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 13 事務組織 

 

（事務組織と教学組織との関係） 

ⅠＡ群 事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

ⅠＢ群 大学運営における、事務組織と教学組識の相対的独自性と有機的一体性を確保させる

方途の適切性 

（事務組織の役割） 

ⅠＢ群 教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性 

ⅠＢ群 学内の予算(案)編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

ⅠＢ群 学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

ⅠＢ群 国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況 

ⅠＢ群 大学運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

ⅡＢ群 大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

ⅡＢ群 大学院に関わる予算(案)編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

ⅡＢ群 大学院運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

ⅡＣ群 大学院の教育研究を支える独立の事務局体制の整備状況 

 

＜はじめに＞ 

 大学間競争が激しくなる中で、他の大学との競争に打ち勝つためには、社会の要請や学生の

ニーズに合わせて柔軟に対応し、本学として採るべき施策を決定しなければならない。そのた

めには、事務組織における 

 ・企画立案能力の向上 

 ・迅速な意思決定の実現 

 ・教学組織と円滑な連携の推進 

を図る必要がある。 

 

（１）大学の意思決定・伝達システムにおける事務組織の役割および教学組織との関係 

【実態】 

 本学においては、前述のとおり、理事会が大学の意思決定機関とされており、理事会におい

て教学および経営に関する重要事項を審議・決定している。理事会に提出する案件は、当該事

務組織を所管する理事の指揮・命令の下、事務組織において情報収集、企画、立案、資料の作

成等を行っている。事務組織において企画、立案した事項は、事務組織の部長級管理職で構成

される部長会における事前審議を経て、理事会において審議される。 

 他方、理事会で審議・決定する事項のうち、教学に関するものについては、学術院長会、教

務主任会等の教学会議の了承を得ることが必要とされている。この教学会議において、各教学

機関の代表者（学術院長等）と理事会の意見が調整され、それぞれの意思が反映された意思決

定が行われている。 

 情報伝達の観点については、理事会、部長会の結果速報は、会議終了直後に教職員公開フォ

ルダに電子ファイルで掲載される。また、議事録についても、翌週の会議で確定後、Waseda-net 

portalのお知らせ機能を利用して職員管理職に通知している。 
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 さらに、本学の本部事務機構においては、常任定例会議と呼ばれる常任理事と各部の管理職

との間の打ち合わせが定例的に行われており、課ごとにも課内ミーティングが開催されており、

情報の共有化が図られている。 

【長所】 

 理事会、部長会、教学会議がそれぞれ、独立した機能と権限を果たしつつ、これらの会議を

仲介として、事務組織と教学組織の一体的な連携が確保されている。 

 また、理事会等の会議の結果については、Waseda-net portal や対面式のミーティングを通

じて迅速かつ確実に情報伝達が行われている。 

【問題点】【改善の方法】 

 理事会、部長会、教学会議等の会議を通じた事務組織と教学組織の意見調整のメカニズムは、

一方で、会議の準備に時間と労力がかかるうえに、会議そのものも議論ばかりで結論が出ない

という悪弊に陥る場合が多い。 

 また、学術院長会等の教学会議においては、理事会案件を一旦各学術院に持ち帰って各学術

院の教授会において検討するという、いわゆる「理事会案件の学術院教授会への持ち帰り」が

しばしば行われる。教授会を通じて個々の教員の意思を法人の意思決定に反映するというシス

テムにメリットがあることは否定されるものではないが、各学術院のリーダーとしての学術院

長の責任と権限を明確にしたうえで、その決定を尊重していく場面を充実させていくことが、

迅速な意思決定を図るうえで重要である。意思決定の迅速化や、教学と法人運営の調和を考え

ると、学術院長を理事会のメンバーとすることも検討課題として考えられる。 

 

