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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 

 

総合評価：A 

 

（所   見） 

 大項目の評価結果の全てを「Ａ」と評価し、中期計画に対して業務が順調に進

捗していると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

【Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・運営の効率化において、無駄削減プロジェクトチームの設置、自己評価に対する

姿勢など業務運営が進捗している。 

・コンプライアンス体制の強化、無駄削減チームの設置等「運営の効率化」に関

しては計画に対して業務が順調に進捗している。 

・業務の効率化において、第２期自己点検報告書の結果を具体的な業務改善等に活用

した。 
・若手を中心とする教育職員の質の向上を図った。 
・事務処理の無駄を省くプロジェクトチームの設置など目に見える形での業務改

善を積み重ねていることを評価した。 
・自己点検報告書の結果を業務改善等に活用し、HPに公表する等計画に対して業

務が順調に進捗している。 
 

【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】 

・水産庁幹部による特別講義など、水産大学校の特色を活かしたカリキュラムの

工夫は評価できる。また、少子化の中、入試における募集定員の倍率 4．4 倍の

受験者確保は大変評価できる。 

・専攻科に関しては、先の事業仕分けでも話題になったが、定員充足率も 106％

ということであり、自信を持って現在の体制で取り組んで貰いたい。 

・専攻科の成果は海技資格関係免許の取得状況によって判断される。３級を 100

％に近づける努力が今後も求められる。また，専攻科カリキュラムの成果指標

にはなっていない 2 級及び 1 級海技士免許については，受験率，合格率とも高

める努力が求められる。 

・水産学研究科 22 年度入試における定員管理が実施されたことは評価できる。し

かし，収容人員という点では大幅な定員超過は，学年進行のこともありまだ解

消されていない。定員管理は努力をしているという点で評価するものではなく，

結果指標をもとに評価されるべきものである。 
・なお、研究科生の研究成果の公表件数が大幅に増加していること、成果公表の

中で、受賞者が出たことは評価できる。 
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・学生による授業評価の結果が、どのように活かされているか、活かされてきた

か、具体的な記述が欲しい。毎年同様なアンケートを行うと、調査そのものが

マンネリ化するおそれがある。毎年、評価法を見直しているか、また、毎年授

業評価を行う必要があるか、検討してもよいのではないか。 

・文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/05/1294174.htm）によ

ると、平成 22 年 4 月 1 日時点での大学の就職率は 91.8%（昨年同期比 3.9 ポイ

ント減）と厳しい状況の中、全体の就職率が 95.1%は健闘したと言える。自己

評価結果に掲げられている様々な就職支援策の中で何がどの程度、効果があっ

たのかなど分析をする必要があろう。 
・本科の学科独自に開設したとされる「水産食品士」については、就職活動に有

効に作用したかどうかのフォローアップ調査が必要であろう。その結果によっ

ては、必要に応じてこの制度を改善し、今後、より有効に活用できるかもしれ

ない。 

 

【Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 

・予算に基づき、経費節減に努めており、外部資金の獲得にも成果が出ているこ

となど評価できる。 

・契約関係についても適切に対応していると考える。 

・人件費は５年間終了時点で評価したい。  

・運営費交付金を充当して行う事業について一般管理費は対前年度比３％、業務

経費は対前年度比１％削減された予算の下で平成21年度は運営をしてきたもの

である。外部研究費の獲得に努めるとともに、経費の節約に努めたことを評価

する。 

・予算の執行は、経費の節減を行うとともに、外部資金の獲得に努め、評価でき

る。 

 

【Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 

・危険性が高い施設３棟の耐震改修工事の完了、電気推進システムやロボット実験

実習設備などを設置する施設として舶用機械総合実験棟の建て替えを行い完了し

た。 

・舶用機械総合実験棟の建て替えや耐震改修工事を行う等施設及び船舶整備に関

する計画は順調に進捗している。 
･人件費抑制が求められる中、人員の増加を抑制する一方で、今後の学校経営を見

据え事務系組織の再編を行った。 

・教育職員、一般職員の採用に当たっても公平性、妥当性のある選考を行った。

・人員の抑制を図りながらも、必要な人員は選考基準に基づき確保等を行ったの

で人事に関する計画に対しては業務が順調に進捗している。 
・情報公開、個人情報保護の周知徹底など適切な対応、進捗している。 

・ホームページに情報公開をするなど適切に実施している。 
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・ホルムアルデヒド健康診断、新型インフルエンザ対策として職員・学生への予防対策

の周知徹底。マスク及びアルコール消毒剤の配布を迅速に行ったことは良かった。イ

ンフルエンザの流行に関わらず予防対策の周知徹底を行うように希望する。 

・環境物品の調達を進め、各種健康診断、耐震補強工事を実施するなど計画に対

して順調に事業が進捗している。 
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評 価 項 目（大項目） 

 

評価 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

  Ａ 

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

  Ａ 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画   Ａ 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

  Ａ 

 

評価単位ごとの評価シート（総括表） 

 

評 価 項 目（評価単位） 評価 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置   Ａ 

 

 

１ 運営の効率化 

２ 業務の効率化 

  Ａ 

  Ａ 

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

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

１ 水産に関する学理及び技術の教育 

２ 水産に関する学理及び技術の研究 

３ 就職対策の充実 

４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 

５ 学生生活支援等 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

  Ａ 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

  － 

 

Ⅴ  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計 

 画 

  － 

 

Ⅵ  剰余金の使途  
 

  － 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

１ 施設及び船舶整備に関する計画 

２ 人事に関する計画 

３ 積立金の処分に関する事項 

４ 情報の公開と保護 

５ 環境対策・安全管理の推進 

  Ａ 

  Ａ 

  － 

 Ａ 

  Ａ 
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別表５ 

平成２１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       
評 価 結 果       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     項  目  名             

 
ランク ウエイト

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき 
措置 

Ａ ２０／ 
 １００ 

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

Ａ ５０／ 
 １００ 

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

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ １０／ 
 １００ 

 
集約結果 

 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

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

 
 
 
 
 
そ の 他 の       
検 討 事 項       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
項  目  名 所     見 

①Ｓ評価の有無・内容 基礎項目において、Ｓ評価とされた項目はなかった
。 

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

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

④中期計画に記載されている事項以
外の特筆すべき業績 

特筆すべき業績はなかった。            
 

⑤災害対策等緊急的業務への対応状
況 

災害対策等緊急的業務はなかった。            
 

 
 
 
 
 
総 合 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

【Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・運営の効率化において、無駄削減プロジェクトチームの設置、自己評価に対する姿勢など

業務運営が進捗している。 

・コンプライアンス体制の強化、無駄削減チームの設置等「運営の効率化」に関しては

計画に対して業務が順調に進捗している。 

・業務の効率化において、第２期自己点検報告書の結果を具体的な業務改善等に活用した。

・若手を中心とする教育職員の質の向上を図った。 
・事務処理の無駄を省くプロジェクトチームの設置など目に見える形での業務改善を積み

重ねていることを評価した。 

・自己点検報告書の結果を業務改善等に活用し、ＨＰに公表する等計画に対して業務が順

調に進捗している。 

 

【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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・水産庁幹部による特別講義など、水産大学校の特色を活かしたカリキュラムの工夫は評

価できる。また、少子化の中、入試における募集定員の倍率 4．4 倍の受験者確保は大

変評価できる。 

・専攻科に関しては、先の事業仕分けでも話題になったが、定員充足率も 106％というこ

とであり、自信を持って現在の体制で取り組んで貰いたい。 

・専攻科の成果は海技資格関係免許の取得状況によって判断される。３級を 100％に近づ

ける努力が今後も求められる。また，専攻科カリキュラムの成果指標にはなっていない 2

級及び 1 級海技士免許については，受験率，合格率とも高める努力が求められる。 

・水産学研究科 22 年度入試における定員管理が実施されたことは評価できる。しかし，

収容人員という点では大幅な定員超過は，学年進行のこともありまだ解消されていな

い。定員管理は努力をしているという点で評価するものではなく，結果指標をもとに評

価されるべきものである。 
・なお、研究科生の研究成果の公表件数が大幅に増加していること、成果公表の中で、受

賞者が出たことは評価できる。 

・学生による授業評価の結果が、どのように活かされているか、活かされてきたか、具

体的な記述が欲しい。毎年同様なアンケートを行うと、調査そのものがマンネリ化す

るおそれがある。毎年、評価法を見直しているか、また、毎年授業評価を行う必要が

あるか、検討してもよいのではないか。 

・文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/05/1294174.htm）によると、平

成 22 年 4 月 1 日時点での大学の就職率は 91.8%（昨年同期比 3.9 ポイント減）と厳しい

状況の中、全体の就職率が 95.1%は健闘したと言える。自己評価結果に掲げられている

様々な就職支援策の中で何がどの程度、効果があったのかなど分析をする必要があろ

う。 
・本科の学科独自に開設したとされる「水産食品士」については、就職活動に有効に作

用したかどうかのフォローアップ調査が必要であろう。その結果によっては、必要に

応じてこの制度を改善し、今後、より有効に活用できるかもしれない。 

 

【Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 

・予算に基づき、経費節減に努めており、外部資金の獲得にも成果が出ていることなど

評価できる。 

・契約関係についても適切に対応していると考える。 

・人件費は５年間終了時点で評価したい。 

・運営費交付金を充当して行う事業について一般管理費は対前年度比３％、業務経費は対

前年度比１％削減された予算の下で平成21年度は運営をしてきたものである。外部研究

費の獲得に努めるとともに、経費の節約に努めたことを評価する。 

・予算の執行は、経費の節減を行うとともに、外部資金の獲得に努め、評価できる。 

 

【Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 

・危険性が高い施設３棟の耐震改修工事の完了、電気推進システムやロボット実験実習設

備などを設置する施設として舶用機械総合実験棟の建て替えを行い完了した。 

・舶用機械総合実験棟の建て替えや耐震改修工事を行う等施設及び船舶整備に関する計画

は順調に進捗している。 
･人件費抑制が求められる中、人員の増加を抑制する一方で、今後の学校経営を見据え事

務系組織の再編を行った。 
・教育職員、一般職員の採用に当たっても公平性、妥当性のある選考を行った。 

・人員の抑制を図りながらも、必要な人員は選考基準に基づき確保等を行ったので人事に

関する計画に対しては業務が順調に進捗している。 
・情報公開、個人情報保護の周知徹底など適切な対応、進捗している。 

・ホームページに情報公開をするなど適切に実施している。 

・ホルムアルデヒド健康診断、新型インフルエンザ対策として職員・学生への予防対策の周知徹

底。マスク及びアルコール消毒剤の配布を迅速に行ったことは良かった。インフルエンザの流

行に関わらず予防対策の周知徹底を行うように希望する。 
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・環境物品の調達を進め、各種健康診断、耐震補強工事を実施するなど計画に対して順調

に事業が進捗している。 
評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員
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別表４ 
 

平成２１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       
項 目 名       

 
Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト

 
１ 運営の効率化      
 

 
   Ａ 
 

 
１０／ 
 １００ 

 
２ 業務の効率化 
 

 
   Ａ 
 

 
１０／ 
 １００ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

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

 
（所  見） 
・運営の効率化において、無駄削減プロジェクトチームの設置、自己評価に対する姿勢など

業務運営が進捗している。 

・コンプライアンス体制の強化、無駄削減チームの設置等「運営の効率化」に関しては

計画に対して業務が順調に進捗している。 

・業務の効率化において、第２期自己点検報告書の結果を具体的な業務改善等に活用した。

・若手を中心とする教育職員の質の向上を図った。 
・事務処理の無駄を省くプロジェクトチームの設置など目に見える形での業務改善を積み

重ねていることを評価した。 

・自己点検報告書の結果を業務改善等に活用し、ＨＰに公表する等計画に対して業務が順

調に進捗している。 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 
 

 
小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表４ 

平成２１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       
項 目 名       

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

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基  礎  項  目  名 ラ ン ク ウエイト

 
１ 水産に関する学理及び技術の教育 
 

 
   Ａ 
 

 
２５／ 
 １００ 

 
２ 水産に関する学理及び技術の研究 
 

 
   Ａ 
 

 
１０／ 
 １００

 
３ 就職対策の充実 
 

 
   Ａ 
 

 
５／ 
 １００ 

 
４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 
 

 
   Ａ 
 

 
５／ 
 １００ 

５ 学生生活支援等 
 
   Ａ 
 

 
５／ 
 １００ 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

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

（所  見） 

・水産庁幹部による特別講義など、水産大学校の特色を活かしたカリキュラムの工夫は評

価できる。また、少子化の中、入試における募集定員の倍率 4．4 倍の受験者確保は大

変評価できる。 

・専攻科に関しては、先の事業評価でも話題になったが、定員充足率も 106％ということ

であり、自信を持って現在の体制で取り組んで貰いたい。 

・専攻科の成果は海技資格関係免許の取得状況によって判断される。３級を 100％に近づ

ける努力が今後も求められる。また，専攻科カリキュラムの成果指標にはなっていない 2

級及び 1 級海技士免許については，受験率，合格率とも高める努力が求められる。 

・水産学研究科 22 年度入試における定員管理が実施されたことは評価できる。しかし，

収容人員という点では大幅な定員超過は，学年進行のこともありまだ解消されていな

い。定員管理は努力をしているという点で評価するものではなく，結果指標をもとに評

価されるべきものである。 
・なお、研究科生の研究成果の公表件数が大幅に増加していること、成果公表の中で、

受賞者が出たことは評価できる。 

・文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/05/1294174.htm）によると、平

成 22 年 4 月 1 日時点での大学の就職率は 91.8%（昨年同期比 3.9 ポイント減）と厳しい

状況の中、全体の就職率が 95.1%は健闘したと言える。自己評価結果に掲げられてい

る様々な就職支援策の中で何がどの程度、効果があったのかなど分析をする必要があろ う。

・本科の学科独自に開設したとされる「水産食品士」については、就職活動に有効に作

用したかどうかのフォローアップ調査が必要であろう。その結果によっては、必要に

応じてこの制度を改善し、今後、より有効に活用できるかもしれない。 

・全国から入学者が集まるということは、ほとんどの学生が寮か下宿生活をしていると

いうことでもあり、一人で問題を抱え込みやすい。教員には相談しにくいことも考え

られ、大学の対応として、学生の目線で、相談しやすいシステムとなっているか、常

に検証が必要と思われる。 

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 
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別表４ 
 

平成２１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       
項 目 名       

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

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

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

 
（所  見） 
・予算に基づき、経費節減に努めており、外部資金の獲得にも成果が出ていることなど

評価できる。 

・契約関係についても適切に対応していると考える。 

・人件費は５年間終了時点で評価したい。 
・運営費交付金を充当して行う事業について一般管理費は対前年度比３％、業務経費は対

前年度比１％削減された予算の下で平成21年度は運営をしてきたものである。外部研究

費の獲得に努めるとともに、経費の節約に努めたことを評価する。 

・予算の執行は、経費の節減を行うとともに、外部資金の獲得に努め、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 
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別表４ 
 

平成２１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       
項 目 名       

 
 Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
１ 施設及び船舶整備に関する計画 
 

 
Ａ 

 

 
  ３／１００  
 

 
２ 人事に関する計画 
 

 
Ａ 

 

 
 ４／１００  
 

 
４ 情報の公開と保護 
 

 
Ａ 

 

 
１.５／１００ 
 

 
５ 環境対策・安全管理の推進 
 

 
Ａ 

 

 
１．５／１００  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

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

（所  見） 
・危険性が高い施設３棟の耐震改修工事の完了、電気推進システムやロボット実験実習設

備などを設置する施設として舶用機械総合実験棟の建て替えを行い完了した。 

・舶用機械総合実験棟の建て替えや耐震改修工事を行う等施設及び船舶整備に関する計画

は順調に進捗している。 
･人件費抑制が求められる中、人員の増加を抑制する一方で、今後の学校経営を見据え事

務系組織の再編を行った。 
・教育職員、一般職員の採用に当たっても公平性、妥当性のある選考を行った。 

・人員の抑制を図りながらも、必要な人員は選考基準に基づき確保等を行ったので人事に

関する計画に対しては業務が順調に進捗している。 
・情報公開、個人情報保護の周知徹底など適切な対応、進捗している。 

・ホームページに情報公開をするなど適切に実施している。 

・ホルムアルデヒド健康診断、新型インフルエンザ対策として職員・学生への予防対策の周知徹

底。マスク及びアルコール消毒剤の配布を迅速に行ったことは良かった。インフルエンザの流

行に関わらず予防対策の周知徹底を行うように希望する。 

・環境物品の調達を進め、各種健康診断、耐震補強工事を実施するなど計画に対して順調

に事業が進捗している。 
 
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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

 １０／１００        
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○具体的指標 

 ・業務運営の改善が適切に行われているか              Ａ 

 ・事務事業評価が適切に行われ、必要な改善が進められているか    Ａ 

 

○業務進捗状況 

 業務運営の改善に関して次のことを行い、業務運営の改善を図った。 

①本校業務の公共性に鑑み、外部有識者の専門的な知見を取り入れコンプライアンス体制

を強化すべく、コンプライアンス委員会に外部委員として顧問弁護士を加えた。 

②支出における無駄の削減、職員の意識改革等を図るための自立的な取組を促進するため

、無駄削減プロジェクトチームを新たに設置した。 

③支出の無駄の削減に加え、事務処理の合理化・簡素化、業務の効率化等のため業務全般

について点検を行い、練習船２隻の燃油積込日を調整して燃油調達に係る入札業務の軽減

、委員会等の持回り審議による意志決定の迅速化などを行ったほか、残された課題につい

ては、今後の対応策を明確にするとともに、改善状況等のフォローアップを行った。 

 

 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農林水産省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

会を開催して平成２０年度業務実績に係る自己評価について再評価を受けた。外部評価委

員会で提出された意見・指摘は、農林水産省独立行政法人評価委員会に提出するとともに

、本校のホームページにて公表した。 

②農林水産省独立行政法人評価委員会の意見・指摘を踏まえ、教育面にあっては水産学研

究科の教育態勢を見直し、平成２２年度入試から学生数の 適化を図るとともに、研究面

にあっては研究業績のインパクトの高い媒体への公表を促進する方策について検討を重

ね、新たな予算的支援措置を講じるとともに、新たに導入する教育職員の評価において本

件を加味することとした。 

③自己評価シートの構成及び種類、添付参考資料等について見直し、統一性が求められる

様式について記入例を作成するなど、自己評価シートの作成、取り纏めの効率化を図った

。 
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④任期満了に伴う外部評価委員の改選にあたり、より広い視点から評価が為されるよう新

たに全国的な漁業者団体に所属する者や女性を委員に加えた。 

 

○その他（意見） 

・一定の基準に対する評価のほか、取組が積極的に行われていれば、それを評価してもよ

いのではないか。 

・第３期中期計画策定の際には、他の大学等の計画も参考にしつつ検討してはどうか。 

・評価基準の中で数値目標も重要であるが、評価において、学生の日常的な指導など数値

化できない教育の「質」も考慮に入れるべき。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の順調がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・無駄削減プロジェクトチームの設置、自己評価に対する姿勢など業務運営が進捗している。

・コンプライアンス体制の強化、無駄削減チームの設置等「運営の効率化」に関しては

計画に対して業務が順調に進捗している。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

１０／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・教育研究業務の効率化は適切に行われているか      Ａ 

・教育研究支援業務の効率化は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

 教育研究業務に関して次のことを行い、業務の効率化を図った。 

①業務改革の推進に向けた検討を行い、その結果を第２期自己点検報告書として取り纏め

、ホームページで公表した。平成２２年度から実施するとした事項については実行に向け

て準備を進め、その他事項については引き続き検討していくこととして、第２期自己点検

報告書の結果を具体的な業務改善等に活用した。 

②国内外における学会・研究会等に、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推進した。 

③教育職員及び海事教育職員の人事交流を水産庁及び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た。また

、教育職員が、自らの教育研究の活動計画を自己評価した上で、所属長等が再評価等を行

うこととする新たな評価方法の導入に向け、その試行を実施した。 

 

 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、資質の向上に努め、業務の効率化・高度化を図った。 

②農林水産省所管の独立行政法人１０機関で設置した人事評価検討会において、新たな人

事評価方法について検討を進め、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２回目の試行を行った。 

③引き続き、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等を行うととも

に、軽微な文書については極力紙媒体を使用せず電子媒体での処理を推進し、タイムリー

な情報の共有化、用紙類の節約を行った。 

14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④支出の無駄の削減に加え、事務処理の合理化・簡素化、業務の効率化等を行うため、無

駄削減プロジェクトチームを新たに設置して業務の点検を行い、今後の対応策を明確にす

るとともに改善状況等のフォローアップを行った。 

⑤高等教育の定員充足に影響を与える少子化や学生の多様化への適切な対応、学生の就職

支援などの充実強化及び内部監査体制の強化を図るため、組織を改編し、新たに、入試統

括役、就職統括役、学生支援課及び監査役を設置した。 

⑥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、経費を節減

した。 

⑦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、地震等により倒壊又

は崩壊する危険性が高いと診断された施設３棟について、耐震改修工事を行った。 

⑧平成２２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。 

⑨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について、他機関と連携した調査研究等への活用とい

った視点も加味して、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。 

⑩２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を行った。また、練習船の設備等を積極的に活用することにより、

水産業界への貢献や国際協力に資する研究に取り組んだ。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の順調がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・第２期自己点検報告書の結果を具体的な業務改善等に活用した。 
・若手を中心とする教育職員の質の向上を図った。 
・事務処理の無駄を省くプロジェクトチームの設置など目に見える形での業務改善を積み

重ねていることを評価した。 

・自己点検報告書の結果を業務改善等に活用し、ＨＰに公表する等計画に対して業務が順

調に進捗している。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

２５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・本科での教育は適切に行われているか    Ａ 

・専攻科での教育は適切に行われているか      Ａ 

・研究科での教育は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

 本科（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．必要に応じて各学科で授業内容を見直し、水産業を巡る 新の情勢や新しい研究成果

等を適切に教育に反映させた。 

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

科目を開講するとともに、他学科で開講される科目の円滑な履修を促進した。 

ｃ．全学科で水産学概論と水産特論を必修科目として学生に受講させるとともに、平成２

０年度に改組した水産流通経営学科の水産流通等の分野の科目を新設、或いは内容を変更

した。 

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、乗船中に幅広い分野の実習を実施した。 

ｃ．実験実習場において、その立地環境・特性を活かして、増養殖や生態系保全、水域環

境に関する実習、沿岸海洋観測等に係る実習を実施した 

ｄ．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．水産行政、水産業界等の 新動向を理解させるため、水産庁幹部等を講師として、全
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学科３年次生を対象とする「水産特論」を必修科目として開講したほか、水産・船舶関連

企業の幹部・担当責任者による特別講義等を実施した。 

ｂ．インターンシップ参加を促進し、水産庁本庁、九州漁業調整事務所、独立行政法人水

産総合研究センター、市役所、水産関連企業等で学生がインターンシップを実施した。 

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果的・効率的に実施した。 

ｂ．本校の教育対応研究の成果や関連する 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を実施するとともに、評価結果を踏まえて個々の授業の改

善策を取り纏め、学生にも公表したほか、ＦＤ対応委員会において、分かり易いシラバスの作

成、実験や実習に関する学生による授業評価の実施、教員間の授業参観の実施について検討を

行った。 

⑤意欲ある学生の確保、定員充足状況等 

ａ．入試制度について改善を行うとともに、高校訪問等により意欲の高い学生の確保に努

め、平成２２年度入試における募集定員に対する倍率は４．４倍となった。 

ｂ．募集人員１８５名に対する入学者は２１３名で充足率は１１５％となったが、教育水

準の低下が生じることのないよう配慮した。 

ｃ．全学生の定員７４０名に対する在学生数は８７７名で充足率は１１９％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した。 

 

 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教育を実施した。三級海技士免許取得率は８２％、二級海技

士免許筆記試験合格率は７１％、１級海技士免許筆記試験合格者は１２名であった。 

②入学段階から、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

職状況等を説明するとともに、水産関連海運会社等の見学及び説明会への参加を促して水

産関連業界の実状を把握させるなどの指導を行った。 

③学生の専攻科に対する指向性の向上、魅力ある専攻科づくりに努めた結果、定員充足率

は１０６％となった。 

④他大学の専攻科教育の動向、海技士免許取得者ニーズの動向等の情報収集を行うととも

に、定員充足状況、求人動向、これまでの取組を踏まえ、引き続き、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。 

 

 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学生数は定員２０名のところ３９名で定員を超えたが、担当教員５０名による教育体制

により対応した。 

②平成２２年度入試では、１，２年次生合わせて２０名の定員数を踏まえ、募集人員約１

０名に対し入学者を９名とするなど、研究科における教育・研究の質的向上を図るために

、定員の遵守を厳格化した。 

③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。 

④研究成果の公表を推進した結果、前年度を大幅に上回り、学会誌等への論文発表が１２

件、口頭発表が６６件に達した。また、研究科生３名が学会賞を受賞した。 

⑤平成２０年度研究科修了生全員が修士の学位を取得し、平成２１年度研究科修了生のう

ち年度内審査を希望した４名全員が平成２２年３月に修士の学位を取得した。 
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○その他（意見） 

 ・多くの貴校出身者が現在社会に出て活躍しており、そうした卒業生も評価の対象とで

きないか。 

・少子化の時代に高い入試倍率や就職率を維持し続けていることは評価に値する。 

・水産系海技士、特に機関士は不足しており、水産大学校には引き続き養成機関としての

重要な役割を果たして欲しい。 

・大都市圏ではなく水産業の拠点であり国際水域にも近い下関で、水産教育を行うことに

意味がある。 

・社会に出て専攻科の重要性がよくわかるが、１級・２級の海技士は就職する上でも非常

に有利であり、その合格率を目標としているのは良い。また、ビジネスにおいて実用的な

英語は重要であり、TOEIC等の点数を目標とするなどの教育を推進することが重要。 

・実習場については、実習場という施設だけではなく、その周辺の環境を利用した調査等

を行う拠点としての役割も重要である。 

・水産系海技士の知識・技術は、調査船においても重要であり、特に調査機器を目標とす

る水深で曳航する技術や生物学的な知識が商船系の海技士には不足しており、調査の現場

では水産系海技士はなくてはならない存在である。 

・生物多様性条約の批准により、海洋環境がCO2等と同様に重要な指標となりつつある。

外洋域の環境アセス等のため、水産系海技士の需要はさらに高まると思われる。 

・水産は多様化しており、多面的機能等広い教育が必要。今の時代に要請されている地球

的規模の環境問題への対応も今後検討してはどうか。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・水産庁幹部による特別講義など、水産大学校の特色を活かしたカリキュラムの工夫は評

価できる。また、少子化の中、入試における募集定員の倍率 4．4 倍の受験者確保は大

変評価できる。 

・専攻科に関しては、先の事業評価でも話題になったが、定員充足率も 106％ということ

であり、自信を持って現在の体制で取り組んで貰いたい。 

・水産学研究科の定員の遵守の厳格化は是々非々で行って欲しい。意欲ある優秀な学生の

学習と研究の機会を奪うことが無いよう、進路指導に配慮して欲しい。 

・本科で入試の競争倍率が上がったこと、専攻科で定員を満たしていること、研究科で

は定員超過が是正されつつあることは、大学の努力の成果であり、高く評価できる。

研究成果の公表件数が大幅に増加していること、成果公表のなかで、受賞者が出たこ

とは評価に値する。 

・一方で、専攻科の三級海技士免許取得率、二級海技士免許筆記試験合格率が前年度を

やや下回った。来年度の合格率向上に向けた、さらなる努力に期待したい。 

・学生による授業評価の結果が、どのように活かされているか、活かされてきたか、具

体的な記述が欲しい。毎年同様なアンケートを行うと、調査そのものがマンネリ化す

るおそれがある。毎年、評価法を見直しているか、また、毎年授業評価を行う必要が

あるか、検討してもよいのではないか。 

・具体的指標における「研究科での教育は適切に行われているか」については「B」と評

価する。それ以外は「A」と評価する。 

・JABEE 教育に全校あげて取り組むなどこれまでにない積極的な姿勢を見せている点は
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十分に評価できる。専門大学として即戦力の学生を社会に送り出していく役割を自らに

課せて，その体制を今後も強化して欲しい。 

・全体のカリキュラム構成で気になったのは，授業科目の中に，現在の水産業や水産食料

産業が置かれた状況を，幅広い視点からみる科目が不足している点である。努力をして

いるのはわかるが，現実はそれ以上にダイナミックに動いている。カリキュラムの中に

余裕を持たせて毎年変更していける部分を持って，講義タイトル・内容とも学生が 先

端のものを学んでいるという自信を抱くことができるようなものにして欲しい。何度も

指摘するが，科目名称等がやや時代にそぐわないものが散見される。 

・授業アンケートや FD の実施によって，教育の質の向上をはかろうとする姿勢は評価で

きる。今後はそれが目に見える指標にして，評価報告書に反映させて欲しい。 

・専攻科の成果は海技資格関係免許の取得状況によって判断される。３級を 100％に近づ

ける努力が今後も求められる。また，専攻科カリキュラムの成果指標にはなっていない

2 級及び 1 級海技士免許については，受験率，合格率とも高める努力が求められる。専

攻科をもつことの意味が社会的に問われ，文部科学省管轄の大学との統合が検討対象に

なるなかで，学生の資格取得状況が大きな判断材料となる。修了生全員が２級以上を受

験するようなインセンティブを与え続けられる教育のシステムがあるのかどうか，それ

が問われている。 

・二級海技士の航海，機関とも修了者全員が受験しているわけではない。全員が進んで受

験するような教育体制を至急に整え，かつ，修了者数を分母に計算した合格率をあげる

よう努めて欲しい。現状はかなり低い。 

・水産学研究科 22 年度入試における定員管理が実施されたことは評価できる。しかし，

収容人員という点では大幅な定員超過は，学年進行のこともありまだ解消されていな

い。したがって，教育の質の確保の 低条件が守られていないという点で，自己評価は

低くて当然であろう。定員管理は努力をしているという点で評価するものではなく，結

果指標をもとに評価されるべきものである。 

・水産学研究科の自己評価文章中に，定員を大幅に超えたために担当教員５０名による教

育体制により対応したとあるが，この文章では担当教員の質の確保ができていたのかど

うか，不明である。研究科の教員の質を担保した上で，対応としてことがわかるような

資料の提示が求められる。 

 

