
国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案について

国立大学法人の中期目標の変更について４法人の意見が、中期計画の変更について

３４法人の申請があった。それぞれの変更内容については以下のとおり。

１ 政府出資による事業を推進するための目標・計画の変更 ４法人

○ 平成２４年度補正予算に伴う政府出資による産学連携事業を推進するための

目標・計画の変更

東北、東京、京都、大阪

２ その他の計画の変更 ３２法人

○ 国立大学改革強化推進補助事業等の実施に伴う計画の変更 ３２法人

北海道、北海道教育、室蘭工業、小樽商科、帯広畜産、旭川医科、北見工業、

福島、筑波、千葉、東京学芸、長岡技術科学、金沢、名古屋、愛知教育、豊橋

技術科学、三重、京都、京都教育、大阪、大阪教育、奈良教育、山口、

徳島、鳴門教育、香川、愛媛、高知、九州、長崎、鹿児島、鹿屋体育

資料１
国立大学法人評価委員会

総会（第43回）H25.3.28



１　政府出資による事業を推進するための目標・計画の変更　４法人

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

 ３ その他の目標  ３ その他の目標を達成するための措置

①平成２４年度補正予算（第１号） による運営費交付
金及び政府出資金を用いて、出資の際に示された条
件を踏まえつつ、企業との共同研究を着実に実施する
ことにより、研究成果の事業化を促進する。その際、
事業の透明性を確保するとともに適切な進捗管理を
図り、社会に対する説明責任を果たすため、外部有識
者を含む委員会の設置や専門性を有する外部人材の
配置などの体制整備等を図る。

①研究成果の事業化の促進
□平成２４年度補正予算（第１号） による運営費交
付金及び政府出資金を用いて、事業化に向けた
産学共同の研究開発を推進する。研究開発の実
施にあたっては、予め、事業の目的などを定めた
事業計画を策定するとともに、学外有識者を含む
委員会の設置や専門性を有する外部人材の配置
等により、外部からの専門的な視点を盛り込むな
どの体制整備を図る。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

 ３ その他の目標  ３ その他の目標を達成するための措置

①平成２４ 年度補正予算（第１号） による運営費交付
金及び政府出資金を用いて、出資の際に示された条
件を踏まえつつ、企業との共同研究を着実に実施する
ことにより、研究成果の事業化を促進する。その際、
事業の透明性を確保するとともに適切な進捗管理を
図り、社会に対する説明責任を果たすため、外部有識
者を含む委員会の設置や専門性を有する外部人材の
配置などの体制整備等を図る。

①平成２４年度補正予算（第１号） による運営費交
付金及び政府出資金を用いて、事業化に向けた
産学共同の研究開発を推進する。研究開発の実
施にあたっては、予め、事業の目的などを定めた
事業計画を策定するとともに、学外有識者を含む
委員会の設置や専門性を有する外部人材の配置
等により、外部からの専門的な視点を盛り込むな
どの体制整備を図る。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

 ３ その他の目標  ３ その他の目標を達成するための措置

・平成２ ４ 年度補正予算（ 第１ 号） による運営費交
付金及び政府出資金を用いて、出資の際に示された
条件を踏まえつつ、企業との共同研究を着実に実施
することにより、研究成果の事業化を促進する。その
際、事業の透明性を確保するとともに適切な進捗管理
を図り、社会に対する説明責任を果たすため、外部有
識者を含む委員会の設置や専門性を有する外部人材
の配置などの体制整備等を図る。

・平成２４年度補正予算（第１号） による運営費交
付金及び政府出資金を用いて、事業化に向けた
産学共同の研究開発を推進する。研究開発の実
施にあたっては、予め、事業の目的などを定めた
事業計画を策定するとともに、学外有識者を含む
委員会の設置や専門性を有する外部人材の配置
等により、外部からの専門的な視点を盛り込むな
どの体制整備を図る。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

 ３ その他の目標  ３ その他の目標を達成するための措置

（研究成果の事業化の促進） （研究成果の事業化の促進）

14. 平成２ ４ 年度補正予算（第１号） による運営費交
付金及び政府出資金を用いて、出資の際に示された
条件を踏まえつつ、企業との共同研究を着実に実施
することにより、研究成果の事業化を促進する。その
際、事業の透明性を確保するとともに適切な進捗管理
を図り、社会に対する説明責任を果たすため、外部有
識者を含む委員会の設置や専門性を有する外部人材
の配置などの体制整備等を図る。

