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はじめに
２１世紀は「知識基盤社会」の時代といわれている。そして中央教育審議会の答申

(｢我が国の高等教育の将来像｣(2005.2.1))は 各大学の自主的な選択を通じ ①世界的、 、
研究・教育拠点②高度専門職業人養成③幅広い職業人養成④総合的教養教育⑤特定の専
門的分野(芸術、体育等)の教育⑥地域の生涯教育機会の拠点⑦社会貢献機能（地域貢献、
産官学連携 国際交流等 への機能分化の方向性を示唆し 教育と研究を本来的使命す、 ） 、
る大学の役割として社会的貢献 地域社会 経済社会 国際社会等 の重要性を強調し（ 、 、 ）
ている。
また 少子化の進行 大学・学部の新・増設ラッシュ ユニバーサル・アクセスで代、 、 、

表される大学全入時代の到来などにより大学間競争も一層激しさを増すなか 学校法人、
制度の改善 教員組織の整備 FDの制度化 第三者評価の導入等に見られるように 大、 、 、 、
学が自らの改革に取り組むことが社会から大きく期待されている。
大学は 能力 素養 将来の進路とも多用な学生が修学する場であり 学生や父母が、 、 、 、

求めるニーズに応えるような教育を実践し 社会の様々な分野で活躍する 時代に即し、 、
た能力を持った人材を養成して行く必要がある。
これらを踏まえ全学挙げて諸改革・改善に努めていかなければならない。

（平成１８年１０月３１日現在）１ 設置学校等の学生、生徒及び教職員の在籍状況
(１) 大学、大学院、高等学校、中学校及び専門学校の在籍状況

平成18年 (平成17年)
政治学研究科 42 37
経済学研究科 68 66
経営学研究科 38 40
スポーツ・システム研究科 85 69
工学研究科 71 71
法学研究科 35 38
総合知的財産法学研究科 15 0
人文科学研究科 44 42
グローバルアジア研究科 19 0

研 究 科 合 計 417 363
政経学部（政経学部一部） 3,837 3,545
政経学部二部 36 188
体育学部 1,991 1,951
工学部 1,416 1,470
法学部 1,916 1,929
文学部 1,894 1,914
２１世紀アジア学部 1,839 1,759

学  部  合  計 12,929 12,756
13,346 13,119

全日制課程 823 814
定時制課程 171 134
通信制課程 312 298

1,306 1,246
中学校 151 145
専門学校 介護福祉学科 14 34

14,817 14,544

学  校 研究科・学部名等
学生・生徒数

中学校

設 置 学 校 合 計

高等学校

研究科

学部

大  学

大　学　合　計

高等学校合計
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(２) 法人及び法人の設置する学校の教職員数の在職状況

