２ ○２隻の練習船は水大校を特徴づける大型教育 ○練習船は本校の核となる施設であり、学生の乗船実

水産に関す 研究基盤といえる。練習船が研究にどのように活用 習（水産系海技士養成教育及び全学科対象の実学教

る学理及び されているのか、その成果が何かアピールしてほし 育）や本校が実施する研究活動への利用はもちろんの

技術の研究 い。 こと、水産庁及び独立行政法人水産総合研究センター

等と連携した日中韓大型クラゲ国際共同調査やＳＥＡＦ

ＤＥＣ（東南アジア漁業開発センター）及びタイ王国水産

局、ベトナム社会主義共和国海洋水産研究所との共同

による浮魚資源調査にも従事させるなど、教育・研究の

両面で積極的かつ有効に活用している。

特に、新耕洋丸の最新鋭の設備等を積極的に活用

することにより、漁船機関の排出ガスに係る「実船による

ＰＭ（粒子状物質）の計測と生成機構解明に関する研

究」や漁場形成等に係る「計量化ソナーを用いた魚群

分布計測に関する研究」など水産業界等への貢献に繋

がる研究の推進を図っており、これらの研究成果の一

部は、国際シンポジウム（ＳＥＡＦＡＣＴＳ，Ｎｏｒｗａｙ，

２００８）でも発表し評価を得ているところである。

今後も、委員のご指摘を踏まえつつ、練習船を活

用した研究の推進を図るとともに、その研究成果の

積極的な発表に努めて参りたい。



○大中小課題の沿った研究が着実に行われてい ○分野横断的な全学共通の研究テーマとして、地元

ると思うが、視点を変えた分野横断的なテーマを設 「下関」に立脚した「フグ産業の高度化」を設定し、学内

定したプロジェクト研究を企画することも重要では 競争的資金を配分して全学的（本科５学科と水産学研

ないか。特に燃油高騰に対する問題は水研センタ 究科）に研究に取り組んでいる。

ーも含めて水産関係機関として打って出ることが必 その研究成果については、説明会や学会発表を通し

要だと思う。 て地元及び産業界に情報発信してきているが、平成２０

年度にはこれまでの研究成果を踏まえ、西日本フク研

究会との共催で「本場・下関でフクを語る」と題した公開

シンポジウムを開催した。

また、独立行政法人水産総合研究センターとは定期

的な意見交換会を開催するなど連携推進を図ってお

り、平成２１年度に水産庁・独立行政法人水産総合研究

センター等と連携し練習船を活用した「ウナギ産卵生態

調査」を行う計画である。

平成２１年度からは、本校の教育職員が中核的な役

割を果たす水産・教育に関する研究会の活動を支援す

るための学内制度を創設したところであり、この制度の

活用等により、本校の独自性を生かした研究活動等の

推進に引き続き取り組んで参りたい。

○教育対応研究を掲げるのであれば、学科（複数 ○平成１９年度業務実績にかかる自己評価にあたり、教

学科を対象にしてもよいが）を単位にどの研究がど 育対応研究の課題別自己評価シートに「教育への反映

の授業科目や演習等に対応するかをより明確にさ 状況」の記入欄を新たに設け、研究課題ごとに教育へ

れたい。それを明示することで、研究の範囲が定ま の反映状況を記載するよう措置した。

ってくると思われる。 さらに、平成２０年度業務実績にかかる自己評価から

は、委員のご指摘を踏まえ、対応する授業科目や演習

等を明確にし、また、研究成果をどのように反映させた

か、より分かり易く取り纏めできるよう自己評価シートのさ

らなる見直しを行ったところである。

○評価ウエート ／ に対して、分類Ａの数が ○平成２０年度業務実績にかかる自己評価にあた30 100
多いとは思われない。 り、委員のご指摘等を踏まえ、ウエイト付けの見直しを



行い、「水産に関する学理及び技術の研究」について

は、ウエイトを ／ から ／ とすること等を30 100 20 100
内容とする学内規程の改正を行ったところである。

また、これと併せて研究成果の“よりインパクトの高い

発表媒体”への発表を推進すべく、研究課題の評価方

法の見直し及び支援策について、業務改革推進本部

の研究部会で検討しているところであり、平成２１年度中

には具体的な取組を進めて参る予定である。

３ ○就職率は景気動向に左右されるもので数値の ○平成２０年度に教授クラスの教員が採用実績のある水

就職対策の 多少の変動に一喜一憂する必要はあまりないと思 産関連企業への企業訪問を行った際に、①人材確保

充実 う。むしろ、就職後の追跡調査を行って、数年後の の方針、②採用方法及び③採用予定数に加え、④卒

離職実態や転職実態を把握し、就職指導に役立 業生のその後の状況、⑤望ましい学生像、⑥本校に求

てるということも必要ではないだろうか。 めるもの（基礎教育・専門分野・課外活動等）について、

直接、人事責任者・担当者から聞き取り調査を行ってお

り、その結果を就職指導等に役立てているところであ

る。

就職後の追跡調査については、プライバシー保護の

関係等で難しい面もあるが、今後も引き続き検討して参

りたい。

○今後の対応として、インターシップの充実をはか ○本校における実学教育の一環として、インターンシッ

ることを検討されたい。報告書にはインターンシッ プの推進を図るため、平成１７年度入学生から３年次生

プへの参加状況があまり詳しく触れられていない。 の科目として正式に単位化（１単位）してその推進を図

本校の存在意義を示すもっとも大切な事項なの っており、平成２０年度からは独立行政法人水産総合研

で、特別な配慮をして欲しい。 究センターでの実施も可能となるよう措置したところであ

る。

平成２０年度は４４名（前年度２１名）の学生が、国・地

方公共団体の機関、試験研究機関及び水産関連企業

等でインターンシップを実施し単位を取得したが、今後

も多くの学生が同制度を活用できるよう学生への指導及

び受入先機関の拡大等に努めて参りたい。



なお、インターンシップ以外にも水産行政機関・団体

・企業等の幹部・担当責任者による講義や水産関連施

設等の見学、現地調査等も行っていることから、これら

の実地体験型教育とインターンシップの効果的な実施

についても留意して参りたい。

○専攻科修了生の水産業関連への就職率 ％ ○専攻科修了生の水産関連分野への就職割合は、70
は少し低いのではないか。本科生以上の努力が必 平成１６年度の７４．２％から、１７年度７５．０％、１８

要と思われる。 年度は７３．５％、１９年度７０．３％と推移し、１９年度

は若干低い数値であったが、２０年度は７５．０％（船

舶運航課程・舶用機関課程とも７５．０％）となり、目

標値と同水準となったところである。

海洋基本計画（平成２０年３月）に謳われていると

おり、日本人外航船員の極端な減少（昭和４９年約

５．７万人→平成１８年約０．３万人）の中で、商船系

企業からの求人も高まってきている状況であるが、

本科関連学科と専攻科の５ヶ年一貫教育の中で、低

年次生への動機付け教育、水産関連企業の見学や

説明会への参加指導等を引き続き行い、就職割合

の目標値の水準を維持できるよう努力して参りた

い。

４ ○外部への委員や講師の派遣、学会誌等への成 ○平成２０年度には、西日本フク研究会との共催で「本

教育研究成 果の発表など、業務は適切に行われている。さらに 場・下関でフクを語る」と題した公開シンポジウムを下関

果の利用の は、水大校の特色を活かした、水大校が主導する 市街地のホールで開催し、本校で行っているフグに関

促進及び専 水産の教育や研究に関する研究会研修会などの する研究の成果を広く発表した。 また、平成２１年度

門的知識の 企画を発信してほしい。 からは、本校の教育職員が中核的な役割を果たす水産

活用等 ・教育に関する研究会の活動を支援するための学内制

度を創設したところである。

今後は当該制度の活用等により、本校の独自性を生

かした研究活動等をより推進できるよう引き続き取り組ん

で参りたい。



○水産大学校研究報告の着実な充実が図られて ○研究成果の“よりインパクトの高い発表媒体”への発

いることは評価できる。中期計画に謳っている「より 表を推進すべく、研究課題の評価方法の見直し及び支

インパクトの高い発表媒体への発表に努める」に関 援策について、業務改革推進本部の研究部会で検討

する客観的な自己評価がない。いわゆる「インパク しているところであり、平成２１年度中には具体的な取組

トファクター」だけがその指標ではないことは十分承 を進めて参る予定である。

知の上であるが、中期計画で謳っている以上、何ら

かの基準を設けて評価する必要があるのではない

か。

○一般的な活動はどの大学も行っている。本校ら ○本校の研究成果及び特許情報等を掲載したパンフレ

しい取り組みがあまり見えてこない。 ットの配布、ジャパン・インターナショナル・シーフードシ

水産業の発展に関する研究成果をアピールし、産 ョーなどの産学公交流イベントでの研究成果のＰＲ等の

学連携の効果を生み出しているかを検討して欲し ほか、平成２０年度には、社団法人山口県技術交流協

い。 会の会員企業を対象とした説明会の開催や「やまぐち

地域資源活用研究者シーズ集」への教員研究情報の

掲載などにも取り組んだところである。

平成２０年度における民間企業・団体（公益法人は除

く）からの受託研究件数は３１件（２７企業・団体）と前年

度の１６件（１６企業・団体）から大きく増加しており、ま

た、民間企業との共同研究から特許権の出願（１件）や

新商品の開発（クジラ醤油・ウニ魚醤）に繋がるケースも

現れてきている。

今後も研究成果を積極的にアピールし、産学連携の

推進が図られるよう努めて参りたい。

５ ○表彰制度としてあるのは、各学年１名の学業成 ○学生のインセンティブ向上のための表彰制度とし

学生生活支 績優秀者のみであるように見えるが、もっと対象活 て、本校と本校同窓会が連携して、①毎年度、各学

援等 動範囲を拡充したらどうか。一部の賞を同窓会と共 科１名の学業成績優秀者の表彰、②優秀な成績を上

同で行うようなことも考えられる。 げたクラブに対し活動支援のための報奨金の授

与を実施しているほか、学科単位でも③卒業

研究で優秀な成果を挙げた学生を学会賞へ推薦



（海洋生産管理学科及び海洋機械工学科）④成績優

秀者の氏名を学生控室の掲示板に名誉刻印（食品科

学科）、⑤１級海技士免許筆記試験合格者の表彰

（専攻科）を行っているところである。

また、平成２０年度には学生表彰に係る学内規

程を見直し、学業だけでなく課外活動等も表彰の

対象に加え、その第１回目として下関市が主催す

る自然観察教室等のボランティアとして活動した

「水の生きものクラブ」を表彰した。

○学生生活の支援は受験者にＰＲできるところなの ○学生生活支援については、クラス担当教員のオフィス

で、プライバシー保護に留意しつつ、実績の事例 アワー・学生相談の実施及び就職ガイダンス等の取組

集を作っておくと役に立つのではないだろうか。 内容を本校のホームページ、大学校案内等に掲載し、

受験者等にできるだけ分かりやすく伝えているところで

ある。

委員のご指摘を踏まえ、実績の事例集について引き

続き検討して参りたい。

なお、平成２１年度には、業務体制の見直しを行い、

学生支援に関する取組の充実・強化を図る予定であ

る。

○学生生活支援の成果については、その対象とな ○本校の後援会の評議員として在学生の保護者の代

る学生及びその保護者にアンケート調査を行うなど 表者（複数名）に参加を願い、本校が行う教育・研究及

して、具体的な証拠を業務報告書に添付して欲し び学生の福利厚生等の生活支援の取組に対するご意

い。 見やご要望を伺うとともに、クラス担当教員に寄せられた

学生からの意見等のうち、全学的に対応が必要なもの

等については、学科長を通じて学生部長に情報を集約

する態勢を整えているところであり、寄せられた意見・要

望については、できる限り業務の改善等に反映させて

いるところである。

委員のご指摘を踏まえ、学生生活支援に関するアン

ケート調査等について引き続き検討して参りたい。



○学生生活相談ということはあるが、ハラスメント対 ○学内のハラスメントについては、ハラスメント防止

策については具体的な記述がない。学内に学生を に係る規程を設け、当該規程に基づき「ハラスメント

対象にしたハラスメント委員会などの組織だった体 防止・対策委員会」を設置し対応しているところであ

制をとっていないということか。 る。

また、これまでの取組をさらに進めるため平成２０

年８月に「独立行政法人水産大学校におけるハラス

メントに関するガイドライン（予防・救済・対策）」を定

めるとともに、所要の規程等を整備して体制を強化

したほか、学内の主要各所に「ハラスメントの防止と

対応」に関するポスター掲示するなど、その周知徹

底にも努めたところである。

今後もハラスメントの予防に努めるとともに、仮に

事案が発生した場合は迅速かつ適切な措置が図

られるよう対応して参りたい。

Ⅲ ○人件費の削減努力と１９年度の増加要因、定年 ○本校の教育研究の維持・発展を図る上で有用かつ必

予算（人件 退職者に対する新規採用抑制の効果は認められ 要な人材については、定年退職後も特任教員として委

費の見積り るが、それにより有用、必要な人材を逸することの 嘱（２名）を行うなど、優れた人材の活用に努めていると

を含む。）、 ないよう「団塊の世代」の対応を求めたい。 ころである。

収支計画及 今後も、委員のご指摘を踏まえつつ、「団塊の世代」

び資金計画 を含め、有用、必要な人材の積極的な活用に努めて参

りたい。

○業務予算は前年比１％、一般管理費は３％減を ○運営費交付金を充当して行う事業については、平成

求められている。対して、決算においては一般管 １７年度予算をベースに、中期目標期間中、毎年度平

理費が前年比微減、業務経費は３％弱の減少とな 均で少なくとも一般管理費は前年度比３％の削減、業

っている。計画通りとは言い切れないものの、業務 務経費は前年度比１％の削減を行うこととしている。平

経費の削減の状況をみると業務の進捗が遅れてい 成２０年度の一般管理費は、施設管理費の減等により

るとは言い難く一般管理費について、今後の更な 平成１９年度に比べ約１５％削減となっており、業務の見

る努力が求められるものである。 直し及び効率化を進め、さらに努力を行って参りたい。



○人件費については、５年間で５％の削減とのこと ○本校の中期目標・中期計画（平成１８年度～２２年度）

であるが、平成１８、１９年度は共に１％に満たない には、「人件費については、「行政改革の重要方針」を

ことから今後の更なる努力を期待する。 踏まえ、今後５年間において、５％以上の削減を行う。」

ことが明記されている。

このため、毎年度、人件費の削減を進めているところ

であり、平成２０年度は前年比１．７％の削減となったとこ

ろである。

今後も、本校の設置目的である「水産業を担う人材の

育成」のための教育・研究の充実に努めるとともに、人

件費の削減を図り、中期目標・計画の確実な達成に向

けさらに努力して参りたい。

○人件費または人員の削減については中期目標 ○本校の中期目標・中期計画（平成１８年度～２２年度）

期間５年間において５％以上の人件費削減を進め には、「人件費については、「行政改革の重要方針」を

ており、人員面も含め今後の努力を期待する。 踏まえ、今後５年間において、５％以上の削減を行う。」

ことが明記されている。

このため、毎年度、人件費の削減を進めているところ

であり、平成２０年度は前年比１．７％の削減となったとこ

ろである。

今後も、本校の設置目的である「水産業を担う人材の

育成」のための教育・研究の充実に努めるとともに、人

件費の削減を図り、中期目標・計画の確実な達成に向

けさらに努力して参りたい。

Ⅶ １ ○石油価格高騰の折から、耕洋丸の経費削減に ○燃油価格の高騰の中、教育の適切な実施に配慮し

その他主務 施設及び船 努力されたい。 つつ、２隻の練習船の低燃費運転に努めるとともに効率

省令で定め 舶整備に関 的な運用を行ってきた。

る業務運営 する計画 燃油価格については、現在高騰時に比べ低水準に

に関する事 あるが、引き続き低燃費運転に努めるなど、一層の経費

項 の削減に努力して参りたい。



○船舶の維持経費は高額なため遣り繰りが大変と ○練習船は、水産系海技士を養成する上で必要なだけ

思うが、長期的展望に立ち計画的に整備を行って でなく、本校における実学教育及び研究活動の推進を

ほしい。 図る上でも極めて重要な施設であることから、業務改革

推進本部の練習船部会を中心に、長期的展望に立っ

た計画的な整備について検討しているところである。

委員のご指摘を踏まえつつ、さらに検討を進めて参り

たい。

○耕洋丸は水産に関する調査施設も備わったハイ ○耕洋丸の最新鋭の設備等を積極的に活用することに

テクな船舶で学生の研修以外（他機関との連携調 より、教育（実習等）内容の充実はもちろんのこと、水産

査等）にも有効活用してほしい。 業界等への貢献に繋がる研究（「人工マウンド魚礁の三

次元地形探査及び動物プランクトン分布調査」や「実船

によるＰＭの計測と生成機構解明に関する研究」など）

の推進を図っているところである。

また、ＳＥＡＦＤＥＣ及びベトナム社会主義共和国海洋

水産研究所との国際共同調査にも活用したところであ

る。

今後も耕洋丸を教育・研究の両面で積極的に活用

（他機関との連携を含む）して参りたい。

２ ○兼務により人員増を抑制し、人件費の削減を図 ○平成２０年度には採用実績がなかったが、優秀な人

人事に関す るのはやむを得ないと思われるが、優秀な人材の 材の確保及び採用の透明性の観点から、教育職員に

る計画 確保や人材育成の視点も重要であるので、引き続 ついては、これまでも本校のホームページや独立行政

き努力を続けてほしい。 法人科学技術振興機構が運営する「ＪＲＥＣ－ＩＮ研究者

人材データベース」等を活用して広く公募し、厳正な審

査を行った上で採用しているところである。

また、平成２０年度においても、国内外における学会・

研究会（延べ２０９名）、長期研修留学（１名）等へ若手を

中心とする教育職員を派遣するとともに、行政研修及び

知的財産権等の専門的知識や技能習得にかかる研修

等に一般職員等（延べ４０名）を派遣して、教職員の資

質の向上を図り、人材の育成に努めているところであ



る。 本校の中期目標・中期計画に基づく人件費の削

減を進める中で、優秀な人材の確保や人材育成も着

実に行えるよう、委員のご指摘を踏まえつつ、引き続

き努力して参りたい。

○常勤職員の人件費を抑制する必要性は認める ○主要な授業科目は、原則として専任の教員が担当し

が安直に非常勤講師を採用穴埋めすることは避け ているところである。

るべきである。 委員のご指摘のとおり、安直に非常勤講師の採用で

穴埋めするようなことは、独立行政法人大学評価・学位

授与機構の審査においても厳しい指摘を受けかねない

ため、十分留意して対応して参りたい。

４ ○ホームぺ－ジに掲載された情報の転用はインタ ○ 本校ホームページにサイトポリシーを掲載し、①サイ

情報の公開 ーネットの時代には避けられないが、水産大学独 トの内容の全部又は一部について、私的使用又は引用

と保護 自の情報が流用されないような措置が必要である。 等著作権法上認められた行為を除き、本校に無断で引

用、転載、複製を行うことはできないこと、②引用等を行

う場合には、適宜の方法により出所を明示すること、③

本校に無断で改変を行うことはできないこと、等を明示

しているところであるが、仮に、サイトポリシーに反する行

為が懸念される場合には、適宜、図表の解像度を下げ

る等、適切な対応に努めて参りたい。

５ ○ＡＥＤの設置、メンタルヘルス講演会などは教職 ○地域と連携した環境対策として、学生寮の寮生やダ

環境対策・安 員及び学生のみならず地域社会にも公開して環境 イビング部による近隣海浜の清掃、山口県が推進して

全管理の推 対策の一環とすることができるのではないか。 いる自然再生活動や下関市の主催する自然観察教室

進 等へのボランティア参加について、指導を行っている。

また、地域の一員であるとの観点から、学内に設置し

ているＡＥＤ（自動体外式除細動器）については、近隣

住民にも周知を図っているところである。

委員のご指摘を踏まえつつ、引き続き努力して参りた

い。



資料３
独立行政法人水産大学校の職員数の推移（役員を除く） （人）

校長 一般職
技術

専門職
船舶職
（一）

船舶職
（二）

教育職 小計
企画・
総務系

教育・
研究系

小計

平成１５年度 　 39 7 30 37 79 192 38 27 65 257

平成１６年度 1 39 7 30 37 77 191 38 27 65 256

平成１７年度 1 39 7 30 37 78 192 36 25 61 253

平成１８年度 1 37 7 31 38 78 192 37 28 65 257

平成１９年度 1 42 4 32 38 76 193 43 28 71 264

平成２０年度 1 40 4 31 37 77 190 37 26 63 253

＊　各年度の職員は１月１日現在数（育児休業の代替として雇用する任期付き職員を含む）、非常勤職員は年度末現在数

非常勤職員

合計

職　　　員
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独立行政法人水産大学校 平成２０年度業務実績評価シート

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２０年度計画 平成２０年度業務の実績 所見 評
価

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２
３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 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目
る事項 標を達成するためとるべき措置 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 運営費交付金を充当して行う事 運営費交付金を充当して行う事
事業については、業務の見直し 業については、業務の見直し及び 業については、業務の見直し及び
及び効率化を進め、一般管理費 効率化を進め、一般管理費につい 効率化を進め、一般管理費につい
については、中期目標期間中、 ては、中期目標期間中、毎年度平 ては、中期目標期間中、毎年度平
毎年度平均で少なくとも前年度 均で少なくとも前年度比３％の削 均で少なくとも前年度比３％の削
比３％の削減を図るほか、業務 減を図るほか、業務経費について 減を図るほか、業務経費について
経費については、中期目標期間 は、中期目標期間中、毎年度平均 は、中期目標期間中、毎年度平均
中、毎年度平均で少なくとも前 で少なくとも前年度比１％の削減 で少なくとも前年度比１％の削減
年度比１％の削減を行う。 を行う。 を行う。

また 人件費については 行 また、人件費については 「行 また、人件費については 「行、 、「 、 、
政改革の重要方針 （平成１７ 政改革の重要方針 （平成１７年 政改革の重要方針 （平成１７年」 」 」