（２）研究支援業務における事務組織と教学組織の関係 

【実態】 

 近年、大学と社会との連携の必要性が強く求められてきている。本学では2002年 12月に教

務部から分離する形で研究推進部を設置してその役割を明確化し、研究企画課、産学官研究推

進センター（本部、大久保オフィス）、インキュベーション推進室を設けて、研究支援サービ

スの向上や知的創造サイクルの強化、さらに大学発ベンチャーの育成などを積極的に行ってき

た。 

 しかしながら一方では、知的財産本部や国際戦略本部など、新たな委託整備事業に積極的に

申請し、採択されることにより、研究推進部内の業務が量的に増加してきたばかりでなく、質

的にも変化してきた。こうした変化を踏まえて、2005 年 12 月１日より、以下のとおり研究推

進部の事務組織の再編を行った。 

①産学官研究推進センターとインキュベーション推進室の統合 

これまで、産学官連携に関する業務は、産学官研究推進センターおよびインキュベーション

推進室の２つの組織に分散していたが、インキュベーション推進室を産学官研究推進センター

に統合し、産学官連携機能を組織的に一元化した。 

②研究支援課の設置 

これまで、産学官研究推進センターは、産学官連携に関する業務だけでなく、学外補助金や

学内研究費の管理など研究支援に関する業務も行っていた。 

他方で、こうした研究支援に関する業務量は、 

・科学研究費補助金の獲得金額の増加 
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・大型競争的研究資金や各種の受託事業の増加 

・COEをはじめとした大型プロジェクト等の採択 

により増加傾向にある。 

さらに、本年度行われた会計検査院による科学研究費補助金の監査の結果、不正使用などい

くつかの問題点が発見され、学内監査体制の充実も含めた学内における管理体制の見直しや教

職員の意識の向上に向けた取り組みが一層求められている。 

こうした状況に鑑み、産学官研究推進センターの研究支援機能を産学官連携機能とは分離し、

それぞれの機能の強化を図るため、研究支援機能を担当する研究支援課を設置した。 

③大久保キャンパスにおける研究支援機能の充実 

より身近できめ細かな研究支援サービスを実現するため、本部機能とは役割を明確に分けた

うえで、各キャンパスにおける研究支援体制の確立を図る必要がある。 

まずは、これまで産学官研究推進センター（大久保オフィス）において行っていた、理工学

部、理工学研究科、材料技術研究所、理工学総合研究センター（以下「理工学部等」という）

における 

・学外との各種研究契約業務  

・学内外の各種の研究費や補助金の予算執行管理業務 

といった研究支援機能を、理工学術院統合事務・技術センターに移行し、理工学部等における

研究支援機能の強化を図った。 

【長所】 

 これまで、研究推進および支援に関する業務は、政策立案、予算執行チェック等の管理業務

と、研究費の申請・執行、研究成果の発信およびリエゾン等のサービス業務を研究推進部が統

合・集約して管轄する役割を担ってきた。これらのうち、理工学部等における研究支援サービ

スの一部を研究者にとってより身近な理工学術院統合事務・技術センターに移転することによ

り、研究者に対するきめ細かなサービスの実現という効果が期待できる。 

 また、これまでは研究推進および研究支援に関する業務の研究推進部内における役割分担は

必ずしも明確ではなく、内外から見てわかりづらいという指摘があった。さらに、増大する学

外補助金または学内補助金に関する業務に対応するための事務体制も十分整備されていると

は言いがたかった。 

 今般、研究企画課、産学官研究推進センター、インキュベーション推進室が行っていた業務

を再整理し、研究企画課、研究支援課、産学官研究推進センターに再編したことは、内外から

見てわかりやすく、かつ業務のニーズに合わせた組織編成として、効果的な研究推進体制を整

備するものとして評価できる。 

【問題点】【改善の方法】 

 今後は、新たな研究支援体制を実際に運用し、当初の目的をいかに実現するかが重要な課題

となる。また、大久保キャンパスにおける研究支援サービスの運用の実態を見つつ、西早稲田

キャンパスにおいては各学術院横断型の研究支援サービス組織を、また戸山、所沢など他のキ

ャンパスにおける統合事務組織においても同様の機能が持てるよう順次検討することが必要

である。 

 

