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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



 
平成２３年度独立行政法人水産大学校業務実績の総合評価 

 

総合評価：A 

 

（所  見） 

 大項目の評価結果の全てを「Ａ」と評価し、中期計画に対して業務が順調に進

捗していると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

 

【Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・理事長のトップマネージメントの下で業務を適切かつ迅速に執行する体制の確保及び定

期的な情報共有を図った。 

・就職対策の充実を図るため就職先企業へのアンケート調査を実施するなど、評価結果を

業務改善に反映した点は評価するが、アンケートを行う場合は配布枚数、回収率が数字

でわかると良い。 

・事業仕分けでの厳しい指摘の中で、諸官庁の指導に対し、真摯に取り組み、経費の削減

など各成果を着実に挙げられていることを評価する。 

・ウエイトを見直し、「就職対策の充実」をより重視したことは、水産業を担う人材を育

成するという水大校の設置目標に合致していて、評価に値する。 

・若手教育職員を中心に積極的に学会、研究会の派遣、国内留学、研究課題の情報収集な

ど資質の向上を図り教育の充実及び研究の活性化を推進したことは評価する。 

 さらなる若手教育職員の資質の向上を望みます。 

・多額の経費を要している船舶の運航状況について、引き続きわかり易く広報し、国民へ

の理解に帰するような取り組みを希望します。また、専攻科の就職先と水産漁業関係と

の係わり合い・必然性についての理論展開と広報についても同様に希望いたします。 

・施設管理等の業務の外部委託により 800 万円に上る大幅なコストダウンを行ったことを評

価する。 

・夏期電力使用量を前年同時期に比べ15.4％削減するなど，省エネの努力が認められる。 

・練習船および実験実習場の効率的な運用を図った事は評価する。 

・練習船の学生乗船率は年度毎に乗船学生数、男女比率が異なり、学生居室において男女を

別室にするなどの配慮が必要となる。乗船率だけで前年比、他の練習船との比較でなく、

乗船率の中に含まれるものを分析し乗船率の低下について考慮されたい。 

・練習船耕洋丸の乗船率は87％で，十分に高い水準にあるといえるが、前年の95％より低下

している。学生居室を男女別の部屋にする等の配慮が必要ということは理解できるが、乗

船率が低下したことに対する具体的説明が欲しい。 

 

 

【Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置】 
ⅰ）本科での教育について、動機付け教育の推進、実験・実習等の活用、水産関連団体

等の外部関係者による講話・特別講義等実学を重視した教育が効果的に実施されている。

また、入試倍率も4.5倍と高い水準を維持し、定員充足率も110%ということであり評価で

きる。 
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ⅱ）専攻科については、二級海技士免許筆記試験合格率が80%を下回っており、特に航海

士の合格率が低い。この原因を客観的に把握し、改善策を講じる必要がある。今後フォ

ローアップをしていくこととする。なお、船舶運航課程、舶用機関課程の定員を柔軟に

運用できるようにしたとのことであるが、今後効果的に運用がされることを期待する。 

ⅲ）水産学研究科では、これまで問題とされていた定員管理の問題が解消され、教育・

研究も概ね順調に行われている。 

  以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断する。 

・国立大学法人との連携は、よくなされているが、引き続き連携可能なところの検討を進

めていただきたい。 

・本科の教育は、水産をテーマとするさまざまな視点が生かされたもので、高い倍率が維

持されているのも納得できる。 

・専攻科の教育は、海技士の合格率という数字の指標があるが、この数字にどこまでこだ

わるのがよいのか注意が必要と思う。外部評価委員の意見にあるように、受験者や合格

者の推移等を考慮した評価が必要と思われる。 

・二級海士免許筆記試験の合格率の数値目標８０％を下回ったことに対して、対応を行う必

要があるが、逆にそのことによって本来のカリキュラムが歪むことがないよう十分に配慮

することを望む。 

・研究科の教育は、定員管理を徹底された点が評価できる。より多くの学生にチャンスを

与えたいが、定員には定員を決めた根拠があることなので、その管理が徹底されたこと

はよりよい教育に資するものと考える。 

・研究科生による発表であるが、口頭発表が少ないように思う。出張旅費の問題など実際

問題として対応が困難な場面も多いであろうが、研究者としての人間関係を深める上で

も学会等への積極的な出席、発表の機会を作る必要があろう。 

・全体的にみて、専攻科の免許合格率以外については、比較的順調に業務が進捗していると

思われる。次の点については、再検討が必要な点である。 

ⅰ)国立大学法人との連携については、まだ、一般的な内容にとどまっており、教育分野

に効果が発揮できているとは思われない。いっそうの連携をはかっていくべきである。 

ⅱ)国立大学法人との間で共同利用できる船舶・施設について、具体的に活動をしていく

べき時期にきている。教育拠点方式への参加を検討してよいのではないか。 

ⅲ)乗船実習等の実地体験型教育を重視する姿勢を堅持している点は評価できる。一方、

耕洋丸の学生乗船率が、前年度に比べて８％も低下したのはなぜか。評価文書の中に、効

率的運用が図られた、と記述されているが、乗船率の数値はそうはなっていない。男女比

の関係などの説明があるが、それだけが原因でこの数値低下になるのか。 

・専攻科の定員充足率がわずかだが100％を割った。前年から比べると大きく低下している。

この原因が示されていない。 

・専攻科の二級海技士免許筆記試験合格率が72.7％と目標値を下回った。二級海技士（航海）

の合格率が66％と極端に低い。この原因が何かを明らかにすべきである。また、この数値

から判断する限り、専攻科全体について、「Ａ」と評価することはできない。 

・就職率について、海洋機械工学科の水産業界に進む割合が58.8%と極端に低くなっている。

これは、需要がないからなのか。それとも、学生が就職先として希望しない結果なのか。

判断ができない。この数値から判断すると、海洋機械工学科は、縮小再編成しなければな

らないが、その計画をすでにもっているか。また、募集人員を減らす計画はあるか。 

・水産に関する学理及び技術の研究について研究の客観的な評価と予算配分への反映につ

いては、今年度から新たな取り組みでチャレンジしているとの報告があり、前向きな姿

勢を評価したい。 

・教育対応研究については、多くの公表報告が出ており、今後もつづけてもらいたいと思

う。 

・行政・産業・地域振興への貢献につながる研究活動については、学内横断的なプロジェ

クトで課題に取り組んでいる点が興味深く、評価したい。 

・外部資金の獲得、共同研究については、資金獲得の努力に結果がついてきている点がみ

2



られ、評価したい。 

・外部資金の獲得に向けた様々な取り組みがなされており、評価できる。またその結果と

して科研費の新規採択など一定の成果が得られている。 

・教育対応型研究について、実際の教育活動への反映にどの程度効果があったのかの指標

がないように思う。記述されているだけなので、十分に確証がえられない。 

・教育がメインの大学校であるので、個々の教員がどれだけ研究に従事するのか、科研費、

受託資金等の受入に関する指針をもっているのか。教員の中には、複数の外部資金に関

わっているものがあり、教育活動が十分に行えているのかどうか、気になった。  

・就職対策の充実については、就職対策を全学的に行っていることが見て取れた。また、新

たな取り組みも行っており、今後も検討を進めて効果的な取組を進めてほしい。 

学科や課程毎に見た場合には、母数の少なさから１人の学生の動向により数値が大きく

振れることは理解できるが、本科では、海洋機械工学科の水産分野への就職割合が58.8%

と低い状況にあることについて検証を行い、改善策を講じることが必要である。今後フォ

ローアップをしていくこととする。同様に水産流通経営学科、専攻科船舶運航課程におけ

る水産関連分野進学・就職割合についても若干低い。具体的な内容を検証し、今後の教育、

進路指導に活かすことが必要。 

本科、専攻科、水産学研究科毎に見ると水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職率

ともに75%を超えている。 

また、大学校全体では、水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職率ともに75%を超

えている。 

以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断する。 

・教職員を挙げた就職促進のための取り組みについては、まさに全教職員挙げて取り組んで

いる様子が見てとれる報告であると思われる。「動機付け」が学生によく伝わったのだろ

う。その努力を高く評価したい。そしてその結果として、水産関連分野への就職割合が、

本科、専攻科、研究科で目標を超える、という成果を得られたのだと思う。この取り組み

を引き続き、行っていってほしい。 

・各種就職対策については、やはり動機付けをよく行っていると思う。就職対策は、何をし

た、よりも何のために、が大切なので、その点をよくふまえた活動がなされている。 

・理事長を筆頭に教職員の努力で高水準な水産分野への就職率を達成したことは評価できる。 

・一方で、本科の海洋機械工学科の水産関連就職率が58.8%とかなり低い。この点は自己評価

にどう反映させているのか。 

・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか、という自己評価の項目がＳとい

う判断は不適当と思われる。 

・行政機関との密接な連携をはかり、水産施策の立案及び推進への協力、については、東

日本大震災への対応によく取り組まれたと思う。また大型クラゲ問題など、多様な部分

で行政機関に協力している。 

・研究成果等の公表・普及については、論文の発表でよくなされている。 

・広く国民一般を対象にした公開講座等も、多様な連携のもとで実施されており、評価で

きる。 

・専門的な知識を生かした社会貢献活動は、韓国の釜慶大学校との学術交流など、具体的

な活動が報告され、A評価に価すると思う。 

・公開講座の内容は非常に興味深い。引き続き講演内容などHPなどで公開されることを望

む。 

・全体として、業務は順調に進捗していると思われた。 
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・学生のインセンティブ向上のための取り組みは、現代の若者向きのプログラムが過不足

なく組まれており、評価できる。 

・また学生生活支援については、メンタルヘルス対策が適切に行われており、今後も継続

し、より充実してほしい。 

・学生の課外活動支援には、ユニークな取り組みがみられ、今後も継続してほしいものと

思う。 

・メンタルヘルス相談を行った学生が延べ１９８名は、学生数に対して大きな数字だと思

うので、今後は他大学のメンタルヘルス相談に関する情報収集等を行うなど、できる限

りの原因把握に努めて欲しい。 

・大学校が行う学生支援活動のうち、メンタルヘルスケアの部分をさらに充実させてほし

い。オリエンテーション等でも、引き続き、学生に対して周知徹底をはかっていただき

たい。 

 

 

【Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 

・一般管理費、業務費等計画に基づき、種々対策が行われており、評価できる。 

・外部資金獲得の努力、資金配分の工夫等についても妥当と考える。 

・収支均衡を図り，業務内容を予算に基づいて効率的に実施した。また，授業料収入確保

のために高校訪問やオープンキャンパスなどの措置も講じており，順調に目標を達成し

ていると評価し「Ａ」とした。 

・運営交付金については削減された内容でいっそうの節減に努力し、科学研究費補助金につ

いても外部資金の確保に努め目標を達成したためＡ評価とする。 

 

 

【Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 
・施設及び船舶整備に関する計画に関しては目標に達しているためＡ評価とする、なお、船

舶は年月の経過とともに費用が高額となるため、一層の創意工夫に努めて頂きたい。 

・多目的学生教育棟の建築工事を防災面や学生及び教職員等の安全性を考慮して、より安全

な工法に変更するための変更契約を行い工事を進めることは適切である。 

・防災面から施設の点検も実施しているとのことだが、引き続き実施するとともに、点検

項目の見直し等必要な検討は適宜行っていただきたい。 

・人事に関する計画は適切に取り組まれておりＡ評価とする。人材の確保は研究・教育の

要であるため、今後とも一層の努力を期待する。 

・人員を抑制しつつ教育を充実させるための配置換を行いつつ公募や人事交流の中から選考

基準に基づき公平・妥当性のある選考を行い海事教育職員６名を採用した点に教育環境を

よりよくしようとする姿勢が見られる。 

・人員抑制の中で「生き残り」をかけて、新たな事業に兼務で取り組んでいることを高く

評価する。 

・内部統制の充実・強化は適切に実施されており、Ａ評価とする。 

・理事長の強力なリーダーシップにより、業務が適切に推進されていることを評価する。 

・理事長直属の監査役により合法性と合理性の観点からの検証等を計画的に行った。その結

果を理事長に報告及び幹部への周知を行っており適切に実施されている。 

・情報の公開と情報の保護の取組は適切に実施されておりＡ評価とする。 

・情報の公開と情報の保護が適切に行われていると評価する。 

・個人情報を適切に管理、職員に個人情報保護の周知徹底を図るなどした。 
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・情報セキュリティ対策として、ウィルス対策等を実施し、ネット不正接続等を注意喚起し、

セキュリティ意識の向上及び業務環境の安全・安心化に努めた点は評価できる。 

・環境対策・職場の安全衛生・学生の安全への配慮は適切に行われておりＡ評価とする。 

・環境対策についても適切に行われていると評価する。 

・メンタルヘルスに関する各種対策、各種病気の予防対策、化学物質対策、受動喫煙防止、

危険物の保安、火災や地震等の防止などの取り組み他、実験・実習マニュアルの基づく実

験実習を行い、事故防止に努めた点を評価する。 
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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・透明化 

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 内部統制 

５ 情報の公開と保護 

６ 環境対策・安全管理の推進 

Ａ 

Ａ 

－ 

Ａ 

Ａ 
Ａ 
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別表５ 

平成２３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 
全般的に積極的な取組が認められ、順調に進捗して
いると認められる。一部目標値に達していない箇所
は対策を講じる必要がある。 

④中期計画に記載されている事項以
外の特筆すべき業績 

 
特筆すべき業績はなかった。            
 

⑤災害対策等緊急的業務への対応状
況 

東日本大震災において被災した地域に対して、乗
船実習の一環として被災地支援のための航海を
行ったことは評価できる。 

 
 
 
 
 
総 合 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

【Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・理事長のトップマネージメントの下で業務を適切かつ迅速に執行する体制の確保及び

定期的な情報共有を図った。 

・就職対策の充実を図るため就職先企業へのアンケート調査を実施するなど、評価結果

を業務改善に反映した点は評価するが、アンケートを行う場合は配布枚数、回収率が

数字でわかると良い。 

・事業仕分けでの厳しい指摘の中で、諸官庁の指導に対し、真摯に取り組み、経費の削

減など各成果を着実に挙げられていることを評価する 

・ウエイトを見直し，「就職対策の充実」をより重視したことは，水産業を担う人材を

育成するという水大校の設置目標に合致していて，評価に値する。 

・若手教育職員を中心に積極的に学会、研究会の派遣、国内留学、研究課題の情報収集

など資質の向上を図り教育の充実及び研究の活性化を推進したことは評価する。 
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 さらなる若手教育職員の資質の向上を望みます。 
・多額の経費を要している船舶の運航状況について、引き続きわかり易く広報し、国民

への理解に帰するような取り組みを希望します。また、専攻科の就職先と水産漁業関

係との係わり合い、必然性についての理論展開と広報についても同様に希望いたしま

す。 

・施設管理等の業務の外部委託により 800 万円に上る大幅なコストダウンを行ったことを

評価する。 

・夏期電力使用量を前年同時期に比べ15.4％削減するなど，省エネの努力が認められる。 
・乗船実習の一環として被災地支援の航海を行ったことを評価する。特に被災地を訪れ被

災した人々とのふれあいを通し、人としての成長、深まりを強めたものと感じられる。 
・練習船および実験実習場の効率的な運用を図った事は評価する。 
・練習船の学生乗船率は年度毎に乗船学生数、男女比率が異なり、学生居室において男女

を別室にするなどの配慮が必要となる。乗船率だけで前年比、他の練習船との比較でな

く、乗船率の中に含まれるものを分析し乗船率の低下について考慮されたい。 
・練習船耕洋丸の乗船率は87％で，十分に高い水準にあるといえるが、前年の95％より低

下している。学生居室を男女別の部屋にする等の配慮が必要ということは理解できる

が、乗船率が低下したことに対する具体的説明が欲しい。 

 

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

ためとるべき措置】 

ⅰ）本科での教育について、動機付け教育の推進、実験・実習等の活用、水産関連団

体等の外部関係者による講話・特別講義等実学を重視した教育が効果的に実施されて

いる。また、入試倍率も4.5倍と高い水準を維持し、定員充足率も110%ということで

あり評価できる。 

ⅱ）専攻科については、二級海技士免許筆記試験合格率が80%を下回っており、特に

航海士の合格率が低い。この原因を客観的に把握し、改善策を講じる必要がある。今

後フォローアップをしていくこととする。なお、船舶運航課程、舶用機関課程の定員

を柔軟に運用できるようにしたとのことであるが、今後効果的に運用がされることを

期待する。 
ⅲ）水産学研究科では、これまで問題とされていた定員管理の問題が解消され、教育

・研究も概ね順調に行われている。 

  以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断す

る。 

・国立大学法人との連携は、よくなされているが、引き続き連携可能なところの検討を

進めていただきたい。 

・本科の教育は、水産をテーマとするさまざまな視点が生かされたもので、高い倍率が

維持されているのも納得できる。 

・専攻科の教育は、海技士の合格率という数字の指標があるが、この数字にどこまでこ

だわるのがよいのか注意が必要と思う。外部評価委員の意見にあるように、受験者や

合格者の推移等を考慮した評価が必要と思われる。 

・二級海士免許筆記試験の合格率の数値目標８０％を下回ったことに対して、対応を行う

必要があるが、逆にそのことによって本来のカリキュラムが歪むことがないよう十分に

配慮することを望む。 
・研究科の教育は、定員管理を徹底された点が評価できる。より多くの学生にチャンス

を与えたいが、定員には定員を決めた根拠があることなので、その管理が徹底された

ことはよりよい教育に資するものと考える。 

・研究科生による発表であるが、口頭発表が少ないように思う。出張旅費の問題など実

際問題として対応が困難な場面も多いであろうが、研究者としての人間関係を深める

上でも学会等への積極的な出席、発表の機会を作る必要があろう。 
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・全体的にみて、専攻科の免許合格率以外については、比較的順調に業務が進捗している

と思われる。次の点については、再検討が必要な点である。 
ⅰ)国立大学法人との連携については、まだ、一般的な内容にとどまっており、教育

分野に効果が発揮できているとは思われない。いっそうの連携をはかっていくべきで

ある。 

ⅱ)国立大学法人との間で共同利用できる船舶・施設について、具体的に活動をして

いくべき時期にきている。教育拠点方式への参加を検討してよいのではないか。 

ⅲ)乗船実習等の実地体験型教育を重視する姿勢を堅持している点は評価できる。一方、

耕洋丸の学生乗船率が、前年度に比べて８％も低下したのはなぜか。評価文書の中に、

効率的運用が図られた、と記述されているが、乗船率の数値はそうはなっていない。男

女比の関係などの説明があるが、それだけが原因でこの数値低下になるのか。 
・専攻科の定員充足率がわずかだが100％を割った。前年から比べると大きく低下して

いる。この原因が示されていない。 

・専攻科の二級海技士免許筆記試験合格率が72.7％と目標値を下回った。二級海技士（航

海）の合格率が66％と極端に低い。この原因が何かを明らかにすべきである。また、こ

の数値から判断する限り、専攻科全体について、「Ａ」と評価することはできない。 
・就職率について、海洋機械工学科の水産業界に進む割合が58.8%と極端に低くなってい

る。これは、需要がないからなのか。それとも、学生が就職先として希望しない結果な

のか。判断ができない。この数値から判断すると、海洋機械工学科は、縮小再編成しな

ければならないが、その計画をすでにもっているか。また、募集人員を減らす計画はあ

るか。 
・水産に関する学理及び技術の研究について研究の客観的な評価と予算配分への反映に

ついては、今年度から新たな取り組みでチャレンジしているとの報告があり、前向き

な姿勢を評価したい。 

・教育対応研究については、多くの公表報告が出ており、今後もつづけてもらいたいと

思う。 

・行政・産業・地域振興への貢献につながる研究活動については、学内横断的なプロジェ

クトで課題に取り組んでいる点が興味深く、評価したい。 

・外部資金の獲得、共同研究については、資金獲得の努力に結果がついてきている点が

みられ、評価したい。 

・外部資金の獲得に向けた様々な取り組みがなされており、評価できる。またその結果

として科研費の新規採択など一定の成果が得られている。 

・教育対応型研究について、実際の教育活動への反映にどの程度効果があったのかの指

標がないように思う。記述されているだけなので、十分に確証がえられない。 

・教育がメインの大学校であるので、個々の教員がどれだけ研究に従事するのか、科研

費、受託資金等の受入に関する指針をもっているのか。教員の中には、複数の外部資

金に関わっているものがあり、教育活動が十分に行えているのかどうか、気になった。  

・就職対策の充実については、就職対策を全学的に行っていることが見て取れた。また、

新たな取り組みも行っており、今後も検討を進めて効果的な取組を進めてほしい。 
学科や課程毎に見た場合には、母数の少なさから１人の学生の動向により数値が大き

く振れることは理解できるが、本科では、海洋機械工学科の水産分野への就職割合が

58.8%と低い状況にあることについて検証を行い、改善策を講じることが必要である。

今後フォローアップをしていくこととする。同様に水産流通経営学科、専攻科船舶運航

課程における水産関連分野進学・就職割合についても若干低い。具体的な内容を検証し、

今後の教育、進路指導に活かすことが必要。 
本科、専攻科、水産学研究科毎に見ると水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職

率ともに75%を超えている。 
また、大学校全体では、水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職率ともに75%を

超えている。 
以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断する。 

・教職員を挙げた就職促進のための取り組みについては、まさに全教職員挙げて取り組ん

でいる様子が見てとれる報告であると思われる。「動機付け」が学生によく伝わったの
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だろう。その努力を高く評価したい。そしてその結果として、水産関連分野への就職割

合が、本科、専攻科、研究科で目標を超える、という成果を得られたのだと思う。この

取り組みを引き続き、行っていってほしい。 
・各種就職対策については、やはり動機付けをよく行っていると思う。就職対策は、何を

した、よりも何のために、が大切なので、その点をよくふまえた活動がなされている。 
・理事長を筆頭に教職員の努力で高水準な水産分野への就職率を達成したことは評価でき

る。 
・一方で、本科の海洋機械工学科の水産関連就職率が58.8%とかなり低い。この点は自己

評価にどう反映させているのか。 
・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか、という自己評価の項目がＳと

いう判断は不適当と思われる。 
・行政機関との密接な連携をはかり、水産施策の立案及び推進への協力、については、

東日本大震災への対応によく取り組まれたと思う。また大型クラゲ問題など、多様な

部分で行政機関に協力している。 

・研究成果等の公表・普及については、論文の発表でよくなされている。 

・広く国民一般を対象にした公開講座等も、多様な連携のもとで実施されており、評価

できる。 

・専門的な知識を生かした社会貢献活動は、韓国の釜慶大学校との学術交流など、具体

的な活動が報告され、A評価に価すると思う。 

・公開講座の内容は非常に興味深い。引き続き講演内容などHPなどで公開されることを

望む。 

・全体として、業務は順調に進捗していると思われた。 

・学生のインセンティブ向上のための取り組みは、現代の若者向きのプログラムが過不

足なく組まれており、評価できる。 

・また学生生活支援については、メンタルヘルス対策が適切に行われており、今後も継

続し、より充実してほしい。 

・学生の課外活動支援には、ユニークな取り組みがみられ、今後も継続してほしいもの

と思う。 

・メンタルヘルス相談を行った学生が延べ１９８名は、学生数に対して大きな数字だと

思うので、今後は他大学のメンタルヘルス相談に関する情報収集等を行うなど、でき

る限りの原因把握に努めて欲しい。 

・大学校が行う学生支援活動のうち、メンタルヘルスケアの部分をさらに充実させてほ

しい。オリエンテーション等でも、引き続き、学生に対して周知徹底をはかっていた

だきたい。 

 

【Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 

・一般管理費、業務費等計画に基づき、種々対策が行われており、評価できる。 

・外部資金獲得の努力、資金配分の工夫等についても妥当と考える。 

・収支均衡を図り，業務内容を予算に基づいて効率的に実施した。また，授業料収入確

保のために高校訪問やオープンキャンパスなどの措置も講じており，順調に目標を達

成していると評価し「Ａ」とした。 

・運営交付金については削減された内容でいっそうの節減に努力し、科学研究費補助金に

ついても外部資金の確保に努め目標を達成したためＡ評価とする。 

 

【Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 

・施設及び船舶整備に関する計画に関しては目標に達しているためＡ評価とする、なお、

船舶は年月の経過とともに費用が高額となるため、一層の創意工夫に努めて頂きたい。 

・多目的学生教育棟の建築工事を防災面や学生及び教職員等の安全性を考慮して、より安

全な工法に変更するための変更契約を行い工事を進めることは適切である。 

・防災面から施設の点検も実施しているとのことだが、引き続き実施するとともに、点

検項目の見直し等必要な検討は適宜行っていただきたい。 

・人事に関する計画は適切に取り組まれておりＡ評価とする。人材の確保は研究・教育
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の要であるため、今後とも一層の努力を期待する。 

・人員を抑制しつつ教育を充実させるための配置換を行いつつ公募や人事交流の中から選

考基準に基づき公平・妥当性のある選考を行い海事教育職員６名を採用した点に教育環

境をよりよくしようとする姿勢が見られる。 
・人員抑制の中で「生き残り」をかけて、新たな事業に兼務で取り組んでいることを高

く評価する。 

・内部統制の充実・強化は適切に実施されており、Ａ評価とする。 
・理事長の強力なリーダーシップにより、業務が適切に推進されていることを評価する。 
・理事長直属の監査役により合法性と合理性の観点からの検証等を計画的に行った。その

結果を理事長に報告及び幹部への周知を行っており適切に実施されている。 
・情報の公開と情報の保護の取組は適切に実施されておりＡ評価とする。 
・情報の公開と情報の保護が適切に行われていると評価する。 
・個人情報を適切に管理、職員に個人情報保護の周知徹底を図るなどした。 
・情報セキュリティ対策として、ウィルス対策等を実施し、ネット不正接続等を注意喚起

し、セキュリティ意識の向上及び業務環境の安全・安心化に努めた点は評価できる。 
・環境対策・職場の安全衛生・学生の安全への配慮は適切に行われておりＡ評価とする。 
・環境対策についても適切に行われていると評価する。 

・メンタルヘルスに関する各種対策、各種病気の予防対策、化学物質対策、受動喫煙防止、

危険物の保安、火災や地震等の防止などの取り組み他、実験・実習マニュアルの基づく

実験実習を行い、事故防止に努めた点を評価する。 
 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員 
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別表４ 
 

平成２３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・透明化 
 

 
   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） 
・理事長のトップマネージメントの下で業務を適切かつ迅速に執行する体制の確保及び

定期的な情報共有を図った。 

・就職対策の充実を図るため就職先企業へのアンケート調査を実施するなど、評価結果

を業務改善に反映した点は評価するが、アンケートを行う場合は配布枚数、回収率が

数字でわかると良い。 

・事業仕分けでの厳しい指摘の中で、諸官庁の指導に対し、真摯に取り組み、経費の削

減など各成果を着実に挙げられていることを評価する 

・ウエイトを見直し，「就職対策の充実」をより重視したことは，水産業を担う人材を

育成するという水大校の設置目標に合致していて，評価に値する。 

・若手教育職員を中心に積極的に学会、研究会の派遣、国内留学、研究課題の情報収集

など資質の向上を図り教育の充実及び研究の活性化を推進したことは評価する。 
 さらなる若手教育職員の資質の向上を望みます。 
・多額の経費を要している船舶の運航状況について、引き続きわかり易く広報し、国民

への理解に帰するような取り組みを希望します。また、専攻科の就職先と水産漁業関

係との係わり合い、必然性についての理論展開と広報についても同様に希望いたしま

す。 

・施設管理等の業務の外部委託により 800 万円に上る大幅なコストダウンを行ったことを

評価する。 

・夏期電力使用量を前年同時期に比べ15.4％削減するなど，省エネの努力が認められる。 
・乗船実習の一環として被災地支援の航海を行ったことを評価する。特に被災地を訪れ被

災した人々とのふれあいを通し、人としての成長、深まりを強めたものと感じられる。 
・練習船および実験実習場の効率的な運用を図った事は評価する。 
・練習船の学生乗船率は年度毎に乗船学生数、男女比率が異なり、学生居室において男女
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を別室にするなどの配慮が必要となる。乗船率だけで前年比、他の練習船との比較でな

く、乗船率の中に含まれるものを分析し乗船率の低下について考慮されたい。 
・練習船耕洋丸の乗船率は87％で，十分に高い水準にあるといえるが、前年の95％より低

下している。学生居室を男女別の部屋にする等の配慮が必要ということは理解できる

が、乗船率が低下したことに対する具体的説明が欲しい。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、辻委員、安元委員 
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別表４ 

平成２３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 
６／ 
 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 
４／ 
 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×(6／100) 
＋3×(4／100)＋3×(5／100)÷(50／100)＝３ 

（所  見） 
ⅰ）本科での教育について、動機付け教育の推進、実験・実習等の活用、水産関連団

体等の外部関係者による講話・特別講義等実学を重視した教育が効果的に実施されて

いる。また、入試倍率も4.5倍と高い水準を維持し、定員充足率も110%ということで

あり評価できる。 

ⅱ）専攻科については、二級海技士免許筆記試験合格率が80%を下回っており、特に

航海士の合格率が低い。この原因を客観的に把握し、改善策を講じる必要がある。今

後フォローアップをしていくこととする。なお、船舶運航課程、舶用機関課程の定員

を柔軟に運用できるようにしたとのことであるが、今後効果的に運用がされることを

期待する。 
ⅲ）水産学研究科では、これまで問題とされていた定員管理の問題が解消され、教育

・研究も概ね順調に行われている。 

  以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断す

る。 

・国立大学法人との連携は、よくなされているが、引き続き連携可能なところの検討を

進めていただきたい。 

・本科の教育は、水産をテーマとするさまざまな視点が生かされたもので、高い倍率が

維持されているのも納得できる。 

・専攻科の教育は、海技士の合格率という数字の指標があるが、この数字にどこまでこ

だわるのがよいのか注意が必要と思う。外部評価委員の意見にあるように、受験者や

合格者の推移等を考慮した評価が必要と思われる。 

・二級海士免許筆記試験の合格率の数値目標８０％を下回ったことに対して、対応を行う

必要があるが、逆にそのことによって本来のカリキュラムが歪むことがないよう十分に

配慮することを望む。 
・研究科の教育は、定員管理を徹底された点が評価できる。より多くの学生にチャンス

を与えたいが、定員には定員を決めた根拠があることなので、その管理が徹底された

ことはよりよい教育に資するものと考える。 

・研究科生による発表であるが、口頭発表が少ないように思う。出張旅費の問題など実

際問題として対応が困難な場面も多いであろうが、研究者としての人間関係を深める

上でも学会等への積極的な出席、発表の機会を作る必要があろう。 

・全体的にみて、専攻科の免許合格率以外については、比較的順調に業務が進捗している
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と思われる。次の点については、再検討が必要な点である。 
ⅰ)国立大学法人との連携については、まだ、一般的な内容にとどまっており、教育

分野に効果が発揮できているとは思われない。いっそうの連携をはかっていくべきで

ある。 

ⅱ)国立大学法人との間で共同利用できる船舶・施設について、具体的に活動をして

いくべき時期にきている。教育拠点方式への参加を検討してよいのではないか。 

ⅲ)乗船実習等の実地体験型教育を重視する姿勢を堅持している点は評価できる。一方、

耕洋丸の学生乗船率が、前年度に比べて８％も低下したのはなぜか。評価文書の中に、

効率的運用が図られた、と記述されているが、乗船率の数値はそうはなっていない。男

女比の関係などの説明があるが、それだけが原因でこの数値低下になるのか。 
・専攻科の定員充足率がわずかだが100％を割った。前年から比べると大きく低下して

いる。この原因が示されていない。 

・専攻科の二級海技士免許筆記試験合格率が72.7％と目標値を下回った。二級海技士（航

海）の合格率が66％と極端に低い。この原因が何かを明らかにすべきである。また、こ

の数値から判断する限り、専攻科全体について、「Ａ」と評価することはできない。 
・就職率について、海洋機械工学科の水産業界に進む割合が58.8%と極端に低くなってい