） 、 ） 、年１２月２４日閣議決定）を踏 １２月２４日閣議決定 を踏まえ １２月２４日閣議決定 を踏まえ
まえ、今後５年間において、国 今後５年間において、５％以上の 中期目標期間中、５％以上の削減
家公務員に準じた５％以上の人 削減（退職金及び福利厚生費（法 （退職金及び福利厚生費（法定福
件費削減（退職金及び福利厚生 定福利費及び法定外福利費）を除 利費及び法定外福利費）を除く。
費（法定福利費及び法定外福利 く。また、人事院勧告を踏まえた また、人事院勧告を踏まえた給与
費）を除く。また、人事院勧告 給与改定部分を除く ）を行うと 改定部分を除く ）を行うととも。 。
を踏まえた給与改定部分を除 ともに、国家公務員の給与構造改 に、国家公務員の給与構造改革を
く ）の取組を行うとともに、 革を踏まえて、役職員の給与につ 踏まえて、役職員の給与について。
給与構造改革を踏まえた給与体 いて必要な見直しを進める。 必要な見直しを進める。
系の見直しを進める。

１ 運営の効率化 １ 運営の効率化 １ 運営の効率化 ・外部評価委員を組み込 Ａ
んだ自己評価システムの

トップマネージメントの トップマネージメントの下 （１）業務運営の改善 結果を踏まえながら、競、
下、迅速かつ的確に業務の さらに迅速かつ的確に業務の トップマネージメントの下 争入札の推進、水産流通、
改善等を行える体制を整備 改善等を行える体制を整備す 迅速かつ的確に業務の改善等 経営学科への改組等に取
する等により、大学校運営 るため、会議運営等の大学校 を行える体制を整備すること り組み、ＪＡＢＥＥ（日
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の効率化を図る。 運営の改善を図る。 及び業務の効率化のため、以 本技術者教育認定機構）
業務の運営状況及び成果 また、教育研究業務とその 下のことを実施する。 の認定合格、教育支援業

について外部の者を加えた 支援業務の効率化を図るため 務を行う事務系組織の見、
評価を実施し、その結果を 業務の質に留意しつつ、定期 ア 委員会等の会議運営の改 既存の委員会の役割分担等 直しを２１年度中に実施
独立行政法人評価委員会の 的に業務の実施方法を点検し 善 に配慮しつつ、独立行政法人 する決定をするなど順調、
評価と併せて業務運営に適 所要の改善を図る。 整理合理化計画への対応とし に進捗している。
切に反映させる。 独立行政法人評価委員会 以 て、競争契約等を推進するた ・ハラスメントの防止と対（

下「評価委員会」という ） めの競争入札等推進員会を新 策を総合的に推進するた。
の評価に先立ち、自らの業務 設したほか、ハラスメントの め、ハラスメントの予防・
の運営状況及び成果について 防止と対策を総合的に推進す 救済・対 策に関するガイ
評価の公正さを高めるため外 るため、ハラスメントの予防 ドラインを定め、所要の規
部の者を加えた評価を実施し ・救済・対策に関するガイド 程を整備し関連の委員会等、
その評価結果を評価委員会の ラインを定めるとともに、所 を新設したこと、外部評価
評価と併せて業務運営及び中 要の規程を整備し関連の委員 委員会を開催したことを評
期計画の進行管理に適切に反 イ 教育研究業務とその支援 会（ハラスメント防止・対策 価する。
映させるとともに評価結果を 業務の実施方法の点検と見 委員会）等を新設した。 ・独立行政法人大学評価・
公表する。さらに、評価手法 直し これらの取組を通して、よ 学位授与機構の審査及び日
の効率化及び高度化を図るた り的確かつ合理的な会議運営 本技術者教育認定機構の審
め必要に応じて評価システム を行うことが可能となり、本 査を受け、 それぞれ審査
の改善を行う。 校の業務運営の改善が図られ 基準を満たしているとして

た。 認定を受けたことを評価す
る。

本科及び水産学研究科の教 ・ＪＡＢＥＥ、学位授与
育課程に関する独立行政法人 機構による外部審査を順
大学評価・学位授与機構の審 当にパスしたことは、当
査及び本科の教育課程に関す 然のこととはいえ評価さ
るＪＡＢＥＥ（日本技術者教 れる。改組された水産流
育認定機構 の審査を受けた 通経営学科が着実に発展） 。
【資料１参照】 していくことを期待して

独立行政法人大学評価・学 いる。広い範囲から特定
、位授与機構からは、大学の学 の流れのみからではなく

部及び修士課程と同水準であ 人材を登用し、スタッフ
ると認められ、これに相当す を充実させていくことが
る教育課程であると引き続き 肝要であろう。
「 」 、認定 を受けたことにより
卒業・修了生の学位取得が引
き続き可能となった。

また、ＪＡＢＥＥからも、
日本技術者教育認定基準に適
合しているとして「認定」を
受けたことにより、本校の教
育の質が技術者養成教育とし
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ても「満足すべきレベル」に
あることが認知されるととも
に、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。

業務改革推進本部（本部長
；理事長）において、教育研
究支援業務を行う事務系組織
（総務部、企画情報部、学生
部）の体制の見直しについて
検討を進め、平成２１年度中
に組織改編を行うことを決定
した。

独立行政法人整理合理化計
画への対応として、平成２０
年４月１日から水産情報経営
学科を水産流通経営学科に改
組し水産流通関連科目の充実
・強化を図った。また、業務
改革推進本部において、設置
目的に沿った重点化等による
講座数の削減等について検討
を進めた。

本校が発行する各種証明書
に関する問い合わせコーナー
を本校のホームページに設け
るなど、学生、卒業生等の利
便性の向上も勘案して、業務
の効率化を図った。

（２）事務事業評価
、事務事業の評価に当たって

以下のことを実施する。

ア 独立行政法人評価委員会 独立行政法人評価委員会の
の評価に先立ち外部の者を 評価に先立ち、平成２０年５
加えた評価を実施し、評価 月２２日に学外者を委員とす
結果を公表するとともに、 る外部評価委員会を開催し、
評価結果を業務運営及び中 外部評価委員から平成１９年
期計画の進行管理に適切に 度業務実績に係る自己評価に
反映 ついて再評価を受けるととも

に、業務の改善等に関する有



- 4 -

。益なご意見・ご指摘を受けた
【資料２参照】

委員からのご意見・ご指摘
は、自己評価票に記載して農
林水産省独立行政法人評価委
員会（水産分科会）に提出す
るとともに、本校のホームペ
ージに掲載して公表した。

イ 評価の効率化・高度化の また、農林水産省独立行政
（ ）ための評価システムの改善 法人評価委員会 水産分科会

委員からのご意見・ご指摘を
踏まえ、自己評価シートの様
式の一部を見直し、平成２０
年度業務実績の自己評価から
これを適用したほか、業務改
革推進本部研究部会で教育対
応研究の評価手法等の見直し
について検討を進めた。

自己評価シートの記入内容
をより分かり易く、かつ統一
された内容とするため、自己
評価シートの構成及び種類、
添付参考資料について改めて
点検し、統一性が求められる

、様式についての記入例の作成
教育対応研究課題の評価シー
ト様式の一部変更などの改善
を行ったことにより、自己評
価シートの取り纏めの効率化
が図られた。

また、農林水産省独立行政
（ ）法人評価委員会 水産分科会

での審議の結果を踏まえ、自
己評価に用いる業務の項目毎
のウエイト付けの見直し等に
より、総合評価の考え方の統
一化を図り、平成２０年度業
務実績の自己評価からこれを
適用した 【資料３参照】。

これらの取組により、業務
内容を分かりやすく、かつ的
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確に把握して評価を行うこと
が可能となり、評価の効率化
・高度化とともに評価結果の
分かりやすさの向上が図られ
た。

２ 業務の効率化 ２ 業務の効率化 ２ 業務の効率化 ・業務改革推進本部の検 Ａ
「水産業を担う人材の育 （１）教育研究業務の効率化 （１）教育研究業務の効率化 討を踏まえ、若手職員の

、 、成を図る」との設置目的へ ア 自己点検 ア 自己点検 業務改革推進本部自己点検 国内留学 研修への派遣
の十分な対応を意識しつ 大学校が水産行政の一翼を 教育研究活動に関する第２ 部会において、業務の総点検 水産総合研究センターと
つ、水産業、国民生活等へ 担い 「水産業を担う人材の 期自己点検を行い、今後の業 及び自己評価シートの見直し の人事交流等を図ってい、
の社会的貢献を図る観点か 育成を図る」との設置目的を 務改善等の推進方向の議論を について、点検作業と今後の る。また、燃料費高騰の

、 、ら、教育研究活動に関して 有する点を意識しつつ、教育 行う。 業務改善等の推進方向につい 折 低燃費運転に努力し
自己点検を実施し、その結 研究活動に関する自己点検を て議論を行った。 水産庁、水産総合研究セ
果を業務に反映させる。 実施し、平成２１年度までに また、業務改革推進本部の ンターと連携し、大型ク

また、職員の資質の向上 結果をとりまとめるとともに 他の部会における業務改善等 ラゲ大量出現に関する調、
と業務の活性化を図るた その結果を業務改善及び中期 に向けた各課題ごとの議論等 査に携わる等順調に進捗
め、職員に積極的に研修等 目標等に係る実績に関する評 の状況についても各部会から している。
をさせるとともに、人事交 価に活用する。 報告を求め、第２期自己点検 ・実学の教育機関として教
流を行う。 の結果の取り纏めに向けた作 員の資質の向上は学校運営

職員の業績評価を行い、 業を始めた。 上必要不可欠であり、資質
その評価結果を教育研究資 の向上を図り、業務の高度
金の配分、処遇等に反映さ 化を進めたことを評価す

。 、イ 教育職員に対する研修等 イ 教育職員に対する研修等 る さらに人事評価も検討
せる。 教育職員の資質の向上と教 教育職員の資質の向上と教 試行から実施に移行するよ

事務処理の迅速化、簡素 育研究の活性化を図るため、 育研究の活性化を図るため、 う望む。
化、文書資料の電子媒体化 若手職員に積極的に研修、国 以下のことを実施する。 ・２隻の練習船の低燃費運
等による業務の効率化を行 内外留学等をさせるととも 転に努め、実学教育のみで
うよう努めるとともに、可 に、人事交流を行う。 （ア）国内留学、研修等への 国内における学会・研究会 なく、水産業界へ貢献する
能なものについては、業務 若手を中心とした教育職 等に延べ２０２名（前年度１ ための研究の推進を図った
の質に留意しつつ、コスト 員の派遣 ８１名 、国際会議及び国外に ことを評価した。）
比較等を勘案し極力アウト おける学会・研究会等に延べ ・固定資産の状況及び減
ソーシング等により効率化 ７名（前年度同）を派遣した 損兆候並びに練習船運航
を図る。 ほか、前年度に引き続き米国 率については、遊休化あ
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さらに、教育研究の高度 ハーバード大学への長期の研 るいは減損兆候はなく、
化 効率化に対応するため 修留学に１名を派遣した。 また、練習船運航率も高、 、
施設、船舶、設備等の整備 特に、若手教育職員（講師 く妥当である。
改修等を計画的に行う。練 及び助教）の学会・研究会等 ・練習船の活用に努力さ
習船については、専攻科の への派遣は、３４名中２８名 れていることがよく分か
見直し内容や練習船の更新 で８２％（講師；１８名中１ る。練習船による教育マ
時期等を十分踏まえ、大学 ４名（７７％ 、助教；１６名 ニュアルを作成したらど）
校の任務・役割にふさわし 中１４名（８８％ ）であり、 うか。同時に座学を実習）

、「 」い練習船の体制について検 （イ）国、独立行政法人、民 積極的な派遣に努めて人材の とかみ合わせ 文武両道
間研究機関等との人事交 育成を図った。 を目指されたい。
流 若手を中心とした教育職員

討を行いつつ、実習生定員 をこれらの国内外の学会等へ
に対する乗船実績、教育内 派遣することにより、各専門
容の重点化等を踏まえ、適 分野での研究課題等について
正かつ効率的な運用を行 新の情報を得るなど、教育
う。 職員としての資質の向上を図

また、水産施策を推進す り、教育の充実及び研究の活
る上で必要とする船舶を有 性化を推進した。
する独立行政法人水産総合
研究センター及び水産庁と 独立行政法人水産総合研究
の連携を図る。 センターとの人事交流により

教育職員１名、海事教育職員
４名を採用した。

これにより、水産研究分野
における優れた業績を活かし
た学生教育の充実及び練習船
での調査研究活動の円滑化を
図り、水産業を担う人材育成
のための教育・研究を適切に
推進した。

ウ 教育職員の業績評価 ウ 教育職員の業績評価 「独立行政法人水産大学校
教育職員の評価に当たって 教育職員の勤務実績を適正 人事評価実施規程」に基づき

は、各分野の特徴に留意しつ に評価し、評価結果を大学校 勤務実績を適正に評価して、
つ、教育研究実績とともに、 の管理運営等に適切に反映さ 評価の高い教育職員（管理職
水産業及び地域社会への貢献 せる。 層職員；１１名、一般職員；、
大学校運営等への貢献、若手 なお、評価に当たっては、 １３名）に対し定期昇給時に

。教育職員育成の実績を勘案す 各分野の特徴に留意しつつ、 号俸を加算する措置を行った
ることとする。評価の結果は 教育研究実績とともに、水産 また 「独立行政法人水産大、
大学校の管理運営、資金の配 業及び地域社会への貢献、大 学校教育職員選考基準」に基
分、処遇等に適切に反映させ 学校運営への貢献、若手教育 づく審査を踏まえ、講師２名
る。 職員育成等の実績を勘案する を准教授に昇任したほか 「独、
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なお、研究業績等に関して こととする。また、新たな評 立行政法人水産大学校水産学
大学評価・学位授与機構の審 価方法の具体的検討を行う。 研究科担当教員選考規程」に
査を受けることになっており 基づき審査を行い、新たに７、
その結果も踏まえて評価する 名の教育職員に水産学研究科
こととする。 担当教員（講義担当教員）を

命じた。
教育職員に関する新たな人

事評価方法については、国立
大学法人及び他の独立行政法
人等の情報を収集し、平成２
１年度に試行を実施すべく検
討を行った。

（２）教育研究支援業務の効率 （２）教育研究支援業務の効率
化 化

ア 職員の研修 ア 職員の研修
業務の高度化及び効率化を 業務の高度化及び効率化を

図るため、行政研修や専門的 図るため、以下のことを実施
な知識・技術の習得に関する する。
研修等に職員を派遣する。

（ア）各種機関が開催する新 人事院等が主催する「課長
規採用研修、行政研修等 研修 「係長研修 「中国地」、 」、
への事務職員の派遣 区女性係長研修セミナー 心」、「

の健康づくり研修会 「健康」、
安全管理担当者会議 及び 勤」 「
務時間法改正等説明会」の各
種研修・説明会に５名（前年

） 。度１１名 の職員を派遣した
また、教育関係機関が主催

する協議会、研究集会等に７
名（前年度同）の職員を派遣
した。

これらの研修等への参加を
（イ）海事に関する研修等へ 通して職員の資質向上及び研

の海事教育職員の派遣 修等で得た情報の共有化によ
るＳＤの推進に努め、適切な
業務遂行及び業務の効率化並
びに本校が教育機関として抱
える学生の事故等の諸問題へ
の的確な対応など、業務の効
率化・高度化を図った。

（ウ）専門的知識・技能習
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得 のための研修、講習等 「国際航海船舶及び国際港
へ の職員の派遣 湾施設の保安の確保に関する

法律」に基づき、独立行政法
人海技教育機構海技大学校が
開催するShip Security Offic
er（船舶保安管理者）講習に
海事教育職員を派遣し、国際
航海船舶である本校の練習船
について、国際条約に基づく
より質の高い船舶の安全確保
及び 新の海事や船舶機器関
連の情報に基づいた教育の推
進を図った。

知的財産権の取得及び利活
用の促進のため、行政機関が
主催する知的財産研修及び著
作権セミナーにそれぞれ１名
を派遣した。

また、船舶におけるクレー
ン等揚荷装置を使った玉掛け
業務の技術習得のため、社団
法人ボイラ・クレーン安全協
会が主催する玉掛け技能講習
に１７名、財団法人関門海技
協会が主催する１級及び４級
小型船舶操縦士更新講習に３
名、社団法人山口県労働基準
協会が主催するガス溶接技能
講習等に３名の職員を派遣し
たほか、船内での一次救命措
置、気道異物の除去及びＡＥ
Ｄの使用習熟のため、ＮＰＯ
法人日本ＡＣＬＳ協会（アメ
リカ心臓協会と正式提携した
国際トレーニング機関）主催
のＢＬＳヘルスケアプロダイ
バー講習に本校練習船の看護
士２名を派遣した。

これらの研修・講習等への
参加を通して、専門的知識や
技能の習得に努め、知的財産
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権の適切な確保及び利活用の
促進、実習作業の安全かつ効
率的な実施など、業務の高度
化を図った。

イ 職員の評価 イ 職員の評価 「独立行政法人水産大学校
教育研究支援職員について 教育研究支援職員の勤務実 人事評価実施規程」に基づき

は、組織の活性化と実績の向 績を適正に評価する。 勤務実績を適正に評価し、評
上を図る等の観点から、新た また、組織の活性化と実績 価の高い職員（一般職員２５
な評価制度を導入する。 の向上を図る等の観点から、 名）に対し定期昇給時に号俸

。新たな評価方法の具体的検討 を加算する等の措置を行った
を行う。 また、農林水産省所管の独

立行政法人１０機関において
新たに設置した人事評価検討
会に参加し、新たな人事評価
方法について具体的な検討を
行うとともに、本校の一般職
員、技術専門職員及び船舶職
員を対象とした新たな人事評
価の試行を行った。

ウ 管理事務業務の効率化・ ウ 管理事務業務の効率化・
高度化 高度化
総務部門等の業務について 総務部門等の関連業務の効、

事務処理の迅速化、簡素化、 率化を図るため、以下のこと
文書資料の電子媒体化等によ を実施する。
る業務の効率化を行うよう努
める。 （ア）事務処理の迅速化・簡 物品の発注に関しては、引

素化及び文書資料の電子 き続き、物品の購入手続きに
媒体化 必要な発注依頼を学内ＬＡＮ

を使用して電子媒体で行うと
ともに、発注依頼を自動集計
するシステムを使用して物品
の購入依頼から納入までの期
間の短縮を図った。

また、出張に係る様式等の
見直し、電子媒体による会議
要旨等のグループウエアソフ
トへの掲載、電子媒体による
本校規程等の学内ホームペー
ジ上へのアップロード等を行
うとともに、軽微な文書につ



- 10 -

いては、引き続き極力紙媒体
（イ）業務のネットワーク化 を使用せず電子媒体での処理

進展に伴うセキュリティ を推進した。
対策 業務の効率化と共に学生等

の利便性の向上も図るため、
学生の履修登録及び証明書の
発行をインターネットを活用
して行った。

これらの取組により、タイ
ムリーな情報の共有化、事務
手続きの迅速化・簡素化・円
滑化を進めるとともに、用紙
類の節約を図った。

電子メール及びＷｅｂデー
タのウイルス除去、パソコン
のウイルス感染防止対策、ス
パムメールの除去並びにネッ
ト不正接続防止対策及び個人
情報の流失防止対策について
の注意喚起を引き続き行い、
端末利用者のセキュリティ意
識の向上及び業務環境の安全
・安心化を図った。

エ 支援業務の効率化 エ 支援業務の効率化 支援業務の徹底した効率化
建物、光熱水供給システム 教育研究の支援の効率化の を図る観点から、極力アウト

の保守管理など可能なものに ため、建物、光熱水供給シス ソーシングを行うこととし、
ついては、業務の質に留意し テムの保守管理の外部委託等 関係法令に基づき有資格者・
つつ、コスト比較等を勘案し を実施する。 専門技術者等が行う必要があ
極力アウトソーシング等によ り本校の職員では対応不可能
り効率化を図る。 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
を考慮し、経費の節減が可能
なものとして、施設保守及び
校内警備業務など計１１件の
外部委託を実施した 【資料４。
参照】

これにより、仮に技術専門
職員等を雇用して実施した場
合の技術専門職員等の年間給
与（約１９，２１９千円）と
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の比較において、約６，６４
４千円（委託契約経費約１２，
５７５千円）の経費節減を図
った。

オ 施設、船舶、設備等 オ 施設、船舶、設備等
教育研究の高度化、効率化 教育研究の高度化、効率化

、 、 、 、 。に対応するため 施設 船舶 に対応するため 以下を行う
設備等の整備改修等を計画的
に行う。 （ア）施設、設備等の整備改 桟橋床板張替工事、校内道

練習船については、業務実 修等の計画的実施 路陥没補修工事等の必要な改
施上の必要性及び既存の船舶 修等を行い、校内の安全及び
の老朽化等に伴う船舶の整備 環境の確保を図った。
改修等を行う。また、専攻科 また、耐震診断を行った結
の見直し内容や練習船の更新 果 「地震の震動及び衝撃に対、
時期等を十分踏まえ、大学校 して、倒壊又は崩壊する危険
の任務・役割にふさわしい練 性が高い」と診断された施設
習船の体制について検討を行 ３棟（水産生物飼育培養棟、
いつつ、実習生定員に対する 海洋生産実験・教室棟、研究
乗船実績、教育内容の重点化 準備棟）について、安全・安
等を踏まえ、適正かつ効率的 心確保のため、耐震改修工事
な運用を行う。特に、平成１ を行うこととした。
９年度竣工（予定）の耕洋丸 高額な教育研究機器の購入
代船については、その 新設 については、高額機器選定委
備等の教育研究等への効率的 員会の厳正な審査を経て、必

、かつ効果的な活用に努める。 （イ）耕洋丸代船建造、業務 要な機器を整備するとともに
さらに、水産施策を推進す 実施上の必要性、既存の 保守契約の締結や必要な修理

る上で必要とする船舶を有す 船舶の老朽化等に伴う船 を行い、機器類の適切な保守
る独立行政法人水産総合研究 舶の整備改修等 管理を図った。
センター及び水産庁との連携 なお、平成２１年１月３１
について検討する。 日現在において「独立行政法

