
別紙様式１

189 189

　　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。

189-2

国立大学法人東北大学の中期計画新旧対照表

現　　　　　　行 変　　　更　　　案

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

変更理由

○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関す
る具体的方策

○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する
具体的方策

「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追
加する。

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

　人件費の有効かつ適切な支出を行えるようにするた
め、教員の教育負担・教育活動を適切に評価し、それに
応じた給与体系の構築を図る。その一環として、大学院
教員に一律に支給されている大学院手当の見直しを行
う。

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

　人件費の有効かつ適切な支出を行えるようにするた
め、教員の教育負担・教育活動を適切に評価し、それに
応じた給与体系の構築を図る。その一環として、大学院
教員に一律に支給されている大学院手当の見直しを行
う。
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別紙様式１

○重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 ○重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
(1)

(2)

(3)

Ⅹ　その他 Ⅹ その他
１　施設・設備に関する計画 １　施設・設備に関する計画

施設・整備の内容 予定額（百万円） 財　　源 施設・整備の内容 予定額（百万円） 財　　源

総額１７，３３８ 総額１７，３５６
・青葉山1団地総合研究棟新営 施設整備費補助金

　　　　　　(7,451)
・青葉山1団地総合研究棟新営 施設整備費補助金

　  　　　　(7,469)
・片平団地　総合研究棟新営 ・片平団地　総合研究棟新営

・病院　病棟新営 船舶建造費補助金
　　　　　(       ０)

・病院　病棟新営 船舶建造費補助金
　　　　　(       ０)

・病院　基幹・環境整備        ・病院　基幹・環境整備        
・小規模改修          長期借入金

　　　　　(9,887)
・小規模改修          長期借入金

　　　　　(9,887)
・臨床検査統合システム          ・臨床検査統合システム          

国立大学財務・経営
センター交付金

・災害復旧工事 国立大学財務・経営セ
ンター交付金

　　　  　（　　０) 　　　　　（　　０）

４

国立大学法人東北大学の中期計画新旧対照表

現　　　　　　行

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

　病院の施設整備及び病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長
期借入れに伴い、本学病院の敷地及び建物について担保に供する。

災害復旧に関する計画
　平成１７年８月に発生した地震により被災した施設・設備の復旧整
備をすみやかに行う。

変更理由変　　　更　　　案

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

　病院の施設整備及び病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長
期借入れに伴い、本学病院の敷地及び建物について担保に供する。

国道48号線拡幅事業の道
路建設用地である星陵地
区の土地の一部を譲渡す
るため

　附属病院（一）の土地の一部（宮城県仙台市青葉区星陵町１－１）
891.63㎡を譲渡する。

　太陽エネルギー実験所の土地の一部（宮城県仙台市青葉区北山三丁
目１４）20,074.01㎡を譲渡する。

本学の青葉山新キャンパ
ス整備の一環として、整
備により不用となる太陽
エネルギー実験所の土地
の一部を譲渡するため

平成１７年８月に発生した
地震により被災した施設・
設備の復旧整備を行うた
め。
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

別表（収容定員） 別表（収容定員）

文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，０４８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　１，０４８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）
歯学部　　　　　　３４０人（うち歯科医師養成に係る分野３４０人） 歯学部　　　　　３４０人（うち歯科医師養成に係る分野３４０人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　　８０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２５３人うち前期課程　　　 　　１００人 経済学研究科　　２５３人 うち前期課程　　　 　　１００人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７３人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７３人

　　専門職学位課程 　　　８０人 　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８５１人 うち前期課程　 １，１９８人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　   　６５３人
農学研究科　　　　３３２人うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４０７人 うち前期課程　　　 　  ２３８人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６９人
生命科学研究科　　３５３人うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人

平
成
1
8
年
度

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

平
成
1
8
年
度
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）
歯学部　　　　　　３３５人（うち歯科医師養成に係る分野３３５人） 歯学部　　　　　３３５人（うち歯科医師養成に係る分野３３５人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人うち前期課程　　　 　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　８０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２４０人うち前期課程　　　 　　１００人 経済学研究科　　２４０人 うち前期課程　　　 　　１００人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人

　 専門職学位課程 　　８０人 　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８４８人 うち前期課程　 １，１９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　  ６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５２人
農学研究科　　　　３３２人うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人うち前期課程　　　 　  ２３６人 情報科学研究科　４１０人 うち前期課程　　　   　２４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１７０人
生命科学研究科　　３５３人うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人
文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