る。これは、需要がないからなのか。それとも、学生が就職先として希望しない結果な

のか。判断ができない。この数値から判断すると、海洋機械工学科は、縮小再編成しな

ければならないが、その計画をすでにもっているか。また、募集人員を減らす計画はあ

るか。 
・水産に関する学理及び技術の研究について研究の客観的な評価と予算配分への反映に

ついては、今年度から新たな取り組みでチャレンジしているとの報告があり、前向き

な姿勢を評価したい。 

・教育対応研究については、多くの公表報告が出ており、今後もつづけてもらいたいと

思う。 

・行政・産業・地域振興への貢献につながる研究活動については、学内横断的なプロジェ

クトで課題に取り組んでいる点が興味深く、評価したい。 

・外部資金の獲得、共同研究については、資金獲得の努力に結果がついてきている点が

みられ、評価したい。 

・外部資金の獲得に向けた様々な取り組みがなされており、評価できる。またその結果

として科研費の新規採択など一定の成果が得られている。 

・教育対応型研究について、実際の教育活動への反映にどの程度効果があったのかの指

標がないように思う。記述されているだけなので、十分に確証がえられない。 

・教育がメインの大学校であるので、個々の教員がどれだけ研究に従事するのか、科研

費、受託資金等の受入に関する指針をもっているのか。教員の中には、複数の外部資

金に関わっているものがあり、教育活動が十分に行えているのかどうか、気になった。  

・就職対策の充実については、就職対策を全学的に行っていることが見て取れた。また、

新たな取り組みも行っており、今後も検討を進めて効果的な取組を進めてほしい。 
学科や課程毎に見た場合には、母数の少なさから１人の学生の動向により数値が大き

く振れることは理解できるが、本科では、海洋機械工学科の水産分野への就職割合が

58.8%と低い状況にあることについて検証を行い、改善策を講じることが必要である。

今後フォローアップをしていくこととする。同様に水産流通経営学科、専攻科船舶運航

課程における水産関連分野進学・就職割合についても若干低い。具体的な内容を検証し、

今後の教育、進路指導に活かすことが必要。 
本科、専攻科、水産学研究科毎に見ると水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職

率ともに75%を超えている。 
また、大学校全体では、水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職率ともに75%を

超えている。 
以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断する。 

・教職員を挙げた就職促進のための取り組みについては、まさに全教職員挙げて取り組ん

でいる様子が見てとれる報告であると思われる。「動機付け」が学生によく伝わったの

だろう。その努力を高く評価したい。そしてその結果として、水産関連分野への就職割
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合が、本科、専攻科、研究科で目標を超える、という成果を得られたのだと思う。この

取り組みを引き続き、行っていってほしい。 
・各種就職対策については、やはり動機付けをよく行っていると思う。就職対策は、何を

した、よりも何のために、が大切なので、その点をよくふまえた活動がなされている。 
・理事長を筆頭に教職員の努力で高水準な水産分野への就職率を達成したことは評価でき

る。 
・一方で、本科の海洋機械工学科の水産関連就職率が58.8%とかなり低い。この点は自己

評価にどう反映させているのか。 
・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか、という自己評価の項目がＳと

いう判断は不適当と思われる。 
・行政機関との密接な連携をはかり、水産施策の立案及び推進への協力、については、

東日本大震災への対応によく取り組まれたと思う。また大型クラゲ問題など、多様な

部分で行政機関に協力している。 

・研究成果等の公表・普及については、論文の発表でよくなされている。 

・広く国民一般を対象にした公開講座等も、多様な連携のもとで実施されており、評価

できる。 

・専門的な知識を生かした社会貢献活動は、韓国の釜慶大学校との学術交流など、具体

的な活動が報告され、A評価に価すると思う。 

・公開講座の内容は非常に興味深い。引き続き講演内容などHPなどで公開されることを

望む。 

・全体として、業務は順調に進捗していると思われた。 

・学生のインセンティブ向上のための取り組みは、現代の若者向きのプログラムが過不

足なく組まれており、評価できる。 

・また学生生活支援については、メンタルヘルス対策が適切に行われており、今後も継

続し、より充実してほしい。 

・学生の課外活動支援には、ユニークな取り組みがみられ、今後も継続してほしいもの

と思う。 

・メンタルヘルス相談を行った学生が延べ１９８名は、学生数に対して大きな数字だと

思うので、今後は他大学のメンタルヘルス相談に関する情報収集等を行うなど、でき

る限りの原因把握に努めて欲しい。 

・大学校が行う学生支援活動のうち、メンタルヘルスケアの部分をさらに充実させてほ

しい。オリエンテーション等でも、引き続き、学生に対して周知徹底をはかっていた

だきたい。 

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

平成２３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） 
・一般管理費、業務費等計画に基づき、種々対策が行われており、評価できる。 

・外部資金獲得の努力、資金配分の工夫等についても妥当と考える。 

・収支均衡を図り，業務内容を予算に基づいて効率的に実施した。また，授業料収入確

保のために高校訪問やオープンキャンパスなどの措置も講じており，順調に目標を達

成していると評価し「Ａ」とした。 

・運営交付金については削減された内容でいっそうの節減に努力し、科学研究費補助金に

ついても外部資金の確保に努め目標を達成したためＡ評価とする。 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 
 

 
小坂委員、横田委員、堤専門委員 
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別表４ 
 

平成２３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 

 

 
 ３／１００  
 

 
４ 内部統制 
 

 
Ａ 

 
２／１００ 

 
５ 情報の公開と保護 
 

 
Ａ 

 

 
１／１００ 

 
 
６ 環境対策・安全管理の推進 
 

 
Ａ 

 

 
１／１００ 

 
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×(3／100)＋3×(2／100) 
＋3×(1／100) ＋3×(1／100)÷(10／100)＝３ 

（所  見） 
・施設及び船舶整備に関する計画に関しては目標に達しているためＡ評価とする、なお、

船舶は年月の経過とともに費用が高額となるため、一層の創意工夫に努めて頂きたい。 

・多目的学生教育棟の建築工事を防災面や学生及び教職員等の安全性を考慮して、より安

全な工法に変更するための変更契約を行い工事を進めることは適切である。 

・防災面から施設の点検も実施しているとのことだが、引き続き実施するとともに、点

検項目の見直し等必要な検討は適宜行っていただきたい。 

・人事に関する計画は適切に取り組まれておりＡ評価とする。人材の確保は研究・教育

の要であるため、今後とも一層の努力を期待する。 

・人員を抑制しつつ教育を充実させるための配置換を行いつつ公募や人事交流の中から選

考基準に基づき公平・妥当性のある選考を行い海事教育職員６名を採用した点に教育環

境をよりよくしようとする姿勢が見られる。 
・人員抑制の中で「生き残り」をかけて、新たな事業に兼務で取り組んでいることを高

く評価する。 

・内部統制の充実・強化は適切に実施されており、Ａ評価とする。 
・理事長の強力なリーダーシップにより、業務が適切に推進されていることを評価する。 
・理事長直属の監査役により合法性と合理性の観点からの検証等を計画的に行った。その

結果を理事長に報告及び幹部への周知を行っており適切に実施されている。 
・情報の公開と情報の保護の取組は適切に実施されておりＡ評価とする。 
・情報の公開と情報の保護が適切に行われていると評価する。 
・個人情報を適切に管理、職員に個人情報保護の周知徹底を図るなどした。 
・情報セキュリティ対策として、ウィルス対策等を実施し、ネット不正接続等を注意喚起

し、セキュリティ意識の向上及び業務環境の安全・安心化に努めた点は評価できる。 
・環境対策・職場の安全衛生・学生の安全への配慮は適切に行われておりＡ評価とする。 

18



・環境対策についても適切に行われていると評価する。 

・メンタルヘルスに関する各種対策、各種病気の予防対策、化学物質対策、受動喫煙防止、

危険物の保安、火災や地震等の防止などの取り組み他、実験・実習マニュアルの基づく

実験実習を行い、事故防止に努めた点を評価する。 

評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２３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 

（備  考） 

○具体的指標 

・運営の効率化が適切に行われているか   A 

 

○業務進捗状況 

  運営の効率化に関して次のことを行い、改善を図った。 

①平成２３年度より運営会議において、各部科長の報告に基づき理事長がこれに対して改

善すべき事項、優先順位について、適宜指示を行うことにより、トップマネージメント

の下で業務を適切かつ迅速に執行する体制の確保及び定期的な情報共有を図った。 

②前年度に引き続いて無駄削減プロジェクトチームで業務の点検を行い、夏場の消費電力

の削減など経費の節減、業務の効率化を図った。 

③農林水産省独立行政法人評価委員会による評価に先立ち、外部評価委員会を開催し、平

成２２年度及び第２期中期目標期間の業務実績に係る本校の自己評価について再評価

を受けるとともに、業務運営に関して意見を伺った。その際の委員からの意見・指摘に

ついては、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。 

④農林水産省独立行政法人評価委員会での意見・指摘を踏まえ、例年消費電力が最大とな

る夏期に削減目標を８％と定め全ての月で目標をクリアしたほか、就職対策の充実を図

るため就職先企業へのアンケート調査を実施するなど、評価結果を業務改善に反映し

た。 

⑤新たな中期計画実施に伴い、評価指標やウェイトの見直しを行ったほか、資料構成、添

付参考資料等の見直しにより、自己評価資料の記入内容がより簡潔かつ統一された内容

に改善され、これにより自己評価が効率的に行えるようになった。 

 

○その他（意見） 

・水産業関連の人材育成機関としての役割はこれまでも果たされてきたと思われるが、今

後とも、社会情勢の変化等に的確に対応できる研究、人材育成機関としての機能を強化

されたい。 

（以上、外部評価委員意見） 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の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） 
・理事長のトップマネージメントの下で業務を適切かつ迅速に執行する体制の確保及び定

期的な情報共有を図った。 
・就職対策の充実を図るため就職先企業へのアンケート調査を実施するなど、評価結果を

業務改善に反映した点は評価するが、アンケートを行う場合は配布枚数、回収率が数字

でわかると良い。 
・事業仕分けでの厳しい指摘の中で、諸官庁の指導に対し、真摯に取り組み、経費の削

減など各成果を着実に挙げられていることを評価する 

・ウエイトを見直し、「就職対策の充実」をより重視したことは、水産業を担う人材を

育成するという水大校の設置目標に合致していて、評価に値する。 
 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、辻委員、安元委員 
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別表２ 

 

平成２３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・透明化   

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 

・職員の資質向上と組織の活性化は適切に行われているか   A 

・業務の効率化・高度化、地球温暖化の防止及び契約の透明性確保に向けた組織的対応は

適切に行われているか   A 

・施設、船舶、設備等の管理と効率的利用は適切に行われているか   A 

 

〇業務進捗状況 

職員の資質向上と組織の活性化に関して、以下のことを行った。 

①業務遂行能力の向上のための取組 

ａ．教育職員については、若手を中心とした積極的な学会・研究会等への派遣、国内留

学研修により、各専門分野での研究課題等について最新の情報を得るなど、教育職員

としての資質の向上を図り、教育の充実及び研究の活性化を推進した。 

ｂ．事務職員については、人事院等が主催する研修等に派遣し、業務遂行能力の向上を

図ったほか、学内においても、メンタルヘルスに関する研修等を実施した。 

ｃ．練習船の安全確保のための講習、緊急事態に直面した際の対処方法を取得させるた

めの海上防災訓練、練習船で必要なガス溶接技能を修得させるための技能講習等に職

員を派遣し、技術の向上に努めた。 

ｄ．海事教育職員の人事交流を水産庁及び（独）水産総合研究センターとの間で適切に

実施し、水産行政、漁業取締や漁業調査等における経験と知識を学生教育に活用した。 

ｅ．ＦＤ対応委員会における議論を通じて、教育方法の効率化を図り、授業評価におい

ては、平均評点が４．０５（前回：３．８９）となっており、ＦＤの継続実施により

授業に対する学生の満足度が向上している。 

②職員の評価 

ａ．前年度から本格実施した「教育職員教育研究業績評価」についての検証を行い、そ

の結果をもとに業績評価基準の内容を含め、制度全体について見直しを行った。 

ｂ．教育研究支援を行う職員を対象とした人事評価制度については、平成２３年１０月

以降の人事評価の結果を処遇へ活用するため、必要な規程改正を行った。 
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ｃ．規定に基づき勤務実績を適正に評価するとともに、評価の高い職員に対し定期昇給

時に号俸を加算する措置を行った 

 

 業務の効率化・高度化、地球温暖化の防止及び契約の透明性確保に向けた組織的対応に

関して以下のことを行った。 

①業務の徹底した効率化を図る観点から、施設管理等の業務について計１１件の外部委託

により約８，０７３千円のコストダウンとなった。 

②無駄削減プロジェクトチームによる検討を行い、特に省エネの取組として夏期電力使用

量の削減に取り組み、前年同時期に比べ１５．４％の削減となったほか、専決事項追加

による文書決裁事務の効率化を図った。 

③契約監視委員会において、随意契約及び一者応札等の契約状況・契約予定について点検

を行ない、委員会の概要はＨＰで公表した。また、密接な関係にあると考えられる法人

との契約状況について公表を求められているが、該当するものがなかった。 

 

 施設、船舶、設備等の管理と効率的利用に関して以下のことを行った。 

①実習教育センターにおいて、練習船および実験実習場の諸手続等を一元化し、効率的な

運用を図ったほか、練習船の運航については、燃油価格の高騰の中、２隻の練習船の低

燃費運転と効率的な運用に努め、海技士養成教育に必要な乗船履歴の確保するととも

に、他機関と連携し調査研究や社会貢献活動を行った。また、東日本大震災の発生をう

けて、乗船実習の一環として被災地支援の航海を行うため、運航計画等の変更を行った。 

②年度ごとに乗船学生数が異なり、また、学生居室において男女を別の部屋にする等の配

慮が必要な中で、練習船の学生乗船率は、耕洋丸で８７％（前年９５％）、天鷹丸で９

３％（同８７％）となり、練習船の効率的運航が図られた。 

③講座外実習教育マニュアルの教科細目を実情にあったものであるか検討を行い、マニュ

アルの更新を行った。 

④水産庁、独立行政法人水産総合研究センター等と連携し、各種調査を引き続き実施した

ほか、新たに日本海クロマグロ稚仔魚の分布調査、冬季日本海における放射性物質の影

響調査等を行った。 

⑤整備必要箇所として男子寮外壁等の改修をした他、２隻の練習船についても第２種中間

検査及び一般修繕工事を行った。練習船のうち、天鷹丸については、ドック中に船底外

板の一部に板厚の著しい減耗部が発見され、改善のための対処を開始した。 

⑥実験実習場再編検討委員会を発足し、現在田名実習場で行われている実習等を他の施設

に移行する方法等について検討を行った。 

⑦平成２４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、固定資産の減損に係る兆候の調査を実施した結果、建物等についての減

損の兆候は認められなかった 

 

○その他（意見） 

・省エネの取組で夏期電気使用量削減で、前年同時期に比べ 15.3％の削減となった事は高

く評価できる。 

・無駄削減プロジェクトチームによる経費の節減、業務の効率化を図った事は評価に値す

る。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

上記自己評価

に対する評価

 

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 
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委員会におけ

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） 

・若手教育職員を中心に積極的に学会、研究会の派遣、国内留学、研究課題の情報収集

など資質の向上を図り教育の充実及び研究の活性化を推進したことは評価する。 
 さらなる若手教育職員の資質の向上を望みます。 
・多額の経費を要している船舶の運航状況について、引き続きわかり易く広報し、国民

への理解に帰するような取り組みを希望します。また、専攻科の就職先と水産漁業関

係との係わり合い、必然性についての理論展開と広報についても同様に希望いたしま

す。 

・施設管理等の業務の外部委託により 800 万円に上る大幅なコストダウンを行ったことを

評価する。 

・夏期電力使用量を前年同時期に比べ15.4％削減するなど，省エネの努力が認められる。 
・乗船実習の一環として被災地支援の航海を行ったことを評価する。特に被災地を訪れ被

災した人々とのふれあいを通し、人としての成長、深まりを強めたものと感じられる。 
・練習船および実験実習場の効率的な運用を図った事は評価する。 
・練習船の学生乗船率は年度毎に乗船学生数、男女比率が異なり、学生居室において男女

を別室にするなどの配慮が必要となる。乗船率だけで前年比、他の練習船との比較でな

く、乗船率の中に含まれるものを分析し乗船率の低下について考慮されたい。 
・練習船耕洋丸の乗船率は87％で、十分に高い水準にあるといえるが、前年の95％より低

下している。学生居室を男女別の部屋にする等の配慮が必要ということは理解できる

が、乗船率が低下したことに対する具体的説明が欲しい。 
 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、辻委員、安元委員 
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別表２ 

 

平成２３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 

・国立大学法人との連携の検討は適切に行われているか   A 

・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 

 国立大学法人との連携の検討に関して以下のことを行った。 

①東京海洋大学漁業練習船神鷹丸船長・機関長による本校学生への講演及び、同船船長と

本校教員との意見交換を実施した。 

②大学の練習船に係る協議会等に本校教員を派遣して、文部科学省系大学の練習船の動

向、共同利用に関する情報を収集した。 

③研究面においても、東京海洋大学との共同研究や、調査データの共有を検討するなど、

教育効果の向上に資するよう連携を行った。 

 

 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)での教育に関して、以下のことを行った。 

①ＪＡＢＥＥ認定を維持するための検討を行い平成２２年度で改善した卒論等のコンタ

クトタイムを表す研究日誌の検証等を実施した。また、ＪＡＢＥＥ中間審査を受診し、

適合している旨の通知があった。 

②水産に関する総合的な教育 

ａ．動機付け教育として、全学科を対象に１年次前期に開講する「水産学概論」で理事

長をはじめとした幹部職員が講義を行ったほか、水産都市下関に立地しているといっ

た特性を活かした水産関連施設の見学等により、水産に対する深い関心等を培わせる

ことが出来た。さらに、筒井農林水産副大臣が本校を視察した際には、東日本大震災

からの復旧・復興、我が国水産業の現状などの本校で学ぶ意義やその根拠等について、

学生に対する講話の機会を設けた 
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ｂ．専門教育として、引き続きＪＡＢＥＥプログラムに対応したカリキュラムを実施し

たほか、必要に応じて各学科で授業内容を見直し、水産業を巡る最新の情勢や新しい

研究成果等を適切に教育に反映させた。 

ｃ．練習船による実習の一環として東日本大震災の被災地支援を行うとともに、授業の

一環として全学科の学生等を対象にこの支援活動の報告会を実施し、支援航海に参加

した学生以外にも、これらの知見を還元した。 

ｄ．各学科で、他学科科目が履修可能な制度を引き続き運用し、他学科科目の履修を推

進して水産に関する総合的な知識を身に付けさせた。 

③乗船実習等の実地体験型教育 

ａ．座学と実験・実習等を効果的・効率的に配置した「らせん型教育」を実施した。 

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。特に国内外の機関との共同調査や、

被災地支援活動を通じて、学生に水産分野における広い視野を持たせた。 

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ほか、地域・産業界と連携

し水産関現場に出向き体験型実習を実施した。 

④水産に係る最新動向の教育への的確な反映と問題解決型教育 

ａ．水産関連団体等の外部関係者による講話・特別講義等を実施し、水産業における最

新動向を学生に理解させた。 

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

するとともに、具体的な課題を与えて問題解決型の教育を行った。 

ｃ．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、下関市産業経

済部水産課、水産関連企業、団体等で計４７名の学生がインターンシップを実施した。 

⑤社会人基礎力の強化 

乗船実習や水産現場での実習、少人数のグループワークによる問題解決型教育等の

実施により、チームワークによる問題解決能力(社会人基礎力)を養った。これらの教

育により、本校卒業生が社会人基礎力を身につけているか企業にアンケート調査を実

施したところ、すべての項目で評価できるとの回答があった。 

⑥意欲ある学生の確保と水産業後継者の育成 

ａ．水産系高校卒業生や水産業後継者を目指す者等を対象とした推薦入試制度の活用、

本校教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２４年度入試

における募集定員１８５名に対する倍率は４．５倍となり、入学者は２０３名で、充

足率は１１０％となった。 

ｂ．全学生の定員７４０名に対する在学生数は８９６名で、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。 

ｄ．企業の人事担当者等との意見交換やヒアリングを実施するとともに、水産関連企業

等を訪問し、本校ＰＲを行った。 

⑦リメディアル教育の実施等と学生の修学指導 

ａ．基礎学力向上のため、学力に応じたクラス別けを行った上で、リメディアル教育を

実施したほか、基礎科目・専門科目の理解が不足な学生を対象に補講を実施した。 

ｂ．水産学研究科学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

ることを目的として、水産学研究科生８名をティーチング・アシスタント（ＴＡ）と

して活用した。 

ｃ．引き続きクラス担当制により、入学から卒業まで一貫して学生を指導し、就職、進

路、学生生活等幅広い支援を行った。 

⑧各学科の専門分野の教育・研究 

ａ．水産流通経営学科では、水産業振興を推進する能力を有する人材の育成を行った。 

ｂ．海洋生産管理学科では、高度な知識を備えた水産系海技士（航海）及び資源管理の
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実践を指導しうる人材の育成を行った。 

ｃ．海洋機械工学科では、高度な知識を備えた水産系海技士（機関）及び水産業の生産

性向上のための技術開発を担う人材の育成を行った。 

ｄ．食品科学科では、水産物の有効利用と高付加価値化、適切な食品表示を行う能力を

有する人材を育成した。 

ｅ．生物生産学科では、生態系管理や、最新の増養殖技術に関する知識を有し、水産現

場にこうした技術の導入を指導しうる人材を育成した。 

 

専攻科（船舶運航課程・舶用機関課程）での教育に関して以下のことを行った 

①水産に関する広範な知識と技術を有する水産系海技士の育成 

ａ．本科関連学科（海洋生産管理学科・海洋機械工学科）の入試段階からの取組として、

教職員による高校訪問や、推薦入試制度の実施に加え、入学段階からの取組として、

海技士の魅力等の説明、個別の進路指導等により、専攻科定員の充足率は９８％と

なった。 

ｂ．水産に関する広範な技術・知識の取得のため、座学と実学を体系的に実施させたほ

か、漁業取締の実務に必要な外国語の修得、海技士試験対策等を実施した。特に、海

技士試験対策としては、今年度より新たに能力別にクラス別けを行い実施した。 

ｃ．平成２３年度の専攻科修了生の海技士免許取得及び試験の合格実績は、三級海技士

免許取得率は８９．４％（航海９１．３％、機関８７．５％）、二級海技士免許筆記

試験合格率は７２．７％（航海６６．７％、機関８０．０％）と、二級海技士（航海）

が目標値を下回った。一級海技士免許筆記試験には３名（航海２名、機関１名）が合

格した。 

②時代の要請に合わせた水産系海技士の育成 

ａ．他の海技士育成機関の動向等を踏まえ、これまで各課程２５名ずつであった定員を、

両課程合せて５０名とし、柔軟に運用することとした。 

ｂ．実習教育センターによる水産系海技士養成の効率化及び教育の向上を図るととも

に、海技士教育に関わる教員に資格講習を受講させ、スキルアップを図った。 

 

 研究科での教育に関して以下のことを行った。 

①定員について、前年度２８名から定員通りの２０名に改善した。平成２４年度入試にお

いても、引き続き定員管理を厳格に行い、募集人員約１０名に対して１１名が受験し、

９名が入学した。 

②４名の研究科生をリサーチアシスタントとして活用し、学生の能力・資質の向上に努め

た。 

③今年度より新たに、専門分野外も含めた水産の総合力を養い広い視野を持たせるため、

他専攻の授業科目８単位（特別実験を除く）を限度とし履修単位として認めることとし

たほか、研究科１年次生全員を対象に、修士論文発表会と同一型式での中間発表会を

行った。 

④研究科生による研究成果の公表を推進し、学会誌等への論文発表１３件（水産技術管理

学専攻４件、水産資源管理利用学専攻９件）、口頭発表１３件（水産技術管理学専攻８

件、水産資源管理利用学専攻５件）を行った。また、研究科生２名が、韓国で開催され

た国際会議において、教員とともに最優秀論文賞を受賞するとともに、その功績により

山口県からメダル栄光(文化賞)を授与された。 

⑤平成２２年度研究科修了生全員が修士の学位を取得し、平成２３年度研究科修了生のう

ち年度内審査を希望した１名も、既に平成２３年３月に修士の学位が授与された。残り

の修了生７名も申請を行い、２４年８月には学位を授与される予定である。 
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○その他（意見） 

・研究成果等を教育に反映させる努力は評価できる。 

・東日本大震災の被災地支援航海等、実地体験型教育は大変意義深いもので、高く評価で

きる。 

・卒業生が就職した企業に対するアンケート調査は、教育を考える上でも重要なことで、

高く評価できる。 

・リメディアル教育の効果が、基礎・専門科目に生かされている。 

・専攻科の定員充足率がここ３年で大変高くなっている。教職員の努力に対して評価でき

る。 

・海技士の合格率について、合格率に捕らわれるあまり、意図的に受験者数を減らして数

字を上げる、ということがないように注意してほしい。目標値を設定してそれを達成し

ていくことも重要であるが、例えば２級海技士の合格率については、受験者や合格者の

推移等を考慮した評価を行う必要がある。 

・本科、専科を通じての取り組みは大いに評価できる。水産業を担い、水産業に貢献する

人材の育成は、安定的継続的になされるべきもので、まさに水産大学校なればこそのも

の。引き続き取り組まれたい。 

・今後とも、地域に根ざした教育機関として、産・官とも連携し、その独自性をさらに発

揮されたい。 

（以上、外部評価委員意見） 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
ⅰ）本科での教育について、動機付け教育の推進、実験・実習等の活用、水産関連団

体等の外部関係者による講話・特別講義等実学を重視した教育が効果的に実施されて

いる。また、入試倍率も4.5倍と高い水準を維持し、定員充足率も110%ということで

あり評価できる。 

ⅱ）専攻科については、二級海技士免許筆記試験合格率が80%を下回っており、特に

航海士の合格率が低い。この原因を客観的に把握し、改善策を講じる必要がある。今

後フォローアップをしていくこととする。なお、船舶運航課程、舶用機関課程の定員

を柔軟に運用できるようにしたとのことであるが、今後効果的に運用がされることを

期待する。 
ⅲ）水産学研究科では、これまで問題とされていた定員管理の問題が解消され、教育

・研究も概ね順調に行われている。 

  以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断す

る。 

・国立大学法人との連携は、よくなされているが、引き続き連携可能なところの検討を

進めていただきたい。 

・本科の教育は、水産をテーマとするさまざまな視点が生かされたもので、高い倍率が

維持されているのも納得できる。 

・専攻科の教育は、海技士の合格率という数字の指標があるが、この数字にどこまでこ

だわるのがよいのか注意が必要と思う。外部評価委員の意見にあるように、受験者や

合格者の推移等を考慮した評価が必要と思われる。 
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・二級海士免許筆記試験の合格率の数値目標８０％を下回ったことに対して、対応を行う

必要があるが、逆にそのことによって本来のカリキュラムが歪むことがないよう十分に

配慮することを望む。 
・研究科の教育は、定員管理を徹底された点が評価できる。より多くの学生にチャンス

を与えたいが、定員には定員を決めた根拠があることなので、その管理が徹底された

ことはよりよい教育に資するものと考える。 

・研究科生による発表であるが、口頭発表が少ないように思う。出張旅費の問題など実

際問題として対応が困難な場面も多いであろうが、研究者としての人間関係を深める

上でも学会等への積極的な出席、発表の機会を作る必要があろう。 

・全体的にみて、専攻科の免許合格率以外については、比較的順調に業務が進捗している

と思われる。次の点については、再検討が必要な点である。 
ⅰ)国立大学法人との連携については、まだ、一般的な内容にとどまっており、教育

分野に効果が発揮できているとは思われない。いっそうの連携をはかっていくべきで

ある。 

ⅱ)国立大学法人との間で共同利用できる船舶・施設について、具体的に活動をして

いくべき時期にきている。教育拠点方式への参加を検討してよいのではないか。 

ⅲ)乗船実習等の実地体験型教育を重視する姿勢を堅持している点は評価できる。一方、

耕洋丸の学生乗船率が、前年度に比べて８％も低下したのはなぜか。評価文書の中に、

効率的運用が図られた、と記述されているが、乗船率の数値はそうはなっていない。男

女比の関係などの説明があるが、それだけが原因でこの数値低下になるのか。 
・専攻科の定員充足率がわずかだが100％を割った。前年から比べると大きく低下して

いる。この原因が示されていない。 

・専攻科の二級海技士免許筆記試験合格率が72.7％と目標値を下回った。二級海技士（航

海）の合格率が66％と極端に低い。この原因が何かを明らかにすべきである。また、こ

の数値から判断する限り、専攻科全体について、「Ａ」と評価することはできない。 
・就職率について、海洋機械工学科の水産業界に進む割合が58.8%と極端に低くなってい

る。これは、需要がないからなのか。それとも、学生が就職先として希望しない結果な

のか。判断ができない。この数値から判断すると、海洋機械工学科は、縮小再編成しな

ければならないが、その計画をすでにもっているか。また、募集人員を減らす計画はあ

るか。 
 

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

 

平成２３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 

・研究の客観的評価と予算配分等への反映は適切に行われているか  A 

・教育対応研究は適切に推進されているか  A 

・行政・産業・地域振興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 

 

〇業務進捗状況 

研究の客観的評価と予算配分等への反映を行うため、外部競争的資金の獲得に向けた予

備的研究を推進するための「学内競争的資金」２件、今年度より新たに設けた行政・産業

・地域振興への貢献活動を推進するための「学内横断プロジェクト推進費」５件、研究機

能が脆弱な中小企業等の依頼による研究等を推進するための「共同研究支援費」３件の計

１０件の課題に対して研究予算を重点配分して活動を支援した。このほか、社会貢献活動

の実施状況、論文発表のインパクト等に応じて予算を配分した。 

 

 教育対応研究として全学科で計６０の小課題に取り組み、その研究成果を教育に反映さ

せるとともに、論文１２１件、著書２０件、口頭発表１６１件、報告書１１４件を公表し

た。 

 

 行政・産業・地域振興対応研究活動として、「水産物の流通・消費、水産業の経営管理

の高度化、水産を核とした地域振興等」、「漁船の安全性の向上、省エネ・省人・省力化

のための漁船漁業システム、水産資源の調査・解析方法と評価、資源・生態系に対する海

洋環境の影響、生態系の保全と水産資源の適正管理等」、「安全性の向上、省人・省力化

のための水産機械システム、漁船等の船舶機関からの環境負荷の低減、水産業振興や温暖

化防止に向けた新技術等」、「水産食品の安全性の向上、未利用資源の有効利用、水産食

品の高品質化等」、「水産資源生物の生理・生態特性と増養殖技術の高度化、沿岸環境・

生態系の機能及びその保全、水産資源生物の遺伝情報と育種等」の５分野に加え、学内横

断プロジェクトとして「地域特産種を核とした産業振興」、「里海の保全、活用による漁

村振興」、「省エネや循環型社会に向けた技術開発・実用化」の３つの課題に取り組み、

30



 
 

 

 

 

 

 

 

学内横断プロジェクト推進費等を活用して研究を実施し、その研究成果を行政や業界に発

信した。 

 

 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３７件実施したほか、科

学研究費補助金により１８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、２１件の共同研究を実施した。 
 

〇その他（意見） 
・研究活動を支援する方策が次々と取り入れられている事は高く評価できる。 

（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） 
・研究の客観的な評価と予算配分への反映については、今年度から新たな取り組みでチ

ャレンジしているとの報告があり、前向きな姿勢を評価したい。 

・教育対応研究については、多くの公表報告が出ており、今後もつづけてもらいたいと

思う。 

・行政・産業・地域振興への貢献につながる研究活動については、学内横断的なプロジ

ェクトで課題に取り組んでいる点が興味深く、評価したい。 

・外部資金の獲得、共同研究については、資金獲得の努力に結果がついてきている点が

みられ、評価したい。 

・外部資金の獲得に向けた様々な取り組みがなされており、評価できる。またその結果

として科研費の新規採択など一定の成果が得られている。 

・教育対応型研究について、実際の教育活動への反映にどの程度効果があったのかの指

標がないように思う。記述されているだけなので、十分に確証がえられない。 

・教育がメインの大学校であるので、個々の教員がどれだけ研究に従事するのか、科研

費、受託資金等の受入に関する指針をもっているのか。教員の中には、複数の外部資

金に関わっているものがあり、教育活動が十分に行えているのかどうか、気になった。           

 

 

 

 

 

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

 

平成２３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 

 

６／１００         
 

 

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 

・教職員を挙げた就職促進のための取組が適切に行われているか  A 

・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか  S 
・各種就職対策が適切に実施されているか  A 

 