人水産大学校固定資産減損会
（ウ）大学校の任務・役割に 計取扱要領」に基づき、固定

ふさわしい練習船の体制 資産の減損に係る兆候の調査
の検討及び実習生定員に を実施したが、建物等につい
対する乗船実績、教育内 て減損の兆候は認められなか
容の重点化等を踏まえた った 【資料５参照】。
適正かつ効率的な練習船
の運用 平成２０年６月に練習船耕

洋丸の第２種中間検査及び一
般修繕工事を行い、平成２１
年３月に練習船天鷹丸の第２
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種及び第３種中間検査並びに
一般修繕工事を行い、適切な
保全を図った。

改修等を適切に行うことに
より、練習船による教育研究
の効率的かつ効果的な活用が
図られた。

業務改革推進本部練習船部
会において、各学科の教育職
員、海事教育職員及び一般職
員が加わって、引き続き、２
隻の練習船の効率的運用、水
産系の海技士養成教育と実学
教育の一環として行う全学科
生対象の乗船実習の適切かつ
効率的な実施のための学生の
配乗計画等、他機関との連携

（エ）耕洋丸の教育研究への も視野に入れた調査研究及び
積極的活用 社会貢献活動等への活用とい

った視点を踏まえ、本校の任
務・役割にふさわしい今後の
練習船の体制に関する検討を
行った。

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、
海技士養成教育については海
技士免許取得のために不可欠
な乗船履歴の確保、実学教育

、 、としての船舶運航 漁業操業
漁獲物処理及び鮮度管理等の
乗船実習、寄港地における魚
市場等の水産関連施設の見学
並びに当該機関の幹部・担当
責任者による講演等を実施し
た。

、 、また 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
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（オ）水産施策を推進する上 考慮した学科・学年の効率的
で必要とする船舶を有す 配乗を実施するとともに、練
る独立行政法人水産総合 習船の余席（外部乗船可能人
研究センター及び水産庁 数）の状況を本校ホームペー
との連携の検討 ジ上に公開した。

練習船の運航計画に関する
情報等についても、外部機関
に開示し、外部機関との連携
の強化を検討した。

このほか、本校の教育研究
を進める上で有益なＳＥＡＦ
ＤＥＣ（東南アジア漁業開発
センター）等との国際共同調
査及び水産庁、独立行政法人
水産総合研究センター等と連
携した日中韓大型クラゲ国際
共同調査にも練習船を活用し
た。

新耕洋丸の 新鋭の設備等
を積極的に活用することによ
り 「ＳＴＮＳオートトロール、
システムを用いた 新の漁獲
システムと生物採取技術の教
育」や「ハイブリット電気推
進システムに関する実習」な
ど 先端の技術を取り入れて
教育内容の充実を図るととも
に、詳細なデータ等の蓄積が

、可能となったことを活かして
漁船機関の排出ガスに係る 実「
船によるＰＭ（粒子状物質）
の計測と生成機構解明に関す
る研究」や漁場形成等に係る
「３次元海底地形探査装置、
計量魚探機及びＣＴＤオクト
パスを活用した人工マウンド
魚礁の３次元地形探査と動物
プランクトン分布調査 、ＳＥ」
ＡＦＤＥＣ、ベトナム社会主
義共和国海洋水産研究所との
共同調査における
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「浮魚類の音響資源調査」な
どの水産業界等への貢献に繋
がる研究の推進を図り、これ
らの研究成果の一部は、国際
シンポジウム（ＳＥＡＦＡＣ
ＴＳ，Ｎｏｒｗａｙ，２００
８）でも発表し評価を得てい
る。

また、国民の海洋・水産へ
の関心・理解の向上等を促進
するとともに、練習船の持つ
役割を広く紹介するため、耕
洋丸に関する番組を地元ケー
ブルテレビで放映した。

なお、旧耕洋丸では４０％
～５０％台で推移していた学
生乗船率は、新耕洋丸になっ
て向上し、平成１９年度の学
生乗船率は８０％、平成２０
年度は９１％であった。
【資料６、資料７参照】

近年、主に日本海沿岸で大
量出現し漁業被害を与えてい
る大型クラゲの分布や生物学
的特性を明らかにするため、
水産庁、独立行政法人水産総
合研究センター等の関係機関
と連携し、大型クラゲ大量出

、現に関する調査の一環として
、音響調査やサンプリング調査

目視観測、海洋環境調査等の
各種調査を天鷹丸の実習航海
（ ） 、時 ６航海 に本校教育職員

学生のほか外部研究者も乗船
して実施した。

また、平成２１年度に水産
庁、独立行政法人水産総合研
究センター等と連携して「ウ
ナギの産卵生態調査」を実施
することで合意し、具体的な
調査内容等について打合せを
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行った。

第３ 国民に対して提供するサ Ⅱ 国民に対して提供するサービ Ⅱ 国民に対して提供するサービ
ービスその他の業務の質の向 スその他の業務の質の向上に関 スその他の業務の質の向上に関
上に関する事項 する目標を達成するためとるべ する目標を達成するためとるべ

き措置 き措置

１ 水産に関する学理及び技 １ 水産に関する学理及び技術の １ 水産に関する学理及び技術の ・水産特論の必修化やイ Ａ
術の教育 教育 教育 ンターンシップの単位化

水産に関連する分野を担 水産に関連する分野を担う有 など、水産大学校の特色
う有為な人材を供給するた 為な人材を供給するため、本科 を活かしたカリキュラム
め、本科、専攻科及び研究 （４年）並びにその教育に立脚 の改定など、２０年度業
科において、広く全国から した専攻科（１年）及び研究科 務実績は順調と見受けら
意欲ある学生を確保し、水 （２年）において、広く全国か れ、評価できる。
産業・水産政策の重要課題 ら意欲ある学生を確保すること ・研究科の在学生数がこの
に的確に対応した幅広い見 に努め、水産に関する幅広い見 ３年間１６０％を超える数
識と技術を身に付けさせ、 識と技術を身に付けさせ、創造 値を示したままであり、次
創造性豊かで水産現場での 性豊かで水産現場での問題解決 年度から改善の方向に動く
問題解決能力を備えた人材 能力を備えた人材の育成に努め とはいえ、定員を超えた状
の育成を図る。 る。 態での教育体制を維持して

なお、大学校の設置目的に則 きたのは適切さにかける。
し、入学から教育、就職指導ま 至急の対策が必要である。
で一貫性のある効果的な教育研 研究科に対する自己評価は
究・指導等を行う。また、学生 Aであったが、Bと判定され
による授業評価を含む自己点検 る。
・評価や教育職員が授業内容・ ・本科での教育体系は充実
方法を改善するための組織的な してきており、着実に前進
取組（ファカルティ・ディベロ している点は評価できる。
ツプメント（以下「ＦＤ」とい JABEE認定された点も評価
う ）を継続実施し教育方法の できる。今後は新しく設け。）
改善に努める。 た科目等の内容を検討して

より充実されたい ・海洋。
（１）本科 （１）本科 （１）本科 基本法の施行、生物多様性

本科では、水産全般に関 本科では、水産全般に関す 本科では、水産全般に関す に関する国家戦略の策定な
する基本的な知識の上に各 る基本的な知識の上に各学科 る基本的な知識の上に各学科 ど、水産業をめぐる動きは
学科の専門分野の教育・研 の専門分野の教育・研究を体 の専門分野の教育・研究を体 激しく、そうした社会情勢
究を体系的に行い、水産の 系的に行い、水産の専門家と 系的に行い、水産の専門家と を反映させた科目内容をも
専門家として活躍できる人 して活躍できる人材を育成す して活躍できる人材を育成す ち、専攻にかかわらず基礎
材を育成する。 る。なお、学士の学位授与の る。 的素養として身につけても

この場合、諸分野が総合 ための大学評価・学位授与機 らうカリキュラム体系にな
的・有機的に関連する水産 構による教育課程の認定を受 るよう努めて欲しい。
業・水産学の特徴にかんが ける。 ・専攻科の教育訓練内容
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み、低学年での動機付け教 （水産流通経営学科） に努めて、その結果定員
育から高度の専門教育まで ・水産物の流通、水産業の経 充足率があがっていると
を体系的に実施するととも 営管理、水産政策及び国内外 判断される点は高く評価
に、乗船実習等の実地体験 の諸情勢に関する教育及び研 できる。
型教育の充実を図りつつ、 究を行う。 ・全学科で乗船実習を必

新の行政・産業ニーズ等 ・水産物の流通、水産業の経 修化し、練習船の利用率
の動向を的確に反映した教 営管理及び水産行政各分野を をあげているのはわかる
育を実施する。 中心に活躍できる人材を育成 が、それがどのような教

する。 育的効果を生んでいるの
（海洋生産管理学科） かを明らかにする必要が
・船舶運航及び水産資源の持 ある。限られたカリキュ
続的・科学的生産の専門知識 ラム時間のなかでの実習
及び技術に関する教育・研究 であることから、効果が
を行う。 ないと判断された場合に
・海洋・水産に関する幅広い は内容を変更する柔軟さ
技術の修得をめざす海技士 航 をもっていただきたい。（
海 、漁業生産技術の改良・ ・本科では実地型教育に）
開発、漁場環境と資源の管理 力点が置かれ、専攻科で
の分野を中心に活躍できる人 は海技士免許取得に向け
材を育成する。 た教育が行われていて、
（海洋機械工学科） それぞれに特色があり、
・海洋・水産に関する幅広い 評価できる。一方、研究
技術の修得をめざす海技士 機 科においては、定員を大（
関）の育成、舶用機関・機器 幅に超えて学生を受け入
と環境計測機器、水産機械等 れている。大学基準に見
に関する専門知識と技術に関 合った教育水準を確保す
する教育・研究を行う。 るためには、受入数をで
・水産資源の持続的利用や海 きるだけ定員に合わせる
洋環境保全分野を中心に活躍 努力を望みたい。
できる人材を育成する。 ・学生による授業評価や公
（食品科学科） 開授業が行われていること
・水産食品の衛生管理、物理 は評価に値する。それらが
性状、保健機能等に関する生 どのよ うに実施されてい
理・生化学並びに低・未利用 るか、その結果が教育の改
資源の高度利用技術に関する 善、向上にどのように反映
教育・研究を行う。 されているか、 成果を具
・安全で機能性に優れた水産 体的に記述するべきである。
食品の開発・供給の分野を中 ・入試倍率は前年度を上回
心に活躍できる人材を育成す っているが、安定的に志願
る。 者を獲得するため、受験前
（生物生産学科） の高校 生や入学者に対し
・水産動植物の生物機能、繁 てアンケート等を実施する
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殖、生育環境等の専門知識と などして受験動向を解析す
。これらを資源の培養に活用す ることも必要で はないか

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。

ア 水産専門教育については ア 低学年での動機付け教育、
諸分野が総合的・有機的に から高度の専門教育までを
関連する水産業・水産学の 体系的に実施する。
特徴にかんがみ、低学年で また、水産に関する学理
の動機付け教育から高度の 及び技術を総合的に教育す
専門教育までを体系的に実 るため、以下を実施する。
施する。

その際、各学科に対応す （ア）各学科での高度の専門 平成１７年度入学生から適
る高度の専門教育を行うと 教育 用した新カリキュラムが４年
ともに、学科の壁を超えた 目となり、各学科で１年次生
異なる分野の科目の選択を から４年次生まで新しい教育
学生にわかりやすく提示す 体系の下、高度の専門教育を
る等により、水産に関する 実施した。
学理及び技術を総合的に教 また、水産業を巡る 新の
育する体制を強化する。 情勢や新しい研究成果を適切

また、特に、水産業が水 に教育に反映させるため、各
産食料等の国民への安定供 学科において全科目の授業内
給を目的としていることか 容について再点検を行い、水
ら、水産流通等に関する教 産流通経営学科においては、
育を各種水産専門教育に共 「水産経済政策論」を新水産
通する重要科目と位置づけ 基本計画（平成１９年３月閣
充実強化する。 議決定）に基づき実際に進め

られている施策に重点を置い
た「水産政策論」に内容を変

、 、更し 食品科学科においては
「食品工学」の講義内容を数
理論的内容から実際の製造技

（イ）他学科関連科目の円滑 術に重点を置いた実務的内容
な履修の促進 に変更するなど、各学科にお

いて、それぞれの学科のコン
セプトと 新の動向等に沿っ
て授業内容を見直し、教育内
容の充実を図った。

さらに、水産庁幹部職員等



- 18 -

から直接講義を受ける「水産
特論」を選択科目から必修科
目とするとともに、平成１９
年度は３年次生のみ単位認定
を行っていた「インターンシ
ップ」について、４年次生に
ついても単位認定することと
した 【資料８参照】。

各学科の高度な専門教育に
加え、他学科の異なる分野の
科目を積極的に履修させるこ
とにより、水産に関する総合
的な教育を実施するため、各
学科で、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（水産流通経営学
科４単位、海洋生産管理学科

（ウ）水産流通等に関する教 ８単位（遠洋航海実習を選択
育の充実強化 する学生については２単位 、）

海洋機械工学科６単位、食品
科学科及び生物生産学科各１
０単位）で自学科の専門科目
と同等のものと認める制度を
設けることにより、他学科関
連科目の円滑な履修を促進し
た。

平成２０年度卒業生では、
約３割の学生（１９６名中５
８名）が当該制度を活用して
他学科科目を履修し、合計で
２０９単位を修得したが、こ
のうち約７割の単位（１４８
単位）は卒業に必要な単位以
外の単位として修得されてお
り、制度の効果的な運用が図
られた 【資料９参照 。。 】

なお、ＪＡＢＥＥの審査へ
の対応及び水産に関する総合
的な教育の推進のため、平成
１７年度入学生（平成２０年
度卒業生）のカリキュラムか



- 19 -

ら、前年度までは自由選択科
目としていた一部科目を指定
選択科目として各学科で自学
科の科目として位置づけ履修
させるよう改善したこと等に
より、自由選択科目の総数の
減少に伴って、前年度よりも
自由選択科目の取得人数及び
取得単位数等は減少している
が、引き続き、卒業に必要な
単位以外の単位も高い割合で

。修得されている状況であった

水産流通を巡る情勢の変化
に伴う水産流通経営の情報化
に対応するため、水産流通経
営学科の必修科目「情報シス
テム設計実習」を「流通情報
システム設計実習」に内容を
変更した。

また、独立行政法人整理合
理化計画に基づき、平成２０
年度から水産情報経営学科を
水産流通経営学科に改組した
ことにあわせ 「水産物流通加、
工ビジネス論 「水産地域振」、

」、「 」、興計画学 水産企業会計学
「水産貿易論 「水産物ロジ」、
スティック・システム論」及
び「水産物市場構造論」を新
設するなど、水産流通関連科
目の充実・強化を図った。

イ 乗船実習等の実地体験型 イ 乗船実習等の実地体験型
教育を充実させる。 教育を充実するため、以下

水産業・水産学の特徴に を実施する。
かんがみ、実習等の実地体
験教育を通じ 海や水産物 （ア）実習等の実地体験教育 慣海性を養うための水泳の、 、
魚食に慣れ親しむための導 を通じ、海や水産物、魚 個人指導及び魚食に慣れ親し
入教育を強化する。 食に慣れ親しむための導 むために、水産物を取り扱う

また、漁業、船舶運航、 入教育を強化 産地市場や水産物の加工場な
舶用機関、海洋環境、つく どの水産関連施設の見学を積
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り育てる漁業、資源管理、 極的に実施するとともに、魚
漁業取締、資源の有効利用 市場において新鮮な魚の調理
等について、練習船、実験 方法の実習を行うなど、実地
実習場での実習、情報化時 体験型教育の充実を図った。

、 、代に対応した実習、現地調 これらの取組により 海洋
査等を重点的に実施する。 （イ）練習船、実験実習場で 水産物、船、魚食といった水

さらに、グローバル産業 の実習、情報化時代に対 産業の持つ幅広い分野に対す
である水産業の特徴を踏ま 応した実習、現地調査等 る関心や意識を深めるための
え、練習船耕洋丸及び天鷹 の体験型実習を実施 導入教育の強化を図るととも
丸により、公海域等での漁 に、さまざまな体験を通して
業実習、水産資源調査・海 学生間の協調性等を養った。
洋調査、国際共同調査等を
通じ、国際的視野での水産 引き続き全学科で練習船耕
資源管理・利用教育を実施 洋丸又は天鷹丸による乗船実
する。 習を必修科目として行い「乗

船」を体験させるとともに、
、 、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
広い分野の各種の実習を実施
した 【資料１０参照】。

また、実験実習場では、そ
の立地環境・特性を活かして
増養殖や生物の生態系保全、
水域環境に関する実習（生物
生産学科）や沿岸海洋観測等

（ ）（ウ）練習船耕洋丸及び天鷹 に係る実習 海洋機械工学科
丸による公海域等での漁 を実施したほか、マルチメデ
業実習、水産資源調査・ ィアネットワークセンターに
海洋調査、国際共同調査 おいて情報システムに係る実

。【 】等を実施 習等を行った 資料１１参照
さらに、地域・産業界との

連携の下、漁業協同組合、水
、 、 、産市場 水産加工場 造船所

栽培漁業センターなどの水産
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。

これらの取組により、水産
現場の実態や 新の情報に直
に接し、それぞれの施設の役
割や機能、水産業・漁村の情
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勢・動向等について理解を深
めるとともに、社会人として

、の責任感・協調性が養成され
将来の職業選択上も大いに役
立たせることができた。

練習船の漁業実習として、
イカ釣り漁業、曳縄漁業、ト
ロール漁業及びまぐろ延縄漁

、 、業を行うとともに 海洋観測
漁獲物測定及び漁獲物処理並
びに得られたデータの集計・
解析等の実習を行った。

また、海洋調査では、漁業
環境の調査（一般海洋調査、
気象観測、水温・塩分・容存
酸素量の測定、計量魚群探知

、 ）機観測 比重の鉛直分布調査
及び稚仔魚などの採集、大型
クラゲ目視調査等の生物調査
並びに観測衛星による表面海
水温の調査などを行い、これ
らを通じて、調査方法及び得
られたデータの解析手法等の
習得を図った。

、 、さらに 国際共同調査では
練習船天鷹丸による遠洋航海
実習の一環として、南シナ海
の海域において、平成２０年
５月２４日から５月２９日の
間、ＳＥＡＦＤＥＣ、タイ王
国水産局と共同で浮魚資源を
対象とした音響資源調査、ト
ロール操業調査及び海洋観測
を行うとともに、平成２０年
１１月７日から１１月１７日
の間、耕洋丸を活用してＳＥ
ＡＦＤＥＣ、ベトナム社会主
義共和国海洋水産研究所と共
同で、南シナ海の海域におけ
る浮魚資源を対象とした音響
資源調査、トロール操業調査
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及び海洋観測を行ったほか、
近年大きな漁業被害をもたら
している日本海における大型
クラゲについて、水産庁、独
立行政法人水産総合研究セン
ター等と連携した日中韓大型
クラゲ国際共同調査も実施し
た。

これらの取組により、漁獲
物の生息実態、漁場環境の現
状と漁獲の関係及び漁場が成
立するための海洋環境条件な
どについての理解を深めると
ともに、国際的な視点に立っ
た水産資源管理・利用のあり
方等について、体験を通して
習得させることができた。

ウ 水産行政、水産業及び消 ウ 水産行政、水産業及び消
費者のニーズ等 新の動向 費者のニーズ等 新の動向
を的確に反映した教育を強 を的確に反映した教育を強
化する。 化するため、以下を実施す

特に、水産庁をはじめと る。
する水産行政機関、独立行
政法人水産総合研究センタ （ア）水産行政機関、独立行 水産行政、水産業等の 新
ー等の試験研究・調査・技 政法人水産総合研究セン の動向を的確に教育内容に反
術開発機関、水産団体・企 ター等の試験研究・調査 映させるため、前年度に引き
業等の幹部・担当責任者等 ・技術開発機関、水産団 続き、その導入教育として全
による講義等を体系的に実 体・企業等の幹部・担当 学科の１年次生を対象とする
施する。 責任者等による講義等の 「水産学概論」を開講すると

さらに、これらの機関・ 体系的実施 水産学概論 ともに、全学科の３年次生を（ 、
企業等で学生が実際に職場 水産特論、特別講義等） 対象とする「水産特論」を必
経験をすることは、水産業 修化し新水産基本計画の内容
に貢献できる人材の育成に に沿って水産庁幹部等による
おいて極めて効果的である 講義を９回行ったほか、独立
ことから、インターンシッ 行政法人水産総合研究センタ
プの適切かつ積極的な実施 ー等の試験研究機関、漁業協

、 、を図る。 同組合 水産流通・販売業者
水産物を扱う飲食業、造船業
などの水産・船舶関連企業の
幹部・担当責任者による特別

（イ）行政機関、企業等にお 講義等を実施した。
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けるインターンシップの これらの講義等を体系的に
実施 実施することにより、水産行

政、水産業に係る 新の情勢
・動向、 先端の技術情報及
び消費者ニーズの動向、産業
界が求める人材等についての
理解を促進するとともに、就
職先ともなる民間企業等の話
を聞くことにより水産業を担
う人材としての意識の醸成が
図られた。

前年度に３年次生について
インターンシップの単位化を
行ったが、専攻科に進学する
学生が４年次にインターンシ
ップを行う状況であることを

（ウ）水産行政、水産業及び 踏まえ、平成２０年度は４年
消費者のニーズに対応す 次生についてもインターンシ
る教育（資源管理、漁業 ップを単位化し、学生のイン

。取締、食の安全・安心、 ターンシップ参加を促進した
沿岸環境等） その結果、平成２０年度は

水産庁本庁へ５名、水産庁瀬
、戸内海漁業調整事務所へ１名

水産庁九州漁業調整事務所へ
１名のほか、独立行政法人水
産総合研究センター（平成２
０年度から正式に受入機関に
追加 、独立行政法人海洋研究）

、 、 、開発機構 市役所 市の機関
水産関連企業等で計４４名の
学生がインターンシップを実
施した 【資料１２参照】。

水産庁関係機関でインター
ンシップを行った計７名につ
いては、インターンシップ報
告書を提出させるとともに、
学内公開のインターンシップ
報告会（平成２０年１１月）
を開催することにより、高い
就業意識を養い、あわせて水
産行政等の 新動向の習得を
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図った。