（３）各学部等の事務所と教学組織の関係 
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【実態】 

 本学においては、従来原則として、学部、研究科、研究所、研究教育センターごとにそれぞ

れ事務所を設置する「１箇所１事務所体制」をとってきた。各事務所においては、教務部や研

究推進部との連携の下、志願者を対象とした入試業務、在学生を対象として学籍、学科目配当、

時間割、履修、学生生活業務、さらに学部等を運営するための庶務業務や財務業務、教員人事

業務などを行っている。 

 最近では、西早稲田以外のキャンパス（大久保、所沢、戸山）において、それぞれのキャン

パスにおける個別の事情も踏まえつつ、事務組織をキャンパス単位で統合する改革を実施して

いる。 

 例えば、所沢総合事務センターにおいては、人間科学学術院傘下の人間科学部、人間科学研

究科および人間総合研究センター、スポーツ科学学術院傘下のスポーツ科学部（2006年度には、

スポーツ科学研究科が開設）、２学術院、２学部、１研究科（2006年度からは２研究科）、１研

究教育センターに係る業務を機能的に分類し、総務課、教務課、入試広報課の３課にグルーピ

ングしている。 

 所沢キャンパスは、箇所横断的に業務の共通化を図ったのに対し、戸山キャンパスにおいて

は、文学学術院傘下の第一文学部、第二文学部および文学研究科にかかる事務について、戸山

総合事務センターに集約し、学術院長、学部長、研究科長の指示を、事務センター長が一元的

に受けて業務を実行する体制を基本としているが、第二文学部が夜間学部であるといった時間

的な要因があることから、第二文学部にかかる業務のヘッドクォーター機能の責任者として、

調査役を配置している。また、戸山総合事務センターは、総務係、学務係、入試係、教学支援

係の４係で構成されるが、このうち、学務係および入試係については、それぞれ箇所ごとのス

タッフが配置され、利用者に対してそれぞれ独立した業務を提供している。 

 大久保キャンパスにおいては、現行では理工学術院、理工学部および理工学研究科に関する

業務については、理工学部事務所が、理工学総合研究センターおよび材料技術研究所にかかる

業務については、それぞれの事務所が担当している。しかし、学術院体制の発足に伴い、学術

院傘下の各機関の一体的な運営が必要となってきていること、また、理工学術院については、

2007 年に理工学部・研究科の３学部３研究科への再編が行われる予定であることから、2005

年 12月１日より、理工学術院統合事務・技術センターを設置し、理工学術院傘下の理工学部、

理工学研究科、材料技術研究所、理工学総合研究センターにかかる事務の一体的な運営を図る

こととしている。理工学総合研究センター事務所および材料技術研究所事務所は、引き続き維

持され、場所の移転等も行わないが、組織的には、理工学術院統合事務・技術センターの下に

位置づけることとする。また、センター長が、職員の職務分担を課や事務所といった組織の枠

にとらわれず臨機応変に決定・変更できるよう、職員の所属は、各課または事務所ではなく、

理工学術院統合事務・技術センターとしている。これにより、事務職および技術職が一体的に

連携し、従来の箇所別の業務処理体制から統合的な業務処理体制を目指すこととしている。 

【長所】 

 戸山、大久保、所沢の３キャンパスにおける事務センター化は、それぞれのキャンパスにお

ける固有の実情に柔軟に対応しつつ、キャンパス単位で業務の重複を避け、効率的運営を目指

すものといえる。また、学術院体制では、傘下の各機関の一体的運営が求められており、その

要請に則した組織改革の取り組みであるといえる。 
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【問題点】【改善の方法】 