14-1.平成２４年度補正予算（第１号） による運営
費交付金及び政府出資金を用いて、事業化に向
けた産学共同の研究開発を推進する。研究開発
の実施にあたっては、予め、事業の目的などを定
めた事業計画を策定するとともに、学外有識者を
含む委員会の設置や専門性を有する外部人材の
配置等により、外部からの専門的な視点を盛り込
むなどの体制整備を図る。

※すべて新規に追加する内容

中期目標変更内容

東北大学

（３）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標
（３）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標を達
成するための措置

大学名 中期計画変更内容

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた
めの措置

大阪大学

（３）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標
（３）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標を達
成するための措置

10

22

52

55

東京大学

（３）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標
（３）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標を達
成するための措置

京都大学

（５）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標
（５）平成２４年度補正予算（第１号）に関する目標を達
成するための措置

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた
めの措置

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた
めの措置

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた
めの措置
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２　その他の計画の変更　３２法人

変更前 変更案

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し，事務の効率
化・合理化のための取組を行う。

業務運営

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、教養教育を
充実させる。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、入学前の留
学生を対象とした準備教育に取り組む。

教育研究

2 国立獣医系４大学群に
よる欧米水準の獣医学教
育実施に向けた連携体制
の構築

（新規）

獣医学教育を改善・充実させるため，帯広畜
産大学、山口大学、鹿児島大学との連携教育
体制を構築し，欧米水準の獣医学教育実現に
向けた取組を行う。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し，事務の効率
化・合理化のための取組を行う。

業務運営

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、教養教育を
充実させる。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、入学前の留
学生を対象とした準備教育に取り組む。

教育研究

6 大学間連携による教員
養成の高度化支援システ
ムの構築～教員養成ル
ネッサンス・HATOプロ
ジェクト～

（新規）

東京学芸大学、愛知教育大学及び大阪教育大
学との連携を推進し、全国の教員養成教育の
諸課題に対応するための機構を設置し、その
下に活動拠点としてセンターを置き、全国の
教員養成系大学・学部との交流の拠点とす
る。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し，事務の効率
化・合理化のための取組を行う。

業務運営

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、教養教育を
充実させる。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、入学前の留
学生を対象とした準備教育に取り組む。

教育研究

4 小樽商科大学

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、入学前の留
学生を対象とした準備教育に取り組む。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し，事務の効率
化・合理化のための取組を行う。

業務運営

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、教養教育を
充実させる。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、入学前の留
学生を対象とした準備教育に取り組む。

教育研究

2 国立獣医系４大学群に
よる欧米水準の獣医学教
育実施に向けた連携体制
の構築

④ 獣医学教育を充実させるため、北海道大
学との共同教育課程を実施するとともに、他
大学との連携を強化する。

獣医学教育を充実させるため、北海道大学と
の共同教育課程を実施するとともに、山口大
学、鹿児島大学との連携教育体制を構築し、
欧米水準の獣医学教育実現に向けた取組を行
う。

教育研究

大学名 事業名
変更内容

分類

1 北海道大学

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～

2
北海道教育大
学

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～

3 室蘭工業大学

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～

5 帯広畜産大学

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～
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変更前 変更案
大学名 事業名

変更内容
分類

○ 業務の外部委託等について見直しを含め
た調査を行い、積極的に活用する。

○ 業務の外部委託等について見直しを含め
た調査を行い、積極的に活用するとともに、
北海道地区の国立大学と連携し，事務の効率
化・合理化のための取組を行う。

業務運営

① 留学生のために、日本語・日本文化も含
めた特別プログラムを構築するなど、修学支
援体制を充実させる。

① 留学生のために、日本語・日本文化も含
めた特別プログラムを構築するなど、修学支
援体制を充実させる。さらに、北海道地区の
国立大学と連携し、入学前の留学生を対象と
した準備教育に取り組む。

教育研究

（新規）
② 北海道地区の国立大学と連携し、教養教
育を充実させる。

教育研究

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し，事務の効率
化・合理化のための取組を行う。

業務運営

（新規）
北海道地区の国立大学と連携し、入学前の留
学生を対象とした準備教育に取り組む。

教育研究

（新規）
② 北海道地区の国立大学と連携し、教養教
育を充実させる。

教育研究

14 福島大学
4 環境放射能の動態と影
響を解明する先端研究拠
点の整備

【24】地域社会の諸問題解決のために、地域
の自治体、民間企業及び他大学等との連携に
よる研究を推進する。

【24】地域社会の諸問題解決のために、地域
の自治体、民間企業及び他大学等との連携に
よる研究を推進するとともに、環境放射線研
究所（仮称）を設置し、環境放射能動態の解
明に取り組む。

