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第４期中期目標期間の具体的な取組事項 

（令和４年度時点） 

中 期 目 標 中 期 計 画 具体的な取組事項 

（前文）法人の基本的な目標 

 

≪第３期までの取組≫ 

 名古屋工業大学はその憲章（2012 年制定）におい

て創設の趣旨を確認し、「常に新たな産業と文化の

揺籃として、革新的な学術・技術を創造し、有為な

人材を育成し、これからの社会の平和と幸福に貢献

することをその基本使命」とすることを謳ってい

る。本学は、この基本使命のもと、これまで中京地

域・我が国の発展に大きく貢献してきた。 

 第３期において、本学は、「中京地域産業界との

融合」を基本方針として次のような実績を残してい

る。教育面で中京地域産業界との連携をもとに幅広

い工学分野のセンスを持った人材を育成する学部・

博士前期課程６年一貫の創造工学教育課程や海外

大学の共同学位プログラムを実現した。また、研究

面ではトップレベルの教員一人当たり外部資金獲

得実績に加え、フロンティア研究院や若手教員の海

外派遣制度をはじめとする活動により国際・学際共

同研究を推し進めている。そして、積極的なダイバ

ーシティ＆インクルージョンの環境整備を進め、学

生及び教職員がその能力を十分に発揮できるよう

にしている。 

 

≪第４期における基本的な考え方≫ 

 持続可能社会を開発するための地球規模の目標

に対して工学の重要性が増大する一方、過度の競争

あるいは開発・実装の先行によって技術自体が人々

の求める生活や環境とは乖離し、時に安全安心を脅

かす事態も生じさせている。工学が健全に未来社会

を構築してゆくため、人々との対話を通じた技術開

発が重視されなければならない。本学は第４期にお

いて、単なる技術開発ではなく将来像や理想の社会

等を対話によって構築するコミュニケーションと

しての工学の在り方を「心で工学」として追究する。

ステークホルダーに寄り添い、客観的・俯瞰的な視

点と様々な人々との対話によって新たな社会を創

出する技術者を様々な側面から育成し、また、地域

産業界を牽引して「中京地域産業界との共創」によ

る技術開発、課題解決を進めるため、世界トップレ

ベルの先端研究をグローバルかつ多様な連携に基

づいて推進する。 

 

【基本方針】 

 以上の問題意識を踏まえ、「中京地域産業界との

融合」を目指した第３期までの成果をさらに高め、

「中京地域産業界との共創」を念頭に以下の項目を

重点的に取り組む。 
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1)社会との共創に基づくイノベーション創出機能

の強化 

2)豊かな文化的視点を持った工学人材の育成 

3)ステークホルダーの期待に応える多様な工学教

育の推進 

4)世界トップレベルの先端研究を推進するための

グローバル化とダイバーシティに富む研究環境

の構築 

5)構成員の意識改革とガバナンス・コンプライアン

スの徹底 

 

◆ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、2022 年４月１日～2028 年３

月 31 日までの６年間とする。 

  

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

 

１ 社会との共創 

 

[1]人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産

業（農林水産業、製造業、サービス産業等）の生産

性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の

課題解決のために、地方自治体や地域の産業界をリ

ードする。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項を達成するためにとるべき措置 

 

１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置 

 

[1-1]予測不能とされる変革社会を目前に、これを工学の力で人に優しい社会へ先導するため、人に優しい社会基盤

の構築を目指す福祉・医療や創薬、安全・安心及び素材製造等の分野等で、これまでに蓄積された本学の先進的かつ

高度な研究成果を総動員し、地域産業界・ステークホルダーの要請と期待を踏まえて共創的に社会実装する。 

加えて、本学の資源（研究力、研究成果、設備等）を最大限活用し、本学から地域産業界への名工大ビジョンの発

信と研究情報交流を通じて共同研究・受託研究等を幅広く推進し、ステークホルダーが求める社会実装に貢献する。 

 

評価指標 [1-1_1]組織的大型連携プロジェクト（10,000 千円以上）の実施件数 

              2027 年度 3 月末   期間累計 12 件以上 

[1-1_2]共同研究実施件数    2027 年度 3 月末   期間累計 2,000 件以上 

[1-1_3]受託研究実施件数    2027 年度 3 月末   期間累計 660 件以上 

 

 

 

 

●2022 年度から新たに設置する新領域学術院において、学内で異分野の研究者からなる融合

研究のチームを構築し、海外の大学等から招へいする研究者と共に実施する国際共同研究等

を支援することで、本学に新しい学術分野の研究拠点を形成する。 

【2022 年度】 

・前年度に公募した研究チームによる融合研究を開始する。 

・次年度に向けて、融合研究の研究チームを新たに１件公募する。 

・年間を通じて海外の研究機関から公募によって研究者を 20 名招へいし、本学において国際

共同研究を推進する。 

【2023 年度以降】 

・上記の取組を継続し、融合研究・研究者招へい等の事業を実施する。 

 

●学長・理事のトップセールスを増進させ、「組織」対「組織」の大型共同研究を獲得、推

進する。 

【2022 年度】 

・名工大 OB が社長等の役員になっている企業や本学と連携を密にしている企業を選定し、

トップセールスを実施する。 

【2023 年度以降】 

・上記の取組を継続し、トップセールスを推進することで期間累計数 12 件以上の大型共同研

究を獲得する。 

 

●教員個別の共同・受託研究については、産学官金連携機構専任教員主導で営業活動・公募

事業への申請検討を実施する。 

【2022 年度】 

・産学官金連携機構において、官公庁関係が出席するフォーラム等で事前に公募等の情報を

収集し、公募開始前から検討を行い、共同・受託研究の申請支援を進める。 

【2023 年度以降】 

・上記の取組を継続し、2027年度末までに共同研究実施件数を 2,000 件以上、受託研究実施

件数を 660 件以上目指す。 

 

 

[1-2]中京地域産業界等の要望に応え、技術者等へのリカレント教育として、高度な技術教育プログラムやオンライ

ン活用を含む公開講座、科目等履修生制度等を充実させる。また、中小企業等の連携プロジェクトを通じ地域の技術

者等の能力向上に貢献する。 

 

 評価指標 [1-2_1]社会人教育（プログラム等）修了者数  

             2027 年度 3 月末   期間累計 480 名以上 

[1-2_2]中小企業等と取り組むプロジェクト研究実施数 

             2027 年度 3 月末   期間累計 78 件以上 

 
 

●工場長養成塾を継続的に実施し、新たに自立運営可能なリカレント教育プログラムを構築

する。 

【2022 年度】 

・2022～2023 年度の２ヶ年度は、リカレント教育プログラムを構築する。 

・引き続き工場長養成塾を継続的に実施し、毎年度定員 32名を受け入れる。 

【2023 年度以降】 

・2023 年度までに構築予定のリカレント教育プログラムによって、2024 年度は試行的実

施、2025 年度からは本格実施を目指して活動する。 

・引き続き、工場長養成塾は、毎年度定員 32 名を受け入れる。 

・工場長養成塾の他、新たなリカレント教育プログラム等と合わせて 2027 年度末までに社

会人教育修了者数の期間累計数 480 名を目指す。 

・上記の活動を継続的に実施する。 

 

●地方公共団体との連携により実施しているリカレント教育事業を継続、発展させる。 

【2022 年度】 

・長期にわたり実施している愛知県、名古屋市のリカレント教育事業について、社会ニーズ
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に沿ったプログラムへとバージョンアップさせ、そのプログラムを地方公共団に提案する。 

【2023 年度以降】 

・上記の活動を継続的に実施する。 

 

●これまでの設計技術者等を対象とした講座の内容を拡充し、実施する。 

【2022 年度】 

これまでの設計技術者を対象とした講座の内容を拡充するため、内容を検討する。 

【2023 年度以降】 

前年度に検討した内容を踏まえ、拡充した設計技術者講座を実施する。 

 