 従来、各学部等の事務所の仕事は、教学組織から与えられた業務を実施することに力点が置

かれる傾向があった。しかし、今後は、事務組織の側において、学部等の運営における問題点

の抽出およびその解決方法の提案といった企画立案機能を高めていくことが重要である。また、

教員向けのサービスの充実のみならず、サービスの提供の相手方として、学生をより意識して

いかなければならない。 

 限られた資源の中で、学部等における事務所の企画立案機能や学生サービス機能を充実して

いくためには、戸山、大久保、所沢キャンパスにおいて実施しているような、キャンパス単位

の業務の統合を一層推進し、業務の効率化を進めていく必要がある。 

 具体的には、まず、本庄キャンパスの事務センター化の検討が課題である。また、西早稲田

キャンパスにおいては、教育研究グランドデザインにおいて、事務センター化の構想が提示さ

れたが、現在までのところ結論を得るに至っていない。西早稲田キャンパスにおいては、学術

院だけでも、政治経済学術院、法学学術院、教育・総合科学学術院、商学学術院、社会科学総

合学術院、国際教養学術院があり、これに加えて独立研究科、附属機関が多数存在することか

ら、これらを機能的に集約・統合するのは困難が予想される。そこで、まずは、全学共通設置

科目を提供しているオープン教育センターと MNC（メディアネットワークセンター）の学生対

象業務と授業運営業務を核とした全学生共通のサービス拠点である早稲田ポータルオオフィ

スを設置することとした。全学的な教育研究事務および学生サービスの強化、充実を視野に入

れつつ、当面はこの早稲田ポータルオフィスの開設に向けた準備を進めることが課題である。 

  

（４）国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況 

【実態】 

 本学においては、事務組織として、それぞれ国際交流、入試、就職にかかる業務を担当する

箇所を設置している。 

①国際交流 

本学は、日本の諸大学に先駆けて、教育研究の国際化のための組織および制度を整え、国際

交流を活発に行ってきた。1998年には、学部、大学院教育と連携しつつ、教育の国際化を推進

する機関として、教学組織としての国際教育センターと事務組織としての教務部国際交流課が

設置された。 

その後、教学組織としての国際教育センターは維持しつつ、2003年８月１日に、教務部国際

交流課、同アジア展開プロジェクト室および国際教育センターが担っている事務ならびに国際

化推進関連新規業務を総合的・一元的に遂行するための組織として、本部事務機構に国際部を

設置した。 

さらに、2005年１月には、派遣・受け入れ留学生数の増加に伴い、国際教育センターにおけ

る留学生に対する学生生活上のケア（在留手続き、医療費補助、課外活動プログラム）や、本

学の学生の海外留学支援といった業務の増加を背景として、国際教育センターの教学機関とし

ての機能を国際教養学部や日本語研究教育センターといった他の教学機関に移行し、留学生の

派遣・受け入れプログラムの実施を担う事務組織として留学センターへと改組した。また、本

部事務機構には、留学生の派遣・受け入れプログラムの企画部門として、国際部学生交流企画

課を設置した。両者は、国際部国際課をはじめ、学内の各箇所との相互連携を保ちながら、さ
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らに戦略的機能強化を目指し、派遣・受け入れ留学生数の大幅増を可能にする教育プログラム

