岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画ロードマップ
対応年度に◎をつける
項目番号
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独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
（序文）
独立行政法人通則法（平成11 年法律第103 号）第30 条の規定
により，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」とい
う。）が中期目標を達成するための中期計画（以下「中期計画」とい
う。）を次のとおり定める。

2 （基本方針）
国立高等専門学校は，中学校卒業後の早い段階から，実験・実
習・実技等の体験的な学習を重視したきめ細やかな教育指導を行
うことにより，産業界に実践的技術者を継続的に送り出してきてお
り，また，近年ではより高度な知識技術を修得するために４割を超
える卒業生が進学している。
さらに，これまで蓄積してきた知的資産や技術的成果をもとに，
生産現場における技術相談や共同研究など地域や産業界との連
携への期待も高まっている。
このように国立高等専門学校にさまざまな役割が期待される中，
高等学校や大学とは異なる高等専門学校の本来の魅力を一層高
めていかなければならない。また，産業構造の変化等を踏まえ，創
造力に富み，人間性豊かな技術者の育成という視点に立って，国
立高等専門学校における教育の内容も不断に見直す必要があ
る。
こうした認識のもと，大学とは異なる高等教育機関としての国立
高等専門学校固有の機能を充実強化することを基本方針とし，中
期目標を達成するための中期計画を以下のとおりとする。

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
担当者
（序文）
岐阜工業高等専門学校（以下，岐阜高専）は創立40周年を機に新たに基本理念を掲げ，人格形成の上で重要な時期
に学生の健全な心身を育成し，ものづくりの現場を支え，新しい技術を創造・発展させる実践的技術者の養成を行い，ま
た，学術研究を通じて専門分野に深く関与し，教育研究活動の成果を地域社会へ還元し貢献するための中期計画を次
のとおり定める。
（基本方針）
岐阜高専は，中学校卒業後の早い段階から，実験・実習・実技等の体験的な学習を重視したきめ細やかな少人数教
育を行うことにより，産業界に実践的技術者を継続的に送り出してきており，また，近年ではより高度な知識技術を修得
するために卒業生の４割以上を専攻科への進学や大学編入学生として送り出している。
さらに，これまで蓄積してきた知的資産や技術的成果をもとに，生産現場における技術相談や共同研究など地域や産
業界との連携への強化に乗り出したところである。
このように岐阜高専にはさまざまな役割が期待される中，高等学校や大学とは異なる高等専門学校の本来の魅力を
一層高めていかなければならない。また，産業構造の変化等を踏まえ，創造力に富み，人間性豊かな技術者の育成と
いう視点に立って，岐阜高専における教育の内容も不断に見直し，計画的に改革する必要がある。
こうした認識のもと，大学とは異なる高等教育機関としての国立高等専門学校固有の機能を充実強化することを基本
方針とし，中期目標を達成するための中期計画を以下のとおりとする。
○教育理念
１． 科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること
２． 国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと
３． 情報化社会の最前線で活動すること
○養成すべき人材像
科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め，国際性豊かで情報化社会の最前線で活動する技術者
○岐阜高専の教育研究等の質の向上に関する目標
１． 広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成
２． 基礎学力を身に付け，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成
３． 国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成
４． 工学技術についての倫理観を有した技術者の育成
５． 教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成

業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措
3Ⅱ
置
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Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置
○管理業務の合理化を図るとともに，定員管理及び給与管理を適切に行うなど，中期計画に従い業務の効率化を図
高等専門学校設置基準により必要とされる最低限の教員の給与 る。また，本校の特色を活かした運営を行うことができるよう，経費の戦略的かつ計画的な配分を行う。
費相当額及び各年度特別に措置しなければならない経費を除き， ・校長裁量経費により戦略的に研究支援を行う。
運営費交付金を充当して行う業務については，中期目標の期間 ・学科を除く各部署の運営経費は，要求に基づきヒアリングを行い計画的に予算配分を行う。
中，毎事業年度につき一般管理費（人件費相当額を除く。）につい
ては３％，その他は１％の業務の効率化を図る。
○平成１９年度に策定した随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約は，適正に実施し，学内定期検査，監
55 の国立高等専門学校が１つの法人にまとめられたスケールメ 事監査及び高専間相互監査を受ける。【以上、事務部長】
リットを生かし，戦略的かつ計画的な資源配分を行う。
契約に当たっては，原則として一般競争入札等によるものとし，
企画競争や公募を行う場合においても競争性，透明性の確保を図
る。
平成19 年度に策定した随意契約見直し計画の実施状況を含む
入札及び契約の適正な実施については，監事による監査を受ける
○社会への説明責任に関する目標
とともに，財務諸表等に関する監査の中で会計監査人によるチェッ
教育の目的及び目標の趣旨を公表し，学校運営，教員の教育研究貢献等に関して参与会からの意見及び外部評価
クを要請する。また，随意契約見直し計画の取組状況をホーム
委員会からの点検評価(平成25年)を受ける。【以上、教務主事】
ページにより公表する。
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○その他業務運営に関する重要目標
１．本校の教育研究活動の推進と地域産業の活性化を図る。
２．戦略的に外部資金の獲得を図る．【以上、研究主事】

教務主
事・事務
部長

中期計画期間内達成見込み・問題点

○校長裁量経費により戦略的研究支援を実施
○学科を除く各部署の運営経費は申請・審査方式によ
り計画的に配分
○随意契約見直し計画に該当する契約を一般競争契
約で実施
○学内定期検査の実施、高専間相互監査の受検

・校長裁量経費により戦略的研究支援を実施
・学科を除く各部署の運営経費は申請・審査方式により
計画的に配分
・随意契約見直し計画に該当する契約を一般競争契約
で実施
・学内定期検査の実施（6/1～8），高専間相互監査の
受検（11/25～26）

・校長裁量経費により戦略的研究支援を実施した。
○
・学科を除く各部署の運営経費は申請・審査方式により
計画的に配分した。
・随意契約見直し計画に該当する契約を一般競争契約
で実施した。
・学内定期検査の実施（6/3～10），高専間相互監査の
受検（12/7～8）。

平成21年5月7日に参与会を実施し，主に以下の活動状
況を報告し，これらについての参与の意見を聴取した。
（１）退職技術者を含む企業人材等を活用した共同研究
（２）技術系大学との連携強化
（３）広報活動強化による認知度の向上
（４）中学生向け出前授業・公開講座の実施
（５）中小企業人材育成事業
（６）地域の産業界等との連携
（７）岐阜高専のロードマップ

平成22年7月5日に外部有識者を招いて参与会を実施
した。平成21年度入試，及び平成22年度入試における
志願倍率の低下を踏まえ，入学者確保の観点の懇談
会を実施した。

教育の目的及び目標の趣旨を公表し，学校運営，教員 ○
の教育研究貢献等に関して参与会から意見を頂いた。
外部評価委員会からの点検評価(平成25年)を受ける準
備を進めている。

１．本校の教育研究活動の推進と地域産業の活性化を
図る。
・地域技術開発・教育センターの改修を完了し、セン
ターの活動を軌道に乗せた。
・地域連携協力会の活動を、特に予算執行面で充実
（人材育成・共同研究・広報活動の３本柱）させた。
・産学官連携アドバイザー制度を発足させ、本校卒業生
とフェロー教員の活動を、地域貢献にまで拡充させた。
・若鮎会との連携を進め、専攻科カリキュラムへ卒業生
の意見を反映させた科目を２つ導入した。
２．戦略的に外部資金の獲得を図る．
・科学研究費獲得に向けた説明会を若手向け、全員向
けの複数開催し、申請数を６割向上させた。
森永統括コーディネータを招聘し、東海北陸高専の連
携体制構築を開始した。
・Ａ－Ｓｔｅｐ等の外部資金獲得説明講習会を開催した。
・各種外部資金獲得へ向け、いろいろな公募等を全教
員に広報した。

１．本校の教育研究活動の推進と地域産業の活性化を
図る。
・地域技術開発・教育センターの設備更新のマスタープ
ランを実施し、センターの活動を軌道に乗せた。
・地域連携協力会の活動を、特に予算執行面で充実
（人材育成・共同研究・広報活動の３本柱）させ、早期執
行を推進した。
・産学官連携アドバイザー制度を活用し、本校卒業生と
フェロー教員の活動を、地域貢献にまで拡充させた。
・若鮎会との連携を進め、専攻科カリキュラムへ卒業生
の意見を反映させた科目を２つ導入し、１年次科目を開
講した。
２．戦略的に外部資金の獲得を図る．
・科学研究費獲得に向けた説明会を若手向け、全員向
けの複数開催し、申請数を向上させた。また、採択数で
単独高専全国一位を獲得した。
・森永総括コーディネータを招聘し、東海北陸高専の連
携体制構築を推進した。
・Ａ－Ｓｔｅｐ等の外部資金獲得説明講習会を開催した。
・各種外部資金獲得へ向け、いろいろな公募等を全教
員に広報した。その結果Ａ－ｓｔｅｐ等で２件の採択が
あった。

○

平成25年度に外部評価委員による点検評価を受ける
予定である。
【以上、教務主事】

○
【以上、教務主事】

・シーズ集を更新しＷｅｂ発行した。
・富山高専のシーズ集へのデータ提供も充実させた。
【以上、研究主事】

○ 全員更新
○ 各科２名以上に東海北陸シーズ集への登録
を倍増させた。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

教務主事

研究主事

Ⅰ 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に取るべき措置【以上、教務 教務・研
主事】
究主事
・本校の教育理念，教育目標に対応して，社会のニーズに貢献できているのかを外部評価により検証する。
・研究成果を迅速に社会へ発信する体制のうえに，社会と連携して情報・技術・知的所有権などが活用されているのか
検証を図る。【以上、研究主事】

平成２３年度

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

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
6Ⅰ
する目標を達成するために取るべき措置

平成２２年度（実施済み）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

5

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

２．戦略的に外部資金の獲得を図る。
・長岡技術科学大学の学長裁量経費に、岐阜、鈴鹿、
福井、沖縄高専、長岡技術科学大学で共同申請（採
択：２件）
・文部科学省・戦略的連携支援事業「ネットワーク大学
コンソーシアム岐阜を基盤とした駅前サテライト型教育
システムの構築」岐阜大学中心校、岐阜高専協力校
（採択）
・文部科学省・戦略的連携支援事業「次世代の高専間
連携教育研究を目指したハイビジョン・ネットワークシス
テムの構築」高知高専と岐阜高専の２極中心で、全国
高専と連携（不採択）
・教育GPに3件応募し2件はヒアリング審査まで進んだ
がいづれも採択されず．
・高専機構による高専改革推進経費に3件申請したが
いづれも採択されず．
・H21年度文科省産学官連携コーディネータ（地域の知
の拠点再生担当）を採択（３年連続採択）
・H22年度文科省産支援プログラム（コーディネータ支援
型）に採択された．

平成25年度に外部評価委員による点検評価を受ける
予定である．
【以上、教務主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・産学官連携会議等各種技術展示に参加出展し，ま
た，シーズ集作成の準備を開始した。
【以上、研究主事】

平成25年度に外部評価委員による点検評価を受ける
予定である．
【以上、教務主事】
・6月5日の第９回産学官連携推進会議に２ブース出
展．シーズ集を5月に発行した．
・研究成果を迅速に社会へ発信する体制のうえに，社
会と連携して情報・技術・知的所有権などが活用されて
いるのか検証を図る。
【以上、研究主事】

共同研究３件

アドバイザー：１１名

１科目開始
○
全国高専１位（単独校）：２５件の採択

ＣＤ３名体制
２件採択

1

対応年度に◎をつける
項目番号
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独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
１ 教育に関する事項
機構の設置する各国立高等専門学校において，別表に掲げる学
科を設け，所定の収容定員の学生を対象として，高等学校や大学
の教育課程とは異なり中学校卒業後の早い段階から実験・実習・
実技等の体験的な学習を重視した教育を行い，製造業を始めとす
る様々な分野において創造力ある技術者として将来活躍するため
の基礎となる知識と技術，さらには生涯にわたって学ぶ力を確実
に身に付けさせるため，以下の観点に基づき各学校の教育実施
体制を整備する。

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
担当者
１ 教育に関する事項
教務主事
①教養教育
○実践的技術者として備えるべき人文・社会系，体育並びに理数系を含む教養教育や外国語能力の内容・水準【以上、
教務主事】

人文科目
人文
・共通：豊かな人間性の形成と幅広い教養を修得させることで，人間的・社会的素養を備えた実践的技術者を育成する
とともに，多様な国際社会で社会人として生きる市民としての資質を育成する。
・国語：教養の基礎となる自らの生きている文化の背景への理解と，思考したり他者とのコミュニケーションをはかる上で
欠かせない言語能力を育成する。
・社会：社会的事象への探求を通して、次代を担う社会人・職業人として必要な社会的知識の修得を図るとともに、健全
な批判精神によって裏打ちされた倫理的資質を育成する。
・外国語：国際社会で必要なコミュニケーション能力の育成，及び，異文化・異言語理解と言語認識を育成する。
・言語表現能力を育成する。
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎

自然科目
自然
・共通：地球環境，生物への配慮の重要性に対応して引き続き地球科学，生物関連科目を取り入れることを検討する。
・体育：健康の保持増進に関する知識を深め，自己の体力に応じて自主的に運動する能力や態度を養う。
・数学：講義・演習を通じて，２次関数・三角関数・対数関数・微分積分・級数・微分方程式などの基本的な概念や性質を
身につける。
・物理：科学技術の進展に対応できるよう，基礎的な考えを組み合わせて，問題を解決できる能力を養う。
・化学：目に見えない原子や分子の概念を教えながら正しい物質観を身につけさせる。また，実験を観察させながら化学
の基本となる原理や法則を理解させ，科学的探究法を見つけさせる。

②専門教育
○実践的技術者として備えるべき内容・水準（学科ごとに記載）
専門学科共通（水準は技術士の一次試験の合格レベルとする）
・社会倫理・技術者倫理（多種多様な考え方があることの理解，公共の福祉・安全・健康の最優先）
・デザイン能力（基礎知識を活用し，計画を継続して解析・実行する創造的で総合的なデザイン能力）
・数学（確率・統計，線形代数，数値解析，ベクトル解析，フーリエ級数，複素関数論，ラプラス方程式等）
・自然科学（一般物理，量子力学，電気磁気学等）
・基礎工学（設計・システム，材料・バイオ，論理・情報，力学）
・社会技術（環境科学，エネルギー，エコロジー，リサイクル等）
・情報技術（情報機器を使いこなし，専門に関するプログラムを開発する能力）

平成２２年度（実施済み）

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

以下の各学科の報告に示すように，各学科において教 以下の各学科の報告に示すように，各学科において教 以下の各学科の報告に示すように，各学科において教
育内容の改善，水準の向上が図られた．
育内容の改善，水準の向上が図られた．
育内容の改善，水準の向上が図られた。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

人文自然
専門基礎
MEDCA

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○国語科では、古典から現代文まで広範な教材を用い
た授業を通して、文化の理解、言語能力の向上を図っ
た。さらに、作文指導や討論によって表現能力の向上に
努めた。
○社会（歴史・地理・倫理・政治経済・法学） 各科目と
も、授業内容・授業方法の改善を継続的におこなってお
り、高いレベルで目標は達成されている。
○外国語科では、Ｅラーニング教材を取り入れた授業
やマルチメディアを利用した授業を積極的に実施して効
果を上げるとともに、教材に時事的な話題や工学的な
内容を取り入れて高専生に必要な語学力の養成を図っ
ている。

○国語科では、古典から現代文まで広範な教材を用い
た授業を通して、文化の理解、言語能力の向上を図り、
さらに、作文指導や討論によって表現能力の向上に努
めることを継続して行った。
○社会（歴史・地理・倫理・政治経済・法学） 各科目と
も、授業内容・授業方法の改善を継続的におこなってお
り、高いレベルで目標は達成されている。
○外国語科では、Ｅラーニング教材を取り入れた授業
やマルチメディアを利用した授業を積極的に実施して効
果を上げるとともに、教材に時事的な話題や工学的な
内容を取り入れて高専生に必要な語学力の養成を図る
ことを継続している。

・国語科では、古典から現代文まで広範な教材を用い ○
た授業を通して、文化の理解、言語能力の向上を図り、
さらに、作文指導や討論によって表現能力の向上に努
めることを継続して行った。
・社会（歴史・地理・倫理・政治経済・法学） 各科目と
も、授業内容・授業方法の改善を継続的におこなってお
り、高いレベルで目標は達成されている。
・外国語科では、Ｅラーニング教材を取り入れた授業や
マルチメディアを利用した授業を積極的に実施して効果
を上げるとともに、教材に時事的な話題や工学的な内
容を取り入れて高専生に必要な語学力の養成を図るこ
とを継続している。また、外部試験の受験を引き続き奨
励している。

体育では中期計画中期目標どおり順調に行っている。ト
レーニングマシーンの使用頻度が非常に高く、学生達
に活用されている。ただ、高い使用頻度に伴う安全上の
管理から、部品交換やﾒﾝﾃﾅﾝｽの維持費が高くなってい
る。予算の面が今後心配される。
数学ではe-ラーニング科目「数学アラカルト」の講義配
信を行い、大学編入学試験をPDFファイルにてホーム
ページ上に公開している。また、国立高等専門学校学
習到達度試験向けと学力アップのために2,3年生に課
外の特別補習を実施した。実力数学検定試験の校内団
体受験も実施した。
物理では、基礎的な考えを組み合わせて，問題を解決
する訓練を行った。着実に問題解決方法が身についた
学生がいる反面、利用すべき数学の内容でつまずく学
生もいた。
化学では，検定教科書を使用して基本的概念の理解に
重点を置き，その理解をさらに深める目的と，理解度を
確かめる目的で市販の傍用問題集を用いて演習を行っ
た。さらにシラバスに設定された実験を行い，プリント提
出を義務付け，返却後に解説を行った。

体育では平成２１年度同様、目標を順調に実施してい
る。学生の健康・体力に対する関心も高く、トレ－ニング
器機は常時活用されている。
数学では引き続き、e-ラーニング科目「数学アラカル
ト」の講義配信を行い、大学編入学試験をPDFファイル
にてホームページ上に公開している。また、国立高等専
門学校学習到達度試験向けと学力アップのために2,3
年生に課外の特別補習を実施している。実力数学検定
試験の校内団体受験も実施している。
物理では、平成２１年度同様に基礎的な考えを組み合
わせて，問題を解決する訓練を行っている。
化学では，当初の計画通り，検定教科書を使用して基
本的概念の理解に重点を置き，その理解をさらに深め
る目的と，理解度を確かめる目的で市販の傍用問題集
を用いて演習を行った。さらにシラバスに設定された実
験を行い，プリント提出を義務付け，返却後に解説を
行った。

・体育では平成２２年度同様、目標を順調に実施してい ○
る。学生の健康・体力に対する関心も高く、トレ－ニング
器機は常時活用されている。
・数学では引き続き、e-ラーニング科目「数学アラカル
ト」の講義配信を行い、大学編入学試験をPDFファイル
にてホームページ上に公開している。また、国立高等専
門学校学習到達度試験向けと学力アップのために3年
生に問題集を配布し、試験を実施している。実力数学検
定試験の校内団体受験も実施している。
・化学では，当初の計画通り，検定教科書を使用して基
本的概念の理解に重点を置き，その理解をさらに深め
る目的と，理解度を確かめる目的で市販の傍用問題集
を用いて演習を行った。さらにシラバスに設定された実
験を行い，プリント提出を義務付け，返却後に解説を
行った。
・物理では科学に関する諸問題に対して、多角的かつ
柔軟に解決する能力を養うために、物理現象について
様々な角度から検討させた。具体的には、教科書の問
題演習や物理実験（演示実験やシュミレーションを含
む）において、「なぜ、そうなるのか」を考えさせる質問を
したり、レポートを提出させた。

授業内容・授業方法の改善を継続的におこなっており、 授業内容・授業方法の改善を継続的におこなっており、 ・授業内容・授業方法の改善を継続的に行っており、高
高いレベルで目標は達成されている。
高いレベルで目標は達成されている。
いレベルで目標は達成されている。【以上、人文】
【以上、一般科目（人文）】
【以上、人文】
・技術者倫理：学習・教育目標（A-2）の達成度評価科目
技術者倫理：学習・教育目標（A-2）の達成度評価科目 技術者倫理：学習・教育目標（A-2）の達成度評価科目 に記載されている内容で技術者としての倫理観を養成
に記載されている内容で技術者としての倫理観を養成 に記載されている内容で技術者としての倫理観を養成 した。
した。
した。
デザイン能力：学習・教育目標（B-1）（B-2）の達成度評
デザイン能力：学習・教育目標（B-1）（B-2）の達成度評 デザイン能力：学習・教育目標（B-1）（B-2）の達成度評 価科目に記載されている内容でデザイン能力に関する
価科目に記載されている内容でデザイン能力に関する 価科目に記載されている内容でデザイン能力に関する 知識と技術を養成した。
知識と技術を養成した。
知識と技術を養成した。
基礎工学：学習・教育目標（D-2）の達成度評価科目に
基礎工学：学習・教育目標（D-2）の達成度評価科目に 基礎工学：学習・教育目標（D-2）の達成度評価科目に 記載されている内容で基礎工学に関する知識と技術を
記載されている内容で基礎工学に関する知識と技術を 記載されている内容で基礎工学に関する知識と技術を 養成した。
養成した。
養成した。
社会技術：学習・教育目標（D-2）の達成度評価科目に
社会技術：学習・教育目標（D-2）の達成度評価科目に 社会技術：学習・教育目標（D-2）の達成度評価科目に 記載されている内容で社会技術に関する知識と技術を
記載されている内容で社会技術に関する知識と技術を 記載されている内容で社会技術に関する知識と技術を 養成した。
養成した。
養成した。
情報技術：学習・教育目標（E）の達成度評価科目に記
情報技術：学習・教育目標（E）の達成度評価科目に記 情報技術：学習・教育目標（E）の達成度評価科目に記 載されている内容で情報技術に関する知識と技術を養
載されている内容で情報技術に関する知識と技術を養 載されている内容で情報技術に関する知識と技術を養 成した。
成した。
成した。
【以上、電子制御工学科】
【以上、電子制御工学科】
【以上、電子制御工学科】

