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編號：301
 南華大學

 預　　算　　說　　明　　書

109學年度

壹、學校組織及職掌：
（一）    教務處：綜理全校教務事項，辦理學生學籍、成績、註冊、課務、試務等事項。
（二）    學務處：綜理全校學生事務事項，辦理學生生活輔導、指導學生課外活動、衛生保健、心理輔導

                等事項。

（三）    總務處：綜理全校總務事項，物品採購、現金出納、校產保管登記、工程營建、校區安全警衛及

               其他一般事務之處理。

（四）    校務及研究發展處：負責校務分析與研究，校務規劃與發展，以及學術研究推展等業務。
（五）    國際及兩岸交流處：綜理教育交流合作、文化交流、國際學生輔導及海外招生宣傳、國際外賓接

                待事宜等業務。
（六）    就學服務處：負責校際合作交流及招生宣傳等業務。

（七）    圖書館：辦理圖書典藏、編目、採購、閱覽、館務發展等事項。

（八）    資訊中心：提供全校師生之計算機使用、教育訓練、校園及行政電腦化自動化之推動等事項。
（九）    人事室：綜理全校人事制度、任免遷調、教育訓練、管理考核、敘薪獎懲、保險福利等事項之處

                理。
（十）    會計室：綜理全校歲計、會計、審計、統計等事項。

（十一）秘書室：綜理文稿、議事、文宣、公關、機要事項之處理。
（十二）教學發展中心：綜理校內教學資源、教師教學效能與學生學習輔導機制、推廣數位教材製作與科

                技化教學等業務。
（十三）院級：管理學院、人文學院、社會科學院、藝術學院、科技學院、通識教育中心。
（十四）產學合作及職涯發展處:負責學生職涯發展及校友服務，實習輔導及就業輔導，產學合作，以及創

                新育成等業務。
（十五）終身學習學院:負責推動社會教育之研究、教學及諮詢服務。
（十六）研究總中心:負責統籌產學研究及衍生計畫等業務。自然醫學研究推廣中心、人間佛教研究及推廣