の開発・運営を行っている。 

具体的には、480 以上の機関と 300 を超える協定を結び、大学間協定による交換留学や私費

留学、テーマに基づいた学習をする TSA（Thematic Studies Abroad）、正規課程の科目を履修

するISA（Individualized Studies Abroad）など、さまざまな留学プログラムを用意している。

また北京大学、復旦大学との学部レベルでのダブルディグリープログラムを2005年９月に

スタートし、学生交流を促進している。 

さらに、本学においては、教育・研究の国際化推進を図るため、ボン、オレゴン、北京、上

海、シンガポールにおいて海外拠点を整備しており、海外駐在者を派遣している。教育研究の

ための利用はもとより、増大する派遣留学生のサポート機能を充実させ、校友との連携強化を

図っている。 

②入試 

本学においては、かつては、入試にかかわる業務は、各学部等において実施していたが、入

試にかかる各学部等における業務の共通化および効率化を図るため、2000年４月に教務部入試

課を廃止し、入学センターを設置した。 

入学センターにおいては、 

・入学試験の基本的戦略にかかる企画立案 

 ・入学試験実施に必要な連絡調整、準備および環境整備 

 ・学生募集にかかる企画立案、連絡調整 

 ・入学試験にかかる情報の収集、調査および諸統計作成 

 ・入学試験の実施にかかる業務の共通化および効率化の促進 

等を行っている。 

また、本学においては、地域に対して大学情報を発信したり、地域との連携を深めるこ

とを通じて新たな関係を構築することを目指して、約50人の若手管理職を「地域コーディ

ネータ」として登録しているが、この地域コーディネータが地方の高等学校を訪問し、受

験生の獲得に向けて、情報収集、広報活動を実施している。 

③就職 

就職については、キャリアセンターが学生に対するキャリア形成支援、就職支援等の学生サ

ービスを提供している。学生が低学年より自分自身のキャリアを考え、問題意識、目的意識を

もち、また自分の興味（何をしたいか）、能力（何ができるのか）、価値観（何が自分にとって

重要か）を把握して具体的な目標が設定できるように、キャリア講座、インターンシップ等多

様なプログラムを実施している。 

また、主に３年生以上の就職活動を始める学生を対象に、就職活動の基本的な進め方や業界

分析に関する各種プログラムおよび企業研究支援として、実際の企業から担当者を招いて企業

説明会等を実施している。 

 

【長所】【問題点】【改善の方法】 

①国際交流 

長期・短期を合わせると 1,000 人以上の学生が海外留学を体験している。また、現在 1,600

人以上の外国人留学生が、学部・大学院のほか、日本語教育センターで学んでいる。派遣・受
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け入れ留学生数の増加に伴い、事務組織における業務量も増加しているが、実施部門を担う留

学センターと企画部門を担う国際部国際課、学生交流企画課が、明確に役割分担をしつつ、相

互に連携し合いこれに対応している。 

一方で、海外留学者の増大に伴い、本学の学生が海外においてトラブルに巻き込まれるリス

クも増大することになる。海外における留学生のサポート体制の充実を含め、危機管理への対

応が課題である。 

②入試 

入学センターの設置により、学生の募集・入試制度改革について全学的視点で企画および調

整を行うことが可能となった。 

また、各学部等でばらばらに行っていた、入学願書の処理や、入学手続き後の書類の発送を

入学センターにおいて一括して行うようになるなど、業務の共通化が進められ、効率性の向上

が実現した。 

地域コーディネータの活用等新たな取り組みも始まっているが、今後 18 歳人口が減少して

いく中で、他大学との受験生獲得競争に打ち勝っていくためには、入学センターを中心として

さらなる入試改革、業務改善を行うことが重要な課題である。 

③就職 

キャリアセンターにおいては、学外のキャリアカウンセラーや学生キャリアアドバイザーな

ども活用し、学生のキャリア形成に関する相談事業を実施しており、多数の学生に対しきめ細

かなサービスを提供する体制が整いつつある。また、キャリアセンター主催のプログラムへの

参加数、求人票、OB名簿などの情報提供量は増加傾向にある等の成果を挙げている。 
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【２００５年１２月１日現在】 教務部 教務課
教育システム課
情報企画課
入学センター
教育連携事業開発室