●技術者向けの公開講座を拡充し、より多くの参加者を募る。 
【2022 年度】 

・公開講座「日本の産業を支える港湾」「はじめての 3D-CAD」「技術士資格取得に向けて」を

新たに開講し、技術者等へのリカレント教育を拡充する。 

【2023 年度以降】 

・技術者等へのリカレント教育としての公開講座を拡充する。 
 

●科目等履修生について、学びたい専門分野を体系的に履修することができるよう履修モデ

ルコースを設定する。 
【2022 年度】 

・科目等履修生として専門分野を体系的に学ぶためのモデルコースの検討を開始する。 

【2023 年度以降】 

・リカレント教育としてニーズのある科目を調査するため、企業等にアンケートを実施する。

アンケートの分析結果を基に、履修コースをパッケージ化し、2024 年度以降、学生募集を開

始する。 

 
●中京地域の中小企業シーズのブラッシュアップと人材育成を連動させた「学び合いプロジ

ェクト」を引き続き実施する。 
【2022 年度】 

・中京地域の中小企業シーズのブラッシュアップと人材育成を連動させた「学び合いプロジ

ェクト」を年間 13 件以上実施する。 

【2023 年度以降】 

・中京地域の中小企業シーズのブラッシュアップと人材育成を連動させた「学び合いプロジ

ェクト」を引き続き年間 13 件以上実施する。 

 

２ 教育 

 

[2]特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究す

るという基本的な思考の枠組みを身に付けさせる

とともに、視野を広げるために他分野の知見にも触

れることで、幅広い教養も身に付けた人材を養成す

る。（学士課程）⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

[2-1]豊かな文化的視点と工学技術者が果たすべき責任をよく理解し、適切なコミュニケーション力や論理的思考力

を持ち、複数の工学分野等の専門知識や能力を活用できる技術者を育成・輩出する。このため、文化的教育、倫理教

育、工学デザイン教育等の多様な教育を拡充するとともに、学生個々の目標に基づく学習計画を具現化するよう、オ

ンライン授業の整備等によって柔軟な学修を推進する。 

2022 年度開設の基幹工学教育課程においては「基幹技術の展開を具現化し、製造・施工現場で即戦力となる創製人

材」を、また、既設の高度工学教育課程においては「工学分野を深く探究することのできる中核的技術開発人材」を、

創造工学教育課程では「多面的視野と価値創造のための能力を持つ総合的工学人材」を育成する。 

 

評価指標 [2-1_1]文化的視点や客観力・コミュニケーション力の育成に資するカリキュラムの運用 

   2024 年度から 運用を開始 

 

[2-1_2]学生が履修する他分野授業の卒業時修得単位数 

  期間最終年度（2027 年度）卒業者 

    基幹工学教育課程  平均 4 単位以上 

    高度工学教育課程  平均 4 単位以上 

    創造工学教育課程  平均 16 単位以上 

 

 

●豊かな文化的視点や適切なコミュニケーション力等を育成するため、共通科目の改善・充

実を図る。 

●各学科・課程の専門科目の中に専門分野の倫理教育を行う科目を必修科目又は選択必修と

して配置する。 

●工学部における工学デザインを拡充する。 

●数理情報科目の充実及び数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定を拡充（応用

基礎レベル）する。 

【2022 年度】 

・共通科目、工学デザイン教育等の改革の骨子を策定する。 

【2023 年度以降】 

・2023 年度に文化的教育、倫理教育、工学デザイン教育等の多様な教育を拡充する具体的な

カリキュラムを策定、2024 年度に開始、2025 年度以降は学年進行にて実施する。 

 

●初年次の学習計画、遠隔授業の整備等によって幅広い工学分野の学習を促進する。 

●遠隔授業の取扱方針を策定し、制度化する。遠隔授業と面接授業を適切に組み合わせたカ

リキュラム改正を行う。 

【2022 年度】 

・2021 年度に策定し制度化した遠隔授業の取扱方針により、遠隔授業と面接授業を適切に組

み合わせた新しい授業形態を開始する。 

【2023 年度以降】 

・2022 年度に開始した遠隔授業と面接授業を組み合わせた新しい授業形態を検証し、カリキ

ュラム改正を検討する。 

 

●2022 年度開設の基幹工学教育課程においては、学年進行に合わせて、カリキュラムの着実

な遂行を図る。加えて、他分野科目を確実に履修させる。 
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●高度工学教育課程・創造工学教育課程では、授業形態（オンライン授業）や時間割の調整

を行うことで、自己設計科目・創造工学設計科目として履修可能な科目の幅を拡充する。 
【2022 年度】 

・高度工学教育課程・創造工学教育課程については、12 月末までに改革の骨子を策定する。 

【2023 年度以降】 

・2023 年度に文化的教育、倫理教育、工学デザイン教育等の多様な教育を拡充する具体的な

カリキュラムを策定、2024 年度に開始、2025 年度以降は学年進行にて実施する。 

 

 

[3]研究者養成の第一段階として必要な研究能力を

備えた人材を養成する。高度の専門的な職業を担う

人材を育成する課程においては、産業界等の社会で

必要とされる実践的な能力を備えた人材を養成す

る。（修士課程）⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3-1]豊かな文化的視点と工学技術者が果たすべき責任をよく理解し、コミュニケーション力を培い、多様な人々と

協働する能力を持ち、複数の工学分野等の高度な専門知識や能力を有する、新たな技術創出のための技術者を育成・

輩出する。このため、文化的教育、倫理教育、工学デザイン教育等の多様な教育を拡充するとともに、学生個々の目

標に基づく学習計画を具現化するよう、オンライン授業の整備等によって柔軟な学修を推進する。 

 2020 年度に設置した工学専攻において教育プログラムを見直し、中京地域産業界や学生のニーズに応えるため、

複合的プログラム等を開設するとともに、中京地域産業界や海外大学との連携によるプロジェクト型教育等の実践的

教育を拡充する。 

 

評価指標 [3-1_1]文化的視点や客観力・コミュニケーション力の育成に資するカリキュラムの運用 

   2024 年度から 運用を開始 

 

[3-1_2]教育プログラムの見直し、運用 

   2023 年度まで 見直し 

   2024 年度から 運用を開始 

 

 

 

●豊かな文化的視点、コミュニケーション力等を強化するため、共通教育等を充実する。 

●工学専攻全プログラムの学生に工学デザイン教育の充実を図る。 

●履修プログラムの主とする専門分野以外からの修得単位数を見直し、複合分野・先端科目

の充実等により横断的な学修を推進する。 

●修得すべき能力について、ルーブリックによる達成度評価を導入する。（工学セミナー） 

【2022 年度】 

・文化的教育、倫理教育、工学デザイン教育等の改革の骨子を策定する。 

【2023 年度以降】 

・2023 年度に多様な教育を拡充する具体的なカリキュラムを策定、2024 年度から開始する。 

 

●遠隔授業の取扱方針を策定し、制度化する。遠隔授業と面接授業を適切に組み合わせたカ

リキュラム改正を行う。 
【2022 年度】 

・2021 年度に策定し制度化した遠隔授業の取扱方針により、新しい授業形態を開始する。 

【2023 年度以降】 

・2022 年度に開始した新しい授業形態を検証し、カリキュラム改正を検討する。 

 

●現行プログラムを点検し、それらの見直し及び複合的分野を学ぶプログラムの新設等を行

う。 

【2022 年度】 

・教育プログラムを見直し、複合的プログラム設計の検討を開始する。 

【2023 年度以降】 

・2023 年度に具体的な複合プログラムを設計し、2024 年度から開始する。 

 

●外部機関との多様な教育連携等によって「研究インターンシップ」履修者の拡充を図る。 

【2022 年度】 

・外部機関との多様な教育連携を拡充し、「研究インターンシップ」を推進する。 

【2023 年度以降】 

・引き続き、外部機関との多様な教育連携を拡充し、「研究インターンシップ」を推進する。 

 

 

[4]深い専門性の涵養や、異なる分野の研究者との

協働等を通じて、研究者としての幅広い素養を身に

付けさせるとともに、独立した研究者として自らの

意思で研究を遂行できる能力を育成することで、ア

カデミアのみならず産業界等、社会の多様な方面で

求められ、活躍できる人材を養成する。（博士課程）

⑧ 

 

 

 

 

 