○
【以上、人文】
○
【以上、電子制御工学科】

・技術者倫理は「総合演習Ⅰ」で評価し、クラス平均で
157％であった。デザイン能力（計画・実践）は「卒業研
究」で評価し、クラス平均で130％であった。・基礎工学
は「計画学・同演習Ⅱ」、「設計演習」、「基礎実験Ⅱ」、
「コンクリート工学Ⅱ」、「都市工学」、「設計製図Ⅱ」で評
価し、クラス平均で117％であった。・情報技術は「情報
処理」、「設計製図Ⅱ（CAD）」、「設計演習」で評価し、ク
ラス平均で127％であった。
【以上、環境都市工学科】
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機械工学科
M
数学，物理，及び情報技術等の工学一般の基礎知識と機械工学固有の専門知識を習得し，「ものづくり」を担う実践的
技術者を養成することを目的とする。実験・実習，及び卒業研究等の実践的教科目を通して，習得した知識を有機的に
展開し「ものづくり」に応用できる能力と技術者に必要なコミュニケーション能力を身に付ける。さらに，地球環境（エネル
ギー問題）や社会に及ぼす影響等を配慮しつつ「ものづくり」を実現するための倫理観を養う。

・昨年度から始まった機械工学基礎研究も含め、実践
的教科目も充実させている。

・4年生の創生工学実習、機械工学基礎研究、インター
ンシップ発表会、5年生の工学解析、卒業研究により、
専門科目の応用力が養われ、付随する発表会や概要・
論文の作成により、コミニュケーション能力が養われて
いる。
・地球環境問題については、5年生で開講されている「エ
ネルギーと環境」において、学生に環境に配慮したもの
づくりの重要性を考えさせている。

基礎知識と専門知識を融合して「ものづくり」の一連の
システムを学ぶ創生工学実習により、学生は技術者に
必要な能力を高めている。また、この科目の発表会や、
インターンシップ、機械工学基礎研究の発表会、卒業研
究報告会を通し、コミュニケーション能力も向上してい
る。
また、地球環境等に配慮しつつ「ものづくり」を実現す
る倫理観の養成については、「エネルギーと環境」およ
び平成23年度より開講した「技術者倫理」の受講によ
り、広い視野で「ものづくり」を考える素養が育っている。

第４学年からのコース制（電気電子工学コースおよび情
報工学コース）の実施により、基礎的な技術に加えて専
門的な知識も修得できている。ものつくり教育やそれに
付随した発表会などにおいてプレゼンテーションの機会
も提供でき、高いデザイン能力達成度が得られている。

コース別の少人数教育、創成型授業、ものづくり、プレ
ゼンテーション等を通じて、専門技術と知識を修得させ
ることができた。また、学生向けの学術講演会により、
倫理観の養成も図った。

第４学年からのコース制（電気電子工学コースおよび情 ○
報工学コース）の実施により、基礎的な技術に加えて専
門的な知識も修得できている。ものづくり教育やそれに
付随した発表会などにおいてプレゼンテーションの機会
も提供でき、高いデザイン能力達成度が得られている。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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電気情報工学科
E
近年の電子技術の進歩に代表される各種技術革新に対応できる技術者の養成を目的とする。本学科における教育目
標は，情報化社会の基盤をなす電気・電子・情報の各分野について，基礎的な技術と知識の修得及び急速に進む技術
の専門化と高度細分化に対応する専門技術と知識を修得することである。さらに，インターネットに代表される通信技術
の進歩によるボーダレス社会における国際化に順応でき，工学技術についての確かな倫理観を有し，自分の意見を十
分表現できるプレゼンテーション能力を「ものづくり」教育を通して修得することも目標とする。

○ 実践的教科目により「ものづくり」に応用でき
る能力とコミュニケーション能力の養成について
は、達成できていると考えられる。
○倫理観の養成についても、カリキュラムが充実
し、達成できていると考えられる。
△ 一方、下級生の数学、物理等の学力低下が
目立ち、機械工学科カリキュラムの充実のみで
は対処できない状況となってきた。今後、一般教
科の教員と協力態勢を構築し、具体的な対策を
講じる必要がある。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2

対応年度に◎をつける
項目番号

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
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岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
担当者
電子制御工学科
D
近年における電子制御技術の進歩に柔軟に対応できる技術者の育成を目的とし，電子制御技術の高度化や専門細
分化の進化に伴う時代の流れを適切にとらえ，その基礎技術の習得並びに，その応用展開としての電子制御システム
の運用に実践的に関わることができる学生を育てることを教育目標とする。すなわち，本学科で修得した機械，電気・電
子，情報技術を総合的に駆使して，実社会における既存電子制御システムに対応でき，将来において，さらにより高度
で環境に配慮した知的システムを創造的に構築し，かつ展開できる，倫理観及び社会性を備えた人材を育成する。

21

22

23

24

25

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

環境都市工学科
C
環境都市工学は，人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共
生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し，人類の持
続的発展を支える社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術者に育てる。
社会基盤整備にかかわる技術者として備えるべき専門知識の水準として，国家公務員採用Ⅱ種土木区分の専門試験
および技術士一次試験の問題に対して50％以上の得点能力を位置付ける。
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎

建築学科
A
学問体系を構成する専門分野が芸術から理学、人間工学、数理工学といった異分野の複合的色彩の強い建築におい
て，「構造」「計画」「環境」の基礎学力を習熟させることにより，異分野を理解し総合して問題解決する基礎を修得させ
る。これにより建設技術の進歩・技術革新に対応できる専門的技術者の養成を目的とする。日本語による論理的な記
述，発表，討論などのコミュニケーション能力及び設計図面等によるデザイン・プレゼンテーション能力を養成し，歴史的
な背景・文化を理解し，建設技術に起因する社会問題や環境問題を視野に据えた倫理観を有する技術者を育成する。

15

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③専攻科教育（該当がある場合のみ記載）
専攻科長
○高度な実践的技術者として備えるべき内容・水準（専攻ごとに記載）
専攻科（共通）
得意とする専門分野を持ち，これと異なる分野の技術システムを理解して，機械，電気，電子，情報，建築，都市など
の機能を複合したシステムを人間の感性や環境の特性などに配慮しつつ開発する能力や，情報技術と英語をツールと
して駆使しながら国際的なフィールドで指導力が発揮できる総合的な能力を身につける。
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電子システム工学専攻（以下「Ｓ専攻」という。）
資源・エネルギーの有効利用及び環境への配慮等を意識し，自然環境と共生・調和したヒューマンフレンドリーな知的
機能システムを開発する能力を身につける。そのために機械工学，電気情報工学，あるいは電子制御工学のより確か
な専門知識と，それらを応用する能力を技術士一次試験合格レベルにおいて身につけ，さらに異分野のシステム・技術
を理解し，これと自らの分野にまたがるシステムを構築する能力を身につける。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

建設工学専攻(以下「Ｋ専攻」という。)
自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生活を営む空間の構築とそれらを自然災害から守る防御システ
ムの構築等を達成するための発展的思考能力を身につける。そのためには，最も得意とする専門分野を深め，設計・シ
ステム，情報・論理，社会技術等の基礎知識を修得すると同時に，建設工学実験・特別実習を通して異分野のシステ
ム・技術を理解する能力を涵養し，創造工学実習・特別研究を通して自主的・継続的に学習できる能力を身につける。
【以上、専攻科長】

（１）入学者の確保
17 （１）入学者の確保
① 中学校長や中学校PTA などの全国的な組織との関係を緊密に ①本巣ブロック中学校校長連絡会との関係を緊密するとともに，これを基軸として県内外の中学校との連携強化を図

教務主事

するとともに，進学情報誌を始めマスコミを通した積極的な広報を る．【以上、教務主事】
行う。

中学生が国立高等専門学校の学習内容を体験できるような入
18 ②
学説明会，体験入学，オープンキャンパス等を充実させ，特に女
子学生の志願者確保に向けた取り組みを推進する。

②中学生とその保護者が本校の教育内容に親しむ機会を増進する．
・オープンキャンパスの参加促進を図る
・学校説明会の参加者促進を図る
・中学校で開催される進路説明会への講師・OB派遣の推進
・中学校PTA見学会の来校を促進する
・中学校への出前授業を促進する
・中学生向け公開講座における入学生募集活動を促進する
・本校学生と中学生の交流を図っているクラブ活動を支援する
・上記の各イベントで女子学生の活躍を促進する【以上、教務主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
教務主事

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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・専攻科のＰＲとして，専攻科進学説明会，専攻科入試説明会及び保護者懇談会において専攻科の説明を行う。
・専攻科の教育成果のＰＲとして、専攻科生による学会活動と表彰等をホームページで公開する。【以上、専攻科長】

専攻科長

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

平成２２年度（実施済み）

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

第3学年までに機械，電気・電子，情報技術の基礎を修
得し，第4，5学年では各分野の高度な内容を修得する
人材を育成した。第4学年の工学基礎研究，電子制御
工学実験において，学んだ知識を総合的に駆使する電
子制御システムの実際的な問題に取り組ませ，第5学
年の電子制御工学実験，卒業研究ではさらに高度な問
題に取り組ませた。

第3学年までに機械，電気・電子，情報技術の基礎を修
得し，第4，5学年では各分野の高度な内容を修得する
人材を育成した。第4学年の電子制御総合実験，工学
基礎研究において，学んだ知識を総合的に駆使する電
子制御システムの実際的な問題に取り組ませ，第5学
年の電子制御工学実験，卒業研究ではさらに高度な問
題に取り組ませた。

第3学年までに機械，電気・電子，情報技術の基礎を修 ○
得し，第4，5学年では各分野の高度な内容を修得する
人材を育成した。第4学年の電子制御総合実験，工学
基礎研究において，学んだ知識を総合的に駆使する電
子制御システムの実際的な問題に取り組ませ，第5学
年の電子制御工学実験III，卒業研究ではさらに高度な
問題に取り組ませた。

環境都市工学科：○学習・教育目標（A,B,C,D,E）に対応
して評価6を基準（達成度100%）とした環境都市工学科
の達成度総合評価を行った。すべてにおいて100%以上
となっている。
○１年生の「シビルエンジニアリング入門」において，OB
で組織する建設技術士有志会などの外部講師の協力
を継続的に実施した。講演4回と現場見学会2回を行
い，社会資本整備に関する導入教育を実践して分析・
評価を行った。
○1,3,4,5年生に対して，社会資本整備に関する現場見
学会を数回，OB・OGの学科講演会を全学生向けに３回
実施した。
○校外実習は4年生全員が10日間実施し，実習報告
会，審査会を経て2単位を習得した。
○卒業研究では，中間および本発表の2回の発表会を
実施し，技術者のプレゼン能力，コミュニケーション能力
を養成した。

○１年生の「シビルエンジニアリング入門」において，OB
で組織する建設技術士有志会などの外部講師の協力
を継続的に実施した．講演4回と現場見学会2回を行
い，社会資本整備に関する導入教育を実践した．
○学外講師による講演会として，河川環境に関するも
の（１,2,3,4年生），建設技術に関するもの（2,3,4,5年生，
専攻科生），凍害に関するもの（3,4年生）の計3回の講
演会を実施した．このうち河川環境に関する講演の講
師は本校ＯＢである．
○校外実習は4年生全員が10日間実施し，実習報告
会，審査会を経て2単位を習得した。
○卒業研究では，中間および本発表の2回の発表会を
実施し，技術者のプレゼン能力，コミュニケーション能力
を養成した。
○専門知識に関する水準としては，各専門科目におい
て国家公務員採用試験Ⅱ種のレベルを参考にした定期
試験を実施し得点率50%を確認している．

・１年生の「シビルエンジニアリング入門」において，OB
で組織する建設技術士有志会などの外部講師の協力
を継続的に実施した．講演4回と現場見学会2回を行
い，社会資本整備に関する導入教育を実践した．
・学外講師による講演会として，ドイツ在住の本校OBに
よる環境・エネルギー政策に関するもの（１,2,3,4年生）
を実施した．また，進路選択を控えた４年生を対象に６
回の講演会を実施した．６回の内４回は本校OBが講師
である．
・校外実習は４年生の内，夏季休業中に怪我で入院し
ていた１名を除き全員が実施した．
・卒業研究では，中間および本発表の2回の発表会を実
施し，技術者のプレゼン能力，コミュニケーション能力を
養成した。
・専門知識に関する水準としては，各専門科目において
国家公務員採用試験Ⅱ種のレベルを参考にした定期
試験を実施し得点率50%を確認している．また，公務員
志望である５年生５名が国家公務員採用試験Ⅱ種を受
験したが，専門試験（土木専門および数学・物理）の得
点（自己採点）平均は45点満点中24.8点であり得点率
で50%を超えている．

各分野での基礎学力の習熟・向上及び、異分野の理解
は当該科目で達成している。
コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力につい
ては卒業研究をはじめ、建築設計、各種レポートで継続
的に養成している。
倫理観については、建築学演習（技術者倫理）、外部環
境論をはじめ、対応教科目で養成している。

各分野での基礎学力の習熟・向上及び、異分野の理解
は当該科目で達成している。
コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力につい
ては卒業研究をはじめ、建築設計、各種レポートで継続
的に養成している。
倫理観については、技術者倫理、外部環境論をはじ
め、対応教科目で養成している。

・各分野での基礎学力の習熟・向上及び、異分野の理 ○ 継続的に実施しており、期間内に達成する見
解は当該科目で達成している。
込みである。
・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力につ
いては卒業研究をはじめ、建築設計製図、各種レポート
で継続的に養成している。
・倫理観については、建築学演習（技術者倫理）、外部
環境論をはじめ、対応教科目で養成している。

専攻科教育について見直し、教育課程表の改善を
行った。具体的には一般科目について、２単位科目の
英語総合Aと総合ドイツ語をそれぞれ１と２の半期ごと１
単位の演習科目とした。また、専門共通科目について、
環境生態工学はＫ系のみ選択科目とした。また、先端
技術特論を廃止し、環境材料学を新たに新設した。
専門展開科目については、Ｋ系の環境解析学と、Ｓ系
の光電磁波特論・計算材料学・超伝導工学の３選択科
目を廃止した。これらの代わりに選択科目として、専門
Ｓ・Ｋ両専攻共通科目の環境材料学と、Ｓ系専門展開科
目のディジタルシステム基礎およびディジタルシステム
応用を新設した。また、Ｓ系の画像情報処理を医用画
像情報処理に、流れ学を流体力学特論に科目名変更し
た。

平成２３年度に専攻科教育課程の完成形とするため
に、専攻科会議で議論を行い、電子システム工学系と
建設工学系とで共通で学習できる科目の新設を行っ
た。
これにより、統一的な教育プログラムとしての効果を
高めることにより、学習教育目標の達成の度合いを高
めることを狙っている。
具体的には、平成２３年度１年生科目として「ビジネス
アカウンティング」、平成２４年度２年生科目として「プロ
ジェクトマネジメント」を予定している。

今年度に完成された専攻科教育課程において、２年間 ○ 中期計画に従い、教育課程の計画的な改善
の４学期での科目の配分を検討し、より有効な配置を検 が進められている。
討した。
・各学年前期後期において偏りがなく、中期計画の目標
を効率的に達成できる配置かどうか調べる。
⇒今年度検討した教育課程において、４学期での単位
配分を専攻科会議で検討し、問題が無いことを確認し
た。
・専攻科の目標である実践的かつ総合的な能力を習得
するために、フィールドワーク的な科目を検討する。
⇒フィールドワークを主体とした新規科目「リノベーショ
ンデザイン」の実施方法を検討し、来年度の開講を実現
した。

平成21年11月11日に本巣ブロックの８校の中学校校長
が来校され本校校長，教務主事との意見交換を行っ
た．また本校の授業見学や教育施設の見学も頂き本校
の教育についての理解を深めて頂いた．

平成22年11月10日に本巣ブロックの８校の中学校校長 本巣ブロック中学校校長連絡会との懇談会を実施し連 ○
が来校され本校校長，教務主事との意見交換を行っ
携強化を図った。
た．また本校の数学の授業見学や図書館・情報処理セ
ンター等の教育施設の見学も頂き本校の教育について
の理解を深めて頂いた．校長は食事を兼ねた意見交換
会にも参加した．

オープンキャンパス参加数：生徒286名，保護者等268
名，教諭2名，計556名（８月２９日）
本校教員による中学校の教員訪問を214件実施した．
学校説明会をのべ９回実施した．
中学校主催の進路説明会に16回参加した．
本校への中学校ＰＴＡの見学が４件あった．
中学校への出前授業10件を実施した．
本校の在校生をＯＢとして中学校に7名派遣した．

オープンキャンパス参加数：生徒299名，保護者等293
名，教諭3名，計595名（9月4日）
本校教員による中学校の教員訪問を夏季211件，秋季
8件実施した．
学習塾訪問8件を実施した．
学校説明会をのべ10回実施した．
中学校主催の進路説明会に19回参加した．
本校への中学校ＰＴＡの見学が４件あった．
中学校への出前授業11件を実施した．
本校の在校生をＯＢとして中学校に5名派遣した．
学習塾・道の駅・ショッピングモール・地方公共団体にチ
ラシ配布とポスター掲示を行った．

○ 公務員志望である５年生５名が国家公務員
採用試験Ⅱ種を受験したが，専門試験（土木専
門および数学・物理）の得点（自己採点）平均は
45点満点中24.8点であり得点率で50%を超えてい
る。

・中学校訪問（216件）・学校説明会（10回）の機会を通 ○
じてオープンキャンパスの参加促進を図った。（参加者
726名）
・中学校訪問・共用車のポスター・公共施設へのチラシ
の配布を通じて学校説明会の参加者促進を図った（道
の駅69駅他）。
・中学校で開催される進路説明会への講師（34件）・OB
（3件）を派遣する等の広報活動を実施した。
・中学校PTA見学会の来校を促進するため，中学校に
案内を出した。（訪問実績2件）
・中学校への出前授業を促進した。（実績14件）
・中学生向け公開講座における入学生募集活動を促進
する。
・中学校訪問（216件）で女子学生の活躍を促進するチ
ラシを配布した。

ＰＲの成果として定員のほぼ2倍の３７名の新入生を確
専攻科の教育内容が浸透しており、３３名の入学者を 専攻科のＰＲの目的と方法を再検討することとした。
○
保した。
確保している。多少の変動はあるが、定員の約２倍弱で ・学生や保護者への直接的なＰＲの方法と効果
ある。
⇒入学者数が定員を十分に満足していることから、直
接的なＰＲは達成できている。今後も継続的に実施して
ゆく。
・企業や社会に対する間接的なＰＲの方法と効果
間接的なＰＲについては、実習や就職の状況から当初
の目的を達成できた。今後は公開内容を見直す。
⇒作業効率を考えて、効果的な公開情報のあり方を検
討し、中期計画後期には、新しい形で実現する。

3

対応年度に◎をつける
項目番号
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独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
③ 中学生やその保護者を対象とする各学校が共通的に活用でき 学校案内，学校要覧，及び岐阜高専だより（年２回）を充実する。
る広報資料を作成する。
高専のアドミッション・ポリシーをホームページや入学案内を通じ公表する。【以上、学生主事】

担当者
学生主事

21

22

23

24

25

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 特に新しい変革は出来なかったものの、計画通り発行
した。

ものづくりに関心と適性を有する者など国立高等専門学校の教 ④ 推薦要件の見直し・推薦判定基準の見直しを行う．また学力選抜検査についても判定基準の見直しを行う
教務主事
21 ④
育にふさわしい人材を的確に選抜できるように入試方法の見直し
平成21年度：平成22年度第１学年入学者選抜における推薦要件等の見直しを行う．また，第４学年編入学者選抜にお
を行う。

ける選抜基準等の見直しを検討する．
平成22年度以降：志願者数等のデータに基づき継続的な見直しを検討する．【以上、教務主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

〔専攻科〕
専攻科長
○第一期中期計画期間に確立したアドミッションポリシーの公開や推薦及び学力の入試制度，社会人特別選抜の入試
制度を継続する。また，引き続き次の継続と改善等に努めることにより，適切な学生を確保する。
・ＪＡＢＥＥプログラム認定の継続。
・学位授与機構認定専攻科の継続。
・推薦選抜の免除部分の見直し等により，本校専攻科全体として適切な学力の入学者を定員以上に確保する。【以上、
専攻科長】

22

入学者の学力水準の維持に努めるとともに，中期目標の最終
23 ⑤
年度においても全体として18,500 人以上の入学志願者を維持す
る。

⑤入学者の学力水準を維持するため入学者選抜について内申書の判定科目の検討を行う．また内申以外の他の評価 教務主事
項目との対比において適切な重みづけを検討する．
平成21年度：平成22年度第１学年入学者選抜における推薦要件等の見直しを行う．また，第４学年編入学者選抜にお
ける選抜基準等の見直しを検討する．
平成22年度以降：志願者数等のデータに基づき継続的に見直しを検討する．【以上、教務主事】

〔専攻科〕
専攻科長
・各年度のＪＡＢＥＥプログラム修了生数を専攻科定員以上とすることにより，学力水準と定員確保の両方を専攻科修了
時で満足する。【以上、専攻科長】

（２）教育課程の編成等
25 （２）教育課程の編成等
① 産業構造の変化や技術の高度化などの時代の進展に即応した ①学科等の配置など

26

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

教務主事

対応が求められる中，各高等専門学校がそれぞれの地域性や特 ○混合学級導入の検討を開始する
色，立地条件等に応じ，個性ある多様な発展を目指し，自主的・自 ○学科の構成・改組等についての方向性を検討する
律的な改革を進める。このため，学科構成を見直し，地域の要請 ・第１期に引き続き専門基礎学科のあり方について検討する【以上、教務主事】
に即応した新分野の学科の設置や改組・再編・整備を適切に進め
るとともに，地域や各高等専門学校の実情に応じ専攻科の整備・
充実を行う。また，中央教育審議会答申の趣旨や入学志願者の動
向，ニーズ等を踏まえ，高等専門学校の配置の在り方について地
域の要望に即した見直しを行うものとし，宮城，富山，香川及び熊
本の４地区にある高等専門学校の統合を着実に進める。さらに，
必要な外部有識者や各学校の参画を得た調査研究を行い，その
成果を活用する。

○専攻科の設置・改組等についての方向性
研究主事
・ＪＡＢＥＥの認定内容に合わせてＳ専攻とＫ専攻の連携を強めるため，H21年度にカリキュラムの擦りあわせ等の検討を
開始する。これに伴い，H23年度に専攻科の教育課程表を改定する。【以上、研究主事】

研究主事
○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直しのための体制の整備
・特別教育研究経費（高等専門学校改革推進経費）など外部資金に積極的に応募するとともに、その支援体制を整え
る。
・外部資金獲得および学外活動（地域貢献を含む）に対する本校の指針及び戦略作成と推進する体制の整備を行う．
【以上、研究主事】