 

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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

１０／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・教育対応研究は適切に推進されているか               Ａ 

・行政・産業への貢献につながる研究活動は適切に推進されているか   Ａ 

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

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

 

〇業務進捗状況 

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

課題として８０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、論文に

より１１６件、著書により１５件、口頭発表により２５５件、報告書により８２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つの課題に取り組み、セミナーや技術指導、学会発表等を通して研究成果を産業界等に情

報発信した。 

 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４４件実施したほか、科

学研究費補助金により１９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、１６件の共同研究を実施した。 
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 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、フィージビリティ調査

、知的財産権の取得・活用等に係る情報収集を行うための経費を学内公募・選考により支

援する予算等の重点配分を行ったほか、アグリビジネス創出フェアなどの産学公交流イベ

ント等に積極的に参加して、研究成果を発信するとともに、情報収集を行い、交流を促進

した。   

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・自己評価結果が A ということなので、所期の目標は達していると推察されるが、論文件

数や外部資金の件数など、数値が出てくる事項については、対前年比を示すなど、表現

を工夫して欲しい。また業績については、単純に論文の数だけであると、分野によって

論文が出にくい分野もあるので、配慮が必要であろう。 

・他機関との共同研究も積極的に行われていると思われるが、共同研究の相手とのマッチ

ングはどのように行われているのか。（相手側からのアプローチが多いのか、水産大学

校側からアプローチした研究が多いのか等々） 

・論文、著書、報告書による研究成果の公表数は昨年を上回っていて、評価に値する。

行政・産業対応研究も一定の成果を上げている。 

・外部資金獲得、外部の公募や依頼に基づく調査研究、外部との共同研究については、

ほぼ昨年のレベルにとどまっている。運営費交付金が毎年減額されている現状では、

教育研究の質を維持していくために、外部からの資金の比率を高める必要がある。一

層の努力を期待したい。 

・教員及び水産大学校における研究の位置付けが，この２－３年の間に相当にはっきりし

てきた点は高く評価できる。 

・今後は，特に，行政・産業対応研究活動において，個々の研究課題の横断性を強めて，

水産大学校ならではと言われるような研究課題の設定に努めて欲しい。  
・教育と研究に対する個別の教員のエフォート管理はどうなっているのか。専門技術者要

請の社会的使命をもった大学校の場合，一般の大学とは違う発想が求められると思うが

，今後の人事管理，業務管理計画のなかでそれが明確に示せるようにしていただきたい

。 

 

 

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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか                  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２１年度卒業・修了者の就職率は９５．１％、このうち水産関連分野への就職率（内

定者ベース）は７７．３％、進学者のうち水産分野への進学率は９０．６％であった。就

職及び進学を合わせた水産分野への就職若しくは進学の割合は８１．６％であった。 

 

 就職ガイダンス・合同企業説明会の開催等について学内委員会で検討し、就職対策方針

を明確化し、教授会等を通じて全ての教職員に周知徹底させた。 

 

 学校全体として、就職ガイダンス、公務員受験対策、企業訪問、就職情報の提供、後援

会と連携した合同企業説明会の開催、企業等へ提出する履歴書・自己紹介書の統一したひ

な形の作成を行い、あわせて、各学科においては、個別進路面談及び個別模擬面接の実施

、水産関連分野への就職を目指す学生に対する学科推薦書の発行、学科独自の資格として

開設した「水産食品士」の授与などを行い、全体での取組と各学科単位での取組の効果的

な連携に努めた。 

 

 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卒業生へのアンケート調査等を基にした、本校独自の就職活動手引書の作成及び学生へ

の配付 

③就職支援室の電子表示装置による 新の就職情報等の提供 
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④就職支援室及びラウンジにおける企業概要等の閲覧会の開催 

⑤予備校講師による公務員採用試験対策学内講座の開講 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/05/1294174.htm）によると、平

成 22 年 4 月 1 日時点での大学の就職率は 91.8%（昨年同期比 3.9 ポイント減）と厳しい

状況の中、全体の就職率が 95.1%は健闘したと言える。対前年との動向が不明なので分

からないが、自己評価結果に掲げられている様々な就職支援策の中で何がどの程度、効

果があったのかなど分析をする必要があろう。 
・全国的に厳しい就職状況のなか、全体として、就職率の目標値をクリアしていること

は、全学を挙げての就職対策の成果として、高く評価できる。一方、本科の学科の一

部や専攻科ではなかには水産関係への就職率が75％を下回っているところがある。就

職率の向上に一層の努力が望まれる。 

・本科の学科独自に開設したとされる「水産食品士」については、就職活動に有効に作

用したかどうかのフォローアップ調査が必要であろう。その結果によっては、必要に

応じてこの制度を改善し、今後、より有効に活用できるかもしれない。 

・具体的指標における、「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」については、教職員に大学の方針が徹底されたことが資料等の中から読み取れ

ないことから「B」と評価する。また「各種就職支援策が実施されているか」について

も「B」と評価する。それ以外は「A」と評価する。 

・就職支援策で取り上げられた項目はいずれもどこの大学でもかなり以前から取りくんで

きたことである。それがどのような効果を生み出しているのかを示して欲しい。 

 

 

 

 

 

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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

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

るか                                                                      Ａ 

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

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

                                                                          Ａ 

 

〇業務進捗状況 

 大型クラゲ国際共同調査、ウナギ産卵生態調査など、水産政策上の重要案件について関

係機関と協力して調査に取り組むとともに、ＳＥＡＦＤＥＣへの技術協力、開発途上国の

行政官等を対象とする研修の実施などを通じて、国際協力にも貢献した。また、国・地方

公共団体等の委員会・審議会等に委員として教職員を派遣するとともに、技術相談等に対

しても適切な対応を行うことにより、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、企業・団体向けの本校紹介パンフレットの新

規作成・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、研究成果情報の発信とその利活用を推進した。 

 

 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、本校に受け入れて研修

等の受入を行った。また、ＪＩＣＡ等から委託を受け、 長で２ヶ月に及ぶ研修コース全

体をコーディネートした上で、外国人研修員を受け入れて集団研修を行った。 

 

 広く国民一般を対象とした公開講座「エコ技術を水産業へ－車の次は漁船もエコ！－」
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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。 

 

○その他特筆すべき事項 

 新たに、２件の特許出願を行った。 

 また、民間企業と共同して出願していた「水中集魚灯」が、新たに特許登録された。 

 

○その他（意見） 

・論文数は目標を達成しておりすばらしいが、論文の内容についてマスコミ等で目にする

機会は少ない。研究成果を積極的にPRしてほしい。 

・産業界への貢献に重きを置いていることに敬意を表する。 

・漁業生産者においても、今後産地の販売力（流通）に力を入れていく必要があるが、貴

校教員の研究成果（ミニシンポ等における発表）を参考にさせていただいている。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・マスコミ等への露出が少ないという指摘があるようだが、水研センターと比較して、立

地条件（水研は本部が首都圏、全国に研究所、事業場が展開）でハンディーがあるので

仕方がない面もあろう。この点では、むしろ、水研センターと協力することを考えるべ

きではないか。例えば、お互いの広報誌の中で記事を交換するなど、水産関連の唯一の

独法である両法人が情報発信を協力して行うことはあってもいいと考える。 

・日本水産学会平成 24 年度秋季大会は中国・四国ブロックでの開催が予定されていると

ころ、水産大学校として積極的に取り組んで貰いたい。 

・おおむね計画通りに成果を上げていると評価する。 

・「水産大学校研究報告」や「水産大学校の 近の研究成果から」をホームページ（ＨＰ

）で積極的に公開している点は評価できる。 
・ＨＰには新情報も頻繁に掲載している。情報提供媒体として、ＨＰはますます重要に

なってきていることから、ＨＰを活用した情報提供を積極的に行っているということ

をアピールしてもよい。 

・運営費交付金が減少傾向にあるなか、「水産大学校研究報告」がＨＰ上での公開に加

え、冊子体も発行していることの是非について、検討する時期ではないか。 

・研究成果の公表について，論文数で見る限りは目標水準に達している。この点は評価で

きる。ただ，そのインパクトについては十分に検討されていないのではないか。 

・様々な活動がこの項目に組み込まれており，焦点がぼけているような印象を受けてしま

う。この項目の戦略を明確にして，ひとつひとつの活動を意義づけ，かつ関連づけて取

り組んで欲しい。活動をこなすだけではかえって非効率となる。 
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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 

 

26



別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・学生のインセンティブ向上のための取組は適切に行われているか   Ａ 

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

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

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

 

〇業務進捗状況 

 学生のインセンティブ向上のため、引き続き、各学科の学業成績優秀者１名の表彰を行

うとともに、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

により、海浜清掃をボランティア活動として行ったダイビング部の表彰を行った。また、

経済状況・学業成績を勘案して公平・妥当性のある審査を行い、授業料免除制度を適切に

運用したほか、学生の勉学意欲を高めるため、成績優秀者の授業料を半期について半額免

除する制度を運用した。 

 

 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・校医

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ほか、寮生が自

立的運営を行っている学生寮の運営についても、適宜、指導・助言を行った。 

 

 学生の課外活動への支援として、体育施設・設備の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」、漁村地域の活性化に資するために新たに発足した「村おこし会」等を位置

づけて、その活動を支援した。このうち、「水の生きもの研究会」は、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、平成１９年度、平成２０年

度に引き続き、市から表彰を受けた。 

 

 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

27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み、研究成果をセミナーや技術指導、学会発表等を通して産業界等に情報発信を行

ったほか、学生の就職先でもある水産関連企業・団体との間で委託研究や共同研究の実施

、研修会等への講師派遣、技術相談等への対応、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

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・学生生活支援は多岐に亘って行われているが、それらサービスが学生にとってどの程度

役に立っているのか、アンケート調査などを行う必要があるのではないか。 

・引きこもりなどメンタルな問題を抱える学生が増えていると思われるので、今後ともメ

ンタルヘルス対策は積極的に対応して欲しい。 
・ 近はどの大学においても、学生生活指導におけるメンタルヘルスケアの重要性が増

している。背景には厳しい経済状況、勉強や日常生活への不適応などがあると思われ

る。全国から入学者が集まるということは、ほとんどの学生が寮か下宿生活をしてい

るということでもあり、一人で問題を抱え込みやすい。教員には相談しにくいことも

考えられ、大学の対応として、学生の目線で、相談しやすいシステムとなっているか

、常に検証が必要と思われる。 

・今後，この項目のなかに，企業・地方公共団体等との連携に関する評価を含めるかどう

かは検討していただきたい。目的をはっきりさせた活動にした取組にすることが求めら

れる。 

・学生に対する経済的支援の必要性が増していると思われるが，今後さらに強めて欲しい

。 

 

 

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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

２０／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・予算の計画・執行は適切か   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

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

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

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

など、経費の節減を行った。 

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

て教員に積極的な応募を促すとともに、産学公交流イベントに積極的に参加して研究成果

のＰＲを行うなど、外部資金の獲得に努めた。 

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

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

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

の経費節減のための経費にも配分した。 

 一括再委託の禁止措置及び再委託把握措置については、規程を改正し、契約書の記載事

項として「再委託が伴う場合の一括再委託禁止及び再委託の承認に係る措置」を追加する

ことにより改善した。  

 

 

 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

 

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 
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る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・予算に基づき、経費節減に努めており、外部資金の獲得にも成果が出ていることなど

評価できる。 

・契約関係についても適切に対応していると考える。 

・人件費は５年間終了時点で評価したい。 
・運営費交付金を充当して行う事業について一般管理費は対前年度比３％、業務経費は対

前年度比１％削減された予算の下で平成21年度は運営をしてきたものである。 

・外部研究費の獲得に努めるとともに、経費の節約に努めたことを評価し、A評価相当と

した。 

・予算の執行は、経費の節減を行うとともに、外部資金の獲得に努め、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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

３／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・施設及び船舶の整備は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

 海技士資格の取得に必要な蒸気実験関連設備のほか、近年の船員教育に必要な電気推進

システムやロボット実験実習設備などを設置する施設として舶用機械総合実験棟の建て

替えを、平成２１年度までの２ヶ年事業として進め、平成２２年３月に完成した。 

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

い」と診断された施設３棟（水産生物飼育培養棟、海洋生産実験・教室棟、研究準備棟）

の耐震改修工事を行い、平成２２年３月に完了した。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・危険性が高い施設３棟の耐震改修工事の完了。 
・電気推進システムやロボット実験実習設備などを設置する施設として舶用機械総合実験棟の

建て替えを行い完了した。 

・舶用機械総合実験棟の建て替えや耐震改修工事を行う等施設及び船舶整備に関する計画

は順調に進捗している。 

 

 

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 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

４／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・人員計画は適切か             Ａ 

・人材確保の取組は適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

 平成１８年度から常勤職員に係る人件費抑制が強く求められていることから、欠員補充

については必要 少限とし、引き続き、学生部長、学科長及び水産学研究科長等について

教育職員の併任とするとともに、新たに企画情報部長について教育職員の併任とすること

により、人員の増加を抑制した。 

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

等教育機関における定員充足問題に対応するための専門役の設置、学生支援課の新設、就

職支援体制の充実強化を図るための専門役の設置等を内容とする事務系組織の再編を行

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。 

 

 教育職員の採用にあっては、これまでと同様広く公募し、応募者の中から規程に基づき

厳正に選考した上で、４名を採用した。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、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、教育職員

１名及び海事教育職員５名を採用した。 

 一般職員については、既存の制度を活用しながら、公募により本校独自に人材を確保す

るとともに、船舶職員についても、公募により本校単独に人材を確保した。 

 任期付職員の任用については、既に制度を導入している国立大学法人等の現状や問題点

について情報を収集しながら、引き続き、制度の導入について検討を進めていくこととし

た。 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
･人件費抑制が求められる中人員の増加を抑制する一方で、今後の学校経営を見据え事務

系組織の再編を行った。 
・教育職員、一般職員の採用に当たっても公平性、妥当性のある選考を行った。 

・人員の抑制を図りながらも、必要な人員は選考基準に基づき確保等を行ったので人事に

関する計画に対しては業務が順調に進捗している。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

１．５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

・情報の公開は適切か       Ａ 

・個人情報保護の取組は適切か   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

  情報の公開については、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、適切に対応した。 

 

 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に基

づき、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

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・情報公開、個人情報保護の周知徹底など適切な対応、進捗している。 

・ホームページに情報公開をするなど適切に実施している。 

 

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 
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別表２ 

平成２１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       

ウエイト数値 

 

１．５／１００         
 

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ  ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

（備  考） 

〇具体的指標 

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

・職場の安全衛生及び学生の安全への配慮が適切に行われているか   Ａ 

 

〇業務進捗状況 

 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

を進めるため、調達方針を定め、平成２０年度の調達実績とともに本校ホームページ上で

公表した。平成２０年度の環境報告書についても、本校ホームページ上で公表した。 

 

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

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診断等を実施した

ほか、新たに、ホルムアルデヒド健康診断、新型インフルエンザ対策としての予防対策委

員会の設置、職員・学生への予防対策の周知徹底、マスク及びアルコール消毒剤の配布・

設置などを行った。 

 また、学生の安全確保のため、耐震補強工事を行ったほか、敷地陥没対策、鳩糞害対策

、学生寮防犯対策等を講じ、教育施設の維持管理に努めた。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・ホルムアルデヒド健康診断、新型インフルエンザ対策として職員・学生への予防対策の周知徹

底。マスク及びアルコール消毒剤の配布を迅速に行ったことは良かった。インフルエンザの流

行に関わらず予防対策の周知徹底を行うように希望する。 

・環境物品の調達を進め、各種健康診断、耐震補強工事を実施するなど計画に対して順調
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 に事業が進捗している。 

 

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 
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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 ウエイト

項目 種類

20/100Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 大項目

○ １ 運営の効率化 10/100

○ ２ 業務の効率化 10/100

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に関す 大項目

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 25/100

○ ２ 水産に関する学理及び技術の研究 10/100

○ ３ 就職対策の充実 5/100

○ ４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 5/100

○ ５ 学生生活支援等 5/100

20/100○ Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び 大項目。）

資金計画

Ⅳ 短期借入金の限度額 大項目 －

○ Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その 大項目 －

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

○ １ 施設及び船舶整備に関する計画 3/100

○ ２ 人事に関する計画 4/100

○ ３ 積立金の処分に関する事項 －

○ ４ 情報の公開と保護 1.5/100

○ ５ 環境対策・安全管理の推進 1.5/100

※ウエイトの欄の上段は大項目間のウエイトを、下段は基礎項目間のウエイトを示す。
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独立行政法人水産大学校の平成２１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 平成２０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２０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１により対応した。

２ 平成２１年度業務評価の取組状況について

平成２１年度業務評価の取組状況については、別添２により対応した。

３ 平成２０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２０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

３のとおり取りまとめ、第３７回水産分科会にて水産大学校より説明があった。

４ 随意契約見直し計画の実施状況について

随意契約見直し計画については、別添４により対応した。

５ 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２２年８月６日から１６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、平成２１年度業務実績報告書を掲載し、国民からの意見募集を行ったが、特段の

意見は寄せられなかった 。。
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平成２０年度業務実績評価の結果等についての意見（政策評価・独立行政法人評価委員会） 

【（独）水産大学校】 

【各法人共通】 

評価結果 対応状況 所見 

（契約の適正化） 

平成20年度における契約の適正化に関する貴委員会の評価にお

いて、①評価を行うにあたり監事から監査の状況についてヒアリ

ングを実施し、②評価結果において契約の適正化に関する質問お

よびそれに対する法人の回答を添付するなどの工夫がなされてい

る。 

しかしながら、農林水産省11法人(農林水産消費安全技術センタ

ー、種苗管理センター、家畜改良センター、水産大学校、農業・

食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術

研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総

合研究センター、農畜産業振興機構)の契約の適正化に関する評価

結果について、以下のとおり改善すべき点がみられた。 

  

(1)契約に係る規程類に関する評価結果 

契約に係る規程類の整備状況については、当委員会から貴委員

会に対し、平成19年度評価意見を通知しているところであり、同

意見においては、「独立行政法人における契約の適正化について

（依頼）」（平成20年11月14日総務省行政管理局長事務連絡。以

下「行政管理局長事務連絡」という。）をも踏まえて評価するこ

・複数年契約を適切に実施す

ることとし、会計規程を改正

（平成21年 11月 16日付け）し

、明確に定めた。 

・契約の適正化及び透明性の

向上のため、契約事務取扱規

指摘を受け適切に対処され

た。 

別添１
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とを求めている。 

貴委員会における平成20年度評価結果をみると、貴省所管13法

人の中で、行政管理局長事務連絡において要請されている事項に

未措置のものがある11法人のうち4法人については、複数年契約に

関する会計規程等における規定状況等について、「19年度より複

数年度契約を実施しているが、21年中に会計規程等に明記する」

などの言及がなされている。 

しかしながら、７法人については、表4-(1)のとおり、例えば、

複数年契約に関する規定が会計規程等において明確に定められて

いないにもかかわらず、評価結果においては、明確な規定が設け

られていないことについて言及されていないなどの状況がみられ

た。 

例えば、独立行政法人は、国と異なり複数年契約を締結するこ

とが可能であるが、発注者の都合による契約期間中途の契約解除

が困難であるため、事業環境の急激な変化により業務の変更や休

止が生じたり、十分なサービスの質が確保できなかったりした場

合において、かえって契約の固定化による弊害を招くおそれもあ

ることから、適正な運用を図るため、複数年契約を締結する場合

の要件等をあらかじめ定めておくべきであり、その規定の整備内

容の適切性等について検証し、評価結果において明らかにする必

要があると考える。 

今後の評価にあたっては、契約の適正化を図る観点から、契約

程を改正（平成21年 11月 16日

付け）するとともに、公募実

施要領及び総合評価落札方式

マニュアルを制定（平成21年 1

1月 16日付け）した。 
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に係る規程類の整備の有無及び規定内容を把握した上で、これら

の規程類の整備内容の適切性、行政管理局長事務連絡において要

請されている事項の措置状況等について厳格に評価を行うととも

に、その結果を評価結果において明らかにすべきである。 

(2)契約事務手続きに係る執行体制や審査体制の確保に関する評

価結果 

契約事務手続きに係る執行体制や審査体制の確保に関して、農

林水産省13法人においては、表4-(2)のとおり、「契約審査委員会

」、「入札監視委員会」などの組織を設置し、このうち5法人にお

いては、外部の第三者を構成員とする組織を有しており、評価結

果において、「外部の第三者から構成される契約審査委員会にお

いて契約の適正性に関する審査が行われている」旨の言及などが

なされている。 

また、上記13法人においては、表4-(2)のとおり、「監事・会計

監査人のチェック強化」や「契約部門・原課の体制強化等」など

の措置も採られており、評価結果において、「全ての契約につい

て、監事監査において徹底したチェックが行われている」旨の言

及などがなされている。 

しかしながら、表4-(2)のとおり、以下の②～④に留意した検証

が評価結果において言及されていない等の状況がみられた。（括

弧内は該当法人数） 

①  審査体制の整備方針(整備していない場合は整備しないことと

②  契約プロセス図（別添） 

③平成21年 11月 17日閣議決定

「独立行政法人の契約状況の

点検・見直しについて」に基

づき、平成21年 11月 24日付け

で設置した契約監視委員会（

外部有識者及び本校監事）に

おいて、平成20年度に締結し

た契約に対する契約方式等の

点検及び見直しを行い理事長

に報告するとともに、点検結

果を主務省に提出し、平成22

年 5月に本校ホームページで

公表した。 

・適切に対応されている。 
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した方針)(0法人) 

②契約事務の一連のプロセス(4法人) 

③執行・審査の担当者(機関)の相互けん制(3法人) 

④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(3法人) 

今後の評価にあたっては、法人の業務特性(専門性を有する試験・

研究法人等)、契約事務量(契約金額・件数等)及び職員規模などを

勘案した上で、当該審査体制等が契約の適正性確保の観点から有

効に機能しているかの検証結果について、評価結果において明ら

かにすべきである。 

(3)随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関する評価結果 

随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関して、農林水産省

所管10法人については、表4-(3)のとおり、競争性のない随意契約

件数の削減について、法人が自ら掲げた削減目標件数を既に達成

しており、評価結果において｢契約に関しては、監事による監査及

び監査室による内部監査、契約審査委員会の点検等の取組により

、随意契約(受託研究費による研究委託費を除く随意契約によらざ

るを得ないもの)の割合が減少しており、随意契約見直し計画を順

調に進捗させていることは評価できるが、競争入札における1者応

札については原因のさらなる分析と対応策を期待する。｣など競争

性のない随意契約の見直しが着実に実施されている旨、評価がさ

れている。 

 ・随意契約の見直し等につい

ては、一者応札の原因を解消

すべく努力がなされている。 
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また、3法人の随意契約については、削減目標件数に達していな

いものの、｢随意契約により行っていた契約を見直し、平成20年度

新たに4件を一般競争入札等に移行するなど、随意契約見直し計画

の達成に向け取り組まれている。｣などの評価がされている。 

しかしながら、今後の評価に当たっては、随意契約に対する厳し

い批判があることを踏まえ、法人の取組を加速させるよう随意契

約見直し計画の実施・進捗状況等の検証結果について、引き続き

評価結果において明らかにすべきである。 

(4)契約の第三者委託に関する評価結果 

国においては、契約の第三者委託に関して、｢公共調達の適正化

について｣(平成18年8月25日財計第2017号)により、特定委託契約

を行う場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよ

うその適正な履行を確保しなければならないとされており、国と

同様に独立行政法人においても適切に対処することが要請されて

いる。農林水産省所管13法人については、特定委託契約の適正な

履行確保のため、｢特定委託契約の再委託の承認・届出等を実施し

ている｣などの措置を講じているとしているが、評価結果において

は、以下のような状況がみられた。 

農林水産省所管3法人については、表4-(4)-①のとおり、一括再

委託の禁止措置、再委託の把握措置について、契約書のひな型等

において措置条項を定めていないなど、その実効性が必ずしも十

分に担保されているとは言い難い状況にあるが、その原因・理由

・一括再委託の禁止措置及び再

委託の把握措置について、契約

事務取扱規程を改正（平成21

年 12月 10日付け）し、措置条項

を定めた。 

・適切に対応されている。 
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を明らかにした上で評価がされていない。 

特に随意契約は、その者にしかできないことを理由として締結

されているものが多く、当該契約の再委託率が高い場合は、随意

契約理由との整合性に問題を生じるとも考えられ、また、関連公

益法人等との取引等の透明化が求められていることから、関連公

益法人等に対して再委託がなされるような場合、間接的に関連公

益法人等と取引があることとなるため、その状況を明らかにした

うえで評価を実施していく必要があると考えられる。 

今後の評価にあたっては、再委託の必要性等について、競争性、

透明性の確保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応じ、改

善方策の検討などを促すとともに、その結果を評価結果において

明らかにすべきである。 

なお、一般競争入札においても、１者応札で再委託割合が高率(

50%以上)となっており、かつ同一の再委託先に継続して再委託が

されている案件がある法人について、表4-(4)-②のとおりの状況が

みられたが、これらの案件については、十分に競争の効果が発揮

されているかどうか、適正な履行の確保ができているかどうかと

いう観点から、今後の評価にあたっては、1者応札と再委託割合の

関係にも留意をしつつ評価をすべきである。 

(5)一般競争入札における1者応札に関する評価結果 

一般競争入札における1者応札の改善方策については、｢独立行

政法人における契約の適正化について(依頼)｣(平成21年4月13日

・１者応札・１者応募の改善に

向け、「１者応札・１者応募に

係る改善方策」を定め（平成2

・指摘に関し適切に対応し、

改善の努力がなされてい

る。 
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及び7月3日総務省行政管理局長事務連絡)により、1者応札につい

て改善方策を取りまとめ、平成21年7月末までに公表するよう、各

府省を通じて独立行政法人に要請されたところであり、現在すべ

ての法人において改善方策がとりまとめられ、ウェブサイトで公

表されているところである。 

一般競争入札における1者応札に関し、農林水産省所管8法人に

ついては、評価結果において、1者応札となっている原因等の把握

がなされた上で、この改善方策の妥当性等について言及されてい

る。 

しかしながら、4法人については、評価結果において1者応札と

なっている原因等の把握がなされた上で、改善方策の妥当性等に

ついて言及されていない。 

特に、表4-(5)のとおり、7法人については、平成19年度に比べて1

者応札割合が増加しているが、うち4法人については、原因等につ

いて評価結果において言及されていない。 

今後の評価に当たっては、一般競争入札において制限的な応札

条件が設定されていないかなど、競争性・透明性の確保の観点か

らより厳格な検証を行い、必要に応じ改善方策の再検討などを促

すとともに、1者応札の状況を踏まえた上で、その原因等について

も評価結果において明らかにすべきである。 

1年7月作成)、①公告期間の十

分な確保、②公告周知方法の見

直し、③仕様書の見直し、④業

務等準備期間の十分な確保な

ど、１者応札を防止し競争性を

確保するための取り組みを実

施した。この結果、一般競争入

札における１者応札の割合は、

20年度の約36％から21年度の

約18％に減少した。また、１者

応札の改善に向けて入札説明

書を受け取りながら入札を辞

退した者から事情聴取を実施

（４件）した。その結果、辞退

の理由は「仕様書の内容を確認

したが対応できる業務ではな

かった。」「必要な要員を確保

できない」であった。必要な要

員を確保してもらう対策とし

て、準備期間を十分に確保する

などの取り組みを実施してい

る。 
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(6)個々の契約の合規性等に関する評価結果 

 (関連法人に係る委託の妥当性に関する評価結果) 

【農業・食品産業技術総合研究機構】 

本法人には、特定関連会社が2社あり、研究業務等を委託してい

るが、本法人と当特定関連会社との間の業務委託契約(発注額：約

0.3億円、特定関連会社 における事業収入に占める当法人の発注

額割合それぞれ36.4%、31.5%)について 業務実績報告書等に記載

されているものの、当該契約の妥当性等について評価 が行われ

ていない。 

今後の評価に当たっては、特定関連会社との業務委託契約の妥

当性等について評価を行うべきである。 

【森林総合研究所】 

本法人には、関連公益法人等が1社あり、研究業務等を委託して

いるが、本 法人と当該関連公益法人等との間の業務委託契約(発

注額 :約1.1億円、関連公益 法人等における事業収入に占める当法

人の発注額割合80.8%)について業務実績 報告書等に記載されて

いるものの、当該契約の妥当性等について評価が行われ ていな

い。 

今後の評価にあたっては、特定関連会社との業務委託契約の妥

当性等について評価を行うべきである。 

  

（諸手当及び法定外福利費の適切性確保）   
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１ 諸手当 

(1)給与水準に影響する諸手当の適切性 

独立行政法人101法人中、平成20年度の事務・技術職員、研究職

員、病院医師及び病院看護師のいずれかの給与水準について、対

国家公務員指数が100を超えている51法人について、給与水準に影

響する諸手当で、国の諸手当と同じ目的で支給しているが、国よ

り高い支給額を定めていたり、国と支給額算定方法等が異なって

いたりするもの(以下｢国と異なる諸手当｣という。)を設けている

法人は、39法人(延べ76手当)となっており、また、法人独自の諸

手当を設けている法人は、17法人(延べ27手当)となっている。 

貴委員会の評価結果をみると、以下の諸手当について、支給す

る理由やその適切性が明らかにされていなかった。 

今後の評価に当たっては、給与水準の適正に向けて講ずる措置が

十分なものとなっているかという観点から、国と異なる諸手当及

び法人独自の諸手当を支給する理由を検証した上で、その適切性

について評価結果において明らかにすべきである。 

 

 

 

 

  事項  法人名  

 

 

国と異な

る諸手当 

 

俸給の特別調整 農業者年金基金 

専門スタッフ職調整

手当 

農林漁業信用基金 

 

 

(2)給与水準に影響しない諸手当の適切性   
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独立行政法人101法人中、給与水準に影響しない諸手当で、国と

異なる諸手当を設けている法人は、9法人(延べ12手当)となってお

り、また、法人独自の諸手当を設けている法人は、20法人(延べ53

手当)となっている。 

貴委員会の評価結果をみると、以下の法人の諸手当については

、手当を支給する理由やその適切性が評価結果において明らかに

されていなかった。 

今後の評価に当たっては、社会一般の情勢に適合したものとな

っているかという観点から、国と異なる諸手当及び法人独自の諸

手当を支給する理由を検証した上で、その適切性について評価結

果において明らかにすべきである。 

 