職員欄の大学専任の項には、研究助手・研究科助手・実習助手を含む。※

中長期財政見通しと基本的課題）２ 財政計画（
中長期財政見通しにおける収入面については、入学志願者の逓減、国庫補助金の競争的配

分傾向による一般補助の減少が予測される。支出面については、校舎の整備費、教育研究を充

実させるための教員人件費、IT関連経費及び学生生徒への奨学金・補助金など依然として資金

需要は大きい。

したがって大学間競争が激化していく環境下にあって、国内のみならずグローバル化に対応

するためには、①他大学に比し、過少な諸引当資産の充実を図ること②理工系分野における先

端的研究教育環境の整備・推進、知的財産立案の支援強化、学術フロンティア事業の推進、特

色ある大学教育支援プログラムの設定及び入学前教育などに対する重点的な資金の配分を行

うことが不可欠となる。

本学は、教育研究充実のため、世田谷キャンパス梅ヶ丘新校舎の建設とその設備備品の取得、

こどもスポーツ教育学科（仮称）の設置予定、理工学部開設に伴う改修工事及び多摩キャンパス

の多目的グラウンド人工芝敷設工事等、総じて教学改革に伴う施設面の充実などの要因があり、

手元資金、消費収支差額、負債償還等の中長期見通しは厳しい状況にある。消費収支計算の

帰属収支差額比率は、平成１８年度補正予算で７.74％を維持したが、１９年度予算では１.4％に

なる。下限の目安である５％超を確保したいと考える。

以上により、本学の中長期財政の基本的な課題は以下の４点とした。

(１) 帰属収支差額比率５％超を確保した収支構造

(２) 負債償還率（２０％以下）、負債率（２５％以下）を勘案した収支構造 （注）

(３) 第２号基本金、諸引当特定資産繰入計画の策定

(４) 中長期の施設計画を勘案した資金繰りの策定

（注）負債償還率＝負債償還額（元金＋利息）÷帰属収入×100 ※本学17年度決算 5.4％

負債率＝（総負債－前受金）÷総資産×100 ※本学17年度決算 14.7％

資金収支計算及び消費収支計算について、その主な内容を６～７ページに掲げる。

専　任 非常勤 専　任 非専任

法　　人 52 14
大　　学 307 754 187 86
高等学校 57 27 6 5
中 学 校 10 9 1 0
専門学校 5 8 2 2
合　　計 379 798 248 107

教    員 職    員
学校等
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３ 教育環境の整備
教育研究環境のさらなる充実を図るため各キャンパスにおける次の施設・設備の整備事

業を行う。

(１) 世田谷キャンパス

ア 梅ヶ丘校舎 教育棟建設

１００周年記念事業の一環として平成１９年１２月竣工に向けた前年度からの継続実施

イ 既存施設

工学部及び政経学部の改組に関連した施設整備並びに関係する備品の充足、高等学校

定時制及び通信制課程に係る２４号館内教室等の改修整備、大学院研究科における院生

への利便性を考慮した一部自習室の移転整備、また教養教育にかかる施設の充足を図る

ため既存施設の改修整備等の実施

(２) 鶴川キャンパス

ア 新学科開設関係

既存施設及び備品の利活用を前提とした施設改修及び備品の充足

イ 学生課外活動クラブ等関係

課外活動支援の一助として運動系クラブ部室の充足及びミーティグルームの整備

ウ 鶴川図書館の空調機更新

(３) 多摩キャンパス

ア 前年度継続事業としての多目的グラウンド人工芝敷設工事

イ 教室管理棟の空調機更新（５ヶ年計画）

４ 募集・広報活動の充実

(１) 入試広報等

ア 本学主催入試説明会・高校訪問等

引き続き本学主催入試説明会、高校主催進学説明会、高校訪問、デリバリー授業

及び模擬授業を実施する。

イ 多様化した高校生のニーズを踏まえたオープンキャンパスを３キャンパスで５回

の開催を計画。

ウ 広報活動

ホームページ掲載内容の充実と次の新学部等の広報を積極的に行う。

① 理工学部(工学部からの改組)

② 新学科(こどもスポーツ教育学科(仮称))

③ 総合知的財産法学研究科及びグローバルアジア研究科

エ 創立１００周年に向け記念事業ＰＲ映像の制作

オ 学園全体として統一性のある魅力的なホ－ムペ－ジのリニューアル

カ 学園のアーカイブとしての創立９０周年・１００周年史編纂

５ 管理運営等

(１) 職員研修

管理職研修、階層別研修、初任者研修、海外研修等を実施する。
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(２) 事務組織の再編

梅ヶ丘校舎の竣工に伴う学生支援組織の再編を図る。

(３) 大学の教員組織の整備

学校教育法の一部改正に伴う助教授、助手の見直し（准教授、助教、助手 。）

(４) 健康管理支援

ＡＥＤ(自動体外式除細動器)設置の拡充

６ 創立１００周年記念募金事業

平成１７年度に策定された「国士舘創立１００周年記念事業」の諸活動に要する経費

に充てるため、学生生徒の父母、卒業生、教職員・役員等及び法人・篤志の個人を対象

に募金広報及び活動を推進する。募金の募集期間は平成１８年４月から平成３０年３月

までの１２年間、総事業費２００億円のうち５０億円を目標とする。

７ 拡充事業

平成１９年度以降に計画している学部学科等の新設・増設計画を次に掲げる。

(１) 平成１９年４月１日 工学部(４学科)の学生募集停止及び理工学部理工学科(６学

系)の開設

柔軟な学科構成から生じる特色ある教育、社会が求める技術者養成に特化したカリ

キュラム及び入学定員の一部を特定の学科に固定しない新しい入学制度を導入する。

学科構成等 理工学部理工学科（６学系：機械工学系、電子情報学系、建築学系、

都市ランドスケープ学系、健康医工学系、基礎理学系)