新の水産物流通の現状、
、消費者ニーズを理解するため

「水産経済・流通調査 （水産」
流通経営学科）の中で水産物
の生産・流通・販売の現場等
に出向いて責任者による現場

、に即した講義等を行ったほか
海洋生産管理学科及び海洋機
械工学科では「海洋生産実習
Ⅰ・Ⅱ 「特別講演」等の中」、
で、試験研究機関の担当責任
者による水産資源管理に係る
講義や国・県の幹部等による
漁業調整・漁業取締りについ
ての講義を行うなど現場感覚
・実体験を重視した教育を行
った。

また、水産食品開発及び食
の安全・安心等について理解
を深めるため、水産加工業者
・水産流通業者の担当責任者
等による講義等を行う「魚餐
の科学と文化 （食品科学科）」
では他学科の学生の積極的な
履修も指導し 「資源育成管理、

」（ ） 、学実習 生物生産学科 では
試験研究機関、展示教育機関
等の見学と漁業の現状、水産
行政に密着した試験研究活動
等についての 新の情報を取
り入れた講義等を体系的に組
み合わせて実施した。

、 、これらを通して 水産行政
水産業及び消費者ニーズを肌
で感じるとともに、 新の情
勢・動向についての理解を深
めるよう努めた。

エ 高等教育に求められる教 エ 教養教育及び専門基礎教 入学生の共通教育科目に係
、養教育及び専門基礎教育に 育を効果的・効率的に実施 る基礎学力の向上を図るため
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、 、ついては、幅広い知識の教 する。 １年次生を対象に数学 物理
授及び基礎学力等の一層の 特に、教養教育（共通教 化学、生物に重点をおいた水
向上に努める。また、必要 育科目）におけるリメディ 産数理科学セミナー、英語力
な場合には水産専門教育と アル教育、専門基礎教育に の向上のための英語セミナー
の関連づけを意識しつつ、 おける補習授業等の充実を を開講し、学力に応じたクラ
効果的・効率的に実施する 図る。また、実用英語教育 ス分け等を行った上で、高校。

なお、特に、実用英語教 を充実する。 教育の補習的な授業内容のリ
育の充実を図る。 メディアル教育を効果的・効

率的に実施した。
また、それぞれの学科にお

いて、自学科専門科目に必要
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 【資。
料１３参照】

実用英語教育については、
「英語」の８単位を１年次４
単位（読解２単位、文法１単
位・作文１単位 、２年次２単）
位（読解１単位、ＴＯＥＩＣ
１単位 、３年次２単位（読解）
１単位、英会話１単位）に効
果的に振り分け、英語教育の
充実を図るとともに、特に、
実用英語教育を充実させるた
め「航海英会話」を開講した
ほか、各学科のセミナー・卒
業論文研究時における英語輪
読、上級海技士試験における
英語の個人指導、就職希望者
に対するＳＰＩ学習、ＪＩＣ
Ａ（独立行政法人国際協力機
構）の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。

オ カリキュラムの作成は、 オ 大学校の独自性や育成す 共通基礎科目を１年次前期
大学校全体及び学科として べき人材像等を意識した効 から２年次前期に配当し、各
育成すべき人材像を強く意 果的・効率的な科目編成と 学科の専門科目についても低
識して行うものとする。入 適切なシラバスの作成を行 学年に専門基礎科目を、その
学から卒業までを通じた教 う。 後段階を追って高度な専門教
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育の一貫性や基礎的・基盤 育科目を開講するようカリキ
的教育から高度な専門教育 ュラムを編成した。
までのステップアップ、座 また、本校の独自性や育成
学と乗船等の現場体験型実 すべき人物像を念頭に、座学
習とのリンク等に留意した と実験・実習等を効果的・効
効果的・効率的な科目編成 率的に配置した「らせん型教
と教育内容の充実に努め 育」を実施するとともに、特
る。 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
編成した。

シラバスに関しては、ＦＤ
対応委員会において、大学基
準協会の見本マニュアルを本
校版に改訂した「シラバス記
入要領」を平成２０年度版と
してリニューアルするととも
に、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、各学科長、ＦＤ対
応委員会委員及び科目担当教
育職員で再度点検するととも
に、ＪＡＢＥＥからの意見等
も参考にして平成２１年度版
のシラバスを作成した。

なお、ＪＡＢＥＥの審査結
果においても、点検項目「学
習・教育目標は、プログラム
の伝統、資源及び卒業生の活
動分野等を考慮し、また、社
会の要求や学生の要望にも配
慮したものであること」及び
「学生にプログラムの学習・
教育目標を達成させるように
カリキュラムが設計され、各
科目とプログラムの学習・教
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育目標との対応関係が明確に
」 、示されていること について

認定基準に対する「適合の度
合い」は４段階のうち も高
い「Ａ （認定基準を満たして」

） 。いる との判定を受けている

カ 教育職員自らの研究成果 カ 教育の質的向上を図るた
も含め、内外の 新の研究 め、以下を実施する。
・技術開発情報及び演習、
チュートリアル教育等問題 （ア） 新の研究・技術開発 水産物の生産・加工・流通
解決型の教育手法を積極的 情報の教育への導入 ・消費の動向変化、水産企業
に導入する。さらに、学内 経営における情報管理、 新
への授業公開、学生による 鋭の機器を用いた水産音響技
授業評価等のＦＤ等の取組 術による水産資源調査法と地
を行う。その結果を教育方 理情報システムの統合化、選
法等の改善へ活用するとと 択性漁具の評価、水素燃料エ
もに学生の教育環境の改善 ンジン搭載の次世代型小型漁
を図り、これらにより教育 船開発、潤滑油の環境影響、
の質的向上に努める。 漁船機関から排出されるＰＭ

の低減化、画像処理技術によ
る鮮魚の熟練的品質評価、無
菌魚肉の市場流通化、機能性

、 、魚醤油の製品化 藻場の再生
（イ）演習、チュートリアル 安価で効率的な水産増養殖技

教育等問題解決型の教育 術及び魚介類の免疫関連細胞
手法の積極的導入・実施 の機能活性など、各学科にお

いて実施している教育対応研
究の背景や意義、研究成果と

、しての新しい知見はもとより
関連する 新の文献や研究・
技術開発情報を積極的に教育
に導入し、教育の質の向上を
図った。

（ウ）教育職員が授業内容・
方法を改善するための組 Ｗｅｂ上でのネット取引の
織的な取り組み（ファカ 疑似体験、実際の水産企業の
ルティ・ディベロップメ 財務諸表を用いた企業経営分
ント（ＦＤ ）を実施す 析・診断、資源評価と管理の）
る（学内への授業公開、 実例を課題とした資源管理手
学生による授業評価等 。 法の応用、ものづくり実習と）
さらに、支援部門の業務 してのホバークラフト製作、
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の質の向上を目的とする マグロ油漬け缶詰製造工程で
取り組み（スタッフ・デ のＨＡＣＣＰプラン作成及び
ィベロップメント（Ｓ 干潟・藻場のフィールド調査
Ｄ ）を行う（学生によ 結果に基づく保存管理手法の）
る、サービスの評価等 。 構築などを課題として、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
型教育を行い、豊かな創造性
と水産現場での問題解決能力
を養った。

引き続き学生による授業評
（エ）学生の教育環境の改善 価 教育職員間の授業参観 公、 （

） 、開授業 を実施するとともに
ＦＤ対応委員会においてシラ
バスや授業評価等をテーマと
した会議・勉強会を５回開催
した。特に、授業の改善点な

、 、どについては 黒板の使い方
進行速度、配付資料の内容、
音声・言葉遣いといった細部
にわたって、意見交換・検討
を行い、その結果を授業内容
・授業方法の改善に適切に役
立てた。

（オ）ＪＡＢＥＥ（日本技術 また、ＦＤの一層の推進を
者教育認定機構）教育に 図るため、山口県で開催され
関する取り組みを行う。 たＦＤ講習会に教職員を派遣

し、他大学のＦＤに関する取
組についての情報収集等に努
めた。

ＳＤの一環として、研修会
等に教職員を積極的に参加さ
せて資質の向上を図るととも
に、引き続き学生専用の意見
箱を設置し、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、ＪＡＢＥＥの審査結
果においても、点検項目「教
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員の質的向上を図る仕組みが
あり、それに関する活動が実

」 、施されていること について
認定基準に対する「適合の度
合い」は４段階のうち も高
い「Ａ （認定基準を満たして」

） 。いる との判定を受けている

本校の教育の核となる施設
として前年度に新講義棟（平
成２０年３月竣工 を整備 更） （
新）し、 新の充実した設備
・機器を用いて、学生の教育
を行うとともに、新設した就
職支援室を活用して学生の就
職支援を行った。

また、海技士資格の取得及
び水産系海技士に求められる
技術の習得に必要な蒸気原動
機サイクル実験設備、電気推
進システム実験装置などの実
験・実習設備を備え、ＱＳＳ
（ ）船員教育資質基準システム
にも対応した教育研究施設と
して、舶用機械総合実験棟の
建て替え工事に着手（平成２

） 、１年度までの２ヵ年事業 し
教育環境の改善を図った。

本科の教育課程に関するＪ
ＡＢＥＥの審査に向けて、教
育職員と事務職員が協力して
全学を上げて準備を行った結
果、ＪＡＢＥＥから日本技術
者教育認定基準に適合してい
るとして「認定」を受け、本
校の教育の質が技術者養成教
育としても「満足すべきレベ

」 。ル にあることが認知された
特に、結果審査において、

「 、点検項目 学習・教育目標は
プログラムの伝統、資源及び
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、卒業生の活動分野等を考慮し
また、社会の要求や学生の要
望にも配慮したものであるこ
と 「学生にプログラムの学」、
習・教育目標を達成させるよ

、うにカリキュラムが設計され
各科目とプログラムの学習・
教育目標との対応関係が明確
に示されていること 「授業」、
等での学生の理解を助け、勉
学意欲を増進し、学生の要望
にも対応できるシステムがあ
り、それに関する活動が実施
されていること」及び「教員
の質的向上を図る仕組みがあ
り、それに関する活動が実施
されていること」などについ
て、認定基準に対する「適合
の度合い」は４段階のうち
も高い「Ａ （認定基準を満た」
している）との判定を受けて
いる。

キ 意欲ある学生の確保及び キ 意欲ある学生の確保及び 教授クラスの教育職員等に
学生定員の充足を図る。少 学生定員の充足を図るため よる高校訪問（約２００校に、
子化時代に対応して、定員 学生の応募状況、入学後の 拡大 、オープンキャンパス及）
の安定確保に留意しつつ、 教育の実施状況等の評価を びそのＰＲの強化（テレビス
学生の応募状況、入学後の 行うとともに、それを踏ま ポット放映に加え、新聞各紙
教育の実施状況等を踏まえ え、推薦入試・一般入試制 等への掲載）のほか、大手出、
必要に応じて推薦入試、一 度の点検等を行う。 版会社が運営する大学受験サ
般入試等の改善を図る。 イトでの情報発信に新たに取

り組むなど、本校の積極的な
ＰＲに努めるとともに、水産
高校生の受入実習 ＳＳＨ ス、 （
ーパーサイエンスハイスクー
ル）への協力、職場体験学習
の受入といった中高生対象の
取組にも積極的に対応した。

また、情報発信力の強化の
一環として、高校生向けＰＲ
用のＤＶＤを作成した。

あわせて、入試制度につい
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て、水産業の後継者等を目指
す者を対象とした推薦入試制
度の拡充（全学科において実
施 、福岡試験会場の増設など）
の見直しを行った。

これらの取組の結果、平成
２１年度入試（注：平成２０
年度中に実施）における募集
定員に対する倍率は、３．４
倍と前年度（２．８倍）を上
回り、改善が図られた。

学生定員７４０名に対する
在学生数は、８７２名（平成
２０年５月１日現在）で、充
足率は１１８％（前年度１１
１％）であり、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確保す
ることができた 【資料１４、。
資料１５、資料１６、資料１
７参照】

ク クラス担当による指導、 ク 学生の修学指導として、 引き続きクラス担当制を維
修学状況の父母等への開示 クラス担当による指導、修 持し、入学から卒業までの４
等を通じて学生の修学指導 学状況の父母等への開示等 年間について一貫した学生を
を実施する。 を行う。 指導する体制をつくるととも

また、研究科生等による また、研究科生によるテ に、クラス担当教育職員と学
ティーチング・アシスタン ィーチング・アシスタント 科長、一般職員が連携し、一
ト制度導入等、必要な教育 を活用する。 体となって就学、進路、就職
態勢の充実を図る。 及び生活にわたる指導等を行

った。
また、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の就学指
導を効果的に実施した。

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
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スタント（ＴＡ）制度を適切
に運用し、水産学研究科に在
学する学生４名（前年度１４
名）をＴＡとして活用した。

（２）専攻科 （２）専攻科 （２）専攻科
、専攻科では、船舶運航及 専攻科（船舶運航課程・舶 水産業を担う船舶運航技術

び舶用機関に関する精深な 用機関課程）では、船舶運航 漁業生産管理技術、舶用機関
専門知識と高度の専門技術 及び舶用機関に関する精深な 技術、水産機械関連技術等を
についての教育を行い、上 専門知識と高度の専門技術に 兼ね備えた、水産系の海技士
級海技士の資格とともに水 ついての教育を行い、上級海 として活躍できる人材を育成
産業を担う船舶運航技術、 技士の資格とともに水産業を するため、以下を実施する。
漁業生産管理技術、舶用機 担う船舶運航技術、漁業生産
関技術、水産機械関連技術 管理技術、舶用機関技術、水 ア 船舶運航及び舶用機関に 学科の教育職員、練習船の
等を兼ね備えた、水産系の 産機械関連技術等を兼ね備え 関する精深な専門知識と高 海事教育職員、特任教員等が
海技士として活躍できる人 た、水産系の海技士として活 度の専門技術についての教 連携して、本科・専攻科５年

（ ）材を育成する。 躍できる人材を育成する。 育を行う。この場合、ほぼ 間一貫教育として座学 講義
（ ）その際、ほぼすべての学 その際、ほぼすべての学生 すべての学生が三級海技士 と練習船における実務 実習

生が三級海技士試験等に合 が三級海技士試験等に合格す 試験等に合格するよう努め を通した教育を体系的に実施
格するよう努めるととも るよう努めるとともに、二級 るとともに、二級海技士免 するとともに、演習室・実験
に、二級海技士免許筆記試 海技士免許筆記試験の合格率 許筆記試験の合格率８０％ 室等の開放による自学自習の
験の合格率８０％を目指す ８０％を目指すものとする。 を目指す。 促進と個別指導、三級海技士
ものとする。 意欲ある学生の確保及び学 口述試験対策及び上級海技士

意欲ある学生の確保及び 生定員の充足を図るため、本 免許筆記試験対策を行った。
学生定員の充足を図るた 科関連学科への入学段階より 特に、在学中に上級の一級海、
め、本科において、必要な 必要な教育及び学生の指導に 技士免許筆記試験に合格する
教育・指導に努めるととも 努めるとともに、本科推薦入 よう指導を行い受験を促進し
に、推薦入試制度等の点検 試制度等の点検・所要の充実 た。
・所要の充実を図る また を図る。また、社会経済情勢 平成２０年度の専攻科修了。 、
社会経済情勢や人材需要の や人材需要の見通しを踏まえ 生の海技士免許取得及び試験、
見通しを踏まえ、定員を縮 １９年度専攻科生より、定員 の合格実績は、以下のとおり
小する方向で適切な規模に を縮小する方向で適切な規模 であり、全修了生の三級海技
見直すものとする。 に見直すものとする。 士免許取得率は８９％（３名

さらに、中期目標期間に さらに、中期目標期間にお 未受験のため合格率は９７
おける定員充足状況、他の ける定員充足状況、他の大学 ％ 、二級海技士免許筆記試験）
大学の特設専攻科における の特設専攻科における定員充 合格率は８７％であった 【資。
定員充足状況等水産業にお 足状況等水産業における海技 イ 取締関連法規、実用外国 料１８参照】
ける海技免許取得ニーズの 免許取得ニーズの動向及び大 語等の漁業取締教育の充実 ○三級海技士（航海 ；取得率）
動向及び大学等他の機関と 学等他の機関との役割分担等 を図る。 ８８．２％（口述試験合 格
の役割分担等を踏まえ、抜 を踏まえ、抜本的見直しにつ 率９３．８％、修了生のうち
本的見直しについて検討す いて検討し、その結果を取り １名は自己の都合で受 験せ
る。 まとめるものとする。 ず）
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○三級海技士（機関 ；取得率）
９０％（口述試験合格率 １
００％、修了生のうち２名は
自己の都合で受験せず）
○二級海技士（航海）筆記試
験合格率；９３．８％

ウ 本科関連学科への入学段 ○二級海技士（機関）筆記試
階より、必要な教育及び学 験合格率；８０．０％
生の指導を行う。また、本 なお、さらに上級の１級海
科推薦入試制度等の点検を 技士免許筆記試験にも９名 航（
行い、必要に応じ改善を図 海；５名、機関；４名）が合
る。 格した。

練習船船長（漁業監督官・
司法警察員経験者）等による
実習航海中の講義と実見（実
習）を実施するとともに、水
産庁九州漁業調整事務所漁業
監督課長、山口県農林水産部
水産振興課企画監、日本水産
株式会社海洋事業推進室長及
び海上保安大学校教授による
特別講演を行い、専攻科生に
漁業取締の重要性や実態を認
識させるなど、漁業取締り関
連教育の充実を図った。

、 、 、また 航海英語 機関英語
機関英会話及び我が国の排他
的経済水域で操業実績のある
韓国漁船を念頭においた実用
韓国語を必修科目とし、漁業
取締実務等に必要な生きた外
国語の習得を図った。

本科関連学科への入学段階
より、学科の教育職員と練習

、船の海事教育職員が連携して
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・指導するととも
に、水産関連海運会社等の見
学及び説明会への参加を指導
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エ 中期目標期間における定 して水産関連業界の実状を把
員充足状況、他の大学の特 握させるなど、学生への指導
設専攻科における定員充足 を徹底して行った。
状況等水産業における海技 また、上級筆記試験合格の
免許取得ニーズの動向及び ための個人指導等の充実及び
大学等他の機関との役割分 一級海技士免許筆記試験合格

、担等について情報の収集・ 者に対する表彰制度を導入し
整備及び検討を行う。 学生にとって魅力ある専攻科

づくりに努めた。
これらの取組により、平成

２０年度の専攻科における定
員の充足率は７４％（船舶運
航課程１７名、舶用機関課程
２０名）となった。

海技士の資格取得を目指す
者を対象とした本科推薦入試
制度（Ｃ制度）は、着実に成
果が表れつつあり意欲ある学
生の確保（一般入試入学者と
単位取得状況において差はな
い状況）に繋がっているだけ
でなく、当該制度で入学した
者と一緒に就学することで、
他の学生の中にも海技士を目
指す意欲が醸成されるなどの
効果が現れてきている。

なお、平成２１年度専攻科
進学者は５３名（船舶運航課
程２５名、舶用機関課程２８
名）と定員を充足しており、
また、平成２２年度専攻科進
学見込み者（平成２０年度３
年次生）への意識調査でも定
員数を上回る者が専攻科への
進学を希望している状況であ
り、特に、平成２２年度以降
は海技士の資格取得を目指す
者を対象とした本科推薦入試
の入学者が順次専攻科に進学
することから、専攻科定員数
の確保についての見通しが付
けられる状況にまで改善が図
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られてきている 【資料１９、。
資料２０、資料２１参照】

また、海洋基本計画（平成
２０年３月閣議決定）におい
て「日本人外航船員の数を１
０年間で１．５倍に増加させ
るための取組を促す」ことが
明記され、国、業界をあげて
そのための取組が始まったこ
とから、今後、本校の専攻科
生に対する求人は堅調に推移
することが見込まれる。

「専攻科教育に係る教育研
究費」及び「専攻科における
漁業取締教育の充実費」を充
当し、他大学の専攻科教育に
関して情報収集を行った。

また、学力の高い学生確保
のため、高校を訪問し進路指
導教員から情報収集を行うと
ともに、海技士免許取得者ニ

、ーズの動向情報の収集のため
関連企業等を訪問し人事担当
者から情報収集を行った。

これらの収集した情報や前
述のような学生充足及び求人
動向、これまでの検討内容を
踏まえ、業務改革推進本部専
攻科部会において、専攻科教
育の充実・強化のための方策
について検討を行った。

（３）水産学研究科 （３）水産学研究科 （３）水産学研究科
水産学研究科では、本科 水産学研究科では、本科又 高度な技術指導や企画・開

又は大学で身に付けた水産 は大学で身に付けた水産に関 発業務、特に、現場の問題解
、 、 、 、に関する専門知識と技術を する専門知識と技術を基盤に 決 水産施策 研究等の企画

基盤に、さらに専門性の高 さらに専門性の高い知識と研 遂行、取りまとめ等に係る高
い知識と研究手法に関する 究手法に関する教育・研究を 度な能力を修得させるため、
教育・研究を行い、水産業 行い、高度な技術指導や企画 以下を行う。
・水産行政・調査研究等に ・開発業務で活躍できる人材
おいて、高度な技術指導や を育成する。 ア 水産経営分野の新設等、 平成２０年度は、研究指導
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企画・開発業務で活躍でき 特に、水産業・水産行政・ 専門分野や担当教員の充実 教員２３名（前年度２４名 、）
る人材を育成する。 調査研究等で求められる現場 による教育研究態勢の整備 講義担当教員３３名（前年度

での問題解決、水産施策、研 ２６名）の計５６名（前年度
究等の企画、遂行、取りまと ５０名）体制に強化するとと
め等に係る高度な能力を修得 もに、引き続き研究指導教員
させることに努める。 を中心にその分野内の教員が

また、水産経営等の専門分 連携を図って学生指導を行う
野の充実を図り、これらも併 複数指導体制を取り、水産学
せ、大学校の教育研究活動に 研究科での教育研究の充実を
おいて、より中核的な役割を イ 研究論文発表会における 図った 【資料２２参照】。
担うよう所要の教育研究態勢 発表方法等の改善、学会誌 また、平成２０年度の学生
の整備を図る。 等への修士論文発表の推進 数は、定員２０名に対して３