[4-1]豊かな文化的視点と現状への認識を持ち、工学の責任への理解と自身の目標を有し、複合的視野や価値観を踏

まえて協奏的に技術の創出や課題解決に貢献できる優れて高度な専門知識や能力を有する自立した技術者・研究者を

育成・輩出する。このため、文化的教育や工学デザイン、教授法等の多様な教育を拡充する。 

 新設の工学専攻において、複数指導体制やグローバル連携、ダイバーシティ＆インクルージョン環境を活用して指

導体制を充実する。 

 

評価指標 [4-1_1]異分野の指導教員や企業、海外大学等の外部機関と連携して指導する学生数 

     2027 年度        在籍する博士後期学生の 50%以上 

 
 

●豊かな文化的視点、社会への責任、技術者・研究者としての自律性等に関する達成度を学

生と指導教員が把握する仕組みを導入する。 

●文化的教育や工学デザイン、教授法等の授業科目を拡充する。 

【2022 年度】 

・工学専攻を設置する 

【2023 年度以降】 

・2024 年度に文化的教育や工学デザイン、教授法等の多様な教育拡充の骨子を策定する。 

・2025 年度にカリキュラムを策定、2026 年度から開始する。 

 

●主指導教員とは異なる専門分野の者（副指導教員、アドバイザー）を加えた指導体制とし、

多様な視点からの研究指導を実施する。URA 等を活用し、指導教員・助言者等について情報提

供等を行う体制を整備する。 

●2021 年度に採択された JST次世代研究者挑戦的研究プログラムを 2025年度まで実施する。

博士後期課程学生の経済的支援を行い、新しい研究分野を開拓し、日本の科学技術・イノベ

ーションの将来を担う学生のキャリアパスを確立する。 

【2022 年度】 

・主指導教員、指導教員とは異なる専門分野の副指導教員、学内・学外の様々なアドバイザ

ーで構成する共同指導体制を始動する。 

・2021 年度に採択された JST次世代研究者挑戦的研究プログラムを継続して実施する。 

【2023 年度以降】 

・共同指導体制の実施割合を拡充して行く。 

・JST 次世代研究者挑戦的研究プログラムを、2025 年度まで継続して実施する。 
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３ 研究 

 

[5]地域から地球規模に至る社会課題を解決し、よ

り良い社会の実現に寄与するため、研究により得ら

れた科学的理論や基礎的知見の現実社会での実践

に向けた研究開発を進め、社会変革につながるイノ

ベーションの創出を目指す。⑮ 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

[5-1]持続可能な社会へ資する世界トップレベルの研究を推進するため、学内の優れた研究者を集結し、融合・境界

分野等の研究を重点的に推進する。このため、国内外からの研究者の招聘による学際的国際共同研究等を軸に、地球

に優しい環境基盤の整備を目指すカーボン・ニュートラル等の分野に焦点を当てた基盤的、実践的研究を重点支援・

実施する。 

 

評価指標 [5-1_1]国際共著論文数    2027 年度 3 月末   期間累計 480 報以上 

 

[5-1_2]大学主導の新規分野横断研究プロジェクト研究費（10,000 千円以上）獲得件数

2027 年度 3 月末   期間累計 12 件以上 

 

 

 

●2022 年度から新たに設置される新領域学術院において、融合研究の研究チームと海外の大

学等から招へいする研究者等と共に実施する国際共同研究等を支援することで、国際共著論

文の増加を図る。 

【2022 年度】 

融合研究の研究チームに対して、招へい研究者を１チームあたり３名以上招致できるよう支

援し、国際共同研究を推進する。 

【2023 年度以降】 

引き続き、研究者招へい事業を継続的に実施し、国際共著論文の期間累計数 480 報以上を目

指す。 

 

●新たに新領域学術院にて招へい事業を立上げ、研究者招へいを希望する教員に対して支援

をすることで、国際共著論文数の増加を計る。 

【2022 年度】 

年間を通じて研究者招へいを 20 件公募することで、海外の研究機関から研究者を招へい

し、国際共同研究を推進する。 

【2023 年度以降】 

引き続き、研究者招へい事業を継続的に実施し、国際共著論文の期間累計数 480 報以上を目

指す。 

 

●融合研究においては、研究チームに対してＳＤＧｓに対してどのような貢献ができるのか

を公募段階から求めることで、カーボン・ニュートラル等の環境に配慮した研究を意識付け

る。 

【2022 年度】 

・新領域学術院で公募する融合研究の申請段階において、当該研究が持続可能な開発目標Ｓ

ＤＧｓの項目に対してどのような貢献ができるか提案させることでカーボン・ニュートラル

等の環境に配慮した研究を意識付けする。 

・学内研究推進経費において、環境に配慮した研究を重点的に支援する。 

【2023 年度以降】 

・上記の事業を継続的に実施する。 

 

●2022 年度から新たに設置する新領域学術院において、学内で異分野の研究者からなる融合

研究のチームを構築し、海外の大学等から招へいする研究者と共に実施する国際共同研究等

を支援することで、本学に新しい学術分野の研究拠点を形成する。 

【2022 年度】 

・新領域学術院で融合研究を推進し、その研究チームが新規分野横断研究プロジェクト研究

費を獲得できるよう支援する。 

・学内研究推進経費の研究種目においてアクティブ研究支援を新規設置し、大型外部資金の

獲得を目指す教員を支援する。 

【2023 年度以降】 

・上記事業を継続的に実施し、2027 年度末までに大学主導の新規分野横断研究プロジェクト

研究費（10,000 千円以上）獲得件数の期間累計 12 件以上を目指す。 
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[6]若手、女性、外国人など研究者の多様性を高める

ことで、知の集積拠点として、持続的に新たな価値

を創出し、発展し続けるための基盤を構築する。⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6-1]若手教員、女性教員、外国人研究者等の拡充のため、具体的な数値目標を設定した上で若手教員や女性教員の

積極的な採用を行い、これらの教員が活躍するための支援を充実させるとともに、若手教員を海外研究機関へ派遣し

研究へ専念させる在外研究員制度の活用や、国際的に活躍する外国人研究者を招聘し学内研究者との国際共同研究を

推進する等の取組によってダイバーシティ＆インクルージョン環境を拡充する。 

 

評価指標 [6-1_1]若手教員比率             2027 年度 3 月末   22%以上 

 

[6-1_2]海外研究機関への派遣者数    2027 年度 3 月末 期間累計 30 人以上 

 

[6-1_3]女性教員比率          2027 年度 3 月末   10%以上 

 

[6-1_4]大学による外国人研究者の招聘数 2027 年度 3 月末 期間累計 120 人以上      

 
 

●毎年度、教員の定年退職者等及び年齢進行を考慮し、指標が達成できるよう学長のトップ

ダウンにより、実施する教員公募の一部で「若手限定」の条件を付す。 

 

●毎年度、名古屋工業大学在外研究員制度等により若手研究者を５名以上海外へ派遣する。 

【2022 年度】 

・派遣を実施するため、前年度から継続して募集を行い、随時派遣者を決定する。新型コロ

ナウイルス感染症等のリスクに配慮しつつ、本制度等により、年間５名を本人が希望する海

外研究機関に派遣する。 

・翌年度の在外研究員制度派遣にあたり、９月に募集要項を決定し、12 月を目途に募集する。 

【2023 年度以降】 

・派遣した翌年度７月頃に帰国報告会を実施し、派遣した若手研究者の海外での経験を周知

し、次年度以降も継続して派遣する体制を構築する。継続して毎年度５名以上派遣する。 

 

●毎年度、女性教員の定年退職者等を考慮し、指標が達成できるよう学長のトップダウンに

より、実施する教員公募の一部で「女性限定」の条件を付す。 

 

●新領域学術院海外研究者招へい事業等により、外国人研究者を毎年度 20 名以上招へいす

る。 

【2022 年度】 

・年間を通じて研究者招へいを 20 件公募することで、海外の研究機関から研究者を招へい

し、国際共同研究を推進する。 

【2023 年度以降】 

・引き続き、研究者招へい等の事業を実施することで、外国人研究者招へいの期間累計数

120 人以上を目指す。 

 

４ その他社会との共創、教育、研

究に関する重要事項 

 