学科定員 ３２０人(４学年)

(２) 平成２０年４月１日 政経学部の改組 政治学科及び経済学科の昼間主コース及び。

夜間主コースの廃止並びに経済学科及び経営学科の収容定員の変更。

(３) 平成２０年４月１日開設(予定) 体育学部こどもスポーツ教育学科(仮称)の設置

武道・スポーツの特性を活かし、豊かな人間性の育成と心の教育を行い、小学校・中学

校・高等学校の各教員免許状の取得及び地域社会の指導者の育成を図る。

学科構成等 体育学部こどもスポーツ教育学科(仮称)

学科定員 ３２０人(４学年)

(４) 平成２１年４月１日開設（予定） 総合危機管理学部(仮称)の設置

主な教育・研究事業

１ 大学・大学院

(１) 国士舘大学グランドデザイン

建学の精神を社会変化・学生の資質変化に対応できるように創立以来の諸問題を分

析し 建学の精神とミッションの再確認及び時代に沿った表現の在り方ついて検討す、

るプロジェクトチ－ムを発足する。

(２) 教育活動

ア 入学前教育の実施

各学部の計画に基づき、ＡＯ入試、推薦入試の入学予定者に対し実施する。
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イ 語学教育の実施

協定校との相互交流セミナー、長期留学、インターンシップ派遣、ホームステイ等

の海外語学研修を実施する。

(３) 研究活動

国内外のシンポジュウムの開催、学術フロンティア事業を推進する。

(４) 国際交流
協定校への学生派遣・留学生受入れ、専門分野での国際交流セミナーの実施、海外

交流セミナーを実施する。

(５) 情報化
ア 教育用端末関連機器の更新

イ 学生情報共有システムの構築

ウ 就職支援情報システムの強化

エ 図書館データーベースの整備

オ ｅラーニングシステムの整備

カ Ｗｅｂ履修登録システムの稼働

(６) 学生支援（含む就職）
ア キャリア支援

ステップキャリア講座、キャリアアップ対策セミナー、業界研究セミナー、イン

ターンシップ及び就職フェア等を実施し、早期に卒業後の進路の動機付けを行う。

イ 企業開拓及び訪問

全国の優良企業の求人開拓及びインターンシップ受入企業の拡充を図る。併せて理

工学部の広報及び警察官採用試験の特化対策を実施する。

ウ 留学生に対する満足度調査を実施する。
(７) 生涯学習・地域交流

ア 世田谷６大学コンソーシアムのネットワーク化推進

イ 世田谷６大学コンソーシアム合同公開講座の実施

ウ 世田谷 カレッジ教育の推進ｅ
エ 学生のキャリアアップ資格講座の推進

オ 地域の小学生・中学生を対象とした職場体験学習の実施

カ 地域社会との相互連携強化

２ 高等学校・中学校

ア 生徒による授業評価の継続、大学セミナーへの参加推進、部活動の活性化

イ 進路指定校の開拓

３ 福祉専門学校

平成１８年４月に学生募集を停止した福祉専門学校(平成19年3月 在校生全員卒業)は 廃止、

認可申請を行い、大学の校地・校舎として転用を図る。

４ 認証評価

平成２２年度末までに認証評価機関による評価を受けるため、その準備を進める。
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５ 平成１９年度予算の概要

(１) 資金収支総括表
収支計算について、その主な内容を記載する。資金

(収入の部)             （単位：百万円）

平成19年度平成18年度

予　　　算 補正予算

学生生徒等納付金収入 15,250 15,237 14 0.09%

手数料収入 384 385 0 -0.01%

寄付金収入 500 51 450 890.10%

補助金収入 1,742 1,796 -54 -3.01%

資産運用収入 387 387 0 -0.08%

資産売却収入 500 3,000 -2,500 -83.33%

事業収入 268 268 0 0.00%

雑収入 295 267 28 10.50%

借入金等収入 1,153 2,847 -1,694 -59.50%

前受金収入 4,767 4,767 0 0.00%

その他の収入 329 285 44 15.31%

資金収入調整勘定 -5,014 -4,999 -15 0.31%

当年度資金収入合計 20,560 24,289 -3,729 -15.35%

前年度繰越支払資金 12,129 9,964 2,165 21.73%

収入の部合計 32,690 34,254 -1,564 -4.57%

(支出の部)