〇業務進捗状況 

 後援会と連携した合同企業説明会の開催、就職活動関連情報の提供方法の整備、就職統

括役の就職支援室の常駐、教員による企業訪問や就職指導・相談への対応、運営会議及び

部課長会議において就職対策方針全体を明確化するとともに教授会・学科会議等で全教職

員に就職対策方針の周知徹底、外部専門家や学生部長を講師とした就職ガイダンス、公務

員試験対策等により教職員を挙げた就職促進のための取組を実施した。 

 また、今年度より新たに厚生労働大臣より無料職業紹介事業の許可を受けるなど、就職

斡旋を行う体制を整備した。 

 

 平成２３年度卒業・修了者の就職率（就職希望者のうち、就職内定を受けた者）は、９

５．９％（本科９４．１％、専攻科９５．７％、研究科１００％）であり、このうち水産

業及びその関連分野への就職割合（就職内定者ベース）は、８０．５％（本科８０．３％、

専攻科８０．０％、８０．５％）と、本科、専攻科、研究科全てで目標を超えた。 

 進学者のうち、水産分野への進学率は９１．４％（本科のみ、専攻科・研究科は進学者

無し）であった。 

 全卒業・修了者に占める水産関連分野への進学若しくは就職した者の割合は、８１.４
％（本科８２．２％、専攻科７６．６％、研究科８７．５％）であった。 

 

 各種就職対策への適切な実施に関して、以下のことを行った。 

①動機付け教育・指導を行い、新入生の水産に対する知識、意識の向上 

②学生への就職関連情報提供の効率化及び教職員間での情報共有 

③就職担当者による企業へのＰＲ及び情報収集とその結果の就職指導等への反映 

④学生教育研究損害賠償保険への加入指導によるインターシップへの支援 
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その他（意見） 

・教職員を挙げた就職に促進、努力の結果、関連分野への就職割合が、就職確定者ベース

80.5％と目標値より高い結果となっており、高く評価できるものであり、Ｓ評価が妥当。 

・水産関連就職率が非常に高いことの意義は大変大きい。水産業界は水大校にこれからも

大きな期待をしている。 

（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） 
・就職対策を全学的に行っていることが見て取れる。また、新たな取り組みも行っており、

今後も検討を進めて効果的な取組を進めてほしい。 
学科や課程毎に見た場合には、母数の少なさから１人の学生の動向により数値が大き

く振れることは理解できるが、本科では、海洋機械工学科の水産分野への就職割合が5
8.8%と低い状況にあることについて検証を行い、改善策を講じることが必要である。今

後フォローアップをしていくこととする。同様に水産流通経営学科、専攻科船舶運航課

程における水産関連分野進学・就職割合についても若干低い。具体的な内容を検証し、

今後の教育、進路指導に活かすことが必要。 
本科、専攻科、水産学研究科毎に見ると水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職

率ともに75%を超えている。 
また、大学校全体では、水産関連分野進学・就職割合、水産関連就職率ともに75%を

超えている。 
以上のことを総合的に考慮し、本項目における評価は「Ａ」が妥当であると判断す

る。 
・教職員を挙げた就職促進のための取り組みについては、まさに全教職員挙げて取り組ん

でいる様子が見てとれる報告であると思われる。「動機付け」が学生によく伝わったの

だろう。その努力を高く評価したい。そしてその結果として、水産関連分野への就職割

合が、本科、専攻科、研究科で目標を超える、という成果を得られたのだと思う。この

取り組みを引き続き、行っていってほしい。 
・各種就職対策については、やはり動機付けをよく行っていると思う。就職対策は、何を

した、よりも何のために、が大切なので、その点をよくふまえた活動がなされている。 
・理事長を筆頭に教職員の努力で高水準な水産分野への就職率を達成したことは評価でき

る。 
・一方で、本科の海洋機械工学科の水産関連就職率が58.8%とかなり低い。この点は自己

評価にどう反映させているのか。 
・水産関連分野への就職率が７５％以上確保されているか、という自己評価の項目がＳと

いう判断は不適当と思われる。 
 
 
 

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

 

平成２３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 

 

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 

・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等は適切に行われているか  A 

・国内外の大学等との連携、専門的な知識を活用した社会貢献活動等は適切に行われてい

るか  A 

 

〇業務進捗状況 

冬季日本海における放射性物質の影響調査、大型クラゲ国際共同調査等の水産政策上の

重要案件について、関係機関と協力し調査するとともに、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。 

 

 論文等の積極的な公表、後援会等への講師派遣、「水産大学校研究報告」の計画的な発

行、産学公交流イベント等の開催及び積極的な参加等により、研究成果情報の発信とその

利活用を推進した。 

 

 水産高校の生徒、漁業者等の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、本校での研修等の受入を行った。また、JICA 等から委託を受け、最長で２ヶ月に

及ぶ外国人研修コースのコーディネートと研修生の受入を行ったほか、新たに水産学部創

設を目指している、ケープ・コースト大学（ガーナ共和国）からの視察団への対応等を行っ

た。 

 

 広く一般市民を対象として公開講座「第１６回水産大学校公開講座 漁業維新 －山口
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発 新しい漁業への取り組み－」を開催した。また、引き続き、地元水族館において周年

に亘ってオープンラボを開催し、約１万８千人の参加を得た。 

 

釜慶大学校（韓国）との学術交流、学会活動への協力、国や地方公共団体、水産関係団

体等の委員会・審議会等への教育職員の派遣に取り組んだほか、練習船による被災地支援

航海を実習の一環として行った。 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・行政機関との密接な連携をはかり、水産施策の立案及び推進への協力、については、

東日本大震災への対応によく取り組まれたと思う。また大型クラゲ問題など、多様な

部分で行政機関に協力している。 

・研究成果等の公表・普及については、論文の発表でよくなされている。 

・広く国民一般を対象にした公開講座等も、多様な連携のもとで実施されており、評価

できる。 

・専門的な知識を生かした社会貢献活動は、韓国の釜慶大学校との学術交流など、具体

的な活動が報告され、A評価に価すると思う。 

・公開講座の内容は非常に興味深い。引き続き講演内容などHPなどで公開されることを

望む。 

・全体として、業務は順調に進捗していると思われた。 

 

 

 

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

 

平成２３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 

 

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、学業成績優秀者を表彰したほか、課外活

動等で貢献を果たしたと認められるグループとして、山口国体の競技運営にボランティア

協力したクラブを表彰した。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、延べ２１７名の学生に対し、授業料免除制度を適用した。この内、東日本大震

災の被災に係る免除は、延べ１０名であった。 

 

 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、メンタル

ヘルス相談についてのパンフレット配布等を行い、相談体制の周知徹底を図った。 

 

 学生の課外活動への支援として体育施設の整備・維持管理を行ったほか、舟艇を使う「カ

ッター部」等、本校の特徴を出せるクラブ等に対して、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、「村おこし会」は山口県の支援事業により、蓋井島の島

民と共同で島おこしの活動を行ったほか、「水の生きもの研究会」は５年連続で下関市か

ら表彰された。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

 

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  
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評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

（所  見） 
・学生のインセンティブ向上のための取り組みは、現代の若者向きのプログラムが過不

足なく組まれており、評価できる。 

・また学生生活支援については、メンタルヘルス対策が適切に行われており、今後も継

続し、より充実してほしい。 

・学生の課外活動支援には、ユニークな取り組みがみられ、今後も継続してほしいもの

と思う。 

・メンタルヘルス相談を行った学生が延べ１９８名は、学生数に対して大きな数字だと

思うので、今後は他大学のメンタルヘルス相談に関する情報収集等を行うなど、でき

る限りの原因把握に努めて欲しい。 

・大学校が行う学生支援活動のうち、メンタルヘルスケアの部分をさらに充実させてほ

しい。オリエンテーション等でも、引き続き、学生に対して周知徹底をはかっていた

だきたい。 

 

 

 

 

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

 

平成２３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、５ヶ年平均で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、電気料金について、長期契約割引

の適用を受けるべく複数年契約への移行を図ったほか、夏季の電気代節減のために、節電

対策を講じた。 

 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を教員に積極的に促すと共

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。また、授業料の安定確保に向けて、学生定員確保のためのＰＲ活動を積極的に

実施した。 

 資金配分については、学内横断プロジェクト推進費及び教育環境整備充実費を新設し、

教育研究活動の活性化と社会貢献活動のための経費及び学生・教育環境の整備のための経

費に増額配分した。 

一括再委託の禁止措置及び再委託把握措置については、契約事務取扱規程を改正し、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対応しているが、再委託の該当案件はなかった。  

 

 

 

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

 

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  
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評価結果） 

 

 

 

 

 

 

（所  見） 
・一般管理費、業務費等計画に基づき、種々対策が行われており、評価できる。 

・外部資金獲得の努力、資金配分の工夫等についても妥当と考える。 

・収支均衡を図り，業務内容を予算に基づいて効率的に実施した。また，授業料収入確

保のために高校訪問やオープンキャンパスなどの措置も講じており，順調に目標を達

成していると評価しＡとした。 

・運営交付金については削減された内容でいっそうの節減に努力し、科学研究費補助金に

ついても外部資金の確保に努め目標を達成したためＡ評価とする。 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小坂委員、横田委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２３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 

海技士資格の取得のための講習や体育などを行うために必要なプール、海洋教育に必要

な多目的講義室等を設置して、教育環境の改善と教育の充実を図るため、平成２４年度ま

での３ヶ年事業として、多目的学生教育棟の建築工事を行った。 

法面の小規模崩落と広範囲な亀裂が見つかるという不測の事態が発生したが、防災面や

学生及び教職員等の安全性を考慮して、より安全な工法に変更するための変更契約を行っ

た。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

  Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 

・施設及び船舶整備に関する計画に関しては目標に達しているためＡ評価とする、なお、

船舶は年月の経過とともに費用が高額となるため、一層の創意工夫に努めて頂きたい。 

・多目的学生教育棟の建築工事を防災面や学生及び教職員等の安全性を考慮して、より安

全な工法に変更するための変更契約を行い工事を進めることは適切である。 

・防災面から施設の点検も実施しているとのことだが、引き続き実施するとともに、点

検項目の見直し等必要な検討は適宜行っていただきたい。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

平成２３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 
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 

・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

については必要最少限とし、引き続き、実習教育センター長、実習管理役、学生部長、学

科長、水産学研究科長、企画情報部長、企画調整役、マルチメディアネットワークセンタ

ー管理役、図書課長、学生課長及び実験実習場長の計１７名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。 

 また、契約職員についても削減するとともに、人員を抑制しつつ教育を充実させるため、

教育職員から海事教育職員への配置換及び海事教育職員から教育職員への配置換を行っ

た。 

 本校の教育において制度的に不可欠な大学設置基準及び技術者教育プログラムへの対

応行うのに必要な教育職員、海技教育に必要な教育職員ならびに船舶に必要な法定定員を

引き続き確保した。 

 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。 

教育職員及び海事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海事教育

職員６名を採用した。 
 

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） 
・人事に関する計画は適切に取り組まれておりＡ評価とする。人材の確保は研究・教育

の要であるため、今後とも一層の努力を期待する。 

・人員を抑制しつつ教育を充実させるための配置換を行いつつ公募や人事交流の中から選

考基準に基づき公平・妥当性のある選考を行い海事教育職員６名を採用した点に教育環

境をよりよくしようとする姿勢が見られる。 
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・人員抑制の中で「生き残り」をかけて、新たな事業に兼務で取り組んでいることを高

く評価する。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

平成２３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 内部統制 

基礎項目の       

ウエイト数値 

 

２／１００         
 

 

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 

・内部統制の充実・強化は適切に行われているか  A 

〇業務進捗状況 

 組織として取り組むべきリスクへの対応のため、理事長直属の監査役により、本校業務

全般にわたる制度及び遂行状況について、合法性と合理性の観点からの検証等を計画的に

行った。その結果を理事長に報告及び幹部への周知を行うとともに、固定資産の管理状況、

情報セキュリティ等について内部監査を実施し、業務の適正かつ効率的な執行の促進に努

めた。 

 また、監事監査においては、「独立行政法人水産大学校監事監査規程」に基づき、本校

の業務がその目的を達成するため合理的かつ能率的に運営されているか（業務監査）、本

校の会計に関する事務処理が法令その他諸規程等に従い適正に行われているか（会計監

査）の２つの観点から監査が行われており、それらの結果を理事長に報告するとともに、

運営会議を通じて周知した。 

 さらに、今年度より運営会議において、各部科長が、対応すべき課題や、短期・中長期

的に重要な取組事項・方針の報告を行い、理事長がこれに対して改善すべき事項、優先順

位について、適宜指示を行うことにより、トップマネージメントの下で業務を適切かつ迅

速に執行する体制の確保及び定期的な情報共有を図ったほか、引き続き外部の有識者から

なる外部評価委員会を設置し、外部の視点から業務全般にわたる評価を受けた。 

 

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） 
・内部統制の充実・強化は適切に実施されており、Ａ評価とする。 
・理事長の強力なリーダーシップにより、業務が適切に推進されていることを評価する。 
・理事長直属の監査役により合法性と合理性の観点からの検証等を計画的に行った。その

結果を理事長に報告及び幹部への周知を行っており適切に実施されている。 
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評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２３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 情報の公開と保護 

基礎項目の       

ウエイト数値 

 

１／１００         
 

 

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 

・情報の公開と情報の保護の取組は適切か  A 

 

〇業務進捗状況 

当校ホームページに“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」等に基づき積極的に情報を公開し、常時、自由に情報が得られるよう

整備するとともに、情報公開窓口専用の個室を設置して同法に基づく開示請求者に適切に

対応した。 

 また、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく学内規程に

基づき、個人情報を適切に管理するとともに、パンフレットの配付等により、職員に個人

情報保護の周知徹底を図った。 

 情報セキュリティ対策としては、ウィルス対策等を実施したほか、ネット不正接続等に

対する注意喚起を行い、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。 

 

 

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） 
・情報の公開と情報の保護の取組は適切に実施されておりＡ評価とする。 
・情報の公開と情報の保護が適切に行われていると評価する。 
・個人情報を適切に管理、職員に個人情報保護の周知徹底を図るなどした。 
・情報セキュリティ対策として、ウィルス対策等を実施し、ネット不正接続等を注意喚起

し、セキュリティ意識の向上及び業務環境の安全・安心化に努めた点は評価できる。 
 

45



 
 

評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２３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 

  ６ 環境対策・安全管理の推進 

基礎項目の       

ウエイト数値 

 

１／１００         
 

 

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 

・環境対策・職場の安全衛生・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２２年度の調達実績とともに本校のホームページ

上で公表した。また、平成２２年度の環境報告書についても、本校のホームページ上で公

表した。 

 

 職場の安全衛生を確保するため、労働安全衛生法及び船員法に基づく健康診断の実施、

「メンタルヘルス相談体制フロー図」の作成などメンタルヘルスに関する各種対策、各種

病気の予防対策、化学物質対策、受動喫煙防止、危険物の保安、火災や地震等の防止など

の取り組み等を行うと共に、実験・実習マニュアルの基づく実験実習を行い、事故防止に

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） 
・環境対策・職場の安全衛生・学生の安全への配慮は適切に行われておりＡ評価とする。 
・環境対策についても適切に行われていると評価する。 

・メンタルヘルスに関する各種対策、各種病気の予防対策、化学物質対策、受動喫煙防止、

危険物の保安、火災や地震等の防止などの取り組み他、実験・実習マニュアルの基づく

実験実習を行い、事故防止に努めた点を評価する。 
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評価委員会水産分科会（委員名） 辻委員、安元委員、堤専門委員 
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項目 ウェイト 

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  20/100 

  １ 運営の効率化  10/100 

  ２ 業務の効率化・透明化 10/100 

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 
 50/100 

  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   6/100 

  ４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等   4/100 

  ５ 学生生活支援等   5/100 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  20/100 

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           10/100 

  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                            3/100 

  ３ 積立金の処分に関する事項             － 

 ４ 内部統制  2/100 

  ５ 情報の公開と保護                           1/100 

  ６ 環境対策・安全管理の推進  1/100 

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 
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平成２３年度業務実績に関する評価結果

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平成２３年度業務の実績 所見 評価結
果

第１ 中期目標の期間
大学校の中期目標の期間は、

平成２３年４月１日から平成２
８年３月３１日までの５年間と
する。

第２ 業務運営の効率化に関す Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標
る事項 達成するためとるべき措置 を達成するためとるべき措置

運営費交付金を充当して行う 運営費交付金を充当して行う事業に 運営費交付金を充当して行う事業
事業については、業務の見直し ついては、業務の見直し及び効率化を については、業務の見直し及び効率
及び効率化を進め、中期目標期 進め、中期目標期間中、平成２２年度 化を進め、中期目標期間中、平成２
間中、平成２２年度予算額を基 予算額を基準として、一般管理費につ ２年度予算額を基準として、一般管
準とて、一般管理費については、 いては、毎年度平均で少なくとも対前 理費については、毎年度平均で少な
毎年度平均で少なくとも対前年 年度比３％の抑制、業務経費について くとも対前年度比３％の抑制、業務
度比３％の抑制、業務経費につ は、毎年度平均で少なくとも対前年度 経費については、毎年度平均で少な
いては、毎年度平均で少なくと 比１％の抑制を行った金額相当額以内 くとも対前年度比１％の抑制を行っ
も対前年度比１％の抑制を行っ に抑制する。 た金額相当額以内に抑制する。
た金額相当額以内に抑制する。 また、給与水準については、国家公 また、給与水準については、国家
また、給与水準については、 務員の給与水準を十分考慮し、手当て 公務員の給与水準を十分考慮し、手

国家公務員の給与水準を十分考 を含め役職員給与の在り方について、 当てを含め役職員給与の在り方につ
慮し、手当を含め役職員給与の 厳しく検証した上で、引き続き、国家 いて、厳しく検証した上で、引き続
在り方について厳しく検証した 公務員に準拠した給与規程に基づき支 き、国家公務員に準拠した給与規程
上で、目標水準・目標期限を設 給することとし、検証結果や取組状況 に基づき支給することとし、検証結
定し、その適正化に取り組むと を公表する。 果や取組状況を公表する。
ともに、検証結果や取組状況を 総人件費についても、「簡素で効率的 総人件費についても、「簡素で効率
公表するものとする。 な政府を実現するための行政改革の推 的な政府を実現するための行政改革
総人件費についても、「簡素 進に関する法律」（平成１８年法律第４ の推進に関する法律」（平成１８年法

で効率的な政府を実現するため ７号）に基づく平成１８年度から５年 律第４７号）に基づく平成１８年度
の行政改革の推進に関する法 間で５％以上を基本とする削減等の人 から５年間で５％以上を基本とする
律」（平成１８年法律第４７号） 件費に係る取組を平成２３年度も引き 削減等の人件費に係る取組を平成２
に基づく平成１８年度から５年 続き着実に実施し、平成２３年度にお ３年度も引き続き着実に実施し、平
間で５％以上を基本とする削減 いて、平成１７年度と比較して、大学 成２３年度において、平成１７年度
等の人件費に係る取組を平成２ 校全体の人件費（退職金及び福利厚生 と比較して、大学校全体の人件費（退
３年度も引き続き着実に実施す 費（法定福利費及び法定外福利費）並 職金及び福利厚生費（法定福利費及
るとともに、「公務員の給与改 びに非常勤役職員給与及び人事院勧告 び法定外福利費）並びに非常勤役職
定に関する取扱いについて」（平 を踏まえた給与改定部分を除く。）につ 員給与及び人事院勧告を踏まえた給
成２２年１１月１日閣議決定） いて６％以上の削減を行うとともに、 与改定部分を除く。）について６％以
に基づき、政府における総人件 「公務員の給与改定に関する取扱いに 上の削減を行うとともに、「公務員の
費削減の取組を踏まえるととも ついて」（平成２２年１１月１日閣議決 給与改定に関する取扱いについて」（平
に、今後進められる独立行政法 定）に基づき、政府における総人件費 成２２年１１月１日閣議決定）に基
人制度の抜本見直しの一環とし 削減の取組を踏まえ、今後進められる づき、政府における総人件費削減の
て、厳しく見直すこととする。 独立行政法人制度の抜本見直しの一環 取組を踏まえ、今後進められる独立

として、厳しく見直すこととする。 行政法人制度の抜本見直しの一環と
して、厳しく見直すこととする。

１ 運営の効率化 １ 運営の効率化 １ 運営の効率化

トップマネージメントによ トップマネージメントによる大学 トップマネージメントの下で、 平成２３年度より運営会議において、各部科長が、対 ・理事長のトップマネージメントの下で業 Ａ
る運営体制の下、業務の更な 校の運営体制の下、業務全般の更な 業務を適切かつ迅速に執行する体 応すべき課題や、短期・中長期的に重要な取組事項・方 務を適切かつ迅速に執行する体制の確保及
る効率化に向け、中期計画の る効率化に向け、業務の質に留意し 制を確保するため、役員を含め各 針の報告を行い、理事長がこれに対して改善すべき事項、 び定期的な情報共有を図った。
進行状況等を定期的に点検 つつ、定期的に、中期計画の進行状 部署の業務の状況について定期的 優先順位について、適宜指示を行うことにより、トップ ・就職対策の充実を図るため就職先企業へ
し、所要の改善を図る。 況、業務の実施方法を点検し、所要 に情報を共有するほか、組織内の マネージメントの下で業務を適切かつ迅速に執行する体 のアンケート調査を実施するなど、評価結
独立行政法人評価委員会 の改善を図る。 業務改善に向けた全職員による点 制の確保及び定期的な情報共有を図った。 また、支出 果を業務改善に反映した点は評価するが、

（以下「評価委員会」という。） 独立行政法人評価委員会（以下「評 検を行い、適宜改善を図る。 の無駄の削減、事務処理の合理化・簡素化のため前年度 アンケートを行う場合は配布枚数、回収率
の評価に先立ち、自らの業務 価委員会」という。）の評価に先立 に引き続いて無駄削減プロジェクトチームで業務の点検 が数字でわかると良い。
の運営状況及び成果につい ち、自らの業務の運営状況及び成果 を行い、夏場の消費電力の抑制など経費の節減、業務の ・事業仕分けでの厳しい指摘の中で、諸官
て、外部の者を加えた評価を について、外部の者を加えた評価を 効率化を図った。 庁の指導に対し、真摯に取り組み、経費の
厳密に実施し、その結果を公 厳密に実施し、その結果を公表する 削減など各成果を着実に挙げられているこ
表する。 とともに、評価委員会の評価と併せ また、事務事業の評価に当たっ 農林水産省独立行政法人評価委員会による評価に先立 とを評価する
評価結果は、評価委員会の て業務運営及び中期計画の進行管理 ては、独立行政法人評価委員会の ち、平成２３年６月２日に学外者を委員とする外部評価 ・ウエイトを見直し，「就職対策の充実」を

評価と併せて業務運営に適切 に適切に反映させる。さらに、評価 評価に先立ち、外部の者を加えた 委員会を開催し、平成２２年度及び第２期中期目標期間 より重視したことは，水産業を担う人材を
に反映させる。また、評価シ システムについては、必要に応じ、 評価を実施し、評価結果について の業務実績に係る本校の自己評価について再評価を受け 育成するという水大校の設置目標に合致し
ステムについては、必要に応 その改善を行う。 公表するとともに、業務運営及び るとともに、業務運営に関して意見を伺った。 ていて、評価に値する。
じ、所要の改善を行う。 中期計画の進行管理に適切に反映 その際の委員からの意見・指摘については、農林水産

させる。 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、さらなる省エネを推進す
るため例年消費電力が最大となる夏期（７～９月）に削
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減目標を８％と具体的に定め全ての月で目標をクリアし
たほか、就職対策の充実を図るため就職先企業へのアン
ケート調査を実施するなど、評価結果を業務改善に反映
した。

さらに、必要な場合には、評価 新たな中期計画の実施に伴い自己評価における評価指
システムの改善につき検討する。 標やウェイトの見直しを行ったほか、資料の構成及び種

類、添付参考資料等の見直しにより、自己評価資料の記
入内容がより分かり易く且つ統一された内容に改善され、
これにより自己評価が効率的に行えるようになった。

２ 業務の効率化・透明化 ２ 業務の効率化・透明化 ２ 業務の効率化・透明化

業務の高度化及び効率化を （１）職員の資質向上と組織の活性 （１）職員の資質向上と組織の活 ・若手教育職員を中心に積極的に学会、研 Ａ
図るため、職員を研修等に参 化 性化 究会の派遣、国内留学、研究課題の情報収
加させるとともに、人事交流 ア 業務遂行能力の向上のため ア 業務遂行能力の向上のた 教育職員については、国内における学会・研究会等に 集など資質の向上を図り教育の充実及び研
を行うなど、組織として積極 の取組 めの取組 延べ２１０名（２２年度１８２名）、国際会議及び国外 究の活性化を推進したことは評価する。
的に取りくむ。 必要な知識や技術の習得によ 職員の業務遂行能力の向上 における学会・研究会等に延べ２２名（２２年度３１名） さらなる若手教育職員の資質の向上を望

組織の活性化及び実績の る業務遂行能力の向上による業 のため、各部署において備え の教育職員を派遣した。この中でも若手教育職員（講師 みます。
向上を図る観点から、職員区 務の高度化及び効率化を図るた るべき技術と知識の一層の習 及び助教）においては、学会・研究会等への派遣が３３ ・多額の経費を要している船舶の運航状況
分の違いを踏まえつつ、評価 め、研修等に職員を派遣するな 得に取り組み、学生の個人情 名中３０名（９１％）となった。また、国内留学研修に について、引き続きわかり易く広報し、国
を実施し、評価結果を踏まえ ど組織的な取組を推進する。 報や外部資金の扱いなどに関 １名の教育職員（助教）を派遣した。 民への理解に帰するような取り組みを希望
た大学校の管理運営、資金の 教育職員にあっては、学生に する研修・説明会への参加、 若手教育職員の積極的な派遣・留学等により、各専門 します。
配分、処 遇等に適切に反映 よる授業評価を含む自己点検・ 教育職員の資質向上と教育研 分野での研究課題等について最新の情報を得るなど、教 ・施設管理等の業務の外部委託により800万
する。 評価や教育職員が授業内容・方 究の活性化を図るための留学、 育職員としての資質の向上を図り、教育の充実及び研究 円に上る大幅なコストダウンを行ったこと

また、業務の質に留意し 法を改善するための組織的な取 人事交流を積極的に推進する。 の活性化を推進した。 を評価する。
つつ、可能なものについては、 組（ファカルティ・ディベロッ 事務職員については、業務遂行能力の向上のため、人 ・夏期電力使用量を前年同時期に比べ15.4
コスト比較等を勘案し、アウ プメント）を実施し、教育方法 事院が主催する「新規採用者研修」、「中堅係員研修」、「評 ％削減するなど，省エネの努力が認められ
トソーシングの活用及び官民 の改善に努める。なお、教育職 価能力向上研修」、「セクハラ防止研修」、「給与実務研修」、 る。
競争入札等の導入により効率 員の資質向上と教育研究の活性 「服務制度等説明会」及び「勤務時間・休暇制度説明会」 ・また、専攻科の就職先と水産漁業関係と
化を図る。 化を図るため、若手職員に積極 に８名を派遣しほか、（財）山口県消防設備協会が主催 の係わり合い、必然性についての理論展開

さらに、「独立行政法人 的に研修、国内外留学等をさせ する防火管理資格講習（甲種）に１名を派遣した。また、 と広報についでも同様に希望いたします。
の契約状況の点検・見直しに るとともに、人事交流を行う。 学内においても、役職員を対象としたメンタルヘルスに ・乗船実習の一環として被災地支援の航海
ついて」（平成２１年１１月 また、教育研究支援を行う職 関する研修及び新規採用者等の職員を対象とした本校業 を行ったことを評価する。特に被災地を訪
１７日閣議決定）に基づく取 員にあっては、本校の業務遂行 務に関する研修を実施した。 れ被災した人々とのふれあいを通し、人と
組を着実に実施することによ を支える重要な役割を担ってい また、練習船の安全を確保するため、国際港湾施設の しての成長、深まりを強めたものと感じる。
り、契約の適正化を推進し、 ることを認識しつつ、学生の個 保安の確保に関する法律に基づき、（独）海技教育機構 ・練習船および実験実習場の効率的な運用
業務運営の効率化を図り、契 人情報や、調査研究に係る外部 海技大学校が主催する Company Security Officer (船舶 を図った事は評価する。
約業務における透明性を確保 資金を多く扱うなどの高等教育 保安統括者）講習に２名、Ship Security Officer (船舶 ・練習船の学生乗船率は、年度毎に乗船学
する。また、密接な関係にあ 機関としての事務業務の特性に 保安管理者)講習に１名を派遣し、船舶火災・海上火災 生数、男女比率が異なり、学生居室におい
ると考えられる法人と契約す 鑑み、それらを扱いつつ業務を ・油流出等の緊急事態に直面した際に、正しい判断によ て男女を別室にするなどの配慮が必要とな
る際には、一層の透明性の確 適正、円滑に実施するための能 って災害を最小限に抑止するための知識を修得させるた る。乗船率だけで前年比、他の練習船との
保を追求し、情報提供の在り 力の向上等の組織的な取組（ス め、海上災害防止センター防災訓練所が開催する海上防 比較でなく、乗船率の中に含まれるものを
方を検討する。 タッフ・ディベロップメント 災訓練に２名を派遣したほか、練習船において必要なガ 分析し乗船率の低下について考慮されたい。
実学重視による水産業の担 ）を実施する。 ス溶接技能を修得させるため、（社）ボイラ・クレーン ・練習船耕洋丸の乗船率は87％で，十分に

い手育成教育の効果を高める 安全協会山口事務所が開催する技能講習に１名を派遣し、 高い水準にあるといえるが，前年の95％よ
ために、実習教育センターに 職員の技術の向上に努めた。 り低下している。学生居室を男女別の部屋
より実習の一元管理、統一的 これらに加え、水産庁の取締船及び独立行政法人水産 にする等の配慮が必要ということは理解で
な実習マニュアルの整備、練 総合研究センターの調査船から人事交流により海事教育 きるが，乗船率が低下したことに対する具
習船の効率的運用などを行う 職員６名を採用し、当該職員が有する水産行政、漁業取 体的説明が欲しい。
ことにより、効率的、効果的 締や漁業調査における経験と知識を学生教育に活用する
な実習教育を推進する。なお、 ことが出来た。
実学重視による教育効果の向
上、水産施策の推進の観点か また、学生による授業評価 ＦＤ対応委員会における議論を通じて、定期試験の模
ら、大学校の施設等の機能を を含む自己点検・評価や教育 範解答のＨＰへの掲載、試験答案用紙の返却、今後適用
活用しつつ、独立行政法人水 職員が授業内容・方法を改善 される新たなＪＡＢＥＥ認定基準に沿った項目の確認と
産総合研究センター及び水産 するための組織的な取組（フ その対応の検討、シラバスのＨＰ掲載方法の改善、学生
庁等関係機関との連携を図 ァカルティ・ディベロップメ による授業評価等を実施した。授業評価においては、平
る。 ント）を実施する。 均評点が４．０５（前回：３．８９）となっており、Ｆ
このほか、施設、船舶、設 Ｄの継続実施により授業に対する学生の満足度が向上し

備等の整備改修等を計画的に ている。
行うとともに、その適切な管
理及び効率的利用に努め、教
育研究の高度化・効率化に対
応する。
また、資産の利用度のほか、

経済的合理性といった観点に
沿って、田名臨海実験実習場
を廃止し国庫納付することな
どを検討し、事業規模を縮減
する。その他の保有資産につ
いても、資産の利用度のほか、
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本来業務に支障のない範囲内
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
直しを行う。

イ 職員の評価 イ 職員の評価
組織の活性化、実績の向上を 職員区分による業務の違い 昨年度から本格実施した、「教育職員教育研究業績評

図る観点から、職員区分による を踏まえつつ、職員の勤務実 価」については、評価実施に係る検証を行い、その結果
業務の違いを踏まえつつ、職員 績を適正に評価する。その際、 をもとに業績評価基準の内容を含め、制度全体について
の評価を実施する。その際、教 教育職員の業績については、 見直しを行った。
育職員の業績については、各分 各分野の特徴に留意しつつ、 教育研究支援を行う職員を対象とした人事評価制度に
野の特徴に留意しつつ、教育研 教育研究実績とともに、水産 ついては、平成２３年１０月以降の人事評価の結果を処
究実績とともに、水産業及び地 業及び地域社会への貢献、大 遇へ活用するため、必要な規程改正を行った。
域社会への貢献、大学校運営等 学校運営等への貢献等を勘案
への貢献等を勘案して評価する して評価することとする。
こととする。大学評価・学位授
与機構による審査が行われた場 また、評価結果は、大学校 「独立行政法人水産大学校人事評価実施規程」に基づ
合、その結果も踏まえて評価す の管理運営、資金の配分、処 き勤務実績を適正に評価するとともに、評価の高い、教
ることとする。 遇等に適切に反映させる。 育職員（管理職層職員：８名、一般職員：１１名）及び
なお、評価の結果は大学校の 教育研究支援を行う職員（管理職層職員：２名、一般職