② 入口側の中学生の要請，及び出口側の産業界の人材需要の両観点に鑑み，学科の大括り化やコース制の導入な
どについて検討を行う。【以上、教務主事】

中期計画期間内達成見込み・問題点
○

・平成23年度入試の推薦選抜において作文が廃止さ
れ，内申点180点と面接27点による選抜が実施された．
また学力試験については増設会場の変更がなされ，高
山会場と東濃会場を廃して，名古屋会場を設けた．
・平成24年度編入学についての検討がなされ，試験に
ついては各科目の60％制約を廃して，全科目の合計点
の制約60％のみとした．ただし，各科目について30％の
足きり点を設定した．

・平成24年度の推薦入試について，特別活動の要件を
面接点に反映させることとした。また平成25年度の推薦
入試については，推薦募集人員に余裕のある場合も，
面接について不合格とすることもありうる制度を設け
た。

△ 平成18年度入学生の追跡データから，入試
データと入学後の学業成績のデータの相関関係
を評価したが，有意な要因を把握することができ
なかったため，大幅な制度改革には至らなかっ
た。

計画どうり実施しており特に問題はない。認定専攻科の 当初の計画どうり実施しており、特に問題はない。認
継続に向け、平成２４年の継続審査の準備を各教員に 定専攻科の継続審査は、機構の依頼により平成２５年
依頼した。
度に変更になり、準備を継続して進めている。

当初の計画どおり実施しており、今年度は特に以下の ○ 全体として検討や見直しは、計画的に行わ
検討を進めている。
れている。
・認定専攻科の継続を目指して、担当教員と科目構成
を見直す。
⇒２年間４学期における、科目の配分の検討を行い、問
題が無いことを確認した。
・入試制度の効果的運用を目指して、面接と英語の見
直しを行う。
⇒面接などの評価方法を効率化し、英語の評価基準に
TOEICも加えた。

・平成22年度入試に向けて推薦要件の改正を行った．
数学の評価の制約をなくした．また内申点について中学
校の第一学年の評価を除き，第２学年と3学年のみを評
価することとした．学力選抜についても内申点につい
て，第２学年と3学年のみを評価することとした
・平成23年度入試のＷＧにより推薦要件の検討を実施
し，作文の廃止，及び面接評価項目の改正が行われ
た．また学力試験については増設会場の変更がなされ
た．
・平成23年度編入学についての検討がなされ，面接の
評価項目についての改正がなされた．

・入学者の学力水準を維持するための取組として，平成 ○
18年度入学生の追跡調査結果を基に，入試における成
績と在学中の学業成績との相関を検証した。
・平成25年度入試に向けて，推薦要件と推薦選抜方法
の整合性を図った。具体的には，推薦要件②の特別活
動を推薦選抜の面接点として評価する方法を導入する
ことにした。

・平成23年度入試の推薦選抜において作文が廃止さ
れ，内申点180点と面接27点による選抜が実施された．
また学力試験については増設会場の変更がなされ，高
山会場と東濃会場を廃して，名古屋会場を設けた．
・平成24年度編入学についての検討がなされ，試験に
ついては各科目の60％制約を廃して，全科目の合計点
の制約60％のみとした．ただし，各科目について30％の
足きり点を設定した．

定員以上のＳ専攻１８名。Ｋ専攻１７名の計33名を専攻 専攻科２年次の対象となる学生Ｓ専攻１９名Ｋ専攻１１ 専攻科２年次の対象となる学生Ｓ専攻２２名Ｋ専攻１３ ○ 当初の目標に従って進められている。
科修了させた。また、JABEEプログラム修了に関しては 名において、全員の専攻科修了を実現した。また、学位 名において、全員の専攻科修了を実現した。また、学位
上記の内Ｓ系の３名が２年１０月期の学位授与申請で 申請においても、同様に全員が合格となった。
申請においても、同様に全員が合格となった。
学修成果が不合格となったが、平成２２年４月の再申請 これにより３０名のＪＡＢＥＥ認定を行った。
これにより３５名のＪＡＢＥＥ認定を行った。
で学士合格するよう指導を実施した。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

産業界における人材需要や学生のニーズの変化等に対応した
28 ②
学科の大括り化やコース制の導入などについて検討を行う。

平成２３年度
計画通り発行、公表した。

専門基礎学科の組織についての改正案が了解され平 ・平成23年度からは専門基礎学科は廃止されて人員は ○混合学級導など
△ 転科制度の改革案の腹案は作成済であるの
成23年度からは当該学科の教員は専門５学科に配置さ 専門５学科に廃止されることなった．一方でこの代替機 混合学級の代替手段としての転科の改革については進 で教務会議等で議論を進めたい。
れることになった．
能を司る組織として専門基グループが設置されることに んでいない。
なった．
○学科の構成・改組等についての方向性を検討する
専門基礎学科が解消され，当該教員は平成23年度か
ら各専門学科に配置された。

◎ ◎ ◎
27

・平成22年度入試に向けて推薦要件の改正を行った．
数学の評価の制約をなくした．また内申点について中学
校の第一学年の評価を除き，第２学年と3学年のみを評
価することとした．学力選抜についても内申点につい
て，第２学年と3学年のみを評価することとした
・平成23年度入試のＷＧにより推薦要件の検討を実施
し，作文の廃止，及び面接評価項目の改正が行われ
た．また学力試験については増設会場の変更がなされ
た．
・平成23年度編入学についての検討がなされ，面接の
評価項目についての改正がなされた．

平成２２年度（実施済み）
計画通り発行、公表した。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

24

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

教務主事

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・平成２１年度に平成２２年度専攻科入学生からの教育
課程表を改定し、Ｊ１９対応を残すのみとなった。２２年
度教育課程表では、いくつかの科目の見直しと共に、語
学科目の前期・後期の独立、環境材料学およびディジタ
ル基礎と応用の新規導入等を実施した。

・ＪＡＢＥＥの認定内容に合わせてＳ専攻とＫ専攻の連携
を強めるため，H21年度にカリキュラムの擦りあわせ等
の検討を開始した。これに伴い，H22年度に専攻科の教
育課程表を改定した。

・ＪＡＢＥＥの認定内容に合わせてＳ専攻とＫ専攻の連携 ○
を強めるため，H22年度に改定した専攻科の教育課程
表を執行した。
紙ベースでのカルテ管理の統一。
・特別研究等のカルテ作成など、学生の管理をＳＫ統一 申請したＳＫ全員の学位授与機構合格。
し、連携を深めた。
・申請した全員が学位授与機構に合格した。

外部資金獲得のために，教育ＧＰ，高専改革推進経費
等の各種申請プログラムを研究主事が窓口とすること
にした．高専改革推進経費プログラムについては，事前
審査を行い，申請書のブラッシュアップを図り３件提出し
た

○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直しのた
めの体制の整備
・特別教育研究経費（高等専門学校改革推進経費）な
ど外部資金に３件応募、アウトリーチ推進室活動による
入試倍率向上事業が採択された。その結果、アウトリー
チ推進室（廣瀬室長）を立ち上げ、モレラにサテライト常
設展示を設置した。以上の結果、入試倍率を前年度比
２９％増とすることができた。
・外部資金獲得および学外活動（地域貢献を含む）に対
する本校の指針及び戦略作成と推進する体制の整備
を行った．
・戦略作成・推進体制としては、従来のリテラシー教育
推進室に加えて、アウトリーチ活動推進室、若鮎連携推
進室、知財教育推進室を立ち上げ、それぞれ、サテライ
トキャンパス広報活動・ＯＢ教員による企業支援と人材
育成活動・ＩＰＤＬ検索の講習によるものづくりや研究活
動への知財活用の推進を図った。

・特別教育研究経費（高等専門学校改革推進経費）な ○
ど外部資金に３件応募、アウトリーチ推進室活動による 広報関係の経費採択の継続。
入試倍率向上事業が継続採択された。その結果、アウ 富山高専の海外関係の経費採択への参加。
トリーチ推進室（廣瀬室長）により、モレラにサテライト常
設展示を設置した。以上の結果、入試倍率は前年度よ
りやや低下したが、Ｖ字回復をほぼ維持できた。
・外部資金獲得および学外活動（地域貢献を含む）の推
進を行った。
科研費２５件、人材育成３件（ＯＢ・Ｄ科・ＯＢ）、知財関
係開発推進校参加、公開講座１１件、モレラ・科学館・
東濃信金でのイベント
・戦略作成・推進体制としては、従来のリテラシー教育
推進室に加えて、アウトリーチ活動推進室、若鮎連携推
進室、知財教育推進室を継続し、それぞれ、サテライト
キャンパス広報活動・ＯＢ教員による企業支援と人材育
成活動・ＩＰＤＬ検索の講習によるものづくりや研究活動
への知財活用の推進を図った。

平成21年度は学科の大括り化，あるいはコース制導入 学科再編の観点から，機械工学科で学科名称変更が 学科の大括り化やコース制の代替手段として転科の充 × 代替方法としての転科制度の腹案は完成済
の検討はなされていない．
立案され，機構本部に提案したが了解されなかった．そ 実を図る予定であったが実現していない。
なので諸会議を通じて案を練り，平成25年度から
の後，機械工学科の入試倍率も向上したため，学科名
の施行を目指したい。
称の件は据え置くこととなった．

4

対応年度に◎をつける
項目番号

29

30

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
③ 各分野において基幹的な科目について必要な知識と技術の修 ③各専門学科の教育目標・教育課程に合致した学外資格を取得することを推進する．この取得状況をひとつの外部評
得状況や英語力を把握し，教育課程の改善に役立てるために，学 価と捉え教育方法の改善に役立てる【以上、教務主事】
習到達度試験を実施し，試験結果の分析を行うとともに公表する。
また，英語については，TOEIC などを積極的に活用し，技術者とし
て必要とされる英語力を伸長させる。

・FDを計画的に充実し授業方法の改善を図る
・ＴＯＥＩＣの補習授業を継続する。
・平成21年度から開始される本科５学年の技術者倫理の授業について課題の把握と改善を図る【以上、教務主事】

担当者
教務主事

21

22

23

24

25

教務主事

32

33

34

機械工学科
M
機械工学科の学生を、未来の「ものづくり」を担う実践的技術者として育成するためには、学びの力、心の力、体の力を
兼ね備えた総合的な素養を学生に身に付けさせることが不可欠であり、このために以下の計画を遂行する。
(a)実社会で必要とされている能力と授業内容の相関を調査し、カリキュラムの再編に反映させる。
(b)学生全員の学力向上を図るため、重要科目に関する補習体制を構築する。
(c実用技術や先端技術への理解を深めるため、いつでも実物に触れて技術を体感できるよう環境を整える。
(d)早い時期から明確な使命と職業観が持てるよう、講演会や現場・施設見学会を設ける。
(e)インターンシップ（本科4年生の校外実習）については、新たな受け入れ先を開拓するなど体制を整備し、積極的に学
生に薦める。
(f)｢社団法人日本機械設計工業会・機械設計技術者試験｣｢情報処理技術者試験｣等の斡旋を継続する。
(h)「ポイント制」に組み込むべき活動を見直し、少なくとも毎年更新する。

電気情報工学科
E
本学科は，学生の資質に応じた教育を可能とするコース別のカリキュラム編成を軸とした学科改組を平成12年度に行
い，電気・電子・情報の各分野におけるバランスのとれた確かな基礎的知識と技術を身につけ，同時に社会の要求に応
えることのできる高度専門技術と知識を修得した技術者養成を目指し，以下の計画を遂行する。
(a) 平成23年度にカリキュラムを見直す。また教科目のキーワードの見直しは２年毎に，シラバスの点検は毎年行う。
(b)少人数教育に積極的に取り組み，少人数教育の実施に伴う評価，点検を毎年行う。
(c)教育課程を見直すとき，ＩＴ技術・情報処理教育の充実を図り，情報機器及び実験用機器の更新のために，それぞれ
学科当初予算の10％以上を充てる。
(d)プレゼンテーションの技術を習得するため，卒業するまでに７回の発表機会を与え、プレゼンテーションの重要性を理
解させる。
(e)電気情報工学科で実施している英語，ITなどの資格検定の合格者に与える実践技術単位を、卒業生平均で８単位取
得させることを継続するとともに単位や制度の見直しを行う。
(f)少人数教育の一環として，卒業するまでに「ものづくり」を実施する機会を３回与え，経験させる。さらに工学の視野を
広めるため，学生を対象にした外部講師による講演会を年間で平均２回以上行う。

電子制御工学科
D
(a)カリキュラムの充実を図るために，平成21～22年度において，学科内の教育課程検討WGを中心として，組織的な点
検と整合性のあるシラバス作成等，新しい専門教育課程の具体案を検討する。
シラバスの点検を毎年実施する。
(b)少人数教育を積極的に進めるために，学科全体予算の５％以上を実験設備費として毎年執行し，少人数対応の実験
教育システムを運営する。
専攻科学生による実験等のティーチング・アシスタントを毎年実施する。
(c)地域との連携と学科教育への反映のために，地域産学官との地域連携・共同研究テーマ等を調査・検討する。地域
産学官等との地域連携・共同研究テーマを５年間に３件以上実施し，地域ニーズを教育へ反映すると共に，学生の実社
会経験を促進する。
(d)知的システムを創造的に構築し，かつ展開できる人材育成のために，平成23～24年度において，資格取得とロボコ
ン等のコンテスト参加への学科支援体制を再検討する。
(e)教育課程の実施結果や少人数実験教育システム等を平成25年度に学生アンケート，教員アンケート等により評価す
る。
環境都市工学科
C
(a)目標に掲げた進路を達成するためには，学生全員の学力向上が不可欠である。そのため，第１期中期計画に引き続
き専門科目に関する補習を積極的に行う。
(b)平成19年度からカリキュラムの改訂を行い，現在学年進行で新カリキュラムを実施中であるが，完成年度を待つまで
もなく，年度ごとにカリキュラムの効果的な教育方法を検討して次年度への改善点を明確にする。
(c)学生の勉学意欲の向上，実践的技術の理解を深めること，先端技術に触れること，を意図し実験実習設備の更なる
充実を図る。
(d)１・２年生には環境都市工学に対する興味を喚起すること，３・４・５年生には将来の職業に対する意識を明確化する
ことを意図し，OB・OGを主な講師とした講演会や見学会，あるいは現場・施設見学を年2回以上実施する。
(e)インターンシップ（本科4年生の校外実習）については，これまでと同様に平成21年度以降も全員参加の方針を継続
する。
(f)第１期中期計画に引き続き公務員試験対策ゼミ，就職活動支援を学科として組織的に実施する。また，全学年に亘り
技術士一次試験・測量士・環境社会検定試験（eco検定）・TOEIC受験等の資格取得を勧める。
(g)他高専の環境都市工学科学生との合同ゼミ，合同勉強会，研究発表会を開催し，学校の枠を超えた学生の交流活
動を推進する。
(h)女子卒業生の追跡調査を実施し，環境都市工学科で修得した能力が実社会でどのように生かされているのかを明確
にする。

中期計画期間内達成見込み・問題点

各専門学科の教育目標・教育課程に合致した学外資格 ○
を取得することを推進し，これらの内ののいくつかの資
格試験日程は年間行事予定表にも記載され啓蒙が図
られた。

・6月3日にＦＤ意見交換会として定期試験運用方法が
検討された．
・英語科教員主導によりTOEIC試験の補習授業が積極
的に実施されている．
・学内授業参観・学外授業参観が各１回実施された．

・ＦＤ意見交換会として豊田高専との交流教員による講
演会が実施された．
・英語科教員主導によりTOEIC試験の補習授業が積極
的に実施されている．
・学内授業参観・学外授業参観が各１回実施された．

・授業参観や講演会等のFD活動を実施した。
○
・英語科教員によりＴＯＥＩＣの補習授業が実施された。
・研究主事主導で本科の技術者倫理と専攻科の技術者
倫理の整合を検討する機会が設けられた3/13。

・ポイント制の見直しが実施された
・カリキュラム再編（改組・学科名称変更）の準備にか
かった。

(a)カリキュラム再編と学科名称変更の議論を行った。結
果的に学科名称は変更しないことになったが、効率的な
カリキュラムについて十分な議論が出来、この成果をも
とに、再来年度入学生からの、カリキュラム変更を実施
する予定である。
(ｃ）3階廊下に機械工学に関する模型を展示しており、
教育効果を高めている
(d)学科全学生を対象とした講演会を実施した。また、工
場見学を積極的に行っている。
(f)資格試験は継続して実施しており、学生の目標となっ
ている。

(a)平成24年度入学生からのカリキュラム改訂を行っ
た。
(d)1年生を除く全学年で工場見学を実施した。
(e)4年生の全ての希望者に対してインターンシップを実
施させる事ができた。
(f)「日本機械設計工業会・機械設計技術者試験」を4年
生に、「情報処理技術者試験」を全学年に斡旋し、積極
的に受験させる事ができた。

○ (a),(d),(e),(f)

キーワードの見直し、シラバスの点検、情報機器及び
実験用機器への予算振り当てを実施した。少人数教育
の評価に関しては、科目別の評価や授業アンケートの
平均点だけで、明確な効果を確認することはできなかっ
たが、少人数教育だからこそ達成できている授業内容
であると評価する教員も多く、双方向授業が実現しやす
い、学生の理解度を把握しやすいなどの効果は得られ
ている。

(a) ・カリキュラムの見直しについて議論した。
・シラバスの点検を実施した。
(b) ・少人数教育を実施し、評価点検を行った。
(c) ・情報機器及び実験用機器への予算振り当て
(d) ・卒業まで７回のプレゼン機会
(e) ・実践技術単位の取得状況 １年：３単位、２年５単
位、３年：８０単位、４年：４１０単位、５年：３１９単位
(f) ・卒業まで３回のものづくり機会
・学生向けの学術講演会を２回、実施（電気学会、特
許検索）

(a)・前回カリキュラムの見直しの効果について検討し，
問題がないことを確認 した．
・シラバスの点検を実施した。
・キーワードの点検を実施した。
(b)少人数教育を実施し、評価点検を行った。
(c)情報機器及び実験用機器への予算振り当てをおこ
なった。
(d)卒業まで７回のプレゼンの機会を与えた。
(e)実践技術単位の取得状況
2年17単位、3年：136単位、4年：268単位、5年：486
単位
(f)・卒業まで３回のものづくりの機会を与えた。
・学生向けの学術講演会を２回実施した。（エネル
ギー，IT）

○
・実践技術単位（卒業生の平均値）：10.0
・ものづくりの機会：3回
・外部講師による学生向け講演会：2回
・卒業までのプレゼンの機会:7回
・講演会テーマをエネルギー、ITとした。
・少人数教育の評価方法を検討していく必要が
ある。

(a) シラバスの点検を実施した。新しい専門教育課程の
具体案検討は平成22年度に実施する。
(b)学科予算の17.7%を実験設備費として執行した。専攻
科学生による実験等のティーチング・アシスタントを実
施した。
(c)地域連携・共同研究テーマを6件実施した。

(a) シラバスの点検を実施した。新しい専門教育課程の
具体案を検討し，平成24年度以降入学生用カリキュラ
ムの原案を作成した。
(b)学科予算の18.7%を実験設備費として執行した。専攻
科学生による実験等のティーチング・アシスタントを実
施した。
(c)地域連携・共同研究テーマを3件実施した。

(a) シラバスの点検を実施した。
○
(b)学科予算の9.9%を実験設備費として執行した。専攻 (b) 9.9%
科学生による実験等のティーチング・アシスタントを実 (C) 平成21～23年度で11件
施した。
(c)地域連携・共同研究テーマを2件実施した。
(d)知的システムを創造的に構築し，かつ展開できる人
材育成のために，資格取得とロボコン等のコンテスト参
加への学科支援体制を再検討した。

（a）○継続的に実施した。（ｂ）○継続的に実施した。
（ｃ）○継続的に実施した。（ｄ）○1,3,4,5年生に対して，
社会資本整備に関する現場見学会を数回，OB・OGの
学科講演会を全学生向けに３回実施した。（ｅ）○校外
実習は4年生全員が10日間実施し，実習報告会，審査
会を経て2単位を習得した。（ｆ）公務員試験対策ゼミ、就
職活動支援を実施した。環境社会検定試験は１年生が
受験し、４名が合格した。（ｇ）と（ｈ）については中期計画
策定時期が年度途中であったことにより、準備不足で今
年度は実施できなかった。

（a）継続的に実施した．（ｂ）新しいカリキュラムの科目に
ついてはシラバスを教室会議で確認するなどし継続的
に実施した。（ｃ）振動試験装置，非破壊試験装置の導
入を施設整備マスタープランとして要望したがかなわな
かった．（ｄ）学外講師による講演会として，河川環境に
関するもの（１,2,3,4年生），建設技術に関するもの
（2,3,4,5年生，専攻科生），凍害に関するもの（3,4年生）
の計3回の講演会を実施した．このうち河川環境に関す
る講演の講師は本校ＯＢである．また，4年生を対象に
国土交通省関係，岐阜市下水処理関係の現場見学を
各1回実施した．（ｅ）校外実習は4年生全員が10日間実
施し，実習報告会，審査会を経て2単位を習得した。（ｆ）
公務員試験対策ゼミ、就職活動支援を実施した。環境
社会検定試験は第1回（7月実施），第2回（12月実施）
合わせて69名（内訳1年19名，2年27名，3年7名，4年13
名，5年3名）が受験した．また，技術士一次試験（10月
実施）を4年生14名，5年生２名が受験した．技術士一次
試験については4年生1名が合格した．（ｇ）と（ｈ）につい
ては今年度は実施できなかった．

（a）継続的に実施した。
（ｂ）新設科目を中心として効果的な教育方法について
教室会議で情報交換するなどし継続的に実施した。
（ｃ）振動試験装置，非破壊試験装置の導入を施設整備
マスタープランとして要望したがかなわなかった。
（ｄ）学外講師による講演会として，ドイツ在住の本校OB
による環境・エネルギー問題に関するもの（１,2,3,4年
生）を実施した。また，進路選択を控えた４年生を対象
に６回の講演会を実施した。６回の内４回は本校OBが
講師である。また，4年生を対象に国土交通省関係，河
川測量関係の現場見学を各1回実施した。
（ｅ）校外実習は４年生の内，夏季休業中に怪我で入院
していた１名を除き全員が実施した。
（ｆ）公務員試験対策ゼミ、就職活動支援を実施した。環
境社会検定試験は第1回（7月実施），第2回（12月実
施）合わせて37名が受験し14名が合格した。また，技術
士一次試験（10月実施）を4年生11名が受験し1名が合
格した。
（ｇ）については豊田高専環境都市工学科教員と情報交
換を行った。
（ｈ）については今年度は実施できなかった。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

平成２３年度

・平成23年度の年間行事予定表では，前年度に引き続
き各学科で主体的に行う外部資格試験等が積極的に
記載されている．
・外部資格の取得状況に応じて卒業要件とは別の単位
を認定するシステムが定常化しており，この認定状況は
一覧としてまとめられ教務掲示板に示されている．