[7]国内外の大学や研究所、産業界等との組織的な

連携や個々の大学の枠を越えた共同利用・共同研

究、教育関係共同利用等を推進することにより、自

らが有する教育研究インフラの高度化や、単独の大

学では有し得ない人的・物的資源の共有・融合によ

る機能の強化・拡張を図る。⑱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項に関する目標を達成するための措置 

 

[7-1]中京地域は、自動車に代表されるモビリティ分野の企業が集積し、beyond 5G や 6G等を活用する「自動運転」、

「コネクテッド」、「MaaS（マース）」といった技術・サービス（※1）の国際的な中心地であり、本学は自動車業界団

体（JASPAR（※2））と連携した高信頼化研究と国際規格化の日本における拠点構築のためにこれまで取り組んできた

ことから、学長のリーダーシップの下、新たに高信頼通信ネットワーク教育及び研究に関する拠点を形成し、自動運

転及びコネクテッド等に必要な通信の高信頼化技術の研究を実施するとともに、技術の社会実装を実現できる人材の

育成を行う。 

 

(※1) 安全を約束できる高信頼通信（自動運転分野に限らず、医療分野、ロボット分野等、様々な分野へ応用可能）

等を活用したモビリティに関する技術・サービス 

(※2) 一般社団法人 JASPAR（Japan Automotive Software Platform and Architecture） 

 

評価指標 [7-1_1] 他大学、産業界（JASPAR 加盟企業を含む）の研究者が加わる協働研究指導体制に

基づく高信頼通信分野の博士学位授与者数 

                                      2027 年度 3 月末   期間累計 10 人以上 

 
 

●デジタル社会を支える通信、特にその高信頼化の研究を実践するイノベーションハブの実

現を目指し、デバイス・システム等のハードウェアに立脚した高信頼化の先導研究を推進し、

産業界・地域社会への貢献、研究成果の社会実装及び国際的なルール形成技術に関する研究

を目的として 2021年 1 月に未来通信研究センターを設置したところである。本センターが中

心となって研究拠点形成を進めていく。 

【2022 年度】 

・通信システムを専門とする教員を配置する。 

・業界標準化団体（一般社団法人 JASPAR）と連携を強化し、センターを国際標準化の研究

拠点とする。 

・経産省の委託事業（省エネルギー等国際標準開発）を推進し、国内 42 の研究機関を取り

纏め、ルール形成に貢献する。 

【2023 年度以降】 

・上記事業を継続的に実施し、研究拠点形成を進める。 

 

●未来通信研究センターにおいて、通信に関する高度化・高信頼化技術の研究、国際標準・

フォーラム標準化の推進及び国際学術活動での情報発信、テストハウスサービスや分析サー

ビス等による産業界への貢献を行う。 

【2022 年度】 

・テストハウスサービスを開始し、海外に依存していた高速イーサネットの評価と技術指導

に着手する。 

・国際標準化委員会や国際会議等で発表することで、センターの活動を国際的に周知する。 

・車載光通信技術の高信頼化に関する標準化においては、自動車技術会・車両通信部会・光

通信分科会会長として ISO に提案する国際規格の国内審議を推進する。 

【2023 年度以降】 

・上記事業を継続的に実施することで産業界に貢献する。 

 

●デジタル社会を支える通信、特にその高信頼化の研究を実践するイノベーションハブの実

現を目指し、デバイス・システム等のハードウェアに立脚したシステム完全性の先導研究を

推進し、産業界・地域社会への貢献、研究成果の社会実装及び国際的なルール形成技術に関

する研究を推進した未来通信研究センターに所属する教員を中心に、関連分野から期間累計

10 人以上の博士学位授与者を輩出する。 

 

 2022 年度 0 名 

 2023 年度 2 名 

 2024 年度 1 名 
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 2025 年度 3 名 

 2026 年度 2 名 

 2027 年度 2 名 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

[8]内部統制機能を実質化させるための措置や外部

の知見を法人経営に生かすための仕組みの構築、学

内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画

の推進等により、学長のリーダーシップのもとで、

強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

[8-1]法人運営の客観性及び外部性を確保するため、経営協議会等に産業界、行政、教育等の専門家を参画させると

ともに、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況の確認及びテーマを定めた監事監査を毎年度実施し、適切なガ

バナンスを保持する。 

また、コンプライアンスの徹底を図るため、毎年テーマを決めて全構成員向けに研修を実施する。 

 

評価指標 [8-1_1]客観性及び外部性を確保した法人経営の状況（国立大学法人ガバナンス・コード

の適合状況の確認及びテーマを定めた監事及び内部監査の実施） 

2022 年度以降 毎年度実施 

 

[8-1_2]教職員コンプライアンス研修の受講率 2022 年度以降  毎年度 90%以上 

 

 

 

●毎年度、産業界、行政、教育等の専門家が委員となっている経営協議会に意見を聴き、客

観性及び外部性を確保する。 

 

●国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について、毎年度 10 月末までにホームページ

で公表する。公表にあたっては、毎年度次の手順を経て、現状に照らし合わせ検証を実施し、

必要に応じて見直しを行う。 

・ガバナンス・コードの適合状況について、6 月中を目途に公表案を取りまとめる。 

・取りまとめた公表案を運営会議、経営協議会に諮り意見を聴取するとともに、監事からも

意見を聴き、必要があれば見直しを検討する。 

・最終的な公表案について役員会に附議し承認を経て 10 月末までに公表する。 

 

●「国立大学法人名古屋工業大学監事監査等に関する規程」に基づき、毎年度監査計画を立

て監査を実施する。 

 

●コンプライアンス研修を実施する担当課（室）の協力を得て、掲示板等での案内に加えて

未受講者へのリマインドメール等を活用して受講率 90％以上を目指す。大学として問題発生

時のリスクが大きいと考えられる以下の研修を重点研修として位置づけ実施する。 

研究費等の不正使用防止に関する研修 

毎年度、研究費等の不正使用防止に関するコンプライアンス教育研修（e-learning 研修）を

不正使用防止推進委員会の審議を経て実施する。リマインドメールや教員評価の項目とする

ことで、大学全構成員の受講率 90%以上を目指す。 

情報セキュリティ研修 

未受講者に対し、メールでリマインド、督促を行う。本部事務職員、技術職員の未受講者に

ついては、所属長へ受講を促すよう依頼する。 

教員については、研修期間内における受講の有無を教員評価に利用することを検討。（2021 年

試行） 

ハラスメント防止に関する研修 

2022 年度：2023年 1 月にハラスメント防止に関する研修を実施する。 

2023 年度以降：2022 年度の受講率を分析し、各年度の研修で受講率 90％以上を達成・維持

するため、必要に応じて新たな実施方法等を検討する。 

 

 

[9]大学の機能を最大限発揮するための基盤となる

施設及び設備について、保有資産を最大限活用する

とともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整

備・共用を進め、地域・社会・世界に一層貢献して

いくための機能強化を図る。㉒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9-1]「共創」の拠点として魅力的なキャンパスのためのキャンパスマスタープランに基づき、適切に活用できるよ

う施設整備を推進する。 

加えて共同利用設備について、利用相談から設備利用・分析・評価まで、総合的に共同して対応するワンストップ

設備共同利用を促進する。 

 

評価指標 [9-1_1]競争的スペースの面積 

   2027 年度 3 月末   競争的スペース 7,280 ㎡以上 

 

[9-1_2]受託試験件数    2027 年度 3 月末 期間累計 1,000 件以上 

 
 