 

 

事項 法人名  

 

 

法人独自の諸手当 

 

家畜改良センター、農業・食品

産業技術総合研究機構 

 

２ 法定外福利費 

独立行政法人101法人における法定外福利費の支出状況をみる

と、多くの法人において、従来から支出を行っていないか、国に

おけるレクリエーション経費の見直しを契機としてあるいは自発

的に、平成20年度以降、支出を廃止するよう見直しが行われてい

るものがある。 

貴委員会の評価結果をみると、「レクリエーション経費等の福

・福利厚生費については、国に

準じた取り扱い（運営費交付金

・自己収入を問わず支出は行わ

ない）としており、法定外福利

費については、「独立行政法人

の職員の給与等の水準の適正

化について」（平成21年 12月 1

適切に処置されている。 
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利厚生費については、国の取扱いに準じ、適切に対応が取られて

いた。」などとされている。 

今後の評価に当たっては、以下の法人からの支出について、多

くの法人が支出を行っていない又は支出を廃止するよう見直しを

行っている状況も踏まえ、国民の理解を得られるものとなってい

るかという観点から、その適切性を評価結果において明らかにす

べきである。その際、｢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日総務省行政管理局長通知)においては、国費

を財源とするレクリエーション経費については支出しないこと、

国費以外を財源とする場合でも厳しく見直すこととされているこ

とに留意する必要がある。 

7日総務省行政管理局事務連絡

）を踏まえたものとなっており

、永年勤続表彰に係わる副賞に

ついて、国と同様の取り扱いと

しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項 法人名 

文化・体育・レクリエーシ

ョンに関連する事業に対す

る法人からの支出(互助組

織が法人からの補助(包括

補助を含む。)を受けて行う

支出も含む。) 

 

森林総合研究所、農畜産業振興機構

、農林漁業信用基金 

 

 

 

慶弔見舞金、永年勤続表彰

等の個人に対する給付等に

係る事業に対する法人から

農林水産消費安全技術センター、種

苗管理センター、家畜改良センター

、水産大学校、農業・食品産業技術
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の支出(互助組織が法人か

らの補助を受けて行う支出

も含む。) 

 

 

 

総合研究機構、農業生物資源研究所

、農業環境技術研究所、国際農林水

産業研究センター、森林総合研究所

、水産総合研究センター、農畜産業

振興機構、農業者年金基金、農林漁

業信用基金 

福利厚生代行サービス(福

利厚生全般の運営のサービ

スを提供するアウトソーサ

ーと契約(外部委託))又は

カフェテリアプラン(従業

員に費用と連動したポイン

トを付与し、その範囲内で

福利厚生メニューの中から

選択させる制度)に対する

法人からの支出(互助組織

が法人からの補助を受けて

行う支出も含む。) 

農畜産業振興機構 
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【法人個別】 

独立行政法人水産大学校 

評価結果 対応状況 所見 

 本科の学生募集についての評価においては、意欲ある学生の確

保及び学生定員の充足を図る観点から、募集定員に対する倍率が3

.4倍(前年度2.8倍)、学生定員740人に対する在学学生数が872人で

充足率が118％であることをもって、A評定(計画に対して業務が順

調に進捗している)と評価している。 

 しかしながら、平成20年度は、入学定員185人に対して入学者数

は245人で、入学者数の入学定員に対する割合が1.32となっている

。文部科学省が行っている私立大学に対する私立大学等経常費補

助金の交付事業では、教育水準を確保する観点から入学者数の入

学定員に対する割合が1.30倍以上の場合は補助金を交付しない要

件となっている。 

 今後の評価にあたっては、教育水準を確保する観点から、入学

定員に基づく入学者数の適切規模について検証をした上で評価を

行うべきである。 

・平成２０年度においては、受

験者数が過去最低となったも

のの、例年と同じ合格者数を出

したところ、例年に比べ合格者

数に対する入学者の割合が高

くなったものである。こうした

学生の増加に対しては、授業時

間を追加するなど教育水準の

低下を生じさせない措置をと

った。 

２１年度以降については、定

員管理を強化するとともに、指

摘を踏まえ、教育水準の確保の

観点から評価を行うこととし

た。なお、平成２１年度につい

ては1.16倍であった。 

・適切に対応された。 

・景気の動向によって、受

験生が私立大学から相対

的に学費の安い国公立に

シフトすることはやむを

得ないことである。個々

の法人自身が景気の動向

を予測しながら入学者の

歩留まりを的確に判断す

ることを過度に期待する

ことは、酷である。むし

ろ産業の競争力を育成す

るためにも、教育予算を

手厚くすることを政府に

求めたい。 

・平成２１年度については

、定員をわずかに超える

程度の入学者数にとどま

っており、1.3倍の基準を
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十分に下回っていると評

価できる。 

 本法人の中期目標では、｢大学校で学んだ水産に関する知識や技

術を就職先で活かせるよう、水産に関連する分野への就職割合を

向上させるべく大学校を挙げて取り組みを充実させ、水産業及び

その関連分野への就職割合が75%以上確保されるよう努める。｣と

されている。この水産業及びその関連分野への就職割合の算定状

況をみると、本法人では、本科、専攻科及び水産学研究科ごとに

卒業・修了者数のうちの就職内定者数を母数とし、そのうちの水

産業またはその関連分野へ就職者数の割合を算定している。また

、評価結果においても、本法人が算定した就職割合の数値を用い

て、それぞれがいずれも75％以上であることをもって、A評定(計

画に対して業務が順調に進捗している)と評価している。 

 しかしながら、水産業を担う人材を育成するという本法人の目

的及び本科の卒業者数のうちの約4割が進学している実態を踏ま

えると、ⅰ)進学者数が増えるほど相対的に減少する就職内定者数

を母数として水産業またはその関連分野へ就職者数の割合を算定

していること、ⅱ)進学者の進学先等を考慮しないまま評価を行う

ことは、適切な評価とは認めがたい。 

 今後の評価に当たっては、水産業を担う人材を育成するという

本法人の目的に照らして適切な評価を行う観点から、水産業及び

その関連分野への就職割合の算定方法を見直し、進学者の進学先

・水産業及びその関連分野への

就職割合の算定方法について

は、これまでの方法に加え、進

学者の進学先を考慮した算定

方法を指標として評価を行う

こととした。なお、平成２１年

度卒業・修了者の就職率は９５．

１％、このうち水産関連分野への

就職率（内定者ベース）は７７．

３％、進学者のうち水産分野への

進学率は９０．６％であった。就

職及び進学を合わせた水産分野へ

の就職若しくは進学の割合は８１

．６％であった。 

・適切に対応された。 

・これまでの方法に加え、

進学先を考慮し、評価を

行うこととしており、結

果を含めて問題なし。 

・そもそも常識的に考えて

、水産大学校を修了した

学生が進学する場合、水

産関連以外の分野へ進学

することは、あまり想定

出来ないことである。実

際、水産分野への進学率

は９０．６％である。ま

た学問の自由は憲法に掲

げられており、進学先を

明示的に限定することは

出来ないと思う。 

・就職内定率は、本科（進

学者を除く）、専攻科、

研究科ごとに集計されて
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も検証した上で評価を行うべきである。 

 

いて、H21年度はいずれも

75％を超える割合で、水

産業あるいはその関連分

野へ就職している。評価

法の違いはあるが、目標

はクリアしていると考え

る。 
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　●　契約事務における一連のプロセス

＜一般競争入札＞

①契約依頼票作成

総務部長 役　　職　　員
⑰納品物引き渡し 検査職員

⑯検収
②契約依頼票審査・承認 　　　　　　　　　③契約依頼票提出 ⑩入札公告 ⑮納品

理事長（随意契約以外）
総務部長（随意契約）

⑧予定価格裁定伺い

⑨予定価格の決定

                    契約担当係

④内容審査、契約方式の検討
⑦予定価格積算 ⑪入札

業　　　　者

理事長（１００万円以上）
経理課長（１００万円未満）

⑬契約決議書決裁
⑫落札者の決定

　　　⑭契約書締結

⑤契約方式等の妥当性に
関する事前審査依頼

　　　　　　　　  ⑱契約事務の事後
　　　　　　　　　   評価資料提出

　

　
　　　　⑥審査結果通知
　　　　（契約方式等決定）

⑲契約事務の事後評価

競争入札等推進委員会

契　約　監　視　委　員　会

⑳競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等についても
真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行う

※⑱は、支出の原因となる契約のうち、予定価格が随意契約限度額を超える契約に限る。
※⑳は、監事及び外部委員（学識経験者等）３名以上で構成し、原則として年１回以上開催する。

＜少額な随意契約＞

①契約依頼票作成

総務部長 役　　職　　員
⑭納品物引き渡し 検査職員

⑬検収⑬検収
②契約依頼票審査・承認 　　　　　　　　　③契約依頼票提出 ⑧見積書依頼 ⑫納品

理事長（随意契約以外）
総務部長（随意契約）

⑥予定価格裁定伺い

⑦予定価格の決定

　　　　　　　契約担当係
④内容審査、契約方式の検討
⑤予定価格積算

⑨見積書提出

業　　　　者

理事長（１００万円以上）
経理課長（１００万円未満）

⑩契約決議書決裁

⑪請書提出

※⑤、⑥及び⑦は、予定価格が１００万円を超えないときは、書面による積算を省略できる。

※⑪は、100万円を超える契約を締結するときに徴取する。

別添
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平成２１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

　後継者育成のための入試制度の改善、教
育職員による高校訪問等により、意欲の高
い学生の確保に努め、平成２２年度入試倍
率は4.4倍（前年度3.4倍）となった。
　水産業の担い手となるための動機付け教
育の他実学重視による水産に関する体系
的・総合的な教育を実施した結果、平成２
１年度卒業・修了者全体の就職率は９５．
１％、このうち水産業及びその関連分野へ
の就職割合は７７．３％であった。また、
進学者の進路について、水産関連への進学
率は９０ ６％であった 就職及び進学を

・充分対応されている。
・入試制度，授業内容，就職支
援などさまざまな取り組みは評
価できる。
・少子化が進む中、受験生の確
保の努力は評価できる。また、
卒業生の就職ならびに進学にお
ける、水産分野の割合が大変高
く、評価できる。

率は９０．６％であった。就職及び進学を
あわせた水産分野への就職若しくは進学の
割合は８１．６％であり、数値目標（７
５％）を上回った。
　また、学内の体制について、より効率
的・効果的なものとするため、２２年度か
ら、練習船や実験実習場での実習教育を一
元管理の下実施する実習教育センターを設
置することとしたほか、各学科の講座数に
ついても、昨今の水産業の動向や課題を踏
まえつつ、３から２に削減した。

別添２
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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。

　本校のホームページを設け、本校の役
割、水産政策の課題等を踏まえ、本校がど
のような人材育成に取り組んでいるかを照
会するとともに、カリキュラムの内容、卒
業生や修了生の水産分野への就職状況等を
図、写真等を用いて提示している。
　また、パンフレットや公開講座などでも
本校の取組を国民に紹介している。
　このほか、各年度の業務報告書及び評価
結果等についても、ホームページに掲載し
ている。

・良好に対応している。
・活動内容の公開の取り組みを
評価する。
・ホームページに加えて、ブロ
グやツイッターなど、速報性の
あるメディアの活用も考える必
要があろう。

（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

　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ている。

・評価のために第三者機関を設
置したことを評価する
・外部評価委員からの意見は貴
重な助言である。今後とも、
様々な分野の外部評価委員の意
見を受け入れるべく努力された
い。
・外部評価委員の評価を受け、
その結果をHPで公開するなど適

応切に対応がなされている。
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。

○　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21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

－
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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２０年度業務実績評価における
指摘事項への対応（他の項目でフォロー
アップすることとした事項を除く。）

平成２０年度業務実績評価における指摘事
項への対応結果を、主務省独法評価委員会
に提示した上で対応内容を説明し、評価委
員による評価を受けている。

・適切に対応されている。
・政独委の意見に対する取り組
みを評価する。

○　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。

・適切に対応されている。

次のアプローチに特にる留意
●　これまでに実施された事業仕分けの
評価結果を踏まえた業務の見直し等に踏
み込むアプローチ

　事業仕分けの結果については、現在検討
を行っているところである。

・検討の結果を期待する。

●　「独立行政法人が行う事業の横断的
見直しについて」（平成22年5月18日行
政刷新会議）で示された横断的見直しの
方針に沿った資産・事業・組織に関する
見直し等に踏み込むアプローチ

現在検討を行っているところである。 ・検討の結果を期待する

●　整理合理化計画 整理合理化計画への対応状況については、
添付のように整理し、その内容を主務省独
法評価委員会に報告している。

・適切に対応している。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
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）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。

　当期総利益の発生要因は明らかにしてい
る。
　なお、当該要因は受託事業等の自己財源
による資産の取得と同資産の減価償却費費
用の発生が主な要因となっており、法人の
業務運営に問題等があることによるもので
はない。

・適切である。
・継続的な対応を期待する。
・問題なし。

（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、当該利益剰余金が事
務・事業の内容等に比し過大なものと
なっていないかとの観点から、その規模
の適切性についての評価に留意する

－

について評価が行われているか。 の適切性についての評価に留意する。

○　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。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（３）　運営費交付金債務

○　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。

・問題ない。
・適切であったと考える。

○　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。

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）保有資産全般の見直し 　保有する資産全般の見直し状況につい
て、「独立行政法人の抜本的な見直しに
ついて」（平成21年12月25日閣議決

　交付金の執行率は、８９.１％となってい
る。これは、退職者が予定より少なかった
ことや、価格変動の激しい船舶燃油が比較
的低位に推移したことなどによるものであ
る。
　このように、業務運営に必要な要員の確
保、予定された運航等に影響を及ぼすもの
ではない。

ついて」（平成21年12月25日閣議決
定）、「独立行政法人整理合理化計画」
（平成19年12月25日閣議決定）等を踏ま
え、以下に示す法人における取組等に関
する評価に特に留意する。その際、積立
金の規模にも注目する。また、財源調達
の際の実質的なコストを勘案し、それに
見合う便益が得られるかどうかを慎重に
検証した上で、保有資産の要否及び種類
を決定しているか考慮する。

－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
　　ア　実物資産
○　実物資産について、保有の必要
性、資産規模の適切性、有効活用の可
能性等の観点からの法人における見直
しの状況及び結果についての評価が行
われているか。

●　建物、構築物、土地等について
ⅰ）法人の任務・設置目的との整合性、
任務を遂行する手段としての有用性・有
効性等
ⅱ）事務・事業の目的及び内容に照らし
た資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業務上の必要
性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
といった観点に沿った保有の必要性につ
いての検証（民間等からの賃貸により使
用するものについても、これに準じて検
証）

　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。
　財務諸表や事業報告書等において、実物
資産の現況や増減内容、減損資産等につい
て明らかにしている。
　実物資産の取得、使用、管理及び処分に
ついては、諸規程に則り手続きと承認が行
われるようにしている。
　保有する実物資産については、毎年度減
損確認等の調査を実施することによって、
資産の現状把握に努めている。
　土地を借り上げているものがあるが、い
ずれも業務の推進上必要なものである。

・問題なく、適切である。

●　上記の検証結果及び財務諸表におけ
る減損又はその兆候の状況を踏まえ、
ⅰ）本来業務に支障のない範囲での有効
活用可能性の多寡、

　本校の保有資産は、業務推進のための資
産であり、合理的理由が認められない土
地、建物等は存在しない。

・適切である。

活用可能性の多寡、
ⅱ）効果的な処分
といった観点に沿った処分等の検討及び
検討結果を踏まえた取組

○　政府方針を踏まえて処分等するこ
ととされた実物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。

－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
　　イ　金融資産
○　金融資産について、保有の必要
性、事務・事業の目的及び内容に照ら
した資産規模の適切性について評価が
行われてるか。

●　個別法に基づく事業において運用す
る資産（以下「事業用資産」という。）
について、任務を遂行する手段としての
有用性・有効性、事務・事業の目的及び
内容等に照らした資産規模の適切性の観
点からの見直し及び見直し結果を踏まえ
た取組
●　事業用資産以外も含め、保有する現
金・預金、有価証券の資産について、負
債や年度を通じた資金繰りの状況等を考
慮した上での、保有の必要性、保有目的
に照らした規模の適切性の観点からの見
直し及び見直し結果を踏まえた取組
●　融資等業務以外の債権のうち貸付金
について、当該貸付の必要性の検討

　保有する金融資産は、運営費交付金、施
設整備費補助金、受託費、授業料等の収入
に伴う現金・預金のみで、業務実施のため
のものであり、引き続き保有する必要があ
る。
　なお、貸付金の実績はない。

・適切である。

○　資産の売却や国庫納付等を行うも
のとなった場合は、その法人の取組状
況や進捗状況等について評価が行われ
ているか。

－

　　ウ　知的財産等
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　特許等の知的財産について、法人
における保有の必要性の検討状況につ
いての評価が行われているか。

●　実施許諾等に至っていない知的財産
について、その原因・理由、実施許諾の
可能性、維持経費等を踏まえた保有の必
要性の観点からの見直し及び見直し結果
を踏まえた取組

・本校が保有すべき知財かどうかやその運
用については、知的財産ポリシーに基づ
き、運営会議を経て、理事長が判断してい
る。
・また、職務発明規程に基づき、職務発明
審査会において、職員等がした発明の審査
を行っている。平成２１年度には、職務発
明届が出された研究成果から２件を出願し
た。現在、特許登録件数は６件(うち実施許
諾件数は０件)であり、引き続き、知的財産
ポリシーに基づき知的財産の利活用の促進
を図るとともに、維持経費が必要な特許権
等については、当該発明が陳腐化していな
いか、実用化の見込みがあるかを検討し、
権利を維持するか否かを判断している。

・適切に取り組みがされてい
る。
・継続的努力を期待する

○　検討の結果、知的財産の整理等を
行うこととなった場合は、その法人の
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。

－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（２）資産の運用・管理

　　ア　実物資産

○　活用状況等が不十分な場合は、原
因が明らかにされているか。その妥当
性についての評価が行われているか。

●　建物、構築物、土地等について
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その原因の明
確化及びその妥当性の検証
ⅲ）維持管理費、施設利用収入等の把握
ⅳ）アウトソーシング等による管理業務
の効率化及び利用拡大等による自己収入
の向上に係る取組
※　民間等からの賃貸により使用するも
のについても、これに準じて評価

　毎年１月に固定資産を対象にその利用度
等について調査を実施しているが、活用が
低調なものは認められなかった。
　施設点検業務等のアウトソーシングによ
り、管理業務の効率化を実施している。
　固定資産管理規則（平成１３年４月）に
基づき施設等の貸付を行い、平成２１年度
１４件を業務に支障のない範囲で貸出し、
施設利用収入として、４０万円の自己収入
があった。
　山口県等から借り上げている土地は、案
内板、給水管、陸電設備等を設置するため
の土地であり、業務推進上必要不可欠なも
のである。
　これらの内容については、毎年主務省独
法評価委員会に報告して評価を受けてい
る。

・適切に取り組みが行われてい
る。

○　実物資産の管理の効率化及び自己
収入の向上に係る法人の取組について
の評価が行われているか。

　職員自ら実施する場合とのコスト比較を
考慮し、経費削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。

・適切に取り組まれている。
・引き続きの見直しを期待する

　　イ　金融資産

　　　a)　資金の運用
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　資金の運用について、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
績を評価するための基準（以下「運用
方針等」という。）

●　個別法に基づく事業において運用す
る資産について、運用方針等の明確化及
び運用体制の確立

●　融資等業務による債権で貸借対照表
計上額が100億円以上のものについて、
貸付・回収の実績のほか、貸付の審査及
び回収率の向上に向けた取組

　資金運用の実績はない。
　資金運用委員会規則を制定（平成２１年
１１月１日付け）することにより、金融資
産運用体制の確立を図り、委員会において
運用方針を検討したが、資金運用をすると
いう結論には至らなかった。

適切に対応されている。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　資金の運用体制の整備状況につい
ての評価が行われているか。

　資金運用委員会規則を制定（平成２１年
１１月１日付け）することにより、金融資
産運用体制の確立を図った。

・適切に対応されている。
・体制の確立を評価する

○　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。

　　　b)　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。

　未収金は、施設整備費、受託業務費及び
業者負担の電気・水道料等であり、相手先
は国等の機関であること、短期間で回収し
ていることから、回収計画は策定していな
い。

・継続的な把握を期待する。
・適切に対応されている。

○　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が行われて
いるか。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
　　ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、特
許出願や知的財産活用に関する方針の
策定状況や体制の整備状況についての
評価が行われているか。
○　実施許諾等に至っていない知的財
産の活用を推進するための取組につい
ての評価が行われているか。

●　特許権等の知的財産について、出
願・活用の実績及びそれに向けた次の取
組
ⅰ）出願に関する方針の策定
ⅱ）出願の是非を審査する体制の整備
ⅲ）知的財産の活用に関する方針の策
定・組織的な活動
ⅳ）知的財産の活用目標の設定
ⅴ）知的財産の活用・管理のための組織
的体制の整備　当

・本校の研究活動に基づく特許等知的財産
の適切な権利化と利活用を図り、もって研
究開発成果の効率的な社会への還元を促進
するため、本校における特許権等の取得と
知的財産の利活用に係る基本的な方針とし
て、平成１９年１月に、「独立行政法人水
産大学校知的財産ポリシー」を策定してい
る。
・出願の是非については、職務発明規程に
基づく職務発明審査会の意見をもとに、本
校運営会議を経て、理事長が判断してい
る。
・また、（社）広島発明協会の協力の下、
知的財産セミナーを開催し、教育職員、学
生を参加させ、知的財産権の取得及び利活
用の促進を図っている。

・適切に対応している。
・規定の適切な実施と評価を期
待する

４　人件費管理 「４　人件費管理について」
（１） 給与水準（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２１年度の集計によれば、事務・技
術職員の場合、対国家公務員比85.4、対他
法人比80.7となっており、国家公務員や他
法人のいずれと比べても給与水準は低く問
題は無いと考えられる。

・適切である。
・計画に従い順調に行われてお
り、５％以上の削減は達成でき
る。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　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結果を報告
すると共に、ホームページ上で公表してい
る。

・問題なし。適切に対応されて
いる。
・継続的公表姿勢を期待する。

（２）　総人件費
○　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２１年度の人件費は、平成２０年度
に比べ大幅に削減し、基準年度（平成１７
年度）に対して４．９％の減となってい
る。
  平成２２年度においても引き続き定年退
職者に対する新規採用抑制により、現中期
計画末の５％以上の削減計画を確実に達成
することとしている。

・問題なし。適切に対応されて
いる。
・人件費の削減は、業務の見直
しとともに実現されるべきもの
であることをご配慮いただきた
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

●　諸手当及び法定外福利費について、
平成20年度業務実績評価における調査結

「平成２０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

・適切に対応されている。
・問題なし。事務 事業 公共性、業務運営 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。

平成 年度業務実績評価における調査結
果及び指摘事項への対応についての評価
に特に留意する。その際、「独立行政法
人の法定外福利厚生費の見直しについ
て」（平成22年5月6日総務省行政管理局
長通知）の内容に留意する。

行政法人 業務 実績に関する評価 結
果についての意見について」（H21.12.9)に
おいて、諸手当については指摘なし。
　法定外福利費については、永年勤続表彰
及び定年退職者等表彰に際して個人に対す
る給付を実施しているが、その給付内容
は、国と同様の取り扱いとなっている。

問題なし。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
●　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

－

※　諸手当及び法定外福利費について
は、２０年度業務実績評価において調査
を行い悉皆的２次評価を行った。
　２０年度業務実績の２次評価では多数
の指摘を行っており、それらの改善を促
すため、その対応状況をフォローする。
　「独立行政法人の法定外福利厚生費の
見直しについて」（平成22年5月6日総務
省行政管理局長通知）により、要請され
た法定外福利厚生費の見直し内容にも留
意し、フォローアップする。

５　契約 「５　契約について」
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（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。

　契約について、平成20年度業務実績評
価における調査結果及び指摘事項への対
応ほか、「独立行政法人の契約状況の点
検・見直しについて」（平成21年11月17
日閣議決定）に基づき法人が行うことと
された点検及び見直しの取組状況につい
て評価に特に留意する。

※　契約については、２０年度業務実績
評価において調査を行い悉皆的２次評価
を行った。
　２０年度業務実績の２次評価では多数
の指摘を行っており、まずは、それらの
改善を促すためその対応状況をフォロー
する。
　併せて、上記21年11月の閣議決定に基
づく法人の取組についても評価

　複数年契約を適切に実施することとし、
会計規程を改正（平成２１年１１月１６日
付け）し、明確に定めた。平成２１年度に
おいては複数年契約の実績はなかった。
　契約の適正化及び透明性の向上のため、
契約事務取扱規程を改正（平成２１年１１
月１６日付け）するとともに、公募実施要
領及び総合評価落札方式マニュアルを制定
（平成２１年１１月１６日付け）した。平
成２１年度においては総合評価落札方式に
よる入札実績はなかったが、公募について
は実施要領に従って適切に実施（２件）さ
れた。
　監事及び公認会計士等の外部有識者によ
り構成される契約監視委員会を設置し、契
約の点検・見直しを行い、その結果を農林
水産大臣に報告するとともに、一者応札・
一者応募の見直し等を規定する新たな随意
契約等見直し計画を２２年５月に策定し
た。

・規程実行への取り組みととも
に、マニュアルの継続的見直し
を期待する。
・契約監視委員会が設置されて
おり、全体的に問題は感じられ
ない。
・適切に対応されている。

○　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

　契約プロセス図を作成し、執行体制や審
査体制を明確にした

・適切に対応している。
問題なし査体制について、整備・執行等の適切

性等、必要な評価が行われているか。
査体制を明確にした。
　平成２１年１１月１７日閣議決定「独立
行政法人の契約状況の点検・見直しについ
て」に基づき、平成２１年１１月２４日付
けで設置した契約監視委員会（外部有識者
及び本校監事）において、平成２０年度に
締結した契約に対する契約方式等の点検及
び見直しを行い理事長に報告するととも
に、点検結果を主務省に提出し、平成２２
年５月に本校ホームページで公表した。

・問題なし。

32



評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（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。

　平成２０年度において、見直し削減目標
件数を達成している。少額随契から一般競
争入札への移行は終了しているため、平成
２１年度における競争性のない随意契約
は、国等の企画競争等による競争的資金に
よる再委託以外では官報掲載業務だけに
なっている。

・良好である。
・適切に対応されている。
・見直しの姿勢を評価する。継
続的検討の姿勢を期待する。

（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。

　一括再委託の禁止措置及び再委託の把握
措置について、契約事務取扱規程を改正
（平成２１年１２月１０日付け）し、措置
条項を定めた。
　１者応札・１者応募の改善に向け、「１
者応札・１者応募に係る改善方策」を定め
（平成２１年７月作成)、①公告期間の十分
な確保、②公告周知方法の見直し、③仕様
書の見直し、④業務等準備期間の十分な確
保など、１者応札を防止し競争性を確保す
るための取り組みを実施した。この結果、
一般競争入札における１者応札の割合は、
２０年度の約３６％から２１年度の約１
８％に減少した

・検討により一定の成果があっ
たことは評価できる。

８％に減少した。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
６　内部統制 「６　内部統制について」
○　内部統制（業務の有効性・効率
性、法令等の遵守、資産の保全、財務
報告書等の信頼性）にに係る取組につ
いての評価が行われているか。

（注）内部統制に係る取組について
は、総務省の「独立行政法人における
内部統制と評価に関する研究会」が平
成22年3月に取りまとめた報告書を参考
とする。

●　法人の長がリーダーシップを発揮で
きる環境は整備されているか。
●　法人のミッションを役職員に対し、
具体的に周知徹底しているか。
●　法人のミッション達成を阻害する課
題（リスク）のうち、組織全体として取
り組むべき重要なものについて把握し、
対応しているか。また、それを可能とす
るための仕組みを適切に構築している
か。
●　法人の長は、内部統制の現状を適切
に把握しているか。また、内部統制の充
実・強化に関する課題がある場合には、
当該課題に対応するための計画が適切に
作成されているか。
●　マネジメントの単位ごとのアクショ
ンプランを設定しているか（評価指標の
設定を含む）。
●　アクションプランの実施に係るプロ
セス及び結果について、適切にモニタリ
ングを行い、その結果を次のアクション
プランや予算等に反映されているか

・本校の業務運営、財務、会計、組織、管
理及び人事に関する重要事項については、
毎月１回開催される本校運営会議（理事
長、理事、校長、部長、学科長、研究科
長、船長が出席）の協議を経ることとし、
運営会議に付議された協議事項は、協議を
経て理事長が最終的に決定することとして
おり、理事長がリーダーシップを発揮でき
る環境は整備されている。また、毎週１回
開催される週間業務連絡会（理事長、理
事、校長、部長、庶務課長、企画課長が出
席）において、必要な情報を共有してい
る。
・理事長は、法人として取り組むべき方向
性について、機会ある毎に教職員への訓辞
を行うと共に、教職員との活発な意見交換
を意識している。特に、業務評価等におい
て、理事長はほぼ全職員と意見交換を行う
中で、法人としての対応方針を示し、そう
した方針に沿った職員の取組を促している
ところである。

監事監査においては 内部統制に関する

・適切に実施されている。
・内部統制の本質を見極めて、
制度を運用していただきたい。

プランや予算等に反映されているか。
●　監事監査において、法人の長のマネ
ジメントについて留意したか。
●　監事監査において把握した改善点等
については、必要に応じ、法人の長、関
係役員に対し報告しているか。

・監事監査においては、内部統制に関する
状況についても監査が行われており、ま
た、理事長へ監査報告が行われている。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
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。

●　委託先における財務内容を踏まえた
上で、業務委託の必要性、契約金額の妥
当性等についての評価
●　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

－

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 評価にとどまらず 業務

　第２期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・問題点等につい
て整理・検討を行い、その結果を第２期自
己点検報告書としてとりまとめ 本校ホ

・問題なし。適切に対応されて
いる。
・継続的な見直しを期待する。

●　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

己点検報告書としてとりまとめ、本校ホー
ムページにて公表した。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
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

