
国立大学法人筑波大学の中期目標新旧対照表

変 更 前 変 更 後 変更理由

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 運営体制の改善に関する目標 １ 運営体制の改善に関する目標 「行政改革の重要方

（略） （略） 針」に基づく人件

費削減の取組を実

２ 教育・研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育・研究組織の見直しに関する目標 施するため。

（略） （略）

３ 人事の適正化に関する目標 ３ 人事の適正化に関する目標

（略） （略）

４ 総人件費改革に関する目標

「行政改革の重要方針 （平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件」

費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ５ 事務等の効率化・合理化に関する目標

（略） （略）
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変 更 前 変 更 後 変更理由

医科学研究科の廃

中期目標 別表 中期目標 別表 止のため。

第一学群 第一学群

第二学群 第二学群

学 第三学群 学 第三学群

医学専門学群 医学専門学群

群 体育専門学群 群 体育専門学群

芸術専門学群 芸術専門学群

図書館情報専門学群 図書館情報専門学群

人文社会科学研究科 人文社会科学研究科

ビジネス科学研究科 ビジネス科学研究科

数理物質科学研究科 数理物質科学研究科

研 システム情報工学研究科 研 システム情報工学研究科

生命環境科学研究科 生命環境科学研究科

人間総合科学研究科 人間総合科学研究科

究 図書館情報メディア研究科 究 図書館情報メディア研究科

地域研究研究科 地域研究研究科

科 教育研究科 科 教育研究科

環境科学研究科 環境科学研究科

医科学研究科

体育研究科 体育研究科

芸術研究科 芸術研究科

医療技術短期大学部 医療技術短期大学部

看護学科 看護学科

衛生技術科 衛生技術科
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国立大学法人筑波大学の中期計画新旧対照表

変 更 前 変 更 後 変更理由

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 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

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 「行政改革の重要方

（略） （略） 針」に基づく人件

費削減の取組を実

２ 教育・研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 ２ 教育・研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 施するため。

（略） （略）

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置 ３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

（略） （略）

４ 総人件費改革に関する目標を達成するための措置

○総人件費改革に関する具体的方策

総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減

を図る 。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 ５ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

（略） （略）
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変 更 前 変 更 後 変更理由

Ⅹ その他 Ⅹ その他

３ 中期目標期間を超える債務負担 ３ 中期目標期間を超える債務負担 長期借入金を活用

（長期借入金） （長期借入金） した用地の一括取

附属病院施設整備事業 得のため。

（単位：百万円） （単位：百万円）

年度 中期目標 次期以降 総 債 務 年度 中期目標 次期以降 総 債 務

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H16 H17 H18 H19 H20 H21

財源 期間小計 償 還 額 償 還 額 財源 期間小計 償 還 額 償 還 額

長期借入金 長期借入金

587 627 633 638 638 638 3,761 4,605 8,366 587 627 633 638 638 638 3,761 4,605 8,366

償 還 金 償 還 金

筑波大学用地一括購入事業

・償還期間：平成１８～３２年度（１５年間）

（単位：百万円）

年度 中期目標 次期以降 総 債 務

H16 H17 H18 H19 H20 H21

財源 期間小計 償 還 額 償 還 額

運 営 費

4,327 5,061 4,996 4,906 19,290 48,781 68,071

交 付 金

ただし、筑波大学用地一括購入事業に係る金額は金銭消費貸借契約による償還計画に

基づき計算されたものであり、具体的な措置については、毎年度の予算編成過程におい

て決定される。
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変 更 前 変 更 後 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３６９人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３６９人（博士課程）

ビジネス科学研究科 ３２９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３２９人 うち前期課程 １２０人