●キャンパスマスタープラン及びインフラ長寿命化計画に基づき、計画的に施設整備を推進

する。 

【2022 年度】 

・2022年 3 月に見直し改定した「キャンパスマスタープラン 2021」及びインフラ長寿命化計

画（行動計画及び個別施設計画）に基づき 4 月中を目途に 2022 年度の実施事業を運営会議に

諮り、了承を得た事業について計画的に執行する。 

・次の計画見直しに向けた現地調査を 10 月を目途に実施することで、計画の見直しに反映さ

せる。計画の見直しについては、素案を施設マネジメント委員会の下の施設維持部会におい

て 12 月までに作成し、委員会等の審議のうえ、2023 年 2 月の運営会議に諮ることにより学

内了承を得る。 

・実施事業としては、1 号館Ｂ棟の改修工事を完成させる。 
【2023 年度以降】 

・2022 年度同様に継続的に見直し作業を実施する。インフラ長寿命化計画は、その目標が“予

防保全への移行による施設の長寿命化“であることより、これを着実に実施していくことで、

第４期中期目標・計画期間における全修繕費用に対する予防保全費用率の平均 60％を達成す

る。なお、これにより計画的修繕が進み、適切に活用できる施設の維持が可能となる。 
 
既存スペースの有効活用により教育・研究スペースを確保するとともに競争的スペースを拡

充する。 

【2022 年度】 

・スペースチャージを活用したプリメンテナンスや効果的なスペースマネジメントの更なる

進展に努めるとともに、既存スペースの有効活用による教育・研究スペースの増を目的とし

た改修計画を検討し年度内で執行部の了承を諮る。 

・1 号館Ｂ棟の事業完了により、共通的スペースが新たに約 380 ㎡確保することとなる。 
【2023 年度以降】 



8 

 

・引続きスペースチャージを活用したプリメンテナンスや効果的なスペースマネジメントの

更なる進展に努めるとともに、既存スペースの活用を主として教育・研究スペースの確保と

競争的スペースの拡充に努めることにより、2027 年度までに競争的、共通的スペースについ

て、それぞれ 5％以上の増加を達成する。 
  
インフラ長寿命化計画に基づく施設整備を着実に進め、省エネルギー化を推進する。 

【2022 年度】 

・インフラ長寿命化計画に基づき、施設費交付金や学内経費を活用し 11 号館の空調設備の改

修を実施する。 

・エネルギーの見える化にデジタル技術を活用する整備を推進するため、年度内に整備計画

案を策定するとともに、即座に対応が可能なものから実施する。 
【2023 年度以降】 

・インフラ長寿命化計画に基づき、着実に計画の遂行を行う。 

・エネルギーの見える化については、整備を 2027 年度までに完了させる。これに関する達成

指標は、国が示すベンチマークを 2030 年度までに達成することとする。 
 

●技術職員や装置メーカーによる講習会を開催することにより、共同利用設備の有効性を外

部に発信し、利用者拡大を図る。 

【2022 年度】 

・新規導入設備や稼働率が低い設備について、講習会を年２回程度実施し利用者拡大を図

る。 

・共同利用設備の有効性を産学官金連携機構主導で外部に発信する。 

【2023 年度以降】 

・上記の活動を継続的に実施することで、利用者拡大を図り、受託試験の期間累計 1,000 件

以上を目指す。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

 

[10]公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等

の受入れを進めるとともに、適切なリスク管理のも

とでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活

用、研究成果の活用促進のための出資等を通じて、

財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目

指す。併せて、目指す機能強化の方向性を見据え、

その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分の

最適化を進める。㉓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

[10-1]財源の多元化、安定化のため、国や企業等との共同研究費・受託研究費、資産貸付、魅力ある人材育成事業等

の受託事業等、及び寄附金により多様な収入源を確保する。個人、企業等ステークホルダーへの教育研究活動の取組

や成果に関する情報の発信及び事業等への賛同・参画の働きかけを強化する。 

 「中京地域産業界との共創」を基本方針とした機能強化を確実に実行するため、戦略的・重点的な配分を行う。 

 

評価指標 [10-1_1]外部資金受入額 

（受託研究費、共同研究費、受託事業費、補助金、間接経費（科研費）、等）           

2027 年度 3 月末  期間累計 12,000,000 千円以上  

   

[10-1_2]大学基金受入額      2027 年度 3 月末  期間累計 192,000 千円以上 

 

[10-1_3]学長裁量経費総額のうち、「中京地域産業界との共創」の基本方針に該当する予

算配分の割合 

   2022～2027 年度 期間中の当初予算配分率の平均 70%以上 

 
 

●学長・理事のトップセールスを増進させ、「組織」対「組織」の大型共同研究を獲得、推進

する。 

【2022 年度】 

・名工大 OB が社長等の役員になっている企業や本学と連携を密にしている企業を選定し、

トップセールスを実施する。 

【2023 年度以降】 

・上記の取組を継続し、トップセールスを推進する。 

 

●教員個別の共同・受託研究については、産学官金連携機構専任教員主導で営業活動・公募

事業への申請検討を実施する。 

【2022 年度】 

・産学官金連携機構が事前に公募等の情報を収集し、学内に企画等を提示することで、共

同・受託研究の申請支援を進める。 

【2023 年度以降】 

・上記の取組を引き続き実施し、2027 年度末までに共同研究実施件数を 2,000 件以上、受

託研究実施件数を 660 件以上目指す。 

 

●毎年、科研費の獲得増加を図るため、科研費説明会、個別アドバイス会、採択申請書の閲

覧等の申請支援事業を実施する。 

【2022 年度】 

・研究企画院を中心に科研費申請支援事業については、科研費採択実績を有する教員や URA

室の協力により、科研費説明会、個別アドバイス会、採択申請書の閲覧等を実施する。 

【2023 年度以降】 

・上記の取組を引き続き実施する。 

・以上により，2027 年度 3 月末の外部資金受入額期間累計 12,00,000 千円以上を目指す。 

 

●過去の寄付者に対して、毎年 11 月中旬に寄附のお願いを郵送する。また、遺贈寄附広報を

行う。最低寄附金額として、大学基金 3,200 万円、特定基金 100 万円は確保する。 
【2022 年度】 

年に 1 回（11 月）に過去の寄附者及び学内構成員あてに「本学へのご寄附のお願い」を寄附

金の活用状況とともに郵送（学内構成員は学内で配布）する。その際、「遺贈寄附のご案内」

のリーフレットも入れて郵送（学内構成員は学内で配布）する。これにより、『名古屋工業大

学、遺贈』というキーワードを浸透させ、遺贈寄附に繋がるようにする。 

【2023 年度以降】 
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年に 1 回（11 月）の過去の寄附者及び学内構成員あての「本学へのご寄附のお願い」の働き

かけを確実に継続していく。基金ウェブサイトのご芳名に寄附者に了解の上卒業年を追記す

るなどの寄附獲得方策を検討し、実施していく。また、遺贈協定金融機関を増やす。 
 

●毎年度、名古屋工業会支部総会が開催されるときは、役員もしくは基金室関係者が出席す

るようにし、寄付者に直接お礼をする。 
 

●特定基金設置団体及び課外活動団体にも関係者への積極的な広報を促す。 
【2022 年度】 

・7 月に特定基金（特に課外活動団体）設置者に対して、各特定基金の寄附状況を共有し、関

係者（OB・OG）に積極的に募金活動を行うよう促す。 

【2023 年度以降】 

・特定基金（特に課外活動団体）設置者に対して、毎年必ず、関係者（OB・OG）に積極的に募

金活動を行うよう促す。特定基金毎の寄附件数を関係者に共有し、競争意識を駆り立てる。 

 

「中京地域産業界との共創」の基本方針を着実に実施するため、学長のガバナンスを効かせ

た戦略的・重点的な予算配分を実施する。 

【2022 年度】 

・経費ごとの執行傾向、各種財務指標等の財務データに加えて、人事データ及び学内組織デ

ータを融合活用し分析するとともに、大学の経営戦略及び前年度の財務分析結果等を踏まえ、

学長のガバナンスを効かせた予算配分を実施する。 

【2023 年度以降】 

・2022 年度に引き続き、経費ごとの執行傾向、各種財務指標等の財務データに加えて、人事

データ及び学内組織データを融合活用し分析するとともに、大学の経営戦略及び前年度の財

務分析結果等を踏まえ、学長のガバナンスを効かせた予算配分を実施する。 

 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況につ

いて自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係

る情報の提供に関する事項 

 