管理運営、資金の配分、処遇等 員２７名）に対し定期昇給時に号俸を加算する措置を行
に適切に反映させる。 った。

（２）業務の効率化・高度化、地球 （２）業務の効率化・高度化、地球
温暖化の防止及び契約の透明性 温暖化の防止及び契約の透明性確保
確保に向けた組織的対応 に向けた組織的対応
施設管理など可能なものについ 施設管理など可能なものについて 法令等により有資格者・専門技術者等が行う必要があ

ては、業務の質に留意しつつ、コ は、アウトソーシングの活用等によ るもので本校職員では対応不可能なもの、及び本校職員
スト比較等を勘案し、アウトソー り、支出の削減を図る。 が自ら実施する場合とのコストを比較・考慮し経費の節
シングの活用及び官民競争入札等 約が可能なものとして、保守点検・維持管理に係る１１
の導入により支出の削減に向け、 件の業務について、外部委託を実施し、８，０７３千円
より効率化を図る。 のコストダウンとなった。
また、地球温暖化の防止、エネ

ルギー資源の有効活用に向けて、 また、職員の意識改革とともに、 事務処理の合理化・簡素化、業務の効率化等を行うた
職員の意識改革とともに、省エネ 省エネルギーを促進するため、エネ めに無駄削減プロジェクトチームによる検討を行い、昨
ルギーを促進するための組織的な ルギー使用量の把握及び職員への周 年度に策定した取組の方針に従い、無駄の削減に努め、
取組を実施する。 知とともに、無駄の削減のための点 特に省エネルギーの取組として７～９月の夏期電力使用
さらに、「独立行政法人の契約 検を行うなど組織的な取り組みを実 量の削減に取り組んだ結果、前年同時期に比べ１５．４

状況の点検・見直しについて」（平 施する。 ％の削減となった。
成２１年１１月１７日閣議決定） また、文書決裁規則の改正を行い、専決事項を新たに
に基づく取組を着実に実施するこ ２０項目追加し、決裁事務の効率化を図った。
とにより、契約の適正化を推進し、
業務運営の効率化を図り、契約業 さらに、契約の適正化を推進し、 公認会計士や弁護士等をメンバーとする契約監視委員
務における透明性を確保する。ま 業務運営の効率化を図るため、契約 会において、平成２２年７月から２３年１１月の間の随
た、密接な関係にあると考えられ 監視委員会における指摘事項等を公 意契約及び一者応札等の契約状況（前年度に引き続き一
る法人との契約に当たっては、一 開するなど透明性を確保しつつ、点 者応札となった案件を含む）及び、平成２３年１２月以
層の透明性の確保を追求し、情報 検及び見直しの作業を進める。 降の契約予定について点検・検討がなされ、特段の指摘
提供の在り方を検討する。 また、密接な関係にあると考えら はなかった。また、委員会の概要については、ＨＰで公

れる法人と契約する場合には、情報 表を行った。
公開等により透明性を確保する。 なお、密接な関係にあると考えられる法人との契約状

況について、公表を求められているが、本校においては
該当するものがなかった。

（３）施設、船舶、設備等の管理と （３）施設、船舶、設備等の管理と
効率的利用 効率的利用
実学重視による大学校の教育効 実習教育センターにおいて、練習 実習教育センターにおいて、練習船及び実験実習場に

果をさらに高めるため、実習教育 船。実験実習場における実習を一元 おける運営管理のための諸手続等を一元的に行うことに
センターの下で、練習船、実験実 管理し、練習船の運行を管理するほ より、効率的な運用が図られた。
習場における実習を一元管理し、 か、実習マニュアルの整備を推進す 練習船の運航については、燃油価格の高騰の中で教育
統一的な実習マニュアルの整備、 る。 カリキュラムを円滑に実施するために低燃費運転（電気
計画的な練習船の運用などによ 推進の積極的利用）に努めつつ、２隻の練習船の効率的
り、効率的、効果的な実習教育を な運用による海技士免許取得のための乗船履歴の確保、
推進する。なお、実学重視による 調査海域等に応じた航海の途次における卒論生等の臨機
教育効果の向上、水産施策の推進 応変な乗船、学科・学年の混乗、練習船の余席（外部乗
の観点から、本校の施設等の性能 船可能人数）の公表等を行った。
を活用しつつ、独立行政法人水産 また、SEAFDECとの学術交流協定に基づく国際共同調査、
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総合研究センター及び水産庁等関 水産庁、水産総合研究センターとの連携による各種調査
係機関との連携を図る。 等を行い、海外及び国内等で社会貢献にも寄与したほか、
また、教育研究の高度化、効率 東日本大震災の発生をうけて、乗船実習の一環として被

化に対応するため、施設、船舶、 災地支援の航海を行うため、海洋生産管理学科３年生と
設備等の整備改修等を計画的に行 専攻科の実習を入れ替える等、年度当初の実習計画及び
うとともに、その適切な管理及び 運航計画を変更して対応した。
効率的利用に努める。練習船につ 以上のように、２隻の練習船をフル活用し、全学科で
いては、業務実施上の必要性及び の乗船実習を実施することにより、年度毎に乗船学生数
既存の船舶の老朽化等に伴う船舶 が異なり、また、学生居室において男女を別の部屋にす
の整備改修等を行う。 る等の配慮が必要な中で、練習船の学生乗船率は、耕洋
さらに、資産の利用度のほか、 丸で８７％（前年９５％）、天鷹丸で９３％（同８７％）

経済的合理性といった観点に沿っ となり、練習船の効率的運航が図られた。
て、田名臨海実験実習場を廃止し さらに、学生の実習における安全と教育効果を一層高
国庫納付することなどを検討し、 めるために、実習教育マニュアルとして講座外実習教育
事業規模の縮減を図る。その他の マニュアルの教科細目を実情にあったものであるか検討
保有資産についても、資産の利用 を行い、マニュアルの更新を行った。
度のほか、本来業務に支障のない
範囲での有効利用可能性の多寡、 水産庁、独立行政法人水産総合研究センター等と連携
効果的な処分、経済合理性といっ し、練習船を活用して、大型クラゲ国際共同調査や天皇
た観点に沿って、その保有の必要 海山での海底地形調査の一環として音響調査、サンプリ
性について不断に見直しを行う。 ング調査、目視観測、計量魚探査、三次元海底探査、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、新たに日本海クロマグロ稚仔魚の
分布調査、冬季日本海における放射性物質の影響調査等
を行った。

整備改善が必要な箇所の調査を行い、男子寮外壁、バ
ックネットなどの改修に向けた対応により、校内の安全
及び環境の確保に努めた。
高額な教育研究機器については、高額機器選定委員会

の審査を経て必要な機器を整備するとともに、保守契約
の締結や必要な修理を行い、機器類の適切な保守管理に
努めた。
練習船耕洋丸については２３年９月、練習船天鷹丸に

ついては２４年２月～３月にそれぞれ第２種中間検査及
び一般修繕工事を行ったが、天鷹丸については、ドック
中に船底外板の一部に板厚の著しい減耗部が発見され、
改善のための対処を開始した。

実験実習場再編検討委員会を発足し、現在田名実習場
で行われている実習等を他の施設に移行する方法等につ
いて検討を行った。

平成２４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、固定資
産の減損に係る兆候の調査を実施した結果、建物等につ
いての減損の兆候は認められなかった。

第３ 国民に対して提供するサ Ⅱ 国民に対して提供するサービスそ Ⅱ 国民に対して提供するサービス
ービスその他の業務の質 の他の業務の質の向上に関する目標 その他の業務の質の向上に関する
の向上に関する事項 を達成するためとるべき措置 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 １ 水産に関する学理及び技術の教 １ 水産に関する学理及び技術の ・国立大学法人との連携は、よくなされて Ａ
術の教育 育 教育 いるが、引き続き連携可能なところの検討

を進めていただきたい。
・本科の教育は、水産をテーマとするさま

水産資源の持続的な利用、 水産資源の持続的な利用、水産業 水産に関する幅広い見識と技術、 東京海洋大学漁業練習船神鷹丸船長・機関長による本 ざまな視点が生かされたもので、高い倍率
水産業の担い手の確保、安全 の担い手の確保、安全・安心な水産 実社会でその実力を発揮するため 校学生に対する講演のほか、同船船長と本校教員との間 が維持されているのも納得できる。
・安心な水産物の供給など、 物の供給など水産業の課題や水産政 の社会人基礎力を身に付けさせ、 で、より安全で高い教育効果を生み出す乗船実習の方法 ・専攻科の教育は、海技士の合格率という
水産業の課題や水産政策の方 策の方向性を踏まえつつ、広く全国 創造性豊かで水産現場での問題解 について意見交換を実施した。 数字の指標があるが、この数字にどこまで
向性を踏まえつつ、水産に関 から意欲ある学生を確保することに 決能力を備えるよう、以下を実施 さらに、全国水産・海洋系学部等協議会練習船分科会 こだわるのがよいのか注意が必要と思う。
連する分野を担う有為な人材 努める。 する。 や練習船の教育関係共同利用に関するシンポジウムに本 外部評価委員の意見にあるように、受験者
を供給するため、本科、専攻 また、入学から教育、就職指導ま また、教育効果の向上に資する 校教員を派遣して、文部科学省系大学の練習船の動向、 や合格者の推移等を考慮した評価が必要と
科及び研究科において、広く で一貫性のある効果的な教育研究・ ような国立大学法人との連携につ 共同利用に関する情報を収集した。 思われる。
全国から意欲ある学生を確保 指導体制の下で、水産に関する幅広 いて具体的な検討を行う。 また、研究面においても、農林水産技術会議の委託を ・二級海士免許筆記試験の合格率の数値目
し、水産業・水産政策の重要 い見識と技術、実社会でその実力を 受けて、小型底引き網漁業における省力・省エネ化技術 標８０％を下回ったことに対して、対応を
課題に的確に対応した幅広い 発揮するための社会人基礎力を身に の開発と普及を図るための研究を東京海洋大学と共同で 行う必要があるが、逆にそのことによって
見識と技術、実社会でその実 付けさせ、創造性豊かで水産現場で 行った他、輻輳する海域における船舶の安全向上に関す 本来のカリキュラムが歪むことがないよう
力を発揮するための社会人基 の問題解決能力を備えるための教育 る研究において、本校(関門海峡)と東京海洋大(東京湾) 十分に配慮することを望む。
礎力を身に付けさせ、創造性 を推進する。 での調査データの共有を検討するなど、教育効果の向上 ・研究科の教育は、定員管理を徹底された
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豊かで水産現場での問題解決 これらに加え、専攻科定員配分の に資するよう連携を行った。 点が評価できる。より多くの学生にチャン
能力を備えた人材の育成を図 見直しによる水産系海技士養成の重 スを与えたいが、定員には定員を決めた根
る。 点化、国立大学法人との連携強化に 拠があることなので、その管理が徹底され
また、専攻科定員配分の見 よる教育効果の向上を図るなど、水 たことはよりよい教育に資するものと考え

直しによる水産系海技士養成 産業を担う人材の育成教育の効果的 る。
の重点化、国立大学法人との ・効率的な在り方について検討し、 ・研究科生による発表であるが、口頭発表
連携強化による教育効果の向 必要な措置を講じる。 が少ないように思う。出張旅費の問題など
上を図る等、水産業を担う人 実際問題として対応が困難な場面も多いで
材の育成教育の効果的・効率 あろうが、研究者としての人間関係を深め
的な在り方について検討を行 る上でも学会等への積極的な出席、発表の
う。 機会を作る必要があろう。

・全体的にみて、専攻科の免許合格率以外
については、比較的順調に業務が進捗して
いると思われる。次の点については、再検
討が必要な点である。
ⅰ)国立大学法人との連携については、まだ、
一般的な内容にとどまっており、教育分野
に効果が発揮できているとは思われない。
いっそうの連携をはかっていくべきである。
ⅱ)国立大学法人との間で共同利用できる船
舶・施設について、具体的に活動をしてい
くべき時期にきている。教育拠点方式への

（１）本科 （１）本科 （１）本科 参加を検討してよいのではないか。
本科では、水産全般に 本科では、水産全般に関する基 水産全般に関する基本的な知 ＪＡＢＥＥ認定を維持するため、部科長会議、ＦＤ対 ⅲ)乗船実習等の実地体験型教育を重視する

関する基本的な知識の上 本的な知識の上に各学科の専門分 識の上に各学科の専門分野の教 応委員会、教務協議会、学科会議、ＪＡＢＥＥ実務担当 姿勢を堅持している点は評価できる。一方、
に、各学科の専門分野の 野の教育・研究を体系的に行い、 育・研究を体系的に行い、水産 者会議を開催し、平成２２年度で改善した卒論等のコン 耕洋丸の学生乗船率が、前年度に比べて８
教育・研究を体系的に行 水産の専門家として活躍できる人 の専門家として活躍できる人材 タクトタイムを表す研究日誌の検証等を実施した。 ％も低下したのはなぜか。評価文書の中に、
い、水産の専門家として 材を育成するとともに、学士の学 を育成するため、技術者教育プ また、ＪＡＢＥＥ中間審査を受審し、その一次審査結 効率的運用が図られた、と記述されている
活躍できる人材を育成す 位授与のための大学評価・学位授 ログラムについて、日本技術者 果では理事長・校長以下組織が一丸となって最大限の努 が、乗船率の数値はそうはなっていない。
る。 与機構による教育課程の認定を受 教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）に 力をしていること、本校の設置目的を十分に達成してい 男女比の関係などの説明があるが、それだ
この場合、諸分野が総 ける。また、教育レベルを確保す よる認定を維持するほか、以下 ること、優れて良好な教育効果が得られていることなど けが原因でこの数値低下になるのか。

合的・有機的に関連する るため、日本技術者教育認定機構 の教育を実施する。 の所見が出されたほか、教育改善のヒントとして、シラ ・専攻科の定員充足率がわずかだが100％を
水産業・水産学の特徴に （ＪＡＢＥＥ）による認定を受け バスの改善（改訂・変更の通知方法、外部への発信機能 割った。前年から比べると大きく低下して
かんがみ、低学年での動 た技術者教育プログラムを維持す の強化）、ＰＤＣＡサイクルの強化、教育改善の実施状 いる。この原因が示されていない。
機付け教育から高度の専 る。 況やその成果の外部への分かり易い発信などの所見が出 ・専攻科の二級海技士免許筆記試験合格率
門教育までを体系的かつ され、これらに対応する報告書を提出した。なお、平成 が72.7％と目標値を下回った。二級海技士
総合的に実施し、練習船、 ２４年５月に、適合している旨の通知があった。 （航海）の合格率が66％と極端に低い。こ
実験実習場等を活用した の原因が何かを明らかにすべきである。ま
実地体験型教育の充実を た、この数値から判断する限り、専攻科全
図りつつ、水産に関する 体について、「Ａ」と評価することはできな
最新の行政・産業ニーズ い。
等の動向を的確に反映し ・就職率について、海洋機械工学科の水産
た教育を実施する。 業界に進む割合が58.8%と極端に低くなって
また、教育レベルを確 いる。これは、需要がないからなのか。そ

保するため、外部による れとも、学生が就職先として希望しない結
客観的な評価を受ける等 果なのか。判断ができない。この数値から
の取組を推進する。 判断すると、海洋機械工学科は、縮小再編

成しなければならないが、その計画をすで
ア 水産に関する総合的な教育 ア 水産に関する総合的な教育 にもっているか。また、募集人員を減らす
の推進 の推進 計画はあるか。
大学校は、我が国で唯一、諸 水産に関する学理及び技術の 動機付け教育として、全学科の１年前期に開講の水産

分野が総合的・有機的に関連す 総合的な教育を推進するため、 学概論で、理事長、理事、校長、各学科長、学生部長、
る水産業・水産学を包括的に扱 低学年での動機付け教育から高 両船船長が分担して講義を行い、新入生に水産に関する
っている水産専門の高等教育機 度の専門教育までを他学科の科 興味と幅広い知識を持たせた。
関であり、低学年での動機付け 目の履修等を含め体系的に実施 また、水産都市下関に立地しているといった特性を活
教育から高度の専門教育までを する。 かした水産物を取り扱う産地市場や水産物の加工場など
他学科の科目の履修等を含め体 の水産関連施設の見学、魚市場での新鮮な魚を用いた調
系的に実施し、水産に関する学 理実習、水泳の個人指導、魚食に関する「魚餐の科学と
理及び技術の総合的な教育を推 文化」「魚餐とビジネス」等の教育科目の授業により、
進する 船、海、魚食などに対する関心を深め、また、団体生活

における学生間の協調性、団結心などを養うことができ
た。
さらに、筒井農林水産副大臣が本校を視察した際には、

緊急課題である東日本大震災の復旧・復興対策、我が国
水産業を巡る厳しい情勢、我が国水産業の将来展望など
本校で学ぶ意義やその根拠などについての学生に対する
講話の機会を設けた。

専門教育としては、引き続きＪＡＢＥＥプログラムに
対応したカリキュラムにより、高度な専門教育を実施し
たほか、必要に応じて各学科で授業内容を見直し、水産
業を巡る最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。

さらに、耕洋丸第２５次航海では、実習の一環として
東日本大震災の被災地（宮古市、釜石市）での支援を行
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い、平成２３年６月１３日には、この支援活動の報告会
を授業の一環として全学科の学生等を対象に実施し、「支
援活動の概要、乗船学生からの報告、被災学生の発表、
被災地の現状紹介」等発表を行った。専門教育で学んだ
ことを実社会で役立てるとともに、支援航海に参加した
学生以外にも、これらの知見を還元した。

各学科の高度な専門教育に加え他学科の異なる分野の
科目も履修させることにより水産に関する総合的な知識
を身に付けさせるため、各学科で他学科の学生向けの必
修科目を開講するとともに、他学科の専門教育科目を自
由選択科目として一定の範囲内で自学科の専門科目と同
等のものと認める制度を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。

イ 練習船、実験実習場等を活 イ 練習船、実験実習場等を
用した実地体験型教育の推進 活用した実地体験型教育の
水産業・水産学への理解の促 推進

進と現場対応能力の養成のた 座学と実験、実習を組み合 共通基礎科目を１年次前期から２年次前期に配当し、
め、本校の練習船、実験実習場 わせたカリキュラムの下で、 各学科の専門科目についても専門基礎科目を低学年に、
等の施設及び市場や漁村などと 授業において、本校の練習船、 その後高度な専門教育科目を開講するようカリキュラム
いった水産現場を活用した実地 実験実習場等の施設及び市場 編成を行った。また、座学と実験・実習等を効果的・効
体験型教育を、座学との効果的 や漁村などといった水産現場 率的に配置した「らせん型教育」を実施するとともに、
な組み合わせにより推進する。 を活用するほか、国際共同調 特に水産系の海技士教育については、５カ年一貫教育を
さらに、グローバル産業である 査や公海域等での漁業実習等 意識して、座学と乗船実習の科目が効果的・効率的にな
水産業の特徴を踏まえ、国際共 を可能な範囲で実施する。 るよう編成した。
同調査や公海域等での漁業実習
等を通じ、国際的視野での水産 練習船による乗船実習については引き続き全学科で必
資源管理・利用教育を実施す 修科目として行い、「乗船」を体験させるとともに、漁
る。 業実習（イカ釣り漁業、曳縄漁業、トロール漁業、マグ

ロ延縄漁業等）や海洋観測・海洋調査（一般海洋調査、
気象観測、水温、塩分、容存酸素、計量魚探観測、比重
の鉛直分布）、稚仔魚などの採集、生物調査と観測衛星
による表面海水温の調査及び解析など）により調査方法
を修得させ水産・海洋現場の実情を体験させたほか、得
られたデータの集計・解析手法等を習得させた。
特に、南シナ海において学術交流協定に基づくフィリ

ピンとの国際共同調査や、水産庁・（独）水産総合研究
センターとの連携による日本海クロマグロ稚仔魚調査、
冬季日本海における放射性物質の影響調査等により、国
際的な視点に立った水産資源管理・利用のあり方、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等について理解を深めると
ともに、東日本大震災の被災地支援航海を実習の一環と
して実施することにより、漁業を基幹産業とする被災地
における中長期的な支援のあり方等について、体験を通
してその課題の大きさを実感させ、自ら考える機会を与
えることができた。

実験実習場では、その立地環境・特性を活かして、増
養殖や生態系保全、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）等
を実施したほか、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
ーなどの水産現場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、水産現場の実態や最新の情報に

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、グルー
プ活動を通じて社会人に必要な責任感・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 水産に係る最新動向の教育 ウ 水産に係る最新動向の教
への的確な反映と問題解決型 育への的確な反映と問題解
教育の推進 決型教育の推進
水産庁をはじめとする水産行 水産庁をはじめとする水産 水産行政、水産業等の最新動向を学生に理解させるた

政機関、独立行政法人水産総合 行政機関、独立行政法人水産 め、引き続き、必修科目として全学科の３年次生を対象
研究センター等の試験研究機 総合研究センター等の試験研 とする「水産特論」を水産庁幹部職員等を講師として行
関、水産団体・企業等の幹部等 究機関、水産団体・企業等の ったほか、県庁等の漁業取締部署や水産試験場、漁業協
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現場の第一線で活躍する者によ 幹部等による講義等を学内の 同組合、水産関連企業等の幹部・担当責任者による特別
る講義等を学内の授業や水産現 授業や水産現場などで体系的 講義等を実施した。
場などで体系的に実施し、水産 に実施する。 また、これらに加え、筒井農林水産副大臣による、学
業の課題や水産に係る最新動向 生に向けた講話を実施した。
を理解させるほか、教育職員自 これらの講義等を体系的に実施することにより、水産
らの研究成果も含め、内外の最 行政、水産業に係る最新の情勢・動向、最先端の技術情
新の研究・技術情報を取り入れ 報及び消費者ニーズの動向、産業界が求める人材等につ
た講義及び演習等問題解決型の いて理解させた。
教育を推進する。
さらに、水産関係機関・企業 また、教育職員自らの研究 最新の研究・技術情報を取り入れた講義としては、地

等におけるインターンシップの 成果も含め、内外の最新の研 域漁業経営の実践事例、ＬＥＤ光に蝟集する魚群の行動
適切かつ積極的な実施を図る。 究・技術情報を取り入れた講 解析、鮮魚の熟練的品質評価の解析と品質管理システム、

義及び演習等問題解決型の教 鮮度保持に適した水揚げ方法と魚体処理方法、沿岸域に
育を実施する。 おける資源の持続的利用等を実施し、各学科における教

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、関連する最新の文献や研究・技術開発情報
を積極的に教育に導入した。
また、問題解決型教育としては、漁業センサスや漁獲

統計に基づく地域漁業構造や漁業経営の分析、海洋環境
の変化に伴う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、缶詰製造のＨＡＣＣＰ計画の作成と検討、干潟・
藻場のフィールド調査結果に基づく保全法の構築等を課
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教育を行った。

さらに、水産関係機関・企 学生のインターンシップ参加を促進し、水産庁本庁、
業等におけるインターンシッ 九州漁業調整事務所、下関市産業経済部水産課、水産関
プを実施する。 連企業、団体等で計４７名の学生がインターンシップを

実施した。
その結果、行政等の役割を理解し、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
が喚起されるとともに、参加した学生の水産加工、流通、
行政に対する関心が高まり、仕事としての水産行政等に
対する知識を深めることができた。

エ 社会人基礎力の強化 エ 社会人基礎力の強化
乗船実習や水産現場での実 乗船実習や水産現場での実 全学科で必修科目として行う乗船実習や漁業協同組合、

習、問題解決型教育等を積極的 習、問題解決型教育等におい 水産市場、水産加工場等の水産現場での実習、少人数の
に実施していく中で、社会人基 て、①前に踏み出す力（アク 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
礎力の涵養を図るとともに、就 ション）、②考え抜く力（シン 論を組み合わせた問題解決型教育等の実施により、水産
職先における評価からその効果 キング）、③チームで働く力（チ 現場での問題を洗い出し、その対応を考え、チームワー
を把握することに努める。 ームワーク）を身に付けるた クによる解決を図るための能力（社会人基礎力）を養っ

めの教育を行う。また、就職 た。
企業に本校出身者がこうした これら教育により社会人基礎力が身に付いているかを
力を身に付けているかを調査 調査するため、合同企業説明会に参加した企業に対して、
する。 本校を卒業した従業員の能力についてアンケート（十分

評価、ほぼ評価、普通、少し劣る、劣るの５段階評価）
を実施したところ、回答企業６６社のうち、「十分評価」
又は「ほぼ評価」の上位２段階と評価した割合は以下の
通りとなった。
①積極的に仕事に取り組む力（アクション）：７９％
②考え抜く力（シンキング） ：６５％
③チームで働く力（チームワーク） ：８２％

オ 意欲ある学生の確保と水産 オ 意欲ある学生の確保と水
業後継者の育成 産業後継者の育成
水産業の担い手を確実に育成 本校の紹介、周知のため、 水産系高校の卒業生や水産業後継者を目指す者等を対

していけるよう、少子化時代に 高校訪問等を行う。また、水 象とした推薦入試制度の活用、本校教員（原則教授が対
対応して、高校訪問等により、 産企業に対する関係業界が求 応）による計２０７校の高校訪問等により、意欲の高い
本校の紹介、周知に努めるとと める人材の把握、漁業就業者 学生の確保に努め、平成２４年度入試（平成２３年度実
もに、水産関係業界が求める人 等の確保のための推薦入試制 施）における募集定員１８５名に対する倍率は４．５倍
材を把握しつつ、学生の応募状 度の活用状況を含めた学生の となり、入学者は２０３名で、充足率は１１０％となっ
況、入学後の教育の実施状況等 応募状況等を踏まえ、必要に た。
を踏まえ、必要に応じて推薦入 応じて推薦入試制度、一般入 全学生の定員７４０名に対する在学生数は８９６名で、
試、一般入試制度等を改善し、 試制度等の改善について検討 学生の出身地は全国４７都道府県にわたり広く全国から
意欲ある学生の安定的な確保を する。 学生を確保することができた。
図る。 また、水産関係業界が求める人材を把握するため、就
特に、漁業就業者等の確保を 職担当教員等が、企業の人事責任者、担当者と意見交換

図るため、推薦入試制度等を活 を行う中で、求める人材像や能力および資格、期待する
用することにより、水産業の直 教育内容等についてのヒアリング調査をうとともに、５
接の担い手となる後継者等の育 ０の水産関連企業および団体等を訪問し、本校学生への
成を図る。 教育、人材育成方針を説明して本校のPRを行った。
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カ リメディアル教育の実施等 カ リメディアル教育の実施
と学生の修学指導 等と学生の修学指導
教養教育及び専門基礎教育と 教養教育及び専門基礎教育 入学生の共通教育科目に係る基礎学力を効果的・効率

ともに、リメディアル教育を実 に加え、授業科目の円滑な履 的に向上させるため、１年次生を対象に数学、物理、化
施し、幅広い知識の教授及び基 修が必要な学生に対しリメデ 学に重点をおいた水産数理科学セミナー、英語力の向上
礎学力等の一層の向上に努め ィアル教育を実施するほか、 のための英語セミナーを開講し、学力に応じたクラス別
る。また、必要な場合には水産 必要に応じ、研究科生等をテ け等を行った上で、高校教育の補習的な授業内容のリメ
専門教育との関連づけを意識し ィーチング・アシスタントと ディアル教育を実施した。また、それぞれの学科におい
つつ、これらの教育を効果的・ して活用し、教育効果の向上 ても、専門科目に必要な基礎科目や専門科目の理解が不
効率的に実施するほか、研究科 を図る。 足している学生を対象とした補習授業を実施した。
生等によるティーチング・アシ さらに、研究科生の指導者としての技術の向上と本科
スタント制度を活用し、教育効 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
果の向上を図る。 チング・アシスタント（ＴＡ）制度を適切に運用し、水
クラス担当教員の配置、修学 産学研究科生１０名をＴＡとして活用した。

状況の父母等への開示等を通じ
て学生の修学指導を実施する。 また、クラス担当教員の配 引き続きクラス担当制を維持し、入学から卒業までの

置、修学状況の父母等への開 ４年間について学生を指導する一貫した体制をつくると
示等を通じて学生の修学指導 ともに、個別面談などを通して学生成績表を基にした修
を実施する。 学に関する指導の他、就職、進路、生活など学生への幅

広い指導を行った。これらの指導にあたっては、学生本
人の個人情報やプライバシー、ハラスメントなどに十分
配慮し、学生課および学生相談カウンセラー、看護師な
どとも連携し、実施した。
また、学生に対してはクラス担当教育職員から成績表

を手渡すほか、２～４年次までの成績状況（成績表）を
保護者に郵送し、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。

キ 各学科の専門分野の教育・ キ 各学科の専門分野の教育
研究 ・研究
（水産流通経営学科） 水産全般に関する基本的な 水産流通経営学科においては、水産業における流通を
水産業に係る制度や政策に精 知識とともに、各学科の専門 具体的に体験させ水産流通の基礎を学ぶ「水産物調理・

通し、水産物流通の多チャンネ 分野の教育・研究を体系的に 加工実習」、水産基本法や基本計画を理解させる「水産
ル化等を踏まえた経営戦略の策 行い、水産の専門家として活 政策論」、漁業生産、流通・加工及び水産行政それぞれ
定、地域資源を活用した水産業 躍できる人材を育成する。 の現場において具体的な水産業の課題設定や課題解決能
振興を推進する能力を有する人 力を養う「水産経済・流通調査」等により、水産業振興
材を育成するための教育・研究 を推進する能力を有する人材の育成を行った。
を行う。
（海洋生産管理学科） 海洋生産管理学科においては、海技士（航海）として
練習船による実践的な教育に 必要な海上での安全管理の基本と意識の向上を図るため

基づく、専攻科に連接する教育 の「海技実習」や、船舶運航・漁業生産等の基礎となる
の下で、水産物供給に関わる高 座学教育を行った上で、これらの知識を乗船実習等によ
度な知識を備えた水産系海技士 り体験させた。また、実学教育として、水産庁の漁業取
（航海）を育成するとともに、 締担当官による講義、小型舟艇「紺碧」を用い海底地形
漁業現場において持続的生産に 調査を行う「漁業計測学実験」、実際の漁業交渉の内容
向けた資源管理の実践を指導し を取り入れた「国際漁業論」等により、高度な知識を備
うる人材を育成するための教育 えた水産系海技士（航海）及び資源管理の実践を指導し
・研究を行う。 うる人材の育成を行った。
（海洋機械工学科）
練習船による実践的な教育に 海洋機械工学科においては、海技士（機関）として必

基づく、専攻科に連接する教育 要な海上での安全管理の基本と意識の向上を図るための
の下で、水産物供給に関わる高 「海技実習」や、船舶機関・冷凍技術等の基礎となる座
度な知識を備えた水産系海技士 学教育を行った上で、これらの知識を乗船実習等により
（機関）を育成するとともに、 体験させた。また、漁労機械・食品製造機械等の設計・
水産業の生産性向上のための技 製造能力を養うための「海洋水産機械」、漁労作業の省
術開発を担う人材を育成するた 力化、および先端技術の学習のための「海洋ロボット工
めの教育・研究を行う。 学」等により、高度な知識を備えた水産系海技士（機関）
（食品科学科） 及び水産業の生産性向上のための技術開発を担う人材の
生産から消費までの全体の流 育成を行った。

通を俯瞰して、最も有効な水産
物利用と産地における高付加価 食品科学科においては、「魚餐の科学と文化」、「有機化
値化を推進するとともに、適切 学」、「栄養生理学」、「微生物学」等の水産食品に係る文
な食品表示を行う能力を有する 化・科学の基礎的な教育を行った上で、「食品製造学」、「食
人材を育成するための教育・研 品衛生学」等の水産食品製造に係る高度で専門的な教育
究を行う。 を行った。また、食品加工実習工場や練習船による実習
（生物生産学科） を通して、座学で学んだ知識を実際に体験することなど
持続的生産を実現する上で必 により、水産物の有効利用と高付加価値化、適切な食品