　水産施策を反映した教育を行うなど、行
政と連携した取組を推進することにより国
民のニーズを沿った取組を行うとともに、
業務評価等において、役員等がほぼ全職員
と意見交換を行う中で、法人としての対応
方針を示し、そうした方針に沿った職員の
取組を促しているところ。

・適切に対応されている。
・組織目的の共有化と理解のた
めの活動は評価できる。今後は
こうした活動の結果についても
検討を期待する。
・役員から教職員に対して取り
組みを促すだけでなく、教職員
の側からの発案を促すような仕
組みも考えたらどうか。
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◆独立行政法人の整理合理化計画の対応状況 

 

法人名：独立行政法人水産大学校 

整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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) 事務･事業の見直し等 

国民にとって真に不可欠な事務･事業以外は廃

止すべきであり、引き続き独立行政法人が行うこ

ととされる事務・事業についても規模の適正化・

効率化等を推進する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(2) 法人の廃止、民営化等 

① 事務・事業の見直しを踏まえ、組織を存続す

る必要が認められないものは廃止する。 

② 事務・事業自体は国が関与する必要があるが

事業性の認められる法人等の事務・事業であっ

て、効率的・機動的な経営の実施が可能となる

など、民間主体又は全額政府出資の特殊会社で

実施させることができるものについては、民営

化、全額政府出資の特殊会社化を行う。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(3) 統合、他機関・地方への移管 

類似業務を行っている法人、融合効果の見込

中期計画   

平成１８年度実績   

別添
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

める研究開発型の独立行政法人、小規模な法人

であって業務運営の効率化等が図られるもの

については、他法人との統合や他機関・地方へ

の移管を行う（他の主務大臣の所管に係る法人

の行う関連業務（研究開発・政策研究業務、病

院業務、国際業務など。）を含む。）。 

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(4) 非公務員化 

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。以下「行政改革推進法」という。）第52 条

の規定に基づき、役職員に国家公務員の身分を

与えることが必要と認められないときは、特定

独立行政法人の役職員の非公務員化を行う。 

中期計画   

平成１８年度実績 （非公務員化済み）  

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

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、

中期計画   

平成１８年度実績  

平成１９年度実績 平成１９年４月に随意契約の限度額を国

基準へ見直すとともに、企画競争及び公募

の導入。 
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置

する。 

平成２０年度実績  

平成２１年度実績  

今後の予定  

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。 

中期計画   

平成１８年度実績  

平成１９年度実績 平成１９年１２月に随意契約見直し計画

を公表し、真にやむを得ないものを除き一

般競争入札等へ移行。 

平成２０年度実績  

平成２１年度実績  

今後の予定  

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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績 平成 19 年度契約から、①応募要件等につ

いて、必要最低限の条件に留める。②応募

要領等をホームページ上で公表。③審査基

準により厳正な審査を実施するなど競争

性・透明性の確保を図っている。 

 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及 中期計画   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・監事監査規定に基づき、監事による定時

監査等において適切に監査を実施。 

・さらに、農林水産省独立行政法人評価委

員会において適切に評価。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

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ブサイトに公表し、フォ

ローアップを実施する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 平成２０年７月公表済み。  

平成２１年度実績   

今後の予定    

(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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績  本校の保有資産は業 

務推進のための資産 

であり、合理的理由 
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

が認められない土 

地、建物等は存在し 

ない。 

平成２１年度実績   

今後の予定   

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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績  本校の保有資産は業 

務推進のための資産 

であり、利用度も高 

いため、証券化等を 

検討すべき資産には 

当たらない。 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

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

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績  本校には、不要と 

なった金融資産やそ 

れに伴う積立金はな 

い。 
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 保有資産については、監事の定時監査等に

おいて適切に監査。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

(3) 官民競争入札等の積極的な適用 

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

法人の提供する財・サービスの質の維持・向上

と経費削減を図る。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績 ・本校の給与水準は国家公務員と比べて低

くなっており、適切（H20 のラスパイレス
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

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こと。 

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給与

の範囲内とするよう要請すること。 

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。 

指数は 88.1）。 

・理事長の報酬は事務次官の範囲内。 

・役員の報酬については、個人情報保護に

留意しつつ、ホームページ上で公表。 

・人件費の前期比５％以上削減について

は、第２期中期目標期間終了時に達成の見

込み。 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用に 中期計画   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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、当該役員の各期の業績が適切に報

酬額に反映されることが必要である。 

平成１８年度実績 ・職員については、国の給与構造改革に準

拠した業績及び勤務成績等を給与等に反

映させる制度を導入。 

 

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

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。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 当法人の給与規定等は、当校ＨＰで公表済

み。また、監事の定時監査において適切に

監査を実施。さらに、農林水産省評価委員

会において適切に評価。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

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

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・目標管理の導入等による人事評価につい  
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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の実績が悪化し

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。 

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。 

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。 

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。 

て、一般職員、船舶職員、技術専門職員を

対象に試行を実施。 

・職員の勤務時間、その他の勤務条件等を

ホームページ上で公表。 

平成２１年度実績 ・一般職員、船舶職員、技術専門職員に加

え教育職員を対象に試行を実施。 

・コンプライアンス委員会の体制を強化。

 

今後の予定   

② 関連法人等との人・資金の流れの在り方 

ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募

中期計画   

平成１８年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

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。 

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・監事監査規定に基づき、監事による定時

監査等において適切に監査を実施。 

・農林水産省独立行政法人評価委員会にお

いても、適切に評価。 

 

平成２１年度実績 ・随意契約の妥当性や一般競争入札の点

検、見直しを行う契約監視委員会を設置。

・また、農林水産省独立行政法人評価委員

会においても、適切に評価。 

 

今後の予定   

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。 

イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底す

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。 

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。 

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。 

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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績 ・他独立行政法人等との情報収集等を適宜

実施し連携強化に努めている。 

・監査の状況については、農林水産省独立

行政法人評価委員会において適切に評価。

 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

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

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

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。 

平成２０年度実績 ・関連法人は無い。 

・理事長、理事の退職金の算定に当たって

は、主務省の指導に従い、在職中の評価結

果を役員退職金に反映することとしてい

る。 

・農林水産省ホームページで事業報告書を

掲載し、意見募集を行っている。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

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。 

イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例

中期計画   

平成１８年度実績 ホームページに情報公開のページを設け、

分かりやすく、かつ、常時、自由に情報が

得られるよう整備。 

 

平成１９年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

平成２０年度実績 ・外部評価委員を加えた外部評価委員会に

よりＨ２０年度の自己評価を実施した後、

外部評価委員の指摘に対する対応方針の

整理を行うなど、評価結果を業務運営に反

映するとともに本校ホームページで公表

した。 

・財務諸表、事業報告書等を本校ホームペ

ージで開示している。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

(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

減を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向

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。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績 引き続き、自己収入である授業料及び入学

料等は、国立大学法人に準じて確保。 

 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

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。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定 水産施策の課題に適切に対応しつつ、本校

の設置目的に沿った重点化等のため、平成

22 年度に各学科の講座数を３講座から２

講座に削減。 

 

組織の見直し 

【組織体制の整備】 

○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。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 水産流通等に関する教育の充実強化のた

め、水産情報経営学科を水産流通経営学科

に改組。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

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。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 競争入札を推進し、契約の透明性を図るた  
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

め、平成 20 年 7 月に競争入札等推進委員

会を設置。 

平成２１年度実績   

今後の予定   
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平成２２年３月３１日現在

平成２０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 ○ＪＡＢＥＥ、学位授与機構による外部審査を ○平成21年度は、関係機関等との人事交流により、
業務運営の 運営の効率 順当にパスしたことは、当然のこととはいえ評 水産行政分野又は調査活動等において豊富な経験と
効率化に関 化 価される。改組された水産流通経営学科が着実 知識を有する教育職員及び海事教育職員の採用を行
する目標を に発展していくことを期待している。広い範囲 うとともに、人件費削減の中でも、外部審査にたえ
達成するた から特定の流れのみからではなく、人材を登用 うる人員を確保し配置分野を見直した。
めとるべき し、スタッフを充実させていくことが肝要であ
措置 ろう。

２ ○実学の教育機関として教員の資質の向上は学 ○平成21年度には評価基準を定め、教職員の新たな
業務の効率 校運営上必要不可欠であり 資質の向上を図り 評価制度の試行を行った。、 、
化 業務の高度化を進めたことを評価する。さらに 平成22年度は試行結果の分析・検証を踏まえ、新

人事評価も検討、試行から実施に移行するよう たな評価制度を導入する予定である。
望む。

○練習船の活用に努力されていることがよく分 ○平成22年４月１日付けで「実習教育センター」を
かる。練習船による教育マニュアルを作成した 設置し、実学に立脚した教育を効果的に実施するこ
らどうか 同時に座学を実習とかみ合わせ 文 ととした。。 、「
武両道」を目指されたい。 練習船による教育マニュアルは、今後、当該セン

ターで作成することとしている。

Ⅱ １ ○研究科の在学生数がこの３年間１６０％を超 ○学生数の増加に対しては、担当教員を増員させる
国民に対し 水産に関す える数値を示したままであり、次年度から改善 などにより学生指導の充実に努めてきたところであ
て提供する る学理及び の方向に動くとはいえ、定員を超えた状態での るが、１、２年次合わせて20名の定員数を踏まえ、
サービスそ 技術の教育 教育体制を維持してきたのは適切さにかける。 平成22年度入試においては募集人員10名に対し、入
の他の業務 至急の対策が必要である。研究科に対する自己 学者を９名とし、定員超過の改善を図った。
の質の向上 評価は であったが、 と判定される。A B

別添３
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に関する目
標を達成す ○本科での教育体系は充実してきており、着実 ○本科課程での教育体系をより充実するため、平成
るためとる に前進している点は評価できる。 認定さ 21年度にカリキュラムの一部改正を行い、平成22年JABEE
べき措置 れた点も評価できる。今後は新しく設けた科目 度入学生からＪＡＢＥＥ主要科目を必修化した。

等の内容を検討してより充実されたい。 今後もより一層、充実した教育体系となるように
努めて参りたい。

○海洋基本法の施行、生物多様性に関する国家 ○本校の特色ある科目である「水産特論」では、全
戦略の策定など、水産業をめぐる動きは激しく、 学科３年次生を対象として、水産庁幹部職員による
そうした社会情勢を反映させた科目内容をもち、 水産行政に関する講義を実施している。この中で水
専攻にかかわらず基礎的素養として身につけて 産業が抱える課題や、水産に係る国家戦略などの講
もらうカリキュラム体系になるよう努めて欲し 義を実施するなど、学生が水産に関する基礎的素養
い。 を身につけられるようなカリキュラム体系としてい

るが、今後もより一層、充実するように努めて参り
たい。

また、水産に関する総合的な教育を目指し、他学
科が担当する一部の科目を必修科目とした。

○全学科で乗船実習を必修化し、練習船の利用 ○座学と練習船による実習（必修）を組み合わせた
率をあげているのはわかるが、それがどのよう 実学に立脚した教育体系の下で、全就職者の75％以
な教育的効果を生んでいるのかを明らかにする 上が水産関連分野に就職している。
必要がある。限られたカリキュラム時間のなか 今後も乗船実習の内容を検討し、集団活動や総合
での実習であることから、効果がないと判断さ 力の向上などの教育効果が無いと判断された項目
れた場合には内容を変更する柔軟さをもってい は、内容の改善などに努めたい。
ただきたい。 なお、平成22年度から実習教育センターで実習の

内容を検証できる体制を整えた。

○本科では実地型教育に力点が置かれ、専攻科 ○学生数の増加に対しては、担当教員を増員させる
では海技士免許取得に向けた教育が行われてい などにより学生指導の充実に努めてきたところであ
て それぞれに特色があり 評価できる 一方 るが、１、２年次合わせて20名の定員数を踏まえ、、 、 。 、
研究科においては、定員を大幅に超えて学生を 平成22年度入試においては募集人員10名に対し、入
受け入れている。大学設置基準に見合った教育 学者を９名とし、定員超過の改善を図った。
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。
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○学生による授業評価や公開授業が行われてい ○ＪＡＢＥＥによる教育プログラムの審査を受け、
ることは評価に値する。それらがどのように実 その基準に適合しているとの認定を受けたことが、
施されているか、その結果が教育の改善、向上 学生による授業評価や公開授業などによるＦＤの取
にどのように反映されているか、成果を具体的 組の成果と考えている。
に記述するべきである。 今後はＦＤの取組内容を業務実績報告書に具体的

に記述するように努めたい。

○入試倍率は前年度を上回っているが、安定的 ○平成21年度に入口対策として、入試の専門役を新
に志願者を獲得するため、受験前の高校生や入 設し、受験生対策の充実を図った。
学者に対してアンケート等を実施するなどして 受験前の高校生に対するアンケート等の情報収集
受験動向を解析することも必要ではないか。 は、高校訪問やオープンキャンパスで行い、入学者

からの情報収集は入学時のガイダンスで行ってい
る。

今後も受験生の情報を収集し、その動向について
解析し安定的に受験生を確保できるように努めた
い。

２ ○学科や科目に対応した並列的な配置になって ○第３期の研究課題の設定に向け、各々の研究と水
水産に関す いるようだが、教育対応研究のなかにも、社会 産政策上の課題との関連性を明らかにするととも
る学理及び 的要請や教育上の必要性から、優先順位の設定 に、水産業への貢献度合や当該研究がいかなる教育
技術の研究 が必要と思われる。 科目において、教育効果を向上させるかを組織的に

検討しながら、具体的な課題設定を行うことを検討
している。

また、基礎的研究より（問題解決型の）実用研究
を重視し、より具体的な教育への反映を進める。

○現在の水産教育研究、海洋関係の教育研究に ○分野横断的な全学共通の研究テーマとして、地元
「 」 「 」 、求められているのは、分野横断的な総合的な研 下関 に立脚した フグ産業の高度化 を設定し

究であろう。そうした教育科目の設定をはかる 学内競争的資金を配分して全学的（本科５学科と水
とともに 研究分野でも是非取り組んで欲しい 産学研究科）に研究に取り組んでいる。また、第３、 。

期（平成22年度から５年間）にはさらに学内横断の
プロジェクトを増やす方向で検討している。
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○「学内競争的資金」がどの程度の規模で実施 ○学内公募の競争的資金については、外部資金のさ
されているか、資料からは明確ではないが、 らなる獲得、産学公連携及び知的財産権の取得・活
教員の研究に対するインセンティブを高めるた 用の推進とともに、本校の特色や独自性を発揮して
めに、また、大学として特色ある研究をさらに いくため、平成21年度に内容を一部見直し充実を図
発展させるため、今後、予算の充実を考えても ったところである。今後も、適宜改善を図って参り
良い。また、配分に当たっては公平で明確な基 たい。
準の策定が必要と考える。 （参考：各学科配分の教育研究業務費に対する、競

争的資金等の割合 20：26％→ 21：40％）H H

３ ○インターンシップが就職支援活動のなかにど ○インターンシップは、学生の行政や水産業界への
就職対策の う位置付いているのか、今ひとつはっきりして 理解を促進し、高い職業意識の醸成に役立っている
充実 いないのではないか。 とともに、インターンシップ先の企業等の受験やイ

ンターンシップを契機にした就職先の拡大など、就
職支援活動につながっている。

○水産分野への就職率の目標としている75％が ○水産業は水産物供給を担う漁業、水産加工業及び
妥当かどうか判断できないが、産業そのものが 水産流通業等によって構成される総合的な産業であ
衰退しているという現実のなかで、水産関連産 り、これに資材等を供給する関連産業や多面的機能
業を広くとらえておく必要があると思われる。 に関わる分野を含めると非常に多様かつ多岐にわた

るものと理解している。

○就職先企業に対して定期的に意見を聞くなど ○毎年、教職員等により、学生が受験し卒業生が就
して、求められている人物像、知識・技術内容 職した水産関連企業・団体を訪問して企業等の求め
などについて絶えず把握していく体制を充実さ る最新の人材ニーズの情報収集に努めている。
せて欲しい。

○就職率の数値目標を達成しており、評価でき ○企業訪問、合同企業説明会などの就職対策の取組
る。今年度は非常に厳しい経済状況にあるが、 みとともに、平成21年7月から就職支援専門ポスト
引き続き高い就職率の維持に向けて努力を期待 を設置し、不況といわれる中にあっても、平成21年
したい。 度末の就職率は95 に達した。今後も高い就職率の%

維持に努めていきたい。

４ ○年度計画で掲げている行政との連携で貢献し ○水産庁の瀬戸内海広域漁業調整委員会など５つの
教育研究成 た内容に具体性がなく、判断できなかった。 国の委員会・審議会等に委員として延べ８名、山口
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果の利用の 県沿岸漁業構造改革推進会議など12の地方公共団体
促進及び専 の委員会・審査会等に委員等として延べ45名の教育
門的知識の 職員を派遣した。
活用等 また、教育研究の成果等を活用して国・地方公共

団体の行政部局・試験研究機関等からの技術相談等
にも適宜対応した。

以上のように、国の基本的な政策の立案段階から
個々の施策の内容、現場における具体的な施策の遂

、 。行の段階にわたり 水産行政の推進に広く貢献した
このほか、国から16件、地方公共団体から３件の

調査・研究を受託し、その成果を報告書として提出
した。

○業務の成果と公表が昨年度に比べて水準が落 ○学会誌、水産大学校研究報告、学術論文集、国際
ちている。 シンポジウムの講演論文、専門雑誌への掲載及び著

書による研究成果の公表件数は、平成20年度が103
件、平成21年度が101件であった。年度によって多

、 、「 、少の増減はあるが これらの実績は 研究業績は
水産大学校研究報告、国内外の学会等で論文等とし
て70件以上公表する」という中期計画及び年度計画
の数値目標を上回るものとなっている。

○研修等の実施状況も昨年度を上回るまで至っ ○漁業者、水産関係に従事する公務員等の水産関係
ていない。 者への教育研修、本校及び実験実習場への研修等の

受入は、実施件数としては減少したが、要請に応じ
て適切に実施し、研修の参加者からは好評の感想も
寄せられているところである。

平成20年度実績
・22件に延べ25人を派遣
・５件を受入

平成21年度実績
・19件に延べ20人派遣
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・６件を受入

○研究成果の公表に関しては 「水産大学校研 ○研究成果のよりインパクトの高い媒体への公表の、
究報告 や 水産大学校の最近の研究成果から 促進を図るため、平成22年度から導入する教育職員」 「 」
をホームページで公開するなど、積極的な姿勢 の人事評価の中でその実績を考慮することとしてい
は評価できる。よりインパクトの高い専門誌へ る。また、研究成果の公表媒体のインパクトに応じ
の投稿をさらに促進して欲しい。 て、投稿費等の補填を行う予算を措置したところで

ある。

○「水産大学校研究報告」は予定通り刊行され ○「水産大学校研究報告」は、高等教育機関として
、 、ているが、最近は冊子体の発行を中止する雑誌 定期的に研究成果情報を発信する手段として また

が多いことから、ホームページ公開に加えて冊 学会論文発表が難しい分野や大学院生等の若手研究
子体を作成して配布することの費用対効果や、 者の発表の場として位置付けている。なお 「水産、
成果公表の媒体として学内誌をどのように位置 大学校研究報告」は本校ホームページにも掲載して
づけて活用していくかを検討したらどうか。 いることから、冊子体の発行・配布については今後

学内の委員会で検討していきたい。

５ ○計画は達成されているが、その水準が国立大 ○平成21年７月より学生支援課を新設し、クラス担
学生生活支 学法人に比べて、決して高いわけではない。中 任、学生課、看護師等とも連携した学生支援体制を
援等 期計画・中期目標との関係もあるが、できるだ 組んだところである。しかし、少子化・大学全入化

け高い目標を掲げていただきたい。少子化・大 のなかで競争力を維持するためには教育環境の整備
学全入化のなかで競争力を維持するためには不 も必要であると考えており、平成22年からは、海技
可欠な項目になっている。 士免許取得のための講習等を行う多目的学生教育棟

の設置を行うこととしている。

○特に、学生生活支援のなかのクラス担当教員 ○平成21年７月より学生支援課を新設し、これによ
制度の充実は、入学初年度の学業への導入とと りクラス担任、学生課、学生支援課、看護師、臨床
もに、安心・安定した学生生活を学生に送って 心理士が相互に連携をとる学生支援体制をより充実
もらうためには必要な取組であろう。水産大学 させた。
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 ○平成21年度においては、前学期67名、後学期86名
免除制度を適用したことは評価できる。経済的 に対し授業料免除を行い、免除を受けた全員が卒業
理由で休学や退学する学生を極力出さないため ・修了、進級し、学生の就学継続に有効に使われて
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に、この制度のさらなる充実を望みたい。 いることが確認できた。今後とも学生の就学機会確
保のため、内容の充実に努めたい。

○メンタルヘルスに関しては、ハラスメントの ○クラス担任、臨床心理士、看護師、学生課長（教
問題が背景にある場合がある。ハラスメントは 員の兼務）のいずれでも相談を受けることのできる
扱いが微妙で難しい面があるが、学生が相談に 体制を整えており連携も密にしているが、今後もよ
乗りやすい仕組みを提供して欲しい。 りよい仕組みへの改善に努めたい。また、環境面の

充実を図るため、平成21年度に学生相談室の防音性
をより高めた。

Ⅲ ○人件費については、中期計画末の５％削減計 ○退職者の不補充等による人件費の削減により、平
予算（人件 画は５年間で５％削減を達成することとしてい 成21年度末での削減率（人事院勧告による補正後）
費の見積り るが、２０年度において、削減率が２．８％と は約6.6％であり、平成22年度末には中期計画末の
を含む 、 なっているため、今後の退職予定者数等を聴取 ５％削減（人事院勧告による補正後6.7）を確実に。）
収支計画及 し、分析したところ、中期計画末には５％以上 達成する見込みである。
び資金計画 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。

Ⅶ １ ○計画に沿って、必要な教育研究機器・施設及 ○今期中期計画期間中は計画に沿って施設整備を進
その他主務 施設及び船 び船舶設備については順調に進捗している。特 めているところである。
省令で定め 舶整備に関 に船舶の維持・整備には高額の経費が必要であ 特にご指摘の練習船の維持費については、平成22
る業務運営 する計画 り、今後も適切に実施していく必要がある。 年度の耕洋丸ドックについては、大幅な経費削減が
に関する事 見込める浮きドック形式による整備を試験的に行う
項 こととしている。

２ ○大学（それに準じる機関と考えられる）の人 ○平成21年度には各学科の重点ポイントや年齢構
人事に関す 事計画で最も配慮が不足しているのは、中長期 成、実習教育センターの体制整備を勘案して、中長
る計画 的な全体プランである。特定分野で欠員が出た 期的視点から採用を行った。

時、その分野で最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、部分最適は必ず
しも全体最適とは一致しない。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。
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５ ○水産業は環境産業である。ここで問題となっ ○海洋環境関連科目を多くの学科が開講するなど、
環境対策・ ている事柄とは異なるが、海洋を環境の場とし 水産業が環境に根ざした産業であることを意識した
安全管理の てとらえ、教育カリキュラムの中で推進するこ 教育カリキュラムとしている。
推進 とを目指したらどうか。 今後とも、水産業を環境との関係、海洋環境の保

全の重要性等を踏まえ、必要に応じたカリキュラム
の見直しを図ってまいりたい。
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○　随意契約見直し計画の実施状況
（独）水産大学校

○　船舶代理店業務１件について、一般競争入札へ移行した。
　　（他の１件については、平成２１年度以降契約実績なし。）

○　平成２１年度においても、平成２０年度と同様の取扱いにより随意契約
　とした。 ３件、１１，３００千円

前年度と同様の取り
扱いのものについて
も毎年随意契約に
ついて意識的に見
直すことを期待す
る。

実施状況（平成22年6月30日現在） 所　　見見直し計画

１．随意契約等の見直し計画
（１）随意契約の見直し
　平成２０年度において締結した随意契約等について点検し、以下のとお
り見直すこととする。
　競争性のある契約の中で、企画競争、公募等４件のうち船舶代理店業
務２件について、契約方式の見直しを行い、競争入札へ移行することと
する。
　競争性のない随意契約４件については、官報掲載１件と国との契約時
に公募による企画競争を実施することにより当該契約相手先から承認を
得ている再委託の契約３件であるが、官報掲載については、国において
競争性のない随意契約によらざるを得ないとされている案件であり、再委
託については平成２０年度で終了したものである。
　なお、この他、国の公募型委託試験研究プロジェクト等の取扱いについ
ては、政府全体の研究開発法人の在り方を踏まえて検討することとされ
た。
　　国等の企画競争や競争的資金の公募に際し、共同研究グループの
　　中核機関として応募し、外部専門家等の審査の上に採択された後、
　　当該研究グループに所属する機関に対して再委託したもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件、１１，０００千円

・一般競争入札への
移行を評価する。
・随意契約等につい
ては適切に対応され
ている

件数 金額（千円）
件数 金額（千円） 件数 金額（千円
(93.0%) (98.9%) (93.0%) (98.9%) 5 44,115

53 816,964 53 816,964 (0%) (0%)
(86.0%) (96.9%) (89.5%) (97.7%) 0 0

49 800,505 51 806,954
(7.0%) (2.0%) (3.5%) (1.2%)

4 16,459 2 10,010
(7.0%) (1.1%) (7.0%) (1.1%)

4 9,282 4 9,282
(100%) (100%) (100%) (100%)

57 826,246 57 826,246

る。

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。

競争性のある契約

平成２０年度実績

一般競争入札

見直し後

企画競争、公募等

・適切に対応してい
る。

（注３）見直し後の競争性のない随意契約には、平成20年度に事業
が終了した事案（3件、8,060千円）を含む。

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない
場合がある。

競争性のない契約

合　　計

（平成２２年度第一四半期実績）
実　績

競争性のある契約

うち一者応札・一者応募

（注）上段（　　%）は競争性のある契約に対する割合を示す。

別添４
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実施状況（平成22年6月30日現在） 所 　見見直し計画

○　倉庫賃貸借については、少額随契への移行となった。
○　自家用電気工作物保安管理業務について、仕様書の変更を行った。
○　学生情報伝達等電子情報システム及びマルチメディアサーバ他保守
　等の９件について、入札参加条件の変更及び公告期間の見直しを行った。
　（他の６件については、平成２１年度以降の契約実績なし。）
○　健康診断業務については、公告日から履行開始日までの期間を延長
　した。
○　学生情報伝達等電子情報システム及びマルチメディアサーバ他保守
　については、複数年契約への移行を検討中。
○　船舶代理店業務の１件は一般競争入札へ、財務調査等業務は企画
　競争へ移行した。（船舶代理店業務の１件については、平成２１年度以降
　の契約実績なし。）

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

53 816,964 5 44,115
(34.0%) (36.2%) (0%) (0%)

18 295,903 0 0

（２）一者応札・一者応募の見直し
   平成２０年度において、競争性のある契約５３件のうち一者応札・一者
応募となった契約１８件について点検・見直しを行った。
   その結果、契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施した１５件に
ついては、仕様書の変更２件（倉庫賃貸借等）、入札参加条件の変更１５
件（学生情報伝達等電子情報システム及びマルチメディアサーバ他保守
等）、公告期間の見直し１５件（学生情報伝達等電子情報システム及びマ
ルチメディアサーバ他保守等）、その他２件（健康診断業務等）であった。
また、契約方式を見直したものは３件（船舶代理店業務等）あった。
   今後の調達については、これらの結果に留意、改善しつつ、契約手続
きを進めることにより、一層の競争性の確保に努める。

・詳細な見直しにつ
いて評価する。
・適切に対応してい
る。

・適切に対応して
いる。

（平成２０年度実績）
実　績

（平成２２年度第一四半期実績）
実　績

競争性のある契約

うち一者応札・一者応募

競争性のある契約

（注）上段（　　%）は競争性のある契約に対する割合を示す。

うち一者応札・一者応募

（注）上段（　　%）は競争性のある契約に対する割合を示す。

件数 金額（千円）
(83.3%) (95.4%)

15 282,314
2 4,213

15 282,314
15 282,314
2 7,203

(16.7%) (0%)
3 0

( %) (0%)
0 0

(0%) (0%)
0 0

契約方式の見直し

その他の見直し

点検の結果、指摘事項がなかったもの

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない
場合がある。
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合が
ある。
(注３)上段（　　%）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対
する割合を示す。

その他

(一者応札・一者応募案件の見直し状況）

広告期間の見直し

仕様の変更

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注

見直し方法等

参加条件の変更
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実施状況（平成22年6月30日現在） 所 　見見直し計画

○　平成２１年度及び平成２２年度第一四半期分についての点検を、２２年
　８月に実施することにしている。

○　見直し対象としていた倉庫賃貸借は少額随契への移行となった。
○　自家用電気工作物保安管理業務の仕様書に具体的な業務内容を
　記載した。

○　すべての入札案件について実施している。
○　すべての入札案件について実施している。

○　すべての入札案件について実施している。
○  応札者が複数見込まれないと判断した５件について、２２日～３０日

とした

②　入札参加要件の変更
　　　ア　競争参加資格は全省庁統一資格を持っている者まで広げる。
　　　イ　競争性を確保するため必要最低限の応札（応募）条件にとどめ
るとともに、当該契約に係る業務実績や官公庁からの受注実績等合理性
に乏しい制限的な応札（応募）条件の設定は行わない。

③　公告期間の見直し
　　　ア　公告期間は、土日祝日を除き１０日以上とする。
　　　イ　応札者が複数見込まれない場合の公告期間は、できるだけ長期
に設定するように努める

２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施
　　　契約監視委員会等により、競争性のない随意契約１件、一者応札・
      一者応募になった１８件の案件を中心に点検を実施。

（２）一者応札・一者応募の見直し
①　仕様書の内容の見直し
　　　ア　納入業者の所在地等の条件を撤廃する。
　　　イ　具体的な業務内容を明確に示すようにする。

・公正な点検を期待
する

すべての入札案件
で
・適切に対応してい
る。

・見直しの結果移行
が決まったことは評
価できる

・適切に対応してい
る。

とした。

○　平成２３年度のシステム更新時に保守も含めた複数年度契約とすべく
　検討中。
○　２０年度の２３日から、２１年度においては４４日、２２年度においては
　１３９日とした。
○　改善策を検討中。