[11]外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに

基づいて、自己点検・評価の結果を可視化するとと

もに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を

実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状況、

自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成

果と社会発展への貢献等を含めて、ステークホルダ

ーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対

話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得す

る。㉔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関

する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

[11-1]本学を取り巻く環境の変化に柔軟かつ迅速に対応する観点から、ステークホルダー等の外部から意見を聴く会

議（企業、金融機関、官公庁、教育機関の役職者等で構成）を常設する。本会議において、教育研究等の重点事項に

関する自己点検・評価結果について報告及び評価を受けるとともに、教育研究の充実・推進方法や、中京地域産業界

との連携方法等について意見交換を行い、その結果を法人経営に反映する。 

加えて、社会への説明責任を果たすため、本学の方針等を公式ウェブサイトに集約・公表するほか、学長等と学生

との対話や広く一般市民にも開かれた教育研究活動報告会を通じて本学の教育研究活動や、業務・財務状況等を情報

発信する。 

 

評価指標 [11-1_1]外部の者で構成される会議を活用した外部知見の取り入れ強化及び自己点検・評

価実施状況（ステークホルダー等の外部から意見を聴く会議の設置及び自己点

検・評価の実施） 

 2022 年度   会議の設置及び評価方法の確立 

 2023 年度以降 会議の開催及び評価・意見交換の実施 

 

 

[11-1_2]双方向対話の実施状況（学長等と学生との対話及び教育研究活動報告会等の実

施）        2022 年度以降 毎年度実施 

 
 

●ステークホルダー会議を常設し、毎年度の本学の取組内容について外部評価を受ける。 

【2022 年度】 

・2022 年４月中を目途に名古屋工業大学ステークホルダー会議の規則制定・施行、会議体設

置を行うとともに、第１回ステークホルダー会議を開催し、今後のスケジュールや評価方法

について委員へアナウンスを行う。 

・2022 年度前期の実績について、９月中に学内への照会を行い、11 月末を目途に回答をとり

まとめる。とりまとめ結果を元に評価用資料を作成し、12月～１月に第１回ステークホルダ

ー会議を試行的に開催する。外部評価を受けるとともに、翌年度以降の進め方やスケジュー

ルについてステークホルダーから意見聴取し、今後の参考にする。 

・評価結果は 2023 年２月を目途に大学公式ウェブサイトで公表する。 

【2023 年度以降】 

・各年度の実績について、翌年度４月中に学内への照会を行い、６月末を目途に回答をとり

まとめる。 

・とりまとめ結果を元に評価用資料を作成し、ステークホルダー会議を開催する（年１回、

毎年９月頃開催予定）。外部評価を受けるとともに、今後の教育研究の推進方法や産業界との

連携方法についてステークホルダーとの意見交換を実施する。 

・11 月を目途に、評価結果を大学公式ウェブサイトで公表するとともに、必要に応じて規則

改正を行う等して評価結果を法人経営に反映させる。 
 

●公式ウェブサイト（日本語版・英語版）のコンテンツや構成等、全体的に内容を見直し閲

覧者視点に立ち、ステークホルダーにもわかりやすい、ウェブアクセシビリティに優れかつ

プレゼンスの高いページとなるよう、サイトリニューアルを行う。 
【2022 年度】 

・英語版公式ウェブサイトのコンテンツや構成等のサイト見直しを行い、プレゼンスを高め

る情報発信となるようページを充実させる。 
【2023 年度以降】 

・他大学等のサイト状況調査を行った上で、サイトリニューアル案を作成する。広報戦略委

員会にて検討した上で、2024年度にサイトリニューアルを行う。 
 

●SNS やメディアへの発信効果を分析し、媒体に適合したより戦略的・効果的な情報を発信

する。 
【2022 年度】 

・SNS やメディアへの発信効果の媒体ごとの分析方法を広報戦委員会にて検討する。 
【2023 年度以降】 
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・発信効果の分析を行い、その結果をもとに、各媒体に適合したより戦略的・効果的な情報

を発信していく。 
 

●本学の研究を紹介するウェブサイトを作成し、研究力をアピールすべくグローバルに発信

する。 
【2022 年度】 

・ウェブサイト案を広報戦委員会にて検討する。必要に応じ９月中に教員に協力依頼を行い、

ウェブサイトを公開する。 
【2023 年度以降】 

・公開したウェブサイトの情報を随時見直し、トレンドに合う内容に更新していく。 
 

●本学の取り組みや受賞等のニュースを集約した Web マガジンを公式ウェブサイト上に作成

し、年に 4 回程度発行する。 
【2022 年度】 

・Web マガジン案を広報戦委員会にて検討の上、Web マガジンを公開する。 
【2023 年度以降】 

・Web マガジンの掲載内容や発信方法を随時見直し、更新していく。 
 

●名工大ビジョンを紹介したページを公式ウェブサイトにて公開するとともに、教育・研究

の進捗・成果・実績等についてもサイトを通して速やかに社会へ発信する。 

【2022 年度】 

・名工大ビジョンを紹介したページを広報戦委員会にて検討の上、公開する。 

【2023 年度以降】 

・掲載情報を随時見直すとともに、必要に応じ新たなコンテンツを検討し、速やかに社会へ

発信するべく更新していく。 

 

●学長等と学生が直接対話する場を設けることにより、学生から広く意見聴取を行い大学運

営に役立てる。 

【2022 年度】 

・2022 年９月（予定）に学長等と学生が直接意見交換を行うキャンパスミーティングを継続

して実施し、学生から広く意見を聴き、必要に応じて改善を行う。 

【2023 年度以降】 

・キャンパスミーティング（毎年度９月頃開催を予定）を継続して実施し、学生から広く意

見を聴き、必要に応じて改善を行う。 
 
●ステークホルダーに向けて、本学の大学改革・教育研究活動、及び毎事業年度決算を報告

する教育研究活動報告会を実施する。 

【2022 年度】 

・社会に開かれた大学を目指して、広報・情報公開を積極的に展開し、学生、保護者、同窓

生、産業界、地域の方々と情報・意識の共有を図りながら、本学を支えてくださるすべての

方々に対して、より一層の理解・支持を得るため、本学の大学改革・教育研究活動、及び毎

事業年度決算について、2023年３月を目途に教育研究活動報告会を実施する。 

【2023 年度以降】 

・各年度の本学の大学改革・教育研究活動、及び毎事業年度決算について、教育研究活動報

告会を実施する（年１回、毎年３月頃開催予定）。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

[12]AI・RPA（Robotic Process Automation）をは

じめとしたデジタル技術の活用や、マイナンバーカ

ードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併

せて、機能を高度化するとともに、事務システムの

効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要

な業務運営体制を整備し、デジタル・キャンパスを

推進する。㉕ 

 

 

 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

[12-1]構成員の ICT リテラシーが比較的高いという工科系単科大学の利点を最大限に活用し、デジタル・キャンパス

の実現を推進する。通常の業務に加えてオンライン・オンデマンド講義やリモートワーク等も効率的かつ安全に実施

するために情報インフラを更新しつつ、先進的な情報セキュリティシステムの導入を進める。 

 

評価指標 [12-1_1]デジタル・キャンパスの実現状況（デジタル環境を点検・改善する体制の整備） 

 2023 年度   現状や利用者の要望及び財務状況を踏まえつつ、デジタル環境を点検・

改善する体制の整備 

 2024 年度以降 点検・改善状況の公表 

 

[12-1_2]情報セキュリティ環境の確保状況（先進的情報セキュリティ環境の確保） 

 2022 年度   情報セキュリティに関する他大学と相互監査の導入 

 2022 年度以降 先進的情報セキュリティ環境の確保 

●2023 年度：オンライン・オンデマンド講義について、コロナ禍後においても安定した実施

を実現するため、オンデマンド教育推進検討部会において、システム設計等の技術的支援を

行う。 

 
●新型コロナウイルス感染症予防のみならず、働きやすさの向上という観点からも、在宅勤

務に関する制度維持を行う。 

【2022 年度】 

・2021年 4月から、国立大学法人名古屋工業大学職員の在宅勤務規程を施行しており、リモートワ

ークが実施可能となっている。新型コロナ感染対策の為の在宅勤務特別措置が終了した際は、

改めて在宅勤務の制度を周知する。 

【2023 年度以降】 

・前年度の在宅勤務状況等を把握し、働きやすさの向上を目的に、必要に応じて、「国立大学

法人名古屋工業大学職員の在宅勤務規程」の改正を検討する。 
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●情報セキュリティに関して他大学と相互監査を実施する。 