要な生態系管理といった新たな 表示を行う能力を有する人材を育成した。
視点や、最新の増養殖技術に関
する知識を有するとともに、増 生物生産学科においては、「水産植物学」「水産動物学」
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養殖や漁業生産等の水産現場に 「魚類学」「生物学基礎実験」等の水産資源生物の基礎
こうした技術の導入を指導しう 的な教育を行った上で、「栽培漁業技術論」「水産植物増
る人材を育成するための教育・ 殖学」「水産動物増殖学」「藻場・干潟保全生態学」等の
研究を行う。 水産資源生物や生態系及びこれらの利用技術等に係る高

度で実践的な専門教育を行った。また、実験実習場や練
習船による実習を通して、座学で学んだ知識を実際に体
験することなどにより生態系管理や、最新の増養殖技術
に関する知識を有し、水産現場にこうした技術の導入を
指導しうる人材を育成した。

（２）専攻科 （２）専攻科 （２）専攻科
水産現場で不可欠な水 ア 水産に関する広範な知識と ア 水産に関する広範な知識

産系海技士の育成を図る 技術を有する水産系海技士の と技術を有する水産系海技
ため、船舶運航、漁業生 育成 士の育成
産管理、舶用機関及び水 漁業調査船や漁業練習船、海 水産業を担う船舶運航技術、 本科関連学科（海洋生産管理学科・海洋機械工学科）
産機械等に係る知識と技 洋調査船、水産物の船舶輸送で 漁業生産管理技術、舶用機関 の入試段階においては、より意欲の高い学生を確保する
術を備えるための専門教 は、水産の知識と技術を有する 技術、水産機械関連技術等に ため、積極的に高校訪問を行い水産系海技士資格の魅力
育と、水産に係る広範な 水産系海技士は不可欠であり、 係る専門教育と水産に係る広 と堅実な就職率の説明を行うとともに、海技士免許取得
知識と技術を取得させる 社会的ニーズも踏まえ、水産業 範な知識と技術を備えるため 希望者を対象とした本科推薦入試制度（Ｃ制度）を実施
ための教育を、本科関連 を担う船舶運航技術、漁業生産 の教育を本科関連学科の段階 し、海洋生産管理学科に２６名が応募して１４名が合格、
学科の段階からの一貫教 管理技術、舶用機関技術、水産 からの５年一貫教育で実施す 海洋機械工学科に１６名が応募して１２名が合格した。
育で実施することにより、 機械関連技術等に係る専門教育 る。 また、本科関連学科への入学段階より、学科の教育職
上級海技士資格を有する と水産に係る広範な知識と技術 員と実習教育センターの海事教育職員が連携して、海技
水産系海技士として活躍 を備えるための教育を本科関連 士の魅力、就職状況、国家資格取得者としてのメリット
できる人材を育成する。 学科の段階からの５年一貫教育 等を説明・指導するとともに、水産関連海運会社等への
その際、すべての学生 で実施することにより、上級海 インターンシップ、見学及び説明会への参加を促して水

が三級海技士試験等に合 技士の資格を持った水産系海技 産関連業界の実状を把握させたほか、個別の進路指導を
格するよう努めるととも 士として活躍できる人材を育成 通じて専攻科進学に意欲ある学生の教育を充実し、学生
に、二級海技 する。 の専攻科に対する指向性を高めた。

士免許筆記試験受験者の８０ その際、すべての学生が三級 さらに、水産高校の生徒及び教員に対して本校施設を
％の合格率を目指すものとす 海技士試験等に合格するよう努 用いた研修を行うなど、積極的な連携を図った。
る。 めるとともに、二級海技士免許 これらの取組により、平成２３年度の専攻科における

時代の要請に合わせた 筆記試験受験者の８０％の合格 定員の充足率は９８％（船舶運航課程２４名、舶用機関
水産系海技士の育成のた 率を目指すものとする。 課程２５名）となった。
め、社会的ニーズに応じ 水産に関する広範な知識と技術を身に付けさせるため、
た水産系海技士の養成課 学科の教育職員、練習船の海事教育職員、特任教員等が
程について、定員配分等 連携して、本科・専攻科５年間一貫教育として座学（講
の見直しを行う。 義）、実験棟及び練習船における実務（実習）を通した

水産系海技士養成のための教育を体系的に実施するとと
もに、演習室・実験室等の開放による自学自習の促進と
個別指導、三級海技士口述試験対策及び上級海技士免許
筆記試験対策、補習授業を実施した。特に、海技士試験
対策としては、今年度より新たに能力別にクラス別けを
行い実施した。
さらに、在学中に上級の海技士免許筆記試験の受験を

促進するため、一級海技士免許筆記試験合格者に対する
表彰を実施した。
また、練習船船長（漁業監督官・司法警察員経験者）

等による実習航海中の漁業法違反、法令遵守等の講義と
実見（実習）を実施するととも、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ほ
か、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。

その際、すべての学生が三 平成２３年度の専攻科修了生の海技士免許取得及び試
級海技士試験等に合格するよ 験の合格実績は、以下のとおりであり、全修了生の三級
う努めるとともに、二級海技 海技士免許取得率は８９．４％、二級海技士免許筆記試
士免許筆記試験受験者の８０ 験合格率は７２．７％であった。
％の合格率を目指す。 ○三級海技士（航海）：取得率９１．３％

○三級海技士（機関）：取得率８７．５％
○二級海技士（航海）筆記試験合格率：６６．７％
○二級海技士（機関）筆記試験合格率：８０．０％
なお、さらに上級の１級海技士免許筆記試験にも３名

（航海：２名、機関：１名）が合格した。

イ 時代の要請に合わせた水産 イ 時代の要請に合わせた水
系海技士の育成 産系海技士の育成
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時代の要請に合わせた水産系 社会的ニーズ、他の水産系 他の海技士育成機関の動向を調査するため、日本航海
海技士の育成のため、社会的ニ 海技士の育成状況を踏まえ、 学会、全国水産・海洋系学部等協議会等への教員の派遣
ーズに応じた水産系海技士の養 水産系海技士の養成課程につ や、東京海洋大練習船船長との意見交換を行ったほか、
成課程について、定員配分等の いて、定員配分等の見直しを 水産系海技士の社会的ニーズを調査するため、水産団体
見直しを行う。 行う。 及び水産関連海運企業の人事担当者から情報収集を行っ
また、平成２２年度に設置し また、実習教育センターを た。

た実習教育センターを中心に、 中心に、船舶教職員の配置や これらの情報や定員充足状況及び求人動向等を踏まえ、
練習船ごとに行っていた船舶教 実習等を一元管理する。 船舶運航課程と舶用機関課程の定員を柔軟に運用するた
職員の配置や実習等の一元管理 め学則改正を行い、これまで各課程２５名ずつであった
による効率化を図り、水産系海 定員を、両課程合せて５０名とした。
技士養成に係る教育効果を一層 また、水産系海技士養成の効率化及び教育効果の向上
高めるものとする。 を図るため、実習教育センターにおいて練習船の諸手続

等の一元管理を行ったほか、実習教育センター専任教員
を耕洋丸、天鷹丸に各２名配置した。さらに、海技士教
育に関わる教員に、船舶保安統括者（CSO)講習、上級消
火講習(危険物積載船舶危険物取扱責任者講習）を受講
させ、実習指導教員のスキルアップを図った。

（３）水産学研究科 （３）水産学研究科 （３）水産学研究科
水産学研究科では、本 水産学研究科では、本科又は大 本科より更に専門性の高い知 平成２２年度入試から定員管理の厳格化を図っており、

科又は大学で身に付けた 学で身に付けた水産に関する専門 識と研究手法に関する教育・研 定員２０名のところ、前年度の２８名から２０名（水産
水産に関する専門知識と 知識と技術を基盤に、水産業及び 究を行うとともに、水産業・水 技術管理学専攻７名、水産資源管理利用学専攻１３名）
技術を基盤に、水産業及 水産政策の重要課題解決に向け、 産行政・調査研究等で求められ と適正な水準に改善された。また、十分な教育が行える
び水産政策の重要課題解 更に専門性の高い知識と研究手法 る現場での問題解決、水産施策、 よう、担当教員５１名による体制により対応した。
決に向け、更に専門性の に関する教育・研究を行い、高度 研究等の企画、遂行、取りまと 平成２４年度入試でも引き続き定員の遵守を厳格化し、
高い知識と研究手法に関 な技術指導や企画・開発業務で活 め等に係る高度な能力と組織に 募集人員約１０名に対して１１名が受験し、９名が入学
する教育・研究を行い、 躍できる人材を育成する。 おける指導者としての行動のあ した。
水産業・水産行政・調査 特に、水産業・水産行政・調査 り方を修得させるため、研究科 リサーチアシスタント取扱規程に則り、延べ４名の研
研究等において、高度な 研究等で求められる現場での問題 生をリサーチアシスタントとし 究科生をリサーチアシスタントとして活用し、学生の能
技術指導や企画・開発業 解決、水産施策、研究等の企画、 て活用するほか、研究補助者と 力・資質の向上に努めた。
務で活躍できる人材を育 遂行、取りまとめ等に係る高度な しての活用を図る。
成する。 能力と組織における指導者として

の行動のあり方を修得させるほ また、専門外の科目を必要な 平成２３年度より、専門分野外も含めた水産の総合力
か、専門分野外も含めた水産の総 修了単位として認め、専門分野 を養い広い視野を持たせるため、他専攻の授業科目８単
合力を養い、広い視野を持たせる。 外も含めた水産の総合力を養い、 位（特別実験を除く）を限度とし履修単位として認める
また、修士の学位授与のための 広い視野を持たせる。 こととした。

大学評価・学位授与機構による教
育課程の認定を受ける。 このほか、研究論文の対外的 研究科担当教員が、研究科生の修士論文発表会と同一

な発表を積極的に推進するとと 型式で模範となる発表会を行うことにより、研究論文発
もに、修士の学位授与のための 表会での発表方法、質疑応答の様子等を学習させた。ま
大学評価・学位授与機構による た、研究科１年次生全員を対象に、修士論文発表会に参
教育課程の認定を受ける。 加させ、発表方法等を学習させるとともに、新たに、修

士論文発表会と同一型式での中間発表会を行った。
研究科生による研究成果の公表を推進し、学会誌等へ

の論文発表１３件（水産技術管理学専攻４件、水産資源
管理利用学専攻９件）、口頭発表１３件（水産技術管理
学専攻８件、水産資源管理利用学専攻５件）を行った。
【資料２２参照】また、研究科生２名が、韓国の釜山で
開催された再生可能エネルギーに関する国際会議“1st A
sia-Pacific Forum on Renewable Energy”において、教
員とともにとともに最優秀論文賞を受賞し、その功績が
評価され山口県からメダル栄光(文化賞)を授与された。
大学評価・学位授与機構から、平成２２年度研究科修

了生１４名、平成２３年度研究科修了生のうち年度内審
査を希望した１名が修士（水産学）の学位が授与された。
残りの修了生７名も申請を行い、２４年８月には学位を
授与される予定である。

２ 水産に関する学理及び技 ２ 水産に関する学理及び技術の研 ２ 水産に関する学理及び技術の ・研究の客観的な評価と予算配分への反映 Ａ
術の研究 究 研究 については、今年度から新たな取り組みで

チャレンジしているとの報告があり、前向
きな姿勢を評価したい。

高等教育機関として、研究 高等教育機関として、研究は、教 高等教育機関として、研究は、 外部競争的資金の獲得に向けた予備的研究等を推進す ・教育対応研究については、多くの公表報
は、教育と一体かつ双方向で 育と一体かつ双方向で実施すべき業 教育と一体かつ双方向で実施すべ るため「学内競争的資金」を設け、学内審査の結果、実 告が出ており、今後もつづけてもらいたい
実施すべき業務であり、「水 務であり、「水産業を担う人材を育 き業務であり、「水産業を担う人材 施内容に条件を課した上で、２件の課題に対して研究予 と思う。
産業を担う人材を育成する」 成する」教育にとって重要な役割を を育成する」教育にとって重要な 算を重点配分し、研究を支援した。 ・行政・産業・地域振興への貢献につなが
教育にとって重要な役割を担 担うものであることを踏まえて実施 役割を担うものであることを踏ま 現下の水産業が抱える課題を踏まえて設定した３テー る研究活動については、学内横断的なプロ
うものであることを踏まえた する。 えて、以下の研究・活動を実施す マに係る行政・産業・地域振興への貢献活動を推進する ジェクトで課題に取り組んでいる点が興味
ものとする。 なお、水産現場で活躍できる人材 る。 「学内横断プロジェクト推進費」を新たに設け、学内審 深く、評価したい。
なお、水産現場で活躍でき の育成を目的としていることから、 また、研究活動の充実を図るた 査の結果、５件の課題に対して研究予算を重点配分し、 ・外部資金の獲得、共同研究については、

る人材の育成を目的としてい その研究内容は、それに携わる学生 め、研究の客観的評価と予算配分 研究活動を支援した。 資金獲得の努力に結果がついてきている点
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ることから、その研究内容は、 が、将来水産現場でそれを活かして 等への反映を行う。 研究機能が脆弱な中小企業等の依頼に応じて実施する がみられ、評価したい。
それに携わる学生が、将来水 問題解決に取り組めるよう、水産業 研究や、本校の業務として行う国際共同調査等に対する ・外部資金の獲得に向けた様々な取り組み
産現場でそれを活かして問題 が抱える課題への対応を十分意識し 配分を行う「共同研究支援費」を設け、学内審査の結果、 がなされており、評価できる。またその結
解決に取り組めるよう、水産 たものとする。 ３件の課題に対して研究予算を重点配分し、共同研究を 果として科研費の新規採択など一定の成果
業が抱える課題への対応を十 また、研究活動の充実を図るため、 支援した。 が得られている。
分意識したものとする。 研究の客観的評価と予算配分等への このほか、前年度の外部資金の獲得状況や社会貢献活 ・教育対応型研究について、実際の教育活
また、研究活動の充実に必 反映、産学公連携の組織的対応を推 動の実施状況、論文発表のインパクト等に応じて予算を 動への反映にどの程度効果があったのかの

要なインセンティブ向上等の 進する。 配分した。 指標がないように思う。記述されているだ
ための措置を講ずる。 けなので、十分に確証がえられない。

・教育がメインの大学校であるので、個々
の教員がどれだけ研究に従事するのか、科
研費、受託資金等の受入に関する指針をも
っているのか。教員の中には、複数の外部
資金に関わっているものがあり、教育活動
が十分に行えているのかどうか、気になっ
た。

（１）教育対応研究 （１）教育対応研究 （１）教育対応研究
水産に関する学理及び 大学校が有する練習船、その他 大学校が有する練習船、その

技術の教育に資する研究 の施設等教育及び研究のための資 他の施設等教育及び研究のため
を推進する。 源を活用し、独自性のある研究を の資源を活用し、独自性のある

推進することに留意しつつ、以下 研究を推進することに留意しつ
の研究を推進する。 つ、以下の研究を推進する。

ア 水産流通経営に関する研究 ア 水産流通経営に関する研 水産流通経営に関する研究として、以下の１０件の小
（水産流通経営学科） 究（水産流通経営学科） 課題を置き、研究に取り組んだ。

①市場再編下における産地の対応に関する研究
②水産業における人的資源の強化に関する研究
③地域経営資源を利活用した水産業の内発的発展論理と
その事例研究

④持続的発展を可能とする漁業生産構造の構築に関する
研究

⑤漁業における新しい経営組織の構築に関する研究
⑥水産業における生産から流通・加工、販売段階での商
品化に関する産業技術研究

⑦水産基礎教養としての国際社会における異文化および
異文化交流に関する研究

⑧水産基礎教養としての人間と環境に関する基礎研究
⑨水産および海洋に関する人文社会学的研究
⑩水産基礎科学としての数理科学に関する研究
研究成果として、論文１１件、著書７件、口頭発表１

７件、報告書７件を公表するとともに、その成果を教育
に反映させた。

イ 海洋生産管理に関する研究 イ 海洋生産管理に関する研 海洋生産管理に関する研究として、以下の１０件の小
（海洋生産管理学科） 究（海洋生産管理学科） 課題を置き、研究に取り組んだ。

①水産系海技士のための船舶運航技術に関する研究
②漁船の安全性・効率的運用を考慮した船体性能に関す
る研究

③漁業情報の活用による漁船システムの構築に関する研
究

④省力型漁船の安全性向上に関する作業研究
⑤船舶のふくそうする沿岸海域での漁船の安全性向上に
関する研究

⑥水産資源の動態解析とその資源管理への応用
⑦水産生物資源の定量的モニタリング手法に関する研究
⑧沖合海域における魚礁効果と判定手法に関する研究
⑨選択的漁法および混獲防除技術の開発
⑩東アジア縁辺海及び日本周辺海域における海洋環境と
漁場形成
研究成果として、論文１４件、著書１件、口頭発表２

９件、報告書１２件を公表するとともに、その成果を教
育にも反映した。

ウ 海洋機械工学に関する研究 ウ 海洋機械工学に関する研 海洋機械工学に関する研究として、以下の１０件の小
（海洋機械工学科） 究（海洋機械工学科） 課題を置き、研究に取り組んだ。

①漁船機関における安全性と経済性の向上に関する研究
②船舶から排出される大気汚染物質の低減に関する研究
③船舶、水産機械分野における省エネルギー化技術開発
④水産物の鮮度・品質を管理する冷凍冷蔵技術の開発
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⑤環境対応型モデル漁村のエネルギー供給システムの構
築に関する研究

⑥水産業における熟練，高齢者作業の解析・モデル化と
システム開発に関する研究

⑦水産に関わる高度設備管理・品質評価技術の開発
⑧熱流体工学をベースとした水産業への極限・特殊環境
技術応用

⑨水産・海洋ロボットの制御に関する研究
⑩環境に配慮した高性能水産関連機器開発に関する研究
研究成果として、論文１５件、口頭発表４件、報告書

３２件を公表するとともに、その成果を教育にも反映し
た。

エ 食品科学に関する研究 エ 食品科学に関する研究 食品科学に関する研究として、以下の１０件の小課題
（食品科学科） （食品科学科） を置き、研究に取り組んだ。

①水産物の長期保存および腐敗に関する研究
②鮮度保持に適した水揚げ方法と魚体処理方法に関する
研究

③漁獲から消費に至る各流通段階に適した生鮮・冷凍魚
介類、水産加工品の保蔵方法に関する研究

④低・未利用水産資源を有効利用した加工食品の高付加
価値化に関する研究

⑤新たな水産食文化を目指す伝統的発酵スターターを用
いた水産発酵食品の開発研究

⑥水産物に含まれる特有な成分を利用した水産物の品質
評価に関する研究

⑦二次機能（味、におい）に優れた水産物の生産技術等
に関する研究

⑧水産食品に含まれる健康リスク因子の実態解明とリス
ク低減化に関する研究

⑨水産物の機能性や新用途など付加価値の高度化に関す
る研究

⑩水産物に存在するセレン等の有用成分の探索とその抽
出・創製法の検討ならびにその有効利用に関する研究
研究成果として、論文２６件、著書２件、口頭発表３

４件、報告書１０件を公表するとともに、その成果を教
育にも反映した。

オ 生物生産に関する研究（生 オ 生物生産に関する研究 生物生産に関する研究として、以下の１０件の小課題
物生産学科） （生物生産学科） を置き、研究に取り組んだ。

①水産有用魚介藻類の増養殖技術改善に関する研究
②養魚における飼料効果に関する研究
③増養殖管理を目的とした魚類の生態解明に関する研究
④魚介類の疾病対策に関する研究
⑤水産遺伝資源の適正な保全・管理・利用に関する研究
⑥沿岸域がもつ里海機能の維持・増進に関する研究
⑦魚類の生態特性が生息環境に及ぼす影響に関する研究
⑧藻場の保全と低次生産者の生態特性に関する研究
⑨水産動物の生育環境改善と増殖に関する研究
⑩水産生物の好適増養殖環境に関する生理・生態学的研
究
研究成果として、論文２９件、著書２件、口頭発表３

８件、報告書２６件を公表するとともに、その成果を教
育にも反映した。

カ 水産に関する研究 カ 水産に関する研究 水産に関する研究として、水産技術管理学専攻及び水
（水産学研究科） （水産学研究科） 産資源管理利用学専攻の下で各５件の小課題を置き、研

究に取り組んだ。
（水産技術管理学専攻）
①水産資源の変動と海洋環境変動の統合的解析
②豊かな海岸生態系の保全に関する研究
③水産業における労働力と家族経営に関する研究～グロ
ーバル化する世界の水産業のなかで～

④水産機械の省力・省エネルギー化のための技術開発
⑤熟練技術を取り入れた水産機械―人間系，機械器具の
設計・開発に関する研究
研究成果として、論文９件、著書６件、口頭発表１９
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件、報告書１３件を公表するとともに、その成果を教
育にも反映した。

（水産技術管理学専攻）
①有用魚介類の増養殖技術推進に関する生理・生態学的
研究

②沿岸生態系における生物生産の維持機構と阻害要因に
関する研究

③魚介類の増養殖特性（摂餌、繁殖、集団構造、遺伝、
生体防御等）に関する研究

④高品質な水産食品の製造技術に関する研究
⑤水産物の機能性成分の分布および摂食後の代謝に関す
る研究
研究成果として、論文１２件、著書８件、口頭発表３

９件、報告書２７件を公表するとともに、その成果を教
育にも反映した。

（２）行政・産業・地域振興 （２）行政・産業・地域振興対応研 （２）行政・産業・地域振興対応
対応研究活動 究活動 研究活動
教育への反映とともに、 現下の水産業が抱える課題を踏 現下の水産業が抱える課題を

行政・産業・地域振興へ まえ、行政・産業・地域振興への 踏まえ、水産の現場での問題解
の貢献につながる対外的 貢献につながる対外的な活動を以 決能力を有する人材の育成を図
な活動を推進する。 下のとおり推進するとともに、こ るため、行政・産業・地域振興

れらの活動を通じて、水産の現場 への貢献につながる対外的な活
での問題解決能力を有する人材の 動を以下のとおり推進する。
育成を図る。

ア 水産流通経営学科 ア 水産流通経営学科
水産物の流通・消費、水産業 水産物の流通・消費、水産 水産情報館に蓄積した水産物流通及び水産関連企業の

の経営管理の高度化、水産を核 業の経営管理の高度化、水産 経営情報をデータベースとして、産業界及び行政等の取
とした地域振興 等 を核とした地域振興 等 組や施策に資する研究に取り組み、研究論文や業界誌等

で積極的に発表を行った。
また、「うみ・ひと・くらしシンポジウム」を開催し、

多くの参加者を全国から集め、研究成果の交流等を図っ
たほか、水産庁や全漁連が実施する専門委員会における
地域の水産業振興策への提言や水産物及び加工品の流通
・販売に対する調査、山口県海区漁業調整委員会やその
他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、JICAの外国人研修の受
入れなど、行政・産業・地域振興への貢献に繋がる調査
・研究・情報発信等を行った。
これらに加え、東日本大震災に対応した活動として、

当該学科教員が運営に携わっている学会において、「東
日本大震災と漁業・漁村の明日」、「東日本大震災による
被災漁業・漁村の復興構想と実現への課題」等のシンポ
ジウムを行った。

イ 海洋生産管理学科 イ 海洋生産管理学科
漁船の安全性の向上、省エネ 漁船の安全性の向上、省エ 水産資源の把握及び評価のため、ソフト的な調査・解

・省人・省力化のための漁船漁 ネ・省人・省力化のための漁 析手法（操業実態資料、GIS（地理情報システム）技術な
業システム、水産資源の調査・ 船漁業システム、水産資源の どによる）及びハード的な調査・解析手法（音響機器、
解析方法と評価、資源・生態系 調査・解析方法と評価、資源 選択漁具の利用などによる）を用いて、操業の効率性、
に対する海洋環境の影響、生態 ・生態系に対する海洋環境の 漁場形成、魚群行動、漁場選択、資源の動態解明、資源
系の保全と水産資源の適正管理 影響、生態系の保全と水産資 管理情報の提供、数値解析、生態学的見地からの解析、
等 源の適正管理 等 定量的調査解析手法の開発、漁船の航行及び操業の安全

性向上などの研究活動に取り組んだ。
また、クロマグロ稚仔魚採集調査、天皇海山漁場環境

調査、小型底引き網の省力・省エネ化に関する技術説明
会等の実施、瀬戸内海海上安全協会専門委員会、下関地
域プロジェクト協議会等に委員として参加したほか、OFC
F（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・地域振興への貢献に繋がる調査・研究
・情報発信等を行った。
これらに加え、東日本大震災に対応した活動として、

耕洋丸による震災支援航海に当該学科学生及び教員を派
遣したほか、耕洋丸による、震災直後の宮古・釜石港の
海底地形調査、天皇海山海域への航海途次に漂流物の目
視観測を行った。

ウ 海洋機械工学科 ウ 海洋機械工学科
安全性の向上、省人・省力化 安全性の向上、省人・省力 環境との調和や省人・省力化を目指して、漁船用機関

のための水産機械システム、漁 化のための水産機械システム、 から排出される環境汚染物質の低減、熱エネルギーの有
船等の船舶機関からの環境負荷 漁船等の船舶機関からの環境 効利用、漁労作業等の機械化、極低温流体の冷熱利用、
の低減、水産業振興や温暖化防 負荷の低減、水産業振興や温 次世代小型漁船の技術開発、鮮魚の熟練的品質評価、小
止に向けた新技術 等 暖化防止に向けた新技術 等 型漁船の異常診断技術等について、漁協や産業界等との
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連携の下、研究に取り組んだ。
また、船舶・航空機排出大気汚染物質削減技術・効果

検討会や漁船リニューアル促進技術開発事業推進評価委
員会、萩市小型いかつり地域プロジェクト協議会等に委
員として参加したほか、本校の実習施設を活用した水産
高校の生徒及び教員への研修、アグリビジネスフェアへ
の参加など、行政・産業・地域振興への貢献に繋がる調
査・研究・情報発信等を行った。
これらに加え、東日本大震災に対応した活動として、

宮城県、岩手県、青森県の水産高校、工業高校、大学、
県施設、商工会議所など９施設を訪ね、状況調査及び意
見交換を行った。

エ 食品科学科 エ 食品科学科
水産食品の安全性の向上、未 水産食品の安全性の向上、 水産食品の安全性を確保し、かつ、水産物の高度利用

利用資源の有効利用、水産食品 未利用資源の有効利用、水産 を推進するため、水産物の微生物学・化学的研究、健康
の高品質化 等 食品の高品質化 等 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、水産食品の加熱及び殺菌技術の高度化、薬剤耐

性菌出現動向調査等の多くの事業に携わるとともに、食
品安全委員会、山口県水産加工展品評会等の委員会等に
委員として参加したほか、下関フードテクノフェスタ及
び水産加工技術セミナーを開催し、水産大学校で開発し
た水産食品加工技術の紹介や水産加工業者等による講演
・展示等を行ったほか、「大学は美味しい!!」フェアや産
学官連携ビジネスマッチング交流会への参加、ジャパン
・インターナショナル・シーフードショーへの出展とセ
ミナーの開催等、行政・産業・地域振興への貢献に繋が
る調査・研究・情報発信等を行った。
これらに加え、東日本大震災に対応した活動として、

震災被災地域の現地調査及び支援メニューの紹介、「提
案：三陸復興」と題した新聞連載、放射性物質の食品健
康影響評価に関するワーキンググループへの参加等を行
うとともに、平成２４年度に農林水産技術会議が被災地
域を新たな食料生産地域として再生するための実証研究
として行う「地域資源を活用した省エネ・省コスト・高
付加価値型の水産業・水産加工業の実用化・実証研究」
への参加が決定した。

オ 生物生産学科 オ 生物生産学科
水産資源生物の生理・生態特 水産資源生物の生理・生態 増養殖技術の高度化及び増養殖現場の環境保全のため、

性と増養殖技術の高度化、沿岸 特性と増養殖技術の高度化、 磯焼けの一因である食害への対策、養魚用飼料の品質向
環境・生態系の機能及びその保 沿岸環境・生態系の機能及び 上、砂浜や藻場・干潟における里海機能の保全に資する
全、水産資源生物の遺伝情報と その保全、水産資源生物の遺 ための研究、免疫機能の活性化による安全・安心な養殖
育種 等 伝情報と育種 等 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、水産防疫技術対
策事業等の多くの事業に携わるとともに、山口県内水面
漁場管理委員会、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、高大連携によるSSH認定校やSPP（サ
イエンス・パートナーシップ・プロジェクト）への協力、
学生を参加させたウニ類の除去を主体とする藻場保全活
動など、行政・産業・地域振興への貢献に繋がる調査・
研究・情報発信等を行った。
これらに加え、東日本大震災に対応した活動として、

東京大学が北里大学三陸キャンパスで開催した三陸の復
興に向けた研究集会での講演、日本水産学会を通じて要
請のあった採水器や比色計などの支援機材の送付、練習
船を利用した冬季日本海における放射性物質の影響調査
において、日本海西日本海域で魚介類の採集及び放射能
汚染調査を行った。

カ 学内横断プロジェクト カ 学内横断プロジェクト
○地域特産種を核とした産業 ○地域特産種を核とした産 学内横断プロジェクト推進費の配分により、新たな山
振興 業振興 口県の地域特産種の提言に向けて、有用海藻資源の分布

調査等を行った。
また、下関港に水揚げされるフグ類、アンコウ類等の

資源評価対象種に設定されていない地域特産種について、
資源解析及び管理方策の策定、まき網で漁獲されたアジ
類・サバ類の短期蓄養による漁獲ストレスからの回復と、
その取り上げ時にスラリーアイス冷却や電気刺激による
鎮静化が有効であることを科学的に明らかにし、新聞や
シンポジウム等で水産業関係者への提言を行うなど、行
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政・産業・地域振興への貢献に繋がる調査・研究・情報
発信等を行った。

○里海の保全、活用による漁 ○里海の保全、活用による 学内横断プロジェクト推進費の配分により、東日本大
村振興 漁村振興 震災により被災した里海、漁村等の復興・振興に、本校

の果たすべき役割等を模索するため、教員が関係機関と
の意見交換、被災地の現状把握と支援策の検討を行った。
この結果を参考として、農林水産技術会議の「食料生産
地域再生のための先端技術展開事業」への応募、採択に
繋がった。
また、植食性のウニ類の除去を主体とする藻場保全活

動について、学生約２０名を引率し漁業者と連携した除
去活動の実施、藻場の現況調査等を実施するとともに、
肥料製造企業への働きかけにより除去ウニの肥料への利
用を促進するなどの、調査・研究・情報発信等を行った。

○省エネや循環型社会に向け ○省エネや循環型社会に向 学内横断プロジェクト推進費の配分により、発電・集
た技術開発・実用化 けた技術開発・実用化 熱を組み合わせたハイブリッド・ソーラーパネルを用い

たシステムの構築の検討を行い、都市部から隔離した立
地に多い漁村のエネルギー自給率を高めるための実証試
験を実施した。
また、山口産業技術センター、水産機械製造会社等と

の共同研究を実施することにより、ＬＥＤ等を利用した
新型漁業技術の開発の検討、地元企業と協力して底・未
利用魚を練り製品として資源の有効活用するための研究
などを行った。

（３）共同研究等の推進 （３）共同研究等の推進 （３）共同研究等の推進
大学校の教育研究活動 教育研究活動充実の一環とし 教育研究活動充実の一環とし 国、地方公共団体、水産団体、民間企業等の公募又は

充実の一環として、国、 て、外部競争的資金の獲得及び受 て、外部競争的資金の獲得及び受 依頼に基づく調査・研究を計３７件（前年度：３１件）
地方公共団体、水産団体、 託調査研究等を積極的に推進する 託調査研究等を合わせて３０件以 実施したほか、科学研究費補助金により１８件（前年度
大学、民間企業等との共 とともに、国、地方公共団体、水 上実施するとともに、国、地方公 ：１８件）の研究を行った。
同研究等を実施する。 産団体、大学、民間企業等との共 共団体、水産団体、大学、民間企 また、農林水産技術会議事務局や環境省が公募する平