○　業務遂行が可能と推測される業者へ、情報提供と入札参加について
　打診を行っている。
○　入札を辞退した業者に対してアンケート調査用紙への記載を依頼して
　いる。
○　他機関等への納入実績を調査し、より適切な予定価格の算出を行う

　こととした。

に設定するように努める。

・適切に対応してい
る。

④　その他
ア　システム保守の契約においては、システムの更新時に保守も含めた
複数年契約とすることも検討する。
イ　健康診断業務の契約においては、公告日から履行開始日までの期
間をこれまでより長期に設定する。
ウ　船舶関係機器の更新に当たっては、既存の機器を納入した業者しか
参加しない傾向があるため、船舶を所有する他の機関の情報を収集する
等により改善策を検討する。
エ　本校の立地条件を考慮し、関係者にこれまで以上の周知を図る。
　
オ　説明会に来て応札に参加しなかった者などに対してアンケートを実施
して、一者応札となった原因を分析し、以降の契約に反映させる。
カ　以後の同種の契約をする場合に、同種の契約の価格を調べ、より適
正な予定価格の算出を行う。
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独立行政法人水産大学校の平成２１年度に

係る業務実績に関する評価シート



平成２１年度 独立行政法人水産大学校業務実績に関する評価シート

評価中 期 目 標 中 期 計 画 平成２１年度計画 平成２１年度業務の実績 所 見

第１ 中期目標の期間
大学校の中期目標の

期間は、平成１８年４
月１日から平成２３年
３月３１日までの５年
間とする。

第２ 業務運営の効率 Ⅰ 業務運営の効率化に Ⅰ 業務運営の効率化に関
化に関す る事項 関する目 標を達成する する目 標を達成するため

運営費交付金を充当 ためとるべき措置 とるべき措置
して行う事業について 運営費交付金を充当し 運営費交付金を充当して
は、業務の見直し及び て行う事業については、 行う事業については、業務
効率化を進め、一般管 業務の見直し及び効率化 の見直し及び効率化を進

、 、理費については、中期 を進め、一般管理費につ め 一般管理費については
目標期間中、毎年度平 いては 中期目標期間中 中期目標期間中、毎年度平、 、
均で少なくとも前年度 毎年度平均で少なくとも 均で少なくとも前年度比３
比３％の削減を図るほ 前年度比３％の削減を図 ％の削減を図るほか、業務
か、業務経費について るほか、業務経費につい 経費については、中期目標
は、中期目標期間中、 ては、中期目標期間中、 期間中、毎年度平均で少な
毎年度平均で少なくと 毎年度平均で少なくとも くとも前年度比１％の削減
も前年度比１％の削減 前年度比１％の削減を行 を行う。

、 、を行う。 う。 また 人件費については
また、人件費につい また、人件費について 行政改革の重要方針 平「 」（

ては 「行政改革の重 は 「行政改革の重要方 成１７年１２月２４日閣議、 、
要方針 （平成１７年 針 （平成１７年１２月 決定）を踏まえ、中期目標」 」
１２月２４日閣議決 ２４日閣議決定）を踏ま 期間中 ５％以上の削減 退、 （
定）を踏まえ、今後５ え 今後５年間において 職金及び福利厚生費（法定、 、
年間において、国家公 ５％以上の削減（退職金 福利費及び法定外福利費）
務員に準じた５％以上 及び福利厚生費（法定福 を除く。また、人事院勧告
の人件費削減（退職金 利費及び法定外福利費） を踏まえた給与改定部分を
及び福利厚生費（法定 を除く。また、人事院勧 除く ）を行うとともに、。
福利費及び法定外福利 告を踏まえた給与改定部 国家公務員の給与構造改革
費）を除く。また、人 分を除く ）を行うとと を踏まえて、役職員の給与。
事院勧告を踏まえた給 もに、国家公務員の給与 について必要な見直しを進
与改定部分を除く ） 構造改革を踏まえて、役 める。。
の取組を行うととも 職員の給与について必要
に、給与構造改革を踏 な見直しを進める。
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まえた給与体系の見直
しを進める。

Ａ１ 運営の効率化 １ 運営の効率化 １ 運営の効率化 ・無駄削減プロジェクトチームの設置、自
己評価に対する姿勢など業務運営が進捗し
ている。

トップマネージメント トップマネージメントの （１）業務運営の改善 ・コンプライアンス体制の強化、無駄削
の下、迅速かつ的確に 下、さらに迅速かつ的確 トップマネージメントの 減チームの設置等「運営の効率化」に
業務の改善等を行える に業務の改善等を行える 下、迅速かつ的確に業務の 関しては計画に対して業務が順調に進
体制を整備する等によ 体制を整備するため、会 改善等を行える体制を整備 捗している。
り、大学校運営の効率 議運営等の大学校運営の すること及び業務の効率化
化を図る。 改善を図る。 のため、以下のことを実施

業務の運営状況及び また、教育研究業務と する。
成果について外部の者 その支援業務の効率化を
を加えた評価を実施 図るため、業務の質に留 ア 委員会等の会議運営の 本校業務の公共性に鑑み、外部
し、その結果を独立行 意しつつ、定期的に業務 改善 有識者の専門的な知見を取り入れ
政法人評価委員会の評 の実施方法を点検し、所 コンプライアンス体制を強化すべ
価と併せて業務運営に 要の改善を図る。 く、コンプライアンス委員会に外
適切に反映させる。 独立行政法人評価委員 部委員として顧問弁護士を加え

会（以下「評価委員会」 た。また、支出における無駄の削
という ）の評価に先立 減、職員の意識改革等を図るため。
ち、自らの業務の運営状 の自立的な取組を促進するため、
況及び成果について評価 無駄削減プロジェクトチームを新
の公正さを高めるため外 たに設置した。
部の者を加えた評価を実
施し、その評価結果を評 イ 教育研究業務とその支 独立行政法人整理合理化計画を
価委員会の評価と併せて 援業務の実施方法の点検 踏まえ、設置目的に沿った重点化
業務運営及び中期計画の と見直し 等による講座数の削減等を行い、
進行管理に適切に反映さ 平成２２年度から新たな体制で教
せるとともに評価結果を 育を実施することを組織決定し
公表する。さらに、評価 た。
手法の効率化及び高度化 無駄削減プロジェクトチーム
を図るため必要に応じて で、支出の無駄の削減に加え、事
評価システムの改善を行 務処理の合理化・簡素化、業務の
う。 効率化等のため業務全般について

点検を行い、練習船２隻の燃油積
込日を調整して燃油調達に係る入
札業務の軽減、委員会等の持回り
審議による意志決定の迅速化など
を行うとともに、残された課題に
ついては、今後の対応策を明確に
するとともに、改善状況等のフォ
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ローアップを行った。

（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 独立行政法人評価委員会の評価
会の評価に先立ち外部の に先立ち、学外者を委員とする外
者を加えた評価を実施 部評価委員会において平成２０年
し、評価結果を公表する 度業務実績に係る自己評価につい
とともに、評価結果を業 て再評価を受けた。
務運営及び中期計画の進 その際の委員からの意見・指摘
行管理に適切に反映 については、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）での意
見・指摘を踏まえ、教育面にあっ
ては水産学研究科の教育態勢を見
直し、平成２２年度入試から学生
数の 適化を図るとともに、研究
面にあっては研究業績のインパク
トの高い媒体への公表を促進する
方策について検討を重ね、新たな
予算的支援措置を講じるととも
に、新たに導入する教育職員の評
価において本件を加味することと
した。

イ 評価の効率化・高度化 自己評価シートの構成及び種
のための評価システムの 類、添付参考資料等について見直
改善 し、統一性が求められる様式につ

いて記入例を作成するなど、自己
評価シートの作成、取り纏めの効
率化を図った。

また、任期満了に伴う外部評価
委員の改選にあたり、より広い視
点からの評価が為されるよう新た
に全国的な漁業者団体に所属する
者や女性を委員に加えた。
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Ａ２ 業務の効率化 ２ 業務の効率化 ２ 業務の効率化 ・第２期自己点検報告書の結果を具体的な
「水産業を担う人材の （１）教育研究業務の効 （１）教育研究業務の効率 業務改善等に活用した
育成を図る」との設置 率化 化 業務改革の推進に向けた検討を ・若手を中心とする教育職員の質の向上
目的への十分な対応を ア 自己点検 ア 自己点検 行い、その結果を第２期自己点検 を図った
意識しつつ、水産業、 大学校が水産行政の一 教育研究活動に関する第 報告書として取り纏め、本校ホー ・事務処理の無駄を省くプロジェクトチ
国民生活等への社会的 翼を担い 「水産業を担 ２期自己点検の結果を報告 ムページにて公表した。 ームの設置など目に見える形での業務改、
貢献を図る観点から、 う人材の育成を図る」と 書として取り纏めて公表す また、平成２２年度から実施す 善を積み重ねていることを評価した。
教育研究活動に関して の設置目的を有する点を る。また、その取りまとめ るとした事項（講座数の削減、実 ・自己点検報告書の結果を業務改善等に
自己点検を実施し、そ 意識しつつ、教育研究活 結果を具体的な業務改善等 習教育センターの新設、研究成果 活用し、ＨＰに公表する等計画に対して
の結果を業務に反映さ 動に関する自己点検を実 に活用する。 公表促進費の予算配分）について 業務が順調に進捗している。
せる。 施し、平成２１年度まで は実行に向けて準備を進め、その

また、職員の資質の に結果をとりまとめると 他の事項については引き続き検討
向上と業務の活性化を ともに、その結果を業務 していくこととして、第２期自己
図るため、職員に積極 改善及び中期目標等に係 点検報告書の結果を具体的な業務
的に研修等をさせると る実績に関する評価に活 改善等に活用した。
ともに、人事交流を行 用する。
う。

職員の業績評価を行
い、その評価結果を教
育研究資金の配分、処 イ 教育職員に対する研 イ 教育職員に対する研修
遇等に反映させる。 修等 等

事務処理の迅速化、 教育職員の資質の向上 教育職員の資質の向上と
簡素化、文書資料の電 と教育研究の活性化を図 教育研究の活性化を図るた

、 。子媒体化等による業務 るため、若手職員に積極 め 以下のことを実施する
の効率化を行うよう努 的に研修、国内外留学等
めるとともに、可能な をさせるとともに、人事 （ア）国内留学、研修等へ 国内における学会・研究会等に
ものについては、業務 交流を行う。 の若手を中心とした教育 延べ２０４名、国際会議及び国外
の質に留意しつつ、コ 職員の派遣 における学会・研究会等に延べ１
スト比較等を勘案し極 １名を派遣した。
力アウトソーシング等 特に、若手教育職員（講師及び
により効率化を図る。 助教）の学会・研究会等への派遣

さらに、教育研究の は、３３名中２９名で８８％（講
高度化、効率化に対応 師；１９名中１７名（８９％ 、）

、 、 、 （ ））するため 施設 船舶 助教；１４名中１２名 ８６％
設備等の整備改修等を であった。
計画的に行う。練習船 こうした若手教育職員積極的な
については、専攻科の 派遣により、各専門分野での研究
見直し内容や練習船の 課題等について 新の情報を得る
更新時期等を十分踏ま など、教育職員としての資質の向
え、大学校の任務・役 上を図り、教育の充実及び研究の
割にふさわしい練習船 活性化を推進した。
の体制について検討を
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行いつつ、実習生定員 （イ）国、独立行政法人、 水産庁から人事交流により教育
に対する乗船実績、教 民間研究機関等との人事 職員１名を採用するとともに、水
育内容の重点化等を踏 交流 産庁の取締船及び独立行政法人水
まえ、適正かつ効率的 産総合研究センターの調査船から
な運用を行う。 人事交流により海事教育職員５名

また、水産施策を推 を採用した。
進する上で必要とする これにより、当該教育職員が有
船舶を有する独立行政 する水産行政や調査における経験
法人水産総合研究セン と知識を学生教育に活用すること
ター及び水産庁との連 が出来た。
携を図る。

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人事
教育職員の評価に当たっ 教育職員の勤務実績を適正 評価実施規程」に基づき勤務実績
ては、各分野の特徴に留 に評価し、評価結果を大学 を適正に評価するとともに、評価
意しつつ、教育研究実績 校の管理運営等に適切に反 の高い教育職員（管理職層職員；
とともに、水産業及び地 映させる。 ８名、一般職員；１３名）に対し
域社会への貢献、大学校 なお、評価に当たっては、 定期昇給時に号俸を加算する措置
運営等への貢献、若手教 各分野の特徴に留意しつ を行った。
育職員育成の実績を勘案 つ 教育研究実績とともに また 「独立行政法人水産大学、 、 、
することとする。評価の 水産業及び地域社会への貢 校教育職員選考基準」に基き、助
結果は大学校の管理運営 献、大学校運営への貢献、 教４名を講師に、講師２名を准教、
資金の配分、処遇等に適 若手教育職員育成等の実績 授に、准教授１名を教授にそれぞ
切に反映させる。 を勘案することとする。ま れ昇任した。
なお、研究業績等に関 た、新たな評価方法による また、教育職員が、自らの教育

して大学評価・学位授与 試行を行う。 研究の活動計画を自己評価した上
機構の審査を受けること で、所属長等が再評価を行い、さ
になっており、その結果 らに教育職員業績評価委員会が総
も踏まえて評価すること 合評価を行うこととする新たな評
とする。 価方法の導入に向け、その試行を

実施した。

（２）教育研究支援業務 （２）教育研究支援業務の
の効率化 効率化
ア 職員の研修 ア 職員の研修

業務の高度化及び効率 業務の高度化及び効率化
化を図るため、行政研 を図るため、以下のこと
修や専門的な知識・技 を実施する。
術の習得に関する研修
等に職員を派遣する。 （ア）各種機関が開催する 人事院が主催する「中堅係員研
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新規採用研修、行政研修 修 人事院規則改正説明会 給」、「 」、「
等への事務職員の派遣 与実務初任者研修会」や共済組合

「 」が主催する 長期給付実務研修会
等の各種研修・説明会に延べ９名
の職員を派遣した。

また、学内に於いても役職員を
対象として、アカデミックハラス

、 、メント セクシャルハラスメント
パワーハラスメント及び心の病等
に関する研修会を新たに開催し
た。

これらの研修等への参加や研修
等で得た情報の共有化により、職
員の業務遂行能力の向上及び学生
の事故等への対応能力の強化な
ど、業務の効率化・高度化を図っ
た。

（イ）海事に関する研修等 「国際航海船舶及び国際港湾施
への海事教育職員の派遣 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 Sec

（ ）urity Officer 船舶保安管理者
講習に海事教育職員６名を派遣
し、国際航海船舶である本校の練
習船の安全確保体制の強化を図っ
た。

（ウ）専門的知識・技能習 船舶における揚荷業務の技術習
得のための研修、講習等 得のため、社団法人ボイラ・クレ
への職員の派遣 ーン安全協会が主催する玉掛け技

能講習に７名を派遣したほか、株
式会社ヤンマーエンジニアリング
が主催するディーゼル機関実務研
修に６名、財団法人日本無線協会
が主催する主任無線従事者講習に
２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１名、有機溶剤作業主任者技能
講習に３名、船内での一次救命措
置、気道異物の除去及びＡＥＤの
使用習熟のための日本ＡＣＬＳ協
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会主催のＢＬＳヘルスケアプロダ
イバー講習に本校両練習船の看護
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、実習作業の安全かつ効
率的な実施を図った。

イ 職員の評価 イ 職員の評価 「独立行政法人水産大学校人事
教育研究支援職員につ 教育研究支援職員の勤務 評価実施規程」に基づき勤務実績
いては、組織の活性化 実績を適正に評価する。 を適正に評価するとともに、評価
と実績の向上を図る等 また、組織の活性化と実 の高い職員（一般職員２４名）に
の観点から、新たな評 績の向上を図る等の観点 対し定期昇給時に号俸を加算する
価制度を導入する。 から、新たな評価方法に 等の措置を行った。

よる試行を引き続き行 また、農林水産省所管の独立行
う。 政法人１０機関で設置した人事評

価検討会において新たな人事評価
方法について検討を進め、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２回目の試行を行った。

ウ 管理事務業務の効率 ウ 管理事務業務の効率化
化・高度化 ・高度化

総務部門等の業務につ 総務部門等の関連業務の
いて 事務処理の迅速化 効率化を図るため、以下、 、
簡素化、文書資料の電子 のことを実施する。
媒体化等による業務の効
率化を行うよう努める。 （ア）事務処理の迅速化・ 引き続き、電子媒体による会議

簡素化及び文書資料の電 要旨等のグループウエアソフトへ
子媒体化 の掲載や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、軽微な文書については、
極力紙媒体を使用せず電子媒体で
の処理を推進し、タイムリーな情
報の共有化、用紙類の節約を行っ
た。
さらに、支出の無駄の削減に加

え、事務処理の合理化・簡素化、
業務の効率化等を行うため、無駄
削減プロジェクトチームを新たに
設置して業務の点検を行い、今後
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の対応策を明確にするとともに改
善状況等のフォローアップを行っ
た。

（イ）業務のネットワーク 電子メール及びＷｅｂデータの
化進展に伴うセキュリテ ウイルス除去、パソコンのウイル
ィ対策 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
心化に努めた。

（ウ）管理事務業務の効率 高等教育の定員充足に影響を与
化等に加え、意欲ある学 える少子化や学生の多様化への適
生の確保、学生の就職支 切な対応、学生の就職支援などの
援等の充実強化を図るた 充実強化及び内部監査体制の強化
めの組織体制の見直し を図るため、組織を改編し、新た

に、入試統括役、就職統括役、学
生支援課及び監査役を設置した。

エ 支援業務の効率化 エ 支援業務の効率化 関係法令に基づき有資格者・専
建物、光熱水供給シス 教育研究の支援の効率化 門技術者等が行う必要があり本校
テムの保守管理など可 のため、建物、光熱水供 の職員では対応不可能なもの及び
能なものについては、 給システムの保守管理の 本校の職員が自ら実施する場合と
業務の質に留意しつつ 外部委託等を実施する。 のコスト比較において経費の節減、
コスト比較等を勘案し が可能なものとして、施設保守及
極力アウトソーシング び校内警備業務など計１１件につ
等により効率化を図る いて外部委託を実施した。。

これにより、仮に技術専門職員
等を雇用した場合の年間給与（約
２３，３６７千円）との比較にお
いて、約７，９９４千円（委託契
約経費約１５，３７３千円）の経
費を節減した。

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 教育研究の高度化、効率
率化に対応するため、 化に対応するため、以下
施設、船舶、設備等の を行う。
整備改修等を計画的に
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行う。 （ア）施設、設備等の整備 合併処理槽スクリーン取替工
練習船については、 改修等の計画的実施 事、学生寮外部喫煙場設置及び校

業務実施上の必要性及 内喫煙場所への屋根の設置等の必
び既存の船舶の老朽化 要な改修等を行い、校内の安全及
等に伴う船舶の整備改 び環境の確保に努めた。
修等を行う。また、専 また、地震等により倒壊又は崩
攻科の見直し内容や練 壊する危険性が高いと診断された
習船の更新時期等を十 施設３棟（水産生物飼育培養棟、
分踏まえ、大学校の任 海洋生産実験・教室棟、研究準備
務・役割にふさわしい 棟）について、耐震改修工事を行
練習船の体制について った。
検討を行いつつ、実習 高額な教育研究機器について
生定員に対する乗船実 は、高額機器選定委員会の審査を
績、教育内容の重点化 経て、必要な機器を整備するとと
等を踏まえ、適正かつ もに、保守契約の締結や必要な修
効率的な運用を行う。 理を行い、機器類の適切な保守管
特に、平成１９年度竣 理に努めた。
工（予定）の耕洋丸代 なお、平成２２年１月３１日現
船については、その 在において「独立行政法人水産大
新設備等の教育研究等 学校固定資産減損会計取扱要領」
への効率的かつ効果的 に基づき、固定資産の減損に係る
な活用に努める。 兆候の調査を実施したが、建物等

さらに、水産施策を について減損の兆候は認められな
推進する上で必要とす かった。
る船舶を有する独立行
政法人水産総合研究セ （イ）業務実施上の必要性 平成２１年８月に練習船耕洋丸
ンター及び水産庁との と既存の老朽化等に伴う の第２種及び第３種中間検査並び
連携について検討する 船舶の整備改修等 に一般修繕工事を行い、平成２２。

年３月に練習船天鷹丸の第２種中
間検査及び一般修繕工事を行い、
適切な保全に努めた。

改修等を適切に行うことによ
り、教育研究において練習船を十
分に活用することができた。

（ウ）大学校の任務・役割 業務改革推進本部練習船部会に
にふさわしい練習船の体 おいて、引き続き、２隻の練習船
制の検討及び実習生定員 の効率的運用、水産系の海技士養
に対する乗船実績、教育 成教育と実学教育の一環として行
内容の重点化等を踏まえ う全学科生対象の乗船実習の適切
た適正かつ効率的な練習 かつ効率的な実施のための学生の
船の運用 配乗計画等について、他機関との
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連携も視野に入れた調査研究等へ
の活用といった視点も加味し、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、海況及び混乗を考慮した学科
・学年の効率的配乗を実施すると
ともに、練習船の余席（外部乗船
可能人数）の状況を本校ホームペ
ージ上に公開した。

このほか、ＳＥＡＦＤＥＣ（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
共同調査やニホンウナギ産卵生態
調査にも練習船を活用した。

以上のように、２隻の練習船を
フル活用して全学科で乗船実習を
実施し、練習船の学生乗船率は、
耕洋丸で９４％、天鷹丸で１００
％となった。

（エ）練習船の教育研究へ 学生の乗船実習を実施しつつ、
の積極的活用 練習船の設備等を積極的に活用す

ることにより、マウンド魚礁にお
ける動物プランクトンの分布調
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査、船舶から排出されるＰＭ（粒
） 、子状物質 の生成機構の究明調査

大型クラゲの分布様式と生物学的
特性調査、ベトナム沖における仔
稚魚の分布に係る国際共同調査な
ど、水産業界への貢献や国際協力
に資する研究に取り組んだ。

（オ）水産施策を推進する 水産庁、独立行政法人水産総合
上で必要とする船舶を有 研究センター等と連携し、練習船
する独立行政法人水産総 を活用して、大型クラゲ国際共同
合研究センター及び水産 調査の一環として、音響調査、サ
庁との連携の検討 ンプリング調査、目視観測及び海

洋環境調査等の各種調査を引き続
き学生の乗船実習と合わせて実施
したほか、新たに、ニホンウナギ
産卵生態調査を行った。さらに、
平成２２年度から独立行政法人水
産総合研究センターと共同して新
たな調査を行うべく準備を進め
た。

Ａ第３ 国民に対して提 Ⅱ 国民に対して提供す Ⅱ 国民に対して提供する ・水産庁幹部による特別講義など、水
供するサービスその他 るサービスその他の業務 サービスその他の業務の質 産大学校の特色を活かしたカリキュラム

。 、 、の業務の質の向上に関 の質の向上に関する目標 の向上に関する目標を達成 の工夫は評価できる また 少子化の中
する事項 を達成するためとるべき するためとるべき措置 入試における募集定員の倍率4．4倍の受

措置 験者確保は大変評価できる。
・専攻科に関しては、先の事業評価でも

１ 水産に関する学理 １ 水産に関する学理及 １ 水産に関する学理及び 話題になったが、定員充足率も106％と
及び技術の教育 び技術の教育 技術の教育 いうことであり、自信を持って現在の体

水産に関連する分野 水産に関連する分野を 制で取り組んで貰いたい。
を担う有為な人材を供 担う有為な人材を供給す ・水産学研究科の定員の遵守の厳格化は
給するため、本科、専 るため、本科（４年）並 是々非々で行って欲しい。意欲ある優秀
攻科及び研究科におい びにその教育に立脚した な学生の学習と研究の機会を奪うことが
て、広く全国から意欲 専攻科（１年）及び研究 無いよう、進路指導に配慮して欲しい。
ある学生を確保し、水 科（２年）において、広 ・本科で入試の競争倍率が上がったこ
産業・水産政策の重要 く全国から意欲ある学生 と、専攻科で定員を満たしていること、
課題に的確に対応した を確保することに努め、 研究科では定員超過が是正されつつあ
幅広い見識と技術を身 水産に関する幅広い見識 ることは、大学の努力の成果であり、
に付けさせ、創造性豊 と技術を身に付けさせ、 高く評価できる。
かで水産現場での問題 創造性豊かで水産現場で 研究成果の公表件数が大幅に増加してい
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解決能力を備えた人材 の問題解決能力を備えた ること、成果公表のなかで、受賞者が出
の育成を図る。 人材の育成に努める。 たことは評価に値する。

なお、大学校の設置目 ・一方で、専攻科の三級海技士免許取得
的に則し 入学から教育 率、二級海技士免許筆記試験合格率が前、 、
就職指導まで一貫性のあ 年度をやや下回った。来年度の合格率向

、 。る効果的な教育研究・指 上に向けた さらなる努力に期待したい
導等を行う。また、学生 ・学生による授業評価の結果が、どのよ

による授業評価を含む うに活かされているか、活かされてきた
自己点検・評価や教育職 か、具体的な記述が欲しい。毎年同様な
員が授業内容・方法を改 アンケートを行うと、調査そのものがマ
善するための組織的な取 ンネリ化するおそれがある。毎年、評価
組（ファカルティ・ディ 法を見直しているか、また、毎年授業
ベロ ツプメント（以下 評価を行う必要があるか、検討しても
「ＦＤ」という ）を継 よいのではないか。。）
続実施し教育方法の改善 ・具体的指標における「研究科での教育
に努める。 は適切に行われているか」については

「 」と評価する。それ以外は「 」とB A
評価する。
・ 教育に全校あげて取り組むなどJABEE

（１）本科 （１）本科 （１）本科 これまでにない積極的な姿勢を見せてい
本科では、水産全般 本科では、水産全般に 本科では、水産全般に関 る点は十分に評価できる。専門大学とし
に関する基本的な知 関する基本的な知識の上 する基本的な知識の上に各 て即戦力の学生を社会に送り出していく
識の上に各学科の専 に各学科の専門分野の教 学科の専門分野の教育・研 役割を自らに課せて，その体制を今後も
門分野の教育・研究 育・研究を体系的に行い 究を体系的に行い、水産の 強化して欲しい。、
を体系的に行い、水 水産の専門家として活躍 専門家として活躍できる人 ・全体のカリキュラム構成で気になった
産の専門家として活 できる人材を育成する。 材を育成する。 のは，授業科目の中に，現在の水産業や
躍できる人材を育成 なお、学士の学位授与の 水産食料産業が置かれた状況を，幅広い
する。 ための大学評価・学位授 視点からみる科目が不足している点であ

この場合、諸分野 与機構による教育課程の る。努力をしているのはわかるが，現実
が総合的・有機的に 認定を受ける。 はそれ以上にダイナミックに動いてい
関連する水産業・水 （水産流通経営学科） る。カリキュラムの中に余裕を持たせて
産学の特徴にかんが ・水産物の流通、水産業 毎年変更していける部分を持って，講義
み、低学年での動機 の経営管理、水産政策及 タイトル・内容とも学生が 先端のもの
付け教育から高度の び国内外の諸情勢に関す を学んでいるという自信を抱くことがで
専門教育までを体系 る教育及び研究を行う。 きるようなものにして欲しい。何度も指
的に実施するととも ・水産物の流通、水産業 摘するが，科目名称等がやや時代にそぐ
に、乗船実習等の実 の経営管理及び水産行政 わないものが散見される。

，地体験型教育の充実 各分野を中心に活躍でき ・授業アンケートや の実施によってFD
を図りつつ、 新の る人材を育成する。 教育の質の向上をはかろうとする姿勢は
行政・産業ニーズ等 （海洋生産管理学科） 評価できる。今後はそれが目に見える指
の動向を的確に反映 ・船舶運航及び水産資源 標にして，評価報告書に反映させて欲し
した教育を実施す の持続的・科学的生産の い。
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る。 専門知識及び技術に関す ・専攻科の成果は海技資格関係免許の取
100る教育・研究を行う。 得状況によって判断される。３級を

・海洋・水産に関する ％に近づける努力が今後も求められる。
幅広い技術の修得をめ また，専攻科カリキュラムの成果指標に

ざす海技士（航海 、漁 はなっていない2級及び1級海技士免許に）
業生産技術の改良・開発 ついては，受験率，合格率とも高める努、
漁場環境と資源の管理の 力が求められる。専攻科をもつことの意
分野を中心に活躍できる 味が社会的に問われ，文部科学省管轄の
人材を育成する。 大学との統合が検討対象になるなかで，
（海洋機械工学科） 学生の資格取得状況が大きな判断材料と
・海洋・水産に関する幅 なる。修了生全員が２級以上を受験する
広い技術の修得をめざす ようなインセンティブを与え続けられる
海技士（機関）の育成、 教育のシステムがあるのかどうか，それ
舶用機関・機器と環境計 が問われている。
測機器、水産機械等に関 ・二級海技士の航海，機関とも修了者全
する専門知識と技術に関 員が受験しているわけではない。全員が
する教育・研究を行う。 進んで受験するような教育体制を至急に
・水産資源の持続的利用 整え，かつ，修了者数を分母に計算した
や海洋環境保全分野を中 合格率をあげるようと努めて欲しい。現
心に活躍できる人材を育 状はかなり低い。
成する。 ・水産学研究科 年度入試における定22
（食品科学科） 員管理が実施されたことは評価できる。
・水産食品の衛生管理、 しかし，収容人員という点では大幅な定
物理性状、保健機能等に 員超過は，学年進行のこともありまだ解
関する生理・生化学並び 消されていない。したがって，教育の質
に低・未利用資源の高度 の確保の 低条件が守られていないとい