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

平成２２年度（実施済み）

平成22年度の年間行事予定表では，各学科で主体的
に行う試験を積極的に記載することとした．

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

△
(b)個々の教員の補習は積極的に実施されたが、
補習態勢の構築には至らなかった。
(c)機械工学科棟3階廊下に展示スペースを設
け、様々な物を展示しているが、教科目に関連し
た展示品が少ない。
(h)「ポイント制」の検討は行っているが、学生か
らの意見の聴取が十分でははい。

（a）○
（ｂ）○
（ｃ）△実験施設の導入については機会あるごと
に積極的に申請を続ける。
（ｄ）○
（ｅ）△進路の多様化，進学する学生の増加を背
景として４年生を義務的に全員参加させることに
ついて疑問視しする意見もあるので効果的なイ
ンターンシップのあり方について検討する。
（ｆ）○
（ｇ）△豊田高専環境都市工学科教員と情報交換
を行う中で学校間のスケジュールの違い等によ
り学生全員の交流は容易ではないことがが判明
した。学会の学術講演の場などを利用した交流
についても検討していく。
（ｈ）△計画期間内に実施する。

5

対応年度に◎をつける
項目番号

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
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岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
担当者
建築学科
A
(a)複合的要素の強い建築で，学年に見合ったバランスのとれた教育内容となるよう検討する。
平成20年度建築士法の改正に伴い、一級建築士の受験資格が「卒業した学校」から「指定科目の単位取得」に変更さ
れたのを機に、教育課程を大幅に変更した。その主眼はインテリア科目の新設・充実である。平成21年度入学生が平成
22年度からインテリア系科目を受講し始めることより、平成22年～24年はインテリア科目群の教育的効果の検証を行
い、同入学生が５年次となる平成25年に向けインテリア系会社の求人を開拓する。
(b)第１期中期計画の目標であった「インターンシップ受け入れ会社数が第４学年の2/3社以上にする」ことは達成した。
今期の目標は、その内容の充実とインターンシップに積極的に参加させるため，オープンデスク等の活用を図り、インテ
リア系の新規受入れ企業の開拓を行う。
平成21年度：過去のインターンシップ参加実績の内容・業種についての調査を行う。
平成22～25年度：インテリアを主業務にしている新規受入れ企業等の開拓を行い，第４学年でインテリア系会社での研
修を希望する学生がほぼ参加できる体制を構築する。
(c)社会倫理の理解や広い視野を持たせるため，卒業生の講話を継続的に行う。
平成21年度：講話の成果について意見収集を行い,効果的な講話の実施方法・内容について検討する。
平成22～25年度：年１回の講話を継続的に行う。
平成25年度：講話の実施方法・内容および講演会の案内方法について検討を行う。
(d)対話能力及び表現能力を高めるため，卒業研究以外の教科での発表会を継続的に実施する。
平成21年度：第１期で実施した発表会の科目と内容を検討し、効果的である科目の再検討を行う。
平成21～25年度：複数教科での発表会を実施し，最終年度は発表会の効果的手法について再度検討を行う。

専攻科教育
(a) 全般的な事項
・本校の外部連携教育推進プログラムと連携した教育課程表カリキュラムの見直しを実施する。
・ＪＡＢＥＥプログラム（Ｊ１９・平成２４年度専攻科入学生対象）用の教育課程表カリキュラムを更新する。
・ＪABEEプログラムの各学年・各年度ごとの達成度・達成率の評価・確認により，ＪＡＢＥＥ修了率80%以上とする。

36

公私立高等専門学校と協力して，スポーツなどの全国的な競
38 ⑤
技会やロボットコンテストなどの全国的なコンテストを実施する。

ボランティア活動などの社会奉仕体験活動や自然体験活動な
39 ⑥
どの様々な体験活動の実績を踏まえ，その実施を推進する。

（３）優れた教員の確保
①定着した公募制を継続する．
より，教授及び准教授については，採用された学校以外の高等専 ②制定から数年が経過し複雑化している現在の採用基準・昇任基準の課題を明らかにし改善を図る．
門学校や大学，高等学校，民間企業，研究機関などにおいて過去 H21現行制度の問題点の抽出．H22改正案の検討開始 H23改正案の成案 H24改正案の施行【以上、教務主事】
に勤務した経験を持つ者，又は１年以上の長期にわたって海外で
研究や経済協力に従事した経験を持つ者が，全体として60％を下
回らないようにする。

24

25

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎

◎

◎
◎
◎
◎

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

（ａ）Ｈ２１年度は、インテリア基礎が開講され、基礎的な
能力の涵養ができた。
（ｂ）インターンシップの参加者が２５人となり、クラスの
１／２の参加に留まり、充分達成したとはいえない。
（ｃ）４Ａ学生を対象に、鉄道、電力インフラ系及び住宅
施工系に従事する卒業生による講話を３回実施した。
（ｄ）効果的な科目は、設計製図、実験実習であることを
再確認し、設計製図での講評会等を実施した。

(a）平成21年度入学生からのカリキュラム変更で導入さ ○ 継続的に実施しており、期間内に達成する見
れた「インテリア設計Ⅱ」が平成24年度から開講される 込みである。
に当たり、設計教育及びインテリア関連科目を担当する
教員（5名）によって、「インテリア設計Ⅱ」の内容および
その進め方について検討し（平成23年10月24日 15:00
～16:30）、①環境・計画の視点からデザインすること、
②理論的に実証する内容を含むこと、で実施することと
した。
(ｂ）インターンシップについて、「22年度～25年度におい
て、インテリアを主業務にしている新規受入れ企業等の
開拓を行い，第４学年でインテリア系会社での研修を希
望する学生がほぼ参加できる体制を構築する。」につい
てはインターンシップ参加者のうちインテリア系企業を
希望した2名が新たに開拓したインテリア系企業でのイ
ンターンンシップを実現したことにより達成していると考
える。
(c)平成23年度は建築技術者倫理の授業の一環として、
卒業生の講話を1回実施した。
（ｄ）以下の科目について講評会を実施した。
１A建築学通論：課題講評会（東海地方の建築作品レ
ポート）９０分 ２A建築製図２：課題講評会（RC造の設
計）９０分 ３A建築設計製図１：課題講評会９０分×２課
題（第一・第三・第四課題） ３Aインテリア設計１：課題
講評会９０分 ３Ａ建築工学実験Ⅰ(構造系）：班ごとの
発表９０分 ４A建築工学実験II：環境問題に関する発表
会（班ごとの発表９０分） ４Ａ建築設計製図Ⅱ：第2課題
（地域住民の前にて「学生設計アイデアコンペ」として実
施） ５A建築設計製図３：中間・本発表９０分×６コマ

・平成２２年度版教育課程表を更新した。
・平成２２年度にＪ１９対応を実施予定である。
・専攻科修了生の修了時でのJABEEプログラム修了予
定者は３１／３４であり９０％以下となった。４月期の再
申請で１００％を目指している。

・平成２３年度より完成版としての教育課程表を策定し
た。
・平成２２年度より実施しているＪ１９の完成年度となり、
２年生が対象となる。
・専攻科修了対象学生の１００％が、専攻科修了、学位
取得、ＪＡＢＥＥ認定を達成した。

・平成２３年度より完成版としての教育課程表を実施し、
その効果を検討した。
・平成２４年度入学制用の教育課程表を完成させ、科目
の割当などの調整を行った。
・専攻科修了対象学生の１００％が、専攻科修了、学位
取得、ＪＡＢＥＥ認定を達成した。

・実施済み（平成２２年度からは環境生態工学はＫ系は
選択となるが、本科カリキュラムのＪ１９進行によるもの
であり問題とならない。）
・３年連続パテントコンテスト大学部門で入賞を果たし
た。
・継続した。平成２２年度に拡充予定である。
・ＴＯＥＩＣの基準クリアに関しては２名が、学会発表に関
しても２名が未達成となり、Ｓ系２名、Ｋ系１名が留年し
た。学生及び指導教員への啓蒙を実施した。

・新しいＳＫ共通科目を２科目新設し、プログラムの統一
的な運用を目指す。
・創造工学実習は、入賞は出来なかったが、ＳＫ統一
チームの活動が充実できた。
・ＪＡＢＥＥ更新に向け、エビデンスの準備などを進めて
ゆく。
・ＴＯＥＩＣの基準については、２年修了時までに全員が
合格することが出来た。

・ＳＫ共通科目を充実させ、プログラムの統一的な運用
を目指す。
・創造工学実習は、入賞は出来なかったが、ＳＫ統一
チームの活動が充実できた。
・ＪＡＢＥＥ更新に向け、エビデンスの準備などを進めて
ゆく。
・ＴＯＥＩＣの基準については、２年修了時までに全員が
合格することが出来た。
・新しいＪＡＢＥＥ２０１２基準に従って、効果的な教育プ
ログラム実現にむけて、具体的な方針を検討した。
就職先アンケートを実施した。卒業生アンケートは機構 △ 卒業生アンケートは機構のアンケート調査と
のアンケートに合わせて平成２４年度に実施することと 併せて平成２４年度に実施することとした。
した。

◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ コンテストへの出場を継続することが出来た。

学生の自主参加活動をサポートするための、支援環
境・体制の整備については、機会があるごとに学生会
議で議論した。
コンテストへの出場を継続することが出来た。

学生主事

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

学生の自主参加活動をサポートするための、支援環
○
境・体制の整備については、機会があるごとに学生会
議で議論した。特にロボコン関係では、製作場所、保管
場所等の確保について、第3回財務・施設委員会へ検
討を依頼した。
コンテストへの出場を継続することが出来た。
前期のボランティア活動は雨天のため中止し、後期は ○
予定通り実施した。また、学生会評議会終了後、有志に
よるクリーンアップ活動（清掃活動）を実施した。

計画通り実施した。

計画通り実施した。

・公募制を継続した．

・公募制を継続した．
・教員選考制度について，企業から採用された教員に
ついて，採用後の昇任が不利な状況があったため，こ
れを是正するための規則改正がなされ平成23年度から
施行される．

・定着した公募制を継続した．
△ 将来計画委員会等で『現在の採用基準・昇
・制定から数年が経過し複雑化している現在の採用基 任基準の課題』を検討する機会を設けたい．
準・昇任基準の課題を明らかにし改善を図ることができ
なかった．

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○高専・両技科大間教員交流制度により、２２年度の派
遣１名（２年間）、受入１名（１年間）を決定
○再雇用制度により、教員１名、技術職員１名を再雇用
○教育及び研究のほか、学生指導、クラブ指導等を担
当することができる能力を有する者を採用

・高専・両技科大間教員交流制度により１名を派遣（２
年間）
・再雇用制度により、職員１名を再雇用
・教育及び研究のほか、学生指導、クラブ指導等を担当
することができる能力を有する者を採用

・高専・両技科大間教員交流制度により１名を派遣（２ ○
年目）し、２４年度の派遣１名（１年間）、受入１名（１年
間）を決定した。
・再雇用制度により、教員・職員各２名を再雇用。
・教育及び研究のほか、学生指導、クラブ指導等を担当
することができる能力を有する者を採用。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○教員選考に対する基本方針により採用を実施
・教員選考に対する基本方針により採用を実施
○教員公募により，博士又は修士の学位取得者、民間 ・教員公募により，博士又は修士の学位取得者、民間
企業等の経験を有する者を採用
企業等の経験を有する者を採用
専門科目教員 ５名採用
専門科目教員 ２名採用
一般科目教員 ２名採用
一般科目教員 １名採用

校長・教
務主事

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

②岐阜高専以外の高等教育機関等に１年以上の長期にわたって勤務し，本校に戻ることのできる人事交流制度を活用 校長・事
する。
務部長
たって勤務し，またもとの勤務校に戻ることのできる人事制度を活 ・高専・両技科大間教員交流制度を活用する。
用するほか，高等学校，大学，企業などとの任期を付した人事交 ・優れた人材の有効活用及び人件費の効率的運用という視点から，再雇用制度を活用する。
流を図る。
・教育及び研究のほか，学生指導，クラブ指導等を担当することができる能力を有する者を採用する。【以上、事務部
長】

理系以外の一般科目については，修士以上の学位を持つ者や民 を持つ者など優れた教育力を有する者を採用する。
間企業等における経験を通して高度な実務能力を持つ者など優れ 中期目標の期間中に，この要件に合致する者を専門科目担当の教員については全体として70％以上とし，理系以外
た教育力を有する者を採用する。
の一般科目担当の教員については全体として80％以上となるようにする。【以上、校長】
この要件に合致する者を専門科目担当の教員については全体と
して70％，理系以外の一般科目担当の教員については全体として
80％を下回らないようにする。

平成２２年度（実施済み）

（ａ）Ｈ２１年度は、当該教科目が開講されていない。
（ｂ）インターンシップの参加者が２９人となり、クラスの
３／４が参加したことより充分達成していると考える。ま
た、インテリア系志望の学生一人が、希望する会社へ
就職することが出来た。
（ｃ）４Ａ学生の口頭アンケートを行い、施工管理に従事
する卒業生による講話を１回実施した。その感想をアン
ケートし、効果のあったことを確認した。
（ｄ）効果的な科目は、設計製図、実験実習であることを
再確認し、設計製図での講評会等を実施した。

◎

教員の力量を高め，学校全体の教育力を向上させるために，
41 ②
採用された学校以外の高等専門学校などに1 年以上の長期にわ

専門科目（理系の一般科目を含む。以下同じ。）については，博 ③専門科目（理系の一般科目を含む。）については，博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度の資格を持つ
42 ③
士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度の資格を持つ者， 者，理系以外の一般科目については，修士以上の学位を持つ者や民間企業等における経験を通して高度な実務能力

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

○ 当初の目標に従って進められている。

◎
◎
◎
◎

ロボットコンテスト，プログラムコンテスト，デザインコンテスト、高専祭，専門展など学生の自主参加活動をサポートする 学生主事
ための、支援環境・体制の整備を強化し、支援環境・体制の整備を学生会議で年１回以上検討する。
ロボコン地区大会，プロコン，デザインコンテストの出場を継続する。【以上、学生主事】

40 （３）優れた教員の確保
① 多様な背景を持つ教員組織とするため，公募制の導入などに

23

◎ ◎ ・ ・ ◎
・ ◎ ◎ ◎ ・
◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(c)第三期ＪＡＢＥＥプログラム認定に向けた点検と改善
・平成２６年度からの第三期ＪＡＢＥＥプログラム認定に向けた教育プログラムの点検と改善を実施する。【以上、専攻科
長】
④卒業生・就職先アンケートを3年に一回実施し（平成23年度）、その結果を分析し活用する（平成24年度）。【以上、点 点検評
検評価・フォローアップ委員長】
価・フォ
ローアッ
プ委員長

⑥ ボランティア活動(年２回)などの社会奉仕体験活動の実施を推進する。【以上、学生主事】

22

専攻科長

(b) 他分野の理解と複合システムを開発する実践的開発創造能力及び説明能力の育成を継続する。
・２専攻共通の生命科学，環境生態工学等の必修科目により，融合・複合領域の学習能力を向上させる。
・創造工学実習等を２専攻共同で運営し，「環境システムデザイン工学」教育プログラムの成果を確認する。
・専門教育の多様化・高度化を図るため，他の高専及び大学との単位互換制度を継続・拡充する。
・ＴＯＥＩＣの設定基準クリアと専攻科生の学会発表を義務づけ，修了生の能力確認と向上に努める。

卒業生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価を実施
37 ④
し，その結果を積極的に活用する。

21

校長

・教員選考に対する基本方針により採用を実施。
・教員公募により，博士又は修士の学位取得者、民間
企業等の経験を有する者を採用。
専門科目教員 ６名採用
一般科目教員 １名採用（博士後期課程在学中）

○

女性教員の比率向上を図るため，必要な制度や支援策につい
43 ④
て検討を行い，働きやすい職場環境の整備に努める。

6

対応年度に◎をつける
項目番号

44

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
⑤ 中期目標の期間中に，全ての教員が参加できるようにファカル ⑤各年度のFD活動を計画的に実施し，各FD活動を有機的に結合させ意義を深める．また，形骸化されたFD活動につ
ティ・ディベロップメントなどの教員の能力向上を目的とした研修を いては廃止を含めた見直しを図り，新たなFD活動を発掘する【以上、教務主事】
実施する。また，特に一般科目や生活指導などに関する研修のた
め，地元教育委員会等と連携し，高等学校の教員を対象とする研
修等に派遣する。

教育活動や生活指導などにおいて顕著な功績が認められる教
45 ⑥
員や教員グループを毎年度表彰する。

⑥教育活動や生活指導などにおいて、顕著な功績が認められる教員や教員グループを計画年度ごとに表彰する。【以
上、校長】

文部科学省の制度や外部資金を活用して，中期目標の期間中 ・国内外の大学等で研究・研修する機会を設けるとともに，教員の国際学会への参加を促進する。
46 ⑦
に，300 名の教員に長期短期を問わず国内外の大学等で研究・研 【以上、研究主事】

担当者
教務主事

（４）教育の質の向上及び改善のためのシステム
①教材や教育方法の開発準備とその点検
研究の経験や能力を活用した研究会や委員会などの組織におい ・e-Learning実践研究推進室の主導するコンテンツ作成研修会を開催する【以上、研究主事】
て決定した5 つ以上の分野について，国立高等専門学校の特性を
踏まえた教材や教育方法の開発を推進する。

・点検評価・フォローアップ委員会が中心となって教育の質の改善に関する点検を定期的に実施する。
前期末及び後期末にフォローアップ授業週間を設け点検を実施する。授業担当教員はシラバス，授業評価・達成度評
価報告書，成績評価資料の3点セットを各科委員へ提出して年度末にフォローアップ点検を受ける。
・学生による授業評価を適切に反映させるために授業評価結果を公表する。【以上、点検評価・フォローアップ委員長】

実践的技術者養成の観点から，在学中の資格取得を推進する ・実践的技術者養成の観点から，各学科で在学中の資格取得を推進するとともに，日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥ
50 ②
とともに，日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）によるプログラム認 Ｅ）による本校プログラム認定の継続を通じて教育の質の確認と向上を図る。

毎年度サマースクールや国内留学などの多様な方法で学校の
51 ③
枠を超えた学生の交流活動を推進する。

24

25

校長

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

・平成２６年度のＪＡＢＥＥ継続認定に向けて自己点検書を更新し内容を確認する。【以上、ＪＡＢＥＥプログラム責任者】

教員の国際会議等参加は６件

・国内外の大学等で研究・研修する機会を設けるととも ・国内外の大学等で研究・研修する機会を設けるととも ○
に，教員の国際学会への参加を促進した。
に，教員の国際学会への参加を促進した。
教員の国際会議参加は3件
教員の国際会議等参加は４件であった．
教員の国際会議等参加は3件、外国出張は２１件であっ 外国出張は２１件
た。
バンドン工科大学との連携締結と教員及び学生の訪問
を実施した。

○平成２１年度に一部有志に試行的にコンテンツ作成
研修を実施

・コンテンツ作成研修会を３回実施した（数学のコンテン ・実験アラカルトの中の2つのコンテンツを改定した。こ ○
ツの向上のために開発教員と研修・意見交換を実施）。 のことにより、個別の問題に対するレポート課題提出な コンテンツ改定は２件
ど、学生レポートのコピーペーストの弊害を削減できた。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

平成20年度実施分について点検した。
前期末及び後期末に点検を実施した。
3点セットを提出するよう指示した。
クラス別評価結果をウェッブで外部公開した。

平成21年度実施分について点検した。
前期末及び後期末に点検を実施した。
3点セットを提出するよう指示した。
クラス別評価結果をウェッブで外部公開した。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・6月3日にＦＤ意見交換会として定期試験運用方法が
検討された．
・学内授業参観・学外授業参観が各１回実施された．

・ＦＤ意見交換会として豊田高専との交流教員による講 ・授業参観やその後の各学科での討議を実施した。学 ○
演会が実施された．
会で受賞歴のある英語教員によりプレゼンをＦＤ講演会
・学内授業参観・学外授業参観が各１回実施された．
で実施した。

研究主事

研究主事

高専ロボコン２０１１地区大会の円滑な運営、課外活動 ○
の顕著な功績により教員２名を表彰した。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
点検評
価・フォ
ローアッ
プ委員長

JABEEプ
ログラム
責任者

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎

研究主事

学生・寮
務主事

◎ ◎◎ ◎◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

研究主事
・e-learningコンテンツ, 科学技術リテラシー教育を継続する。
・e-learningコンテンツを共同開発する体制の整備と運用を促進する．
・他の高専及び大学との単位互換制度を拡充していく。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・平成22年度実施分について点検した。
・前期末及び後期末に点検を実施した。
・3点セットを提出するよう指示した。
・クラス別評価結果をウェッブで外部公開した。

○

・Ｊ１９プログラム（平成２２年度から本科４年のＪＡＢＥＥ ＪＡＢＥＥプログラムについては、Ｊ１９の運用を開始し、 ＪＡＢＥＥプログラムについては、Ｊ１９の運用を開始し、 ○ 当初の目標に従って進められている。
対象学年用プログラム）の達成度評価方法の別表２、Ｄ 来年度の完成年度に向けて、運用の効率化などを検討 完成年度として２年間全体としての、運用の効率化など
－Ｅの対応科目表、各ＪＡＢＥＥ科目の各目標に対する した。
を検討した。特に教育課程の４学期における科目配分
保証時間等の更新を行った。また、専攻科の教育課程
を確認した。
表を見直し、前年度のプログラム継続審査受審結果の
改善点を反映させた。

・高専間連携の活動： 高専機構の正式な組織活動とし
て、高専IT教育コンソーシアムにおいて、平成２１年度
版の到達度試験の自学自習コンテンツ（物理）のelearninmgコンテンツの制作を岐阜高専が担当分担

・高専間連携、技術科学大学との連携などの交流活動
を継続する。
・豊橋技術科学大学との包括提携に向けて、技科大担
当者と本校校長の面談を実施した。
・情報科学芸術大学(IAMAS)と本校の包括提携を行っ
た（平成23. 2. 7）。
・ぎふ技術革新センター設立に向けた運営委員会に参
加した。

・高専間連携、技術科学大学との連携などの交流活動 ○
を継続する。
技科大との共同研究７件。
・豊橋技術科学大学との包括提携を実施した。また、技
科大担当者と本校担当者との面談や交流会議を実施し IAMASとの共同講座４件（柴田･福永）
た。
・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)と本校の共同公開
講座を行った（各２回の計４件）。
・ぎふ技術革新センター運営委員会に参加した。

計画通り実施した。
｛以上、学生主事｝

大会は計画通り実施され、参加した。隔年開催予定の
学生会と指導教員の会議については、学生の執行部会
に指導教員が参加する形で、また、売店充実ワーキン
グでは学生会役員と校長をはじめ教員、事務職員合同
の会議を数回実施した。
｛以上、学生主事｝