同研究等を実施する。 業等との共同研究等に積極的に参 成２４年度競争的研究資金、文部科学省及び独立行政法
加する。 人日本学術振興会が公募する平成２４年度科学研究費補

助金等に計５２件応募し、既に科学研究費補助金等の外
部研究資金の採択を受けている者を除いて、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。
さらに、都道府県の試験研究機関、独立行政法人、国

立大学法人及び民間企業等と共同研究契約等を締結して、
計２１件の共同研究を実施した。

３ 就職対策の充実 ３ 就職対策の充実 ３ 就職対策の充実 ・教職員を挙げた就職促進のための取り組 Ａ
みについては、まさに全教職員挙げて取り

大学校で学んだ水産に関す 「水産業を担う人材を育成する」 （１）各学生の希望や適性に応じ 求人企業の紹介として、本科３年次生、専攻科進学予 組んでいる様子が見てとれる報告であると
る知識や技術を就職先で活か との大学校の目的に鑑みれば、学生 た求人企業の紹介を行うなど 定の４年次生及び研究科１年生を対象とした合同企業説 思われる。「動機付け」が学生によく伝わっ
せるよう、水産に関連する分 の就職は教育機関たる大学校事業の 教職員を挙げて就職の促進に 明会を、本校教職員との連携の下、後援会の主催により たのだろう。その努力を高く評価したい。
野への就職割合を向上させる 到達点である。また、大学校で学ん 取り組む。 実施（平成２３年１月）し、水産・加工、水産流通、海 そしてその結果として、水産関連分野への
べく、大学校を挙げて取組を だ水産に関する知識や技術を就職先 洋水産調査・開発関係、資機材供給等の水産関連分野に 就職割合が、本科、専攻科、研究科で目標
充実させ、水産業及びその関 で活かせることは、学生本人はもと 属し、本校学生の採用実績がある企業８０社（前年７３ を超える、という成果を得られたのだと思
連分野への就職割合が７５％ より就職先、ひいては我が国社会に 社）の人事担当者を招待した。また、就職支援室のパソ う。この取り組みを引き続き、行っていっ
以上確保されるよう努める。 とって有益なことである。このこと コンによるデータベースや、保管庫に整理、陳列された てほしい。

から、これまでの求人企業等の公開 企業情報、企業案内、求人票などを閲覧できる環境を整 ・各種就職対策については、やはり動機付
から、今後は各学生の希望や適性に 備し、常駐する就職統括役が学生への助言、指導を行っ けをよく行っていると思う。就職対策は、
応じた求人企業の紹介を行うなど教 たほか、講義棟内の電子掲示装置を用いて就職関連情報 何をした、よりも何のために、が大切なの
職員を挙げて就職に関する取組を充 を掲示し、学生への周知を行った。 で、その点をよくふまえた活動がなされて
実させ、内定率の維持・向上を図る いる。
とともに、水産に関連する分野への 就職促進のための体制としては、就職支援室に就職統 ・理事長を筆頭に教職員の努力で高水準な
就職割合（内定者ベース）が７５％ 括役が常駐するとともに、就職対策検討委員会を設置（委 水産分野への就職率を達成したことは評価
以上確保されるよう努める。 員長を学生部長とし、各学科長６名、各学科１～３年次 できる。
このため、入学時からの動機付け等 のクラス担当教育職員１７名、学生部及び企画課職員３ ・一方で、本科の海洋機械工学科の水産関
の教育や指導、就職関連情報の収集 名で構成）し、また、求人の就職指導担当教育職員とし 連就職率が58.8%とかなり低い。この点は自
と学生への効果的な提供、職員によ て、本科５名、専攻科２名、研究科４名の教育職員を配 己評価にどう反映させているのか。
る企業訪問や情報 発信、インターン 置した。就職対策検討委員のうち、各学科長は主に企業 ・水産関連分野への就職率が７５％以上確
シップの支援等に組織的に対応する 訪問を、学科長と就職指導教育職員が４年次生を対象と 保されているか、という自己評価の項目が
など、大学校全体での取組と学科レ した就職指導・相談を、３年次クラス担当教育職員は就 Ｓという判断は不適当と思われる。
ベルの取組との有機的連携により就 職対策実行委員として、合同企業説明会・就職ガイダン

64



職対策の効果的な推進を図る。 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
また、平成２４年１月１日付で厚生労働大臣より無料

職業紹介事業の許可を受け、また平成２４年３月１４日
付で国土交通大臣への無料船員職業紹介事業の届出が受
理され、学生に対し、より積極的な就職斡旋を行うこと
ができる体制を整えた。

さらに、就職対策検討委員会において、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するとともに、教授
会・学科会議等を通じて、全ての教職員に就職対策方針
の周知徹底を図った。

この他、キャリア教育を充実させるため、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、１０月、１１月、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５
回就職ガイダンスを開催した。また、公務員採用試験へ
の対策として、予備校講師による公務員採用試験対策学
内講座を開講し、平成２３年度卒業・修了者のうち、国
家公務員に２名、地方公務員に６名が採用された。

（２）水産に関連する分野への就 就職率（就職希望者のうち、就職内定を受けた者）は、
職割合が内定者ベースで７５ ９５．９％であり、このうち水産業及びその関連分野へ
％以上を確保する の就職割合（就職内定者ベース）は、８０．５％であっ

た。
また、水産分野への進学率は９１．４％であった。
全卒業・修了者に占める、水産関連分野への進学若し

くは就職した者の割合は、８１.４％であった。【資料２
９参照】

（３）組織的に以下の就職対策を
実施する。
ア 入学時からの動機付け等 動機付けのための教育・指導として、全学科１年次生
の教育や指導 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。

イ 就職関連情報の収集と学 本校に求人があった企業の求人票は、受付当日に電子
生への効果的な提供 掲示板に掲載するとともに、各種求人情報や教職員が訪

問した企業の情報を取りまとめてファイル化し、学生・
就職担当教育職員へ迅速に情報伝達して情報共有化を図
り、学生に対し効果的・効率的に情報提供を行った。
また、本校学生の採用実績がある１，０００社を超え

る水産関連企業について、企業情報のデータベースを更
新し、就職担当教職員間での情報の共有化を図り、合同
企業説明会参加企業の選定、教職員の企業訪問計画の作
成、過去の就職先調査等に活用するととも、学生が自由
にデータベースを閲覧できるようにした。

ウ 職員による企業訪問や情 学科長等各学科の就職担当者５名及び学生部職員１名
報発信 が、過去に学生が就職した５０の水産関連企業等、５０

社及び団体を訪問し、本校の教育・人材育成方針を説明
するなど情報発信に努めた。
訪問時には、直接人事責任者・担当者と面談して、本

校の特徴及び学生の就職実績などを詳細に説明するとと
もに、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 インターンシップへの支 被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に救済
援 対象となる学生教育研究損害賠償保険への加入を指導し、

４１名の学生が利用した。
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これにより、研修期間内における学生の不慮の事故等
についての対策が図られ、教育活動の一環として官公庁
及び企業へのインターンシップ等の研修活動へ学生が安
心して参加することができた。

４ 教育研究成果の利用の促 ４ 教育研究成果の利用の促進及び ４ 教育研究成果の利用の促進及 ・行政機関との密接な連携をはかり、水産
進及び専門的知識の活用 専門的知識の活用等 び専門的知識の活用等 施策の立案及び推進への協力、については、 Ａ
等 東日本大震災への対応によく取り組まれた

と思う。また大型クラゲ問題など、多様な
（１）行政との連携 （１）行政との連携 （１）行政との連携 部分で行政機関に協力している。

大学校は、水産業を担 行政機関との密接な連携を図 行政機関との密接な連携を図 放射性物質影響解明調査（冬季日本海における放射性 ・研究成果等の公表・普及については、論
う人材の育成を図るため、 り、水産業・水産政策の重要課題 り、水産業・水産政策の重要課 物質の影響調査）、大型クラゲ国際共同調査、国際資源 文の発表でよくなされている。
水産に関する学理及び技 に的確に対応する教育研究成果の 題に的確に対応する教育研究成 調査（天皇海山海底地形調査）、日本海クロマグロ稚仔 ・広く国民一般を対象にした公開講座等も、
術の教授及び研究を行う 活用等を通じて行政機関が行う水 果の活用等を通じて行政機関が 魚採集調査など、水産政策上の重要案件について関係機 多様な連携のもとで実施されており、評価
ことから、行政機関との 産施策の立案及び推進に協力す 行う水産施策の立案及び推進に 関と協力して調査に取り組むとともに、SEAFDECへの技術 できる。
密接な連携を図り、水産 る。 協力する。 協力、開発途上国の行政官等を対象とする研修の実施な ・専門的な知識を生かした社会貢献活動は、
業・水産政策の重要課題 どを通じて、国際協力にも貢献した。 韓国の釜慶大学校との学術交流など、具体
に的確に対応する教育研 また、国・地方公共団体等の委員会・審議会等に委員 的な活動が報告され、A評価に価すると思う。
究成果の活用等を通じて、 として４０団体に延べ８０名の役職員を派遣するととも ・公開講座の内容は非常に興味深い。引き
行政機関が行う水産施策 に、技術相談等に対しても適切な対応を行った。 続き講演内容などHPなどで公開されること
の立案及び推進に協力す 本校の教育研究の成果等を活用したこれらの幅広い対 を望む。
る。 応を行うことで、行政機関が行う水産施策の立案及び推 ・全体として、業務は順調に進捗している

進に協力した。 と思われた。

（２）業務の成果の公表・普 （２）業務の成果の公表・普及 （２）業務の成果の公表・普及
及 大学校の研究や教育活動の成果 研究や教育活動の成果が広く
水産業界や行政、試験 は、行政、試験研究、国民一般等 活用されるよう、以下の情報発

研究、国民一般等に活用 に活用されることが重要であり、 信等の取組を実施する。
されるよう、教育研究成 以下の情報発信等の取組を積極的
果の情報発信等の充実を に推進する。
図る。
また、研究成果のうち

特許等の知的財産権とな
り得るものについては、
保有する目的を明確にし ア 研究業績の公表 ア 研究業績の公表
た上で、当該目的を踏ま 研究業績は、水産大学校研究 研究業績は、水産大学校研 学会誌、水産大学校研究報告、学術論文集、国際シン
えつつ、登録・保有コス 報告、国内外の学会等で論文等 究報告、国内外の学会等で論 ポジウムの講演論文、専門雑誌への掲載及び著書として、
トの削減及び特許収入の として毎年度積極的に公表す 文等として毎年度積極的に公 計１１４件（前年度：１１０件）の研究成果の公表を行
拡大を図るとともに、そ る。 表する。 った。このうち、ファーストオーサーでの論文等の発表
の利活用等により成果の さらに、専門書、啓発書、専 また、専門書、啓発書、専 は９１件で全体の約８割となった。
普及を図る。 門誌等への寄稿、講演会及びセ 門誌等への寄稿、講演会及び また、各種機関からの要請に積極的に対応し、講演会

ミナーの講師派遣等を積極的に セミナーの講師派遣等を積極 ・セミナー等、計３０件に延べ３３名の教育職員を講師
行い、成果の普及に努める。 的に行い、成果の普及に努め として派遣した。

る。

イ 研究成果情報等の広報 イ 研究成果情報等の広報
水産大学校研究報告により、 水産大学校研究報告により、 外部及び内部による査読の上、「水産大学校研究報告

定期的に大学校の研究業績を公 定期的に大学校の研究業績を 第６０巻第１～４号」を発行し、国内外の研究機関、教
表する。また、学会等への一層 公表する。また、本研究報告 育機関及び行政機関等に広く配付（約２５０機関）した
の貢献と大学校研究活動の積極 を含めた研究成果情報、大学 ほか、前年度に引き続きホームページ上に掲載した。
的ＰＲのため、本研究報告を含 校教育職員の研究活動の状況 また、水産加工を核とした地域振興を図るためのイベ
めた研究成果情報、大学校教育 に関する情報を大学校ホーム ント「第１６回地域水産加工技術セミナー」を、水産総
職員の研究活動の状況に関する ページなどで積極的に公開す 合研究センター、水産庁、水産加工業者等と共催したほ
情報を大学校ホームページなど るほか、印刷物、プレス発表 か、引き続き、技術展示、物産展示、講演等を行う「下
で積極的に公開するほか、印刷 等による広報活動を積極的に 関フードテクノフェスタ」の主催、「大学は美味しいフ
物、プレス発表等による広報活 実施する。 ェア」、「アグリビジネス創出フェア」、「ジャパン・イン
動を積極的に実施する。 ターナショナル・シーフードショー」等への出展や教員

による講演、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」（地元ケ
ーブルテレビ局で放映）への出演等を行った。
さらに、プレスリリースの促進に力を入れ、下関市政

記者クラブ・水産庁記者クラブ等への年間２８件の記者
発表を行い、マスコミ等で発表された研究成果等は、テ
レビ放送が２１件、新聞記事が１５１件であった。

ウ 研究成果の利活用 ウ 研究成果の利活用
研究成果のうち特許等の知的 研究成果のうち特許等の知 優先権主張出願を２件行ったほか、１件の特許登録が

財産権となりうるものについて 的財産権となりうるものにつ あった。
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は、保有する目的を明確にした いては、保有する目的を明確 出願中の１件について、検討の結
上で、当該目的を踏まえつつ、 にした上で、登録・保有コス 果、費用対効果を考慮し、特許取得を断念することとし
登録・保有コストの削減及び特 トの削減等を図ることに留意 た。
許収入の拡大を図ることに留意 しつつ、積極的に出願し取得 また、知的財産の保有の目的を明確にした上で特許権
しつつ、積極的に出願し、取得 に努めるとともに、その利活 の登録・保有コストの削減等を図るための規程の整備を
に努めるとともに、その利活用 用により成果の普及を図る。 進めた。
等により成果の普及を図る。

（３）研修 （３）研修 （３）研修
我が国漁業者、加工・流 水産に関する人材の育成と技術 漁業者、加工・流通業者、水産 漁業者、水産関係に従事する公務員等の水産関係者へ

通業者、水産関係に従事す 向上のため、漁業者、加工・流通 関係に従事する公務員等水産関係 の教育研修の要請に積極的に応じ、２１件の研修等に延
る公務員等の水産関係者へ 業者、水産関係に従事する公務員 者や水産高校を始めとする各種高 べ２４名の教育職員を講師として派遣するとともに、本
の教育研修を行うととも 等水産関係者への教育研修活動の 校の生徒に対する研修、外国人研 校に５件の研修等の受入を行った。
に、水産先進国として、諸 充実に努めるとともに、外国人研 修など技術協力等に係る国際的な 特に、高校との連携としては、地元水産高校の生徒６
外国の水産関係者への研修 修など水産先進国としての技術協 貢献活動に取り組む。 名に対して、本校のボイラ蒸気タービンプラントを使用
等を実施する。 力等に係る国際的な貢献活動を した研修を実施したほか、近県の中高一貫校２校とのSSH
また、水産高校を始め 実施する。 （スーパー・サイエンス・ハイスクール）及びSPP（サイ

とする各種高校の生徒の また、水産高校を始めとする エンス・パートナーシップ・プロジェクト）において、
研修なども積極的に受け 各種高校の生徒の研修なども積 生徒計４５名に対し、干潟・藻場の実習調査、水産物か
入れることとする。 極的に受け入れることとする。 らの色素抽出実験等を講師として指導した。

また、JICA、OFCFからの委託による外国人研修員の受
入、（社）マリノフォーラム21から依頼によるモロッコ国
立漁業研究所の職員の研修、SEAFDEC事務局からの依頼に
よる教育職員１名の派遣等を行った。
このほか、新たに水産学部創設を目指している、ガー

ナ共和国のケープ・コースト大学の副学長、教授ら６名
が本校の視察に訪れた際には、本校施設の説明とともに、
水産における高等教育の意義等について説明を行った。

（４）公開講座等の実施 （４）公開講座等の実施 （４）公開講座等の実施
大学校の教育研究成果 大学校の学術的、教育的な知識 広く国民一般を対象とした公 平成２３年１０月に「第１６回水産大学校公開講座

の普及を通じ、水産に対 及び技術の蓄積を活かし、水産施 開講座等を開催するほか、要望 漁業維新 －山口発 新しい漁業への取り組み－」を本
する理解の促進を図るた 策に関する啓発とともに水産や海 に応じ地方自治体、高等学校等 校で開催し、「山口県の漁業資源－おいしい魚なぜ多い
め、広く国民一般を対象 についての理解の促進を図るた への出張講座を実施する。 －」及び「光と音に求める漁業新時代」の２題の講演を
とした公開講座等を開催 め、広く国民一般を対象とした公 行い、併せて、練習船耕洋丸が行った被災地支援の様子
する。 開講座等を開催する。 をパネルで展示し、来場者に紹介した。

県内外から約２００名（昨年度約１３０名）の参加者
があり、１０～８０代までの幅広い年齢層の方々が参加
した。
また、市立しものせき水族館「海響館」において、２

１のテーマを設定して「水産大学校公開講座―オープン
ラボ」を周年に渡って開催し、約１万８千人の参加があ
ったほか、依頼に基づき一般市民や小学生を対象とした
出前講義、高校生への模擬授業等を行った。

（５）その他活動の推進 （５）その他活動の推進 （５）その他活動の推進
国内外の大学・試験研 国内外の大学・試験研究機関等 国内外の大学・試験研究機関 国際的な学術交流としては、釜慶大学校（韓国）との

究機関等と連携・協力を との連携・協力、交流や、学会活 等との連携・協力、交流、学会 協定に基づき、本校から教員が釜慶大学校を訪問して学
行い、大学校が実施する 動への協力等により、教育研究の 活動への協力、専門的な知識、 術交流懇談会を開催するととも、上海海洋大学（中国）
教育研究の深化とレベル 深化を図るとともに、大学校が持 最新の設備や施設を有効に活用 から依頼を受け、本校教員を派遣し講義を行った。
アップに努める。また、 てる専門的な知識、最新の設備や した社会的貢献活動等に取り組
行政機関への助言、学会 施設を有効に活用し、社会的貢献 む。 学会活動への協力としては、教育職員の延べ９８名が、
活動への協力等の社会的 活動を引き続き推進していく。 日本水産学会をはじめとする学会、協会、研究団体等６
貢献活動を行う。 ０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、庶務幹事といった実働の職務
に幅広い協力を行った。

専門的な知識を有効に活用するため、教職員を国や水
産関係団体等の委員会に委員として派遣したほか、アド
バイザー・指導員等としても１６団体に延べ３４名を派
遣した。
また、地元下関市及びその近郊だけでなく、九州、四

国や関東の企業、漁業団体、試験研究機関、行政機関等
から計２５２件の技術相談や調査等の依頼を受け、教育
職員が助言・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った。

本校の設備を有効に活用するため、練習船耕洋丸によ
る被災地支援航海を実習の一環として行ったほか、練習
船両船において、高校生、外国人研修生、遠洋航海時の
現地関係者等への船内案内やレセプションへの参加を行
った。
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図書館については、学外利用者に開放するとともに、
他の図書館から文献複写、貸出依頼にも対応したほか、
これまで下関４大学間で締結していた図書館相互利用協
定を５高等教育機関に拡大して締結した。

５ 学生生活支援等 ５ 学生生活支援等 ５ 学生生活支援等 ・学生のインセンティブ向上のための取り Ａ
組みは、現代の若者向きのプログラムが過

成績優秀者等への学校表 (１）学生のインセンティブの向上 （１）学生のインセンティブの向 不足なく組まれており、評価できる。
彰、学生生活に関する指導等 成績優秀者及び課外活動等で大 上 ・また学生生活支援については、メンタル
の学 学校の名声を高めたと認められる 成績優秀者及び課外活動等で 表彰制度により、各学科の卒業生のうち学業成績優秀 ヘルス対策が適切に行われており、今後も

生支援を進める。 者を表彰する。 大学校の名声を高めたと認めら 者各１名（計５名）の表彰を行ったほか、山口国体に競 継続し、より充実してほしい。
また、教育研究、就職対策 また、経済的理由により授業料 れる者を表彰する。 技運営のボランティアとして協力したボクシング部、ヨ ・学生の課外活動支援には、ユニークな取

等の実施に当たり、企業、地 の納付が困難であり、かつ学業優 また、経済的理由により授業 ット部、男子カッター部を課外活動等で貢献を果たした り組みがみられ、今後も継続してほしいも
方公共団体等との連携を図 秀と認められる者及び成績優秀者 料の納付が困難であり、かつ学 と認められるグループとして表彰した。 のと思う。
る。 として推薦された者に対して授業 業優 ・メンタルヘルス相談を行った学生が延べ

料免除制度を適用し、支援する。 秀と認められる者及び成績優秀 経済状況及び学業成績を勘案し、公平・妥当性のある １９８名は、学生数に対して大きな数字だ
者として推薦された者に対して 審査を行い、延べ２１７名（前期１０３名、後期１１４ と思うので、今後は他大学のメンタルヘル
授業料免除制度を適用し、支援 名）の学生に対し、授業料免除制度を適用した。この内、 ス相談に関する情報収集等を行うなど、で
する。 東日本大震災の被災に係る免除は、延べ１０名（前期５ きる限りの原因把握に努めて欲しい。

名、後期５名）であった。 ・大学校が行う学生支援活動のうち、メン
免除者のうち、４年次生、研究科生並びに専攻科生は、 タルヘルスケアの部分をさらに充実させて

２名を除いて、全員が所定の単位を取得して年度末に課 ほしい。オリエンテーション等でも、引き
程を卒業・修了したほか、免除を受けた１～３年次生で 続き、学生に対して周知徹底をはかってい
は全員が平成２３年度末の成績で標準取得単位に達した ただきたい。
ことから、授業料免除が学生の修学継続に有効に機能し
ていることが確認された。
また、学生の勉学意欲を高めるため、本科４年次生、

専攻科及び水産学研究科の入学生を対象とする成績優秀
者授業料免除制度により、本科５名（各学科１名）、専
攻科１名、研究科１名について前期の授業料を半額免除
した。

(２）学生生活支援 （２）学生生活支援
ア 学生生活のサポート ア 学生生活のサポート

クラス担当教員等や看護師、 健全な学生生活を送るため 各学科クラス担当教育相談体制を確保するため、オフ
校医による相談体制の下で、学 の支援として、クラス担当教 ィスアワーの公表、相談予約のためのメールアドレスや
生の生活改善、健康増進、メン 員等や看護師、校医による相 相談可能曜日・時間帯を掲載したパンフレットの配付を
タルヘルスケアに努めるなどに 談体制の下で、学生の生活改 行ったほか、オフィスアワー以外の時間においても、随
より、健全な学生生活を送るた 善、健康増進、メンタルヘル 時、学生からの相談に対応し、年間５００件を超える、
めの支援を行う。 スケアに努める。 学業、進路、就職及び学生生活（クラブ活動、人間関係

等）等に関する相談があった。

心身の異常を自覚して自発的に医務室に健康相談を求
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４９１件）。
また、心の不均衡が身体の不調として現れている学生

の相談に応じるとともに、必要に応じ臨床心理士による
カウンセリングを紹介し対応した（心の相談は延べ１０
６件で、このうち７件については臨床心理士によるカウ
ンセリングを紹介）。
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（４９件）。

臨床心理士によるメンタルヘルス相談を授業開講期間
を中心に、週１０時間（５時間×２回、昨年は４時間×
２回）行った。
また、メンタルヘルス対策体制の学生への周知のため、

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
て掲示を行ったほか、メンタルヘルス相談が必要な学生
が適宜相談できるよう、すべての教育職員に対して相談
体制の周知徹底を図るともに、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、クラス担当の教育職
員、臨床心理士、学生課職員で密接に連携し対応した。
平成２３年度においてメンタルヘルス相談を行った学

生は延べ１９８名であった。

イ 課外活動支援 イ 課外活動支援
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体育施設の整備・維持管理の 体育施設の整備・維持管理 ライフジャケットの整備、バックネットの更新、テニ
充実、適切なクラブ指導の実施、 の充実、適切なクラブ指導の スコートの整備など、体育施設の整備・維持管理を行っ
大学校の特徴が出せるクラブの 実施、大学校の特徴が出せる たほか、グランド、テニスコート、武道館等の日常巡回
育成等により、課外活動支援を クラブの育成等の課外活動支 を行った。
充実し、社会人基礎力の涵養を 援を行う。 また、各クラブが安全に、かつ、継続的に自主活動で
図る。 きるよう危機管理マニュアルの作成を指導したほか、ク

ラブ指導を迅速・的確に行えるよう部員名簿等を提出さ
せ状況把握に努めた。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、指導責任や役割の
自覚等の意識を高めるとともに、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等に
ついて指導を行った。
本校の特徴が出せるクラブとして、舟艇を使う「カッ

ター部」及び「ヨット部」、水棲生物を広く扱う「水の
生きもの研究会」、海洋調査に繋がる「ダイビング部」、
漁村の地域活動に積極的に参加する「村おこし会」等に
対して、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、「村おこし会」は山口県の支援事業
により、蓋井島の島民と共同で島おこしの活動を行った
ほか、「水の生きもの研究会」は下関市主催の「水辺の
教室」における環境リーダーとして活動した功績等が評
価され、５年連続で下関市から表彰された。
クラブ活動以外においても、学生自治会やその執行機

関である大学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、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を行うための
助言と、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。

第４ 財務内容の改善に関する Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、 ・一般管理費、業務費等計画に基づき、種
事項 収支計画及び資金計画 収支計画及び資金計画 々対策が行われており、評価できる。 Ａ

・外部資金獲得の努力、資金配分の工夫等
についても妥当と考える。

１ 収支の均衡 １ 予算 １ 平成２３年度予算実施計画 運営費交付金を充当して行う事業について、５ヶ年平 ・収支均衡を図り，業務内容を予算に基づ
適切な業務運営を行うこと （１）予算 （表略） 均で一般管理費は対前年度比３％、業務経費は対前年度 いて効率的に実施した。また，授業料収入

により、収支の均衡を図る。 平成２３年度～平成２７年度予 比１％削減された予算を基に、電気料金について、長期 確保のために高校訪問やオープンキャンパ
算 契約割引の適用を受けるべく複数年契約への移行を図っ スなどの措置も講じており，順調に目標を

（表略） たほか、夏季の電気代節減のために、平成２３年度省エ 達成していると評価しＡとした。
ネルギー行動計画に基づく節電対策を講じる等、経費節 ・運営交付金については削減された内容で
減策を推進した。 いっそうの節減に努力し、科学研究費補助

２ 業務内容の効率化を反映 科学研究費補助金、農林水産省の競争的研究資金への 金についても外部資金の確保に努め目標を
した予算計画の策定と遵 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 達成したためＡ評価とする。
守 を促すとともに、アグリビジネス創出フェアなどの産学
「第２ 業務運営の効率化 公交流イベントに積極的に参加して研究成果のＰＲを行

に関する事項」及び上記１に うなど、外部資金の獲得に努めた。
定める事項を踏まえた中期計 また、自己収入である授業料等の安定確保のため、学
画の予算を作成し、当該予算 生定員の充足に向けた対策としてオープンキャンパス、
による運営を行う。 高校訪問等を積極的に実施した。

資金配分については、学内横断プロジェクト推進費及
び教育環境整備充実費を新設し、教育研究活動の活性化
と社会貢献活動のための経費及び学生・教育環境の整備

３ 授業料収入等の安定確保 ２ 収支計画 ２ 平成２３年度収支計画 のための経費に増額配分した。
学生定員の充足に努め、授 平成２３年度～平成２７年度収支 （表略） 一括再委託の禁止措置及び再委託把握措置については、

業料収入の安定確保を図るほ 計画（表略） 契約事務取扱規程を改正し、契約書の記載事項として「再
か、寄附金等による自己収入 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
の確保に努める。 る措置」を追加することにより対応しているが、再委託

の該当案件はなかった。

３ 資金計画 ３ 平成２３年度資金計画
（表略）

平成２３年度～平成２７年度資金計
画

（表略）

第５ その他業務運営に関する Ⅳ 短期借入金の限度額 Ⅳ 短期借入金の限度額
重要事項 運営費交付金の受入れが遅れた場合 運営費交付金の受入が遅れた場合 該当なし。

等に対応するため、短期借入金の限度 等に対応するため、短期借入金の限
額を３億円とする。 度額を３億円（平成２３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 Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保
供しようとするときは、その計画 に供しようとするときは、その計 該当なし。
田名臨海実験実習場を廃止し、その 画
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財産についての有効利用等について検 田名臨海実験実習場の財産ついて、
討をした結果、不要と判断した場合国 不要との判断が行われた場合には、
庫納付する。 国庫納付の手続きを進める。

Ⅵ 剰余金の使途 Ⅵ 剰余金の使途
剰余金が生じた場合は、業務の充実 剰余金が生じた場合は、業務の充 該当なし。

を行うことを目的として、教育研究機 実を行うことを目的として、教育研
器等の購入、学生生活支援等に使用す 究機器等の購入、学生生活支援等に
る。 使用する。

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営 Ⅶ その他主務省令で定める業務運
に関する事項 営に関する事項

１ 施設及び船舶整備に関する計画 １ 施設及び船舶整備に関する計 ・施設及び船舶整備に関する計画に関して Ａ
（１）施設整備計画 画 は目標に達しているためＡ評価とする、な

業務の適正かつ効率的な実施 多目的学生教育棟の第２年度分 海技士資格の取得のための講習や体育などを行うため お、船舶は年月の経過とともに費用が高額
の確保のため、業務実施上の必 の 建設工事を行う。 に必要なプール、海洋教育に必要な多目的講義室等を設 となるため、一層の創意工夫に努めて頂き
要性及び既存の施設、設備の老 置して、教育環境の改善と教育の充実を図るため、平成 たい。
朽化等に伴う施設及び設備の整 ２４年度までの３ヶ年事業として、多目的学生教育棟の ・多目的学生教育棟の建築工事を防災面や
備改修等を計画的に行う。 建築工事を行った。平成２３年８月に法面の小規模崩落 学生及び教職員等の安全性を考慮して、よ
（表略） と広範囲な亀裂が見つかるという不測の事態が発生した り安全な工法に変更するための変更契約を

が、防災面や学生及び教職員等の安全性を考慮して、よ 行い工事を進めることは適切である。
（２）船舶の整備計画 り安全な工法に変更するための変更契約を行った。 ・防災面から施設の点検も実施していると

業務の適正かつ効率的な実施 のことだが、引き続き実施するとともに、
の確保のため、業務実施上の必 点検項目の見直し等必要な検討は適宜行っ
要性及び既存の船舶の老朽化等 ていただきたい。
に伴う船舶の整備改修等を行
う。
（表略）

（３）中期目標期間を超える債務負
担に関する計画船舶の整備につ
いては、平成２７年度から平成
２９年度までの３年間の整備計
画により行う。（平成２７年度
１，６６７百万円 ３ヶ年総額
５，０００百万円）

１ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画 ・人事に関する計画は適切に取り組まれて Ａ
（１）人員計画 （１）人員計画 おりＡ評価とする。人材の確保は研究・教

中期目標期間中の人事 ア 方針 （１）人員計画 育の要であるため、今後とも一層の努力を
に関する計画（人員及び 中期・年度計画及び中期・年 ア 方針 引き続き、実習教育センター長、実習管理役、学生部 期待する。
人件費の効率化に関する 度事業報告書の作成、情報の公 常勤職員の人員増抑制等を 長、学科長、水産学研究科長、企画情報部長、企画調整 ・人員を抑制しつつ教育を充実させるため
目標を含む。）を定め、業 開等の事務に加え、少子化を巡 図り要員の合理化に努める。 役、マルチメディアネットワークセンター管理役、図書 の配置換を行いつつ公募や人事交流の中か
務に支障を来すことなく、 る高等教育の定員充足と学生多 課長、学生課長及び実験実習場長の計１７名について教 ら選考基準に基づき公平・妥当性のある選
その実現を目指す。 様化の問題への対応、学生の就 育職員の併任とすることにより、人員の増加を抑制した。 考を行い海事教育職員６名を採用した点に

職支援など充実強化すべき事務 また、平成１８年度から常勤職員に係る人件費抑制が 教育環境をよりよくしようとする姿勢が見
等への要員配置が必要になる 強く求められていることから、欠員補充については必要 られる。
が、事務等を簡素化・効率化す 最少限とするとともに、非常勤職員の雇用規模を見直し、 ・人員抑制の中で「生き残り」をかけて、
るとともに教育職員の併任体制 雇用期間満了に伴う事務補助を行う契約職員を不補充（１ 新たな事業に兼務で取り組んでいることを
により対処し、常勤職員の人員 名）とするとともに、学生寮の給食業務をアウトソーシ 高く評価する。
増抑制等を図り要員の合理化に ングすることにより炊事担当の契約職員（６名）を削減
努めることとする。 した。