なお、修士の学位授与のた ３名（水産技術管理学専攻９
めの大学評価・学位授与機構 名、水産管理利用学専攻２４

） 、 。による教育課程の認定を受け 名 であり 定員を充足した
る。 【資料２３参照】

特別実験に係るＦＤ及び研
究科に係る学内競争的資金の
選定も兼ねて、研究科生の修
士論文発表会と同一型式で教

、育職員による発表会を開催し
、研究論文発表会での発表方法

質疑応答の様子等を経験を通
して学習させた。また、修士
論文発表会には、研究科１年
次生全員を参加させ、発表方

ウ 研究科生によるリサーチ 法等を学習させた。
、アシスタントの活用 研究成果の公表については

学会誌等への論文発表７件 前（
年度１６件 、口頭発表４４件）
（前年度３９件）の計５１件
（前年度５５件）を行った。

平成１９年度研究科修了生
エ 独立行政法人水産総合研 については、平成１９年度内

究センター等との連携の検 の論文審査を希望した５名 平（
討 成２０年３月）に加え、平成

２０年８月に１１名の修了者
に対し独立行政法人大学評価
・学位授与機構から修士（水
産学）の学位が授与されたこ
とにより、修了生全員が修士
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の学位を取得した。また、平
成２０年度研究科修了生のう
ち年度内審査を希望した５名
全員に対し、平成２１年３月
に同じく修士（水産学）の学

オ ＦＤの実施、シラバスの 位が授与された 【資料２４参。
整備 照】

平成１８年度に制定した リ「
」サーチアシスタント取扱規程

、 （ ）に基づき ８名 前年度１名
の研究科生をリサーチアシス
タントとして活用したほか、
受託研究費等を基に延べ２１
名の研究科生を雇用（契約職
員）して、研究科生の活用を
図るとともに、学生の能力・
資質の向上に努めた。

外部機関との共同研究の一
環として、独立行政法人水産
総合研究センターの受託事業
８件、また、同センターへの
委託事業１件を行い、当該事
業に研究科生を携わらせるこ
とにより、大学での研究だけ

、では身につけることが難しい
水産現場における問題解決能
力を養い、水産施策との関わ
りを学ばせた。

独立行政法人水産総合研究
センター中央水産研究所の主
催により、ノルウェーで開催
された「ノルウェーとの研究

」協力のためのワークショップ
において、同じ分野で研究を
進めるノルウェー研究者と本
校研究科生との交換留学が提
案され、引き続き協議・調整
を行うこととした。

特別実験に係るＦＤの一環
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として、研究科生の修士論文
発表会と同一型式で、教育職
員による発表会を開催した。

同発表会には、すべての研
究科生を参加させ、発表会終
了後に学生から提出された感
想文（意見・要望）の内容を
研究科担当教育職員に周知し
て、特別実験の進め方の改善
に役立てた。

また、平成２０年度に新設
された水産技術管理学専攻の
７科目を含め、すべてのシラ

、バスを本科様式に統一化して
より学生に分かりやすい形に
改善するとともに、本校のホ
ームページでもこれを公開し
た。

２ 水産に関する学理及び技 ２ 水産に関する学理及び技術 ２ 水産に関する学理及び技術 ・数値目標（公募または Ａ
、 ）術の研究 の研究 の研究 依頼に基づく調査 研究

高等教育機関として、研究 も十分達成しており順調
は、教育と一体かつ双方向で に進捗していて評価でき
実施すべき業務であり 「水 る。、
産業を担う人材を育成する」 ・全体として業務の進捗状
教育にとって重要な役割を担 況は順調と判断できた。
うものとして積極的に実施す ・学科や科目に対応した並
る。 列的な配置になっているよ

うだが、教育対応研究のな
（１）教育対応研究 （１）教育対応研究 （１）教育対応研究 かにも、社会的要請や教育

水産に関する学理及び技 水産に関する学理及び技術 水産に関する学理及び技術 上の必要性から、優先順位
術の教育に資する研究を推 の教育に資するよう、以下の の教育に資するよう、以下の の設定が必要と思われる。
進する。 研究を推進する。 研究を実施する。 ・現在の水産教育研究、

海洋関係の教育研究に求
ア 水産流通経営に関する研 ア 水産流通経営に関する研 水産流通経営学科において められているのは、分野、
究（水産流通経営学科） 究（水産流通経営学科） 水産流通経営に関する研究と 横断的な総合的な研究で

して （ア）水産学を学ぶため あろう。そうした教育科、
の基礎教育に関する研究 イ 目の設定をはかるととも、（ ）
水産経営管理に関する研究、 に、研究分野でも是非取
（ウ）水産流通情報システム り組んで欲しい。
に関する研究の３件の中課題 ・教育対応研究、行政・産
の下に１３件の小課題を置き 業対応研究のいずれも一定、
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教育職員１３名が研究に取組 の成果を挙げていて、評価
（ア）水産学を学ぶための基 んだ。研究成果として、論文 できる。

礎教育に関する研究 １９件、著書７件、口頭発表 ・ 学内競争的資金」がど「
１３件、報告書１０件を公表 の程度の規模で実施されて
するとともに、その成果を教 いるか、資料からは明確で
育にも反映した。 はないが、

教員の研究に対するインセ
社会文化講座において、以 ンティブを高めるために、

下の小課題４件の研究に取組 また、大学として特色ある
んだ 【資料２５、資料２６参 研究をさらに発展させるた。
照】 め、今後、予算の充実を考
①トーマス・マン文学を中心 えても良い。また、配分に

（イ）水産経営管理に関する とした２０世紀前半の精神史 当たっては公平で明確な基
研究 の研究 準の策定が必要と考える。

②相対性価値観の拮抗という
観点からの現代イギリス小説
研究
③戦後日本におけるスポーツ
用品業界の戦後復興過程に関
する研究
④明治初期から太平洋戦争に
至る期間における、日米の民
間レベルにおける交流に関す

（ウ）水産流通情報システム る研究
に関する研究

経営管理講座において、以
下の小課題５件の研究に取組
んだ 【資料２５、資料２６参。
照】
①水産企業における経営情報
の統合化に関する管理手法の
研究～そのⅠ～
②漁業における新しい経営組

イ 海洋生産管理に関する研 イ 海洋生産管理に関する研 織の構築に関する研究
究（海洋生産管理学科） 究（海洋生産管理学科） ③海洋資源に関する国際関係

論についての研究
④水産基本法下の漁業就業者
の現状分析及び政策課題研究
⑤漁村就業構造の変容過程と
新規着業条件の地域的要因の
解明



- 40 -

流通情報講座において、以
（ア）水産資源の持続的生産 下の小課題４件の研究に取組

と利用に関する研究 んだ 【資料２５、資料２６参。
照】
①ｗｅｂやデーターベースを
中心とした水産情報知識ベー
スの構築に関する研究
②水産物の生産加工流通消費
の変化と地域のあり方に関す
る研究
③水産経営にかかわる統計手
法の開発と統計指標の作成
④水産物流通の動態の方向性
の検証と産地の対応に関する
研究

、海洋生産管理学科において
（イ）漁船の安全運航管理に 海洋生産管理に関する研究と

関する研究 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基礎研究
の３件の中課題の下に１９件
の小課題を置き、教育職員１
９名が、他学科の教員の協力
も得て研究に取組んだ。研究
成果として、論文３８件、著
書１件、口頭発表７１件、報

（ウ）水産資源変動および海 告書１６件を公表するととも
況変動に関する研究 に、その成果を教育にも反映

した。

生産システム学講座におい
て、以下の小課題８件の研究
に取組んだ 【資料２５、資料。
２６参照】
①水中音響を利用した水産資
源調査法と地理情報システム
の統合に関する研究
②音響的調査法を用いた多獲

ウ 海洋機械工学に関する研 ウ 海洋機械工学に関する研 性浮魚類の新規加入量推定に
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究（海洋機械工学科） 究（海洋機械工学科） 関する研究
③流れが作用する浮魚礁や増
養殖施設等の保全・開発に関
する研究
④資源調査漁具の運用特性お
よび採集効率に関する研究
⑤選択的漁具の開発および分
離効果の評価手法に関する研

（ア）舶用機械システムに関 究
する研究 ⑥漁具動態計測手法の開発と

魚群行動解析に関する研究
⑦高度回遊性魚類の魚種別漁
獲分布に関する研究
⑧音響機器を活用した魚礁の
蝟集効果の定量的評価法に関
する技術開発

運航システム学講座におい
て、以下の小課題５件の研究

（イ）海洋環境の保全とエネ に取組んだ 【資料２５、資料。
ルギーの有効利用に関す ２６参照】
る研究 ①衛星を利用した漁船等の動

揺測定精度とその応用に関す
る研究
②沿岸海域における海上交通
の観点からの漁船操業及び航
行の安全に関する研究
③沿岸小型漁船の安全性向上
のための船型測定に関する調
査研究

（ウ）海洋機械システムに関 ④漁船労働環境の把握と改善
する研究 策の検討

⑤新規漁業就業者を対象とし
た教育支援プログラムの検討

資源環境計画学講座におい
て、以下の小課題６件の研究
に取組んだ 【資料２５、資料。
２６参照】
①水産資源の動態解明のため
の基礎的研究
②大気海洋相互作用によって
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エ 食品科学に関する研究 食 エ 食品科学に関する研究 食 変化する海洋構造が生物分布（ （
品科学科） 品科学科） ・資源量変動に及ぼす影響の

事例解析
③水産資源の動態解析と資源
管理方策
④水産資源変動に及ぼすマイ
クロネクトンの影響の把握⑤
対馬海峡を通過する物質フラ
ックスとその変動が日本海山

（ア）水産食品の安全に関す 陰沖漁場に与える影響
る研究 ⑥日本海周辺海域における海

洋環境変動が生物生産に及ぼ
す影響に関する研究

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

（イ）水産物の機能性解明と 用に関する研究 （ウ）海洋機、
その応用に関する研究 械システムに関する研究の３

件の中課題の下に１４件の小
課題を置き、教育職員１４名
が、他学科の教育職員の協力
も得て研究に取組んだ。研究
成果として、論文１４件、口
頭発表２８件、報告書３件を
公表するとともに、その成果

（ウ）水産資源の加工利用に を教育にも反映した。
関する研究

船用機械システム講座にお
いて、以下の小課題４件の研
究に取組んだ 【資料２５、資。
料２６参照】
①漁船機関から排出される粒

オ 生物生産に関する研究 生 オ 生物生産に関する研究 生 子状物質(ＰＭ)の生成機構解（ （
物生産学科） 物生産学科） 明と低減

②代替冷媒を用いたヒートポ
ンプ・冷凍システムと構成機
器の開発
③連続モニタリングによる漁
船用ディーゼル機関の損傷事
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故防止に関する研究
④漁船及び水産加工現場にお

（ア）資源生物の生理、生態 ける熱エネルギーの有効利用
および生育特性に関する を目的とした水産機械の技術
研究 開発

海洋環境保全システム講座
において、以下の小課題５件

。【 、の研究に取組んだ 資料２５
資料２６参照】
①流体工学的手法を活用した
漁場環境水質浄化装置の開発
②漁具等の強度評価
③沿岸漁場の環境問題として
のマガキの成長シミュレーシ

（イ）資源生物の育成環境に ョン
関する研究 ③水産分野における極低温流

体の冷熱利用に関する研究
④ニューラルネットワークに
よる沿岸漁場環境保全技術の
開発

海洋機械システム講座にお
いて、以下の小課題５件の研
究に取組んだ 【資料２５、資。
料２６参照】

（ウ）水産増養殖技術の高度 ①次世代型小型漁船に求めら
化に関する研究 れる技術開発に関する試験研

究
②水産作業を支援するロボッ
トのモデリングと制御に関す
る研究
③鮮魚の熟練的品質評価の解
析と品質管理システムの確立
に関する研究
④小型漁船用機関の異常診断
技術に関する研究
⑤環境対応型漁船用関連機械
の設計・製作に関する基礎的

カ 水産に関する研究（水産 カ 水産に関する研究（水産 研究
学研究科） 学研究科）

食品科学科において、食品
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、（ ）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

（ア）水産技術管理に関する 研究の３件の中課題の下に１
研究 ３件の小課題を置き、教育職

員１３名が、他学科の教育職
員の協力も得て研究に取組ん
だ。研究成果として、論文１
４件、著書１件、口頭発表６
３件、報告書１９件を公表す
るとともに、その成果を教育
にも反映した。

食品安全学講座において、
以下の小課題５件の研究に取

（イ）水産資源管理利用に関 組んだ 【資料２５、資料２６。
する研究 参照】

①無菌魚肉の製造と熟成に関
する研究
②魚介類における毒性元素の
蓄積とその低減化に関する研
究
③軟体動物由来のインドール
化合物の合成法の開発と生理
活性に関する研究
④薬剤耐性遺伝子の出現動向
調査及び伝達経路解析
⑤環境ホルモン分解特性に関
する研究

食品機能学講座において、
以下の小課題４件の研究に取
組んだ 【資料２５、資料２６。
参照】
①水産脂質の過酸化および分
解物とその制御および応用に
関する研究
②水産物に含まれる機能性成
分の体内動態および作用発現
機序に関する研究
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③水産物のにおいに関する研
究
④海産食品に存在するヒ素等
の親生物元素に係わる研究

食品加工利用学講座におい
て、以下の小課題４件の研究
に取組んだ 【資料２５、資料。
２６参照】
①水産伝統食品や水産加工食
品の機能性の解明
②魚介類の鮮度指標の再評価
③冷凍クジラ肉の解凍硬直防
止技術の開発
④凍結マグロ肉の品質指標の
開発

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
３件の中課題の下に１５件の
小課題を置き、教育職員１５
名が、他学科の教員の協力も
得て研究に取組んだ。研究成
果として、論文３５件、著書
３件、口頭発表６４件、報告

、書２５件を公表するとともに
。その成果を教育にも反映した

資源生物学講座において、
以下の小課題５件の研究に取
組んだ 【資料２５、資料２６。
参照】
①淡水地域特産種の資源増へ
向けた増殖特性の解明と実用
化のための研究
②安価で効率的な水産増殖技
術(ゼロエミッション型)の開
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発
③河川・湖沼における水産対
象種の増殖場の保全と創出に
関する研究
④沿岸性無脊椎動物の生理・
生態学的特性の把握とその増
養殖への活用に関する研究
⑤水産動物の好適増養殖環境
を解明するための呼吸生理学
的研究

資源環境学講座において、
以下の小課題４件の研究に取
組んだ 【資料２５、資料２６。
参照】
①主要プランクトンの大量出
現のメカニズム等に関する研
究
②沿岸漁業資源の生育場とし
ての海岸環境の保全に関する
研究
③藻場の保全を目的とした植
食性動物の過剰食圧の診断及
び緩和手法の実用化のための
研究
④藻場における安定維持構造
の把握と保全・創生に関与す
る環境変動特性の解明に関す
る研究

資源増殖学講座において、
以下の小課題６件の研究に取
組んだ 【資料２５、資料２６。
参照】
①活性化物質によって誘導さ
れる魚介類の免疫機能の解明
②魚介類の免疫細胞制御分子
機構の研究
③魚介類の免疫関連細胞とそ
の機能に関する研究
④集団遺伝学的解析による雑
種、放流種苗、移入種などの
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判別・評価に関する研究
⑤ＤＮＡマーカーに基づく水
産有用魚種の遺伝資源管理お
よび育種への応用に関する研
究
⑥養殖対象種を中心とした魚
介類の生産性に及ぼす摂餌刺
激物質の効果に関する研究

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２件の中課題の下
に１１件の小課題を置き、専
任の教育職員５名と兼任の教
育職員が、本科の教育職員の
協力も得て研究に取組んだ。

、 、研究成果として 論文３３件
著書１件、口頭発表４３件、
報告書９件を公表するととも
に、その成果を教育にも反映
した。

水産技術管理学専攻におい
て、以下の小課題６件の研究
に取組んだ 【資料２５、資料。
２６参照】
①沿岸内湾水域における水質
・底質環境要因と水産生物の
相互作用
②気候変動に伴う海洋内部の
変動とその水産資源への影響
③沿岸海洋環境変動に関わる
データ解析と環境変動過程の
解明
④海洋環境の変動に伴う水産
資源変動の総合的把握
⑤海洋エネルギー利用による
水産資源開発のための研究
⑥水産機械の高性能化のため
の技術開発
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水産資源管理利用学専攻に
おいて、以下の小課題５件の
研究に取組んだ 【資料２５、。
資料２６参照】
①環境ホルモン分解細菌の分
解特性に関する研究
②海産食品に高濃度に存在す
るヒ素に関わる研究
③漁場環境変化に対する生物
センサーとしての増養殖魚介
類の換水運動利用法の確立
④魚介類の遺伝的集団構造の
解明に関する研究
⑤魚介類感染症の診断法と防
除技術の開発

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

ア 水産物の流通及び水産業 ア 水産物の流通及び水産業 水産情報館に蓄積した漁業
の経営管理の高度化並びに の経営管理の高度化並びに 生産、流通及び経営指標等を
水産政策の分析（水産流通 水産政策の分析（水産流通 データベースとして、産業界
経営学科） 経営学科） 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
究等に取組み、データベース
についてはその充実を図ると
ともに、水産情報館の漁業セ
ンサスなどのデータベース検
索ソフトを使った情報検索・
分析手法の研究については、
農林水産省大臣官房統計部及
び水産庁に研究の進み具合等

、 。を適宜報告し 連携を図った
また、当該データベース及

び研究成果を積極的に活用し
て、山口県萩市及び長門市の
水産業振興計画の策定に協力
するとともに、日本海・九州
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西広域漁業調整委員会、山口
県沿岸漁業構造改革推進会議
及び「萩のアマダイ日本一プ
ロジェクト」委員会などの国
・県・民間団体が設置する委

イ 水産資源の調査・解析方 イ 水産資源の調査・解析方 員会等に委員として参加した
法と評価（海洋生産管理学 法と評価（海洋生産管理学 ほか 「うみ・ひと・くらしシ、
科） 科） ンポジウム２００８ｉｎ大分

－地域資源を使った食の提供
」とまわりの人の巻き込み方－

（平成２０年１１月２８日）
の開催や地域漁業学会（平成
２０年１１月７、８日、広島
大学）ミニシンポジウム「山
口県萩市における地域資源の
有効利用と道の駅萩しーまー
と－地域振興と水産業－」に
おける他機関との共同研究の
成果の報告などを通じて、全
国から集まった参加者と研究
成果の交流を図るなど、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、ＧＩＳ

ウ 環境との調和や省人・省 ウ 環境との調和や省人・省 （地理情報システム）技術な
力に着目した水産機械シス 力に着目した水産機械シス どによる）及びハード的な調
テム（海洋機械工学科） テム（海洋機械工学科） 査・解析手法（音響機器、選

択漁具の利用などによる）か
、 、 、ら 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、平成２０年度下関市
沿岸海域魚礁設置適地調査報
告書及び平成２０年度萩市水
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産基盤整備調査委託事業報告
エ 水産食品の安全管理、機 エ 水産食品の安全管理、機 書並びに耕洋丸の３次元海底

能性と有効利用（食品科学 能性と有効利用（食品科学 探査装置を活用して平成２０
科） 科） 年度萩市八里ヶ瀬漁場調査報

告書等の作成に携わるととも
に、瀬戸内海広域漁業調整委
員会、沖合底曳網漁業構造改
革「下関地区プロジェクト」
協議会、山口県海面利用協議
会及び日本遠洋旋網漁業協同
組合地域協議会等の委員会に
委員として参加したほか、下
関市立しものせき水族館「海
響館」でのオープンラボ、地
元ケーブルテレビ局の「いき
いき市民講座」への出演、出
前講座、ＯＦＣＦ（財団法人
海外漁業協力財団）の外国人
研修にも対応し、行政・産業

オ 増養殖技術の高度化と沿 オ 増養殖技術の高度化と沿 への貢献に繋がる研究・情報
岸環境・生態系の保全（生 岸環境・生態系の保全（生 発信等を行った。
物生産学科） 物生産学科）

環境と漁業の調和に資する
ための水素エンジン小型漁船
の開発及び漁船機関から排出
されるＰＭの低減技術と低減
装置の開発、漁業操業等の安
全性の向上に資するための漁
船機関のトラブルの実態解明
などの漁船に関する研究並び
に水産流通過程の省人・省力
化に資するための鮮魚の熟練
的品質評価の解析と自動化及
び振動音響情報を利用した非
破壊型の魚肉品質推定手法の

カ 下関を中心とするフグ産 カ 下関を中心とするフグ産 開発などの水産流通加工に関
業の高度化（学内共通） 業の高度化（学内共通） する研究など、海洋・水産技

術と機械工学との融合分野の
研究に幅広く取り組んだ。

また、平成２０年度船舶排
出大気汚染物質削減技術検討
調査報告書等の作成に携わる
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とともに、山口県沿岸漁業構
造改革推進会議等に委員とし
て参加したほか、地域イノベ
ーション創出２００８ｉｎ山
口への参加、本校の実習施設
を活用した高校生向けの研修
会の開催など、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、平成２０年度新たな
農林水産政策を推進する実用
技術開発事業報告書、平成２
０年度薬剤耐性菌出現動向調
査報告書等、多くの報告書の
作成に携わるとともに、山口
県食品開発推進協議会、食の
安心・安全確保懇談会及び山
口県海物語認定委員会等の委
員会等に委員として参加した
ほか 「海響館」でのオープン、
ラボ、アグリビジネス創出フ
ェア２００８や山口県の新商
品開発促進交流会への参加、
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「水産食品の近未来を支
える技術は、これ！」と題し
たセミナーの開催、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。
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増養殖技術の高度化及び増
養殖現場の環境保全のため、
高輝度ＬＥＤ技術を応用した
藻場創生の基礎研究や磯焼け
の一因である食害対策、逆さ
竹林魚礁や水辺の小わざなど
の沿岸環境と生態系保全に資
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、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 「海響館」でのオープン、
ラボやＳＳＨへの協力、磯焼
け対策や魚道等に関する各種
研修会等への講師派遣、アグ
リビジネス創出フェア２００
８への出展などにも取組み、
行政・産業への貢献に繋がる
研究・情報発信等を行った。