研究推進部 研究企画課
研究支援課
産学官研究推進センター

国際部 国際課
学生交流企画課

学生部 学生生活課
奨学課
キャリアセンター

総務部 法人課
総務課
環境安全管理課
法務機能強化プロジェクト室

人事部 人事課
給与厚生課

財務部 財務課
経理課

総合企画部 企画課
施設課
本庄プロジェクト推進室

総長室 秘書課
校友課
募金課
創立１２５周年記念事業募金局
創立１２５周年記念事業推進室

広報室 広報課
監査室
政治経済学部 政治経済学部事務所
政治学研究科 政治学研究科事務所
経済学研究科 経済学研究科事務所
公共経営研究科 公共経営研究科事務所
現代政治経済研究所 現代政治経済研究所事務所
法学部 法学部事務所
法学研究科 法学研究科事務所
比較法研究所 比較法研究所事務所
第一文学部 戸山総合事務センター
第二文学部
文学研究科
教育学部 教育学部事務所
教育学研究科 教育学研究科事務所
教育総合研究所 教育総合研究所事務所
商学部 商学部事務所
商学研究科 商学研究科事務所
ファイナンス研究科 ファイナンス研究科・ファイナンス研究センター事務所
ファイナンス研究センター
会計研究科 会計研究科事務所
産業経営研究所 産業経営研究所事務所
理工学部 理工学術院統合事務・技術センター 事務部 総務課
理工学研究科 教学支援課長
各務記念材料技術研究所 業務開発・入試課
理工学総合研究センター 技術部 技術企画総務課
社会科学部 社会科学部事務所 教育研究支援課（１～４系）
社会科学研究科 研究連携課
人間科学部 材料技術研究所事務所
人間科学部（通信教育課程） 理工学総合研究センター事務所
人間科学研究科 所沢総合事務センター 総務課
人間総合研究センター 学務課
スポーツ科学部 入試広報課
国際教養学部 国際教養学部事務所

アジア太平洋研究科 アジア太平洋研究科・アジア太平洋研究センター事務所
アジア太平洋研究センター
国際情報通信研究科 国際情報通信研究科・国際情報通信研究センター事務所
国際情報通信研究センター
日本語教育研究科 日本語教育研究科・日本語研究教育センター事務所
日本語研究教育センター
情報生産システム研究科 情報生産システム研究科事務所
法務研究科 法務研究科事務所
別科日本語専修課程
図書館 図書館事務所 総務課
坪内博士記念演劇博物館 演劇博物館事務所 学術情報課
會津八一記念博物館 博物館事務所 資料管理課
環境総合研究センター 環境総合研究センター事務所 総合閲覧課
メディアネットワークセンター メディアネットワークセンター事務所 雑誌課
オープン教育センター オープン教育センター事務所 戸山図書館担当課
遠隔教育センター 遠隔教育センター事務所 理工学図書館担当課
エクステンションセンター エクステンションセンター事務所 所沢図書館担当課
環境保全センター 環境保全センター事務所 高田早苗記念研究図書館担当課
大学史資料センター 大学史資料センター事務所 図書館蔵古典籍
総合健康教育センター 総合健康教育センター事務所 　　データベース化推進プロジェクト室
総合研究機構 総合研究機構事務所
ナノ理工学研究機構 ナノ理工学研究機構事務所
先端科学･健康医療融合研究機構 先端科学･健康医療融合研究機構事務所
ＩＴ研究機構 ＩＴ研究機構事務所
アジア研究機構 アジア研究機構事務所
平山郁夫記念ボランティアセンター ボランティアセンター事務所
競技スポーツセンター 競技スポーツセンター事務所
留学センター 留学センター事務所

高等学院 高等学院事務所
本庄高等学院 本庄高等学院事務所
芸術学校 芸術学校・川口芸術学校事務所
川口芸術学校
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早稲田大学組織図 
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（５）学内の予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