， 。利用技術に関する教育・ う点で 自己評価は低くて当然であろう
研究を行う。 定員管理は努力をしているという点で評
・安全で機能性に優れた 価するものではなく，結果指標をもとに
水産食品の開発・供給の 評価されるべきものである。
分野を中心に活躍できる ・水産学研究科の自己評価文章中に，定
人材を育成する。 員を大幅に超えたために担当教員５０名
（生物生産学科） による教育体制により対応したとある
・水産動植物の生物機能 が，この文章では担当教員の質の確保が、
繁殖、生育環境等の専門 できていたのかどうか，不明である。研
知識とこれらを資源の培 究科の教員の質を担保した上で，対応と
養に活用する技術に関す してことがわかるような資料の提示が求
る教育・研究を行う。 められる。
・増養殖及び沿岸漁場の
保全の分野を中心に活躍
できる人材を育成する。
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ア 水産専門教育につい ア 低学年での動機付け教
ては、諸分野が総合的 育から高度の専門教育ま
・有機的に関連する水 でを体系的に実施する。
産業・水産学の特徴に また、水産に関する学
かんがみ、低学年での 理及び技術を総合的に教
動機付け教育から高度 育するため、以下を実施
の専門教育までを体系 する。
的に実施する。

その際、各学科に対 （ア）各学科での高度の専 平成１７年度入学生から適用し
応する高度の専門教育 門教育 た新カリキュラムが５年目とな
を行うとともに、学科 り、専攻科までを含めて新しい教
の壁を超えた異なる分 育体系の下、高度の専門教育を実
野の科目の選択を学生 施した。
にわかりやすく提示す また、必要に応じて各学科で授
る等により、水産に関 業内容を見直し、水産業を巡る
する学理及び技術を総 新の情勢や新しい研究成果等を適
合的に教育する体制を 切に教育に反映させた。
強化する。

また、特に、水産業 （イ）他学科関連科目の円 各学科の高度な専門教育に加え
が水産食料等の国民へ 滑な履修の促進 他学科の異なる分野の科目も履修
の安定供給を目的とし させることにより水産に関する総
ていることから、水産 合的な知識を身に付けさせるた
流通等に関する教育を め、各学科で他学科の学生向けの
各種水産専門教育に共 必修科目を開講するとともに、他
通する重要科目と位置 学科の専門教育科目を自由選択科
づけ充実強化する。 目として一定の範囲内で自学科の

専門科目と同等のものと認める制
度を引き続き運用することによ
り、他学科関連科目の円滑な履修
を促進した。

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
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生（平成２０年度卒業生）のカリ
キュラムから、平成１９年度まで
は自由選択科目としていた他学科
に属する一部科目を自学科の科目
として履修させるよう改善したこ
と等により、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。

（ウ）水産流通等に関する 全学科で水産学概論と水産特論
教育の充実強化 を必修科目として学生に受講させ

るとともに、平成２０年度に改組
した水産流通経営学科の水産流通
等の分野の科目を新設、或いは内
容を変更した。

イ 乗船実習等の実地体 イ 乗船実習等の実地体験
験型教育を充実させる 型教育を充実するため、。
水産業・水産学の特徴 以下を実施する。
にかんがみ、実習等の
実地体験教育を通じ、 （ア）実習等の実地体験教 水泳の個人指導、水産物を取り
海や水産物、魚食に慣 育を通じ、海や水産物、 扱う産地市場や水産物の加工場な
れ親しむための導入教 魚食に慣れ親しむための どの水産関連施設の見学を積極的
育を強化する。 導入教育を強化 に実施するとともに、魚市場にお

また、漁業、船舶運 いて新鮮な魚の調理方法の実習を
航、舶用機関、海洋環 行うなど、実地体験型教育の充実
境 つくり育てる漁業 を図った。、 、
資源管理、漁業取締、 これらの取組により、海洋、水
資源の有効利用等につ 産物、船、魚食といった水産業の
いて、練習船、実験実 持つ幅広い分野に対する関心や意
習場での実習、情報化 識を深めるための導入教育を強化
時代に対応した実習、 するとともに、さまざまな体験を
現地調査等を重点的に 通して学生間の協調性等を養っ
実施する。 た。

さらに、グローバル
産業である水産業の特 （イ）練習船、実験実習場 引き続き全学科で練習船による
徴を踏まえ、練習船耕 での実習、情報化時代に 乗船実習を必修科目として行い
洋丸及び天鷹丸により 対応した実習、現地調査 「乗船」を体験させるとともに、、
公海域等での漁業実習 等の体験型実習を実施 乗船中に海洋観測、資源調査、漁、
水産資源調査・海洋調 業操業、漁獲物鮮度管理、船舶運
査、国際共同調査等を 航及び機関操作等の幅広い分野の
通じ、国際的視野での 実習を実施した。
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水産資源管理・利用教 また、実験実習場では、その立
育を実施する。 地環境・特性を活かして、増養殖

や生態系保全、水域環境に関する
実習（生物生産学科 、沿岸海洋）
観測等に係る実習（海洋機械工学
科）を実施したほか、マルチメデ
ィアネットワークセンターにおい
て情報システムに係る実習等を行
った。

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
立つ経験の機会を与えることがで
きた。

（ウ）練習船耕洋丸及び天 練習船の漁業実習として、イカ
鷹丸による公海域等での 釣り漁業、曳縄漁業、トロール漁
漁業実習、水産資源調査 業及びまぐろ延縄漁業を行うとと
・海洋調査、国際共同調 もに、海洋観測、漁獲物測定及び
査等を実施 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、漁場環境

（ 、 、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
の解析手法等を習得させた。

さらに、南シナ海において、Ｓ
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ＥＡＦＤＥＣ、ベトナム社会主義
共和国と共同調査を行うととも
に、中西部太平洋においてパラオ
共和国と共同調査を行ったほか、
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 ウ 水産行政、水産業及び
び消費者のニーズ等 消費者のニーズ等 新の
新の動向を的確に反映 動向を的確に反映した教
した教育を強化する。 育を強化するため、以下

特に、水産庁をはじ を実施する。
、めとする水産行政機関

独立行政法人水産総合 （ア）水産行政機関、独立 水産行政、水産業等の 新動向
研究センター等の試験 行政法人水産総合研究セ を学生に理解させるため、引き続
研究・調査・技術開発 ンター等の試験研究・調 き、必修科目として全学科の３年
機関、水産団体・企業 査・技術開発機関、水産 次生を対象とする「水産特論」を
等の幹部・担当責任者 団体・企業等の幹部・担 水産庁幹部職員等を講師として９
等による講義等を体系 当責任者等による講義等 回行ったほか、独立行政法人水産
的に実施する。 の体系的実施（水産学概 総合研究センター等の試験研究機

さらに、これらの機 論、水産特論、特別講義 関、漁業協同組合、水産流通・販
関・企業等で学生が実 等） 売業者、造船業などの水産・船舶
際に職場経験をするこ 関連企業の幹部・担当責任者によ
とは、水産業に貢献で る特別講義等を実施した。
きる人材の育成におい これらの講義等を体系的に実施
て極めて効果的である することにより、水産行政、水産
ことから、インターン 業に係る 新の情勢・動向、 先
シップの適切かつ積極 端の技術情報及び消費者ニーズの
的な実施を図る。 動向、産業界が求める人材等につ

いて理解させた。
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（イ）行政機関、企業等に 学生のインターンシップ参加を
おけるインターンシップ 促進し、水産庁本庁、水産庁九州
の実施 漁業調整事務所、独立行政法人水

産総合研究センター、市役所、水
産関連企業等で計３６名の学生が
インターンシップを実施した。

その結果、インターンシップに
参加した学生は、高い職業意識が
培われるとともに、自己の努力す
べき点を見出し学習意欲が喚起さ
れた。

（ウ）水産行政、水産業及 各学科で、外部講師を招いて、
び消費者のニーズに対応 或いは、各種施設見学と合わせた
する教育（資源管理、漁 講演を依頼して、直接、担当者か
業取締 食の安全・安心 ら水産物流通の現状、資源管理、、 、
沿岸環境等） 漁業調整、漁業取締、食文化など

の講義を受けることにより、現場
感覚・実体験を重視した教育を行
った。

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 エ 教養教育及び専門基礎 入学生の共通教育科目に係る基
る教 養教育及び専門 教育を効果的・効率的に 礎学力の向上を図るため、１年次
基礎教育については、 実施する。 生を対象に数学、物理、化学、生
幅広い知識の教授及び 特に、教養教育（共通教 物に重点をおいた水産数理科学セ
基礎学力等の一層の向 育科目）におけるリメデ ミナー、英語力の向上のための英
上に努める。また、必 ィアル教育、専門基礎教 語セミナーを開講し、学力に応じ
要な場合には水産専門 育における補習授業等の たクラス分け等を行った上で、高
教育との関連づけを意 充実を図る。また、実用 校教育の補習的な授業内容のリメ
識しつつ、効果的・効 英語教育を充実する。 ディアル教育を効果的・効率的に
率的に実施する。 な 実施した。

、 、お、特に、実用英語教 また それぞれの学科において
育の充実を図る。 専門科目に必要な基礎科目や専門

科目の理解が不足している学生を
対象とした補習授業を実施した。

実用英語教育については 「英、
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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
ＴＯＥＩＣ１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、ＪＩＣＡ
（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 オ 大学校の独自性や育成 共通基礎科目を１年次前期から
は、大学校全体及び学科 すべき人材像等を意識した ２年次前期に配当し、各学科の専
として育成すべき人材像 効果的・効率的な科目編成 門科目についても低学年に専門基
を強く意識して行うもの と適切なシラバスの作成を 礎科目を、その後段階を追って高
とする。入学から卒業ま 行う。 度な専門教育科目を開講するよう
でを通じた教育の一貫性 カリキュラムを編成した。
や基礎的・基盤的教育か また、本校の独自性や育成すべ
ら高度な専門教育までの き人物像を念頭に、座学と実験・
ステップアップ、座学と 実習等を効果的・効率的に配置し
乗船等の現場体験型実習 た「らせん型教育」を実施すると
とのリンク等に留意した ともに、特に水産系の海技士教育
効果的・効率的な科目編 については、５カ年一貫教育を意
成と教育内容の充実に努 識して、座学と乗船実習の科目が
める。 効果的・効率的になるよう編成し

た。
シラバスについては、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」を更新す
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
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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 「Ｊ」、
ＡＢＥＥ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したほか、Ｊ
ＡＢＥＥ実地審査における指摘事
項も踏まえて２０１０年度版のシ
ラバスを作成した。

カ 教育職員自らの研究 カ 教育の質的向上を図る
成果も含め、内外の 新 ため、以下を実施する。
の研究・技術開発情報及
び演習、チュートリアル （ア） 新の研究・技術開 水産物の生産・加工・流通・消
教育等問題解決型の教育 発情報の教育への導入 費の動向変化、水産企業経営にお
手法を積極的に導入する ける情報管理、 新鋭の機器を用。
さらに、学内への授業公 いた水産音響技術による水産資源
開、学生による授業評価 調査法と地理情報システムの統合
等のＦＤ等の取組を行う 化、選択性漁具の評価、水素燃料。
その結果を教育方法等の エンジン搭載の次世代型小型漁船
改善へ活用するとともに 開発、潤滑油の環境影響、漁船機
学生の教育環境の改善を 関から排出されるＰＭの低減化、
図り、これらにより教育 画像処理技術による鮮魚の熟練的

、 、の質的向上に努める。 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、安価で効率的な水産増養殖技
術及び魚介類の免疫関連細胞の機
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
教育に導入した。

（イ）演習、チュートリア 漁業センサスや漁獲統計に基づ
ル教育等問題解決型の教育 く地域漁業構造の分析、実際の水
手法の積極的導入・実施 産企業の財務諸表を用いた企業経

営分析・診断、資源評価と管理の
実例を課題とした資源管理手法の
応用、ものづくり実習としてのホ
バークラフト製作、干潟・藻場の
フィールド調査結果に基づく保存
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管理手法の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。

（ウ）教育職員が授業内容 引き続き学生による授業評価を
・方法を改善するための組 実施するとともに、評価結果を踏
織的な取り組み（ファカル まえて個々の授業の改善策を取り
ティ・ディベロップメント 纏め、学生にも公表したほか、Ｆ
（ＦＤ ）を実施する（学 Ｄ対応委員会において、分かり易）
内への授業公開、学生によ いシラバスの作成、実験や実習に
る授業評価等 。 関する学生による授業評価の実）
さらに、支援部門の業務の 施、教員間の授業参観の実施につ
質の向上を目的とする取り いて検討を行った。ＦＤの継続実
組み（スタッフ・ディベロ 施により、授業に対する学生の満
ップメント（ＳＤ ）を行 足度も上がっている。）
う（学生による、サービス ＳＤの一環として、研修会等に
の評価等 。 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て学生
からの意見・要望を広く集め、寄
せられた意見等を業務に適切に反
映させた。

（エ）学生の教育環境の改 海技士資格の取得及び水産系海
善 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、ＱＳ
Ｓ（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
事を行い、平成２２年３月に完成
した。
学生の多様化への適切な対応、

学生の就職支援などの充実強化の
ため、学生部の組織改編を行い、
就職統括役と学生支援課を新設し
た。
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（オ）ＪＡＢＥＥ（日本技 平成２０年度に受審した本科の
術者教育認定機構）教育に 教育課程に関するＪＡＢＥＥの審
関する取り組みを行う。 査については、全学科とも認定を

受けた。この結果を踏まえて、平
成２３年度に受審予定の中間審査
に向けた取組として、前期授業に
関する書類の学内審査を行った。

キ 意欲ある学生の確保 キ 意欲ある学生の確保及 推薦入試における募集人員や評
及び学生定員の充足を図 び学生定員の充足を図るた 定基準の変更、一般入試における
る。少子化時代に対応し め、学生の応募状況、入学 選択科目の変更など、入試制度に
て、定員の安定確保に留 後の教育の実施状況等の評 ついて改善を行うとともに、高校
意しつつ、学生の応募状 価を行うとともに、それを 訪問等により、より意欲の高い学
況、入学後の教育の実施 踏まえ、推薦入試・一般入 生の確保に努めた。
状況等を踏まえ、必要に 試制度の点検等を行う。 これらの取組の結果、平成２２
応じて推薦入試、一般入 年度入試（注：平成２１年度中に
試等の改善を図る。 実施）における募集定員に対する

倍率は、４．４倍となった。
募集人員１８５名に対する入学

者は２１３名で、充足率は１１５
％となったが、教育水準の低下が
生じることがないよう配慮した。

全学生の定員７４０名に対する
在学生数は８７７名で、充足率は
１１９％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。

ク クラス担当による指 ク 学生の修学指導とし 引き続きクラス担当制を維持
導、修学状況の父母等へ て クラス担当による指導 し、入学から卒業までの４年間に、 、
の開示等を通じて学生の 修学状況の父母等への開示 ついて学生を指導する一貫した体
修学指導を実施する。 等を行う。 制をつくるとともに、クラス担当

また、研究科生等によ また、研究科生によるテ 教育職員と学科長、一般職員が連
るティーチング・アシス ィーチング・アシスタント 携し、就学、進路、就職及び生活
タント制度導入等、必要 を活用する。 にわたる指導等を行った。
な教育態勢の充実を図る また、２～４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
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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・アシスタント（ＴＡ）
制度を適切に運用し、水産学研究
科生１１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 専攻科（船舶運航課程 水産業を担う船舶運航技

航及び舶用機関に関す ・舶用機関課程）では、 術、漁業生産管理技術、舶
る精深な専門知識と高 船舶運航及び舶用機関に 用機関技術、水産機械関連
度の専門技術について 関する精深な専門知識と 技術等を兼ね備えた、水産
の教育を行い、上級海 高度の専門技術について 系の海技士として活躍でき
技士の資格とともに水 の教育を行い、上級海技 る人材を育成するため、以
産業を担う船舶運航技 士の資格とともに水産業 下を実施する。
術 漁業生産管理技術 を担う船舶運航技術、漁、 、
舶用機関技術、水産機 業生産管理技術、舶用機 ア 船舶運航及び舶用機関 学科の教育職員、練習船の海事

、 、械関連技術等を兼ね備 関技術、水産機械関連技 に関する精深な専門知識 教育職員 特任教員等が連携して
えた、水産系の海技士 術等を兼ね備えた、水産 と高度の専門技術につい 本科・専攻科５年間一貫教育とし
として活躍できる人材 系の海技士として活躍で ての教育を行う。この場 て座学（講義 、実験棟及び練習）
を育成する。 きる人材を育成する。 合、ほぼすべての学生が 船における実務（実習）を通した

その際、ほぼすべて その際、ほぼすべての 三級海技士試験等に合格 水産系海技士養成のための教育を
の学生が三級海技士試 学生が三級海技士試験等 するよう努めるととも 体系的に実施するとともに、演習
験等に合格するよう努 に合格するよう努めると に、二級海技士免許筆記 室・実験室等の開放による自学自
めるとともに、二級海 ともに、二級海技士免許 試験の合格率８０％を目 習の促進と個別指導、三級海技士
技士免許筆記試験の合 筆記試験の合格率８０％ 指す。 口述試験対策及び上級海技士免許
格率８０％を目指すも を目指すものとする。 筆記試験対策を実施した。特に、
のとする。 意欲ある学生の確保及 在学中に上級の一級海技士免許筆

意欲ある学生の確保 び学生定員の充足を図る 記試験に合格するよう指導を行い
及び学生定員の充足を ため、本科関連学科への 受験を促進した。
図るため、本科におい 入学段階より、必要な教 平成２１年度の専攻科修了生の
て、必要な教育・指導 育及び学生の指導に努め 海技士免許取得及び試験の合格実
に努めるとともに、推 るとともに、本科推薦入 績は、以下のとおりであり、全修
薦入試制度等の点検・ 試制度等の点検・所要の 了生の三級海技士免許取得率は８
所要の充実を図る。ま 充実を図る。また、社会 ２％、二級海技士免許筆記試験合
た、社会経済情勢や人 経済情勢や人材需要の見 格率は７１％であった。
材需要の見通しを踏ま 通しを踏まえ、１９年度 ○三級海技士（航海 ；取得率８）
え、定員を縮小する方 専攻科生より、定員を縮 ７．０％
向で適切な規模に見直 小する方向で適切な規模 ○三級海技士（機関 ；取得率７）
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すものとする。 に見直すものとする。 ８．６％
さらに、中期目標期 さらに、中期目標期間 ○二級海技士（航海）筆記試験合

間における定員充足状 における定員充足状況、 格率；７０．６％
況、他の大学の特設専 他の大学の特設専攻科に ○二級海技士（機関）筆記試験合
攻科における定員充足 おける定員充足状況等水 格率；７０．８％
状況等水産業における 産業における海技免許取 なお、さらに上級の１級海技士
海技免許取得ニーズの 得ニーズの動向及び大学 免許筆記試験にも１２名（航海；
動向及び大学等他の機 等他の機関との役割分担 ３名、機関；９名）が合格した。
関との役割分担等を踏 等を踏まえ、抜本的見直
まえ、抜本的見直しに しについて検討し、その イ 取締関連法規、実用外 練習船船長（漁業監督官・司法
ついて検討する。 結果を取りまとめるもの 国語等の漁業取締教育の 警察員経験者）等による実習航海

とする。 充実を図る。 中の講義と実験（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、水産庁取締
船船長、海上保安大学校教授、山
口県農林水産部水産振興課担当官
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
目として開講し、漁業取締実務等
に必要な生きた外国語を習得させ
た。

ウ 本科関連学科への入学 本科関連学科への入学段階よ
段階より、必要な教育及 り、学科の教育職員と練習船の海
び学生の指導を行う。ま 事教育職員が連携して、海技士の
た、本科推薦入試制度等 魅力、就職状況、国家資格取得者
の点検を行い、必要に応 としてのメリット等を説明・指導
じ改善を図る。 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促
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行い、学
生の専攻科に対する指向性を高め
た。

また、上級筆記試験合格のため
の個人指導等の充実及び一級海技
士免許筆記試験合格者に対する表
彰制度を導入し、学生にとって魅
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力ある専攻科づくりに努めた。
これらの取組により、平成２１

年度の専攻科における定員の充足
率は１０６％（船舶運航課程２５
名、舶用機関課程２８名）となっ
た。

海技士免許取得希望者を対象と
した本科推薦入試制度（Ｃ制度）
については、海洋生産管理学科に
３４名（前年比１．９倍）が応募
して１９名が合格し、また海洋機
械工学科に２０名（前年比１．８
倍）が応募して１６名が合格して
おり、本制度が定着しつつある。

なお、積極的に高校訪問を行っ
て海技士資格の魅力を説明するな
ど、より学力の高い学生確保のた
めの方策についても検討を行っ
た。

エ 中期目標期間における 国立大学法人が所有する練習船
定員充足状況、他の大学 の共同利用に関する検討会等に本
の特設専攻科における定 校教員を派遣して、他大学の専攻
員充足状況等水産業にお 科教育の動向等に関して情報収集
ける海技免許取得ニーズ を行った。
の動向及び大学等他の機 また、学力の高い学生確保のた
関との役割分担等につい め、高校を訪問して進路指導教員
て情報の収集・整備及び から情報収集を行うとともに、海
検討を行う。 技士免許取得者ニーズの動向等の

情報収集のため、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本校専
攻科の定員充足状況及び求人動
向、これまでの取組を踏まえ、引
き続き、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
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水産学研究科では、 水産学研究科では、本 高度な技術指導や企画・
本科又は大学で身に付 科又は大学で身に付けた 開発業務、特に、現場の問
けた水産に関する専門 水産に関する専門知識と 題解決、水産施策、研究等
知識と技術を基盤に、 技術を基盤に、さらに専 の企画、遂行、取りまとめ
さらに専門性の高い知 門性の高い知識と研究手 等に係る高度な能力を修得
識と研究手法に関する 法に関する教育・研究を させるため、以下を行う。
教育・研究を行い、水 行い、高度な技術指導や
産業・水産行政・調査 企画・開発業務で活躍で ア 水産経営分野の新設 学生数は定員２０名（各専攻１
研究等において、高度 きる人材を育成する。 等、専門分野や担当教員 ０名）のところ３９名（水産技術
な技術指導や企画・開 特に、水産業・水産行 の充実による教育研究態 管理学専攻１１名、水産資源管理
発業務で活躍できる人 政・調査研究等で求めら 勢の整備 利用学専攻２８名）で両専攻とも
材を育成する。 れる現場での問題解決、 に定員を超えたが、担当教員５０

水産施策 研究等の企画 名による教育体制により対応し、 、
遂行、取りまとめ等に係 た。
る高度な能力を修得させ 平成２２年度入試では、１，２
ることに努める。 年次合わせて２０名の定員数を踏

また、水産経営等の専 まえ、募集人員約１０名に対し、
門分野の充実を図り、こ 入学者を９名とするなど、研究科
れらも併せ、大学校の教 における教育・研究の質的向上を
育研究活動において、よ 図るために、定員の遵守を厳格化
り中核的な役割を担うよ した。
う所要の教育研究態勢の また、次年度以降の定年退職者
整備を図る。 による教員不足に対応するため、

なお、修士の学位授与 独立行政法人大学評価・学位授与
のための大学評価・学位 機構から修士課程の研究指導教員
授与機構による教育課程 として適合する旨の判定を受けた
の認定を受け る。 准教授が研究指導教員として指導

できるよう、研究科担当教員資格
基準を改定して、教育・研究にお
ける指導体制の充実に向けて準備
を進めた。

イ 研究論文発表会におけ 研究科担当教員が、研究科生の
る発表方法等の改善、学 修士論文発表会と同一型式で模範
会誌等への修士論文発表 となる発表会を行うことにより、
の推進 研究論文発表会での発表方法、質

疑応答の様子等を学習させた。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
法等を学習させた。

研究成果の公表については、前
年度を大幅に上回り、学会誌等へ
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の論文発表１２件、口頭発表６６
件の計７８件であった。また、研
究発表を行った研究科生のうち３

（ 、名が学会賞 日本機械学会三浦賞
日本冷凍空調学会・優秀講演賞、
日本電気学会中国支部奨励賞）を
受賞した。

平成２０年度研究科修了生全員
が修士の学位を取得し、平成２１
年度研究科修了生のうち年度内審
査を希望した４名については、既
に平成２２年３月に全員に修士
（水産学）の学位が授与された。

ウ 研究科生によるリサー 平成１８年度に制定したリサー
チアシスタントの活用 チアシスタント取扱規程に則り、

２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、延べ
２１名の研究科生を研究補助者と
して活用し、学生の能力・資質の
向上に努めた。

エ 独立行政法人水産総合 外部機関との共同研究の一環と
研究センター等との連携 して独立行政法人水産総合研究セ
の検討 ンターとの間で６件の共同研究を

行い、これらの推進会議において
２名の研究科生が独立行政法人水
産総合研究センターの担当者とと

。 、もに成果を発表し論議した また
農林水産省から委託を受けて水産
施策に関連した７件の研究を行
い、これらの研究においても研究
科生が研究推進の原動力となっ
た。

これらの取組により、水産現場
での問題解決能力を養い、水産施
策との関わりを実体験を通して学
ばせた。

オ ＦＤの実施、シラバス 研究科生に対して行っている特
の整備 別実験に係るＦＤとして、研究科

生の修士論文発表会と同一型式
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で、教育職員による特別実験若し
くは将来実施予定の研究に関する
発表会を開催した。

同発表会には、全ての研究科生
を参加させ、発表会終了後には学
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、特別実験に対する
学生の要望等を汲み上げることに
より、特別実験の進め方の改善に
役立てた。

また、新設した科目も含めて全
てのシラバスを本科と同じ様式に
統一化し、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。

Ａ２ 水産に関する学理 ２ 水産に関する学理及 ２ 水産に関する学理及び ・自己評価結果がAということなので、
及び技術の研究 び技術の研究 技術の研究 所期の目標は達していると推察される

高等教育機関として、 が、論文件数や外部資金の件数など、数
研究は、教育と一体かつ 値が出てくる事項については、対前年比
双方向で実施すべき業務 を示すなど、表現を工夫して欲しい。ま
であり 「水産業を担う た業績については、単純に論文の数だけ、
人材を育成する」教育に であると、分野によって論文が出にくい
とって重要な役割を担う 分野もあるので、配慮が必要であろう。
ものとして積極的に実施 ・他機関との共同研究も積極的に行われ
する。 ていると思われるが、共同研究の相手と

のマッチングはどのように行われている
のか （相手側からのアプローチが多い。

（１）教育対応研究 （１）教育対応研究 （１）教育対応研究 のか、水産大学校側からアプローチした
水産に関する学理及 水産に関する学理及び 水産に関する学理及び技 研究が多いのか等々）

び技術の教育に資する 技術の教育に資するよう 術の教育に資するよう、以 ・論文、著書、報告書による研究成果、
研究を推進する。 以下の研究を推進する。 下の研究を実施する。 の公表数は昨年を上回っていて、評価

に値する。行政・産業対応研究も一定
ア 水産流通経営に関す ア 水産流通経営に関する 水産流通経営学科において、水 の成果を上げている。

る研究（水産流通経営 研究 水産流通経営学科 産流通経営に関する研究として、 ・外部資金獲得、外部の公募や依頼に基（ ）
学科） （ア）水産学を学ぶための基礎教 づく調査研究、外部との共同研究につい

育に関する研究 （イ）水産経営 ては、ほぼ昨年のレベルにとどまってい、
管理に関する研究 （ウ）水産流 る。運営費交付金が毎年減額されている、
通情報システムに関する研究の３ 現状では、教育研究の質を維持していく
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件の中課題の下に１３件の小課題 ために、外部からの資金の比率を高める
を置き、研究に取り組んだ。研究 必要がある。一層の努力を期待したい。
成果として、論文１９件、著書３ ・教員及び水産大学校における研究の位
件、口頭発表１９件、報告書９件 置付けが，この２－３年の間に相当には
を公表するとともに、その成果を っきりしてきた点は高く評価できる。
教育にも反映した。 ・今後は，特に，行政・産業対応研究活

動において，個々の研究課題の横断性を
（ア）水産学を学ぶための 社会文化講座において、以下の 強めて，水産大学校ならではと言われる

基礎教育に関する研究 小課題４件の研究に取り組んだ。 ような研究課題の設定に努めて欲しい。
①トーマス・マン文学を中心とし ・教育と研究に対する個別の教員のエフ
た２０世紀前半の精神史の研究 ォート管理はどうなっているのか。専門
②相対性価値観の拮抗という観点 技術者要請の社会的使命をもった大学校
からの現代イギリス小説研究 の場合，一般の大学とは違う発想が求め
③大学生の日常生活における身体 られると思うが，今後の人事管理，業務
活動量の増加に関する研究 管理計画のなかでそれが明確に示せるよ
④明治初期から太平洋戦争に至る うにしていただきたい。
期間における、日米の民間レベル
における交流に関する研究

（イ）水産経営管理に関す 経営管理講座において、以下の
る研究 小課題５件の研究に取り組んだ。

①漁業における新しい経営組織の
構築に関する研究
②海洋資源に関する国際関係論に
ついての研究
③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Ⅱ～
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

（ウ）水産流通情報システ 流通情報講座において、以下の
ムに関する研究 小課題４件の研究に取り組んだ。

①水産情報からのデータマイニン
グに関する研究
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
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証と産地の対応に関する研究

イ 海洋生産管理に関する 海洋生産管理学科において、海
イ 海洋生産管理に関す 研究 海洋生産管理学科 洋生産管理に関する研究として、（ ）
る研究（海洋生産管理 （ア）水産資源の持続的生産と利
学科） 用に関する研究 （イ）漁船の安、

全運航管理に関する研究 （ウ）、
水産資源変動および海況変動に関
する研究の３件の中課題の下に１
６件の小課題を置き、研究に取り
組んだ。研究成果として、論文１

、 、 、４件 著書２件 口頭発表４０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。

（ア）水産資源の持続的生 生産システム学講座において、
産と利用に関する研究 以下の小課題８件の研究に取り組

んだ。
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性浮
魚類の新規加入量推定に関する研
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

（イ）漁船の安全運航管理 運航システム学講座において、
に関する研究 以下の小課題４件の研究に取り組

んだ。
①衛星を利用した漁船等の動揺測
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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
④漁船労働環境の把握と改善策の
検討

（ウ）水産資源変動および 資源環境計画学講座において、
海況変動に関する研究 以下の小課題４件の研究に取り組

んだ。
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変化
する海洋構造が生物分布・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陰沖漁
場に与える影響

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

研究 （イ）海洋環境の保全とエ、
ネルギーの有効利用に関する研
究 （ウ）海洋機械システムに関、
する研究の３件の中課題の下に１
４件の小課題を置き、研究に取り
組んだ。研究成果として、論文１
９件、口頭発表３０件、報告書７
件を公表するとともに、その成果
を教育にも反映した。