なお、当該学科の研究課題
に関連して１件の特許出願を
行った。

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、
以下の６課題を選定し、学内
競争的資金（フグ調査研究推
進費 を配分して 全学的 本） 、 （
科５学科と水産学研究科）に
研究に取組み、研究成果を説
明会や学会発表を通して産業
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
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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１１月２９日に開催
し、３年間の研究成果を取り
纏め、業界関係者、一般市民
に向けて情報発信した。
①資源回復計画下の国内産ト
ラフグの生産流通消費とフグ
の流通拠点・下関の変容
②フグ類の比較生態学的研究
③フグ類の高精度品質評価シ
ステム構築に関する基礎的研
究
④フグ肉の安心・安全・高品
質化を目指した生化学的評価
と技術に関する研究
⑤安全・安心、健康なフグの
生産技術の開発－Ⅱ ヘテロ
ボツリウム症の予防対策の確
立
⑥遺伝子マーカーを用いたフ
グ類の判別と交雑および遺伝
的分化に関する研究

（３）共同研究等の推進 （３）共同研究等の推進 （３）共同研究等の推進
大学校の教育研究活動充 大学校の教育研究活動充実 大学校の教育研究活動充実

、 、実の一環として、国、地方 の一環として、外部競争的資 のため 企画調整を図りつつ
公共団体 水産団体 大学 金の獲得及び依頼による受託 以下を実施する。、 、 、

、民間企業等との共同研究等 調査研究等を積極的に推進し
を実施する。 また、外部との企画調整を図 ア 国、地方公共団体、水産 国、地方公共団体、水産団

りつつ、国、地方公共団体、 団体、民間企業等の公募又 体、民間企業等の公募又は依
水産団体、大学、民間企業等 は依頼に基づく調査、研究 頼に基づく調査・研究を計５
との共同研究等を実施する。 等を３０件以上実施する。 ５件（前年度４１件）実施し

たほか、科学研究費補助金に
より１５件（前年度１０件 、）
厚生労働科学研究費補助金及
び公募型助成金によりそれぞ
れ１件の研究を行った 【資料。
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２７参照】
また、農林水産技術会議事

務局が公募する平成２１年度
委託事業、文部科学省及び独
立行政法人日本学術振興会が
公募する平成２１年度科学研

、究費補助金等への応募件数は
（ ） 、計６５件 前年度同 であり

イ 国、地方公共団体、水産 既に科学研究費補助金等の採
団体、大学、民間企業等と 択を受けている者を除いて、
の共同研究 特に 水産庁 教育職員のほぼ全員が１件以、 、 、
農林水産技術会議等が実施 上の応募を行った。
する調査研究に積極的に参 なお、国の「研究機関にお
加する。 ける公的研究費の管理・監査

ガイドライン」への対応とし
て、学内説明会を開催し、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
周知徹底を図るとともに、文
部科学省に体制整備等の実施
状況について報告書を提出し
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 計１５件 前、 （
年度同）について共同研究を
実施した 【資料２８参照】。

また、水産庁の施策に係る
委託事業については、独立行
政法人からの再委託を含めて
計６件（前年度７件 、農林水）
産技術会議事務局及び消費安
全局の施策に係る委託事業に
ついては、独立行政法人・国
立大学法人からの再委託を含
めて計９件（前年度７件）を
実施し、このうち新たな農林
水産政策を推進する実用化事
業２件については、本校が中
核機関となって事業の的確な
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推進を図る役割を果たした。

（４）研究活動充実のための （４）研究活動充実のための措 （４）研究活動充実のための措
措置 置 置
研究活動の充実に必要な 研究のインセンティブ向上 研究のインセンティブ向上

インセンティブ向上等のた 等を通じ、研究活動の充実を 等を通じ、研究活動の充実を
めの措置を講ずる。 図るため、研究の客観的評価 図るため、以下を実施する。

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 ア 学内競争資金等による研 外部競争的資金の獲得に向
を図る。 究予算の重点配分 けた予備的研究を推進するた

めの「学内競争的資金」を設
け、学内プレゼンテーション
等による審査の上、３件の課
題に対して研究予算を重点配
分した。

また、全学的に進めている
フグ産業の高度化に係る調査
・研究・試験を推進するため
の「フグ調査研究推進費」を
設け、前年度の取組実績等の
ヒアリングを行った上で、５
件の課題に対して研究予算を
重点配分し、研究活動の充実
を図った。

研究機能が脆弱な国内の水
産関連中小企業等からの依頼
に応じて実施する共同研究へ
の支援を行う「共同研究支援

イ 行政機関、水産関係団体 費（国内中小企業型 」につい）
及び民間企業等との産学公 ては、ヒアリングの上、１件
連携のための情報収集や交 の課題に対して研究予算を重
流 点配分し、共同研究の推進を

図った。
以上のような研究予算の重

点配分により、研究のインセ
ンティブ向上等を図り、研究
活動の充実を推進したところ
であるが、一層の活性化を図
るため、業務改革推進本部研
究部会での検討を踏まえて、

ウ 企業等からの依頼（技術 平成２１年度から制度の一部
相談・指導 調査・分析等 見直しを図ることとした。、 ）
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への対応強化
産学公の連携を一層促進す

るため、国や県の水産行政部
局、独立行政法人水産総合研
究センター等の試験研究機関
との会議や研究会等のほか、
アグリビジネス創出フェア２

エ ポスドク等の外部研究員 ００８、ジャパン・インター
の受入環境等の整備 ナショナル・シーフードショ

ー、山口県の新商品開発促進
交流会などの産学公交流イベ
ント等に積極的に参加し、情
報収集するとともに交流を促
進した。

あわせて、研究ニーズ・行
政ニーズ等についての情報収
集を行うため、学内公募型の
「 」研究・行政ニーズ調査旅費
を設け、４件について旅費を
充当し、情報収集等の促進を
図った。

地元下関市及びその近郊だ
、 、 、 、けでなく 九州 四国 北陸

関東や東北の企業、漁業関係
団体、試験研究機関及び行政
機関等からの計１９１件を超
える（前年度２４６件）技術
相談や種の同定依頼、文献等
の問合せ等の依頼に対して３
１名（前年度３７名）の教育
職員が対応し、電話やメール
によって助言・指導等を行う
とともに、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１
名を研究支援員として本校に
受け入れ、委託事業において
その専門的知識を活かした研
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究支援業務を行わせることに
より、当該委託事業を円滑に
実施した。

また、必要に応じて外部研
究員等の受入れを適切かつ円
滑に行うべく、今後も他機関
の受け入れ体制等を参考とし

。つつ対応していくこととした

３ 就職対策の充実 ３ 就職対策の充実 ３ 就職対策の充実 ・水産分野への就職率の Ａ
数値目標（７５％）を達

大学校で学んだ水産に関す 「水産業を担う人材を育成す 大学校全体での取組と科レベ 成しているなど、２０年
る知識や技術を就職先で活か る」との大学校の目的にかんが ルの取組との有機的連携により 度業務は順調であり、評
せるよう、水産に関連する分 みれば、学生の就職は教育機関 就職対策の一層効果的な推進を 価できる。
野への就職割合を向上させる たる本校事業の到達点である。 図る。 ・インターンシップが就職
べく大学校を挙げて取組を充 また、本校で学んだ水産に関す 支援活動のなかにどう位置
実させ、水産業及びその関連 る知識や技術を就職先で活かせ （１）水産に関連する分野への 就職対策を強化するため、 付いているのか、今ひとつ
分野への就職割合が７５％以 ることは、学生本人はもとより 就職率が就職内定者ベース 就職対策検討委員会について はっきりしていないのでは、
上確保されるよう努める。 就職先、ひいては我が国社会に で７５％以上となるよう就 引き続き、学生部長、各学科 ないか。

とって有益なことである。この 職対策を強化 長５名、各学科１・２・３年 ・水産分野への就職率の目
ことから、教職員を挙げて就職 次クラス担当教育職員１５名 標としている75％が妥当か、
に関する取組を充実させ、内定 学生課職員２名及び企画課職 どうか判断できないが、産
率の維持・向上を図るとともに 員１名の２４名体制を維持す 業そのものが衰退している、
水産に関連する分野への就職割 るとともに、就職指導担当教 という現実のなかで、水産
合（内定者ベース）が７５％以 育職員として、本科５名、専攻 関連産業を広くとらえてお
上確保されるよう努める。 科２名、研究科４名の教育職員を く必要があると思われる。

このため、統一方針の下、大 配置した。 ・就職先企業に対して定
学校全体での取組と科レベルの また、就職対策検討委員会 期的に意見を聞くなどし
取組との有機的連携により就職 において、就職ガイダンス、 て、求められている人物
対策の一層効果的な推進を図る 公務員受験対策、企業訪問、 像、知識・技術内容など。
具体的には、入学時からの動機 就職情報の提供、合同企業説 について絶えず把握して
付け等の教育や指導、就職関連 明会の開催等を行うとともに いく体制を充実させて欲、
情報の収集と学生への効果的な 企業等へ提出する履歴書・自 しい。
提供、職員による企業訪問や情 己紹介書をよりわかりやすい ・就職率の数値目標を達成
報発信、インターンシップの支 ものとするため統一したひな しており、評価できる。今
援等につき組織的対応を強化す 形の検討を行い、あわせて、 年度は非常に厳しい経済状
る。 各学科においては、個別進路 況にあるが、引き続き高い

面談及び個別模擬面接の実施 就職率の維持に向けて努力、
水産関連分野への就職を目指 を期待したい。
す学生に対する学科推薦書の
発行、学科独自の資格「水産

」 。食品士 の開設などを行った
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水産業及びその関連分野へ
の就職状況は、以下のとおり
であり、平成２０年度卒業・

、 ．修了者全体の就職率は ９７
５％（前年度９８．２％ 、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、すべての学科・
課程で７５％以上となり、全
体では７８．５％（前年度７
６．２％）で、前年度を上回

（２）大学校全体の就職対策方 った 【資料２９参照】。
針の明確化と教職員への徹 ①本科では、卒業生１９７名
底 のうち、専攻科・水産学研究

科・他の国立大学法人の大学
院への進学者８２名を除く、
就職希望者は１１５名で、こ
のうちの就職内定者は１１３
名（就職率９８％）であり、
内定者に占める水産業及びそ
の関連分野への就職者は８９

（３）新講義棟に新設された就 名（７９％）であった。
職支援室の有効活用 ②専攻科では、修了生３７名

、のすべての者の就職を希望し
このうち就職内定者は３６名
（就職率９７％）であり、内
定者に占める水産業及びその
関連分野への就職者は２７人

（４）以下の就職支援策を実施 （７５％）であった。
する。 ③水産学研究科では、修了者

１１名のうち他の国立大学法
ア 動機付けのための教育・ 人の大学院への進学者１名を

、 、指導の効果的実施 除く 就職希望者は１０名で
このうち就職内定者は９名 就（
職率９０％）であり、内定者
に占める水産業及びその関連
分野への就職者は８名（８９
％）であった。

公務員・各種団体・水産関
連企業への就職率向上を目的

イ 水産関連企業等の情報の として就職対策検討委員会及
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収集とデータベースの活用 び就職対策検討小委員会をそ、
教員間の情報共有化、学生 れぞれ年２回及び年１回開催
への効果的な情報提供 し、就職ガイダンス・合同企

業説明会の開催等について協
議・検討し、その検討結果等
に基づき、運営会議及び部科
長会議において本校全体の就

。職対策方針の明確化を図った
また、明確化された就職対

策方針については、教授会・
学科会議等を通じて、すべて
の教職員に周知徹底させた。

ウ 企業への情報発信（教職 【資料３０参照】
員による企業訪問活動等）

学生の要望に的確に対応す
るため、就職支援室に電子表
示装置を設置して 新の就職
情報等を表示するとともに、
企業情報、企業案内及び求人
票等をパンフレットスタンド
や保管庫に整理・陳列し、こ
れらを用いて助言・指導を行
うなど、就職支援室を活用し
て学生の就職支援を行った。

エ 就職手引き書の作成と学
生への就職指導

動機付けのための教育・指
導として、全学科１年次生を
対象として前期に「水産学概
論」を引き続き開講し、理事
長、理事、校長、学生部長、
練習船耕洋丸船長及び天鷹丸
船長が分担して講義を行い、
新入生に水産に関する興味や
幅広い知識を教授するととも
に、水産業を担う人材として
の意識付けを行った。

また、就職活動が始まった
ばかりの３年次生を対象に、

オ 全校的な公務員受験対策 学生部長による就職ガイダン
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の取り組みの充実 スを行い、水産に係る分野へ
の就業・就労意識の向上を図
った。

本校に求人があった企業の
求人票は、受付当日に電子掲
示板に掲載するとともに、各

カ 就職指導担当教員の複数 種求人情報や教職員が訪問し
配置 た企業の情報を取りまとめて

ファイル化し、学生・就職担
当教育職員へ迅速に情報伝達
して情報共有化を図り、学生
に対し効果的・効率的に情報
提供を行った。

また、本校学生の採用実績
がある水産関連企業の情報を
掲載したデータベースの追加
・更新を適宜迅速に行い、７
５０社を超える企業情報につ
いて、学生による検索・閲覧
を常時可能とした。

キ インターンシップ等の学 さらに、更新したデータベ
生の企業研修活動への支援 ースを、合同企業説明会の参

加企業の選定、教職員の企業
訪問の計画作成、本校卒業生
の就職先調査に活用した。

学科長等各学科の就職担当
、者５名及び学生部職員３名が

ク 同窓会、後援会との連携 過去に求人があり、学生が受
験又は就職した実績を有する
水産関連企業等、７５社・団
体を訪問し、企業等への情報
発信に努めた。

訪問時には、単に本校にお
ける学生教育・人材育成方針
を説明してＰＲを行い求人を
要請するだけでなく、直接人

、事責任者・担当者と面談して
本校の特徴及び学生の就職実
績などを詳細に説明し、あわ
せて、①人材確保の方針、②
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採用方法・採用予定数、③卒
業生のその後の状況、④望ま
しい学生像、⑤本校に求める
もの（基礎教育・専門分野・
課外活動等）について正確か
つ幅広い情報の収集を図り、
その結果を就職指導等に役立
てた。

平成１９年度卒業者からの
アンケート調査結果をとりま
とめ、本校独自の「就職活動

」 （ ） 、の手引書 を作成 更新 し
合同企業説明会開催時に学生
に配付して就職指導に活用し
た。

また、年々早期化する企業
の求人活動に対応するため、
３年次生及び研究科１年生を
対象に、就職情報会社から専
門職員を招き６月及び１１月
に２回の就職ガイダンスを開
催するとともに、学生から好
評であることから、就職情報
会社が発行する「大学生のた
めの就職応援ブック」を配付
し、これに沿った説明・指導
を行うなど、学生からのニー
ズ等にも配慮して適切な就職
指導を行った。

、 、さらに 平成２０年度には
合同企業説明会の開催直前の
１月に、就職活動が始まった
ばかりの３年次生を対象に、
学生部長による就職ガイダン
スも行い、水産に係る分野へ
の就業・就労意識の向上を図
った。

公務員採用試験への対策と
して、１０月に公務員試験に
合格した４年次生及び水産庁
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でインターンシップを行った
学生を講師として公務員ガイ
ダンス・インターンシップ報
告会を開催し、学生の公務員
志望のモチベーションを高め
るとともに、受験勉強の参考
とさせた。

平成２０年度卒業・修了者
のうち、国家公務員に４名、
地方公務員に７名が採用され
た。

就職対策強化のため、就職対策
検討委員会を設置（委員長を学生
部長とし、各学科長５名、各学科
１～３年次のクラス担当教育職員
１５名、学生部及び企画課職員３
名で構成）し、また、求人の就職
指導担当教育職員として、本科５
名、専攻科２名、研究科４名の教
育職員を配置した。

就職対策検討委員のうち、各学
科長は主に企業訪問を、学科長と
就職指導教育職員が４年次生を対
象とした就職指導・相談を、３年
次クラス担当教育職員は就職対策
実行委員として、３年次生を主対
象とした学生課の合同企業説明会
・就職ガイダンス等のサポート
を、それぞれ行うとともに、学科
の就職担当教育職員が、学生課就
職担当窓口からの求人票の取扱い
・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を図った。

被保険者が法律上の損害賠
償責任を負った場合に救済対
象となる「学生教育研究損害

」 、賠償保険 への加入を指導し
４４名の学生が利用した。
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これにより、研修期間内に
おける学生の不慮の事故等に
ついての対策が図られ、教育
活動の一環として官公庁及び
企業へのインターンシップ等
の研修活動へ学生が安心して
参加することができた。

本校の卒業生の多くが水産
業及びその関連分野で活躍し
ていることから、同窓会とは
常に密接な連携を図って就職
対策を行っているほか、学生
の就学意欲の向上、課外活動
の充実についても連携して取
組を行った。

また、本校教職員との連携
の下、水産大学校後援会の主
催により、本科３年生と専攻
科進学予定の４年生及び研究
科１年生を対象に、漁業・養
殖業、水産加工業、水産流通

、 、業 海洋水産調査・開発関係
資機材供給等の水産関連分野
に属し、本校学生の採用実績
がある企業７３社（前年度６
８社）の人事担当者を招待し
て合同企業説明会を開催（平
成２１年１月）し、参加した
学生（２５０名（前年度２１
４名 ・企業の双方から好評））
を得た 【資料３１参照】。

４ 教育研究成果の利用の促 ４ 教育研究成果の利用の促進 ４ 教育研究成果の利用の促進 ・国、地方公共団体等へ Ａ
進及び専門的知識の活用等 及び専門的知識の活用等 及び専門的知識の活用等 の委員の数も大幅に増え

ており、大学として行政
（１）行政との連携 （１）行政との連携 （１）行政との連携 へ積極的な関与がうかが

大学校は、水産業を担う 大学校は、水産業を担う人 行政機関との密接な連携を 国・地方公共団体等の委員 える等、業務は順調に進
人材の育成を図るため水産 材の育成を図るため水産に関 図り、水産業・水産政策の重 会・審議会等に委員として、 捗していると考え、評価
に関する学理及び技術の教 する学理及び技術の教授及び 要課題に的確に対応する教育 ５３団体（前年度４４団体） できる。
授及び研究を行うことか 研究を行うことから、行政機 研究成果の活用等を通じて行 に延べ１２２名（前年度９６ ・年度計画で掲げている行
ら、行政機関との密接な連 関との密接な連携を図り、水 政機関が行う水産施策の立案 名）の教職員を派遣するとと 政との連携で貢献した内容
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携を図り、水産業・水産政 産業・水産政策の重要課題に 及び推進に協力する。 もに、技術相談等に対しても に具体性がなく、判断でき
策の重要課題に的確に対応 的確に対応する教育研究成果 適切な対応を行うことにより なかった。、
する教育研究成果の活用等 の活用等を通じて行政機関が 国の基本的な政策の立案段階 ・業務の成果と公表が昨年
を通じて行政機関が行う水 行う水産施策の立案及び推進 から個々の施策の内容、現場 度に比べて水準が落ちてい
産施策の立案及び推進に協 に協力する。 における具体的な施策の遂行 る。
力する。 にわたって、政策立案・調整 ・研修等の実施状況も昨年

に係る助言、個別の業者・担 度を上回るまで至っていな
当者（漁業者、水産加工流通 い。
業者等）に対する指導や知識 ・研究成果の公表に関して

、「 」・技術の普及・啓発等を行っ は 水産大学校研究報告
た。 や「水産大学校の 近の研

本校の教育研究の成果等を 究成果から」をホームペー
活用したこれらの幅広い対応 ジで公開するなど、積極的
を行うことで、行政機関が行 な姿勢は評価できる。より
う水産施策の立案及び推進に インパクトの高い専門誌へ
協力した。 の投稿をさらに促進して欲

しい。
（２）業務の成果の公表・普 （２）業務の成果の公表・普及 （２）業務の成果の公表・普及 ・ 水産大学校研究報告」「

及 本校の研究や教育活動の成 は予定通り刊行されている
水産業界や行政、試験研 果は、社会に向け情報発信を が、 近は冊子体の発行を

究、国民一般等に活用され 行い、行政、試験研究、国民 中止する雑誌が多いことか
るよう、教育研究成果の情 一般等に活用されることが重 ら、ホームページ公開に加
報発信等の充実を図る。 要であり、これは、広い意味 えて冊子体を作成して配布

で大学校の設置目的である 水 することの費用対効果や、「
産業を担う人材の育成」に通 成果公表の媒体として学内
じるものである。このため、 誌をどのように位置づけて
以下の情報発信等の取組を積 活用していくかを検討した
極的に推進する。 らどうか。
ア 大学校の研究業績の公表 ア 大学校の研究業績の公表 平成２０年度は、計画どお

を目的として 「水産大学 を目的として 「水産大学 り「水産大学校研究報告第５、 、
校研究報告」を発行する。 校研究報告」を発行すると ７巻第１～４号」を発行し、
また、学会等への一層の貢 ともにその充実を検討する 投稿論文等３２編（前年度３。
献と本校研究活動の積極的 ２編）のうち外部査読及び内
ＰＲのため、本研究報告を 部査読で掲載が「可」となっ
含めた研究成果情報発信の た本論文２９編、総説１編、
充実を図る。 短報１編（前年度；本論文２

９編、短報１編、調査報告１
編）を掲載した。

、「 」また 水産大学校研究報告
を国内外の研究機関、教育機

イ 研究業績は、水産大学校 イ 研究業績は、水産大学校 関及び行政機関等に広く配付
研究報告、国内外の学会等 研究報告、国内外の学会誌 （約６００機関）しただけで
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で論文等として毎年７０件 掲載論文等として７０件以 なく、過去に発行した研究報
以上公表する。なお、ファ 上公表する。その際、ファ 告も含めて掲載論文等をすべ
ーストオーサー論文の割合 ーストオーサーでの論文発 て電子化して、本校のホーム
を高めるとともに、よりイ 表やインパクトの高い媒体 ページ上で常時閲覧可能とす
ンパクトの高い発表媒体へ への発表に努める。また、 ることにより、外部への情報
の公表に努める。 専門書、啓発書、専門誌等 発信、研究成果の普及に努め