・大会は計画通り実施され、参加した。隔年開催予定の
学生会と指導教員の会議については、学生の執行部会
に指導教員が参加する形で実施し、学生規約の改正な
どを検討した。
【以上、学生主事】
・2年に1回の頻度で実施とされているが、22-23年度は
実施されていない。
【以上、寮務主事】

10月に舞鶴高専寮生会が本校学生寮を訪問し，学生
及び指導教員の会議を実施した。
｛以上、寮務主事｝

２年に１回実施されており、今年度は実施せず。
｛以上、寮務主事｝

53

中期計画期間内達成見込み・問題点

リテラシー推進室や研究室の活動及び地域貢献の一
環として、工作教室等を開催した教員１名を表彰した。

・高専間連携、技術科学大学との連携などの交流活動を継続する。【以上、研究主事】

・高専間で体育系，文科系，技術系クラブの大会を年1回実施する。また，２年に１回学生会の学生及び指導教員の会
議を実施する。【以上、学生主事】
・高専間で２年に１回寮生会の学生及び指導教員の会議を実施する。【以上、寮務主事】

平成２３年度

○平成２１年は該当者がなかった。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

52

平成２２年度（実施済み）

・6月3日にＦＤ意見交換会として定期試験運用方法が ・ＦＤ意見交換会として豊田高専との交流教員による講 授業参観やその後の各学科での討議を実施した．学会 ○
検討された．
演会が実施された．
で受賞歴のある英語教員によるプレゼンをＦＤ講演会で
・英語科教員主導によりTOEIC試験の補習授業が積極 ・学内授業参観・学外授業参観が各１回実施された．
実施した。
的に実施されている．
・学内授業参観・学外授業参観が各１回実施された．

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

②教育方法に関する研究開発
教務主事
・教務会議委員会内のFD活動推進会議が外部講師による講演会，及び学内意見交換会を計画し，実施する【以上、教
務主事】

定を通じて教育の質の向上を図る。

23

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

47 （４）教育の質の向上及び改善のためのシステム
① 中期目標の期間中に，各学校の枠を越え，校長や教員の教育

49

22

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

修する機会を設けるとともに，教員の国際学会への参加を促進す
る。

48

21

・eHELPのコンソーシアムと単位互換協定を継続し、岐
阜高専からe-learning 科目を提供し、協定校へ単位互
換を実践した。
・ネットワーク大学コンソーシアム岐阜と単位互換協定
を継続した。
・ネットワーク大学コンソーシアム岐阜に岐阜高専から
e-learning 科目を提供し、社会人教育の実践と協定校
への単位互換を実践した。
・実験アラカルト・数学アラカルトの受講生が今年度も継
続増加（学内、学外（大学、他高専、社会人）
・単位互換協定締結高専数、継続増加（全国高専の4分
の１超）

・e-learningコンテンツ, 科学技術リテラシー教育を継続
した。
e-learningによる外部学生への単位認定：6人
科学技術リテラシー教育による単位認定： 本科生：
43人、専攻科生：13人。
・ｅ－ＨＥＬＰに参加することで，岐阜高専，長岡技科大，
仙台高専の連携によるe-learningコンテンツの新たな開
発に着手した．

○
【以上、学生主事】
△ 21年度のように他高専が本校を訪問する形
式であれば可能だが、本校の寮生会が他高専を
訪問するためには、日程・費用の両面で既存の
行事等を削除する必要があり、そこまでして実施
する必要のあるものか疑問を覚える。本校内に
おける寮生会と指導教員の会議は定期的に開
催実施しているので、それで問題ないのではない
か。
【以上、寮務主事】

・e-learningコンテンツ, 科学技術リテラシー教育を継続 ○
した。
e-learningによる外部学生への単位認定：１０人
科学技術リテラシー教育による単位認定： 本科生：２
９人、専攻科生：１５人。
・ｅ－ＨＥＬＰに参加することで，岐阜高専，長岡技科大，
仙台高専の連携によるe-learningコンテンツの震災地
域への無償提供を実施した．

7

対応年度に◎をつける
項目番号
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独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
④ 各学校における特色ある教育方法の取組みを促進するため，
優れた教育実践例をとりまとめ，総合データベースで共有するとと
もに，毎年度まとめて公表する。

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
④優れた教育実践例の収集・公表，及び教育方法の改善
○コミュニケーション能力の育成
・専攻科学生の特別研究成果の外部公開を専攻科生全員に定着させる。その一覧をホームページで年度ごとに公開す
る。
・英語教員と専攻科担当教員との間で学生のＴＯＥＩＣの基準クリアについて検討するため，適宜全専攻科生のＴＯＥＩＣ
達成度を共有し，必要に応じて検討会議を開催する。
・情報化・国際化に対応して，技術士制度の講習会，インターンシップマナー講習会，論文検索講習会，ＩＰＤＬおよび知
的財産制度講習会等を外部講師等により開催し，教育体制の整備・充実を図る。
○地域連携および創造性教育の充実
・ＰＢＬ（創成型科目）の充実
ものづくりリテラシー教育実習（本科）と科学技術リテラシー教育実習（専攻科）を継続し，外部と連携した教育成果を年
度ごとにまとめ公開する。
・夏期実習（本科）と特別実習（専攻科）による実習の成果を報告会で公開し，特別実習については報告書をまとめ公開
する。
・選抜した専攻科生に対して海外インターンシップを実施し，その成果をまとめ公開する。
○コンテスト型授業の実施と，学習成果の各種コンテスト等への応募を積極的に推奨する。
・各種コンテストへの応募を教員会議資料で共有し，受章等の成果をホームページ等で公開する。【以上、専攻科長】

担当者
教務主
事・専攻
科長

21

22

23

24

25

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

学校教育法第123 条において準用する第109 条第1 項に規定
55 ⑤
する教育研究の状況についての自己点検・評価，及び同条第2 項

⑤本校の関連組織である「点検評価・フォローアップ委員会」，「スパイラルアップ会議」の活動により，改善を図るととも 教務主事
に，本校の外部評価組織である「参与会」を年に１回開催し，この評価項目を本校の該当の実行組織にブレークダウン
に基づく文部科学大臣の認証を受けた者による評価など多角的な し改善を図る【以上、教務主事】
評価への取組みによって教育の質の保証がなされるように，評価
結果及び改善の取組例について総合データベースで共有する。

○自己点検・評価や第三者評価の方法・内容に関する改善方策
点検評
・学習評価フォローアップ点検を前期末及び後期末に実施し結果を公開する。【以上、点検評価・フォローアップ委員長】 価・フォ
ローアッ
プ委員長

56

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・研究評価フォローアップ点検を平成21年度に検討し，平成23年度以降に実施して結果を公開する。
・参与会を継続実施して結果を公開する。
・外部評価委員による点検評価を中期計画期間内に１回以上実施して結果を公開する。
・ＪＡＢＥＥ受審と指摘事項を公表する。【以上、研究主事】

○専攻科教育
・JABEEプログラム認定を継続する。
・大学評価・学位授与機構による認証評価を受け，認定専攻科を継続する。
・岐阜県ネットワーク大学コンソーシアム等にて，本校配信授業の大学単位としての認定を継続し，本校専攻科学生の
外部大学単位修得を継続する。【以上、専攻科長】

58

平成２２年度（実施済み）

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

○コミュニケーション能力の育成
・専攻科学生の特別研究成果の外部報告一覧をホーム
ページで年度ごとに公開した。
・英語教員と専攻科担当教員との間で学生のＴＯＥＩＣ達
成度を共有し，検討会議１回開催した。
・情報化・国際化に対応して，技術士制度の講習会，イ
ンターンシップマナー講習会，論文検索講習会，ＩＰＤＬ
および知的財産制度講習会等を外部講師等により開催
した。教育体制の整備・充実を図った。
○地域連携および創造性教育の充実
・ＰＢＬ（創成型科目）の充実
ものづくりリテラシー教育実習（本科）と科学技術リテラ
シー教育実習（専攻科）を継続し，外部と連携した教育
成果をまとめ公開した。
・夏期実習（本科）と特別実習（専攻科）による実習の成
果を報告会で公開し，特別実習については報告書をま
とめ公開した。
・選抜した専攻科生に対して海外インターンシップを実
施し，その成果をまとめ公開した。
○コンテスト型授業の実施と，学習成果の各種コンテス
ト等への応募を積極的に推奨する。
・各種コンテストへの応募を教員会議資料で共有し，受
章等の成果をホームページ等で公開した。【以上、専攻
科長】

○コミュニケーション能力の育成
・英語科教員主導によりTOEIC試験の補習授業が積極
的に実施されている．
・３学年全員を対象としたＴＯＥIC試験が実施された．
【以上教務主事】

○コミュニケーション能力の育成
・英語教員と専攻科担当教員との間で学生のＴＯＥＩＣ達
成度を共有し，検討会議１回開催した。
・高専機構からの指導に従い、国際的な活動に対応す
る実践的英語能力育成に対応するプログラムに参加し
た。

△ 中期計画の前半において行った教育活動に
ついては、その公表の効果を検討し、より効果的
な内容の検討方法を見直す必要がある。
⇒公開方法の効率的な運用のため、専攻科の
情報発信ページの全面的な更新を平成２４年度
に実施し、中期計画の後半に再構築を進める。
⇒情報公開の内容については、そのＰＲの目的
と効果を踏まえて、選択的かつ効果的に行える
よう、専攻科会議で再検討を進める。

・点検評価・フォローアップ委員会の活動が遺漏なく実
施されている．
・スパイラルアップ会議により本校組織の問題点が少し
ずつ顕在化してきている．
・平成21年度に参与会を実施した．

・点検評価・フォローアップ委員会の活動が遺漏なく実
施されている．
・スパイラルアップ会議により本校組織の問題点が少し
ずつ顕在化してきている．
・平成22年度に参与会を実施した．

○地域連携および創造性教育の充実
・ＰＢＬ（創成型科目）の充実
科学技術リテラシー教育実習（専攻科）を継続し，外部
と連携した教育成果を発表会で確認した。
・夏期実習（本科）と特別実習（専攻科）による実習の成
果を報告会で公開し，特別実習については報告書をま
とめた。
○コンテスト型授業の実施と，学習成果の各種コンテス
ト等への応募を積極的に推奨する。
・各種コンテストへの応募を教員会議資料で共有し，受
章等の成果を集約した。
・ヒューマンデザインインターフェイスなどでは、コンテス
トへの応募を課題目標として実施した。
【以上、専攻科長】

本校の関連組織である「点検評価・フォローアップ委員 ○
会」，「スパイラルアップ会議」の活動により，改善を図ら
れた。本校の外部評価組織である「参与会」が開催され
主に，研究主事管轄の地域貢献についての助言を頂い
た。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・研究フォローアップについて検討した．
・参与会では，本校の現状説明等を行い，多数の意見
をいただいた．

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

専攻科長

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○インターンシップの推進など産学連携の推進
研究主事
・地域産業界等との連携を強化し，効果的なインターンシップの推進を図るため，「学生支援委員会（インターンシップ・
参加できるよう，産業界等との連携を組織的に推進するとともに， 就職指導部門）及び国際交流委員会」で検討する。
地域産業界との連携によるカリキュラム・教材の開発など共同教 ・実務的な問題を取り入れた教育を実施する。
育の推進に向けた実施体制の整備を図る。
・企業等技術者の非常勤講師の採用及び特別講演，工場見学・現場見学等を実施する。
・校外実習は第4学年希望者を対象とし，各専門5学科が年1回以上実施する。
・専攻科学生のインターンシップを100%実施する。
・海外インターンシップの実施を継続する。
・地域企業の抱える問題課題等を調査・研究する形のインターンシップ制度もしくは共同研究制度の発展を図る。このた
めに地域技術開発センター（相談室）の役割を充実する。
・地域連携協力会などを活用してインターンシップ制度もしくは共同研究制度の発展を図る。【以上、研究主事】

・前年度に６年の継続審査に合格した。
・平成２４年度の審査に向けて担当教員の啓蒙を実施
した。
・学外学生は１１名の単位を認定した。本校学生の学外
単位は、修了生１名のみが獲得した。

乗船実習が義務付けられている商船学科の学生を除き，中期
59 ⑥
目標の期間中に，過半数の学生が卒業までにインターンシップに

・地域連携協力会主催のインターンシップを実施した。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

企業の退職技術者など，知識・技術をもった意欲ある企業人材
60 ⑦
を活用した教育体制の構築を図る。

○コミュニケーション能力の育成
・英語教員と専攻科担当教員との間で学生のＴＯＥＩＣ達
成度を共有し，検討会議１回開催した。
・情報化・国際化に対応して，技術士制度の講習会，イ
ンターンシップマナー講習会，論文検索講習会，ＩＰＤＬ
および知的財産制度講習会等を外部講師等により開催
した。教育体制の整備・充実を図った。
○地域連携および創造性教育の充実
・ＰＢＬ（創成型科目）の充実
ものづくりリテラシー教育実習（本科）と科学技術リテラ
シー教育実習（専攻科）を継続し，外部と連携した教育
成果をまとめ公開した。
・夏期実習（本科）と特別実習（専攻科）による実習の成
果を報告会で公開し，特別実習については報告書をま
とめ公開した。
・選抜した専攻科生に対して海外インターンシップを実
施し，その成果をまとめ公開した。
○コンテスト型授業の実施と，学習成果の各種コンテス
ト等への応募を積極的に推奨する。
・各種コンテストへの応募を教員会議資料で共有し，受
章等の成果をホームページ等で公開した。
・ヒューマンデザインインターフェイスなどでは、コンテス
トへの応募を課題目標として実施した。【以上、専攻科
長】

前期末及び後期末に授業アンケートを実施した。ウェブ 前期末及び後期末に授業アンケートを実施した。ウェブ 前期末及び後期末に授業アンケートを実施した。ウェブ ○ 前期末及び後期末に授業アンケートを実施
にてクラス別結果を外部公開した。
にてクラス別結果を外部公開した。
にてクラス別結果を外部公開した。
した。ウェブにてクラス別結果を外部公開した。

研究主事

57

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

研究主事
・本校OBや企業退職技術者など，知識・技術をもった意欲ある人材を活用した人材育成および教育体制の構築を図
る。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・研究評価フォローアップ点検を平成23年度以降に実
施して結果を公開する態勢を整えた。
・参与会を継続実施して結果を公開した。
・外部評価委員による点検評価を中期計画期間内に１
回以上実施して結果を公開した。
・ＪＡＢＥＥ受審と指摘事項を公表する。

・研究評価フォローアップ点検を平成23年度以降に実
施して結果を公開する態勢として、本校の認証評価等
での個別教員の審査資料を準備するよう指示した。
・参与会を継続実施して結果を公開した。
・ＪＡＢＥＥ受審に向けた講習会に参加した。

・継続審査に合格した後、平成２６年度の審査に向けて
準備を進めている。
・平成２５年度の継続審査に向けて、専攻科授業担当
教員の業績の確保を依頼した。
・学外学生は、５名の学生が単位を修得した。

・ＪＡＢＥＥは継続審査に合格した後、平成２６年度の審 ○ 当初の目標に従って進められている。
査に向けて準備を進めている。特に２０１２新基準に向
けた対応を検討した。
・平成２５年度の継続審査に向けて、専攻科授業担当
教員の業績の確保を依頼した。
・学外学生は、２名の学生が単位を修得した。

○インターンシップの推進など産学連携の推進
・地域産業界等との連携を強化し，効果的なインターン
シップの推進を図るため，「学生支援委員会（インターン
シップ・就職指導部門）及び国際交流委員会」で検討し
た。
・実務的な問題を取り入れた教育を実施するため、技術
士会など、企業等技術者の非常勤講師の採用及び特
別講演，工場見学・現場見学等を実施した。
環境材料学への弁理士による講義４回開催。専攻科
のＯＢ連携による新科目２科目の設置。ＯＢによる人材
育成４回への一部専攻科生の参加・アンケート実施。
・校外実習は第4学年希望者を対象とし，各専門5学科
が年1回以上実施した。インターンシップ参加学生数：
本科：127名。
・専攻科学生のインターンシップを100%実施した。 専
攻科：37名。（１００％達成）
・海外インターンシップの実施を継続した。 海外：専攻
科３名。前年度より１名増加。
・地域企業の抱える問題課題等を調査・研究する形の
インターンシップ制度もしくは共同研究制度の発展を
図った。このために地域技術開発・教育センターの技術
相談室の役割を充実させた。産学官連携アドバイザー
８名の認定と活動を開始した。
・地域連携協力会などを活用してインターンシップ制度
もしくは共同研究制度の発展を図った。

・地域産業界等との連携を強化し，効果的なインターン
シップの推進を図るため，「学生支援委員会（インターン
シップ・就職指導部門）及び国際交流委員会」の活動を
継続した。
・実務的な問題を取り入れた教育を実施するため、技術
士会など、企業等技術者の非常勤講師の採用及び特
別講演，工場見学・現場見学等を実施した。
環境材料学への弁理士による講義５回開催。専攻科
のＯＢ連携による新科目１科目の開設。
・専攻科生のアンケート実施。
・校外実習は第4学年希望者を対象とし，各専門5学科
が年1回以上実施した。インターンシップ参加学生数：
本科：１１９名。
・専攻科学生のインターンシップを100%実施した。 専
攻科：３３名。（１名発表をしていないため不合格）
・海外インターンシップの実施を継続した。 海外：専攻
科１名。バンドン工科大等アジア圏への派遣を開始し
た。
・地域企業の抱える問題課題等を調査・研究する形の
インターンシップ制度もしくは共同研究制度の発展を
図った。このために地域技術開発・教育センターの技術
相談室の役割を充実させた。産学官連携アドバイザー
１１名の活動を推進した。
・地域連携協力会などを活用してインターンシップ制度
もしくは共同研究制度の発展を図った。

○

１回
１回・教員２名・事務職員1名参加

○

ＴＹＫ １名。 本科１年１名。
バンドン学生１名＋教員１名。
産学官連携アドバイザー：１１名。

・本校OBとの打合せを２回実施し，OBによる講座や講 ・本校OBや企業退職技術者など，知識・技術をもった意 ・本校OBや企業退職技術者など，知識・技術をもった意 ○
演会の提案を検討した
欲ある人材を活用した人材育成および教育体制の構築 欲ある人材を活用した人材育成および教育体制の構築 ＯＢによる人材育成：前期９回。後期４回。
を図った。
を図った。
技術士講義４回，建設技術士有志会活動：６回（学科 ・技術士講義５回，建設技術士有志会活動：７回（学科
講演会），知財講習会：２回，ＯＢ講座の準備：２つの専 講演会「卒業生に学ぶ」を含む），知財講習会：１回，Ｏ
攻科共通開講科目。
Ｂによる専攻科共通開講科目の実施。
・産学官連携アドバイザー制度を確立させた。産学官連 ・産学官連携アドバイザー制度を確立させた。産学官連
携アドバイザー：８名
携アドバイザー：１１名
・地域連携協力会等による以上の活動予算を確保し
・地域連携協力会等による以上の活動予算を継続確保
た。
した。

8

対応年度に◎をつける
項目番号

61

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
⑧ 技術科学大学を始めとする理工系大学との間で定期的な協議
の場を設け，教員の研修，教育課程の改善，高等専門学校卒業
生の継続教育などの分野で，有機的な連携を推進する。

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
○理工系大学との連携を組織的に行う
・技術科学大学を初めとする理工系大学との連携を組織的に行い推進する。
・技術科学大学及び近隣工科系大学と交流を図り，技術教育の改善及び研究の発展を図る。
平成21～25年度：共同研究の促進。研究会・講演会・研究発表会（いずれもＦＤを含む。）の共同開催へ向けて調整
し，実績をあげる。【以上、研究主事】

担当者
研究主事

21

22

23

24

25

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

インターネットなどを活用したｅ－ラーニングの取組みを充実さ
62 ⑨
せる。

研究主事
○ネットワークの整備及び教育情報機関との連携とe-learningの活用について
・本校の情報通信ネットワークの維持管理，企画・研究開発及びＩＴ教育・研究環境の構築を推進するため，教員組織の
「ＩＴ戦略企画室」の維持，充実を図る。
・学科を越えて横断的に教授する教育用サーバーシステム機器の導入を検討する。
機器が導入された場合には，システムに搭載する教育内容の検討と系統化を行い，導入機器に搭載するマルチメディ
ア教材を開発する。
・マルチメディア・コンテンツの開発支援体制を検討する。
・平成21～25年度：高学年の全開設教科目40％以上でマルチメディア教育を実践する。
・マルチメディア教育棟の評価・改善の検討を行う。
・e-learningコンテンツの充実を継続する。【以上、研究主事】

63 （５）学生支援・生活支援等
① 中学校卒業直後の学生を受け入れ，かつ，相当数の学生が寄

（５）学生支援・生活支援等
①学習相談・支援や健康相談の充実
宿舎生活を送っている特性を踏まえ，中期目標の期間中に全ての 学生支援・生活支援の充実として，教職員のメンタルヘルス講習会を開催する。
教員が受講できるように，メンタルヘルスを含めた学生支援・生活 学生支援委員会の組織を検証し，学生の就学及び進路支援並びに生活支援を検討する。【以上、学生主事】
支援の充実のための講習会を実施する。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

学生主事

◎

64

65

○学生の就学及び進路に関する支援
・ホームページのシラバス公開を継続する
・学内向けホームページを利用して教科目ごと学習支援を強化する
・進学指導部門委員会が主導して「大学編入学・専攻科進学説明会」を実施する
・卒業研究指導教員が就職面接の模擬試験を行うシステムを構築する
・学科ごとに企業に就職した卒業生を招き小規模の会社説明会を開催する
・編入学情報を教務係で一括管理し学生が情報を閲覧可能なシステムを構築する【以上、教務主事】
・ティーチング・アシスタント（ＴＡ）を継続する【以上、研究主事】

教務主事

○学生生活に関する支援
・食堂，売店のに対する学生の要望（物品や営業時間）を汲み取り，充実を図る。

学生主事

入寮希望する低学年学生については原則として全員の入寮を許可する。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

寮務主事

平成２２年度（実施済み）

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

○理工系大学との連携を組織的に行う
・岐阜大学の｢大学教育充実のための戦略的大学連携
支援プログラム｣の支援校としてネットワーク大学コン
ソーシアムにおけるサテライト教室で６回の公開講座を
実施した．
・情報科学芸術大学院大学（ＩＡＭＡＳ）との協定を締結
し，デザイン設計などの新しい分野での共同研究等の
基礎を形成しつつある．