ア）舶用機械システムに関 船用機械システム講座におい
する研究 て、以下の小課題４件の研究に取

り組んだ。
①漁船機関から排出される粒子状
物質(ＰＭ)の生成機構解明と低減
②代替冷媒を用いたヒートポンプ
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・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故防止に
関する研究
④漁船及び水産加工現場における
熱エネルギーの有効利用を目的と
した水産機械の技術開発

（イ）海洋環境の保全とエ 海洋環境保全システム講座にお
ネルギーの有効利用に関す いて、以下の小課題５件の研究に
る研究 取り組んだ。

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水産関連機器の強度評価
③沿岸漁場の水質浄化の評価
④水産分野における極低温流体の
冷熱利用に関する研究
⑤海洋ロボットの開発に関する制
御シミュレーション

（ウ）海洋機械システムに 海洋機械システム講座におい
関する研究 て、以下の小課題５件の研究に取

り組んだ。
①次世代型小型漁船に求められる
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研究

エ 食品科学に関する研究 食品科学科において、食品科学
エ 食品科学に関する研 （食品科学科） に関する研究として （ア）水産、

究（食品科学科） 食品の安全に関する研究 （イ）、
水産物の機能性解明とその応用に
関する研究 （ウ）水産資源の加、
工利用に関する研究の３件の中課
題の下に１３件の小課題を置き、

32



研究に取り組んだ。研究成果とし
て、論文１３件、著書２件、口頭
発表４４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。

（ア）水産食品の安全に関 食品安全学講座において、以下
する研究 の小課題４件の研究に取り組ん

だ。
①無菌魚肉の製造と熟成に関する
研究
②飼育環境および餌料形態が養殖
魚の毒性元素蓄積性に及ぼす影響
に関する研究
③水産動物由来の生理活性化合物
の創製と抽出及び生理活性に関す
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

（イ）水産物の機能性解明 食品機能学講座において、以下
とその応用に関する研究 の小課題５件の研究に取り組ん

だ。
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
③水産物のにおいに関する研究
④エビアレルゲン（トロポミオシ
ン）の耐熱性に関する研究
⑤海産食品に存在するヒ素等の親
生物元素に係わる研究

（ウ）水産資源の加工利用 食品加工利用学講座において、
に関する研究 以下の小課題４件の研究に取り組

んだ。
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魚介類筋肉の死後変化と貯蔵方
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法および品質に関する研究
④魚肉タンパク質の加熱加工特性
に関する研究

オ 生物生産に関する研究 生物生産学科において、生物生
オ 生物生産に関する研 （生物生産学科） 産に関する研究として （ア）資、
究（生物生産学科） 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１４件
の小課題を置き、研究に取り組ん

。 、 、だ 研究成果として 論文２７件
著書６件、口頭発表７１件、報告
書２４件を公表するとともに、そ
の成果を教育にも反映した。

（ア）資源生物の生理、生 資源生物学講座において、以下
態および生育特性に関す の小課題４件の研究に取り組ん
る研究 だ。

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水産対象種の増殖場技術の改善
と効率化に関する研究
③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技術
への活用に関する研究
④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

（イ）資源生物の育成環境 資源環境学講座において、以下
に関する研究 の小課題４件の研究に取り組ん

だ。
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
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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

カ 水産に関する研究 水 （ウ）水産増養殖技術の高 資源増殖学講座において、以下（
産学研究科） 度化に関する研究 の小課題６件の研究に取り組ん

だ。
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

カ 水産に関する研究（水 水産学研究科において、水産に
産学研究科） 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１０件の小課題を
置き、研究に取り組んだ。研究成

、 、 、果として 論文２４件 著書２件
口頭発表５１件、報告書８件を公
表するとともに、その成果を教育
にも反映した。

（ア）水産技術管理に関す 水産技術管理学専攻において、
る研究 以下の小課題６件の研究に取り組

んだ。
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
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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

（イ）水産資源管理利用に 水産資源管理利用学専攻におい
関する研究 て、以下の小課題４件の研究に取

り組んだ。
①海産食品に高濃度に存在するヒ
素に関わる研究
②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
③魚介類の遺伝的集団構造の解明
に関する研究
④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 （２）行政・産業対応研 （２）行政・産業対応研究
研究活動教育への反映 究活動 活動
とともに行政・産業へ 教育への反映とともに 教育への反映とともに、、
の貢献につながる研究 行政・産業への貢献につ 行政・産業への貢献につな
活動を推進する。 ながる以下の分野の研究 がる以下の分野の研究活動

活動を推進する。 を推進する。

ア 水産物の流通及び水 ア 水産物の流通及び水産 水産情報館に蓄積した水産物流
産業の経営管理の高度 業の経営管理の高度化並 通及び水産関連企業の経営情報を
化並びに水産政策の分 びに水産政策の分析（水 データベースとして、産業界及び
析 水産流通経営学科 産流通経営学科） 行政等の取組や施策に資する情報（ ）

分析手法の開発・研究等に取り組
み、研究論文や業界誌等で積極的
に発表を行った。

また、東京水産振興会や魚価安
定基金等が実施する水産物及び加
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工品の流通・販売に対する調査・
研究や地域の水産業振興策への提
言、水産業振興基本計画の取り纏
め 「うみ・ひと・くらしシンポ、
ジウム２００９ ｉｎ萩－私たち
に合った売り方を考えてみよう
－ （平成２１年８月２９、３０」
日）の開催、地域漁業学会（平成
２１年１１月２８、２９日 水産
大学校）における地域水産物のブ
ランド化に関するシンポジウムの
開催、水産業を核とする地域振興
を目指した山口県沿岸漁業構造改
革等の委員会や沿岸漁業及び中小
漁業経営の安定に資する山口県や
業界等の委員会への積極的な参加
など、行政・産業への貢献に繋が
る研究・情報発信等を行った。

イ 水産資源の調査・解 イ 水産資源の調査・解析 水産資源の把握及び評価のた
析方法と評価（海洋生 方法と評価（海洋生産管 め ソフト的な調査・解析手法 操、 （
産管理学科） 理学科） 業実態資料、ＧＩＳ（地理情報シ

ステム）技術などによる）及びハ
ード的な調査・解析手法（音響機
器、選択漁具の利用などによる）
を用いて、操業の効率性、漁場形
成、魚群行動、漁場選択、資源の
動態解明、資源管理情報の提供、
数値解析、生態学的見地からの解
析、定量的調査解析手法の開発な
どに渡る行政・産業に繋がる多様
な研究活動に取り組んだ。

また、下関市沿岸海域魚礁設置
適地調査報告書、対馬マウンド礁
における計量魚探を用いた動物プ
ランクトン分布調査報告書及び知
的クラスター創成事業報告書等の
作成に携わるとともに、瀬戸内海
広域漁業調整委員会、山口県海面
利用協議会等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、
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ＯＦＣＦ（財団法人海外漁業協力
財団）の外国人研修の受入など、
行政・産業への貢献に繋がる研究
・情報発信等を行った。

ウ 環境との調和や省人 ウ 環境との調和や省人・ 環境との調和や省人省力化を目
・省力に着目した水産 省力に着目した水産機械 指して、漁船用機関から排出され
機械システム（海洋機 システム（海洋機械工学 る環境汚染物質の低減、熱エネル
械工学科） 科） ギーの有効利用、漁場環境水質浄

化装置の開発、極低温流体の冷熱
、 、利用 次世代小型漁船の技術開発

鮮魚の熟練的品質評価、小型漁船
の異常診断技術等について、漁協
や産業界等との連携の下、研究に
取り組んだ。特に、漁船機関から
排出される環境汚染物質（ ）PM
の低減技術については、研究成果
が 規格に掲載された。JIS
また、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、本校の実習施設を活用した
高校生向けの研修会の開催、産業
見本市出雲２００９への参加、公
開講座での講演、中学生や一般市
民を対象とした出前講義の実施な
ど、行政・産業への貢献に繋がる
研究・情報発信等を行った。

エ 水産食品の安全管理 エ 水産食品の安全管理、 水産食品の安全性を確保し、か、
機能性と有効利用（食 機能性と有効利用（食品 つ、水産物の高度利用を推進する
品科学科） 科学科） 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、地域資源活用型研究開発
事業報告書、薬剤耐性菌出現動向
調査報告書等の多くの報告書の作
成に携わるとともに、食品安全委
員会、食の安心・安全審議会、山
口県食品開発推進協議会及び山口
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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、市立
しものせき水族館「海響館」での
オープンラボ 「大学は美味し、
い!!」フェアや産学公シーズ・ニ
ーズのマッチング会への参加、ジ
ャパン・インターナショナル・シ
ーフードショーへの出展とセミナ
ーの開催、ＪＩＣＡの外国人研修
にも積極的に対応し、行政・産業
への貢献に繋がる研究・情報発信
等を行った。

オ 増養殖技術の高度化 オ 増養殖技術の高度化と 増養殖技術の高度化及び増養殖
と沿岸環境・生態系の 沿岸環境・生態系の保全 現場の環境保全のため、磯焼けの
保全（生物生産学科） （生物生産学科） 一因である食害への対策、水辺の

小わざなどの生態系保全に資する
ための研究、免疫機能の活性化に
よる安全・安心な養殖魚介類の生
産技術の開発に関する研究などに
取り組んだ。

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

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。

カ 下関を中心とするフ カ 下関を中心とするフグ 地元「下関」に立脚した全学共
グ産業の高度化（学内 産業の高度化 学内共通 通のテーマとして「フグ産業の高（ ）
共通） 度化」を設定して、以下の６課題
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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
に研究に取り組み、研究成果をセ
ミナーや技術指導、学会発表等を
通して産業界に情報発信するな
ど、地域に密着した研究・情報発
信を行った。
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耳石解析によるフグ類の成長比
較
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フグ肉の等級化技術に関する研
究（フグ肉の安心・安 全・高品
質化を目指した生化学的評価と熟
成技術の研 究）
⑤トラフグ放流魚の天然海域にお
ける再生産効果（トラ フグ属魚
類の種及び雑種判別マーカーの開
発）
⑥安全・安心、健康なフグの生産
技術の開発－Ⅳ 含有 アミノ酸
によるヘテロボツリウム症の野外
防除試験

（３）共同研究等の推 （３）共同研究等の推進 （３）共同研究等の推進
進 大学校の教育研究活動 大学校の教育研究活動充

大学校の教育研究活 充実の一環として、外部 実のため、企画調整を図り
動充実の一環として、 競争的資金の獲得及び依 つつ 以下を実施する。、

国、地方公共団体、水 頼による受託調査研究等
産団体、大学、民間企 を積極的に推進し また ア 国、地方公共団体、水 国、地方公共団体、水産団体、、 、
業等との共同研究等を 外部との企画調整を図り 産団体、民間企業等の公募 民間企業等の公募又は依頼に基づ
実施する。 つつ 国 地方公共団体 又は依頼に基づく調査、研 く調査・研究を計４４件実施した、 、 、

水産団体、大学、民間企 究等を３０件以上実施す ほか、科学研究費補助金により１
業等との共同研究等を実 る。 ９件、公募型助成金により１件の
施する。 研究を行った。

また、農林水産技術会議事務局
が公募する平成２２年度競争的資
金、文部科学省及び独立行政法人
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日本学術振興会が公募する平成２
２年度科学研究費補助金等に計６
１件応募し、既に科学研究費補助
金等の採択を受けている者を除い
て、教育職員のほぼ全員が１件以
上応募を行った。

なお、国の「研究機関における
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、
取組状況について農林水産省と文
部科学省にそれぞれ報告書を提出
した。

イ 国、地方公共団体、水 都道府県の試験研究機関、独立
産団体、大学、民間企業等 行政法人、国立大学法人及び民間
との共同研究、特に、水産 企業等と共同研究契約等を締結し
庁、農林水産技術会議等が て、計１６件について共同研究を
実施する調査研究に積極的 実施した。
に参加する。 また、関係機関とともに企画提

案し、水産庁の施策に係る委託事
業については再委託を含めて計４
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、再委託を含めて計７
件実施した。

（４）研究活動充実の （４）研究活動充実のた （４）研究活動充実のため
ための措置 めの措置 の措置

研究活動の充実に必 研究のインセンティブ 研究のインセンティブ向
要なインセンティブ向 向上等を通じ、研究活動 上等を通じ、研究活動の充
上等のための措置を講 の充実を図るため、研究 実を図るため、以下を実施
ずる。 の客観的評価と予算配分 する。

等への反映、産学公連携
の組織的対応の強化等を ア 学内競争資金等による 全学的に進めているフグ産業の
図る。 研究予算の重点配分 高度化に係る調査・研究を推進す

るために「フグ調査研究推進費」
を設け、前年度の取組実績と提案
された研究計画を審査した上で、
６件の課題に対して研究予算を重
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点配分し、研究活動を支援した。
また、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
を行うために 共同研究支援費 国「 （
内中小企業型 」については、ヒ）
アリングの上、１件の課題に対し
て研究予算を重点配分し、共同研
究を支援した。

イ 行政機関、水産関係団 産学公連携を推進するため、国
体及び民間企業等との産 や県の水産行政部局、試験研究機
学公連携のための情報収 関との会議、交流会等のほか、ア
集交流 グリビジネス創出フェア、ジャパ

ン・インターナショナル・シーフ
ードショー、山口県内のマッチン
グ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、フィージビリティー
調査、研究計画の立案、共同研究
等の産学公連携及び知的財産権の
取得・活用等を目的とする情報収
集・打合せに要する旅費を学内公
募により支援する「研究・産学公
連携推進調査等旅費」を設け、２
件について旅費を充当し、情報収
集等を支援した。

ウ 企業等からの依頼（技 地元下関市及びその近郊だけで
術相談・指導、調査・分 なく、九州、四国、関東や北海道

、 、 、析等）への対応強化 の企業 漁業団体 試験研究機関
行政機関等から計１８４件を超え
る技術相談や調査等の依頼を受
け、教育職員が電話やメールによ
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。

エ ポスドク等の外部研究 現行制度を運用し、他大学の博
員の受入環境等の整備 士課程修了者１名を研究支援員と
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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
たほか、韓国海洋水産研修院の教
授１名を外国人研究員として受け
入れ、本校教員とともに共同研究
に当たらせた。

Ａ３ 就職対策の充実 ３ 就職対策の充実 ３ 就職対策の充実 ・ 文 部 科 学 省 の H P
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/05
によると、平成 年 月 日時点での22 4 1

91.8% 3.9大学校で学んだ水産 「水産業を担う人材を 大学校全体での取組と科 大学の就職率は （昨年同期比
に関する知識や技術を 育成する」との大学校の レベルの取組との有機的連 ポイント減）と厳しい状況の中、全体の
就職先で活かせるよ 目的にかんがみれば、学 携により就職対策の一層効 就職率が は健闘したと言える。対95.1%
う、水産に関連する分 生の就職は教育機関たる 果的な推進を図る。 前年との動向が不明なので分からない
野への就職割合を向上 本校事業の到達点である が、自己評価結果に掲げられている様々。
させるべく大学校を挙 また、本校で学んだ水 （１）水産に関連する分野 就職対策検討委員会において、 な就職支援策の中で何がどの程度、効果
げて取組を充実させ、 産に関する知識や技術を への就職率が就職内定者ベ 就職ガイダンス 公務員受験対策 があったのかなど分析をする必要があろ、 、
水産業及びその関連分 就職先で活かせることは ースで７５％以上となるよ 企業訪問、就職情報の提供、合同 う。、
野への就職割合が７５ 学生本人はもとより就職 う就職対策を強化 企業説明会の開催等を行うととも ・全国的に厳しい就職状況のなか、全体
％以上確保されるよう 先、ひいては我が国社会 に、企業等へ提出する履歴書・自 として、就職率の目標値をクリアしてい
努める。 にとって有益なことであ 己紹介書をよりわかりやすいもの ることは、全学を挙げての就職対策の成

る。このことから、教職 とするため統一したひな形の検討 果として、高く評価できる。一方、本科
員を挙げて就職に関する を行い、あわせて、各学科におい の学科の一部や専攻科ではなかには水産
取組を充実させ、内定率 ては、個別進路面談及び個別模擬 関係への就職率が75％を下回っていると
の維持・向上を図るとと 面接の実施、水産関連分野への就 ころがある。就職率の向上に一層の努力
もに、水産に関連する分 職を目指す学生に対する学科推薦 が望まれる。
野への就職割合（内定者 書の発行、学科独自の資格として ・本科の学科独自に開設したとされる
ベース）が７５％以上確 開設した「水産食品士」の授与な 「水産食品士」については、就職活動に
保されるよう努める。 どを行った。 有効に作用したかどうかのフォローアッ

このため、統一方針の 水産業及びその関連分野への就 プ調査が必要であろう。その結果によ
下、大学校全体での取組 職状況は、卒業・修了者全体の就 っては、必要に応じてこの制度を改善
と科レベルの取組との有 職率は、９５．１％、このうち水 し、今後、より有効に活用できるかも
機的連携により就職対策 産業及びその関連分野への就職割 しれない。
の一層効果的な推進を図 合 就職内定者ベース は ７７ ・具体的指標における 「大学校全体の（ ） 、 ． 、
る。具体的には、入学時 ３％であった。 就職対策方針が明確化され、教職員へ徹
からの動機付け等の教育 進学者の進路については、８５ 底されているか」については、教職員に
や指導、就職関連情報の 名の進学者のうち水産関連への進 大学の方針が徹底されたことが資料等の
収集と学生への効果的な 学が７７名で、水産分野への進学 中から読み取れないことから「 」と評B
提供、職員による企業訪 率は９０．６％であった。 価する。また「各種就職支援策が実施さ
問や情報発信、インター 就職及び進学を併せた水産分野 れているか」についても「 」と評価すB
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ンシップの支援等につき への就職若しくは進学の割合は、 る。それ以外は「 」と評価する。A
組織的対応を強化す る ８１．６％であった。 ・就職支援策で取り上げられた項目はい。

ずれもどこの大学でもかなり以前から取
（２）大学校全体の就職対 公務員・各種団体・水産関連企 りくんできたことである。それがどのよ
策方針の明確化と教職員へ 業への就職率向上を目的として就 うな効果を生み出しているのかを示して
の徹底 職対策検討委員会及び就職対策検 欲しい。

討小委員会をそれぞれ年２回開催
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を明確化し
た。

また、教授会・学科会議等を通
じて、全ての教職員に就職対策方
針を周知徹底させた。

（３）就職支援室の有効活 就職支援室の電子表示装置で
用 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。また、新たな取組とし
て、就職支援室とラウンジにおい
て企業概要等の閲覧会を開催し、
就職支援室の活用を促進した。

（４）以下の就職支援策を
実施する。

ア 動機付けのための教育 動機付けのための教育・指導と
・指導の効果的実施 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、学内で開催される合同企
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業説明会の直前に３年次生を対象
に、学生部長による就職ガイダン
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。

新たな取組として、企業概要等
の閲覧会を開催し、各学科の就職
担当教員と就職統括役が立ち会
い、就職に関する相談・指導を行
った。

イ 水産関連企業等の情報 本校に求人があった企業の求人
の収集とデータベースの 票は、受付当日に電子掲示板に掲
活用、教員間の情報共有 載するとともに、各種求人情報や
化、学生への効果的な情 教職員が訪問した企業の情報を取
報提供 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、７５０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。

さらに、更新したデータベース
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。

ウ 企業への情報発信（教 学科長等各学科の就職担当者５
職員による企業訪問活動 名及び学生部職員３名が、過去に
等） 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、６７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
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の就職実績などを詳細に説明し、
合わせて、業界情報や採用計画・
方針等の情報収集を行い、その結
果を就職指導等に役立てた。

エ 就職手引き書の作成と 卒業者からのアンケート調査結
学生への就職指導 果を取り纏め、本校独自に作成し

ている「就職活動の手引書」を更
新し、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
と１２月に、さらに、学生部長を
講師として合同企業説明会の直前
（１月）に、計３回就職ガイダン
スを開催した。

さらに、新たな取組として、企
業概要等の閲覧会を開催し、各学
科の就職担当教員と就職統括役が
立ち会って就職に関する相談・指
導を行った。

オ 全校的な公務員受験対 公務員採用試験への対策とし
策の取り組みの充実 て、予備校講師による公務員採用

試験対策学内講座を開講するとと
もに、公務員試験に合格した４年
次生及び水産庁及び独立行政法人
水産総合研究センターでインター
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２１年度卒業・修了者のう
ち、国家公務員に２名、地方公務
員に１１名が採用された。

カ 就職指導担当教員の複 就職対策強化のため、就職対策検
数配置 討委員会を設置（委員長を学生部長
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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届く求人票
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に努めた。

キ インターンシップ等の 被保険者が法律上の損害賠償責
学生の企業研修活動への 任を負った場合に救済対象となる
支援 「学生教育研究損害賠償保険」へ

の加入を指導し、２５名の学生が
利用した。

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。

ク 同窓会、後援会との 同窓会の主催により、本校教職
連携 員との連携の下、３年次生の必修

科目である水産特論の一環とし
て、ノルウェー王国大使館水産参
事官及びノルウェー水産物輸出審
議会日本事務所代表を招いて講演
会を開催した。また、本校卒業生
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
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と連携を図って就職対策を行った

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。

後援会の主催により、本校教職
員との連携の下、本科３年次生、
専攻科進学予定の４年次生及び研
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７６社
の人事担当者を招待して合同企業
説明会を開催（平成２２年１月）
し、参加した学生（２２０名）と
企業の双方から好評を得た。

４ 教育研究成果の ４ 教育研究成果の利 ４ 教育研究成果の利用 ・マスコミ等への露出が少ないという指 Ａ
利用の促進及び専門的 用の促進及び専門的知識 の促進及び専門的知識の活 摘があるようだが、水研センターと比較
知識の活用等 の活用等 用等 して、立地条件（水研は本部が首都圏、

全国に研究所、事業場が展開）でハンデ
（１）行政との連携 （１）行政との連携 （１）行政との連携 大型クラゲ国際共同調査、ウナ ィーがあるので仕方がない面もあろう。

大学校は、水産業を 大学校は、水産業を担 行政機関との密接な連携 ギ産卵生態調査など、水産政策上 この点では、むしろ、水研センターと協
担う人材の育成を図る う人材の育成を図るため を図り、水産業・水産政策 の重要案件について関係機関と協 力することを考えるべきではないか。例
ため水産に関する学理 水産に関する学理及び技 の重要課題に的確に対応す 力して調査に取り組むとともに、 えば、お互いの広報誌の中で記事を交換
及び技術の教授及び研 術の教授及び研究を行う る教育研究成果の活用等を ＳＥＡＦＤＥＣへの技術協力、開 するなど、水産関連の唯一の独法である
究を行うことから、行 ことから、行政機関との 通じて行政機関が行う水産 発途上国の行政官等を対象とする 両法人が情報発信を協力して行うことは
政機関との密接な連携 密接な連携を図り、水産 施策の立案及び推進に協力 研修の実施などを通じて、国際協 あってもいいと考える。
を図り、水産業・水産 業・水産政策の重要課題 する。 力にも貢献した。 ・日本水産学会平成24年度秋季大会は中
政策の重要課題に的確 に的確に対応する教育研 また、国・地方公共団体等の委 国・四国ブロックでの開催が予定されて
に対応する教育研究成 究成果の活用等を通じて 員会・審議会等に委員として４７ いるところ、水産大学校として積極的に
果の活用等を通じて行 行政機関が行う水産施策 団体に延べ１１８名の教職員を派 取り組んで貰いたい。
政機関が行う水産施策 の立案及び推進に協力す 遣するとともに、技術相談等に対 ・おおむね計画通りに成果を上げてい
の立案及び推進に協力 る。 しても適切な対応を行うことによ ると評価する。
する。 り、国の基本的な政策の立案段階 ・ 水産大学校研究報告」や「水産大学校「

から個々の施策の内容、現場にお の 近の研究成果から」をホームページ
ける具体的な施策の遂行にわたっ （ＨＰ）で積極的に公開している点は評
て、助言、指導や知識・技術の普 価できる。

。及・啓発等を行った。 ・ＨＰには新情報も頻繁に掲載している
本校の教育研究の成果等を活用 情報提供媒体として、ＨＰはますます重
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したこれらの幅広い対応を行うこ 要になってきていることから、ＨＰを活
とで、行政機関が行う水産施策の 用した情報提供を積極的に行っていると
立案及び推進に協力した。 いうことをアピールしてもよい。

・運営費交付金が減少傾向にあるなか、
（２）業務の成果の公 （２）業務の成果の公表 （２）業務の成果の公表・ 「水産大学校研究報告」がＨＰ上での公
表・普及 ・普及 普及 開に加え、冊子体も発行していることの

、 。水産業界や行政、試 本校の研究や教育活動 是非について 検討する時期ではないか
験研究、国民一般等 の成果は、社会に向け情 ・研究成果の公表について，論文数で見
に活用されるよう、 報発信を行い、行政、試 る限りは目標水準に達している。この点
教育研究成果の情報 験研究、国民一般等に活 は評価できる。ただ，そのインパクトに
発信等の充実を図 用されることが重要であ ついては十分に検討されていないのでは
る。 り、これは、広い意味で ないか。

大学校の設置目的である ・様々な活動がこの項目に組み込まれて
「水産業を担う人材の育 おり，焦点がぼけているような印象を受
成 に通じるものである けてしまう。この項目の戦略を明確にし」 。
このため、以下の情報発 て，ひとつひとつの活動を意義づけ，か
信等の取組を積極的に推 つ関連づけて取り組んで欲しい。活動を
進する。 こなすだけではかえって非効率となる。

ア 大学校の研究業績の ア 大学校の研究業績の公 外部及び内部による査読の上、
公表を目的として 「水 表を目的として 「水産 「水産大学校研究報告第５８巻第、 、
産大学校研究報告」を 大学校研究報告」を発行 １～４号」を発行し、国内外の研
発行する。また、学会 するとともにその充実を 究機関、教育機関及び行政機関等
等への一層の貢献と本 検討する。 に広く配付（約６００機関）した
校研究活動の積極的Ｐ ほか、過去に発行した研究報告も
Ｒのため、本研究報告 含めて掲載論文等を全て電子化し
を含めた研究成果情報 て、本校のホームページ上に掲載
発信の充実を図る。 して常時閲覧可能とすることによ

り、外部への情報発信、研究成果
の普及に努めた。

イ 研究業績は、水産大 イ 研究業績は、水産大学 学会誌、水産大学校研究報告、
学校研究報告、国内外 校研究報告、国内外の学会 学術論文集、国際シンポジウムの
の学会等で論文等とし 誌掲載論文等として７０件 講演論文、専門雑誌への掲載及び
て毎年７０件以上公表 以上公表する。その際、フ 著書として、計１０１件の研究成
する。なお、ファース ァーストオーサーでの論文 果の公表を行った。このうち、フ
トオーサー論文の割合 発表やインパクトの高い媒 ァーストオーサーでの論文等の発
を高めるとともに、よ 体への発表に努める また 表は６９件で全体の約７割を占め。 、
りインパクトの高い発 専門書、啓発書、専門誌等 た。
表媒体への公表に努め への寄稿、講演会、セミナ また、各種機関からの要請に積
る。 ーへの講師派遣等を行う。 極的に対応し、各種の講演会・セ

さらに、専門書、啓 ミナー等、計５５件に延べ６３名
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発書、専門誌等への寄 の教育職員を講師として派遣し
稿、講演会及びセミナ
ーの講師派遣等を積極 た。
的に行い、成果の普及
に努める。

ウ 研究課題及び研究成 ウ 研究成果情報の発信及 引き続き 「アグリビジネス創、
果の公開、公表、広報 びホームページに掲載して 出フェア」や「ジャパン・インタ
等を目的として、大学 いる各教員の研究情報デー ーナショナル・シーフードショ
校教育職員の研究活動 タベースの充実を図る。 ー」にブース出展するとともに、
の状況に関する情報を 同時開催セミナーにおいて教員が
取りまとめ、大学校ホ 講演を行い、研究成果情報の発信
ームページなどで積極 とその利活用を推進した。
的に公開する。 また、新たに、新宿高島屋で開

催された「大学は美味しいフェ
ア 、広島市中小企業会館で開催」
された「中四国地域アグリビジネ
ス創出フェア 、山口市内のホテ」
ルで開催された「山口県新商品開
発促進交流会 、山口県スポーツ」
文化センターで開催された「山口
県しんきん合同ビジネスフェア」
等にもブース出展するとともに、
講演を行った。

さらに、平成２０年度から始ま
った「やまぐち地域資源活用研究
者ニーズ集」の作成に協力し、本
校が行っている地域密着型の研究
について情報発信を行った。

本校ホームページに掲載してい
る教育職員の研究情報データベー
スについても、 新情報を効率的
に掲載した。

エ 研究成果等の大学校 エ ホームページの充実等 本校ホームページの「ニュース
の業務関連情報につい により、教育研究活動等 ＆トピックス」と「インフォメー
ては、ホームページへ の広報活動を強化する。 ション」に迅速に 新情報を掲載
の掲載、印刷物、プレ するとともに、本校に係る様々な
ス発表等による広報活 情報を発信することを目的とし
動を積極的に実施する て、ホームページに「水大広場」。

を新設し、学内の各種イベントの
写真、本校の空撮写真、おさかな
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イラストのダウンロードコーナー
を追加してホームページを充実し
た。

新たに企業・団体向けの本校紹
介パンフレットを作成し、アグリ
ビジネス創出フェアやジャパンイ
ンターナショナルシーフードショ
ー等のイベントで配布した。

プレスリリースの促進に努め、
下関市政記者クラブ等への記者発
表を２２件行ったほか、下関市教
育委員会の後援を受けボランティ
アにより運営されている「いきい
き市民講座」に引き続き出演し、
「関門海峡の航海知識・・・後悔
なき航海のために 「クリーンな」、

」、「“資源 循環型水素エネルギー
冷凍刺身”をおいしく食べる」と
題した講演を行い、地元ケーブル
テレビ局で放映された。

オ 研究成果のうち特許 オ 研究成果のうち、特許 新たに、２件の特許出願を行っ
等の知的財産権となりう 等の知的財産権となり得る た。
るものについては積極的 ものについては、大学校の また、民間企業と共同して出願
に出願し取得に努めると 公益的使命と費用対効果を していた「水中集魚灯」が、新た
ともに、その利活用等に 勘案しつつ積極的に出願す に特許登録された。
より成果の普及を図る。 るとともに、その利活用に 特許等の知的財産権の取得及び