教育研究

16 筑波大学

5 筑波大学と鹿屋体育大
学の連携による体育・ス
ポーツにおける共同専攻
の設置

③幅広い学際性や異分野融合性を必要とする
分野における教育課程の革新を目指して、複
数研究科間や他大学との連携による共同教育
課程の設置、海外の大学との連携を含む各種
デュアル･ディグリープログラムを実施す
る。

③幅広い学際性や異分野融合性を必要とする
分野における教育課程の革新を目指して、複
数研究科間の共同教育課程の設置、海外の大
学との連携を含む各種デュアル･ディグリー
プログラムを実施する。

④鹿屋体育大学と体育・スポーツ学分野にお
ける共同専攻の設置を目指し、共同学位プロ
グラム等を実施する。

教育研究

21 千葉大学

8 真の疾患予防を目指し
たスーパー予防医科学に
関する３大学（千葉・金
沢・長崎）革新予防医科
学共同大学院の設置

（新規）

本学，金沢大学及び長崎大学の有する強み・
特色を活かし，健康・医療・環境に関する地
球規模の課題を解決に導く人間性豊かな人材
の育成・輩出を担う共同大学院の設置を目指
し，教育研究環境を整備する。

業務運営

25 東京学芸大学

6 大学間連携による教員
養成の高度化支援システ
ムの構築～教員養成ル
ネッサンス・HATOプロ
ジェクト～

（新規）

北海道教育大学、愛知教育大学及び大阪教育
大学との連携を推進し、全国の教員養成教育
の諸課題に対応するための機構を設置し、そ
の下に活動拠点としてセンターを置き、全国
の教員養成系大学・学部との交流の拠点とす
る。

教育研究

35
長岡技術科学
大学

7 三機関（長岡技術科学
大学、豊橋技術科学大
学、国立高等専門学校機
構）が連携・協働した教
育改革～世界で活躍し、
イノベーションを起こす
実践的技術者の育成～

（新規）

・豊橋技術科学大学及び国立高等専門学校機
構と連携・協働して教育改革を行うための実
施体制を構築し、グローバル人材とイノベー
ション人材を養成する。

教育研究

38 金沢大学

8 真の疾患予防を目指し
たスーパー予防医科学に
関する３大学（千葉・金
沢・長崎）革新予防医科
学共同大学院の設置

（新規）

本学，千葉大学及び長崎大学の有する強み・
特色を活かし，健康・医療・環境に関する地
球規模の課題を解決に導く人間性豊かな人材
の育成・輩出を担う共同大学院の設置を目指
し，教育研究環境を整備する。

業務運営

6 旭川医科大学

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～

北見工業大学7

1 北海道内国立大学の機
能強化について～北大を
拠点とする連携体制の構
築～
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変更前 変更案
大学名 事業名

変更内容
分類

※文部科学省「世界トッ
プレベル研究拠点プログ
ラム」及び「国際科学イ
ノベーション拠点整備事
業」を実施するための変
更。

Ｋ10　中核的な研究拠点を形成する。 Ｋ10 「世界トップレベル研究拠点プログラ
ム」や「国際科学イノベーション拠点整備事
業」等の推進により中核的研究拠点を形成す
る。

教育研究

9 アジアを中心とする国
際人材育成と大学連携に
よる国際化の加速度的推
進

Ｋ17　国際プログラム群を設けること等によ
り留学生の比率を10％以上に増やし、国際化
に対応した教育プログラムを充実させる。

Ｋ17　国際プログラム群を設けること等によ
り留学生の比率を10％以上に増やし、国際化
に対応した教育プログラムを充実させる。
海外拠点等を活用し、愛知教育大学、三重大
学等と連携してグローバル人材の育成に取り
組む。

教育研究

6 大学間連携による教員
養成の高度化支援システ
ムの構築～教員養成ル
ネッサンス・HATOプロ
ジェクト～

（新規）

北海道教育大学、東京学芸大学及び大阪教育
大学との連携を推進し、全国の教員養成教育
の諸課題に対応するための機構を設置し、そ
の下に活動拠点としてセンターを置き、全国
の教員養成系大学・学部との交流の拠点とす
る。

教育研究

9 アジアを中心とする国
際人材育成と大学連携に
よる国際化の加速度的推
進

（新規）
名古屋大学と三重大学等と連携してグローバ
ル人材の育成に取り組む。

教育研究

48
豊橋技術科学
大学

7 三機関（長岡技術科学
大学、豊橋技術科学大
学、国立高等専門学校機
構）が連携・協働した教
育改革～世界で活躍し、
イノベーションを起こす
実践的技術者の育成～