・岐阜大学の｢大学教育充実のための戦略的大学連携 ○
支援プログラム｣の支援校としてネットワーク大学コン
ソーシアムにおけるサテライト教室で１１回の公開講座 １１回
を実施した。
・情報科学芸術大学院大学（ＩＡＭＡＳ）との協定を締結 ４回
し，デザイン設計などの新しい分野での共同研究等の
基礎を形成しつつある．その一貫として共同公開講座を
４回開催した。

・E-learningコンテンツサーバーWebClassに、高専到達
度試験対策用教材（数学、物理）を導入した。
・ネットワークによる教育・研究支援充実のため、「岐阜
高専の知恵袋」構想に向けてワーキンググループを発
足した。
・マルチメディア教育等の設備について、各学科で検討
し、２３年度以降も現状の設備を維持することとした。
・e-learning コンテンツの充実として実験アラカルト２００
９、数学アラカルト２００９の機能の改良修正を実施し、
配信した。
・e-learning コンテンツの充実として、岐阜県と岐阜高専
が協力し厚生労働省の資金支援を得て、若手技術者の
ための
eラーニング講座として「機械の数学と力学」、「材料力
学」、「金属材料」の３講座のコンテンツを作成し、社会
人受講者に配信した。

○ネットワークの整備及び教育情報機関との連携とelearningの活用について
・ネットワークによる教育・研究支援充実のためにワー
キンググループを立ち上げ，Ｇ－Ｂｒａｉｎｓのプロトサー
バーを構築した．
同テーマに関する外部資金を獲得するために，ワーキ
ンググループで科研費基盤Ｂに申請した．
・専攻科科目としてディジタルシステム基礎とディジタル
システム応用の２科目がe-leraning科目として登録され
た．
・岐阜高専と長岡技科大，仙台高専との共同研究（教育
の質の保証）として長岡技科大学長経費に採択された．
・単位互換用ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇコンテンツの数学アラカルトを
講義に連動し改良を行った．

・ビデオ会議システムで岐阜高専と岐阜駅サテライト教 ○
室間を結んで、数学アラカルト（5回）と公開講座（2回）を
相互配信した。
・e-learningコンテンツの開発環境を整備した。

○学生支援委員会の組織を検証し改変した

教職員のメンタルヘルス講習会を3/16（水）に実施し
た。
本年度から学生の就学及び進路支援並びに生活支援
については教務主事管轄に変更された。
【以上、学生主事】
・退職した数学教員により定期的な学習相談が実施さ
れた．
【以上、教務主事】

・教職員のメンタルヘルス講習会を2/22（水）に実施し ○
た。
・学生支援に関しては、平成21年度の検討の結果、学
生支援体制に関する規程が平成22年2/1に制定、4/1
から施行されている。本年度は、足洗い場、手洗い場、
冷水器の新設、製氷器の更新などの支援を行った。な
お、平成22年度から学生の就学及び進路支援並びに
生活支援については教務主事管轄に変更されている。
【以上、学生主事】
・退職した数学教員により定期的な学習相談が実施さ
れた。
【以上、教務主事】

・ホームページのシラバス公開を行った
・ティーチング・アシストを継続している
・大学編入学・専攻科進学説明会を実施した
・編入学情報の一部を教務係で管理している
・ホームページを利用した学習支援が各授業担当教員
により個別に実施されている．一部のクラスでは学習支
援に留まらず担任の学級運営にも積極的に用いられた
（４Ｅ）

・ホームページのシラバス公開を行った
・ティーチング・アシストを継続している
・大学編入学・専攻科進学説明会を実施した
・編入学情報の一部を教務係で管理している
・企業から卒業生が派遣され学科単位の就職説明会が
実施された．
・第４学年において学年主任教員主導で進路に関わる
講演会が実施された．

・ホームページのシラバス公開を継続した。
○
・学内向けホームページを利用して物理系科目の特別
補習を実施した。
・「大学編入学・専攻科進学説明会」を実施した。
・卒業研究指導教員のみならず，教務主事が就職面接
の模擬試験を実施した。
・学科ごとに企業に就職した卒業生を招き小規模の会
社説明会を開催した。
・編入学情報を教務係で一括管理し学生が情報を閲覧
可能なシステムが構築されている。

・岐阜大学とは，ネットワークコンソーシアム岐阜で単位
互換協定を継続．また文科省の戦略的支援事業で岐阜
大学が中心校となり，本校も協力校として参画した．
・長岡技科大とは，ｅHELP関連で，またｅラーニングのお
ける｢質の保証｣研究での共同研究も進めている．
・豊橋技科大とは，H19年度採択事業の｢ものづくり技術
者育成支援事業｣で卒業研究での支援を受けている．

◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・学生の自発的，自主的な活動を促進する。
平成21～25年度：学生会行事として，年２回の球技大会を継続する。
・学生に正当な評価を与えることにより価値観や社会的規範意識を向上させる。
学則違反に対する厳しい指導・懲戒を行うと同時に表彰制度(成績，課外活動，学級指導，学生会活動，寮生会活動，
美化運動，ボランティア活動)を積極的に取り入れ，全国大会などでの活躍に対しては垂れ幕を掲げることによって学生
の活躍を評価する。
・クラス成績優秀者には校長の表彰と図書券を授与する。また，課外活動成績優秀者，クラスの士気向上に功績のあっ
た学生には校長の表彰と昼食会を実施する。
・交通事故防止のために交通安全教育を実施し，学生の理解を深化させる。
平成21～25年度：第４学年・第５学年・専攻科に対する警察署による交通安全教育を年２回実施する。第１学年～第３
学年については,年１回実施する。
・入学生の確保と在学生の便宜のために通学手段を検討し，寮の充実を図る。
平成21～25年度：年１回の通学方法調査を継続する。【以上、学生主事】
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◎

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

○10月に予定していた球技大会は、台風の影響により ・売店については、校長・教職員代表・学生代表による ・昨年度充実した売店及び談話コーナーのテレビを更 ○
中止となった。
充実WGを立ち上げ、売店及び談話コーナーの充実を 新するなどさらなる充実を図った。
図った。
・今年度から成績優秀者の表彰については教務主事管 ・昨年度から成績優秀者の表彰については教務主事管
轄に変更された。
轄に変更された。
・上級学年の2回目の交通安全教育の講師はNEXCO中 ・専攻科、上級学年の2回目の交通安全教育の講師は
日本にお願いした。
昨年度に引き続きNEXCO中日本にお願いした。
以上の変更以外は、予定通り実施した。
・昨年まで継続していた全国大会などでの活躍に対して
【以上、学生主事】
垂れ幕を掲げることについては、本年度全国高専大会
・クラス成績優秀者には校長の表彰を実施し，副賞とし 優勝あるいはそれに準ずる活躍（ロボコンの全国大会
て図書券を授与した。
受賞など）が1件もなかったため実施しなかった。
【以上、教務主事】
・以上の変更以外は、予定通り実施した。
【以上、学生主事】
・クラス成績優秀者には校長の表彰を実施し，副賞とし
て図書券を授与した。
【以上、教務主事】

入寮希望者全員の入寮を許可した。

入寮希望者全員の入寮を許可した。

Ａ寮の改修工事が完了しておらず実質定員が少なく、
数名の入寮希望に応えることができなかった。

○23年度末をもってＡ寮改修工事が完了予定の
ため、当面は入寮希望者全員の入寮受け入れ
が可能になると思われる。

カウンセラ－の来校を継続した。
｛以上、学生主事｝

週2回のカウンセラ－の来校を継続した。
1年生を対象にメンタルヘルス講習会を実施した。
必要があるときには学生相談室長を運営会議に出席し
ていただくこととした。
【以上、学生主事】
・教職員を対象にメンタルヘルス講習会（3/16）を開催
・交通安全講習会（12/9）、熱中症講習会（6/16）、救急
法講習会（11/17）を開催
【以上、事務部長】

・週2回のカウンセラ－の来校を継続した。
・1年生を対象にメンタルヘルス講習会を実施した。
昨年度に引き続き学生相談室長を運営会議に出席して
いただいた。
・後期から学生相談室に特別支援アドバイザーを配置
した。また、印刷室に「学生指導に関わる情報連絡シー
ト」を置き、科目担当教員、クラブ顧問等から学級担任
へ速やかに情報が伝達できるようにした。特別に支援
が必要な学生に対して、複数教員によるチーム支援を
開始（年度末で4チーム）した。
【以上、学生主事】
・教職員を対象にメンタルヘルス講習会（2/22）を開催
・熱中症講習会（6/15）、救急法講習会（12/14）を開催
・交通安全の注意喚起（3/9）及びメール通知（四半期
毎）
【以上、事務部長】

○
【以上、学生主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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○学生及び教職員のメンタルヘルスに関する体制の整備
・学生対象のメンタルヘルス講習会を２年に１回開催する。
・学生相談室の相談体制を充実させる。
・平成21～25年度：月４回以上のカウンセラーの来校を継続する。【以上、学生主事】
・教職員対象のメンタルヘルス講習会を，原則として毎年開催する。【以上、事務部長】

学生主
事・事務
部長

○教職員を対象にメンタルヘルス講習会を開催
○交通安全講習会、ＡＥＤ講習会を開催
｛以上、事務部長｝

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○
【以上、事務部長】

9

対応年度に◎をつける
項目番号

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画

68

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
・学生の健康管理の維持体制・周知のため，「保健室だより」の発行を継続充実させる。
・低学年において性教育を実施する。
・低学年を対象に薬物乱用についての講習会を年１回以上開催する。【以上、学生主事】

担当者
学生主事

69

・身体に障害を有する学生に対する環境的・教育的支援を検討する。【以上、学生主事】

学生主
事・事務
部長

21

22

23

24

25

計画通り実施した。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○その他
寮務主事
・保護者の会社見学を毎年実施しており，保護者への就職説明に寄与しているため，継続して実施する。
・地区保護者懇談会において，本校の教育の周知を図る。地区懇談会を7会場，学級懇談会を年2回開催する。【以上、
寮務主事】

71

・学校行事として，地域行事の献血を本校会場で実施し、これを年２回実施する。【以上、学生主事】

72
73 ② 図書館の充実や寄宿舎の改修などの計画的な整備を図る。

・防災教育訓練を毎年開催し，消防署の指導を受ける。【以上、事務部長】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

障害を有する学生がいなかったため検討せず
【以上、学生主事】
障害者等に配慮したエレベータ設置の営繕要求事業を
○障害者等に配慮したエレベータ設置の営繕要求事業 継続して要求
を継続して要求
【以上、事務部長｝】
｛以上、事務部長｝

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

計画通り実施した。
（性教育：1年生、薬物乱用防止：2年生）

○

・身体に障害を有する学生がいなかったため検討せず
【以上、学生主事】

○
【以上、学生主事】

・営繕要求事業で、障害者等に配慮したエレベータ設置 ○
（継続）、第一体育館スロープ及び身障者便所の設置 【以上、事務部長】
（新規）を要求
【以上、事務部長】

計画通り，地区懇談会を７会場，学級懇談会を年２回開 計画通り，地区懇談会を７会場，学級懇談会を年２回開 ・教育後援会主催で保護者の会社見学は実施されてい ○ 今後も毎年開催を継続できると思われる。
催した。
催した。
る。
・7会場での地区懇談会と、年2回の学級懇談会が実施
されている。

学生主事

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

計画通り実施した。

計画通り年２回（前期、後期各1回）実施した。

計画通り年２回（前期、後期各1回）実施した。特に後期 ○
については、高専祭公開日に実施し、本校関係者のほ
か来場した保護者、地域住民の協力も得られた。

事務部長

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○地震を想定した防災教育訓練を実施

地震を想定した防災教育訓練は、日程調整が困難とな
り未実施
○図書館の整備
・図書館の利用促進のためにマスコットキャラクターの
募集を行った．
・文献検索マニュアルを整備し，企画展として｢お宝紹
介｣｢映画原作本紹介｣を実施した．
・図書館の学内利用者のための環境改善としてラーニ
ングコモンズの設備（什器）や視聴覚機器更新の際，大
型ディスプレイを導入した．
･図書館閲覧としての環境整備として，空調と蛍光灯の
更新を行った．
・地域図書館との連携・データベースの共有化について
は，大学図書館協議会のなかで検討中である．

地震を想定した防災教育訓練を実施（10/26）。

○入寮希望の低学年学生全員の入寮を許可した。
○留学生のホームステイが実施された。
○食育セミナーが実施された。
○生活・安全指導のための活動として避難訓練が実施
された。
○寮生保護者懇談会，給食懇談会が実施された。
○寮生との懇談を随時行い，意見箱を活用して積極的
に寮生からの意見を聞いた。。
○寮父制度を維持し，寮母の導入も検討した。
○各寮談話室及びＡ寮多目的室が複数人による学習
会等で有効に利用された。

充実した教育寮に向けての努力が継続されている。23
年度当初の充足率は91.6％であった。改修工事に伴う
実質定員減により、数名の入寮希望に応えることができ
なかった。高学年に関しては優良な学生から優先的に
継続入寮を認めている。留学生のホームステイと、寮周
辺のボランティア活動、食育セミナー、寮生保護者懇談
会、給食懇談会はいずれも実施した。寮父制度を維持
し、寮母導入の検討を進めた。各寮談話室とＡ寮多目
的室は寮生との懇談の下に活用されている。

○ 下記に特記するもの以外の継続は今後も可
能であると考える。
△ 留学生のホームステイは留学生の人数が減
少している点やホームステイを全員が希望してい
るわけではないため、毎年の実施は困難かもし
れない。寮母制度に関しては予算がつかない限
り実施は困難である。
× 数年間に渡りＡ寮の改修工事を実施し、その
間は実質定員が減少したために入寮者数が制
限されていた。23年度末に工事が完了し定員増
となったため、今後数年間は85％を下回る数値
が続くことを余儀なくされると思われる。

・授業料免除説明会，日本学生支援機構募集説明会，
岐阜県選奨生募集説明会については、計画通り実施し
た。
現有する産業界等の支援による奨学金制度について
は学級担任等にアナウンスし、積極的に活用した。
【以上、学生主事】

○
【以上、学生主事】

研究主事
○図書館の整備
・図書館の利用促進と効率化を図る。
平成21～25年度：年間に250冊程度増加して，25年度に77,500冊以上の蔵書を達成させる。
・文献検索マニュアルの整備と図書館利用講習会の確立し，推進する
・地域図書館との連携・データベースの共有化を推進する
・図書館の学内利用者のための環境改善を推進する
学内外の利用者アンケートを実施する
広報活動を見直し，利用者の要望の検討，広報活動・啓蒙活動の評価及び図書館利用案内の改善，広報活動・啓蒙
活動の評価及び体制基盤の構築を図る【以上、研究主事】

○学生寮運営の方針や寮生の生活指導
寮務主事
充実した教育寮を目指す。収容定員331名で，年度当初の充足率を85%以上とする。
原則として，入寮希望の低学年学生全員の入寮を許可する。
高学年は，寮生会執行部役員等，指導的立場で模範となる寮生を優先して入寮させる。
地域住民の協力により留学生のホームスティを年1回以上，寮周辺清掃等のボランティア活動を年1回以上，生活・安全
指導のための活動を年1回以上実施する。
食育セミナーを年１回開催する。講師を招いて，新入寮生を対象に，食事のマナー，三食とることの大切さ，栄養のバラ
ンス等に関して講演をしてもらう。
年1回開催の寮生保護者懇談会，給食懇談会の維持充実を図る。また，寮生との懇談を随時行うとともに，意見箱を活
用して積極的に寮生からの意見を聞く。
現行の寮父制度を充実させ，寮母の導入も検討する。
各寮談話室及びＡ寮多目的室の有効利用を促進する。具体的な利用法等は以下の通りである。
先輩が不必要となった有用な参考書や資格試験の情報等の保管
複数人による学習会，ＴＯＥＩＣ勉強会，各種資格試験の勉強会【以上、寮務主事】

74

平成２２年度（実施済み）
計画通り実施した。
（性教育：1年生、薬物乱用防止：2年生）

障害を有する学生がいなかったため検討せず
｛以上、学生主事｝

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

70

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

③各種奨学金制度の積極的活用と貸与率の向上
学生・寮
○経済的支援
務主事
充実させるとともに，産業界等の支援による奨学金制度創設に向 ・授業料免除説明会，日本学生支援機構募集説明会，岐阜県選奨生募集説明会を実施する。
けた検討を行う。
平成21～25年度：授業料免除・日本学生支援機構奨学生募集･岐阜県選奨生募集の説明会を年１回以上実施する。産
業界等の支援による奨学金制度創設に向けた検討を行う。
・国際交流基金を充実して，学生が海外留学する際に資金的な援助をする。
平成21～25年度：海外インターンシップ等に対する資金的な援助に関する検討会議を１回以上実施する。【以上、学生
主事】
・国際交流基金を充実して，学生が海外留学する際に資金的な援助をする。
平成21～25年度：海外インターンシップ及び海外語学留学に対する資金的な援助に関する検討会議を１回以上実施す
る。【以上、寮務主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

独立行政法人日本学生支援機構などと緊密に連携し，各学校
75 ③
における各種奨学金制度など学生支援に係る情報の提供体制を

利用者講習会・文献検索講習会を開催し、利用促進を
図った。また、新規企画展を実施，好評につき期間を延
長した。当初は増加傾向であった図書館利用者数は、
インフルエンザの影響からか夏以降は少し減少したが、
貸出冊数は40％増加した。また、図書館レイアウトを変
えるなど、学生が利用し易い環境をつくった。
広報・啓蒙活動の一環として、学生対象の読書感想文
コンクール等の募集要項を掲示し，周知を図った。ま
た、図書館だよりおよび紀要を本年も発行した。
図書館利用ポスターを作成し、学生寮掲示板にも掲載
してもらい、寮生の休日利用促進を図り効果がみられ
た。
図書館システムは順調に稼働中である。また、系統的
図書の購入については教員の協力により，若干は充実
をしたが，予算措置が必要である。
地元公共図書館との連携については、県図書館の動向
を踏まえ，大学図書館協議会のなかで検討することに
なった。

○収容定員の充足率は85%以上を達成した（年度当
初）。
○入寮希望の低学年学生全員の入寮を許可した。
○生活・安全指導のための活動として避難訓練が実施
された。
○寮生保護者懇談会，給食懇談会が実施された。
○寮生との懇談を随時行い，意見箱を活用して積極的
に寮生からの意見を聞いた。。
○寮父制度を維持し，寮母の導入も検討した。
○各寮談話室及びＡ寮多目的室が複数人による学習
会等で有効に利用された。

計画通り実施した。｛以上、学生主事｝

計画通り実施した。
【以上、学生主事】
○資金的な援助を行い，海外インターンシップとして，
専攻科生２名をイギリスに派遣した。
○資金的な援助を行い，海外インターンシップとして，
○本科生１名の海外語学留学に対して資金的な援助を 専攻科生２名をイギリスに派遣した。
行った。
【以上、寮務主事】
｛以上、寮務主事｝

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○

・マスコットキャラクターを広報活動に活用し、ノベルティ ○
グッズを各イベントに利用した。
・ＪＳＴマニュアルを利用した外部講師による文献検索講
習会を実施した（5/25）。
・高専祭に共催して、企画展を開催した。
・図書館システムを更新した。（長岡技術科学大学統合
図書館システム）
・岐阜県図書館協会、岐阜県大学図書館協議会主催の
研修会等に参加し、情報の共有を図り、広報活動も実
施した。
・図書館内の整備を実施した。
①備品・消耗品書架の統一 ②PCコーナーの新設 ③
１階閲覧机の増設 ④英語多読図書コーナーの新設
⑤参考図書整理・間仕切の撤去 ⑥不用図書の廃棄
⑦館内案内表示、空間づくりデザイン

○ 従来の海外インターンシップに加え、バンド
ン工科大学との協定に基づくインターンシップを
開始するなど、国際活動に対する事業は拡大し
ている。
・国際交流基金による海外留学等への資金援助が継続 【以上、寮務主事】
されている。国際交流委員会を複数回開催し、この議題
に関する検討を実施した。
【以上、寮務主事】

10

対応年度に◎をつける
項目番号

76
77

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
④ 学生の適性や希望に応じた進路選択を支援するため，企業情
報，就職・進学情報などの提供体制や専門家による相談体制を充
実させる。
（６）教育環境の整備・活用
① 施設マネジメントの充実を図るとともに，施設・設備のきめ細や
かなメンテナンスを実施する。

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)

担当者

○資産の適正な管理
・施設の稼動状況を調査し，効率的な運営を図る。
・高専間リユース物品ネット（ザイトス）の利用，学内の遊休物品を利用するためITを活用する。
・設備の効率的整備を図るため，レンタル又はリースによる調達を活用する。
・教室の設備機器の耐用年数等を点検し，計画的に更新を行う。
・体育施設等の老朽化等を点検し，計画的に更新等を行う。
○施設のバリアフリー化
・障害者及び傷病学生の動線を考慮したエレベータを設置するため営繕要求を行う。
・体育館等の老朽化対策の改修時に身障者用のスロープを設置する。
○教育環境の保全
・学校保健安全法の改正に伴い，学校環境基準を策定し，教育環境を計画的に保全する。
○その他
・キャンパス内の環境緑化を推進等するため、キャンパス内の樹木の育成状況を毎年点検し，必要に応じて剪定等の
維持管理を行う。【以上、事務部長】
○教育環境の整備・活用
将来計画委員会の下，財務・施設委員会の審議を経て，全学的な検討を行う。
・教育に必要な設備，情報ネットワークの整備等【以上、研究主事】

事務部
長・研究
主事

産業構造の変化や技術の進展に対応できる実験・実習や教育
78 ②
用の設備の更新，実習工場などの施設の改修をはじめ，耐震性の ・実験実習において使用する機器の新設及び更新を図る。
確保，校内の環境保全，ユニバーサルデザインの導入，寄宿舎の
整備，環境に配慮した施設の整備など安全で快適な教育環境の
充実を計画的に推進することとし，特に，施設の耐震化率の向上
に積極的に取り組む。

21

22

23

24

25

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

○施設の稼動状況を調査し，施設の有効活用を検討に
基づき、既存施設を有効活用する分散型で概算要求し
た「地域技術開発・教育センター改修」が選定され、整
備が完了
○高専間リユース物品ネット（ザイトス）を定期的に確認
○設備の効率的整備を図るため，複写機７台（５年）を
リースにより調達
○キャンパス内の樹木の育成状況の点検及び剪定等
の維持管理を行った。
○学校環境基準による年度実施計画を策定
○障害者等に配慮したエレベータ設置の営繕要求事業
を継続して要求
｛以上、事務部長｝