【2022 年度】 

・情報セキュリティに関する他大学（豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学）との相互監査

の導入。大学に求められるセキュリティ水準・対策・体制等について、政府統一基準・Nii サ

ンプル規程集をベースに整理したチェックリストを作成し、相互に監査を行う。 

【2023 年度以降】 

・テーマを変えながら上記の取組を実施していく。 
 

●2022 年度以降： 

ゼロトラストモデルに基づく情報システムを学内に根付かせてセキュリティを向上させてい

く。具体的には以下を実施する。（毎年度、段階的に対象を拡大していく） 
・先進認証（多要素認証）適用サービス（サーバ）の拡大 
・異常検知システム（Defender for Endpoint）導入の常態化 
・モバイル端末管理システム（Microsoft Intune）の導入拡大 
・ファイル保護システム（Azure Information Protection）の利用促進 

 

 Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

 Ⅶ 短期借入金の限度額  

 Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 Ⅸ 剰余金の使途  

 Ⅹ その他 

１．施設設備に関する計画 

 

２．人事に関する計画  

〇 新たに採用する助教に対しては、全てテニュア・トラック制を適用し、若手研究イノベータ養成センターにて

テニュア教員となるまで研究活動等を支援する。事務職員等については、年齢、職位及び専門性に応じた研修を

適宜実施する。 

 

 

●新たに採用する助教に対しては全てテニュア・トラック制を適用し、若手研究イノベータ

養成センターにて、テニュア教員となるまで、メンターを配置する等により、研究活動等を

支援する。事務職員等については、初任者研修等の年齢、職位及び専門性に応じた研修を毎

年度実施する。毎年度、必要に応じて、メンター制度等や研修の方法を改善する。 

 

〇 構成員の男女比率や年代構成等を考慮し、関係機関との人事交流、クロス・アポイントメント制度の適用及び

若手人材・外国人・障がい者等の採用を積極的に推進し、ダイバーシティ＆インクルージョン環境の拡充に努め

る。 

 

 

●関係機関との人事交流が可能か事務職員の意向調査を実施し、本学の職員数が不足しない

よう考慮しつつ、人事交流を推進する。 

 

●学長・理事のトップダウンにより、部局に対して当該制度の適用を奨励し、クロス・アポ

イントメント制度による在籍者を確保する。 

 

●教員の定年退職者等及び年齢進行を考慮し、学長のトップダウンにより、指標が達成でき

るよう教員公募の一部で「若手限定」の条件を付す。 

 

●教員公募では、女性・外国人を積極的に採用することを明記する。 

 

●法定雇用率を下回らないよう障がい者就職相談会等に参加する。 

 

〇 全ての新規採用教員について、公正な業績評価を処遇に反映できる年俸制を適用する。 

 

 

●新規採用教員は、全て年俸制を適用する。さらにそれに加えて、在職中である月給制の教

員に対しては、毎年度、年俸制への切替が可能であることを周知する。年俸制への切り替え

に関心がある者に対しては、年俸制の詳細を説明し、年俸制への移行を推進する。 

 

３．中期目標期間を超える債務負担  

４．積立金の使途  

５．その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項 

（１）コンプライアンスに関する計画  

〇 全構成員向けにコンプライアンスに関する研修を実施し、構成員が各々の立場で遵守すべき法令やルールに

則った行動ができるよう、コンプライアンスの意識の徹底を図る。 

 

 

 

＜8-1 再掲＞ 

●コンプライアンス研修を実施する担当課（室）の協力を得て、掲示板等での案内に加えて

未受講者へのリマインドメール等を活用して受講率 90％以上を目指す。大学として問題発生

時のリスクが大きいと考えられる以下の研修を重点研修として位置づけ実施する。 

研究費等の不正使用防止に関する研修 

毎年度、研究費等の不正使用防止に関するコンプライアンス教育研修（e-learning 研修）を

不正使用防止推進委員会の審議を経て実施する。リマインドメールや教員評価の項目とする

ことで、大学全構成員の受講率 90%以上を目指す。 

情報セキュリティ研修 

未受講者に対し、メールでリマインド、督促を行う。本部事務職員、技術職員の未受講者に

ついては、所属長へ受講を促すよう依頼する。 



12 

 

教員については、研修期間内における受講の有無を教員評価に利用することを検討。（2021 年

試行） 

ハラスメント防止に関する研修 

2022 年度：2023年 1 月にハラスメント防止に関する研修を実施する。 

2023 年度以降：2022 年度の受講率を分析し、各年度の研修で受講率 90％以上を達成・維持

するため、必要に応じて新たな実施方法等を検討する。 

 

〇 法令に基づく適正な法人運営のため、特に研究及び研究費の使用に関する不正の発生を未然に防ぐことを目

指し、研究者等への研修又は実効性のある監査を恒常的に実施する。 

 

 

 

●監事及び監査室の監査計画に基づき、学内規則及び各種ガイドラインを含めた法令の遵守

状況の点検を行い、その結果を踏まえつつ、全教職員への周知・徹底を行い、法令遵守の意

識の向上を図る。また、これらに加え、不正が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な

監査（リスクアプローチ監査）を実施し、恒常的に組織的牽制機能の充実・強化を図る。 

 

●最高管理責任者である学長は、毎年度、不正使用防止計画を内部統制委員会の議を経て定

める。 

 

●コンプライアンス教育及び啓発活動の具体的な内容を定めた不正使用防止計画を、毎年度

不正使用防止推進委員会及び内部統制委員会で審議した上で実施する。 

 

●毎年度、研究費等の不正使用防止に関するコンプライアンス教育研修（e-learning 研

修）を実施する。 

 

●啓発活動は、年４回程度ポスター掲示等を行い、大学全構成員の不正使用防止に関する意

識を高める。 

 

〇 監査室が実施する内部監査は、監事等との連携を推進するとともに、不正使用における内部統制の確認等、監

事の役割を新たに規定する。 

 

 

 

●監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、

意見を述べる。 

 

●監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリング

や内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、

不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。 

 

●毎年度策定する不正使用防止計画を内部統制委員会に諮る際に、監事に意見を求める。 

 

●「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整

備等自己評価チェックリスト」を監事に確認していただき、意見を求める。 

 

（２）安全管理に関する計画 

〇 構成員の安全な教育・研究環境の確保を図るため、学内施設・設備等の定期的な点検、巡視及び安全教育を実

施する。 

 

 

●学内施設・設備等の定期的な点検、巡視及び安全教育を行うことにより安全な教育・研究

環境を確保する。 

【2022 年度】 

・学内施設・設備等の定期的な点検・巡視を行い、12 月中を目途に改善計画策定し、計画に

基づき学内予算要求の上、教育・研究環境の改善を図る。 

・5 月中を目途に安全教育の内容及び実施計画の見直しを行い、春季と夏季の年２回の安全

講習会を開催すると共に学内掲示、ホームページを活用した安全情報の広報を行い、構成員

の安全意識の向上を図る。 

【2023 年度以降】 

・前年度の改善計画を実施し、教育・研究改善を図ると共に、引き続き点検・巡視を継続す

る。 

・前年度実施した安全講習の見直しを行い、引き続き、安全教育の実施および構成員の安全

意識の向上を図る。 

 

〇 構成員の防災意識の向上を図るため、定期的に防災に関する訓練及び教育を実施する。 

 

 

●防災訓練及び防災に関する教育を実施することにより、構成員の防災意識の向上を図る。 

【2022 年度】 

・実施内容を見直した上で 10 月 13 日に防災訓練を実施し、構成員の災害時対応力の向上を

図る。 

・8 月中を目途に防災に関する教育・広報の内容の見直しを行い、ホームページ、e-learning

を用いた教育・広報を行い、防災意識の向上を図る。 

【2023 年度以降】 

・前年度実施した訓練内容の見直しを行ない、引き続き、防災訓練を実施すると共に構成員

の災害時対応力の向上を図る。 

・引き続き、防災に関する教育・広報の内容の見直しを継続し、構成員の防災意識の向上を
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図る。 

 

（３）マイナンバーカードの普及促進に関する計画 

〇 マイナンバーカードの普及促進に向けて、同カードの機能や取得方法及び取得することで得られるメリット

等について、教職員・学生へ本学電子掲示板等を用いて定期的に周知する。 

 