（新規）

③　長岡技術科学大学及び国立高等専門学校
機構と連携・協働して教育改革を行うための
実施体制を構築し、グローバル人材とイノ
ベーション人材を養成する。

教育研究

49 三重大学

9 アジアを中心とする国
際人材育成と大学連携に
よる国際化の加速度的推
進

（新規）
名古屋大学と愛知教育大学等と連携してグ
ローバル人材の育成に取り組む。

教育研究

52 京都大学

10 グローバル化に対応
した教学マネジメントの
ための組織改革～国際高
等教育院（仮称）の設置
及び学部等のグローバル
化の推進～

（新規）

国際標準モデルの大学教育システムの確立
や、全学的な教学マネジメント体制の構築
等、全学的な大学教育改革を実施するため国
際高等教育院（仮称）を整備する。

業務運営

53 京都教育大学

12 「学び続ける教員」
のための教員養成・研修
高度化事業～京阪奈三教
育大学連携による教員養
成イノベーションの創生
～

○大阪教育大学及び奈良教育大学との連携を
推進し、教養教育等大学教育を充実する。

○大阪教育大学及び奈良教育大学との連携を
推進し、資源の相互利用によって教養教育等
の大学教育を充実させるとともに、三大学に
設置した協議会の下にセンターを置き、教員
養成の高度化と質保証を図り、連携のリー
ジョナル化に対応した連携拠点とする。

教育研究

55 大阪大学

11 研究型大学のガバナ
ンス改革実行プラン～
「大学の中の大学」構想
～

（新規）

（未来戦略機構による大学改革の推進）
17-1.「大阪大学未来戦略機構」を設置し、
機構長である総長のリーダーシップのもと、
基礎研究の推進、大学のグローバル化、グ
ローバル人材の育成など大学に求められる課
題に柔軟かつ機動的に取り組み、積極的な大
学改革を進める。

業務運営

6 大学間連携による教員
養成の高度化支援システ
ムの構築～教員養成ル
ネッサンス・HATOプロ
ジェクト～

（新規）

３　北海道教育大学、東京学芸大学及び愛知
教育大学との連携を推進し、全国の教員養成
教育の諸課題に対応するための機構を設置
し、その下に活動拠点としてセンターを置
き、全国の教員養成系大学・学部との交流の
拠点とする。

教育研究

12 「学び続ける教員」
のための教員養成・研修
高度化事業～京阪奈三教
育大学連携による教員養
成イノベーションの創生
～

３　京都教育大学及び奈良教育大学との連携
を推進し、教養教育等の大学教育を充実させ
る。

４　京都教育大学及び奈良教育大学との連携
を推進し、資源の相互利用によって教養教育
等の大学教育を充実させるとともに、三大学
に設置した協議会の下にセンターを置き、教
員養成の高度化と質保証を図り、連携のリー
ジョナル化に対応した連携拠点とする。

教育研究

59 奈良教育大学

12 「学び続ける教員」
のための教員養成・研修
高度化事業～京阪奈三教
育大学連携による教員養
成イノベーションの創生
～

・京都教育大学、大阪教育大学及び奈良教育
大学の連携協力を推進し、教養教育等大学教
育を充実する。

・京都教育大学及び大阪教育大学との連携を
推進し、資源の相互利用によって教養教育等
の大学教育を充実させるとともに、三大学に
設置した協議会の下にセンターを置き、教員
養成の高度化と質保証を図り、連携のリー
ジョナル化に対応した連携拠点とする。

教育研究

46 愛知教育大学

名古屋大学45

56 大阪教育大学
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変更前 変更案
大学名 事業名

変更内容
分類

66 山口大学

2 国立獣医系４大学群に
よる欧米水準の獣医学教
育実施に向けた連携体制
の構築

獣医学教育の改善・充実を図るため、他大学
との連携による教育課程の編成に取り組む。

獣医学教育の改善・充実を図るため、北海道
大学、帯広畜産大学、鹿児島大学との連携に
よる教育体制を構築し、欧米水準の獣医学教
育の実現に取り組む。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による「大学連携e-
Learning教育支援センター四国（仮称）」を
設置し、大学教育の共同実施を推進する。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による産学官イノ
ベーション創出拠点を構築し、産学官連携活
動を充実する。

教育研究

（新規）

四国地区５国立大学連携による「連合アド
ミッションセンター(仮称）」を設置し、学
力を含めた総合的評価によるＡＯ入試につい
て検討を進める。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による「大学連携e-
Learning教育支援センター四国（仮称）」を
設置し、大学教育の共同実施を推進する。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による産学官イノ
ベーション創出拠点を構築し、産学官連携活
動を充実する。