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

研究主事

・e-learning 機能を充実するため，校内ＬＡＮ及び外部との接続について年１回以上スピードなどの計測と検討を行い，
必要であれば接続回線を高速化する。
・専攻科講義室等を情報化対応とする。
・スタジオ機能など，マルチメディア・コンテンツ開発機能の充実を図る。
・情報処理センター，実習工場など教育支援施設の利用促進と効率化を図る。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・１年生の全教室に液晶プロジェクタを設置したことによ
り、本科１，２年生の全教室に液晶プロジェクタが完備さ
れた。
・ネットワーク負荷はMRTGで常時監視している。
受信：最大5.55MB/秒、平均685.57KB/秒
送信：最大2.08MB/秒、平均582.71KB/秒
・情報処理センター演習室の液晶プロジェクタ老朽化の
ため、可搬式プロジェクタを２台導入し、すべての演習
室で利用可能とした。
・情報処理センターの平日開館時間：4～3月（平日）
17:00～20:00、土曜日9:00～１6:00、休業期間中8:30～
17:00

・平成２３年度に教育用電算システムを更新する
・広域同時双方向授業実施のためのネットワーク環境の検討をする【以上、研究主事】

中期目標の期間中に専門科目の指導に当たる全ての教員・技
80 ③
術職員が受講できるように，安全管理のための講習会を実施す
る。

○労働安全衛生法等による安全衛生管理体制
・安全衛生委員会を毎月１回開催する。衛生管理者等による職場の点検・巡視を原則として週１回実施する。
・教職員を対象に安全衛生に関する講習会を毎年開催する。また，安全管理に関する講習会と施設・設備の安全衛生
診断を毎年交互に行う。
・安全管理マニュアル（携帯用を含む。）により，関係職員が定期的に保守点検を行う。
・安全管理に必要な資格取得のため，研修会等に参加する。
○その他
・東海・北陸地区の高専間の災害協定により，本校が主管校として指導的に連携を図る。【以上、事務部長】

国立高等専門学校の持つ知的資源を活用して，産業界や地方
82 ②
公共団体との共同研究，受託研究への取り組みを促進するととも
に，これらの成果を公表する。

技術科学大学と連携し，国立高等専門学校の研究成果を知的
83 ③
資産化するための体制を整備し，全国的に展開する。

事務部長

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

研究主事

81 ２①研究に関する事項
学校間の共同研究を企画するとともに，研究成果等についての
情報交換会を開催する。また，科学研究費補助金等の外部資金
獲得に向けたガイダンスを開催する。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・文部科学省産学官連携コーディネーター等を通して、外部資金獲得に向けたガイダンスを実施する。
・本校教員の研究シーズ等のデータベースを整備するとともにホームページで公開する。
・科学研究費補助金募集の講演会を開催する。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
研究主事

・地域連携協力会講演会などにおいて、共同研究などの実績を説明する。
・技術相談等を積極的に利用し，外部資金獲得と共同研究・受託研究等を推進する．
・地域技術開発・教育センター「匠工房ぎふ」の運用規定を作成し，共同研究室の利用推進を図る．
・地域交流研究基金（西濃研究助成基金規程が現在ある。）を創設して外部資金の獲得を進めると共に研究面における
産学連携を推進する。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

研究主事
○発明・特許取得推進
・知的財産権に関する講習会等を実施する
・知的財産に関連する図書等の資料を整理する。
・知財評価及び推進体制について検討する【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・広域同時双方向授業実施のための環境検討として、
岐阜大学中心校、岐阜高専協力校として採択された文
部科学省・戦略的連携支援事業「ネットワーク大学コン
ソーシアム岐阜を基盤とした駅前サテライト型教育シス
テムの構築」において、システム環境の検討を行う。
○安全衛生委員会を毎月開催。衛生管理者等による職
場の点検・巡視を実施
○教職員を対象にＡＥＤ講習会、メンタルヘルス講習会
を開催。
○設備・備品の転倒防止措置、４号館等の耐震診断、
工作機械等の保守・点検状況調査を実施
○安全管理に必要な資格取得のため，研修会等に参
加
○東海・北陸地区高専間の災害協定書の見直しを実施

・文科省ＣＤから教員及び協力会会員に向けて外部資
金獲得ガイダンスを実施した。
・教員研究シーズはDB化してHPから継続公開してい
る。
・東海北陸地区共通様式のシーズ集をH22年度発行す
る準備を整えた
・H22年度科研費説明会を開催した。

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

・施設の稼動状況を調査し，施設の有効活用の検討結
果に基づき、教員室集約化等で概算要求した「校舎（３
号館）改修」が総合評価Ｓと事業評価された。
・障害者等に配慮したエレベータ、第一体育館のスロー
プ設置（改修の一部）の営繕要求事業を要求
・高専間リユース物品ネット（ザイトス）を定期的に確認
・設備の効率的整備を図るため，複写機７台（５年契約
２年目）をリースにより調達し、入試業務の効率化を図
るため複写機３台をレンタルで契約
・キャンパス内の樹木の育成状況の点検及び剪定等の
維持管理を実施
・学校環境基準により，教室，プール等の教育環境を計
画的に保全

・校長のリーダーシップにより５０周年を控え，ビジター ○
フレンドリーなキャンパスを目指した動線整備「ぎふRプ
ロジェクト（校内地図，サイン板，壁・柱などの塗装等）」
を学生同好会の協力も得て立ち上げ，可能な部分から
実行した。
・施設の稼動状況を調査し，施設の有効活用の検討結
果に基づき、教員室集約化等で概算要求した「校舎改
修（機械工学系）」は文部科学省の選定事業（評価S）と
なったが採択は見送。
・障害者等に配慮したエレベータ、第一体育館のスロー
プ・身障者用便所設置（改修の一部）の営繕要求事業
を要求。
・高専間リユース物品ネット（ザイトス）を定期的に確認
・設備の効率的整備を図るため，複写機７台（５年契約
３年目）をリースにより調達し、入試業務の効率化を図
るため複写機３台をレンタルで契約した。
・キャンパス内の樹木の育成状況の点検及び剪定等の
維持管理を実施
・学校環境基準により，教室，プール等の教育環境を計
画的に保全した。
・図書館ホールのカーテンウォールに遮熱フィルム（飛
散防止対策）、武道場屋上に遮熱（防水）シートを貼り、
断熱化による温室効果ガス排出抑制等への取り組みを
推進した。
・高専機構にマスタープランで要求した、「物理実験室」
の什器更新を実施。
・将来計画委員会に省エネ対策WGを設置し省エネ化の
検討を開始し、「平成23年度省エネルギー対策に関す
る研修会」及び「京都大学環境安全保健機構シンポジ
ウム・ワークショップ」で情報収集。

・実験実習等において機器の更新が必要なものについ
ては，設備整備マスタープランを各部署にて作成した．
・e-learning 機能を充実するため，校内ＬＡＮ及び外部と
の接続について年１回以上スピードなどの計測と検討
を行い，必要であれば接続回線を高速化する。
・ネットワーク(SINET)の１日あたりの平均負荷状況は以
下の通り。
受信：最大3.46MB/秒、平均843.53KB/秒
送信：最大3.24MB/秒、平均904.48KB/秒
・老朽化した実習工場など教育支援施設の利用促進と
効率化を図るために，地域技術開発共同利用センター
として改築し，また老朽化した旋盤等を更新した

・実験実習等において機器の更新が必要なものについ ○
ては，設備整備マスタープランを各部署にて作成した。
・e-learning 機能を充実するため，校内ＬＡＮ及び外部と
の接続について年１回以上スピードなどの計測と検討
を行い，必要であれば接続回線を高速化する。
・ネットワーク(SINET)の１日あたりの平均負荷状況は以
下の通り。
受信：最大９．２７MB/秒，平均１．２０MB/秒
送信：最大５．４５MB/秒，平均１．１１MB/秒
・地域技術開発共同利用センターの一部設備を更新し
た。

本校の基幹ネットワークスイッチの老朽化対策としてセ
ンタースイッチ等の交換経費として校長予算を獲得した
｛以上、研究主事｝

研究主事

79

平成２２年度（実施済み）

・教育用電算システムの更新をおこなった．
・教育用電算システムの更新に伴う説明会を開催した。 ○
・駅前サテライトキャンパスとはＴＶ会議システムで同時 ・駅前サテライトキャンパスとはＴＶ会議システムで同時
双方向授業を可能とした．
双方向授業を継続した。

・安全衛生委員会を毎月開催。衛生管理者等による職
場の点検・巡視を実施
・教職員を対象に熱中症講習会（6/16）、救急法講習会
（11/17）、メンタルヘルス講習会（3/16）を開催
･設備・備品の転倒防止措置、一般教室棟の耐震工事
等、工作機械等の保守・点検状況調査を実施
･安全管理に必要な資格取得のため研修会等に参加
･災害協定に基づき、地震による被害状況等を確認し、
協定校に連絡

・ＪＳＴのＡ－ｓｔｅｐ構内説明会（６月８日，３月９日），科
研費説明会（７月３１日）に実施．
・研究シーズ集を発行し同時にホームページにて公開し
た．

・安全衛生委員会を毎月開催。衛生管理者等による職 ○
場の点検・巡視を実施。
・教職員を対象に熱中症講習会（6/15）、救急法講習会
（12/14）、メンタルヘルス講習会（2/22）を開催。
･設備・備品の転倒防止措置、工作機械等の保守・点検
状況調査を実施。

・ＪＳＴのＡ－ＳＴＥＰの校内説明会を前年度の３月９日に ○
行い、申請支援を行った。
・第１回申請件数９件、内本校分６件、外部機関３件
・第２回申請件数１件（本校分）。採択２件（本校分）。
・科研費説明会（８月３日）を行った。
・研究シーズ集を更新しホームページにて公開した。

・協力会講演会，同総会講演会にて、本校及び高専の
共同研究の姿を説明した。
・技術相談等に基く共同研究・受託研究を多数獲得し
た。
・地域技術センターの運用規定を作成し，共同利用研
究室利用の募集を行った．
・

・１２月３日のテクノシンポジウムにて共同研究成果を発
表した。
・技術相談は３３件あり、共同研究２３件、受託研究２件
を受入れた。
・センター運用規定等を作成し，２件の共同利用研究室
の申請があった。
・地域連携協力会助成｢研究プロジェクト｣の公募として
総額５０万円の研究活動支援体制と整えた。

・教員及び協力会会員向け知財講演会を開催した。
・全国高専スーパー産学官連携の知財研修会に参加し
た。
・東海・北陸地区知財講演会に参加した。
・H22から文科省産学官連携CDを東海・北陸地区総括
ＣＤとして獲得した。

・福井高専 川本教授による知的財産講習会を３月１３ ○
○発明・特許取得推進
日に実施（参加者合計６１名，学外者を含む）。
・高専機構機構知的財産本部発明コーディネータによる ・高専の学生教育に関しての、産学連携を含む知財教
知的財産講習会を３月１５日に実施（参加者合計50名， 育を通したいろいろな取り組みを認識した。
学外者を含む）．
・高専の産学連携で求められている発明の現状を理解
し，知財教育を含めた再構築の必要性を認識した．

・１２月２日のテクノシンポジウムにて共同研究成果を３ ○
件発表した。
技術相談：２２件、共同研究：２０件、受託研究６件
共同利用研究室１件、ものづくり技術開発室１件
・地域連携協力会助成｢研究プロジェクト｣の公募として
総額５０万円の研究活動支援体制を整え、３件の採択
があった。

11

対応年度に◎をつける
項目番号

84

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
３ 社会との連携，国際交流等に関する事項
① 地域共同テクノセンターなどの施設や設備の充実を計画的に
推進する。

岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)

担当者
研究主事

21

22

23

24

25

① 地域技術開発・教育センターの施設や設備の充実を計画的に推進する。
・地域技術開発・教育センター設置時，地域産業界からの技術相談，共同研究などに対応する研究のあり方や領域の
拡大・充実を図る。
・共同研究への発展と，スムーズな運用のための支援体制を整備する。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

教員の研究分野や共同研究・受託研究の成果などの情報を印
85 ②
刷物，データベース，ホームページなど多様な媒体を用いて企業

研究主事

②共同研究・受託研究の成果公開
や地域社会に分かりやすく伝えられるよう各学校の広報体制を充 ・地域の研究協力機関との連携をより充実させるとともに各種メディアを通じて，本校の有するシーズ等を積極的に公開
実する。
する。
・地域連携協力会を中心とした産官学交流懇談会（テクノシンポジウム）を地域産業界のニーズに即応した形で引き続き
実施すると共に地域の産官学や同窓会組織を活用して本校卒業生・修了生との連携を深める。【以上、研究主事】

小・中学校に対する理科教育支援の機会を増大するとともに，
86 ③
取組事例を総合データベースに蓄積・共有し活用する。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

研究主事
③ 小・中学校に対する理科教育支援の機会を増大するとともに，取組事例を総合データベースに蓄積・共有し活用す
る。【以上、研究主事】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

満足度調査において公開講座の参加者の７割以上から評価さ
87 ④
れるように，地域の生涯学習機関として各学校における公開講座
の充実を支援する。

国立高等専門学校の卒業生の動向を把握するとともに，卒業
88 ⑤
者のネットワーク作りとその活用を図る。

○地域社会との連携・協力，社会サービス等
研究主事
・社会人が必要とする技術教育分野について調査し，社会人向け講座（遠隔授業を含む。）を開講する。
・地域の公的機関等の委員会・審議会等の委員として教員を積極的に参画させる。
・地域社会から要望されている教育活動に貢献する。
・地域のニーズを踏まえた教育・啓発活動を行う．
岐阜市科学館での教育委員会との主催事業（サイエンス・テクノロジー展）など地域と連携した教育活動を推進し、科
学技術リテラシー教育の充実を図る。
・社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。
平成21～25年度：リカレント教育体制として，人材育成事業（若手人材育成事業，学び直し事業等）の自立化及び体制
を検討する。
・地域のニーズに応じた各種の公開講座を企画し開催する。公開講座開設数は年８講座以上開催する。
毎年，以下の講座の開講・講師派遣依頼に積極的に応じる。
企業向け公開講座，中学生向けの「ものづくり教室」，中学校への出前講座，情報処理に関する講座の講師派遣，岐
阜県等が開催する研修会へ講師を派遣する。
平成21年度～25年度：社会人向け公開講座を実施する。【以上、研究主事】

④卒業生とのネットワークづくり
教務主事
・在学中の学生に特別活動等の機会を利用して早期から同窓会の意義等を説き，卒業後の同窓会参画を促進する。
・同窓会組織「若鮎会」の総会を定期的に開催し，参加者から学校への要望などのアンケートを実施する。
・在職教員のうち，本校卒業生を主体としたワーキンググループを作成して，卒業生との有機的な連携を推進する。【以
上、教務主事】

⑤留学生交流，その他の国際交流
寮務主事
平成21～25年度：国際交流委員会の下で学生及び教員の教育研究交流及び留学生の支援等、国際交流に関する事
推進するとともに，ＪＩＣＡ（国際協力事業団）を通じた海外への技術 項について関連組織間の調整と審議を行い、統括的に運営する。
協力に取り組む。
・「国際交流基金」の資金援助によって、学生の海外インターンシップ、外国の交流協定校との学生交流・研究者交流等
を推進する。
・海外の教育研究機関との交流を深める。
・国際的に活躍している研究者等による講演会を開催し、国際的な学問・研究レベルについての認識を高める。年1件程
度の実施を目標とする。
・専攻科学生の海外インターンシップを実施する環境を充実させる。
平成21～25年度：教職員を国際協力機構等が実施する技術協力事業への派遣計画を立て、実施体制を整える。
平成21～25年度：複数の国における教育研究機関等との交流協定締結に関する検討を行い、交渉を行う。
○留学生の受入れと交流
・現在，男子留学生は留学生寮（Ｂ寮），女子留学生は女子寮（第二女子寮）への入寮が可能である。
・外国人留学生の学力向上のため、チューター制度を維持し、補習等の強化を図る。【以上、寮務主事】

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）
地域技術開発・教育センターの施設の大改修を行っ
た。また、同センター内の実習工場エリアにおける工作
機械設備（更新設備：マシニングセンター、ワイヤーカッ
ト放電加工機、CNC形彫放電加工機、CNC旋盤、立フラ
イス盤、精密旋盤）を計画を前倒しして大幅に更新し充
実させた。

・JST地域産学官共同研究拠点整備事業への岐阜県
の「ぎふイノベーションセンター(仮称)」の申請に協力し
た。
・産官学交流懇談会（テクノシンポジウム）を協力会と共
同で開催した。
・同窓会組織「若鮎会」との連携を検討した。

平成２２年度（実施済み）
① 地域技術開発・教育センターの施設や設備の充実を
計画的に推進する。
・地域技術開発・教育センターの設備，機器更新等につ
いて設備整備マスタープランを申請した．
・地域連携協力会企業との共同研究等を推進する仕組
みとして，本校独自に採用したコーディネータと本校ＯＢ
を主体とする地域連携アドバイザー制度を構築した．

②共同研究・受託研究の成果公開
・岐阜県が設立を進めている｢ぎふ技術革新センター運
営協議会｣の理事に本校校長が就任し，岐阜県の地域
産学官共同研究体制に入ることができた．
・地域連携協力会との連携によりテクノシンポジウム，
人材育成事業等で本校のシーズの公開及びＤＥＸＣな
ど研究成果の公開講座など成果公開をおこなった．

平成２３年度

・岐阜県が設立を進めている｢ぎふ技術革新センター運 ○
営協議会｣の理事に本校校長が就任し運営会議に参加
すると共に本校のシーズを鶴見ＣＤを通して紹介した。
・地域連携協力会との連携によりテクノシンポジウム， ○
人材育成事業等で本校のシーズと３件の共同研究成果
の公開及びＤＥＸＣなど研究成果の公開講座など成果
公開をおこなった。

科学技術リテラシー推進室を中心に小中学生のための
ものづくり教室等を実施している．
・本年度は科学技術リテラシー推進室とアウトリーチ活
動推進室の連携で，出前授業や岐阜市科学館などで
のリテラシー活動，大型商業施設内にサテライトキャン
パス会場（１０月～３月）を常設し小中学生に対する理
科教育支援活動を行った．各学科はアウトリート活動コ
ンテンツを作成し，サテライトキャンパスを利用して実施
した．

・本年度は科学技術リテラシー推進室とアウトリーチ活
動推進室の連携で，出前授業や岐阜市科学館・東濃信
用金庫などでのリテラシー活動，大型商業施設内にサ
テライトキャンパス会場（４月～３月）を常設し小中学生
に対する理科教育支援活動を行った．各学科はアウト
リート活動コンテンツを作成し，サテライトキャンパスを
利用して実施した．

○
大型イベント ３回
児童館等 多数
モレラ 年間常設

平成２１年度は、社会人向けの公開講座（人材育成事
業）として、若手リーダー育成セミナー、組込み系ディジ
タルシステム設計技術者育成プログラムおよび、若手
技術者育成のためのe-ラーニング講座（厚生労働省の
公募事業（岐阜県からの委託事業）「地域ものづくり人
材育成事業」）を実施した。

・リカレント教育および社会人向け講座として，組込系
ディジタルシステム設計技術者育成プログラム，ものづ
くり分野人材育成・確保事業，ＤＥＸＣＳ講習会等を実施
した。
・岐阜県，大垣市，本巣市などの行政主催会議，岐阜
県工業会等の各種委員会に役員・委員として多数の教
員が参加した。
・地域社会から要望されている教育活動に貢献した（サ
イエンスパートナーシップ2件，本巣産業祭等）
・岐阜市科学館にて教育委員会との主催事業（サイエン
ステクノロジー展）を１１月に実施．十六銀行との共催事
業（ふれあいエコサイエンス広場inモレラ岐阜）を１２月
に実施、東濃信用金庫との共催事業（ふれあいサイエ
ンス広場in多治見）を１月に実施した。
・社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。
リカレント教育体制として，ＯＢ人材利用および地域連
携協力会の援助金により人材育成事業（若手・中核人
材育成事業，学び直し事業等）の自立化及び体制をつ
くった。
・地域のニーズに応じた各種の公開講座を企画し開
催。1１件の公開講座を実施した。

○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○地域社会との連携・協力，社会サービス等
・リカレント教育および社会人向け講座として，若手リー
ダー育成セミナー，組込系ディジタルシステム設計技術
者育成プログラム，ものづくり分野人材育成・確保事
業，ＤＥＸＣＳ講習会等を実施した．
・岐阜県，大垣市，本巣市などの行政主催会議，岐阜
県工業会等の各種委員会に役員・委員として多数の教
員が参加した．
・地域社会から要望されている教育活動に貢献した（サ
イエンスパートナーシップ2件，本巣産業祭等）
・岐阜市科学館にて教育委員会との主催事業（サイエン
ステクノロジー展）を１１月２１日実施．十六銀行との共
催事業（ふれあいエコサイエンス広場inモレラ岐阜）を１
２月１２日に実施．
・社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。
リカレント教育体制として，ＯＢ人材利用および地域連
携協力会の援助金により人材育成事業（若手人材育成
事業，学び直し事業等）の自立化及び体制をつくった。
・地域のニーズに応じた各種の公開講座を企画し開
催。13件の公開講座を実施した．

○

○
○

○

○

・若鮎会による本校に対する支援活動が活発に行われ ・若鮎会による本校に対する支援活動が活発に行われ ・平成23年度入学生から，在学中の同窓会組織「若鮎
ている．
ている．
会」に入会することになった。

○ 同窓会組織『若鮎会』は本校教員にも主要
会員が在籍しており，独自の組織運営がしっかり
しているので，教務主事側から働きかける必要
はないのが現状である．

○海外インターンシップとして，専攻科生２名をイギリス
に派遣した。
○本科生１名に対して海外語学留学の支援を行った。
○留学生１名を受け入れた。
○引き続きチューター制度を活用している。
○後期中間試験後に特別補習を行った。

・国際交流委員会は例年以上に活発な活動を行い、海
外インターンシップの実施、バンドン工科大学との協定
締結、ドイツ在住ジャーナリストによる講演会等が実施
された。
・受入中の国費、マレーシア政府派遣の留学生に加え、
今後予想される私費留学生の受け入れ体制の整備を
進めている。チューターや特別補習の制度も継続実施
している。

○ 下記に特記するもの以外の実施は今後も継
続可能と考える。
△ チューター制度や特別補習の実施にもかか
わらず、23年度に2名の留学生が進級不可となっ
た、留学生を受け入れる時点での基準を再考し
ないと、本校関係者の努力に関わらず、今後も
同様の結果が生じる危険性を覚える。国際的な
研究者等による講演会の実施はシステムが確立
していないため、年1回程度を努力目標とするの
が適切と考える。

