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確認事項

法人内における資源配分が適切かつ効果的に行われたかどうかを検証する仕組
みが整備されているか。

評価結果を踏まえた配分見直しの検討を行っているか。

（添付資料）

「「「「各法人共通各法人共通各法人共通各法人共通のののの資料資料資料資料・・・・データデータデータデータ一覧一覧一覧一覧」」」」

○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。（資料１関係）

○法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じて資源配分の修正が行われている
か。（資料２関係）

確認事項

学長等の裁量の予算、定員・人件費を設定しているか。

（添付資料）

１－２．学長等裁量分の額、人数、配分方法（決定体制を含む）、配分対
象

（（（（１１１１））））業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化

１－１．学長等裁量予算、定員・人件費の配分方針

　　　　　〃　　　　　　　　　　　について法人内で検討しているか。

　　　　　〃　　　　　　　　　　　で具体的に改善した事柄はあるか。

○外部有識者の積極的活用を行っているか。（資料３関係）

確認事項

資源配分に関して中間・事後評価が実施されたか。

（添付資料）

学外委員からの法人運営に関する意見があったか。

①中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学
法人の経営に関するもの

経営協議会において、法令（国立大学法人法第20条第4
項）で規定されている以下の審議事項が審議されている
か。

⑦組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関
する事項
（自己点検・評価のうち、組織及び運営の状況に関する事項
など）

２－１．中間・事後評価実施規程等、体制の整備が確認できる資料

２－３．資源配分方針、配分実績が確認できる資料、見直しを行っていれ
ば見直し状況が確認できる資料

２－２．評価の実施状況や評価実績等が確認できる資料

②中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関
するもの

③年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関
するもの

④経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項（学
則、会計規程、役員報酬規程、職員の給与及び退職手当の
支給基準など）

⑤平成20年度予算

⑥平成18年度決算
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評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

（添付資料）

６－２．全国共同利用のための学内体制整備や資源配分の状況が確認でき
る資料

３－１．経営協議会の議事録又は議事要旨
（平成19年度における経営協議会の開催回数　４　回）

３－２．上記①～⑦の各項目が、いつ開催の経営協議会で、どの審議事項
として審議されたかが確認できる整理表

３－３．経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した、
主な取組事例

（添付資料）

○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか。（資料５関係）

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料11－１関係）

（添付資料）

５－２．教育研究組織の活性化に向けた検討状況がわかる資料

○法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。（資料６関係）

確認事項

法人全体としての組織的な研究活動推進のための取組があるか。
（～平成19年度）

全国共同利用の附置研究所及び研究施設を設置する法人において、
全国共同利用に必要な措置を行っているか。（～平成19年度）

（添付資料）

４－５．内部監査の指摘事項を法人運営の改善に活用した主な取組事例、
または、改善に向けた主な取組事例

確認事項

教育研究組織の見直しの機会が設けられているか。（～平成19年度）

教育研究組織の見直しの検討が行われているか。（～平成19年度）

４－１．実際に実施した監事監査の実施スケジュール及び監事監査報告書

４－２．監事の指摘事項を法人運営の改善に活用した主な取組事例、また
は、改善に向けた主な取組事例

４－３．実際に実施した内部監査の実施スケジュール及び内部監査報告書

４－４．内部監査の実施体制図（実績報告書に記載する事務組織図で確認
可能な場合は省略可）

監査対象組織からの独立性が担保された監事補佐の体制が整備されているか。

事務局から独立した内部監査組織の設置など、監査対象組織からの独立性が担
保された内部監査の実施体制が整備されているか。

確認事項

監事からの指摘事項で具体的に改善した事柄、または、改善に向け
た取組はあるか。

内部監査の指摘事項で具体的に改善した事柄、または、改善に向け
た取組はあるか。

５－１．教育研究組織の見直しの仕組みがわかる資料

６－１．法人全体としての組織的な研究活動推進のための取組状況が確認
できる資料

ある・いる ない・いない
指摘事項
の有無

○監査機能の充実が図られているか。（資料４関係）

確認事項

３－４．経営協議会で学外委員からの意見を積極的に取り上げるための体
制・取組例



○

○

いる いない

○

○

○

有 無

○

○

○

○

いる いない

○

有 無

○

ある・いる ない・いない

○

有 無

○

○

ある・いる ない・いない

○

有 無

○

○

いる いない

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料11－３関係）

○施設マネジメント等が適切に行われているか。（資料９関係）

（添付資料）

（（（（４４４４））））そのそのそのその他他他他のののの業務運営業務運営業務運営業務運営にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項

11－１－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け
資料

11－１－１．平成17・18年度評価結果で課題として指摘された事項及びそ
れに対する平成19年度の対処の有無の一覧表

11－３－１．平成17・18年度評価結果で課題として指摘された事項及びそ
れに対する平成19年度の対処の有無の一覧表

11－３－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け
資料

確認事項

11－２－１．平成17・18年度評価結果で課題として指摘された事項及びそ
れに対する平成19年度の対処の有無の一覧表

評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

（（（（３３３３））））自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価及評価及評価及評価及びびびび情報提供情報提供情報提供情報提供

確認事項

確認事項

確認事項

○財務内容の改善・充実が図られているか。（資料７関係）

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通じて、人件費削減に向けた取
組が行われているか。（資料８関係）

７－１．部局の外部資金受入額の予算配分への反映によるインセンティブ
付与の内容がわかる資料

（（（（２２２２））））財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善

部局等の自己収入増加についてインセンティブを付与しているか。

財務情報の分析を行い、その分析結果を大学運営の改善に活用しているか。

随意契約に係る情報公開等を通じて契約の適正化を図っているか。

７－４．その他、随意契約の適正化に向けた取組

７－２．財務情報の分析、活用の内容がわかる資料

（添付資料）

７－３．随意契約に係る情報公開の取組

（添付資料）

11－２－２．年度評価結果について検討し反映した具体的内容及び裏付け
資料

（添付資料）

評価委員会の評価結果（課題として指摘された事項）について検討し反映した
か。

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。（資料11－２関係）

８－１．人件費削減計画及び削減実績

平成１９年度における人件費削減にかかる取組が、年度計画を達成している
か。

確認事項



○

○

○

○

○

有 無

○

○

○

○

○

全学有 特定部局有 無

○

○

有 無

○

○

９－５．省エネルギー対策等や地球温暖化対策に関する取組状況（中長期
的な目標やその達成状況、取組状況等）

９－４．施設の維持管理の取組状況

（添付資料）

９－１．施設マネジメントの取組状況

施設マネジメントの活動が行われているか。

長期的な視点に立ったキャンパス計画等を策定し一貫性をもって施設の整備が
行われているか。（～平成１９年度）

○危機管理への対応策が適切にとられているか。（資料10関係）

９－３．既存施設・設備の有効活用への取組状況（講義室等の稼働率や共
同利用スペースの確保面積等）

施設の維持管理が計画的に行われているか。

省エネルギー対策や地球温暖化対策に関する計画的な取組が行われているか。
（～平成１９年度）

９－２．中長期的な視点に立ったキャンパス計画等の策定状況

施設・設備の有効活用が行われているか。

（添付資料）

研究費の不正使用防止のための体制、ルールを整備しているか。

10－２．研究費の不正使用防止のための体制、ルールの整備状況

10－１．安全衛生講習の実施、予防訓練、啓発活動等、事件・事故防止に
向けた取組

災害、事件・事故、薬品管理等に対する予防的措置が講じられてい
るか。

確認事項
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