教育研究

（新規）

四国地区５国立大学連携による「連合アド
ミッションセンター(仮称）」を設置し、学
力を含めた総合的評価によるＡＯ入試につい
て検討を進める。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による「大学連携e-
Learning教育支援センター四国（仮称）」を
設置し、大学教育の共同実施を推進する。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による産学官イノ
ベーション創出拠点を構築し、産学官連携活
動を充実する。

教育研究

（新規）

四国地区５国立大学連携による「連合アド
ミッションセンター(仮称）」を設置し、学
力を含めた総合的評価によるＡＯ入試につい
て検討を進める。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による「大学連携e-
Learning教育支援センター四国（仮称）」を
設置し、大学教育の共同実施を推進する。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による産学官イノ
ベーション創出拠点を構築し、産学官連携活
動を充実する。

教育研究

（新規）

四国地区５国立大学連携による「連合アド
ミッションセンター(仮称）」を設置し、学
力を含めた総合的評価によるＡＯ入試につい
て検討を進める。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による「大学連携e-
Learning教育支援センター四国（仮称）」を
設置し、大学教育の共同実施を推進する。

教育研究

（新規）
四国地区５国立大学連携による産学官イノ
ベーション創出拠点を構築し、産学官連携活
動を充実する。

教育研究

（新規）

四国地区５国立大学連携による「連合アド
ミッションセンター(仮称）」を設置し、学
力を含めた総合的評価によるＡＯ入試につい
て検討を進める。

教育研究

68 鳴門教育大学
13 四国５大学連携によ
る知のプラットフォーム
形成事業

69 香川大学
13 四国５大学連携によ
る知のプラットフォーム
形成事業

70 愛媛大学
13 四国５大学連携によ
る知のプラットフォーム
形成事業

71 高知大学
13 四国５大学連携によ
る知のプラットフォーム
形成事業

67 徳島大学
13 四国５大学連携によ
る知のプラットフォーム
形成事業
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変更前 変更案
大学名 事業名

変更内容
分類

2．高い教養を涵養することを基本とし，そ
の上に専門的能力を育成するために，人間
性，社会性，国際性，専門性に配慮した教育
内容を整備・充実する。

2．高い教養を涵養することを基本とし，そ
の上に専門的能力を育成するために，人間
性，社会性，国際性，専門性に配慮した教育
内容を整備・充実する。特に国際社会で活躍
できる人材の養成を目的として教育内容の充
実を図る。

教育研究

4. 学習の活性化を促進するために，教材の
整備・充実及び開発を行う。

4. 国際的な質保証の観点から，学習の活性
化や十分な学修時間の確保を促進するため
に，英語による教育を中心とした教材の整
備・充実及び開発を行う。

教育研究

15.高い教養教育から専門教育に繋がる充実
した一貫性のある学士課程教育を実施するた
めに，全学的な体制を整備・充実する。

15.高い教養教育から専門教育に繋がる充実
した一貫性のある国際的に通用する学士課程
教育を実施するために、基幹教育院を中心と
した全学的な体制を整備・充実する。

教育研究

76 長崎大学

8 真の疾患予防を目指し
たスーパー予防医科学に
関する３大学（千葉・金
沢・長崎）革新予防医科
学共同大学院の設置

（新規）

本学，金沢大学及び千葉大学の有する強み・
特色を活かし，健康・医療・環境に関する地
球規模の課題を解決に導く人間性豊かな人材
の育成・輩出を担う共同大学院の設置を目指
し，教育研究環境を整備する。

業務運営

80 鹿児島大学

2 国立獣医系４大学群に
よる欧米水準の獣医学教
育実施に向けた連携体制
の構築

獣医学教育の改善・充実等を図るため、他大
学との連携による教育課程の編成等に取り組
む。

獣医学教育の改善・充実を図るため、北海道
大学、帯広畜産大学、山口大学との連携によ
る教育体制を構築し、欧米水準の獣医学教育
の実現に取り組む。

教育研究

81 鹿屋体育大学

5 筑波大学と鹿屋体育大
学の連携による体育・ス
ポーツにおける共同専攻
の設置

（新規）
○筑波大学と体育・スポーツ学分野における
共同専攻の設置を目指し、共同学位プログラ
ム等を実施する。

教育研究

73 九州大学
14 基幹教育の構築によ
る新たな学士課程教育モ
デルの提起
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