さらに 専門書 啓発書 への寄稿、講演会、セミナ た。、 、 、
専門誌等への寄稿、講演会 ーへの講師派遣等を行う。
及びセミナーの講師派遣等 学会誌、水産大学校研究報
を積極的に行い、成果の普 告、学術論文集、国際シンポ
及に努める。 ジウムの講演論文、専門雑誌

への掲載及び著書として、計
ウ 研究課題及び研究成果の ウ 研究成果情報の発信及び １０３件（前年度１１５件）

公開、公表、広報等を目的 ホームページに掲載してい の研究成果の公表を行った。
として、大学校教育職員の る各教員の研究情報データ このうち、ファーストオーサ
研究活動の状況に関する情 ベースの充実を図る。 ーでの論文等の発表は、７１
報を取りまとめ、大学校ホ 件（前年度７６件）で全体の
ームページなどで積極的に 約７割を占めた。
公開する。 また、海洋機械工学科田村

助教の「超音波振動を用いた
鋼基材へのアルミニウム合金
の溶融被覆」の業績が評価さ
れ 「日本鋳造工学会優秀論文、
賞」が授与された。

さらに、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、計４８
件（前年度４５件）に延べ５
９名（前年度５７名）の教育
職員を講師として派遣した。

本校の研究成果を分かりや
すく紹介する研究成果パンフ
レット「水産大学校の 近の

」 、研究成果から の追録として
エ 研究成果等の大学校の業 エ ホームページの充実等に ６課題の研究成果及び特許情

務関連情報については、ホ より、教育研究活動等の広 報等を掲載したパンフレット
ームページへの掲載、印刷 報活動を強化する。 を作成・配付し、研究成果情
物、プレス発表等による広 報の発信を行った。
報活動を積極的に実施する また、日本学術会議及び社。

団法人日本水産学会の主催で
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パシフィコ横浜において開催
された「第５回世界水産学会
議 （平成２０年１０月）にブ」
ース出展を行うとともに、前
年度に引き続き、農林水産省
の主催で東京国際フォーラム
において開催された「アグリ

」ビジネス創出フェア２００８
（平成２０年１０月）でのブ
ース出展、社団法人大日本水
産会の主催でアジア太平洋ト
レードセンターにおいて開催
された「第６回ジャパン・イ
ンターナショナル・シーフー
ドショー大阪 （平成２１年２」
月）でのブース展示及び「水
産食品の近未来を支える技術
は、これ！」と題したセミナ
ーの開催など、研究成果情報
の発信とその利活用の推進を
図った。

さらに、平成２０年度から
オ 研究成果のうち特許等の オ 研究成果のうち、特許等 始まった「やまぐち地域資源

知的財産権となりうるもの の知的財産権となり得るも 活用研究者ニーズ集」の作成
については積極的に出願し のについては、大学校の公 に協力し、本校が行っている
取得に努めるとともに、そ 益的使命と費用対効果を勘 地域密着型の研究について情
の利活用等により成果の普 案しつつ積極的に出願する 報発信を行った。
及を図る。 とともに、その利活用に努 本校ホームページに掲載し

める。 ている教育職員の研究情報デ
ータベースについては、平成
１９年度に行ったプログラム
の改修に対応した必要な作業
を行ってシステム運用を開始
し、多くの 新情報を効率的
に掲載した。

ホームページのトップペー
ジに新たに「インフォメーシ
ョン」欄を設け、従来から設
けている「ニュース＆トピッ
クス」欄と区別して情報を掲
載し、閲覧者が必要な情報を
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得やすいよう改善するととも
に、ホームページ内の図書館
ページに新たに一般開放に関
する情報及び開館カレンダー
を掲載し利用者の利便性向上
を図ったほか、練習船ページ
については多くの図や写真を
掲載して、乗船実習、船内の
様子に関する情報の充実する
など、ホームページの充実を
図った ホームページでの ニ。 「
ュース＆トピックス 及び イ」 「
ンフォメーション」記事の掲

、 （ ）、載は ７８件 前年度５８件
平成２０年度のアクセス件数

． （ ．は１９ ６万件 前年度２０
４万件）であった。

また、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
した。

平成２０年度における下関
市政記者クラブ等への記者発
表件数は１１件（前年度１５
件同）であり、マスコミ等で
発表された研究成果等は、テ
レビ放送・ラジオ放送が６件
（前年度同 、新聞記事掲載が）
３２件（前年度３６件）であ
った。

このほか、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」に前年度に引
き続き出演し、地元ケーブル
テレビ局で本校練習船耕洋丸
の 新鋭の機器を用いた調査
研究等の紹介番組や水産資源
にかかる研究成果に関連した
講演「山口県の魚～河豚、あ
んこうだけでじゃない、まだ
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」 （ ）ある日本一～ など 計５件
が放映された。

新たに、１件の特許出願を
行うとともに、本校食品科学
科で創設した資格「水産食品
士」の保護のため、商標権出
願「水産食品士【標準文字 」】
を行った。

また 「水産物加工残渣から、
安全な発酵生成物を製造する
方法」が新たに特許登録され
た。

特許等の知的財産権の取得
及び利活用促進のため、前年
度に引き続き、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、担当職員を財団法人農林
水産技術情報協会が主催する
農林水産知的財産権専門家ワ
ークショップに派遣した。

（３）研修 （３）研修 （３）研修
我が国漁業者、水産関係 水産に関する人材の育成と 水産に関する人材の育成と

に従事する公務員等の水産 技術向上のため、下記の研修 技術向上のため、下記の研修
関係者への教育研修を行う を実施する。 を実施する。
とともに、水産先進国とし
て諸外国の水産関係者への ア 漁業者、水産関係に従事 ア 漁業者、水産関係に従事 漁業者、水産関係に従事す
研修等を実施する。 する公務員等の水産関係者 する公務員等の水産関係者 る公務員等の水産関係者への

への教育研修活動 への教育研修 教育研修の要請に積極的に応
じ、２２件（前年度２６件）
の研修等に延べ２５名（前年
度延べ２８名）の教育職員を
講師として派遣し、また、本
校及び実験実習場に６件の研
修等の受入を行った。

イ 水産先進国として、資源 イ 資源管理、水産養殖等の 特に、平成２０年度から開
管理、水産養殖等の技術及 分野での外国人研修生の受 始された「水産やまぐち人材
び知識修得のための外国人 入や本校教員による海外技 プロジェクト事業」の一環と
研修を関係機関からの受託 術協力 して地元水産高校生を受け入
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等により行うとともに、海 れ、本校の施設設備を活用し
外での技術協力等の国際的 た研修を行った。
な貢献活動

ＪＩＣＡから委託を受け、
「地域水産業の持続的な発展
に寄与する行政担当者育成コ
ース」及び「養殖魚の健康と
安全管理コース」の集団研修
２コースで１２カ国１４名の
研修員を受け入れたほか、民
間企業から委託を受け、国別
研修として１名の研修員を受
け入れて研修を行った。

また、ＯＦＣＦから委託を
受け 「水産指導者養成（技術、
普及）コース」の研修１コー
スで６カ国８名の研修員を受
け入れた。

ＳＥＡＦＤＥＣ技術協力委
員会に教育職員１名、他機関
がＯＦＣＦから委託を受け実
施している研修の外部講師に
教育職員１名を派遣するとと
もに、下関市が受け入れてい
るインドネシア研修生１２名
への講義を行ったほか、日本
におけるフグの安全管理シス
テムについての視察を目的に
来日されたタイ王国水産局長
ほか４名の視察代表団を本校
にお迎えし、我が国で流通す
るフグの安全性の確保につい
て説明を行うなど、積極的に
海外技術協力・国際交流活動
を行った。

（４）公開講座等の実施 （４）公開講座等の実施 （４）公開講座等の開催
大学校の教育研究成果の 大学校の教育研究成果の普 資源管理の推進、つくり育

普及を通じ、水産に対する 及を通じ、資源管理の推進、 てる漁業の振興、安全な水産
理解の促進を図るため、広 つくり育てる漁業の振興、安 食料の供給など水産施策に関
く国民一般を対象とした公 全な水産食料の供給など水産 する啓発とともに水産や海に
開講座等を開催する。 施策に関する啓発とともに水 ついての理解の促進を図るた
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産や海についての理解の促進 め、広く国民一般を対象とし
を図るため、広く国民一般を た以下の活動を実施する。
対象とした公開講座等を開催
する。 ア 公開講座 平成２０年１１月に「第１

３回水産大学校公開講座 誰
が獲る？明日のさかな－燃油
高騰や「食」の不安が広がる
中でー」と題して、本校にお
いて公開講座を開講し 「揺ら、
ぐ「食」ー水産物の安全・安
心と生産者の挑戦ー 及び い」 「
ま漁業が直面する危機と将来
への対応」の２題の講演を行
い、併せて、本校で実施して
いる研究のパネル発表を行っ
た。公開講座には、山口県内
外から、１０歳代から８０歳
代までの幅広い年齢層の１２
０名を超える参加があった。

、 、イ 地方自治体、高等学校等 また 平成２０年１１月に
への出張講座（オープンラ 地元の西日本フク研究会との
ボ等） 共催で公開シンポジウム「本

場・下関で「ふく」を語るー
」意外に知らないフグの秘密ー

を開催し、本校が全学的に取
り組んでいるフグ研究の内容
など、フグに係る７つの講演
とパネルディスカッションを
行い、約１８０名の参加があ
り好評を得た。

「海響館」において、２２
のテーマを設定して「水産大

」学校公開講座―オープンラボ
を周年開催し、約 １ 万 ８ 千
人 （ 前 年 度 同 ） の 参 加 者
を得た。

、 、また 出前講座については
下関市生涯学習まちづくり出
前講座、ふるさと体験学習や
夏休み子ども水道教室に係る
講座の申し込みがあり、延べ
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１０３名の小中高校生・一般
市民を対象として講演を行っ
た。

平成２０年７月に北九州市
内のＳＳＨ指定校との間でＳ
ＳＨ協力協定を締結し、同校
が行うＳＳＨの取組に「海響
館」とともに協力して実習講
座「水族館・水産学実習」を
５回実施（延べ１５０名以上
が参加）した。

（５）その他活動の推進 （５）その他活動の推進 （５）その他活動の推進
国内外の大学・試験研究 ア 国内外の大学・試験研究 ア 国内外の大学・試験研究

機関等と連携・協力を行 機関等と連携・協力、交流 機関と交流を行う。
い、大学校が実施する教育 を行い、大学校が実施する
研究の深化とレベルアップ 教育研究の深化とレベルア （ア）釜慶大学校（韓国）等 韓国釜慶大学校との学術交
に努める。また、行政機関 ップに努める。 との学術交流 流協定に基づいて、平成２１
への助言、学会活動への協 年１月に釜慶大学校の教員６
力等の社会的貢献活動を行 名の訪問を受け、本校教職員
う。 ３０名、学生４２名が参加し

「第１４回水産大学校・釜慶
大学校学術交流会」を開催し
た。

平成２０年度の交流分野は
「漁業・機関・経営」とし、
５題の学術講演を行った。

また、平成１８年度に包括
的学術交流協定を締結した中

（イ）国内の大学が実施する 国の上海水産大学（現上海海
国際学術交流への参加 洋大学）との間では相互交流

を行うこととし、平成２１年
３月に、上海海洋大学の招き
に応じて本校教員２名が「マ
グロ鮮度保持及び加工技術」
国際シンポジウムに参加して

イ 図書館開放等により、水 イ 図書館開放等により、水 講演等を行い、学術交流を深
産関係者や一般の者による 産関係者や一般の者による めた。
利用を図る。 図書利用の促進を図る。

、 、東京海洋大学 鹿児島大学
北海道大学からの依頼を受け
｢拠点大学方式による学術交流
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事業｣の協力機関となり、交流
研究者として延べ８名の教育
職員が参加した。

また、カセサート大学（タ
イ国 、釜慶大学校（韓国）の）

、 、研究者から相談を受け 指導
アドバイス等を適宜行った。

蔵書検索システム（ＯＰＡ
Ｃ）の利用促進、Ｗｅｂによ
る購入図書情報の積極的な発
信、開架書庫の工夫による話

ウ 大学校自身の教育研究活 ウ 大学校自身の教育研究活 題性のある図書の陳列など、
動に資するよう、職員、練 動に資するよう、以下の社 図書館の利用促進に向けた取
習船等により行政機関への 会的貢献活動を行う。 組を行った。
助言、学会活動への協力等 また、学外者の利用促進の
の社会的貢献活動を行う。 （ア）教育職員の行政機関、 ため、近隣の市役所支所や漁

団体の審議会、委員会等 業協同組合を通じ、掲示物や
への派遣、練習船による ビラの設置などＰＲに努める
貢献活動 とともに、ホームページ内の

図書館ページに新たに一般開
放に関する情報及び開館カレ
ンダーを掲載し利用者の利便
性向上を図った。

平成２０年度における図書
館利用者の総数は、延べ５．
８万人（前年度５．０万人 、）
貸出冊数ついては延べ４．０
千冊（前年度３．７千冊）と
なり、利用者数、貸出冊数と
もに増加した。

学外利用者数については、
（イ）学協会活動への指導・ 図書館入館者３３２人（前年

協力 度２８３人 、うち文献複写７）
件（前年度４４件 、館外貸出）
１７人２８冊（前年度２２人
４８冊 、標本展示室の見学者）
は９０人（前年度７０人）で
あった。
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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、５３団体（前
年度４４団体）に延べ１２２
名（前年度９６名）の教職員
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、１９団体（前
年度２１団体）に延べ３８名
（前年度３５名の教職員を派
遣した。

練習船耕洋丸の船内公開及
び平成２１年度入試説明会を
函館港及び新潟港で開催した
ほか、耕洋丸及び天鷹丸で民
間企業の新入社員、水産高校
生、中高生等の船内案内を要
請に応じて行うとともに、Ｓ
ＳＨ実習の中で練習船の見学
及び講義等を実施した。

、 、また 耕洋丸及び天鷹丸が
遠洋航海で寄港（ベトナム国
ニャチャン港、タイ国バンコ
ク港）した際は、現地大学の
学生及び教員、ＳＥＡＦＤＥ
Ｃの訓練生及びスタッフを船
に招き、船内案内を行った。

本校教育職員の延べ７６名
（前年度同）が、日本水産学

、 、会をはじめとする学会 協会
研究団体等５７団体（前年度
４５団体）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、
シンポジウム企画委員といっ
た実働の職務にわたり幅広い
協力を行った。

５ 学生生活支援等 ５ 学生生活支援等 ５ 学生生活支援等 ・水産大学校の特色を活 Ａ
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かした課外活動や地元と
成績優秀者等への学校表 （１）学生のインセンティブの （１）学生のインセンティブの の連携など２０年度の業

彰、学生生活に関する指導 向上 向上 務は順調に進捗している
等の学生支援を進める。 学生のインセンティブ向上 学生のインセンティブ向上 と考えられ、評価はでき

また、教育研究、就職対 等のため、学業優秀等、学生 のため、以下のことを実施す る。
策等の実施に当たり 企業 生活において顕著な実績が認 る。 ・計画は達成されている、 、
地方公共団体等との連携を められる学生の学校表彰制度 が、その水準が国立大学法
図る。 を設ける。 ア 学業優秀者等を対象とす 前年度から学業成績優秀者 人に比べて、決して高いわ

また、経済的理由による学 る学校表彰制度を創設する に対する表彰制度を導入して けではない。中期計画・中。
業の継続が困難な成績優秀者 おり、平成２０年度卒業生の 期目標との関係もあるが、
については、授業料免除制度 うち各学科の学業成績優秀者 できるだけ高い目標を掲げ
を適用し、支援する。 各１名の表彰を行った。 ていただきたい。少子化・

また、平成２０年度からは 大学全入化のなかで競争力
新たに課外活動等で貢献を果 を維持するためには不可欠
たしたと認められる個人及び な項目になっている。
グループを表彰する制度を導 ・特に、学生生活支援のな

イ 学業優秀者等を対象とす 入し、その第１回表彰として かのクラス担当教員制度の
る授業料免除制度を設け、 下関市が主催する自然観察教 充実は、入学初年度の学業
これを活用する。 室等にボランティアとして参 への導入とともに、安心・

加した 水の生きもの研究会 安定した学生生活を学生に「 」
に対して表彰を行った。 送ってもらうためには必要

な取組であろう。水産大学
学生の勉学意欲を高めるた 校らしい取組が期待され

め、本科４年次生、専攻科及 る。
ウ 経済的理由により学業の び水産学研究科の入学生を対 ・成績優秀で経済的困窮な

継続が困難な成績優秀者に 象とする成績優秀者授業料免 学生に対して授業料免除制
ついて、授業料免除制度を 除制度を新たに設け、本科４ 度を適用したことは評価で
適用し、支援する。 年次生５名（各学科１名：後 きる。経済的理由で休学や

期授業料半額免除 、専攻科入 退学する学生を極力出さな）
学生２名（各専攻１名：前期 いために、この制度のさら
授業料半額免除 、水産学研究 なる充実を望みたい。）
科入学生１名（前期授業料半 ・メンタルヘルスに関して
額免除）について前期又は後 は、ハラスメントの問題が
期の授業料を半額免除した。 背景にある場合がある。ハ

ラスメントは扱いが微妙で
経済状況及び学業成績を勘 難しい面があるが、学生が

案し、公平・妥当性のある審 相談に乗りやすい仕組みを
査を行い、延べ１２７名（前 提供して欲しい。
期５０名、後期７７名）の学
生に対し、授業料免除制度を
適用した。

このうち４年次生、研究科
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並びに専攻科生は、全員が所
定の単位を取得して年度末に
課程を卒業・修了したほか、
免除を受けた１～３年次生で
は、平成２０年度末の成績が
標準取得単位に達しなかった
のは１名のみで免除を受けた
２年次生は全員進級できたこ
とから、授業料免除制度が学
生の就学継続に有効に機能し
ていることが確認された。

（２）学生生活支援 （２）学生生活支援
クラス担当教員制度による 学生の生活環境改善、健康

相談や看護師による相談と簡 増進等を図るため、以下のこ
単な治療、学校校医制度によ とを実施する。
る相談等に加え、メンタルヘ
ルス対策の充実に努める。ま ア クラス担当教員制度によ 各学科クラス担当教育職員
た、個室化した学生寮におけ る生活相談 のオフィスアワーの公表、相
る学生間の円滑なコミュニケ 談予約のためのメールアドレ
ーション促進等の指導に努め スや相談可能曜日・時間帯を
る。 掲載したパンフレットの配付

さらに、学生への住居、ア を行い、学生からの相談に適
ルバイトの斡旋等の支援を図 切に応じたほか、オフィスア
る。 ワー以外の時間においても、

随時、学生からの相談に対応
した。

、学生への対応にあたっては
相談者のプライバシーが保護
されるよう担当教育職員等に
対し、特に注意を喚起した。

平成２０年度には５００件
を超える相談があり、その内

イ 看護師・学校校医による 容は、学業、進路、就職及び
健康相談 学生生活（クラブ活動、アル

バイト等）についてが主であ
った。

また、臨床心理士との面談
の結果、通院、学内での対処
などが必要とされた場合（１
件）は、安定した学校生活を
継続させるため、クラス担当
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の教育職員、臨床心理士、学
生課職員で密接な連携を取り
合い対応した。

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

ウ メンタルヘルス対策の充 生に対しては、症状（体温、
実 脈拍、血圧、自覚症状等）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
て薬の内服、安静の処置を行
うとともに、病院の紹介を行
った（平成２０年度における

、 ）。健康相談は 延べ約６００件
また、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（平成２０年度は
１２件 。）

心の不均衡が身体の不調と
して現れている学生について
は、相談に応じるとともに、

エ 学生寮のコミュニケーシ 臨床心理士によるカウンセリ
ョン促進等の生活指導 ングを紹介し対応した（平成

２０年度の心の相談は延べ約
９０件で、このうち４件につ
いては臨床心理士によるカウ
ンセリングを紹介 。）

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、週８時間（４時間×
２回）行い、クラス担当教育

オ 住居、アルバイト等の斡 職員、医務室、学生相談室を
旋 訪れた学生のうち、メンタル

ヘルスを要する学生を学生課
を通して臨床心理士に紹介し
た。

また、学生へのメンタルヘ
ルス対策体制の周知のため、
相談制度を説明したパンフレ
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ットを配付するとともに、相
談室の活動を説明した「学生
相談室だより」を発行し掲示
及びホームページへの掲載を
行ったほか、メンタルヘルス
相談が必要な学生が適宜相談
できるよう、すべての教育職
員に対して相談体制の周知徹
底を図った。

、医務室を訪れた学生のうち
４件について看護師から紹介
があり、看護師の相談と併せ
てスムーズな相談体制を築い
て対応した。

平成２０年度において、メ
ンタルヘルス相談を行った学
生は延べ１６０名であった。

、より住みよい寮とするため
男女寮役員と学生課職員が懇
談会を開催し、男子寮及び女
子寮の寮則の統合、男子寮の
「寮生活の手引き」の改訂、
女子寮の「寮生活の手引き」
の作成などを指導するととも
に、男子寮の寮役員会議及び
寮生大会には、学生部長、学
生課長、学生課職員の何れか
が立ち会い、指導・助言を行
った。

また、生活環境の改善及び
防犯対策のため、男子寮の個
室鍵をセキュリティーの高い
鍵に交換、男子寮及び女子寮
の個別郵便ポストの設置、イ

、ンターネット回線の引き込み
防犯カメラの設置などの整備
を行った。

アパート等の斡旋は、水産
大学校生活協同組合が主体と
なって大学近辺のアパート等
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の物件をまとめた「住まい情
報誌」を作成して入学試験合
格者に配付するとともに、年
度末には土日も営業して物件
の案内や質問等へ適切に対応
するなど、きめ細やかな対応
を行った。

また、水産大学校生活協同
組合と連携を図り、学生課が
掲示板・窓口での物件の閲覧
等の協力を行った。

アルバイトについては、平
成２０年度に約５０件の依頼
があり、掲示板に掲示して学
生への情報提供を行った。

（３）課外活動支援 （３）課外活動支援
体育施設の整備・維持管理 課外活動支援のため、以下

の充実、適切なクラブ指導の を行う。
実施、大学校の特徴が出せる
クラブの育成等、課外活動支 ア 体育施設の整備、維持管 プールの衛生的な水質の維
援を充実する。 理等 持を図るとともに事故防止対