【理念・目的】 

本学は、研究水準の向上や世界をリードする創造的人材を育成していくために、競争的環境

を醸成し、教育研究拠点の形成を支援することによって、活力に富み競争力を強化し、アジア

太平洋地域で存在感のある大学づくりを大きな目標としている。 

現在、高等教育を取り巻くこのような激しい環境変化に対応するため策定した｢21 世紀の教

育研究グランドデザイン｣と、｢創立 125 周年記念事業｣を推進している。どちらも目標とする

2007年度が迫り、仕上げの時期を迎え、これらの事業を遂行することが、最優先課題となる。 

具体的な教学組織の改革としては、2006年度にスポーツや体育に関する深い専門的知識を備

えた高度な専門職者養成を行う実践的な大学院として大学院スポーツ科学研究科を開設する

ほか、2007年度に予定している理工系３学部および文学部・文化構想学部の再編・開設準備を

進め教育ニーズの充足を図り、さらなる教育研究条件の向上のため、限られた財源の中で効率

的に経営努力する方針である。 

また、ハード面では、創立125周年記念事業の西早稲田キャンパスC棟新築工事および大久

保キャンパス 63 号館新築工事を着工させるほか、引き続き大隈講堂の改修を進め、教育研究

環境の整備・充実を図っていく。 

【実態】 

本学では上述の理念・目的を念頭にした理事会

の基本方針に基づく、中・長期財政計画の立案お

よび単年度予算の編成・執行に関する総合的な検

討・調整を行うことを目的として、財務計画会議

を設置している。 

各箇所は関係する主管箇所（教務部＝教育研究経

費、総務部＝管理経費、総合企画部＝建物・構築物・

土地建物修繕経費）に対して、財務計画会議で立案

された中長期財政計画に基づき、予算申請書を作成

し提出する。そして、提出された案件に対して、主

管箇所となる各部は、教育研究条件の向上を図るた

め、緊急性や優先度を見定めながら、査定を行い、

優先順位をつけたうえで、財務計画会議事務局でも

ある財務部へ予算申請書類を提出し、理事会におい

て最終決定する。 

なお、新規事業については、優先度を勘案して採

択することとし、重点事業への予算配分を充実させ

ることを基本とするが、財源については自力捻出を

めることとしている。 

 

［学内予算編成･折衝過程における事務組織ｲﾒｰｼﾞ］ 

 

 

 

 

理 事 会 

財務計画会議（事務局:財務部） 

教 務 部 

(教育研究経費）

総 務 部 

(管理経費） 

総合企画部 

(土地･建物･修繕経費）

学 内 各 箇 所 
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【長所】 

財務計画会議において総合的な目標である中長期計画を作成し、それに基づき、関係する主

管箇所が各箇所を取りまとめ、調整していくため、予算の立案、編成、統括が合理的かつ効果

的に行うことができる。また、予算執行にあたっても、主管箇所と予算執行箇所との連携機能

により、正確でスムーズな運用が行われている。 

【問題点】 

財務計画会議で立案された中長期計画以外で、短期的な新規事業が発生した場合、基本的に

自力捻出を唱えているとおり、大学財源から捻出せざるをえない場合は、財源確保において関

係箇所との調整等に、大変労力を要する場合がある。 

【改善の方法】 

2006～2009年度の財政見通しについては、収入面では授業料0.7％改定に伴う増収があるも

のの、学部新入生数の見直しを行っていくと、学費収入全体では減収が予想される。一方、支

出面では、大学年金への特別拠出金や教員の増員、専任教員にかかる雇用保険料等の新規の人

件費負担が、今後の大学財政に影響を及ぼしていくことになる。 

そこで、収入面では、寄付金や補助金を含め外部資金の導入を図り、より一層の総合的収入

確保策に努めることで、帰属収入の増額を図る。また、支出面では、有利子負債の圧縮を図り、

諸経費の伸びを抑制する等、財務体制をさらにスリム化して、新規事業等に対応できうるよう、

財源捻出に努めていくこととする。 

 