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １４０人 専門職学位課程 １４０人

数理物質科学研究科 ７７７人 うち５年一貫課程 １８４人 数理物質科学研究科 ７７７人 うち５年一貫課程 １８４人

18 前期課程 ４８０人 18 前期課程 ４８０人

後期課程 １１３人 後期課程 １１３人

システム情報工学研究科 １，０１８人 うち５年一貫課程 ８４人 システム情報工学研究科 １，０１８人 うち５年一貫課程 ８４人

年 前期課程 ７２２人 年 前期課程 ７２２人

後期課程 ２１２人 後期課程 ２１２人

生命環境科学研究科 ７６５人 うち５年一貫課程 ２４１人 生命環境科学研究科 ７６５人 うち５年一貫課程 ２４１人

度 前期課程 ３１０人 度 前期課程 ３１０人

後期課程 ２１４人 後期課程 ２１４人

人間総合科学研究科 ７２７人（博士課程） 人間総合科学研究科 ８２０人 うち修士課程 ８０人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ４９４人 科の新専攻設置の

医学の課程 ２３３人 ため。

後期課程 １３人

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程）

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３５２人（修士課程） ・教育研究科の新専

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 攻設置のため。

医科学研究科 ６０人（修士課程）

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） ・医科学研究科の廃

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） 止のため。
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変 更 前 変 更 後 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３７７人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３７７人（博士課程）

ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １８０人 専門職学位課程 １８０人

数理物質科学研究科 ７８５人 うち５年一貫課程 ９７人 数理物質科学研究科 ７８５人 うち５年一貫課程 ９７人

19 前期課程 ４８０人 19 前期課程 ４８０人

後期課程 ２０８人 後期課程 ２０８人

システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人

年 後期課程 ３１８人 年 後期課程 ３１８人

生命環境科学研究科 ８０５人 うち５年一貫課程 １７４人 生命環境科学研究科 ８０５人 うち５年一貫課程 １７４人

前期課程 ３１０人 前期課程 ３１０人

度 後期課程 ３２１人 度 後期課程 ３２１人

人間総合科学研究科 ７４９人（博士課程） 人間総合科学研究科 ８７５人 うち修士課程 １００人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ５０１人 科の新専攻設置のた

医学の課程 ２４８人 め。

後期課程 ２６人

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程）

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３６１人（修士課程） ・教育研究科の新専

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 攻設置のため。

医科学研究科 ６０人（修士課程）

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） ・医科学研究科の廃

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） 止のため。
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変 更 前 変 更 後 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程）

ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １８０人 専門職学位課程 １８０人

数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人

20 後期課程 ３０３人 20 後期課程 ３０３人

システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人

後期課程 ３１８人 後期課程 ３１８人

年 生命環境科学研究科 ８２３人 うち５年一貫課程 １９２人 年 生命環境科学研究科 ８２３人 うち５年一貫課程 １９２人

前期課程 ３１０人 前期課程 ３１０人

後期課程 ３２１人 後期課程 ３２１人

度 人間総合科学研究科 ７５６人（博士課程） 度 人間総合科学研究科 ８９５人 うち修士課程 １００人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ５０８人 科の新専攻設置のた

医学の課程 ２４８人 め。

後期課程 ３９人

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程）

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３６１人（修士課程） ・教育研究科の新専

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 攻設置のため。

医科学研究科 ６０人（修士課程）

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） ・医科学研究科の廃

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） 止のため。



筑波大学－6

変 更 前 変 更 後 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程）

ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １８０人 専門職学位課程 １８０人

数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人

21 後期課程 ３０３人 21 後期課程 ３０３人

システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人

後期課程 ３１８人 後期課程 ３１８人

年 生命環境科学研究科 ８４１人 うち５年一貫課程 ２１０人 年 生命環境科学研究科 ８４１人 うち５年一貫課程 ２１０人

前期課程 ３１０人 前期課程 ３１０人

後期課程 ３２１人 後期課程 ３２１人

度 人間総合科学研究科 ７６３人（博士課程） 度 人間総合科学研究科 ９０２人 うち修士課程 １００人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ５１５人 科の新専攻設置のた

医学の課程 ２４８人 め。

後期課程 ３９人

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程）

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３６１人（修士課程） ・教育研究科の新専

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 攻設置のため。

医科学研究科 ６０人（修士課程）

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） ・医科学研究科の廃

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） 止のため。