平成19年度平成18年度

予　　　算 補正予算

人件費支出 9,853 9,600 252 2.63%

(教職員人件費・役員報酬他) (9,506) (9,317) (188) (2.02%)

（退職金支出） (347) (283) (64) (22.59%) ←定年退職者等１１人で積算

教育研究経費支出 4,438 3,927 510 13.00%

管理経費支出 1,325 1,365 -40 -2.92%

借入金等利息支出 240 202 38 18.55%

借入金等返済支出 677 485 193 39.73% ←土地の借入増分

施設関係支出 3,636 3,138 499 15.90% ←新校舎の建設費

設備関係支出 827 273 553 202.31% ←新校舎の備品代

資産運用支出 701 3,051 -2,350 -77.02%

その他の支出 1,211 1,136 76 6.68%

予備費 100 0 100 －

資金支出調整勘定 -1,211 -1,053 -158 14.98%

当年度資金支出合計 21,797 22,124 -327 -1.48%

次年度繰越支払資金 10,892 12,129 -1,237 -10.20%

支出の部合計 32,690 34,254 -1,564 -4.57%

当年度資金収支差額 -1,237 2,165 -3,402

（注）上記の表の金額は百万円未満を四捨五入しているため、増減および増減率の数

 　値が計算上一致しない場合がある。なお、消費収支総括表についても同様である。

←５億円の募金を
見込む

←有価証券の満
期償還額

←梅ヶ丘校舎の建
設資金

←満期償還に係る
有価証券の買替え

←奨学金、強化ｸﾗ
ﾌﾞ補助金等の増

←本務教職員１１
人増を見込む

科　　目

科　　目 増減 増減率

増減率増減
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消費収支総括表(２)
消費収支計算について、その主な内容を記載する。

(消費収入の部)               （単位：百万円）

平成19年度 平成18年度

予　　　算 補正予算

学生生徒等納付金 15,250 15,237 14 0.09%

手数料 384 385 0 -0.01%

寄付金 523 66 458 698.47%

補助金 1,742 1,796 -54 -3.01%

資産運用収入 387 387 0 -0.08%

資産売却差額 0 3 -3 -98.32%

事業収入 268 268 0 0.00%

雑収入 295 308 -13 -4.32%

帰属収入合計 18,849 18,448 401 2.17%

基本金組入額 -4,157 -833 -3,324 398.90%

消費収入の部合計 14,692 17,615 -2,923 -16.59%

(消費支出の部)
平成19年度 平成18年度

予　　　算 補正予算

人件費 10,106 9,389 717 7.64%
(教職員人件費・役員報酬他) (9,506) (9,317) (188) 2.02%

（退職金、引当金繰入等） (601) (72) (529) (735.34%)

教育研究経費 6,282 5,552 730 13.16%
（資金支出の額） (4,438) (3,927) (510) (13.00%)

（減価償却額） (1,845) (1,625) (220) (13.54%)

管理経費 1,704 1,703 1 0.04%
（資金支出の額） (1,325) (1,365) -(40) -(2.92%)

（減価償却額） (379) (338) (41) (12.00%)

借入金等利息 240 202 38 18.55%
資産処分差額 50 50 0 0.00%
徴収不能引当金繰入額等 103 123 -20 -16.26%
予備費 100 0 100 －

消費支出の部合計 18,586 17,020 1,566 9.20%

帰属収支差額（注１） 263 1,428 -1,165

帰属収支差額比率（注２） 1.40% 7.74% 0.18%

当年度消費収支差額 -3,894 595

前年度繰越消費支出超過額 9,479 10,074

前年度繰越消費支出超過額 13,373 9,479

（注１）帰属収支差額＝帰属収入－消費支出

（注２）帰属収支差額比率＝帰属収支差額÷帰属収入×100

←帰属収支差額の減少
で比率が1.4%

←上記の結果、消費収
支差額は支出超過

←施設・設備関
係支出増等に
より増加

科　　目

科　　目 増減 増減率

増減率増減