策として緊急自主点検を行っ
てプール底の排水蓋を固定等
を行ったほか、体育用品類の
補充・更新、体育館内のトレ
ーニングマシーン設備の保守
・点検など、管理面の充実を
図り、施設・設備の安全性・
利便性等を確保した。

また、各クラブ・同好会か
らの施設・用具等に係る要望

、の取りまとめを行うとともに
施設使用管理の徹底を図り、

イ 適切なクラブ活動の指導 各クラブによる危機管理マニ、
大学校の特徴が出せるクラ ュアルの作成を指導して提出
ブの育成 させるとともに、クラブ活動

棟、学生合宿棟、講堂、課外
、 、 、活動施設棟 弓道場 プール

駐車・駐輪場、その他学生関
連の諸施設について、日常的
に巡回を行った。
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各クラブが安全に、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
指導して提出させたほか、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。

特に、クラブ幹部役員学生
を対象として学生リーダーズ
研修を実施し、リーダーとし
ての指導責任や役割の自覚な
どを中心に講習を行って知識

、・意識の向上を図るとともに
使用施設の安全管理、土日や
学校休業中のケガ等の事故発
生時の連絡方法、部員の体調
や健康管理の重要性について
指導を行った。

また、本校が加盟する「北
」九州・下関地区大学体育大会

ウ その他、課外活動に必要 の運営への協力を指導し促進
な支援 を図った。

本校の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
を位置づけ、施設整備や講習
会への参加を促進して活動を
支援した。

このうち 「水の生きもの研、
究会」は、学生コミュニティ
ーホール内で学内・学外者が
鑑賞できる飼育水槽の常設展
示を行うとともに、平成１９
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年度に引き続き、平成２０年
度も下関市が主催する自然観
察教室等にボランティアとし
て参加して感謝状を授与され
たほか、平成２０年度地域活
性化事例集「大学等との連携
による地域の活性化 （地域活」
性化センター刊）に取り上げ
られるなど、本校の特徴ある
クラブとして積極的な活動を
行った。

学園祭実行委員会が企画す
「 」 、る大学祭 海燕祭 行事では

期間中の校内車両通行規制や
ごみ分別収集対応について助
言を行うとともに、学内への
周知徹底や協力の呼びかけ、
地元ケーブルテレビ局での紹
介を行い、学生企画行事の円
滑な進行を支援した。

クラブ・同好会から寄せら
れる部室貸与や練習場所確保
の要望、同好会からクラブへ
の昇格希望などに対しては、
学生自治会と相談しつつ助言
を行った。

また、各クラブに対してク
ラブ活動状況報告を提出させ
て集約し、年間の大会試合成
績、遠征・合宿活動などの実
施状況を把握した。

平成２０年度の主なクラブ
の成績は、以下のとおりであ
った。
〔端艇部〕

第５４回西日本新人カッタ
ー競技大会；女子２位
〔陸上部〕

第５５回北九州インカレや
り投げ；１位

第５４回下関市駅伝；２位
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（４）産業界・地域との連携 （４）産業界・地域との連携
教育研究、就職対策等のよ 教育研究、就職対策等のよ 行政・産業対応研究活動と

り効果的・効率的な実施のた り効果的・効率的な実施のた して 「水産物の流通及び水産、
め、企業、地方公共団体等と め、企業、地方公共団体等の 業の経営管理の高度化並びに
の連携を図る。 活動に積極的に協力する等に 水産政策の分析（水産流通経

より連携を図る。 営学科 「水産資源の調査・）」、
解析方法と評価（海洋生産管
理学科 「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
「水産食品の安全管理、機能

（ ）」、性と有効利用 食品科学科
「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 」及び「下関を中心と）
するフグ産業の高度化（学内
共通 」の６課題に取組んだ。）

また、学生の就職先でもあ
る水産関連企業・団体からの
受託研究（２７社・団体から
の３１件）や共同研究（１１
社との１１件）を実施してお
り、民間企業との共同研究か
ら特許権の出願（１件）や新
商品の開発（魚介類由来の醤
油）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
等の委員等としての教職員の

、 、派遣 研修会等への講師派遣
技術相談等への対応、ジャパ
ン・インターナショナル・シ
ーフードショーなどの産学公
交流イベントへの参加、山口
県技術交流協会の会員企業を
対象とした説明会の開催など
の行政・産業界との連携・協
力、並びに、公開講座や「海
響館」でのオープンラボの開
催 「いきいき市民講座」への、
出演、西日本フク研究会との
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、共催シンポジウムの開催など
地域との連携・協力の推進を
図った。

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。

第４ 財務内容の改善に関する Ⅲ 予算（人件費の見積りを含 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含 ・運営費および人件費と Ａ
事項 む 、収支計画及び資金計画 む 、収支計画及び資金計画 もに、削減を心がけ、中。） 。）

期目標を達成することに
向かった努力が評価でき
る。
・随意契約については、
一般競争入札への変更を
積極的に行ったことを評
価できる。平成２０年度
の随意契約についての内
容は、競争を許さない、
あるいは委託先が限定さ
れており、一連の努力が
実っていると評価する。
・経費節減については、
予算に基づき、順調に進

。められており評価できる
・人件費についても中期

、目標期間終了時点に向け
具体的に取り組まれてお
り、経過を見守りたい。
・競争入札等推進委員会
が設置されており、随意
契約の見直しも順調に進
んでいるものと考える。
・運営費交付金の一般管

、 、理費 業務経費を効率化
人件費も５％以上の削減
が確実としていること、
競争入札等推進委員会を
設置し、随意契約の見直
しを強化、随意契約の件
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数も僅かとなり、ホーム
ページで公表しているこ
とは、評価できる。なお
一層の取り組みを期待し
たい。

、・当期総利益２百万円は
受託事業等の自己財源に
より当期取得した資産の
額から当中期期間の取得
資産に係る当期減価償却
額を除いた１．３百万円
と、その他事業外収益
０．９百万円の合計額で
あり、目的積立金の承認
要件となる経営努力認定

、の条件に該当しないため
目的積立金を申請しなか
ったことは妥当である。

、・利益剰余金１７百万は
前中期目標期間積立金、
積立金（平成１８年度及
び平成１９年度の総利益
の合計額 、及び当期総利）
益であり、いずれも受託
収入により取得した資産
の未償却額（減価償却後
の現有資産額）とその他
事業外収益で現金等の利
益金ではないことから妥
当な状況である。

、・福利厚生費については
国に準じた取扱とし、レ
クリエーション経費以外
の福利厚生費(法定外福利
費)については、従来より
職員の検診等以外には運
営費交付金・自己収入を
問わず契約及び支出は行
っていないことは妥当で
ある。
・人件費については、中
期計画末の５％削減計画
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は５年間で５％削減を達
、成することとしているが

２０年度において、削減
率が２．８％となってい
るため、今後の退職予定
者数等を聴取し、分析し
たところ、中期計画末に
は５％以上の削減が見込
めることがわかった。中
期計画末までに５％以上
の削減を望む。
・随意契約の見直しにつ
いては、監事は監事監査
において、厳正なチェッ
クが行われており評価で
きる。

１ 収支の均衡 １ 予算 １ 平成２０年度予算実施計画 運営費交付金を充当して行
適切な業務運営を行うこ （１）予算 う事業については、一般管理

とにより、収支の均衡を図 平成１８年度～平成２２年 （表略） 費は対前年度比３％、業務経
る。 度予算 費は対前年度比１％削減され

た予算を基に、一部照明の撤
（表略） 去等による更なる光熱水料の

節減に努めるとともに、デジ
２ 業務内容の効率化を反映 タル複写機の賃貸借契約等の
した予算計画の策定と遵守 複数年度契約の導入により、

「第２ 業務運営の効率 経費の節減を行った。
化に関する事項」及び上記 人件費については 「行政改、
１に定める事項を踏まえた 革の重要方針 （平成１７年１」
中期計画の予算を作成し、 ２月２４日閣議決定）を踏ま
当該予算による運営を行 え、中期目標期間５年間にお
う。 いて、５％以上の削減（退職

金等を除く ）に向けて取り組。
３ 授業料収入等の安定確保 ２ 収支計画 ２ 平成２０年度収支計画 んでいるところであり、平成

学生定員の充足に努め、 平成１８年度～平成２２年度 ２０年度については、前年度
授業料収入の安定確保を図 収支計画 （表略） 比１．７％の削減となってお
る。 り、引き続き定年退職者に対

（表略） する新規採用抑制を行うこと
により５％以上の削減を確実

３ 資金計画 ３ 平成２０年度資金計画 に達成する予定である。
平成１８年度～平成２２年度 なお、給与については、基

資金計画 （表略） 準及び支給状況について年報
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及びホームページで公表して
（表略） おり、平成２０年度実績につ

いても平成２１年６月に公表
の予定である。

資金計画については、短期
借り入れを行わないことを前
提に、業務が効率的に実施で

。きるよう計画の策定を行った
独立行政法人整理合理化計

画において設置すべきとされ
た「競争入札等推進委員会」
を、平成２０年７月１日に設
置した。

また、随意契約の見直しに
係る取組として、平成１９年
度における随意契約見直し計
画のフォローアップ、平成２
０年度上半期に締結した「競
争性のない随意契約」に係る
契約情報をホームページに掲
載して公表するなど、適切に
対応した 【資料３２、資料３。
３参照】

第５ その他業務運営に関する Ⅳ 短期借入金の限度額 Ⅳ 短期借入金の限度額
重要事項 ３億円 運営費交付金の受入が遅れた

（想定される理由） 場合等に対応するため、短期借
運営費交付金の受入れが遅延 入金の限度額を３億円（平成２。

）０年度人件費の２か月分相当額
とする。

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（1988.6
2トン）を売り払う。

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
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教育研究機器等の購入、学生生
活支援等に使用する。

Ⅶ その他主務省令で定める業務 Ⅴ その他主務省令で定める業務
運営に関する事項 運営に関する事項

１ 施設及び船舶整備に関する １ 施設・船舶・設備等の整備 海技士資格の取得及び水産 ・計画に沿って、必要な Ａ
計画 舶用機械総合実験棟の第１ 系海技士に求められる技術の 教育研究機器・施設及び

施設整備計画 年度分の建て替え工事を行う 習得に必要な蒸気原動機サイ 船舶設備については順調。
業務の適正かつ効率的な実 クル実験設備、電気推進シス に進捗している。特に船

施の確保のため、業務実施上 テム実験装置などの実験・実 舶の維持・整備には高額
の必要性及び既存の施設、設 習設備を備え、ＱＳＳ（船員 の経費が必要であり、今
備の老朽化等に伴う施設及び 教育資質基準システム）にも 後も適切に実施していく
設備の整備改修等を計画的に 対応した教育研究施設として 必要がある。、
行う。 舶用機械総合実験棟の建て替 ・20年度計画に沿って進捗

え工事に着手（平成２１年度 しており評価する。
（表略） までの２ヵ年事業）した。

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。

（表略）

１ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画 ・大学設置基準及び海技 Ａ
（１）人員計画 （１）人員計画 （１）人員計画 教育に必要な教育職員、

中期目標期間中の人事に ア 方針 ア 方針 引き続き、企画情報部長、 船舶運航に必要な法定職
関する計画（人員及び人件 中期・年度計画及び中期・ 中期・年度計画及び中期・ 学生部長、学科長、水産学研 員については引き続き確
費の効率化に関する目標を 年度事業報告書の作成、情報 年度事業報告書の作成、情報 究科長、企画調整役、マルチ 保できており、順調に業
含む ）を定め、業務に支 の公開等の事務に加え、少子 の公開等の事務に加え、少子 メディアネットワークセンタ 務が進捗している。。
障を来すことなくその実現 化を巡る高等教育の定員充足 化を巡る高等教育の定員充足 ー管理役、学生課長及び実験 ・ホームページ上での教員
を目指す。 と学生多様化の問題への対応 と学生多様化の問題への対応 実習場長について、役員又は 募集、人事交流を踏まえた、 、

学生の就職支援など充実強化 学生の就職支援など充実強化 教育職員による兼務（事務取 ものなどの公平さを評価し
すべき事務等への要員配置が すべき事務等への要員配置が 扱又は併任）の体制を維持す た。
必要になるが、事務等を簡素 必要になるが、事務等を簡素 るとともに、新たに図書課長 ・大学（それに準じる機
化・効率化するとともに役員 化・効率化するとともに役員 についても教育職員の併任と 関と考えられる）の人事
の事務取扱い及び教育職員の の事務取扱い及び教育職員の することにより、人員の増加 計画で も配慮が不足し
併任体制により対処し、要員 併任体制により対処し、常勤 を抑制した。 ているのは、中長期的な
の合理化に努めることとする 職員の人員増を抑制すること また、平成１８年度から常 全体プランである。特定。

とする。 勤職員に係る人件費抑制が強 分野で欠員が出た時、そ
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く求められている状況である の分野で 適な人材を採
イ 人員に係る指標 イ 人員に係る指標 ことから、欠員補充について 用するというのが通常の

大学校の教育において制度 大学校の教育において制度 は必要 少限とした。 方式である。しかし、部
的に不可欠な次の職員を確保 的に不可欠な次の職員を確保 さらに、適材適所の人員配 分 適は必ずしも全体
する。 する。 置を基本とし、一般職員を中 適とは一致しない。特に

ａ 学位授与のため、大学 心に業務の確実な実施を図る 採用予定はないようであ
設置基準に基づく必要な （ア）学位授与のため、大学 ため、適切な人員配置を行っ るから、中長期的プラン
教育職員 設置基準に基づく必要な た 資料３４ 資料３５参照 を今から考えておくこと。【 、 】

ｂ 海技資格の取得のため 教育職員 を試みたらどうか。
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 （イ）海技資格の取得のため
ないものとする。 の教育に必要な教育職員

（参考）
１）期初の常勤職員数

１９６人 常勤職員に係る人件費抑制
２）期末の常勤職員数見込み が強く求められている状況で

１８７人 （ウ）船舶に必要な法定定員 あることから、欠員充足につ
いては必要 少限とし、その
中で１名（前年度３名）の専
任教員を採用するとともに、
非常勤講師として２６名（前
年度３０名）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。

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、各種資格に対応した教
員資格を取得させるための受
講・受験への派遣を行い、ま
た、海事教育職員の人事交流
にあたっては、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。

「船舶職員及び小型船舶操
縦者法」第１８条（船舶職員
の乗組みに関する基準）に基

、づく定員を確保するとともに
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船舶職員養成機関として、平
成６年運輸省告示第３９号の
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。

（２）人材の確保 （２）人材の確保 （２）人材の確保
教育職員の採用は選考に 職員の採用については既存 人材の確保のため、以下を

よるものとし、また、国、 の制度の活用に加え、独自の 実施する。
大学、他の独立行政法人、 採用制度の検討を行う。特に
民間研究機関等との人事交 教育職員の選考採用に当たっ ア 教育職員の採用は公募又 教育職員の採用にあたって
流を行う等により、中期目 ては公募を原則とする。 は計画的人事交流を基本に は、これまでも採用の透明性
標達成に必要な人材を確保 また、若手教育職員の採用 選考によるものとし、その 及び優秀な人材確保の観点か
する。 に当たっては、任期付任用も 選考はあらかじめ大学校が ら、関係機関への文書送付に

含め新たな方法の導入を検討 定める教育職員選考基準に よる方法に加え、本校ホーム
する。さらに、活性化と業務 よるものとする。 ページ及び独立行政法人科学
の充実に資するため、国、大 技術振興機構が運営する「Ｊ
学、他の独立行政法人及び民 ＲＥＣーＩＮ研究者人材デー
間研究機関等との人事交流を タベース」への情報掲載をあ
行う。 わせて行うことにより、広く

公募し、応募者の中から「独
立行政法人水産大学校教員選
考基準」及び「同細則」の規
定に基づき厳正に選考した上

、で採用することとしているが
イ 職員の採用については既 平成２０年度については、採

存の制度の活用に加え、独 用実績はなかった。
自の採用制度の検討を行う また、人事交流による教育。

職員及び海事教育職員の採用
にあっても、同様に、上記選
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

ウ 若手教育職員の採用に当 用することとしており、平成
たっては、任期付任用も含 ２０年度は、独立行政法人水
め新たな方法の導入を検討 産総合研究センターから教育
する。 職員１名及び海事教育職員４

名を採用した。

一般職員については、人事
院が実施する試験の合格者の
情報提供に関する動向を踏ま
え、本校単独で採用試験を実
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施することを視野に入れ、引
。き続き検討を行うこととした

、 、また 船舶職員については
本校単独で採用試験を実施す
ることとし、次年度の採用に
向けた公募を行った。

「独立行政法人水産大学校
職員就業規則」の任期付職員
の任用に係る規定を踏まえ、
国立大学法人等における任期
付教員に関する規程、募集方
法等の情報を収集し、引き続
き検討を進めた。

３ 積立金の処分に関する事項 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 ４ 情報の公開と保護 ４ 情報の公開と保護 ・ホームページは業務内 Ａ
公正で透明性の高い法人 独立行政法人等の保有する情 （１）独立行政法人等の保有す 本校ホームページに「情報 容がわかりやすく、必要

運営を実現し、法人に対す 報の公開に関する法律（平成１ る情報の公開に関する法律 公開」のページを設け 「独立 な情報の公開がされてい、
る国民の信頼を確保する観 ３年法律第１４０号）に基づき （平成１３年法律第１４０ 行政法人等の保有する情報の る。また、個人情報保護
点から、情報の公開及び個 適切な情報の公開を行う。独立 号）に基づき適切な情報の 公開に関する法律」等に定め も適切に行われ、業務が
人情報の保護に適正に対応 行政法人等の保有する個人情報 公開を行う。 られた情報（組織に関する情 順調に進捗している。
する。 の保護に関する法律（平成１５ 報、業務に関する情報、貸借 ・ホームページ上に情報公

年法律第５９号）に基づき個人 対照表、損益計算書、その他 開のページを設け、誰でも
情報の適切な管理を行う。 の財務に関する直近の書類の 何時でもアクセス出来る様

内容、組織、業務及び財務に に整備を行った点を評価し
ついての評価及び監査に関す た。
る情報等）について、積極的 ・情報の管理、職員への周
に公表及び情報提供し、何時 知徹底を評価した。
でも誰でも自由に情報が得ら ・適切な情報公開・保護
れるように整備した。 が行われていると考えら

また 「独立行政法人等の保 れる。、
有する情報の公開に関する法

（２）独立行政法人等の保有す 律」に基づく開示請求者に対
る個人情報の保護に関する して適切に対応できるよう、
法律（平成１５年法律第５ 情報公開窓口専用の個室を設
９号）に基づき個人情報の け、適切に対応した。
適切な管理を行う。 なお 「独立行政法人等の保、

有する情報の公開に関する法
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律」第４条第１項の規定に基
づく開示請求を受け、同法第
９条第１項に基づき開示決定
を行った案件は、平成２０年
度において１件あり、適切に
開示を行った。

「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 第７条の規定に基づく 独」 「
立行政法人水産大学校の個人
情報の適正な取扱のための措
置に関する規程」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。

３ 環境対策・安全管理の推 ５ 環境対策・安全管理の推進 ５ 環境対策・安全管理の推進 ・ＡＥＤの管理、労働安 Ａ
進 環境への負荷を低減するため （１）環境に配慮した教育研究 「国等による環境物品等の 全衛生法、船員法等で定

大学校の活動に伴う環境 「国等による環境物品等の調達 活動の実施に努める なお 調達の推進等に関する法律」 められた定期健康診断、。 、
への影響に十分配慮すると の推進等に関する法律 （平成 環境への負荷を低減するた に基づき、環境物品の購入等 石綿健康診断等適切に実」
ともに、事故及び災害を未 １２年法律第１００号）に基づ め「国等による環境物品等 の取組みを進めるため、平成 施しており、業務は順調
然に防止する安全確保体制 く環境物品の購入等の取り組み の調達の推進等に関する法 ２０年５月に調達方針を定め に進捗している。、
の整備を行う。さらに、環 を実施し、それらを環境報告書 律 （平成１２年法律第１ 本校のホームページ上に掲載 ・学内にＡＥＤ（自動体外」
境負荷低減のためのエネル として作成の上公表する また ００号）に基づく環境物品 して公表した。 式除細動器）設置、石綿健。 、
ギーの有効利用やリサイク 環境に配慮した教育研究活動の の購入等の取り組みを実施 また、平成１９年度におけ 康障害防止のため、石綿健
ルの促進に積極的に取り組 実施に努める。 し、それらを環境報告書と る調達実績については、平成 康診断等を実施した事、学
む。 労働安全衛生法（昭和２２年 して作成の上公表する。 ２０年５月に取りまとめを行 生の安全確保に細心の注意

法律第４９号）に基づき職場の い、調達方針とあわせて公表 を図った点を評価した。
安全衛生を確保するとともに、 を行った。 ・環境報告書、環境物品調
学生の安全に配慮した教育研究 （２）労働安全衛生法（昭和２ 平成１９年度の環境報告書 達実績をホームページ上で
活動の実施を図る。 ２年法律第４９号）に基づ については、平成２１年３月 公開した点を考慮し、評価

き職場の安全衛生を確保す に作成し、本校のホームペー した。
るとともに、実験・実習マ ジ上に掲載して公表した。 ・水産業は環境産業であ
ニュアルの作成・適用等を これらの取組を通して、環 る。ここで問題となって
通じて学生の安全に配慮し 境に配慮した教育研究活動の いる事柄とは異なるが、
た教育研究活動の実施を図 推進を図った。 海洋を環境の場としてと
る。 らえ、教育カリキュラム

職場の安全衛生を確保する の中で推進することを目
ため、突然の心停止に対する 指したらどうか。
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対応として学内２箇所に設置
したＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の管理 「労働安全衛生、
法」や「船員法」で定められ
た定期健康診断の実施や石綿
健康障害防止のため、石綿健
康診断等を実施した。

また、学生の安全確保のた
め、桟橋床板張替工事、藤棚
改修工事、陥没箇所舗装補修
工事等を行ったほか、実験実
習を行う際には、引き続き、
各学科が定めた実験・実習安
全マニュアルに基づき細心の
注意を払い、事故防止を図っ
た。
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