（事務組織の機能強化のための取り組み） 

ⅠＣ群 職員研修制度の適切性 

【理念・目的】 

本学の職員研修制度は、職員業務が高度化する中、職員各人がそれぞれの職場において、大

学目標を達成するために個性と能力を継続的にかつ最大限に発揮し、期待される役割を果たせ

るよう、人材開発することを目的とする。また、研修制度を人事考課、配置、異動等の人事諸

制度と連動させることで、職員個々人の生きがい、働きがいに通じるような制度としている。 

＜重点事業の推進＞ 

・教員増員予算に関する対応 

・創立125周年記念事業の推進 

・ランニングコスト削減につなげる投資 

・関連会社の計画的活用 

＜事業の見直し＞ 

・すでに開始されている新規事業経費の見直し 

・新規事業財源の自力捻出のための経常的支出の抑制 

・経常予算全般の見直し 
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【実態】【長所】 

本学における職員研修プログラムは、「階層別研修」「目的別研修」「支援研修」で構成して

いる。 

①階層別研修 

年代別や一般・管理職等、種々の階層に対応したプログラムを設けている。一般職について

は、専任職員として期待される人材像（自立型人材、リーダー型人材、プロフェッショナル型

人材、グローバル型人材、課題形成型人材）を目指したキャリア形成に必要な能力、知識およ

びスキルを段階的に習得することを目的に実施している。また、管理職については、管理職の

業務管理・人事管理上の責任・役割が増大することに伴い、マネジメント力強化を図り、目標

管理制度の適正な運用、成果考課・行動考課における各管理職の考課精度を平準化するために、

目標設定および人事考課に関する研修を実施している。 

②目的別研修 

大学業務に必要な知識、技術の向上を目的とする。「情報系研修」「語学強化研修」「派遣研

修」「学生サービス研修」等を実施している。とりわけ、「派遣研修」については、2004年度よ

り、従来の海外研修をより目的志向型へ変更し、単に国内外での見聞を広めるというレベルで

はなく、事前に本人が研修課題を設定し、研修成果を見越すなど目的の明確化を図ったプログ

ラムにした。 

③支援研修 

職員の自己啓発を支援するプログラムである。自己啓発は各個人がその必要性を認識し、自

発的に研修計画を構想し、実践していくものとの考えに基づき、意欲的な職員に対して積極的

な支援を行っている。 

 

【職員研修プログラム体系図】 
 

階 層 別 研 修  目 的 別 研 修  支 援 研 修  

職級 

A 

 

 

B 

C 

一 

般 

職 

D１ 

D２ 

 

新卒採用内定者事前研修    
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【問題点】【改善の方法】 

大学の経営基盤を強化し、「教育の早稲田」「最先端の研究体制」「社会貢献への積極的な取

り組み」を実現するために、職員の教育支援・研究支援機能を強化し、学生サービスを向上さ

せることが求められている。2006年度中に、職員の専門性（教育、研究、経営領域）を高める

語

学

強

化

研

修

 

派

遣

研

修

 

学

生

サ

ー

ビ

ス

研

修

 

既
卒
採
用
者
フ
ォ
ロ
ー
研
修

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
研
修 

通
信
教
育
補
助 



Ⅱ－13－12 

キャリア支援施策を策定する。 

 

＜まとめ＞ 

 限られた資源の中で、学部等における事務所の企画立案機能や学生サービスを充実していく

ためには、意思決定の迅速化を図り、業務の統合を一層推進し、業務の効率化を進めていくと

ともに、職員の能力の向上を図る必要がある。 

 このような目的を達成するため、事務組織の改革については、次回の自己点検・評価までに

次の事項を行う。 

・本庄キャンパスにおける事務センター化を実現する。 

  ・大久保キャンパスにおける研究支援サービスの運用の実態を見つつ、西早稲田、戸山、

所沢キャンパスにおいても同様な学術院横断型の研究支援サービス組織を導入するこ

との適否について検討を行う。 

 