平
成
1
9
年
度

平
成

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

平
成
1
9
年
度

平
成
2
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野６００人） 医学部　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野６００人）
歯学部　　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人） 歯学部　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　　８０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２４０人うち前期課程　　　 　　１００人 経済学研究科　　２４０人 うち前期課程　　　 　　１００人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　後期課程　 　　　６０人

　 専門職学位課程 　　　８０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８４７人 うち前期課程　 １，１９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５１人
農学研究科　　　　３３２人うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４１１人 うち前期課程　　　 　　２４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１７１人
生命科学研究科　　３５３人うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人
文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

歯学部　　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人） 歯学部　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　　８０人
　 　　後期課程　　　 　　　６０人 　 　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２４０人うち前期課程　　　 　　１００人 経済学研究科　　２４０人 うち前期課程　　　 　　１００人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人

　 専門職学位課程 　　　８０人 　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８４７人 うち前期課程　 １，１９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５１人
農学研究科　　　　３３２人うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４１１人 うち前期課程　　　 　　２４０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１７１人
生命科学研究科　　３５３人うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

工学研究科の入学定員(前期課
程２名、後期課程１名)を情報
科学研究科に移行するため

度 度
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

１．予　算 １．予　算

（単位：百万円） （単位：百万円）
金　　　　額 金　　　　額

収　入 収　入
　運営費交付金 312,186 　運営費交付金 312,186
　施設整備費補助金 7,451 　施設整備費補助金 7,469
　船舶建造費補助金 0 　船舶建造費補助金 0
　施設整備資金貸付金償還時補助金 9,917 　施設整備資金貸付金償還時補助金 9,917
　国立大学財務・経営センター施設費交付金 0 　国立大学財務・経営センター施設費交付金 0
　自己収入 204,029 　自己収入 204,029
　　授業料及入学金検定料収入 61,223 　　授業料及入学金検定料収入 61,223
　　附属病院収入 140,952 　　附属病院収入 140,952
　　財産処分収入 0 　　財産処分収入 0
　　雑収入 1,854 　　雑収入 1,854
　産学連携等研究収入及び寄付金収入等 68,337 　産学連携等研究収入及び寄付金収入等 68,337
　長期借入金収入 9,887 　長期借入金収入 9,887
　　　　計 611,807 　　　　計 611,825

支　出 支　出
　業務費 489,514 　業務費 489,514
　　教育研究経費 295,704 　　教育研究経費 295,704
　　診療経費 125,715 　　診療経費 125,715
　　一般管理費 68,095 　　一般管理費 68,095
　施設整備費 17,338 　施設整備費 17,356
　船舶建造費 0 　船舶建造費 0
　産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 68,337 　産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 68,337
　長期借入金償還金 36,618 　長期借入金償還金 36,618
　　　　計 611,807 　　　　計 611,825

平成１７年８月に発生した
宮城県沖を震源とする地震
により被災した施設・設備
の復旧整備を行うため。

区　　　　分

（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

平成１６年度～平成２１年度　予算

区　　　　分

（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

平成１６年度～平成２１年度　予算
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

３．資金計画 ３．資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円）
区　　　　分 金　　　　額 区　　　　分 金　　　　額

資金支出 618,481 資金支出 618,499
　業務活動による支出 542,605 　業務活動による支出 542,605
　投資活動による支出 32,584 　投資活動による支出 32,602
　財務活動による支出 36,618 　財務活動による支出 36,618
　次期中期目標期間への繰越金 6,674 　次期中期目標期間への繰越金 6,674

資金収入 618,481 資金収入 618,499
　業務活動による収入 584,552 　業務活動による収入 584,552
　　運営費交付金による収入 312,186 　　運営費交付金による収入 312,186
　　授業料及入学金検定料による収入 61,223 　　授業料及入学金検定料による収入 61,223
　　附属病院収入 140,952 　　附属病院収入 140,952
　　受託研究等収入 53,703 　　受託研究等収入 53,703
　　寄付金収入 14,634 　　寄付金収入 14,634
　　その他の収入 1,854 　　その他の収入 1,854
　投資活動による収入 17,368 　投資活動による収入 17,386
　　施設費による収入 17,368 　　施設費による収入 17,386
　　その他の収入 0 　　その他の収入 0
　財務活動による収入 9,887 　財務活動による収入 9,887
　前期中期目標期間よりの繰越金 6,674 　前期中期目標期間よりの繰越金 6,674

平成１６年度～平成２１年度　資金計画平成１６年度～平成２１年度　資金計画

平成１７年８月に発生した
宮城県沖を震源とする地震
により被災した施設・設備
の復旧整備を行うため。
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