人員を抑制しながら、実学に立脚した教育を効果的に
実施するとともに、本校の目的である水産業を担う人材
の育成を図るための体制強化のため、教育職員から海事
教育職員への配置換及び海事教育職員から教育職員への
配置換を行った。

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制度的 大学校の教育において制度

に不可欠な次の職員を確保す 的に不可欠な次の職員を確保
る。 する。
ａ 学位授与のため、大学設 ａ 学位授与のため、大学 欠員充足については必要最少限とし、その中で公募に
置基準に基づく必要な教 設置基準に基づく必要な より１名の専任教員を採用するとともに、非常勤講師と
育職員 教育職員 して３１名を委嘱し、大学設置基準に基づく必要な教育

職員を確保した。
再雇用により任用する特命教授の役割（教授会への参

画等）についての検討を行った。

ｂ 技術者教育プログラムを ｂ 技術者教育プログラム 欠員充足については必要最少限とし、その中で公募に
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維持するのに必要な教育 を維持するのに必要な教 より１名の専任教員を採用するとともに、非常勤講師と
職員 育職員 して３１名を委嘱し、技術者教育プログラムへの対応を

行った。

ｃ 海技資格の取得のための ｃ 海技資格の取得のため 海技資格を取得するための教育に必要な教育職員につ
教育に必要な教育職員 の教育に必要な教育職員 いては、一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。

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」第１８条（船舶職
ｄ 船舶に必要な法定定員 員の乗組みに関する基準）に基づく定員を確保するとと

ｄ 船舶に必要な法定定員 もに、船舶職員養成機関として、平成６年運輸省告示第
これら以外の常勤職員数につ ３９号の要件による実習を担当する教育職員を維持・確

い ては、期初を上回らないも 保し、海技実習等を適切に行った。
のとする。
（参考）
期初の常勤職員数 １８７名

（２）人材の確保 （２）人材の確保 （２）人材の確保
教育職員の採用は選考 職員の採用については、既存の 職員の採用については、既存 一般職員については、国家公務員Ⅱ種及び同Ⅲ種試験

によるものとするほか、 制度の活用に加え、独自の採用制 の制度の活用に加え、独自の採 合格を受験資格要件とし、既存の制度を活用しながら、
国、大学、他の独立行政 度の検討を行う。特に教育職員の 用制度の検討を行う。特に教育 公募により本校独自に人材確保を行った。また、船舶職
法人、民間研究機関等と 選考採用に当たっては、公募を原 職員の選考採用に当たっては、 員についても、公募により本校単独に人材確保を行った。
の人事交流を行う等によ 則とする。 公募を原則とする。 受験資格要件の見直し等、独自の採用制度の検討を行
り、中期目標達成に必要 また、若手教育職員の採用に当 また、若手教育職員の採用に った。
な人材を確保する。 たっては、任期付任用も含め新た 当たっては、任期付任用も含め

な方法の導入を検討する。さらに、 新たな方法の導入を検討する。 教育職員の公募にあたっては、これまでと同様、採用
組織の活性化と業務の充実に資す さらに、組織の活性化と業務の の透明性及び有用な人材確保の観点から、関係機関への
るため、国、大学、他の独立行政 充実に資するため、国、大学、 文書送付による方法に加え、本校ホームページ及び独立
法人及び民間研究機関等との人事 他の独立行政法人及び民間研究 行政法人科学技術振興機構が運営する「ＪＲＥＣ－ＩＮ
交流を行う。 機関等との人事交流を行う。 研究者人材データベース」への情報掲載をあわせて行っ

た。
教育職員及び海事教育職員の採用にあたっては、応募

者の中から「独立行政法人水産大学校教員選考基準」及
び「同細則」の規定に基づき厳正に選考した上で、それ
ぞれ１名及び３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

の人事交流による海事教育職員等の採用にあっても、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、海事教育職員６名を採用した。

「独立行政法人水産大学校職員就業規則」の任期付職
員の任用に係る規定を踏まえ、国立大学法人等における
任期付教員に関する規程、募集方法等の情報を収集し検
討を進めたが、学卒者の就職難という社会情勢に加え、
本校が団塊世代に当たる教育職員の大量退職期にあって、
教育・研究内容の継続性の維持確保のため、パーマネン
トの教育職員を採用する必要に迫られていることから、
制度化までは至らなかった。
今後も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る事項 ３ 積立金の処分に関する事項
前期中期目標期間繰越積立金は、 前期中期目標期間繰越積立金は、 該当なし。

前期中期目標期間までに自己収入財 前期中期目標期間中までに自己収
源で取得し、当期中期目標期間へ繰 入財源で取得し、当期中期目標期
り越した有形固定資産の減価償却等 間へ繰り越した有形固定資産の減
に要する費用に充当する。 価償却等に要する費用に充当する。

２ 内部統制 ４ 内部統制 ４ 内部統制 ・内部統制の充実・強化は適切に実施され Ａ
「独立行政法人における内 「独立行政法人における内部統制 「独立行政法人における内部統 平成２１年度から内部統制を図る目的で理事長直属の ており、Ａ評価とする。

部統制と評価について」（平 と評価について」（平成２２年３月、 制と評価について」（平成２２年３ 監査役を設置し、組織として取り組むべきリスクへの対 ・理事長の強力なリーダーシップにより、
成２２年３月独立行政法人に 独立行政法人における内部統制と評 月独立行政法人における内部統制 応のため、本校業務全般にわたり制度及び遂行状況につ 業務が適切に推進されていることを評価す
おける内部統制と評価に関す 価に関する研究会）のほか、総務省 と評価に関する研究会）のほか、 いて監査項目を列挙した上で合法性と合理性の観点から る。
る研究会）のほか、総務省政 政策評価・独立行政法人評価委員会 総務省政策評価・独立行政法人評 年度計画に基づき検証等を行った。 ・理事長直属の監査役により合法性と合理
策評価・独立行政法人評価委 から独立行政法人の業務実績に関す 価委員会から独立行政法人の業務 その結果を理事長に報告するとともに、幹部が参加す 性の観点からの検証等を計画的に行った。
員会から独立行政法人の業務 る評価の結果等の意見として農林水 実績に関する評価の結果等の意見 る運営会議を通じて周知しているが、今年度は、固定資 その結果を理事長に報告及び幹部への周知
実績に関する評価の結果につ 産省独立行政法人評価委員会に通知 として農林水産省独立行政法人評 産の管理状況、科学研究費補助金、情報セキュリティ等 を行っており適切に実施されている。
いての意見として農林水産省 された事項を参考に、内部統制の更 価委員会に通知された事項を参考 について内部監査を実施し、業務の適正かつ効率的な執
独立行政法人評価委員会に通 なる充実・強化を図る。 に、内部統制の更なる充実・強化 行の促進に努めた。
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知された事項を参考に、内部 を図る。 また、監事監査においては、「独立行政法人水産大学
統制の更なる充実・強化を図 校監事監査規程」に基づき、本校の業務がその目的を達
る。 成するため合理的かつ能率的に運営されているか（業務

監査）、本校の会計に関する事務処理が法令その他諸規
程等に従い適正に行われているか（会計監査）の２つの
観点から監査が行われており、それらの結果を理事長に
報告するとともに、運営会議を通じて周知した。
さらに、今年度より運営会議において、各部科長が、

対応すべき課題や、短期・中長期的に重要な取組事項・
方針の報告を行い、理事長がこれに対して改善すべき事
項、優先順位について、適宜指示を行うことにより、ト
ップマネージメントの下で業務を適切かつ迅速に執行す
る体制の確保及び定期的な情報共有を図ったほか、引き
続き外部の有識者からなる外部評価委員会を設置し、外
部の視点から業務全般にわたる評価を受けた。

３ 情報の公開と保護 ５ 情報の公開と保護 ５ 情報の公開と保護 ・情報の公開と情報の保護の取組は適切に Ａ
公正で透明性の高い法人運 「独立行政法人等の保有する情報 「独立行政法人等の保有する情 本校ホームページに「情報公開」のページを設け、「独 実施されておりＡ評価とする。

営を実現し、法人に対する国 の公開に関する法律」（平成１３年 報の公開に関する法律」（平成１３ 立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」等に ・情報の公開と情報の保護が適切に行われ
民の信頼を確保する観点か 法律第１４０号）に基づき適切な情 年法律第１４０号）、「独立行政法 定められた情報（組織に関する情報、業務に関する情報、 ていると評価する。
ら、情報の公開及び個人情報 報の公開を行う。 人等の保有する個人情報の保護に 貸借対照表、損益計算書、その他の財務に関する直近の ・個人情報を適切に管理、職員に個人情報
の保護に適正に対応する。 「独立行政法人等の保有する個人 関する法律」（平成１５年法律第５ 書類の内容、組織、業務及び財務についての評価及び監 保護の周知徹底を図るなどした。
なお、情報の取扱いについ 情報の保護に関する法律」（平成１ ９号）に基づき、適切な情報の公 査に関する情報等）について、積極的に公表及び情報提 ・情報セキュリティ対策として、ウィルス

ては、情報セキュリティに配 ５年法律第５９号）に基づき個人情 開、個人情報の適切な管理を行う 供し、何時でも誰でも自由に情報が得られるように整備 対策等を実施し、ネット不正接続等を注意
慮した業務運営の情報化・電 報の適切な管理を行う。「国民を守 ほか、「国民を守る情報セキュリテ した。 喚起し、セキュリティ意識の向上及び業務
子化に取り組み、業務運営の る情報セキュリティー戦略」（平成 ィ戦略」（平成２２年５月１１日情 また、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する 環境の安全・安心化に努めた点は評価でき
効率化と情報セキュリティ対 ２２年５月１１日情報セキュリティ 報セキュリティ政策会議）に即し 法律」に基づく開示請求者に対して適切に対応できるよ る。
策の向上を図る。 政策会議）に即して情報セキュリテ て情報セキュリティ対策の推進を う、情報公開窓口専用の個室を設け、適切に対応した。

ィ対策の推進を図る。 図る。
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律」第７条の規定に基づく「独立行政法人水産大学校
の個人情報の適正な取扱のための措置に関する規程」に
基づき、個人情報の適切な管理を行ったほか、個人情報
保護に関するパンフレット・機関誌等を配付・回覧し、
職員への周知徹底を図った。
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３０件であった。

情報セキュリティ対策としては、電子メール及びWebデ
ータのウイルス除去、パソコンのウイルス感染防止対策、
スパムメールの除去並びにネット不正接続防止対策及び
個人情報の流失防止対策についての注意喚起を引き続き
行い、端末利用者のセキュリティ意識の向上及び業務環
境の安全・安心化に努めた。

４ 環境対策・安全管理の推 ６ 環境対策・安全管理の推進 ６ 環境対策・安全管理の推進 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 ・環境対策・職場の安全衛生・学生の安全 Ａ
進 環境への負荷を低減するため「国 環境への負荷を低減するため「国 に基づき、環境物品の購入等の取組みを進めるため、平 への配慮は適切に行われておりＡ評価とす
大学校の活動に伴う環境へ 等による環境物品等の調達の推進等 等による環境物品等の調達の推進 成２３年４月に調達方針を定め、るとともに、平成２２ る。

の影響に十分配慮するととも に関する法律」（平成１２年法律第 等に関する法律」（平成１２年法律 年度における調達実績については、平成２３年４月に取 ・環境対策についても適切に行われている
に、事故及び災害を未然に防 １００号）に基づく環境物品の購入 第１００号）に基づく環境物品の りまとめを行い、上記の調達方針とあわせて公表を行っ と評価する。
止する安全 等の取り組みを実施し、それらを環 購入等の取り組みを実施し、それ た。 ・メンタルヘルスに関する各種対策、各種

確保体制の整備を行う。また、 境報告書として作成の上公表する。 らを環境報告書として作成の上公 また、平成２２年度の環境報告書を取り纏め、本校の 病気の予防対策、化学物質対策、受動喫煙
環境負荷低減のためのエネルギ 「労働安全衛生法」（昭和２２年法 表するとともに、「労働安全衛生法」 ホームページ上に掲載して公表した。 防止、危険物の保安、火災や地震等の防止
ーの有効利用やリサイクルの促 律第４９号）に基づき、職場の安全 （昭和２２年法律第４９号）に基 これらの取組を通して、環境に配慮した教育研究活動 などの取り組み他、実験・実習マニュアル
進に積極的に取り組む。 衛生を確保するとともに、学生の安 づき、職場の安全衛生の確保、学 を推進した。 の基づく実験実習を行い、事故防止に努め

全に配慮した教育研究活動の実施を 生の安全に配慮した教育研究活動 た点を評価する。
図る。 の実施を図る。 職場の安全衛生を確保するため、労働安全衛生法、船

員法に定める定期健康診断及び特定業務従事者健康診断
の実施、メンタルヘルス対策として「心の健康づくり計
画」の作成、産業医と連携したインフルエンザ、熱中症
等の予防対策の周知、労働安全衛生法に定める特定化学
物質、有機溶剤使用による職員・学生の健康障害防止の
ための使用状況等の調査、屋内の全ての喫煙場所の廃止
による受動喫煙の防止、危険物取扱者２名体制による危
険物の保安、防火管理組織や防火管理資格講習（甲種）
受講者による防火管理業務の遂行による、火災・地震そ
の他の災害の予防、人命の安全確保及び被害の極限防止
などの取組を行うとともに、実験実習を行う際には、実
験・実習マニュアルに基づき細心の注意を払い、事故防
止に努めた。
また、今を年度より新たに、「メンタルヘルス相談体

制フロー図」を作成し周知を行ったほか、作業環境測定
による健康障害の防止、学生が地域消防団に加入にした

72



ことにより、地域と連携した防災体制の整備を行った。
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独立行政法人水産大学校の

平成２３事業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２２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２２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(P1)により対応

した。

２ 平成２３年度業務実績評価の具体的取組状況について

平成２３年度業務評価の具体的取組状況については、別添２(P8)により対

応した。

３ 平成２２年度及び第２期中期目標期間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２２年度及び第２期中期目標期間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(P12)、４（P16）のとおり取りまと

め、第４６回水産分科会にて水産大学校より説明があった。

４ 平成２３年度業務実績評価についての参考資料について

平成２３年度業務実績評価にあたり別添５（P21）のとおり参考資料を作成

し、評価に反映させた。

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２４年８月３日から８月１３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２３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。



 
 

平成２２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】 

指 摘 内 容 対応状況等 所 見 

（内部統制の充実・強化） 

平成 22 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する当委員会

の二次評価については、「平成22年度業務実績評価の具体的取組につい

て」（平成 23年４月 26日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政

法人評価分科会決定）において、東日本大震災の発生に伴う被災者支援

や復旧・復興対応の状況を踏まえ、二次評価を効果的かつ効率的に行う

ものとした。このうち、内部統制の評価に当たっては、平成21年度業務

実績の評価における指摘事項のフォローアップに際して、特に留意すべ

き事項として、法人の長のマネジメントに関する２つの事項（①重要な

情報等の把握及びミッション等の周知徹底並びに②ミッション等の達成

を阻害する要因（リスク）の洗い出し及び重要なリスクの把握・対応（以

下①、②を合わせて「フォローアップ事項」という。））を示したとこ

ろである。 

 

１ 内部統制に関する評価の状況 

(1) 各府省独立行政法人評価委員会等の評価結果における言及状況 

平成21年度業務実績の評価結果でフォローアップ事項について言及

されていなかった10府省の独立行政法人評価委員会等（27法人）の状

況をみると、22年度業務実績の評価結果でも言及されていなかったの

は１府省の独立行政法人評価委員会等（２法人）となっており、大半

で言及されていた。 

一方で、平成21年度業務実績の評価結果ではフォローアップ事項に

ついて言及されていたものの、22年度業務実績の評価結果で言及され

ていなかったものが５府省の独立行政法人評価委員会等（６法人）で

みられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 
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(2) 貴委員会の評価結果における言及状況 

貴委員会の評価結果におけるフォローアップ事項の言及状況につい

ては、不十分であったものが13法人中１法人（種苗管理センター）み

られた（平成21年度業務実績の評価結果において言及されていなかっ

た６法人は今回言及されていた。）。 

今後の評価に当たっては、貴委員会の見解を評価結果において明ら

かにした上で、更なる内部統制の充実・強化に資するような評価が行

われることを期待する。  

 

２ 内部統制の充実・強化に向けた今後の取組 

上記１のとおり、内部統制の取組等については、ほとんどの独立行政

法人等の評価結果において言及されるようになったところである。また、

平成22年度末で中期目標期間が終了した42法人については、「独立行政

法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」（平

成22年11月26日付け政委第30号政策評価・独立行政法人評価委員会通知）

を踏まえ、内部統制の充実・強化について新中期目標等において明記さ

れたところである。 

このように、内部統制の充実・強化に関する取組は進捗しつつあると

考える。 

今後とも、内部統制の充実・強化に資するように評価の更なる充実を

図ることが重要である。このような観点から、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」が取りまとめた報告書（注１）、

平成21年度業務実績の評価に関する二次評価意見及び最近の独立行政法

人における不祥事案件に関して法人内に設置された第三者委員会等の報

告書（注２）などを基に、内部統制の充実・強化に向けた主な留意点と

その取組の例を別紙２のとおり整理したので、別紙３及び別紙４ととも

に今後の評価において参考とされたい。 

（注１） 「独立行政法人における内部統制と評価について」（平成22

年３月公表）では、独立行政法人の内部統制を「中期目標に基づ

き法令等を遵守しつつ業務を行い、独立行政法人のミッションを

有効かつ効率的に果たすため、法人の長が法人の組織内に整備・

運用する仕組み」と定義付けているほか、独立行政法人における

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報等の把握、ミッションの周知徹底、リスクの洗い出

し、把握・対応） 

理事長は、法人において取り組むべき業務の方向性につ

いて、月１回幹部が参加する運営会議の場や、必要に応じ

全校職員を一室に集めるなど、機会ある毎に教職員への指

示・訓辞を行うと共に、活発な意見交換を意識している。

特に業務評価においては、理事長はほぼ全職員との意見交

換を行う中で、法人としての対応方針を示し、そうした方

針に沿った教職員の取り組みを促している。 

また、平成23年度より運営会議において、各部科長が、

法人のミッションを達成する上で対応すべき課題、短期・

中長期的に重要な取組事項・方針の報告を行い、理事長が

これに対して改善すべき事項、優先順位について、適宜指

示を行うことにより、業務の適切かつ迅速な執行体制の確

保及び定期的な情報共有を図ったほか、運営会議終了後、

その内容を各部科ごとの会議で報告することや、イントラ

ネットへの掲載等によって、全教職員への周知を行ってい

る。 

 

（内部監査） 

 理事長直属の監査役により、組織全体として取り組むべ

きリスクの対応のため、本校業務全般にわたり制度及び遂

行状況について監査項目を列挙した上で合法性と合理性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部監査の取組みがしっか

りと実施されている． 

 

・内部統制の充実・強化を図

るためには、理事長以下役

職員・教員間での信頼関係

の醸成が重要であり、その

点を考慮した取組が行われ

ている。 

 

・運営会議の活用に工夫をし、

情報等の把握、伝達を行い、

組織全体の効率的な業務執

行を行っている。 
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内部統制の具体的な取組を例示している。 

（注２） 近年、各法人において内部統制の取組が進められているが、

依然として国民の信頼を損なうような不祥事が発生しており、こ

れらの不祥事の発生要因の分析及び対応等を検討し、取りまとめ

られた第三者委員会の報告書における指摘事項は、内部統制の充

実・強化を図る上で参考となると考える。 

 

の観点から年度計画に基づき検証等を行った。監査役はそ

の結果を理事長に報告するとともに、監事を含めた幹部が

参加する運営会議を通じて周知した。平成 23 年度は、固

定資産の管理状況、科学研究費補助金、情報セキュリティ

等について内部監査を実施し、業務の適正かつ効率的な執

行の促進に努めた。 

（基本方針への対応等） 

平成22年12月７日に「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（以下「基本方針」という。）が閣議決定され、法人ごとに年限等を付

して講ずべき措置（以下「措置事項」という。）が示されたところであ

る。 

また、平成23年９月15日には、基本方針のフォローアップ結果が行政

刷新会議に報告され、22年度の措置事項について、遅延等の指摘が一部

になされている。 

こうした指摘を受けた措置事項についての関係府省独立行政法人評価

委員会における評価結果をみると、ほとんどの措置事項について遅延等

の原因を明らかにするなど一定のフォローアップが行われている。 

このように、基本方針に基づく措置事項のフォローアップについては、

行政刷新会議において行われているところであるが、こうした政府方針

に基づく独立行政法人の取組を促していくことは、評価の重要な役割で

もある。このため、今後の評価に当たっても、基本方針に基づく平成23

年度以降の措置事項についてフォローアップしていくことが求められ

る。 

また、行政刷新会議において検討している独立行政法人の組織・制度

の見直しの結論が出された場合には、今後の評価に当たって、その内容

にも留意することが必要である。 

（「事務・事業の見直し」への対応） 

平成 23 年４月１日より学則改正により専攻科の定員配

分を変更し、社会の需要等に応じた重点的な海技士養成が

可能な体制としたほか、国立大学法人との共同研究等の連

携を実施し、得られた知見を教育に反映することや、そこ

に参加する学生への教育効果を高めるべく、検討を行って

いる。さらに、水産業を担う人材の育成教育の効果的・効

率的な在り方について引き続き検討する。 

 また、田名臨海実験実習場の廃止に向けて、実験実習場

再編検討委員会を発足し、同実習場で行われている実習等

を他の施設に移行する方法等についても検討を行ってい

るほか、平成24年度予算においては平成22年度に比べて、

一般管理費は 16,827 千円（7.9％）、業務経費は 43,271

千円（7.5％）を削減し、事業規模の縮減を行っている。 

 

 

 

（「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平

成24年1月20日閣議決定）への対応） 

 水産大学校、水産総合研究センター、水産庁をメンバー

とする新法人設立検討委員会を平成 24 年度に発足し、水産

分野の人材育成機能及び研究開発機能を拡充させた新た

な法人の設置に向けた検討を始めた。 

 

・実験実習は水産教育に必須

であり，今後も水産業およ

びその周辺の業界を担う人

材育成のための工夫を今後

も継続して行っていただき

たい． 

 

・実習は教育効果が大きい。

田名実習場の廃止後も教育

の質の維持を求めたい。 

 

・海技士養成は水大校の重要

なミッションである。社会

の要請にこたえ，毎年安定

的に卒業生を輩出すること

が重要。 

 

・国立大学法人との人事交流

が円滑に行える制度等様々

な角度から検討を進めてい

ただきたい。 

 

・一般管理費、事業費の削減

を着実に行っている。 
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・水大校と水研センターはこ

れまでも教育研究の連携を

進めてきたが，将来の組織

の一体化によって，より効

率的にミッションが達成で

きる組織になることを望

む。 

 

（震災関連） 

平成23年３月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、別紙６のとおり、

多くの独立行政法人等にその影響が生じているが、次年度は、震災の影

響を受けた業務の年間実績を対象に評価することにもなる。 

このため、次年度の評価については、①被災者支援及び復旧・復興対

応に関する取組の場合は、当該取組が法人本来のミッションによるもの

であるか否かについて、②震災の影響で目標が未達成となった業務の場

合は、震災との因果関係等について、それぞれ精査し厳格な評価を行う

ことが必要である。 

 

①練習船「耕洋丸」において、実習の一環として水産業が

盛んな岩手県の被災地及び被災した水産高校への支援物

資の運搬、被災者への船内風呂・食事の提供等の支援を

行った。また、支援航海終了後、授業の一環として全学科

の学生を対象とした実習参加学生等による支援活動の報

告会を実施した。 

これらの取組は、法人の本来のミッションである、水産

業を担う人材の育成のための学生への教育を目的として

行っている。 

②震災の影響で目標が未達成となった業務はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実習の一環として被災地及

び被災水産高校への対応は

時宜を得たものと言える。 

 

・被災地は水産関係の施設が

多い。その復興支援活動を

行ったことは，普段の実習

では体験できない，得難い

教育効果があったと想像で

きる。 

 

・水産業へのダメージで心を

痛め，我が国の水産業の復

興および発展への志が高

まった学生も多かったので

はないだろうか．今後の水

産教育に期待したい． 

 

・あってはならない震災であ

るが、今後も大規模な地震、

津波などの大災害は起こる

ことを前提に、今回の経験

を元に法人としての震災対

応を考えておくべき。 
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【法人個別】 

独立行政法人水産大学校 

本法人が保有する２隻の練習船（耕洋丸、天鷹丸）については、中期

計画において、実習生定員に対する乗船実績や教育内容の重点化等を踏

まえ、適正かつ効率的な運用を行うこととされている。 

学生乗船率は、練習船ごとに定められた学生ベッド数に占める乗船学

生数の割合で算出するため、年度ごとの乗船率にはある程度の増減が伴

う。第２期中期目標期間（平成18年度から22年度）の天鷹丸の学生乗

船率をみると、18年度=82パーセント、19年度=87パーセント、20年度

=85パーセント、21年度=100パーセント、22年度=87パーセントと 82

パーセントから100パーセントの範囲で推移しているものの、22年度の

学生乗船率は87パーセントであり、21年度と比較して13パーセント減

少していることについて、評価結果等において、その理由が明らかにさ

れていない。 

今後の評価に当たっては、練習船の効率的運用に向けた取組について、

国民に対する分かりやすい評価を行うという観点から、過去の学生乗船

率と比較して大きな変動が生じた場合には、その変動が生じた理由を明

らかにさせた上で、厳格に評価を行うべきである。 

学生乗船率は、練習船毎に、「航海中に乗船していた学生の累

計の人・日数」を「学生ベッド数に年間運航日数を乗じた数」

で除して算出している。 

２隻の練習船は、それぞれ毎年固定された学生数で、固定さ

れた海域へ航海するといった運航を行っているわけではなく、

年度ごとで異なる各学科の所属学生数（例えば同じ海洋生産管

理学科でも平成23年度においては2年次生は46名、3年次生

は56名が乗船）や、実習・調査をする上で必要な船舶の設備、

海域等を踏まえ、それらが最適な組み合わせとなる運航計画を

毎年定め、さらにその中で学生居室において男女を別の部屋に

する（例えば女子学生が5名乗船した実習においては、4人部

屋2室を割り当て3名分の余席が発生）等を配慮した配乗を行

い、平成 23 年度においても練習船の効率的運航に努めたとこ

ろ、練習船の学生乗船率は、耕洋丸で87％（うち男：75.1％、

女：11.8％）、天鷹丸で 93％（うち男：80.7％、女：12.6％）

となり、引き続き高い乗船率を維持している。 

なお、平成22年度は専攻科生が定員の 50名を大きく超えて

おり、専攻科の実習においては耕洋丸（学生定員 60 名）を利

用する機会が多かったのですが、23年度はほぼ専攻科定員の学

生数となり、天鷹丸（学生定員 50 名）を利用する機会が増え

たため、耕洋丸の乗船率がやや減少したところ。 

 
（参考：乗船率の推移） 
 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

80% 91% 94% 95% 87%

87% 85% 100% 87% 93%

耕洋丸

天鷹丸

年度

 

・男女別室にするため，

船室の割当には一苦労

かと思う。航海実習で

は男女差のない教育し

ているが、報告書等で

は乗船者数の男女比は

必要であろう。 

 

・男女を別の部屋にする

などの合理的な理由が

あることで、乗船率が

変動することはやむを

得ないことであり、説

明を丁寧に行えば国民

の理解も得られること

である。 

 

・乗船率を高めるあまり

非効率な運航になって

は問題である。率の変

動は許容範囲と言え

る。 

 

・男女別の部屋割りにす

るため、年によって乗

船率が振れるのは致し

方ない。100％から87％

に減少したことを具体
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的な部屋割りを示して

説明したらどうか。 

水産業及びその関連分野への就職については、第２期中期目標におい

て、「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。 

これについては、昨年度の当委員会意見において「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、進学者のう

ち水産分野への進学率等を考慮した評価を行うべきである。」との指摘

を行っている。貴委員会の評価結果をみると、当委員会の指摘を踏まえ

、本科、専攻科、研究科全卒業者に占める水産関連分野への進学及び就

職割合（以下「水産関連分野進学・就職割合」という。）等を基に評価

し、「Ａ」評定（計画に対して業務が順調に進捗している）としている

ものの、研究科における「水産関連分野進学・就職割合」（71.4パーセ

ント）が目標の 75 パーセントを下回ったことに対する評価が行われて

いない。 

今後の評価に当たっては、学科ごとの人材育成に関する適切な取組を

促す観点から、本科、専攻科、研究科それぞれの「水産関連分野進学・

就職割合」についても、厳格に評価を行うべきである。 

平成 23 年度においては、就職内定者に占める水産関連就職

率は、本科：80.3％、専攻科：80.0％、研究科：87.5％であり

、全体では80.5％となった。 

また、全卒業・修了者に占める水産関連分野への進学及び就

職割合についても、本科：82.2％、専攻科：76.6％、研究科：

87.5％であり、全体では 81.4％となった。なお、前年 71.4％

であった研究科においては、定員管理を厳格に行ったことによ

り、修了生一人あたりの進路指導が強化されたことにより、大

幅に改善されたところ。 

就職希望者に占める就職内定率が95.9％（本科：95.7％、専

攻科：95.7％、研究科100%）となり、また、就職指導体制を強

化するため無料職業紹介事業の許可を受ける等新たな取り組

みも実施したところ。 

 

・就職率については、景気動

向が大きな要因となる。特

に東日本大震災で多くの

漁業関連施設が失われて

おり、その影響は今後も継

続的に続いていくことが

想定されるので、配慮が必

要。 

 

・職業の選択の自由の中での

水産関連就職率であり、一

部で目標を下回ったとし

ても全体としてどうなの

かという視点も必要。 

 

・かつて研究科における「水

産関連分野進学・就職割

合」が目標値を下回ったこ

とがあったが，その原因に

ついて、整理しておく必要

がある。また、今回海洋機

械工学科の水産分野への

就職割合が低い結果と

なっていることから、検証

を行うことが必要である。 

専攻科（船舶運航課程、船用機関課程）については、第２期中期目標

において、「二級海技士免許筆記試験の合格率80％を目指す」とされて

いる。貴委員会の評価結果をみると、専攻科全体としてその他の項目の

実績も勘案し、「Ａ」評定（計画に対して業務が順調に進捗している）

としているのみで、船舶運航課程における二級海技士（航海）免許筆記

平成23年度においては、二級海技士免許筆記試験合格率は、

船舶運航課程で 66.7％、舶用機関課程で 80.0％となり、両課

程の合計で72.7％となった。 

原因としては、内定先企業等によっては、必ずしも二級以上

の海技士資格を必須としないものもあり、こうした企業に内定

・海技免許筆記試験合格率に

問題が残る。今後の対策に

期待する。 

 

・今後の対応策が多数考えら
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試験の合格率が78.9パーセントと目標の80パーセントを下回ったこと

に対する評価が行われていない。 

今後の評価に当たっては、専攻科の課程（船舶運航課程、船用機関課

程）ごとの二級海技士免許筆記試験に関する適切な取組を促す観点か

ら、各課程それぞれの当該試験の合格率について、厳格に評価を行うべ

きである。 

した者のモチベーションの低下等による影響が大きいものと

考えているところ。 

今後は、補習授業の更なる充実や特命教授を活用した個別指

導体制の強化、個別面談による学生の意識向上、低学年からの

動機付け教育等の対応を行うことにより、合格率の向上を図っ

ていく。 

なお、専攻科のその他の取組として、専攻科入学者数の確

保や、両課程の定員配分の見直し等を行った。 

 

ており，これらの努力で水

産大学校の特色をすべて

の学生が周知し，資格取得

へのモチベーションが上

がるよう期待したい． 

 

・合格率の向上によって本来

のカリキュラムが歪んだ

ものにならないよう、十分

配慮を行うことが必要。 

 

・海技士免許取得は専攻科の

重要な教育ミッションで

ある。二級海技士試験の目

標合格率を達成すること

よりも，そもそも受験者

数，合格者数を増やすこと

の方が重要ではないか。 
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平成２３年度業務実績評価の具体的取組等について 

【（独）水産大学校】 

 