                教育中心、 永續中心。各中心營運以自給自足為原則，並得依其業務發展狀況增減或裁併。

貳、重要校務計畫
一、營運計畫：
在二十一世紀多元開放的高等教育全球化競爭的潮流中，保持健全的優質組織文化與特色，推動學習導航與知識管理，

並設置學校主要發展目標：
（一）在教育理念上，發展以學習養成教育為重點及教學與研究並重的綜合性大學。

（二）在校務發展上，提升校譽累積社會資本，拓展校務。

（三）在行政運作上，建立服務為本體的網絡型支援系統。

（四）在人力資源上，培養合作、信任與主動的服務團隊。

（五）在財務運籌上，穩固財務，積極開源節流，善用資源共享。

（六）在社會責任上，照顧弱勢族群，扶助其學習發展；與佛光山相關非營利事業互相合作。

      教學目標：在評鑑上，提昇本校競爭優勢，建立自我評鑑與自我改善機制及運作。

二、重要長期營運資產增置計畫： 設置廚藝教室空間及軟硬體設備，妙音樓一樓多功能教室及展演場域， 冷氣

汰舊換新節能計畫 ，電腦教室更新設備等。
三、長期債務之舉借及償還： 本學年無借款計畫，亦無借款餘額不需償還。
四、其他重要計畫： 本學年無重要計畫。

参、本學年度預算概要
一、 收入預算說明
（一）本學年度學雜費收入4億6,587萬元8千元，較上年度決算數4億7,515萬元7千元，

           （減少）927萬元9千元，約1.95％，主要係學生數減少所致。
（二）推廣教育收入1,807萬3千元，較上年度決算數2,111萬元，（減少）303萬7千元，

      約14.39％，主要係學分班減少所致。
（三）產學合作收入5,800萬元，較上年度決算數6,200萬元，(減少)400萬元，約6.45％，

            主要係計畫案減少所致。

1



編號：301
 南華大學

 預　　算　　說　　明　　書

109學年度
（四）其他教學活動收入600萬元，較上年度決算數1,051萬6千元，(減少) 451萬6千元，

            約42.95％，主要係境外專班無法入境所致。
（五）補助及受贈收入4億4,811萬1千元，較上年度決算數6億3,906萬2千元，(減少)1億9,095萬1千元，

            約29.88％，主要係108學年實物捐贈1棟建築物所致。

（六）財務收入210萬1千元，較上年度決算數221萬3千元，(減少)11萬1千元，約5.05％，主要係定存利息減少所致。

（七）其他收入6,940萬7千元，較上年度決算數7,101萬元，（減少）160萬3千元，約2.26％，

            主要係雜項收入及住宿費收入減少所致。

二、 成本與費用預算說明
（一）本學年度董事會支出105萬8千元，較上年度決算數94萬1千元，增加11萬7千元，約12.49％，主

            要係108學年多數董事未支領出席費，109學年仍照應領出席費編列所致。
（二）行政管理支出2億5,080萬6千元，較上年度決算數2億4,007萬8千元，增加1,072萬7千元，

            約4.47％，主要係業務費及折舊增加所致。
（三）教學研究及訓輔支出5億7,823萬2千元，較上年度決算數5億5,116萬2千元，增加2,706萬9千元，

            約4.91％，主要係業務費及折舊增加所致。
（四）獎助學金支出2億6,194萬4千元，較上年度決算數2億4,599萬6千元，增加1,594萬8千元，約6.48％，係助學金增加

所致。
（五）推廣教育支出1,805萬6千元，較上年度決算數1,712萬9千元，增加92萬7千元，

            約5.41％，主要人事費增加所致。
（六）產學合作支出5,600萬元，較上年度決算數6,008萬1千元，(減少)408萬1千元，約6.79％，

      主要係專案減少所致。
（七）其他教學活動支出600萬元，較上年度決算數880萬9千元，(減少)280萬9千元，約31.89％，

            主要係境外專班無法入境所致。
（八）其他支出842萬3千元，較上年度決算數778萬5千元，增加63萬8千元，約8.2%，主要係超額年金所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明
        重要資產增置計畫如下: 設置廚藝教室空間及軟硬體設備約550萬元，妙音樓一樓多功能教室及展演場域約

276萬元， 冷氣汰舊換新節能計畫約454萬元， 圖書約995萬元。

肆、其他必要說明事項：
            詳各相關表單說明。
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編號:304