・歴史的遺産見学と宿泊を伴う留学生の旅行を実施し
た。

○ 今後も宿泊を伴う研修旅行の実施は可能と
考える。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

安全面への十分な配慮を払いつつ，学生や教員の海外交流を
89 ⑥
促進するため海外の教育機関との国際交流やインターンシップを

中期計画期間内達成見込み・問題点

・地域技術開発・教育センターの設備，機器更新等につ ○
いて設備整備マスタープランを申請した。
・地域連携協力会企業との共同研究等を推進する仕組 ○
みとして，本校独自に採用したコーディネータと本校ＯＢ
を主体とする地域連携アドバイザーによる地域連携活
動を継続した。

○海外インターンシップとして，専攻科生２名をイギリス
に派遣した。
○国際的に活躍している研究者による講演会を開催し
た。
○留学生３名を受け入れた。
○引き続きチューター制度を活用している。
○後期中間試験後に特別補習を行った。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

留学生受入れ拡大に向けた環境整備及び受入れプログラムの
90 ⑦
企画等を検討するとともに，留学生受入れ促進のための拠点とし

91

て，留学生交流促進センターを設置する。
⑧ 留学生に対し，我が国の歴史・文化・社会に触れる研修旅行な ⑥留学生研修旅行等
寮務主事
どの機会を学校の枠を越えて毎年度提供する。
平成21～25年度：国際交流委員会において、年１～２回留学生に対して見学会・研修会・旅行等を実施する。研修旅行
には博物館や歴史的遺産を訪問するとともに、日本の習慣や食文化等を体験させるために、宿泊を伴う旅行を行う。
【以上、寮務主事】
⑦その他
○広報の充実
・教育の目的及び目標をホームページにより公開する。
平成21～25年度：毎年、地区保護者懇談会、高専見学会、高専祭の日程等をホームページで公開する。
○その他の特記事項
・技術職員（技術教育係）の技術・技能を向上させるため、教育研究に関する技術職員領域拡大事業として、特定教員
との連携活動を充実させる。

○5年生を対象に宿泊を伴う研修旅行を１回実施した。 ○４・５年生を対象に宿泊を伴う研修旅行を１回実施し
た。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

12

対応年度に◎をつける
項目番号
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独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
４ 管理運営に関する事項
４ 管理運営に関する事項
① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに， 機構本部独自のもの
そのスケールメリットを生かし，戦略的かつ計画的な資源配分を行
う。

管理運営の在り方について，校長など学校運営に責任ある者
93 ②
による研究会を開催する。

担当者

②運営体制
校長・事
○校長が，リーダーシップを発揮し，校内コンセンサスに留意しつつ，全校的な視点に立った戦略的・機動的な高専運営 務部長
が遂行できるトップマネジメント体制により，教育研究の進展や社会的要請等に，次の組織を機動的・弾力的に対応さ
せる。
・主管会議： 機動的・戦略的な運営が遂行できる体制として，校長，教務・研究・学生・寮務の各主事，事務部長による
会議とし，迅速に対応するよう月２回程度開催する。また，本校の重要事項を審議する会議として位置付けて機能させ
る。
・運営会議： 主管会議で審議・決定したものの周知・確認及び審議過程で関係学科等の意見を調整するための会議と
する。構成員，主管会議構成員，各学科長，専攻科長，各課長，その他校長が必要と認める者とし毎月１回程度開催す
る。
・教員会議： 全教員の会議。校長が，教員からの意見等を聴取するシステムとして，校長の判断に応じ開催する。
・各種委員会等： 再編，統廃合を図る。
・主管会議の構成員の校務を保持するため，授業等の軽減等を配慮する。

21

22

23

24

25

ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

平成２２年度（実施済み）

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

○主管会議は、月２回程度開催し重要事項を審議
○運営会議は、毎月１回開催し、主管会議で審議決定
したものの周知、確認及び審議過程で関係学科等の意
見を調整
○教員会議は，原則として隔月（偶数月）及び３月に開
催し，主管会議等で審議された議題の周知・報告及び
教員の意見を聴取することにより本校の運営に反映
○スパイラルアップ会議は、各種会議等の開催内容等
を審議し、それぞれに評価と改善事項を提示
○学生の支援体制に関する規程を整備し、委員会等を
見直した。
○各主事に対する授業の軽減等について配慮した。
○管理運営体制等に学内外からの意見を積極的に反
映させるめため「参与会」を開催

･主管会議は，月２回程度開催し重要事項を審議・承認
･運営会議は，毎月１回開催し主管会議の審議・承認事
項の周知，確認及び関係学科等の意見を調整
･教員会議は，原則として隔月（偶数月）及び３月に開催
し主管会議等の審議・承認事項の周知，報告及び教員
の意見を聴取し本校運営に反映
･スパイラルアップ会議は，各種会議等の開催内容等を
審議し，それぞれに評価及び改善点を提示
･各主事に対する授業担当の軽減措置等を配慮
･管理運営体制等に学内外からの意見を積極的に反映
させるめため参与会（7/5）を開催

･主管会議は，月２回程度開催し重要事項を審議・承
○
認。
･運営会議は，毎月１回開催し主管会議の審議・承認事
項の周知，確認及び関係学科等の意見を調整。
･教員会議は，原則として隔月（偶数月）及び３月に開催
し主管会議等の審議・承認事項の周知，報告及び教員
の意見を聴取し本校運営に反映。
･スパイラルアップ会議は，各種会議等の開催内容等を
審議し，それぞれに評価及び改善点を提示。
･各主事に対する授業担当の軽減措置等を配慮した。
･管理運営体制等に学内外からの意見を積極的に反映
させるめため参与会（12/30）を開催した。

○機構が整備する事務マニュアル（共通システム；財務
会計システム，旅費システム，人事給与システム）を活
用し、業務の効率化・合理化を実施
○各職員が専用のパソコンを利用できる体制を維持し，
ハードウエアの陳腐化が進まないよう順次更新
○ソフトウェア著作権に関する基本的知識の向上,管理
業務の重要性を認識することを目的に、ソフトウェア管
理に関する研修会の開催を実施
○個人情報の管理等に関する取扱要項を制定
○著作権保護の研修会に参加し，著作権保護の周知
徹底を実施
○ホームページの「岐阜高専Ｎｅｗｓ」を随時更新
○本校の教育活動，研究活動及び社会貢献活動等の
情報を新聞社に提供

･機構が整備する事務マニュアル（共通システム；財務
会計システム，旅費システム，人事給与システム）を活
用し、業務の効率化・合理化を実施
･各職員が専用のパソコンを利用できる体制を維持し，
ハードウエアの陳腐化が進まないよう順次更新
･ソフトウェア著作権に関する基本的知識の向上，管理
業務の重要性を認識することを目的にソフトウェア管理
に関する研修会を開催
･個人情報保護管理，情報セキュリティーの周知徹底を
図るため研修会を開催
･採用職員（図書館）が著作権保護の研修会に参加し情
報収集及び知識習得
･ホームページの「岐阜高専Ｎｅｗｓ」を随時更新
･本校の教育活動，研究活動及び社会貢献活動等の情
報を新聞社に提供

･機構が整備する事務マニュアル（共通システム；財務 ○
会計システム，旅費システム，人事給与システム）を活
用し、業務の効率化・合理化を実施。
･各職員が専用のパソコンを利用できる体制を維持し，
ハードウエアの陳腐化が進まないよう順次更新。
･ソフトウェア著作権に関する基本的知識の向上，管理
業務の重要性を認識することを目的にソフトウェア管理
に関する研修会を開催。
･採用職員（図書館）が著作権保護の研修会に参加し情
報収集及び知識習得。
･ホームページの「岐阜高専Ｎｅｗｓ」を随時更新
･本校の教育活動，研究活動及び社会貢献活動等の情
報を新聞社に提供。
・教職員の資質向上のため、学外研修に積極的に参加
させるとともに、２４年度から放送大学の受講を計画し、
２４年度前期に４名（教員１名、職員３名）の受講を決
定。

事務職員を当該ブロック内の共通試験により２名採用

事務職員を当該ブロック内の共通試験により１名採用。 ○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○事務職員を当該ブロック内の共通試験により１名採
用
○教員と事務系職員の中間職種であるコーディネー
ターの専門的職種の採用を検討

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○岐阜大学との事務職員の人事交流を実施（転入者４ 岐阜大学との事務職員の人事交流を計画的に実施（転 岐阜大学との事務職員の人事交流を計画的に実施（転 ○
名、転出者５名）
入者３名、転出者４名）
入者５名、転出者５名）。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○学外有識者の意見の反映
・運営管理体制等に学内外の意見を積極的に反映させるため，「参与会」等からの意見を主管会議で検討し，教職員に
周知する。【以上、事務部長】

法人としてのスケールメリットを生かし，事務の効率化・合理化
94 ③
を図るため，共通システムの効率的な運用方法について検討を行
うとともに，事務マニュアルの充実を図る。

③事務等の効率化・合理化
事務部長
○共通システム
・機構が整備する事務マニュアルを活用し，共通システムの効率化・合理化を図る。
・運営に関わる職員の専門性の向上を図るとともに，業務に応じた新たな職種の必要性を検討する。
○情報化の推進等
・情報化推進のため，指導的要員を養成（学外の研修・講習等を受講，本校教員からの知識・技術の習得）し，指導的
要員による学内講習会等を隔年毎に開催し，技術レベルのアップを図る。
・各職員が専用のパソコンを利用できる体制を維持し，ハードウエアの陳腐化が進まないように５年間で新機種に順次
更新をする。
・機構の情報セキュリティーポリシーにより，本校の実施規程等を策定し，毎年見直す。また，公開性と安全性を調和し
たセキュリティ対策を講ずる。
○個人情報保護，著作権保護
・個人情報保護の管理体制等の規程を整備する。また，教育研修会を隔年毎に開催し，個人情報保護管理の周知徹底
を図る。
・著作権保護の研修会に参加し，著作権保護の徹底を図る。
○情報公開等の推進
・ホームページ等を活用し，本校の教育活動，研究活動及び社会貢献活動等の情報提供の充実を図る。【以上、事務部
長】

事務職員や技術職員の能力の向上のため，必要な研修を計画 ④事務職員及び技術職員（以下「事務系職員」という。）の採用，大学法人等との人事交流
95 ④
的に実施するとともに，必要に応じ文部科学省などが主催する研 ・高専運営に相応しい人材を確保ため，事務系職員の採用は，当該ブロック内の共通試験による採用とする。

事務部長

修や企業・地方自治体などにおける異業種体験的な研修などに職 ・高度な専門性を必要とする職種については，公募し，企業等から採用する。
員を参加させる。
・教員と事務系職員の中間職種，例えば経営分析，コーディネーター，プログラムオフィサー等の専門的職種の採用を
検討する。
【以上、事務部長】
事務職員及び技術職員については，国立大学との間や高等専
96 ⑤
門学校間などの積極的な人事交流を図る。

・岐阜大学との事務職員の人事交流を計画的に行う。
・機構との人事交流を図る。【以上、事務部長】

その他
97 ５「勧告の方向性を踏まえた見直し案」（平成19
年12 月14 日文部

５ その他
機構本部独自のもの

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

事務部長

科学省），「整理合理化計画」（平成19 年12 月24 日閣議決定）及
び「中央教育審議会答申」（平成20 年12 月24 日）を踏まえ，平成
21 年10 月に既設の８つの高等専門学校を４つに統合するととも
に，新設される仙台高等専門学校，富山高等専門学校，香川高等
専門学校，熊本高等専門学校については，時代や地域の要請に
即応した新しい機能を備えた高等専門学校を目指すとの統合の趣
旨に沿った業務運営を行う。
予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画
98 Ⅲ
１ 収益の確保，予算の効率的な執行，適切な財務内容の実現
共同研究，受託研究，奨学寄附金，科学研究費補助金などの外
部資金の獲得に積極的に取り組み，自己収入の増加を図る。
２ 予算
別紙１
３ 収支計画
別紙２
４ 資金計画
別紙３
５ 予算等のうち常勤役職員に係る人件費
平成22 年度の常勤役職員に係る人件費を平成17 年度（49,734
百万円）に比べて5.0％以上削減する。ただし，平成18 年度以降の
人事院勧告を踏まえた給与改定を行った場合は，その改定分につ
いては，削減対象から除く。なお，人件費の範囲は報酬（給与），
賞与，その他の手当であり，退職金，福利厚生費（法定福利費及
び法定外福利費）は含まない。
さらに，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成23 年度
まで継続する。
また、国立高等専門学校機構の給与水準については、「独立行
政法人国立高等専門学校機構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」における指摘事項を踏まえた見直
し案を踏まえ、引き続き適正化に取り組む。

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。収支計画及び資金計画）
事務部長
１ 収支の確保，予算の効率的な執行，適切な財務内容の実現
２ 予算
平成21年度：別紙１
平成22年度以降：機構本部から交付される運営費交付金に対応した予算計画を立案する。
３ 収支計画
平成21年度：別紙２
平成22年度以降：機構本部から交付される運営費交付金に対応した収支計画を立案する。
４ 資金計画
平成21年度：別紙３
平成22年度以降：機構本部から交付される運営費交付金に対応した資金計画を立案する。
５ その他
（１）外部からの教育研究資金その他の自己収入の増加
・教員の外部資金獲得活動のほか、組織的な活動を展開し積極的に外部資金の増加を図る。
・科学研究費補助金等の外部研究資金，施設使用料，特許実施料，寄附金等，多様な収入の方策を検討し，自己収入
の増加を
検討する。
・過去の外部研究資金の申請・採択状況を調査し、研究及び教育分野を考慮して申請が推奨される内容を校内に周知
する。
また，研究分野により，近隣の大学や他高専等の共同研究等の可能性等を調査する。
・毎年、重点的な分野での組織的な研究助成金申請の取組みにより，採択者10人以上の外部研究資金の獲得を図る。
（２）管理的経費の節減及び資産の管理
・教育研究の活性化に有効な財政運営を行うため，管理的経費の節減を図る。
・管理業務の効率化・合理化を行うとともに，効率的な設備・施設の運営を行うなど，管理的経費の節減を図る。
・廃棄物品（大型什器、パソコン、焼却が必要な書類等）は毎年全校的に実施し、処理経費を節減する。
・校内美化運動の一環として、学生及び教職員による清掃の日を年２回(夏，秋)全校的に実施する。また，教職員，学生
による
自主的清掃活動の実施により，請負業者による清掃回数等の減により経費を節減する。
・会議，委員会では，効率的に資料を配布，又は電子ファイルにより配信し，用紙の節約及び業務の効率化を図る。【以
上、事務部長】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○校長裁量による戦略的研究支援を実施
○学科を除く各部署の運営経費は申請・審査方式によ
り計画的に配分
○当初収支計画の策定（以降四半期毎修正し、機構本
部へ提出）により収支管理を実施
○機構が整備する事務マニュアルを活用し，共通シス
テム（財務会計システム，旅費システム，人事給与シス
テム）による業務の効率化・合理化を実施
○定期刊行物，追録等を見直し、夏季一斉休業及び管
理的経費の削減を実施
○廃棄物品（大型什器、パソコン、焼却が必要な書類
等）を全校的に実施
○校内美化運動の一環として、学生及び教職員による
清掃の日を年１回(秋季は雨天のため中止)全校的に実
施
○会議等で効率的な資料の配布、電子ファイルにより
用紙の節約及び業務の効率化を実施

･校長裁量による戦略的研究支援を実施
･学科を除く各部署の運営経費は申請・審査方式により
計画的に配分
･当初収支計画の策定（以降四半期毎修正し、機構本
部へ提出）により収支管理を実施
･機構が整備する事務マニュアルを活用し，共通システ
ム（財務会計システム，旅費システム，人事給与システ
ム）による業務の効率化・合理化を実施
･複写機借上、定期刊行物，追録等を見直し、夏季一斉
休業及び管理的経費の削減を実施
･廃棄物品（大型什器、パソコン、焼却が必要な書類等）
を全校的に実施
･校内美化運動の一環として、学生及び教職員による清
掃の日を年２回全校的に実施
･会議等で効率的な資料の配布、電子ファイルにより用
紙の節約及び業務の効率化を実施

･校長裁量による戦略的研究支援を実施した。
○
･学科を除く各部署の運営経費は申請・審査方式により
計画的に配分した。
･当初収支計画の策定（以降四半期毎修正し、機構本
部へ提出）により収支管理を実施した。
･機構が整備する事務マニュアルを活用し，共通システ
ム（財務会計システム，旅費システム，人事給与システ
ム）による業務の効率化・合理化を実施した。
･複写機借上、定期刊行物，追録等を見直し、夏季一斉
休業及び管理的経費の削減を実施した。
･廃棄物品（大型什器、パソコン、焼却が必要な書類等）
を全校的に実施した。
･校内美化運動の一環として、学生及び教職員による清
掃の日を年２回全校的に実施した。
･会議等で効率的な資料の配布、電子ファイルにより用
紙の節約及び業務の効率化を実施した。

13

対応年度に◎をつける
項目番号

99

100
101
102

独立行政法人国立高等専門学校機構 第２期中期計画
岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成２１年度～平成２５年度)
Ⅳ 短期借入金の限度額
Ⅳ 機構本部独自のもの
１ 短期借入金の限度額
168 億円
２ 想定される理由
運営費交付金の受入の遅延及び事故の発生等により緊急に必要
となる対策費と
して借入することが想定される。

担当者
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ロードマップ
平成２１年度（実施済み）

平成２２年度（実施済み）

平成２３年度

中期計画期間内達成見込み・問題点

Ⅴ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
Ⅴ 機構本部独自のもの
計画の予定なし。
Ⅵ 機構本部独自のもの
Ⅵ 剰余金の使途
決算において剰余金が発生した場合には，教育研究活動の充実，
学生の福利厚生の充実，産学連携の推進などの地域貢献の充実
及び組織運営の改善のために充てる。
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・設備に関する計画
教育研究の推進や学生の福利厚生の改善のために必要な施設
設備の新設，改修，増設等を計画的に進める。
２ 人事に関する計画
（１）方針
教職員ともに積極的に人事交流を進め多様な人材の育成を図ると
ともに，各種研修を計画的に実施し資質の向上を図る。
（２）人員に関する指標
常勤職員について，その職務能力を向上させるとともに，中期目
標期間中に全体として効率化を図りつつ，常勤職員の抑制を図る
とともに，事務の電子化，アウトソーシング等により事務の合理化
を進め，事務職員を削減する。
３ 積立金の使途
前期中期目標期間の繰越積立金（目的積立金相当部分）につい
ては、以下の事業の財源に充てる。
（１）学生寄宿舎の生活環境整備事業
（２）女子学生確保に資するための校舎整備事業
（参考１）
ア 期初の常勤職員数6,573 人
イ 期末の常勤職員数の見込み6,573 人以内
期末の常勤職員数については見込みであり，今後，機構の新体制
において，国立高等専門学校の教育水準の維持向上を図りつつ，
業務運営の効率化を推進する観点から人員の適正配置に関する
目標を検討し，これを策定次第明示する。
（参考２）
中期目標期間中の人件費総額見込み234,700 百万円
ただし，上記の額は，役員報酬並びに職員基本給，職員諸手当，
超過勤務手当に相当する範囲の費用である。
※別紙・別表は省略

○財務・施設委員会で施設・設備の整備計画を検討し、
校舎改修、基幹整備等を施設整備費等概算要求を実
施
○「寄宿舎Ａ寮改修工事」２年次の改修が完了し、３年
次の改修を営繕要求
○平成２１年度施設整備費概算要求で，既存施設を有
効活用する分散型の「地域技術開発・教育センター改
修」が選定され、整備が完了
○高専機構に要求し、女子寮寄宿舎庇塗装、職員宿舎
外部塗装及び駐輪場の改修を実施
○平成２１年度末の定員削減を８月に前倒しで実施

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項
事務部長
１ 施設・設備に関する計画
・施設・設備の有効活用等の点検を行い、施設・設備の整備計画を財務・施設委員会で検討する。
・老朽化、狭隘化等を解消するため「校舎改修整備」を要求する。
・「寄宿舎Ａ寮改修工事」及び「校舎改修整備」完了後は，体育施設、課外活動施設の整備及び職員宿舎の改修を要求
する。
・校舎改修整備に当たっては，外壁面及び複層ガラス断熱化，空調方式の切替，高効率型照明器具の採用等の温室効
果ガス排出抑制等への取り組みを推進する。
２ 人事に関する計画
・教育研究活動の活性化と質の向上及び学校運営に係る人件費の効率的運用を図るため，全校的視点からの人件費
管理による教職員人事の適正化を図る。
・教職員(非常勤職員を含む)の効率的運用を図るため，人員配置について検討を行う。【以上、事務部長】

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

･財務・施設委員会で施設・設備の整備計画を検討し，
校舎改修，基幹整備等を施設整備費等概算要求として
申請
・「寄宿舎Ａ寮改修工事」３年次，「５号館空調設備改
修」１年次の改修が完了し，次年次改修を営繕要求事
項として申請
・営繕要求事項の「一般教室棟耐震」等の改修及び「工
具・演習室」の新営を実施
・平成２３年度施設整備費概算要求で，教員室集約化
等で概算要求した「校舎（３号館）改修」が総合評価「Ｓ」
と事業評価
・第一女子寮のガラスを複層ガラスに入れ替え、断熱化
による温室効果ガス排出抑制等への取り組みを推進
・高専機構にマスタープランで要求した、「風洞実験室」
の改修等を実施

･財務・施設委員会で施設・設備の整備計画を検討し， ○
校舎改修，基幹整備等を施設整備費等概算要求として
申請した。
・「寄宿舎Ａ寮改修工事」４年次２の１の改修が完了し，
次年次改修を営繕要求事項として申請した。
・営繕要求事項の「寄宿舎A寮改修4－4（２－１）」及び
「５号館空調設備改修2-2」を実施した。
・平成２４年度施設整備費概算要求で，教員室集約化
等で概算要求した「校舎改修（機械工学系）」は文部科
学省の選定事業（評価S）となったが採択は見送。
・寄宿舎Ａ寮改修工事において、寮室の外部サッシに複
層ガラスを採用し、断熱化による温室効果ガス排出抑
制等への取り組みを推進した。
・図書館閲覧室の照明をセンサー付き高効率照明装置
に変更し、消エネルギー化を図った。
・高専機構にマスタープランで要求した、「物理実験室」
の什器更新を実施した。
・将来計画委員会に省エネ対策WGを設置し省エネ化の
検討を開始し、「平成23年度省エネルギー対策に関す
る研修会」及び「京都大学環境安全保健機構シンポジ
ウム・ワークショップ」で情報収集した。
・女子寮の寮室に外付けルーバー（網戸付き引き違い
雨戸）を設置し、防犯・日除け・風通し対策を実施した。
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