具体的取組 対応状況 所  見 

「第１ 基本的な視点」関係   

１－１ 次の点について特に留意する。 

● 法人のミッションに沿った適切な評価指標に基づ

く業績の評価 

● 過去の実績等をも踏まえた的確な業績水準の判断 

● 法人のミッション遂行に向けた取組の効率性、生

産性等及びサービスの質の向上を促すアプローチ 

● 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 

● 被災者支援及び復旧・復興対応に関する取組と法

人のミッションとの関係、法人の業績低下等と震災と

の関係を精査した厳格な評価 

水産総合研究センター、水産大学校それぞれの研究開発法人、人材育

成法人としてのミッションに沿って、中期計画等の各項目において適切

にウエイトを設定し評価を実施することとしている。また、評価の過程

で出された、それぞれの法人における問題点等の評価委員等からの意見

に対し、各法人がどのように取り組んだのかについて適切にフォローア

ップし、各法人のサービスが向上されるよう留意して評価を進めている。 

また、これまでも評価結果を出す際には、各項目においてどのように

評価を行ったのかを示してきたが、今後においてもわかりやすい説明等

に努めることとする。 

 

 

 

 

「第２ 各法人に共通する個別的な視点」関係   

「１ 政府方針等」について 

２－１ 次の点について特に留意する。 

● 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成22年12月7日閣議決定。以下「基本方針」という。）

で個別に措置を講ずべきとされた事項等で、平成23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 

 

 

 

● 当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のう

 

 

● 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

● 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 
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ち、平成23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 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 平成22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。） 

 

 

 

● 公益法人等に対する会費の支出について、「独立

行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成24

年3月23日行政改革実行本部決定）で示された観点を踏

まえた見直しを促すアプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 別様式「平成２２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）」により行う。 

 

 

 

 

● 平成 24年度より、公益法人等に対し会費（年 10万円未満のものを

除く。）を支出した場合には、四半期ごとに公表することとなっている

が、第一四半期においては該当がなかった。なお、公表の対象とならな

い平成23年度においても、該当するものはなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公益法人等に対する会費の支

出については、そのような必

要性が生じた際にはそれが真

に必要なものであるかどうか

をチェックすることが必要で

ある。引き続き取組を進めて

いただきたい。 

「３ 保有資産の管理・運用等」について   

２－３－１ 基本方針に基づき不断の見直しが求めら

れている保有資産について、法人による以下の取組に

特に留意する。 

（実物資産） 

● 職員宿舎については、「独立行政法人の職員宿舎の

見直し計画」（平成24年４月3日行政改革実行本部決定）

で示された方針等を踏まえた見直しを促すアプローチ 

● 基本方針において既に個別に措置を講ずべきとさ

 

 

 

 

● 該当なし（職員宿舎を保有していない） 

 

 

● 「独立行政法人水産大学校固定資産減損会計取扱要領」に基づき固

 

 

 

 

 

 

 

・固定資産の減損調査について
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れた施設等以外の建物、土地等における、ⅰ）利用実

態の把握状況、Ⅱ）利用実態を踏まえた保有の必要性

等の検証状況 

 

（金融資産） 

● いわゆる溜まり金の精査における、次のような運

営費交付金債務と欠損金等との相殺状況に着目した洗

い出し状況 

ⅰ）運営費交付金以外の財源で手当てすべき欠損金と

運営費交付金債務が相殺されているもの 

ⅱ）当期総利益が資産評価損等キャッシュ・フローを

伴わない費用と相殺されているもの 

定資産の減損に係る兆候の調査を毎年実施しており、平成 24 年 1 月 31

日現在遊休化等の兆候は認められず、資産の保有は必要かつ最小限のも

のであった。 

 

 

● 該当なし（ ⅰ）及びⅱ）に該当する事例はない） 

 

 

 

 

 

毎年適切に対応し、利用実態

を把握している。今後も引き

続き調査を実施し、遊休化等

のチェックを行っていくこと

が必要。 

 

２－３―２ 年金、基金、共済等の事業運営のための

資金運用について、法人における運用委託先の選定・

管理・監督に関し、次の点に特に留意する。 

● 事業用金融資金の管理・運用に関する基本方針の

策定状況及び委託先の選定・評価に関する規定状況 

● 運用委託先の評価の実施状況及び定期的見直しの

状況 

● 資金管理機関への委託業務に関する管理・監督状

況 

該当なし 

 

 

 

 

 

「６ 内部統制について」   

２－６ 内部統制の充実・強化に向けた法人の長の取

組に留意するとともに、監事の監査結果を踏まえた評

価を行っているかについて特に留意する。 

また、内部統制の充実・強化に関する法人・監事・

評価委員会の積極的な取組を注視する。 

 （注）法人の長の取組に関する評価については、こ

れまでに当委員会が示した二次意見における留意点等

を踏まえるものとする。 

理事長直属の監査役が、年度計画に基づき内部監査を行い、その結果

を理事長に報告するとともに、幹部が参加する運営会議を通じて周知し

ている。 

また、平成23年度より運営会議において、各部科長が、法人のミッシ

ョンを達成する上で対応すべき課題、短期・中長期的に重要な取組事項・

方針の報告を行い、理事長がこれに対して改善すべき事項、優先順位に

ついて、適宜指示を行うことにより、業務の適切かつ迅速な執行体制の

確保及び定期的な情報共有を図ったほか、運営会議終了後、その内容を

各部科ごとの会議で報告することや、イントラネットへの掲載等によっ

て、全教職員への周知を行っている。 

・内部統制の充実と強化が確実

に行われ、監事の任務も適正

に遂行されている． 

 

・内部監査の取組みがしっかり

と実施されている． 

 

・内部統制の充実・強化を図る

ためには、理事長以下役職

員・教員間での信頼関係の醸
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 さらに、監事には、運営会議で業務全般について、適宜意見・指摘を

受けるほか、監事監査において、「独立行政法人水産大学校監事監査規

程」に基づき、本校の業務がその目的を達成するため合理的かつ能率的

に運営されているか（業務監査）、本校の会計に関する事務処理が法令

その他諸規程等に従い適正に行われているか（会計監査）の２つの観点

から監査が行われており、それらの結果を理事長に報告するとともに、

運営会議を通じて周知した。 

  

 

成が重要であり、その点を考

慮した取組が行われている。 

 

・運営会議の活用に工夫をし、

情報等の把握、伝達を行い、

組織全体の効率的な業務執行

を行っている。 

「９ 業務改善のための役職員の具体的なイニシアテ

ィブ等についての評価」について 

  

２－９ 自然災害等に関係するリスクへの対応につい

て、法令や国等からの指示・要請に基づくもののほか、

法人独自の取組を注視する。 

● 火災、地震、その他の災害の予防のほか、役職員及び学生の安全な

らびに被害の防止を図ることを目的とした「独立行政法人水産大学校防

火管理規程」、実験実習時の学生の安全を確保するための「実験・実習

マニュアル」等を定めているほか、練習船においては海賊対策のための

船舶保安訓練等を行っている。 

 

・次世代を担う学生の安全を確

保する努力に期待している． 

● 給与水準において、国家公務員と比べて高い水準

となっていないかに留意する。 

● ラスパイレス指数は８８．２（平成23年度）であり、国家公務員よ

り給与水準が低い。 

・100 を超えておらず、適切な

水準である。国家公務員の給

与等の状況を見つつ引き続き

必要な措置を講ずることが必

要である。 
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別添３

平成２４年３月３１日現在

平成２２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

年度計画の対応箇所 評価結果における意見・指摘の内容 法人の対応状況

Ⅰ－１ ○外部評価委員の導入をはじめ事業の効率化 ○平成 23 年度より、運営会議において各部科長
「運営の効率化」 に向けたさまざまな取り組みが見られる。Ｐ が対応すべき課題や、短期・中長期的に重要な取

ＤＣＡサイクル手法の導入により、効率化の 組事項・方針の報告を行うことにより、情報の共
実をあげられたい。 有を図るとともに理事長がこれらに対して改善す

べき事項、優先順位について適宜指示を行ってい
る。各部科においては、指示に基づき取り組んだ
結果を再度運営会議で報告し、同様に改善事項や
優先順位の指示や新たな課題設定を行うことによ
り、ＰＤＣＡサイクル手法による効率化を図って
いる。

○大学校ならではのオリジナルな研究を活発 ○学会誌・専門誌以外では、本校の発行する水産
化されるため、各学会論文になじまない論文 大学校研究報告や他大学の研究報告等に積極的に
については「紀要誌」を大いに活用してほし 論文等の投稿を行っている。
い。

Ⅰ－２ ○事務遂行上の無駄を排除するチームや省エ ○平成 23 年度においては、例年消費電力が最大
「業務の効率化」 ネ推進のためのチームを立ち上げたことは評 となる夏期の電力使用量について、対前年比８％

価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定 減と具体的な削減目標を定め、省エネに取り組ん
することが望ましい。 だ。この結果、前年同時期に比べ、 15.4 ％の削減

を行うことができた。
また、従前の取組として、平成 16 年度を基準

として平成 24 年度までに温室効果ガスの排出量
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を８％以上削減する、温室効果ガス排出抑制
実施計画を実施している。

Ⅱ－１ ○本科、研究科とも入学定員管理の課題をま ○研究科の入学定員については、平成 22 年度入
「水産に関する学理及び だ残している。本科では、定員がわずかだが 試から厳格な定員管理に努めたことにより、平成
技術の教育」 一般的な基準となる 110 ％を超えているため、 24 年度の在学生は 18 名（水産技術管理学専攻： 9

注意をされたい。研究科の水産資源利用学専 名、水産資源管理利用学専攻： 9 名）となってお
攻は、今も定員管理を厳格にしなければなら り、専攻別の定員についても適正となった。
ない水準にある。 また、本科の平成 24 年度入学者数については、

203 名となっており、 110 ％を下回っている。

○研究科全体では改善がうかがえる。教育単 ○平成 23 年度の評価においては、専攻毎の成果
位となる専攻毎の評価資料がやや少ない印象 等を示した上で評価を行うこととしたい。
がある。

○専攻科では本来の役割となる海技士免許取 ○本校では水産業を担う水産系海技士として、海
得のための教育が、 3 級でみるかぎり充実し 技士資格取得に関連する船舶運航技術や舶用機関
てきていると判断できる。 5 年一貫教育を水 技術以外に漁業生産管理技術、水産機械関連技術
大校の特徴として掲げた高等教育機関として、も専攻科において教育しているところである。
2 級、１級の受験者と合格者をさらに増やす 平成 23 年度修了生においては、二級海技士の
努力をすべきであろう。少なくとも 2 級の受 筆記試験受験率は２ポイント（ 67.8 → 70.2 ％）と
験者数、合格者数を増やさなければならない。 若干ながら向上したものの、合格率は９ポイント

（ 81.5 → 72.7 ％）低下した。
これは、内定先企業等によっては、三級海技士

として一定期間の乗船した後に陸上で船舶の運航
管理や工務管理を行うことを求められる等、必ず
しも上級の海技士資格を必須としないものもある
ため、それらの企業等に内定した者のモチベーシ
ョン等の影響が大きいものと考えられる。以上の
ことも踏まえて、今後とも水産系海技士の教育水
準の向上を図りつつ、引き続き上級の海技士資格
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の受験率・合格率の向上についても努めて参りた
い。

Ⅱ－２ ○水産大学校として研究分野の優先順位化を ○第３期の研究課題を定める際には、水産業への
「水産に関する学理及び する必要はないのか、検討して欲しい。教育 貢献や研究内容を活かすことのできる教育科目を
技術の研究」 対応の研究を掲げているが、実際の研究分野 示しつつ、水産業界、教育へのアウトプット等を

については、一般の試験研究機関、大学との 踏まえ、理事長も含めた校内の幹部と協議を行い
区別がややつきにくいところがある。この間 ながら設定した。
に改善はされているので、今後も研究内容が また、第２期中期計画で学内横断的に行ってい
教育内容と深くリンクするように努めて欲し た「下関を中心とするフグ産業の高度化」の活動
い。その際には、今後は地元のみならず、よ を発展させ、第３期より「地域特産種を核とした
り広域の水産業の振興に資するテーマに水産 産業振興」、「里海の保全、活用による漁村振興」、
大学校として取り組むとともに、水産業の担「省エネや循環型社会に向けた技術開発・実用化」
い手の育成を組織の目的としていることに鑑 の３テーマに取り組んでおり、藻場の保全に係る
み、個々の教員が行う研究についても教育面 研究に関連して、学生参加のもと山口県北部地域
の効果を意識して推進して頂きたい。 で漁業者とともに磯焼けの原因となるウニの除去

を行ったほか、東日本大震災の被災地を対象とし
て特産魚種を短期蓄養することにより高付加価値
化を図るなど、水産業の振興に資する研究を積極
的に推進している。

Ⅱ－３ ○学生の就職に対するサービスの提供につい ○本校の就職対策については、学生からの評価は
「就職対策の充実」 て、学生はどのように判断しているのか。ま 就職ガイダンスや合同企業説明会に関するアンケ

た、就職先企業はどのように大学校の就職支 ート調査、企業からの評価は、合同企業説明会参
援を評価しているのか。大学校の活動自体は 加企業に対してアンケート調査を行っており、特
前進している点がうかがえるが、それを支持 に平成 23 年度においては、合同企業説明会に参
する証拠指標も同時に示すべきであろう。次 加した企業に対して、本校出身の従業員に対する
年度以降の評価に反映させていただきたい。 評価をアンケート調査新たに実施しており、これ

らの結果をもとに自己評価を行いたい。

Ⅱ－４ ○大学校の活動として焦点を絞ったほうがよ ○教育研究成果の公表、普及は、本校の社会的位
「教育研究成果の利用の いと思われた。活動がやや散漫になっている 置付けや知名度の維持、向上のほか、本校の活動
促進及び専門的知識の活 との印象があり「行政機関との密接な連携を の周知による優秀な学生の確保、教育効果の向上
用等」 図り、水産施策の立案及び推進への協力が適 に加え、学生の就職率の向上にも資するものと考

切に行われているか」、「水産に関する人材の えている。このため、行政との連絡をはじめ５項
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育成と技術向上のための研修活動等は適切に 目に渡る活動に取り組んでいる。しかしながら、
行われているか」に集約させてはどうか。 個別の対応については、その効果を踏まえ、見直

し等を行って参りたい。

Ⅱ－５ ○学生の課外活動として紹介されているいず ○海外留学や海外研修等の、新たな金銭的な負担
「学生生活支援等」 れも、水産大学校の特長が生きるものとして が伴うような制度を加えることは困難であるが、

評価する。また学生が地域社会とかかわりを 遠洋航海実習においては、外国の水産施設の見学、
持つのも、大変意義深いことと考える。今後 寄港地での国際交流や国際機関との共同調査の実
は海外留学の制度や海外研修も加えることが 施、ＪＩＣＡ等の海外からの研修生の受入におい
できれば、さらにインセンティブが高まるも ては、学生との交流の場を設けるなど、国際感覚
のと考える。 や国際貢献の重要性を認識させる教育を行ってい

る。

Ⅶ－２ ○人件費を抑制しつつ、体制強化のための取 ○教育職員の併任については、兼務により弊害が
「人事に関する計画」 組を進めたことは評価できる。一方で、教育 生じないよう、受け持っている授業時間の割り振

職員の兼務が過度になると弊害がでる恐れが り等を行っているところであるが、今後も適宜、
あるので、適時、検証をされたい。 検証等を行い、弊害が起こらないよう努めて参り

たい。

○実習教育センターの新設や重点化のため講 ○任期付職員については、本校の団塊世代の教育
座数の削減等組織再編は人員を抑制して実施 職員大量退職期にあって、教育・研究内容の継続
しており、人員計画は適切に行われている。 性維持確保のため、パーマネントの教育職員を採
人材確保の取組みに関して任期付職員につい 用する必要に迫られていることから、現時点では
ては引続き検討を進めて欲しい。人件費抑制 採用には至っていない。一方、退職した教員を再
が強く求められており、抑制は必要であるが、 雇用し、教育専門員として教育の質の担保の一助
人材確保・育成は体制強化に重要な事項なの とした。任期付職員については引き続き検討を進
で、十分慎重に行って欲しい。 めるとともに、限られた人件費の中で教育・研究

の質を維持できる人材の確保に努めて参りたい。
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別添４

平成２４年３月３１日現在

第２期中期目標期間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

年度計画の対応箇所 評価結果における意見・指摘の内容 法人の対応状況

Ⅰ－１ ○（独）大学評価・学位授与機構の審査及び ○ 平成 23 年度においては、 JABEE の中間審査
「運営の効率化」 本科の教育課程に関する JABEE（日本技術者 を受け平成 24 年 5 月に適合している旨の通知が

教育認定機構）の審査を受け、ともに認定を なされたところである。引き続き JABEE や学位
受けた。特に JABEE を始め各種資格を戦略的 授与機構等の外部からの審査を受けることによ
にすすめられたい。 り、水産大学校の教育の質のより一層の向上を図

ってまいりたい。

Ⅰ－２ ○事務遂行上の無駄を排除するチームや省エ ○平成 23 年度においては、例年消費電力が最大
「業務の効率化」 ネ推進のためのチームを立ち上げたことは評 となる夏期の電力使用量について、対前年比８％

価するが、それぞれ具体的な数値目標を設定 減と具体的な削減目標を定め、省エネに取り組ん
することが望ましい。 だ。この結果、前年同時期に比べ、 15.4 ％の削減

を行うことができた。
また、従前の取組として、平成 16 年度を基準

として平成 24 年度までに温室効果ガスの排出量
を８％以上削減する、温室効果ガス排出抑制実施
計画を実施している。

○国立大学法人では准教授や教授のポストが ○教員の採用及び昇任に係る選考は、理事長が定
空いた場合、候補者を公募して選考委員会で めた規程に基づき、教育職員人事委員会において、
審査するところも多い。内部昇格を認めない 教育職員選考基準に従って実施しており、 JABEE
わけではないが、その場合は手続きの透明性、 や学位授与機構の審査に耐えうる者を当ててお
公平性が保証されなければならない。今後検 り、透明性・公平性は確保されている。
討をしていただきたい。 なお、国立大学間の異動には流動性があるが、
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本校は単独の独立行政法人のため流動性がない
（異動時には離職しなければならない）うえ、
本校の教育の特徴である練習船や水産現場で
の実習など、実学重視の教育を行いうる教員
を育成しなければならない特殊性があり、公募制
の全面的な導入は困難なものと考えるが、可能な
場合には公募も行っており、その場合には関係機
関への文書送付に加え、本校ＨＰ及び（独）科学
技術振興機構が運営する「研究者人材データベー
ス（ JREC-IN）」に情報を掲載している。

○少子化や学生の多様化への適切な対応、学 ○水産大学校が、文部科学省の所管する大学等と
生の就職支援などの充実強化は評価する。農 比して特異な点としては、水産関連分野における
林水産省に設置される教育機関としての特異 就職割合 75 ％と具体的な数値目標を設けている
性（他の教育機関との差別化）や社会的ニー 点であり、この目標を達成するため水産物の生産
ズの動向を踏まえつつ進めていただきたい。 から消費までの総合的な教育や実学を重視した教

育等を行っている。
社会的ニーズに対応しているかどうかは、受験

倍率や就職率等により示されるものと思われるの
で、引き続きこれらの数値の維持・向上に努めて
まいりたい。

Ⅱ－１ ○全般に大変な努力をされていることに感銘 ○水産関連産業の後継者や海技士を目指す者等を
「水産に関する学理及び を受けた。意欲ある学生をうけいれるための 対象としたＣ推薦制度で入学した学生に対して
技術の教育」 推薦入学枠は非常によい取り組みだと思う。 は、リメディアル教育や補習授業等の実施により、

水産界には学力だけではなく意欲ある学生こ 学力に格差が生じないように対応している。
そ求められているからだ。彼らの入学後、卒 これらの者の中には、入学後クラス委員となり、
業後についてもぜひ、紹介してほしい。 今後学科の中心的立場で活躍することが期待され

る者や、在学中に一級海技士の筆記試験に合格す
るとともに、卒業後は水産高校に採用され現在は
指導的立場で活躍している者などがいる。
引き続き、同制度を活用した教育の充実を図っ

て参りたい。

○「出口問題」（就職状況について）の自己 ○学生の教育に対する評価としては授業評価を実
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評価と関連づけて、この項目を記述すると効 施しているほか、平成 23 年度より新たに、企業
果的な評価ができると考えられる。また、業 からの評価として、合同企業説明会に参加した企
務を提供してきた側の自己評価としては理解 業に対して、本校出身の従業員の評価をアンケー
できるが、サービスを直接に受けてきた学生 ト調査しており、平成 23 年度評価においては、
・院生の満足度や評価、彼らが就職した先の これらの結果に基づき客観性を持った評価を行う
企業・研究機関等の評価などの裏付けある資 こととしたい。
料が示されていない。今後の評価に当たって
は、項目を客観的に達成したと判断できる資
料に基づき検討していただきたい。

○専攻科においては、定員を見直し、入試制 ○本校としては水産業を担う水産系海技士とし
度を変えて人員を確保し、一環教育体制を敷 て、海技士資格取得に関連する船舶運航技術や舶
いた努力は認められる。ただ、次の点で改善 用機関技術以外に漁業生産管理技術、水産機械関
の余地がある。 連技術も専攻科において教育しているところであ
１）二級海技士免許筆記試験の受験者数の割 る。平成２３年度修了生においては、二級海技士
合が専攻科在学生の 6 割強にとどまってい の筆記試験受験率は２ポイント（ 67.8 → 70.2 ％）
ることである。 5 年一環教育体制をとって と若干ながら向上したものの、合格率は９ポイン
いる以上は、高次海技士免許の受験率を引 ト（ 81.5 → 72.7 ％）低下した。これは、内定先企
き上げる必要がある。 業等によっては、三級海技士として一定期間の乗

２）二級海技士免許試験の合格率を引き上げ 船した後に陸上で船舶の運航管理や工務管理を行
るような教育指導体制をさらに強化してい うことを求められる等、必ずしも上級の海技士資
く必要がある。 格を必須としないものもあるため、それらの企業

等に内定した者のモチベーション等の影響が大き
いものと考えられる。以上のことも踏まえて、今
後とも水産系海技士の教育水準の向上を図りつ
つ、引き続き上級の海技士資格の受験率・合格率
の向上についても努めて参りたい。

○研究科についてだが、定員管理において、 ○研究科の入学定員については、平成 22 年度入
本来、定員が配置されている専攻単位の数値 試から厳格な定員管理に努めたことにより、平成
を本資料に示すべきではないか（資料には示 24 年度の在学生は 18 名（水産技術管理学専攻： 9
してあるが）。全体では定員の大幅な超過は 名、水産資源管理利用学専攻： 9 名）となってお
解消されてきているように見えるが、水産資 り、専攻別の定員についても適正となった。
源管理利用学専攻は、期間中、減少はしてい
るものの定員超過のまま推移している（平成
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２２年度でも 190 ％）。教育組織である専攻単
位で定員管理ができるよう努めるべきであろ
う。

Ⅱ－２ ○今後においては、 １）第３期の研究課題設定時には、研究内容を活
「水産に関する学理及び １）水産大学校の本来的な機能は水産分野に かすことのできる教育科目を示しつつ、水産業
技術の研究」 対する人材供給の役割であり、研究分野は 界、教育へのアウトプット等を踏まえ理事長も

それを補足するものである。試験研究機関 含めた校内の幹部と協議を行いながら設定した
ではない以上、教員が研究に振り向けるエ ほか、年度評価においても、研究課題毎に、教
フォートの管理をできるだけ適正に行う必 育への反映状況を評価し、必要に応じ改善等を
要がある。たえず、業務対応研究とは何か、 指示した。
各分野で確認しながら研究を進めること、 ２）上記の課題設定及び年度評価の過程で、研究

２）行政・産業に貢献できる研究活動をいっ 課題毎に行政・産業・地域振興に貢献する研究
そう充実させること、 活動についても、貢献内容の確認や評価、必要

について検討を進めていただきたい。 に応じた改善等の指示をしているほか、平成 23
年度より学内横断的プロジェクトとして、「地
域特産種を核とした産業振興」、「里海の保全、
活用による漁村振興」、「省エネや循環型社会
に向けた技術開発・実用化」の３課題に取り組
んでいる。

Ⅱ－３ ○検討を要することとして、 １）平成 23 年度専攻科修了生の水産関連分野へ
「就職対策の充実」 １）専攻科修了生の就職率はよいが、水産関 の就職割合は、船舶運航課程で 76.2 ％、舶用機

連産業への就職率は必ずしも高いわけでは 関課程で 83.3 ％と、全体の目標である 75 ％に
ない。本科以上に就職支援を強化しなけれ ついてはクリアしており、本年度以降も引き続
ばならない社会的ニーズが低いと判断され き目標達成されるよう努力したい。
かねない、 ２）平成 23 年度評価にあたっては、本科、研究

２）本科、研究科、専攻科にわけた資料と指 科、専攻科ごとに、水産関連分野への就職割合
標をもとに就職状況を評価すること、 等の指標を示し、これらの結果をもとに評価を

について検討を進めていただきたい。 行いたい。

Ⅱ－４ ○具体的指標のいずれも十分に満たした活動 ○平成 23 年度における、水産高校等と連携した
「教育研究成果の利用の を行っていると思う。「魚をとる→流通・加 取組みとしては、生徒や教員を対象とした研修の
促進及び専門的知識の活 工→販売→食の安全・安心、健康面からの魚 受入や本校教員を講師として派遣したほか、東日
用等」 食の意義」までを一貫した形で教育している 本大震災で被災した水産高校に対する作業服、教
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大学として、ひきつづきアピールしてほしい。 科書、自転車等の支援物資の運搬を行った。新た
今後、全国の水産高校と連携したイベント等 なイベント等の開催には予算的な制約もあり困難
もアピールの機会として考えられるのではな を伴うが、引き続き可能な範囲でアピールを行っ
いか。 てまいりたい。

○インパクトファクターは英文ジャーナル誌 平成 22 年度より、インパクトの高い媒体への
での被引用件数から計算されるため、水産技 公表を促進するため論文掲載料の予算的支援措置
術のように地元密着型、日本型の実学の場合、 等を導入したところではあるが、研究業績の評価
必ずしも業績の評価として適当でない場合も にあたっては、インパクトの高い媒体以外の論文
あることを、留意する必要があろう。 や著書等の実績も含めて評価を行っている。

Ⅱ－５ ○平成２３年度以後は東日本大震災の影響か ○東日本大震災で被災した学生を対象に、授業料、
「学生生活支援等」 ら、家族問題の出てくる学生や就職活動に困 入学料、入学検定料の免除制度を充実させ、延べ

難が出てくる学生、全般的な就職難が予想さ 10 名（前期・後期各５名）の学生の授業料につ
れる。これらの事態に対しても新たな取り組 いて、全額または半額を免除した。
みを期待したい。 また、企業訪問、就職説明会や合同企業説明会

の開催といった取組のほか、学生の就職や心身の
健康に関する相談体制を維持することなどによ
り、厳しい環境の中、全体の就職内定率としては
９５．９％を確保した。

Ⅶ－２ ○少子化による受験者数の減少を防ぐため、 ○水産大学校の特色ある教育を維持するため、人
「人事に関する計画」 さらにきめ細かな対策を講じられたい。この 件費抑制が強く求められる中、学位授与、JABEE、

ためには、魅力ある学習内容であること、ま 海技士資格の取得等を行う上で必要不可欠な人材
たそれが実社会と遊離しないよう、広く水産 を確保するとともに、社会的ニーズを意識した活
業界に精通した人材を揃えられたい。 動が促進されるよう、「行政・産業・地域への貢

献活動と教育への反映状況」を各学科の業務実績
の評価項目として掲げ、実社会の現状や課題、対
応策などの知見を教育に反映させるよう努めてい
る。
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水産大学校平成２３年度業務実績補足資料 

 

 

１．学生乗船率の推移について 

学生乗船率は、練習船毎に、「航海中に乗船していた学生の累計の人・日数」を「学生ベッド数に年

間運航日数を乗じた数」で除して算出しています。 

２隻の練習船は、それぞれ毎年固定された学生数で、固定された海域へ航海するといった運航を行っ

ているわけではなく、年度ごとで異なる各学科の所属学生数（例えば同じ海洋生産管理学科でも平成 23

年度においては 2年次生は 46名、3年次生は 56名が乗船）や、実習・調査をする上で必要な船舶の設

備、海域等を踏まえ、それらが最適な組み合わせとなる運航計画を毎年定め、さらにその中で学生居室

において男女を別の部屋にする（例えば女子学生が 5名乗船した実習においては、4人部屋 2室を割り

当て 3 名分の余席が発生）等を配慮した配乗を行い、平成 23 年度においても練習船の効率的運航に努

めたところ、練習船の学生乗船率は、耕洋丸で 87％（うち男：75.1％、女：11.8％）、天鷹丸で 93％

（うち男：80.7％、女：12.6％）となり、引き続き高い乗船率を維持しております。 

なお、平成 22 年度は専攻科生が定員の 50 名を大きく超えており、専攻科の実習においては耕洋丸（

学生定員 60名）を利用する機会が多かったのですが、23 年度はほぼ専攻科定員の学生数となり、天鷹

丸（学生定員 50名）を利用する機会が増えたため、耕洋丸の乗船率がやや減少しました。 

 

（参考：乗船率の推移） 

 
 

 

２．専攻科の定員充足率について 

専攻科生が天鷹丸の学生定員 50 名を大きく超えてしまうと、専攻科定員（50 名）の枠内に収まって

いる場合と比べて航海数を増やす必要が生じます。しかし、現状の運航計画は労働日数、経費の面から

限界に近く、これ以上航海を増やすことはできないため、23 年度より専攻科の定員管理を更に厳格に

行っております。 

一方で、自己都合により 22 年度途中で休学した者が、23 年度途中で復学するための余席を確保する

必要があり、わずかながら定員充足率が 100％を割る結果となりました。 

 

 

３．専攻科における二級海技士免許筆記試験について 

平成 23 年度においては、二級海技士免許筆記試験合格率は、船舶運航課程で 66.7％、舶用機関課程

で 80.0％となり、両課程の合計で 72.7％となりました。 

原因としては、内定先企業等によっては、必ずしも二級以上の海技士資格を必須としないものもあり、

こうした企業に内定した者のモチベーションの低下等による影響が大きいものと考えています。 

今後は、補習授業の更なる充実や特命教授を活用した個別指導体制の強化、個別面談による学生の意

識向上、低学年からの動機付け教育等の対応を行うことにより、合格率の向上を図ってまいります。 

 

 

４．海洋機械工学科の水産分野への就職割合等について 

海洋機械工学科については、半数以上が専攻科等に進学するため、本科卒業時点で就職する者は少な

く、水産関連分野への就職内定率は年度により大きく変動（過去５年(H19～23)：59～100％）しますが、

教員による企業訪問等では本校学生に対する需要は根強いものがございます。 

また、海洋機械工学科に連接する専攻科機関課程においては 83.3％が水産分野に就職するなど、水産

分野への人材供給という本校の目的を果たしており、海洋機械工学科の、縮小再編等の計画は現時点で

はありません。 

なお、業務実績報告書資料編では学科別の就職率も示していますが、水産分野への就職率は本科・専

攻科・研究科、全体に対する目標であり、その自己評価の決定にあたっては全体の数値で行っています。 

 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

80% 91% 94% 95% 87%

87% 85% 100% 87% 93%

耕洋丸

天鷹丸

年度

別添５ 
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５．水産分野への就職割合について 

平成 23 年度においては、就職内定者に占める水産関連就職率は、本科：80.3％、専攻科：80.0％、

研究科：87.5％であり、全体では 80.5％となりました。 

また、全卒業・修了者に占める水産関連分野への進学及び就職割合についても、本科：82.2％、専攻

科：76.6％、研究科：87.5％であり、全体では 81.4％となりました。なお、前年 71.4％であった研究

科においては、定員管理を厳格に行ったことにより、修了生一人あたりの進路指導が強化されたことに

より、大幅に改善されたところです。 

就職希望者に占める就職内定率が 95.9％（本科：95.7％、専攻科：95.7％、研究科 100%）となり、

また、就職指導体制を強化するため無料職業紹介事業の許可を受ける等新たな取り組みも実施していま

す。 

 

 

６．教育職員の実施する研究について 

 「科学研究費補助金による研究実施規程」等により、教育業務の遂行に支障がないものと認められる

もののみを実施することとしています。 
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