 

 

 

●学生に対して、毎年度１回、新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンスでマイナン

バーカードの機能や取得方法及び取得することで得られるメリット等を周知する。 

 
●教職員に対して、毎年度１回、マイナンバーカードの機能や取得方法及び取得することで

得られるメリット等を周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略１ 未来社会の創造に貢献します 

～地域とのパートナーシップ、研究成果の還元～ 

 

蓄積された先進的かつ高度な本学の研究成果をス

テークホルダーの要請と期待に沿って共創的に活

用・展開し、社会変革を支える工学技術の構築を先

導します。 

 

✔地域の技術革新と課題解決へ「イノベーションハブ」機能を強化します 

研究成果にビジネスモデルを適用し、企業等と共に「技術の使える化」を推進します（名工大共創基盤の活

用）。 

 

●株式会社名古屋工業大学共創基盤及び顧問(産学官金連携)と連携することにより、研究シ

ーズのみの PR だけでなくビジネスプラン・マネタイズシナリオを企業に提案する。 

●パートナーラウンドテーブル型共同研究を実施している企業を中心に、産学官金連携機構

からビジネスプラン・マネタイズシナリオを提案し、共同研究を推進する。 

 

地域産業界等との共創的イノベーション創出につなぐ学術指導（学術に関する相談と支援）、受託・共同研究、

プロジェクト研究や設備共同利用等を推進します。 

 

●学術指導においては、技術相談段階から契約を締結し、実施する。 

 

戦略２ ステークホルダーに寄り添う「心で工学」

をベースとした教育を実践します 

～未来社会を創造する豊かな文化的視点を持つ多

様な人材の育成～ 

 

豊かな文化的視点と優れて高度な専門知識・能力を

備えた上で、工学の責任を自覚し、複合的視野・価

値観を踏まえて共創的に技術の創出や課題解決に

貢献でき自立した技術者・研究者を育成します。 

 

✔ 産学官連携とグローバル連携による教育を実践します 

海外大学や地域企業と連携して、多様な協調を重視した長期インターンシップやデザインプロジェクトを推進

します。 

 

 

 

●海外の大学や企業とオンラインで実施しているワークショップ「デザインプロジェクト」

をはじめとする外部機関との多様な教育連携によって「研究インターンシップ」を推進し、

履修者の拡充を図る。 

【2022 年度】 

・外部機関との多様な教育連携を拡充し、「研究インターンシップ」を推進する。 

【2023 年度以降】 

・引き続き、外部機関との多様な教育連携を拡充し、「研究インターンシップ」を推進する。 

 

✔ 産学官連携とグローバル連携による教育を実践します 

海外大学と連携する修士・博士プログラムを充実します。 

 

 

 

●現行のコチュテルプログラムを FAU と協議の上、ジョイントディグリーへの移行を推進す

る。 

【2022 年度】 

・2021 年度には名古屋工業大学から第１期修了生を輩出し、2022 年度には FAU から第 1期修

了生を輩出する。 

【2023 年度以降】 

・2023 年度には外部評価を受審し、ジョイントディグリーへの移行推進を検討する。 

 

●国際連携情報学専攻は、「機械学習」「データマイニング」「知能・感性ロボティックス」「マ

ルチメディア」等の情報関連の研究分野においても学生募集を行い、連携を拡充する。 

【2022 年度】 

・研究分野を拡充することにより、連携を拡充し学生募集を行う。 

【2023 年度以降】 

・引き続き、研究分野を拡充することにより、連携を拡充し学生募集を行う。 

 

戦略３ 地域が求める世界レベルの先端研究を推

進します 

～地域産業界に応える科学知とイノベーションの

創出～ 

 

地域未来社会創造に資する科学知の創出に向けて、

本学の研究機能の拡充とグローバル連携の一層の

強化により、世界レベルの研究の重点的推進及び若

手研究者の育成を推進します。 

 

✔ 世界レベルの基盤的研究を推進します 

重点的に取り組む世界レベルの融合的・学際的研究を実施するグループに大学院博士前期・博士後期学生の有

志が参画し、イノベーション創出を実践します。 

 

 

●2022 年度から新たに設置する新領域学術院において、学内で異分野の研究者からなる研究

チーム（博士後期課程学生を含む）を組織し、海外の大学等の招へい研究者と共に実施する

国際共同研究等を支援することで、本学に新しい学術分野の研究拠点を形成する。 

 

●新たに新領域学術院にて招へい事業を立上げ、海外から一流の外国人研究者を招へいする

ことで、研究室内の大学院生が海外の最先端の研究分野に触れる機会が増え、イノベーショ

ン人材の創出に貢献する。 

 

本学の中長期ビジョンに基づく取組 
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戦略４ 教育・研究・社会貢献の機能を最大化する

基盤をつくります 

～自律性と透明性あるガバナンスを確保～ 

 

自律性・透明性を高めつつ、社会共創、技術者育成、

研究開発の各戦略を円滑に推進しビジョンを実現

するための基盤を強化します。併せてステークホル

ダーからの信頼と支持を得られる体制と環境を追

求します。 

 

✔コンプライアンスを徹底します 

学生及び教職員の規範意識や倫理観を高める研修等を充実します。 

 

 

●名古屋工業大学研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程に基づき、研究者倫理

に関する教育を定期的に実施するため、APRIN e-learningプログラムを導入し、教員や研究

員、大学院生等に受講させる（３年に１度の定期受講）。また、創造工学教育課程の学生には、

研究インターンシップの前に全員（90 名程度）受講させるほか、次世代研究者挑戦的研究プ

ログラムの学生には全員（12名程度）受講させる。 

 

●国立大学法人名古屋工業大学における研究費等の取扱いに関する規程に基づき、不正使用

防止のための啓発活動を実施するため、年４回程度、ポスター掲示及び電子掲示板で案内し、

大学構成員の不正使用防止に対する意識を高める。また、競争的資金により、旅費・謝金の

支給を受ける学生に対して e-learning 研修を実施することで、学生に対しても啓発活動を実

施する。 

 

✔ダイバーシティ＆インクルージョン環境を整備します 

企業等、他機関在籍者を雇用するクロス・アポイントメント制度による多様な人材を確保します。 

 

 

●学長・理事のトップダウンにより、部局に対して当該制度の適用を奨励し、クロス・アポ

イントメント制度による在籍者を確保する。 

 

✔共創のための教育・研究環境を整備します 

学生及び教職員の豊かな感性を育むアートフルキャンパス構想を実現します。 

 

 

●実施計画に基づきアートフルキャンパス構想を実現する。 

【2022 年度】 

・アートフルキャンパスに係る実施計画（F+ Project）により、4 号館や大学会館にアートの

設置を行う。また、その後の具体の計画についても検討を行う。 
【2023 年度以降】 

・引続き、アートフルキャンパスに係る実施計画（F+ Project）によりアートの設置に取組

み、具体の計画が策定されている 2026 年度まで計画的に環境整備を進める。 

 

寄附金等を活用した奨学金や学生相談体制の充実及び課外活動の支援により、学生生活をバックアップします。 

 

 

●毎年度、名古屋工業大学基金博士後期課程学生支援事業、名古屋工業大学ホシザキ奨学金、

名古屋工業大学名古屋工業会給付型奨学金を継続して実施するとともに、新たに設置した名

古屋工業大学こどもみらい奨学金による支援を実施する。 

 

●毎年度、学生生活において支援を必要とする学生に対し、保健センター、学生なんでも相

談室、クラス担当委員、指導教員、学生センター等が連携した支援を行う。 

 

●より豊かな学生生活を送ることができるよう課外活動を支援する。 

【2022 年度】 

・2022 年度から６年間の課外活動施設の整備・補修計画を立案し、その計画に基づき施設の

整備・補修を実施する。課外活動をとおして学生生活が豊かになるよう、課外活動団体間の

交流を深める企画を実施する。 

【2023 年度以降】 

・2022 年度に立案した計画に基づき、施設の整備・補修を実施する。2022 年度の実施結果を

基に、課外活動団体間の交流を深める企画を継続して実施する。 
 

 