努める。 利活用促進のため、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、担当職員を独立行政法人工業
所有権情報・研修センターが主催
する知的財産セミナーに派遣し
た。

（３）研修 （３）研修 （３）研修
我が国漁業者、水産 水産に関する人材の育 水産に関する人材の育成

関係に従事する公務員 成と技術向上のため、下 と技術向上のため、下記の
等の水産関係者への教 記の研修を実施する。 研修を実施する。
育研修を行うととも
に、水産先進国として ア 漁業者、水産関係に ア 漁業者、水産関係に従 漁業者、水産関係に従事する公
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諸外国の水産関係者へ 従事する公務員等の水 事する公務員等の水産関 務員等の水産関係者への教育研修
の研修等を実施する。 産関係者への教育研修 係者への教育研修 の要請に積極的に応じ、１９件の

活動 研修等に延べ２０名の教育職員を
講師として派遣するとともに、本
校に６件の研修等の受入を行っ
た。

特に、平成２０年度から開始さ
れた「水産やまぐち人材プロジェ
クト事業」の一環として地元水産
高校生を受け入れ、本校の施設設
備を活用した研修を行った。

イ 水産先進国として、 イ 資源管理、水産養殖等 ＪＩＣＡから委託を受け 「地、
資源管理、水産養殖等 の分野での外国人研修生 域水産業の持続的な発展に寄与す
の技術及び知識修得の の受入や本校教員による る行政担当者育成コース 及び 養」 「
ための外国人研修を関 海外技術協力 殖魚の健康と安全管理コース」の
係機関からの受託等に 集団研修２コースで１３カ国１４
より行うとともに、海 名の研修員を受け入れて、約２ヶ
外での技術協力等の国 月に渡る研修全体をコーディネー
際的な貢献活動 トして研修を行った。

、 、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３カ国６
名の研修員を受け入れた。

ＳＥＡＦＤＥＣ技術協力委員会
に教育職員２名、他機関がＯＦＣ
Ｆから委託を受けて実施している
研修の外部講師に教育職員１名を
派遣した。

（４）公開講座等の実 （４）公開講座等の実施 （４）公開講座等の開催
施 大学校の教育研究成果 資源管理の推進、つくり

大学校の教育研究成 の普及を通じ、資源管理 育てる漁業の振興、安全な
果の普及を通じ、水産 の推進、つくり育てる漁 水産食料の供給など水産施
に対する理解の促進を 業の振興、安全な水産食 策に関する啓発とともに水
図るため、広く国民一 料の供給など水産施策に 産や海についての理解の促
般を対象とした公開講 関する啓発とともに水産 進を図るため、広く国民一
座等を開催する。 や海についての理解の促 般を対象とした以下の活動

進を図るため、広く国民 を実施する。
一般を対象とした公開講
座等を開催する。 ア 公開講座 平成２１年１１月に「第１４回

水産大学校公開講座 エコ技術を
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水産業へ－車の次は漁船もエコ！
－」と題して、本校において公開
講座を開講し 「水の惑星のエネ、
ルギー・・・水素」及び「環境に
やさしい漁船～バイオディーゼル
燃料とＰＭ低減技術～」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８０名を超える参
加があった。

「 」イ 地方自治体、高等学校 市立しものせき水族館 海響館
等への出張講座（オープン において、２３のテーマを設定し
ラボ等） て「水産大学校公開講座―オープ

ンラボ」を周年に渡って開催し、
約２万人の参加を得た。

また、要請に基づき、一般市民
や小学生を対象として出前講義を
行った。

平成２０年７月に北九州市内の
ＳＳＨ指定校との間でＳＳＨ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」を実施した。

（５）その他活動の推 （５）その他活動の推進 （５）その他活動の推進
進 ア 国内外の大学・試験 ア 国内外の大学・試験研

国内外の大学・試験 研究機関等と連携・協力 究機関と交流を行う。、
研究機関等と連携・協 交流を行い、大学校が実
力を行い、大学校が実 施する教育研究の深化と （ア）釜慶大学校（韓国） 釜慶大学校（韓国）との学術交
施する教育研究の深化 レベルアップに努める。 等との学術交流 流協定に基づき、本校から校長を
とレベルアップに努め はじめとして教員が釜慶大学校を
る。また、行政機関へ 訪問して学術交流懇談会を開催す

、 （ ）の助言、学会活動への るとともに 上海海洋大学 中国
協力等の社会的貢献活 との包括的学術交流協定に基づ
動を行う。 き、学長をはじめとして教員の訪

問を受けて本校にて意見交換会を
開催した。

また、ＳＥＡＦＤＥＣとの間で
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交流協定を更新するとともに、練
習船を活用して共同調査を行っ
た。

（イ）国内の大学が実施す 東京海洋大学、鹿児島大学、北
る国際学術交流への参加 海道大学から依頼を受け｢拠点大

学方式による学術交流事業｣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、共
同研究のため、タイ国に教員２名
を派遣するとともに、タイ国から
研究者３名を受け入れた。

イ 図書館開放等により イ 図書館開放等により、 蔵書検索システム（ＯＰＡＣ）、
水産関係者や一般の者 水産関係者や一般の者に の利用促進、Ｗｅｂによる購入図
による利用を図る。 よる図書利用の促進を図 書情報の積極的な発信、開架書庫

る。 の工夫による話題性のある図書の
陳列など、図書館の利用促進に向
けた取組を引き続き行った。

、 ．図書館利用者の総数は 延べ５
２万人、貸出冊数は延べ３．８千
冊となった。

学外利用者数は、図書館入館者
２７３人、うち文献複写８２件、
館外貸出１８人４３冊であった。

ウ 大学校自身の教育研 ウ 大学校自身の教育研究
究活動に資するよう、職 活動に資するよう、以下の
員、練習船等により行政 社会的貢献活動を行う。
機関への助言、学会活動
への協力等の社会的貢献 ア 教育職員の行政機関 国・地方公共団体、水産関係団（ ） 、
活動を行う。 団体の審議会、委員会等 体等の委員会・審議会等に委員と

への派遣、練習船による して、４７団体に延べ１１８名の
貢献活動 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、１６団体に延べ３１
名を派遣した。

練習船耕洋丸及び天鷹丸で、海
の日に一般公開を行ったほか、民
間企業の新入社員、水産高校生、
国土交通省の担当官等の船内案内
を要請に応じて行った。
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また、耕洋丸及び天鷹丸が、遠
洋航海で寄港（タイ王国バンコク
港、パラオ共和国マラカル港）し

、 、た際は 現地大学の学生及び教員
ＳＥＡＦＤＥＣのスタッフを船に
招き、船内案内を行った。

（イ）学協会活動への指導 教育職員の延べ７９名が、日本
・協力 水産学会をはじめとする学会、協

会、研究団体等５３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、
広報委員といった実働の職務に幅
広い協力を行った。

Ａ５ 学生生活支援等 ５ 学生生活支援等 ５ 学生生活支援等 ・学生生活支援は多岐に亘って行われて
いるが、それらサービスが学生にとって

成績優秀者等への学 （１）学生のインセンテ （１）学生のインセンティ どの程度役に立っているのか、アンケー
校表彰、学生生活に関 ィブの向上 ブの向上 ト調査などを行う必要があるのではない
する指導等の学生支援 学生のインセンティブ 学生のインセンティブ向 か。
を進める。 向上等のため、学業優秀 上のため、以下のことを実 ・引きこもりなどメンタルな問題を抱え

また、教育研究、就 等、学生生活において顕 施する。 る学生が増えていると思われるので、今
職対策等の実施に当た 著な実績が認められる学 後ともメンタルヘルス対策は積極的に対
り、企業、地方公共団 生の学校表彰制度を設け 応して欲しい。
体等との連携を図る。 る。 ア 学業優秀者等を対象と 学業成績優秀者に対する表彰制 ・ 近はどの大学においても、学生生活

また、経済的理由によ する学校表彰制度を活用 度により、卒業生のうち各学科の 指導におけるメンタルヘルスケアの重要
る学業の継続が困難な成 する。 学業成績優秀者各１名（計５名） 性が増している。背景には厳しい経済状
績優秀者については、授 の表彰を行った。 況、勉強や日常生活への不適応などがあ
業料免除制度を適用し、 また、平成２０年度から導入し ると思われる。全国から入学者が集まる
支援する。 た課外活動等で貢献を果たしたと ということは、ほとんどの学生が寮か下

認められる個人及びグループを表 宿生活をしているということでもあり、
彰する制度により、海浜清掃をボ 一人で問題を抱え込みやすい。教員には
ランティア活動として行ったダイ 相談しにくいことも考えられ、大学の対
ビング部の表彰を行った。 応として、学生の目線で、相談しやすい

システムとなっているか、常に検証が必
イ 学業優秀者等を対象と 学生の勉学意欲を高めるため、 要と思われる。

する授業料免除制度を活 本科４年次生、専攻科及び水産学 ・今後，この項目のなかに，企業・地方
用する。 研究科の入学生を対象とする成績 公共団体等との連携に関する評価を含め

優秀者授業料免除制度により、本 るかどうかは検討していただきたい。目
科４年次生５名（各学科１名 、 的をはっきりさせた活動にした取組にす）
専攻科入学生２名 各専攻１名 ることが求められる。（ ）、
水産学研究科入学生１名について ・学生に対する経済的支援の必要性が増
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前期又は後期の授業料を半額免除 していると思われるが，今後さらに強め
した。 て欲しい

ウ 経済的理由により学業 経済状況及び学業成績を勘案
の継続が困難な成績優秀 し、公平・妥当性のある審査を行
者について、授業料免除 い、延べ１５３名（前期６７名、
制度を適用し 支援する 後期８６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、研究科生並

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年次生では全員が平成２１年
度末の成績で標準取得単位に達
し、さらに、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 学生の生活環境改善、健

よる相談や看護師による 康増進等を図るため、以下
相談と簡単な治療、学校 のことを実施する。
校医制度による相談等に
加え、メンタルヘルス対 ア クラス担当教員制度に 各学科クラス担当教育職員のオ
策の充実に努める また よる生活相談 フィスアワーの公表、相談予約の。 、
個室化した学生寮におけ ためのメールアドレスや相談可能
る学生間の円滑なコミュ 曜日・時間帯を掲載したパンフレ
ニケーション促進等の指 ットの配付を行い、学生からの相
導に努める。 談に適切に応じたほか、オフィス

さらに 学生への住居 アワー以外の時間においても、随、 、
アルバイトの斡旋等の支 時、学生からの相談に対応した。
援を図る。 平成２１年度には５００件を超

える相談があり、その内容は、学
業、進路、就職及び学生生活（ク
ラブ活動、アルバイト等）に関す
るものが主であった。

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
要とされた場合は、安定した学校
生活を継続させるため、クラス担
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当の教育職員、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。

イ 看護師・学校校医によ 心身の異常を自覚して自発的に
る健康相談 健康相談を求めてきた学生に対し

ては、症状（体温、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 健康相談は 延べ９００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
（３１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、臨床心理士に
よるカウンセリングを紹介し対応

（ 、した 心の相談は延べ１１３件で
このうち９件については臨床心理

）。士によるカウンセリングを紹介

ウ メンタルヘルス対策の 臨床心理士によるメンタルヘル
充実 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、
クラス担当教育職員、医務室、学
生相談室を訪れた学生のうち、メ
ンタルヘルスを要する学生を学生
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
して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
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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９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２１年度においてメンタル
ヘルス相談を行った学生は延べ１
７７名であった。

エ 学生寮のコミュニケー より住みよい寮とするため、男
ション促進等の生活指導 女寮役員と学生課職員との連絡会

議を開催し 「寮則」の改訂、男、
子寮及び女子寮の「寮生活の手引

」 、き の改訂等を指導するとともに
男子寮の寮役員会議、男子寮及び
女子寮の寮生大会には、学生部職
員が立ち会い、指導・助言を行っ
た。

オ 住居、アルバイト等の また、学生寮で発生した新型イ
斡旋 ンフルエンザの感染拡大を防止す

るため、手洗い、うがい等の予防
対策について注意喚起するととも
に、給食配膳等の対応を行った。

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、学生課でも掲示板
・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、約４０
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
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体育施設の整備・維持 課外活動支援のため、以
管理の充実、適切なクラ 下を行う。
ブ指導の実施、大学校の
特徴が出せるクラブの育 ア 体育施設の整備、維持 体育用品類の補充・更新、体育
成等、課外活動支援を充 管理等 館内のトレーニングマシン設備の
実する。 保守・点検を行い、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、各クラブによる
危機管理マニュアルの作成を指導
して提出させるとともに、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。

イ 適切なクラブ活動の指 各クラブが安全に、かつ、継続
導、大学校の特徴が出せ 的に自主活動できるよう危機管理
るクラブの育成 マニュアルの作成を指導したほ

か、クラブ指導を迅速・的確に行
えるよう部員名簿等を提出させ状
況把握に努めた。

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
・下関地区大学体育協会」の運営
への協力を指導した。

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」
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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 、新た」
に漁村地域の活性化に資するため
発足した「村おこし会」を位置づ
け、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、市内の専門店街で開催された
ミニ大学祭においても水槽の展示
を行った。

ウ その他、課外活動に必 学生自治会や執行機関である学
要な支援 園祭実行委員会の学内外での自主

的活動に対して、適宜助言や協力
を行った。また、学園祭実行委員
会が企画する大学祭行事では、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２１年度の主なクラブの成
績は、以下のとおりであった。
〔陸上部〕

第５５回下関市駅伝競走大会
２位
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なお、水の生きもの研究会は、
下関市が主催する自然観察教室に
ボランティアとして参加した功績
等が評価され、平成１９年度、平
成２０年度に引き続き、平成２１
年度も表彰を受けた。

（４）産業界・地域との （４）産業界・地域との
連携 連携 行政・産業対応研究活動とし

教育研究、就職対策等 教育研究、就職対策等の て 「水産物の流通及び水産業の、
のより効果的・効率的な より効果的・効率的な実施 経営管理の高度化並びに水産政策
実施のため、企業、地方 のため、企業、地方公共団 の分析 水産流通経営学科 水（ ）」、「
公共団体等との連携を図 体等の活動に積極的に協力 産資源の調査・解析方法と評価
る。 する等により連携を図る。 （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）
に取り組み、研究成果をセミナー
や技術指導、学会発表等を通して
産業界等に情報発信を行った。

また、学生の就職先でもある水
産関連企業・団体との間で委託研
究（１６社・団体からの１９件）
や共同研究（１１社との１１件）
を実施し、その中で、民間企業と
の共同研究から特許権の登録や新
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な
どの行政・産業界との連携・協
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力、並びに、公開講座や市立しも
のせき水族館でのオープンラボの
開催 「いきいき市民講座」への、
出演などを行った。

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。

Ａ第４ 財務内容の改善 Ⅲ 予算（人件費の見積 Ⅲ 予算（人件費の見積り ・予算に基づき 経費節減に努めており、 、
に関する事項 りを含む 、収支計画及 を含む 、収支計画及び資 外部資金の獲得にも成果が出ていること。） 。）

び資金計画 金計画 など評価できる。
・契約関係についても適切に対応してい

１ 収支の均衡 １ 予算 １ 平成２１年度予算実施 運営費交付金を充当して行う事 ると考える。
適切な業務運営を行う （１）予算 計画 業については、一般管理費は対前 ・人件費は５年間終了時点で評価した
ことにより、収支の均 平成１８年度～平成２２ 年度比３％、業務経費は対前年度 い。
衡を図る。 年 度予算 （表略） 比１％削減された予算を基に、練 ・運営費交付金を充当して行う事業につ

習船の燃油調達方法の変更、光熱 いて一般管理費は対前年度比３％、業務
（表略） 水料の対前年度比較データの全職 経費は対前年度比１％削減された予算の

員への周知やエコガラスへの取替 下で平成21年度は運営をしてきたもので
２ 業務内容の効率化 による光熱水料の節減に努めるな ある。
を反映した予算計画の ど、経費の節減を行った。 ・外部研究費の獲得に勤めるとともに、
策定と遵守 科学研究費補助金、農林水産省 経費の節約に努めたことを評価し、A評

「第２ 業務運営の の競争的研究資金への応募に先立 価相当とした。
効率化に関する事項」 ち学内説明会を開催して教員に積 ・予算の執行は、経費の節減を行うと
及び上記１に定める事 極的な応募を促すとともに、アグ ともに、外部資金の獲得に努め、評価
項を踏まえた中期計画 リビジネス創出フェアなどの産学 できる。
の予算を作成し、当該 公交流イベントに積極的に参加し
予算による運営を行 て研究成果のＰＲを行うなど、外
う。 部資金の獲得に努めた。

資金配分については、教育研究
活動の活性化と社会貢献活動のた

３ 授業料収入等の安 ２ 収支計画 ２ 平成２１年度収支計画 めの経費、教育研究成果の普及の
定確保 平成１８年度～平成２２ ための経費に増額配分するととも

学生定員の充足に努 年度 収支計画 （表略） に、ネットワーク環境の改善や学
め、授業料収入の安定 生・教育環境の整備のための経費
確保を図る。 （表略） や光熱水料の削減に向けたペアガ

ラスの設置や耐熱工事の実施など
の経費節減のための経費にも配分

３ 資金計画 ３ 平成２１年度資金計画 した。
平成１８年度～平成２２ 一括再委託の禁止措置及び再委
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年度 資金計画 （表略） 託把握措置については、契約事務
取扱規程を改正し、契約書の記載

（表略） 事項として「再委託が伴う場合の
一括再委託禁止及び再委託の承認
に係る措置」を追加することによ
り改善した。

第５ その他業務運営 Ⅳ 短期借入金の限度額 Ⅳ 短期借入金の限度額
に関する重要事項 ３億円 運営費交付金の受入が遅

（想定される理由） れた場合等に対応するた
運営費交付金の受入れ め、短期借入金の限度額を

が遅延。 ３億円（平成２１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 1988.62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、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 Ⅴ その他主務省令で定め
める業務運営に関する事 る業務運営に関する事項
項

Ａ１ 施設及び船舶整備に １ 施設・船舶・設備等の 海技士資格の取得に必要な蒸気 ・危険性が高い施設３棟の耐震改修工
関する計画 整備 実験関連設備のほか、近年の船員 事の完了。

施設整備計画 舶用機械総合実験棟の第 教育に必要な電気推進システムや ・電気推進システムやロボット実験実習設
業務の適正かつ効率的 ２年度分の建て替え工事を ロボット実験実習設備などを設置 備などを設置する施設として舶用機械総合

な実施の確保のため、業 行う。 する施設として舶用機械総合実験 実験棟の建て替えを行い完了した。
務実施上の必要性及び既 水産生物飼育培養棟等の 棟の建て替えを、平成２１年度ま ・舶用機械総合実験棟の建て替えや耐震
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存の施設、設備の老朽化 耐震化工事を行う。 での２ヶ年事業として進め、平成 改修工事を行う等施設及び船舶整備に関
等に伴う施設及び設備の ２２年３月に完成した。 する計画は順調に進捗している。
整備改修等を計画的に行 耐震診断を行った結果 「地震、
う。 の震動及び衝撃に対して、倒壊又
（表略） は崩壊する危険性が高い」と診断

された施設３棟（水産生物飼育培
船舶の整備 養棟、海洋生産実験・教室棟、研

） 、業務の適正かつ効率的 究準備棟 の耐震改修工事を行い
な実施の確保のため、業 平成２２年３月に完了した。
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）

Ａ１ 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 ･人件費抑制が求められる中人員の増加
（１）人員計画 （１）人員計画 （１）人員計画 を抑制一方で、今後の学校経営を見据え

中期目標期間中の人 ア 方針 ア 方針 引き続き、学生部長、学科長、 事務系組織の再編を行った。
事に関する計画（人員 中期・年度計画及び中 中期・年度計画及び中期 水産学研究科長、企画調整役、マ ・教育職員、一般職員の採用に当たって
及び人件費の効率化に 期・年度事業報告書の作 ・年度事業報告書の作成、 ルチメディアネットワークセンタ も公平性、妥当性のある選考を行った。
関する目標を含む ） 成、情報の公開等の事務 情報の公開等の事務に加 ー管理役、図書課長、学生課長及 ・人員の抑制を図りながらも、必要な人。
を定め、業務に支障を に加え、少子化を巡る高 え、少子化を巡る高等教育 び実験実習場長について、教育職 員は選考基準に基づき確保等を行ったの
来すことなくその実現 等教育の定員充足と学生 の定員充足と学生多様化の 員による併任とするとともに、新 で人事に関する計画に対しては業務が順
を目指す。 多様化の問題への対応、 問題への対応、学生の就職 たに企画情報部長について教育職 調に進捗している。

学生の就職支援など充実 支援など充実強化すべき事 員の併任とすることにより、人員
強化すべき事務等への要 務等への要員配置が必要に の増加を抑制した。
員配置が必要になるが、 なるが、事務等を簡素化・ また、平成１８年度から常勤職
事務等を簡素化・効率化 効率化するとともに役員の 員に係る人件費抑制が強く求めら
するとともに役員の事務 事務取扱い及び教育職員の れていることから、欠員補充につ
取扱い及び教育職員の併 併任体制により対処し、常 いては必要 少限とした。
任体制により対処し、要 勤職員の人員増を抑制する 人員を抑制しながら、少子化を
員の合理化に努めること こととする。 背景とした定員充足等の問題に的
とする。 確に対応するために、以下の事務

系組織の再編を行った。
・学生多様化の問題に対応するた
めの学生支援課の新設
・学生の就職支援体制の充実強化
を図るための専任の専 門役の設
置
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・少子化を背景とした高等教育機
関における定員充足問 題に対応
するための専門役の設置

イ 人員に係る指標 イ 人員に係る指標
大学校の教育において 大学校の教育において制

制度的に不可欠な次の職 度的に不可欠な次の職員を
員を確保する。 確保する。
ａ学位授与のため、大学
設置基準に基づく必要な
教育職員
ｂ海技資格の取得のため （ア）学位授与のため、大 常勤職員に係る人件費抑制が強
の教育に必要な教育職員 学設置基準に基づく必要な く求められている状況であること
ｃ船舶に必要な法定定員 教育職員 から、欠員充足については必要
これら以外の常勤職員数 少限とし、その中で公募により４
については、期初を上回 名の専任教員を採用するととも
らないものとする。 に、非常勤講師として２９名を委
（参考） 嘱し、大学設置基準に基づく必要

１）期初の常勤職員数 な教育職員を確保した。
１９６人

２）期末の常勤職員数 （イ）海技資格の取得のた 海技資格を取得するための教育
見込み めの教育に必要な教育職員 に必要な教育職員については、一

１８７人 級小型船舶操縦士第一種教習所教
員研修及び一級学科教員再研修を

、 。受講させ 必要な要員を確保した
、 、また 海事教育職員についても

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

（ウ）船舶に必要な法定定 「船舶職員及び小型船舶操縦者
員 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、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 職員の採用については 人材の確保のため、以下を

考によるものとし、ま 既存の制度の活用に加え 実施する。、
た、国、大学、他の独 独自の採用制度の検討を
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立行政法人、民間研究 行う。特に教育職員の選 ア 教育職員の採用は公募 教育職員の採用にあたっては、
機関等との人事交流を 考採用に当たっては公募 又は計画的人事交流を基 これまでと同様、採用の透明性及
行う等により、中期目 を原則とする。 本に選考によるものと び有用な人材確保の観点から、関
標達成に必要な人材を また、若手教育職員の し、その選考はあらかじ 係機関への文書送付による方法に
確保する。 採用に当たっては、任期 め大学校が定める教育職 加え、本校ホームページ及び独立

付任用も含め新たな方法 員選考基準によるものと 行政法人科学技術振興機構が運営
の導入を検討する。さら する。 する「ＪＲＥＣ－ＩＮ研究者人材
に、活性化と業務の充実 データベース」への情報掲載をあ
に資するため 国 大学 わせて行うことにより、広く公募、 、 、
他の独立行政法人及び民 し、応募者の中から「独立行政法
間研究機関等との人事交 人水産大学校教員選考基準」及び
流を行う。 「同細則」の規定に基づき厳正に

選考した上で、４名を採用した。
また、水産庁や独立行政法人水

産総合研究センターとの人事交流
に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、教育職
員１名及び海事教育職員５名を採
用した。

イ 職員の採用については 一般職員については、国家公務
既存の制度の活用に加 員Ⅱ種試験合格を受験資格要件と
え、独自の採用制度の検 し、既存の制度を活用しながら、
討を行う。 公募により本校独自に人材を確保

。 、 、した また 船舶職員についても
公募により本校単独に人材を確保
した。

今後も独自の採用制度の検討を
引き続き進めていくこととしてい
る。

ウ 若手教育職員の採用に 「独立行政法人水産大学校職員
当たっては、任期付任用 就業規則」の任期付職員の任用に
も含め新たな方法の導入 係る規定を踏まえ、国立大学法人
を検討する。 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検
討を進めたが、学卒者の就職難と
いう社会情勢に加え、本校が団塊
世代に当たる教育職員の大量退職
期にあって、教育・研究内容の継
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続性の維持確保のため、パーマネ
ントの教育職員を採用する必要に
迫られていることから、制度化ま
では至らなかった。

今後も若手教育職員の任期付任
用を導入している国立大学法人等
の現状や問題点について情報を収
集しながら、新たな採用方法の導
入について、引き続き検討を進め
ていくこととしている。

３ 積立金の処分に関す ３ 積立金の処分に関する
る事項 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 ・情報公開、個人情報保護の周知徹底な Ａ
公正で透明性の高い 独立行政法人等の保有 （１）独立行政法人等の保 本校ホームページに 情報公開 ど適切な対応、進捗している。「 」

法人運営を実現し、法 する情報の公開に関する 有する情報の公開に関する のページを設け 「独立行政法人 ・ホームページに情報公開をするなど適、
人に対する国民の信頼 法律（平成１３年法律第 法律（平成１３年法律第１ 等の保有する情報の公開に関する 切に実施している。
を確保する観点から、 １４０号）に基づき適切 ４０号）に基づき適切な情 法律」等に定められた情報（組織

、 、情報の公開及び個人情 な情報の公開を行う。独 報の公開を行う。 に関する情報 業務に関する情報
報の保護に適正に対応 立行政法人等の保有する 貸借対照表、損益計算書、その他
する。 個人情報の保護に関する の財務に関する直近の書類の内

法律（平成１５年法律第 容、組織、業務及び財務について
５９号）に基づき個人情 の評価及び監査に関する情報等）
報の適切な管理を行う。 について、積極的に公表及び情報

提供し、何時でも誰でも自由に情
報が得られるように整備した。

また 「独立行政法人等の保有、
する情報の公開に関する法律」に
基づく開示請求者に対して適切に
対応できるよう、情報公開窓口専

、 。用の個室を設け 適切に対応した

（２）独立行政法人等の保 「独立行政法人等の保有する個
有する個人情報の保護に関 人情報の保護に関する法律」第７
する法律（平成１５年法律 条の規定に基づく「独立行政法人
第５９号）に基づき個人情 水産大学校の個人情報の適正な取
報の適切な管理を行う。 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
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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。

なお、保有個人情報の開示請求
を受け開示を行った案件は１３件
であった。

Ａ３ 環境対策・安全管 ５ 環境対策・安全管理 ５ 環境対策・安全管理の ・ホルムアルデヒド健康診断、新型インフル
理の推進 の推進 推進 「国等による環境物品等の調達 エンザ対策として職員・学生への予防対策の

大学校の活動に伴う 環境への負荷を低減す （１）環境に配慮した教育 の推進等に関する法律 に基づき 周知徹底。マスク及びアルコール消毒剤の配」 、
環境への影響に十分配 るため「国等による環境 研究活動の実施に努める。 環境物品の購入等の取組みを進め 布を迅速に行ったことは良かった。インフル
慮するとともに、事故 物品等の調達の推進等に なお、環境への負荷を低減 るため、平成２１年６月に調達方 エンザの流行に関わらず予防対策の周知徹底
及び災害を未然に防止 関する法律 （平成１２ するため「国等による環境 針を定め、本校のホームページ上 を行うように希望する。」

、 、する安全確保体制の整 年法律第１００号）に基 物品等の調達の推進等に関 に掲載して公表した。 ・環境物品の調達を進め 各種健康診断
備を行う。さらに、環 づく環境物品の購入等の する法律 （平成１２年法 また、平成２０年度における調 耐震補強工事を実施するなど計画に対し」

境負荷低減のため 取り組みを実施し、それ 律第１００号）に基づく環 達実績については、平成２１年６ て順調に事業が進捗している。
のエネルギーの有効利 らを環境報告書として作 境物品の購入等の取り組み 月に取りまとめを行い、調達方針
用やリサイクルの促進 成の上公表する。また、 を実施し、それらを環境報 とあわせて公表を行った。
に積極的に取り組む。 環境に配慮した教育研究 告書として作成の上公表す 平成２０年度の環境報告書につ

、 、活動の実施に努める。労 る。 いては 平成２１年９月に作成し
働安全衛生法（昭和２２ 本校のホームページ上に掲載して
年法律第４９号）に基づ 公表した。
き職場の安全衛生を確保 これらの取組を通して、環境に
するとともに、学生の安 配慮した教育研究活動を推進し
全に配慮した教育研究活 た。
動の実施を図る。

（２）労働安全衛生法（昭 職場の安全衛生を確保するた
和２２年法律第４９号）に め、突然の心停止に対する対応と
基づき職場の安全衛生を確 して学内にＡＥＤ（自動体外式除
保するとともに、実験・実 細動器）を設置し定期的な保守点
習マニュアルの作成・適用 検を行うとともに 「労働安全衛、
等を通じて学生の安全に配 生法」や「船員法」で定められた
慮した教育研究活動の実施 定期健康診断の実施や石綿健康障
を図る。 害防止のため石綿健康診断等を実

施したほか、新たに、ホルムアル
デヒド健康診断、新型インフルエ
ンザ対策としての予防対策委員会
の設置、職員・学生への予防対策
の周知徹底、マスク及びアルコー
ル消毒剤の配布・設置などを行っ
た。
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また、学生の安全確保のため、
耐震補強工事を行ったほか、敷地
陥没対策、鳩糞害対策、学生寮防
犯対策等を講じ、教育施設の維持
管理に努めた。
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