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱 提出單位 數量 單價 總價 備註

土地改良物

1 黑水虻示範場設置 永續綠色科技碩士學位學程 1式 200,000 200,000 

2 自然永續學習試驗場域 通識教育中心 1式 177,000 177,000 

小計 377,000 

房屋及建築

1 實習庭園-40呎貨櫃 建景系 1式 157,000              157,000               

2 廚藝教室空間軟硬體設備 旅遊管理學系 1式 3,000,000 3,000,000 

小計 3,157,000 

機械儀器及設備

1 妙音樓一樓多功能教室及展演場域 民族音樂學系 1批 2,768,400 2,768,400 

2 各系所教學儀器設備 各教學單位 1批 8,898,884           8,898,884            各系所設備單價30萬元以

下之彙總

3 光譜儀 自然生物科技學系 1式 344,000              344,000               

4 廚房用具廚藝教室器具 旅遊管理學系 1批 319,832 319,832 

5 廚藝教室空間軟硬體設備 旅遊管理學系 1批 2,180,168 2,180,168 

6 旅館實務操作示範教室 旅遊管理學系 1式 429,000 429,000 

7 w100電腦設備更新更換 資訊工程學系 42 25,559                1,073,478            

8 無線基地台 資訊中心 1式 1,447,500           1,447,500            

9 伺服器主機、儲存設備、週邊設備 資訊中心 1式 552,708              552,708               

10 智慧綠能機房第二階段建置 資訊中心 1式 1,520,000           1,520,000            

11 宿舍門禁及控制系統 學務處 1式 1,200,000           1,200,000            

12 單槍投影機 總務處 20 30,000                600,000 

13 雲水居國際會議廳桌上型會議麥克風 總務處 1式 1,000,000           1,000,000            

14 錄影主機、攝影機 、網路交換器 總務處 1式 955,000              955,000               

15 改善照明及用電收集分析系統 總務處 1式 1,675,000           1,675,000            

小計 24,963,970          

圖書

各系所圖書、非書資料及期刊 圖書館 1批 9,957,900 9,957,900 

小計 9,957,900 

其他設備

1 師生教學成果展示櫃 生死系 1批 589,403              589,403               

2 補充或汰舊換新辦公設備 總務處 1批 600,000 600,000 

3 全校冷氣 總務處 1批 4,549,000           4,549,000            

小計 5,738,403            

電腦軟體

1 財金軟體系統 財務金融學系 1式 373,800 373,800 

2 校務系統相關軟體 資訊中心 1式 70,000 70,000 

3 雲端桌面系統虛擬桌面軟體 資訊中心 1式 337,756 337,756 

4 系統模組與分析模組 資訊管理學系 1式 192,600 192,600 

5 圖書館自動化資訊系統軟體 圖書館 1式 384,650 384,650 

6 各系所電腦軟體 各教學單位 1式 636,400 636,400 各系所設備單價30萬元以

下之彙總

小計 1,995,206 

總計 46,189,479          

南華大學
預計增置重要長期營運資產明細表

109學年度
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管理學院 大學日間 文創系 126       5,871,222          195,300        6,066,522             
管理學院 大學日間 企管系 155       7,222,535          236,400        7,458,935             
管理學院 大學日間 旅遊系 185       8,620,445          277,300        8,897,745             
管理學院 大學日間 財金系 163       7,595,311          253,000        7,848,311             
管理學院 大學日間 國企學程 33         1,537,701          48,000          1,585,701             
管理學院 大學日間 運動學程 141       6,570,177          223,100        6,793,277             
管理學院 大學日間 文學系 113       5,069,745          181,800        5,251,545             
人文學院 大學日間 外文系 153       6,864,345          314,500        7,178,845             
人文學院 大學日間 幼教系 166       7,447,590          255,900        7,703,490             
人文學院 大學日間 生死系 492       22,073,580        766,800        22,840,380           
人文學院 大學日間 創產系 169       7,582,185          258,800        7,840,985             
藝術學院 大學日間 視媒系 154       6,909,210          240,800        7,150,010             
藝術學院 大學日間 建景系 198       8,883,270          306,900        9,190,170             
藝術學院 大學日間 民音系 106       4,755,690          895,400        5,651,090             
藝術學院 大學日間 應社系 232       10,408,680        355,400        10,764,080           
社科學院 大學日間 國際系 115       5,159,475          178,600        5,338,075             
社科學院 大學日間 傳播系 171       7,968,087          268,200        8,236,287             
社科學院 大學日間 生技系 174       7,806,510          269,000        8,075,510             
科技學院 大學日間 資工系 273       14,085,981        721,000        14,806,981           
科技學院 大學日間 資管系 164       7,641,908          408,400        8,050,308             
科技學院 進學班 生死系 114       4,051,320          183,700        4,235,020             
人文學院 進學班 創產系 78         3,335,820          128,600        3,464,420             
藝術學院 進學班 資訊系 123       4,318,440          318,900        4,637,340             
科技學院 博士班 管理所 11         556,490             13,200          569,690                
人文學院 博士班 生死所 2           101,180             2,400            103,580                
管理學院 碩士日間 文創所 14         652,358             16,800          669,158                
管理學院 碩士日間 企管所 33         1,537,701          39,600          1,577,301             
管理學院 碩士日間 旅遊管理 28         1,304,716          33,600          1,338,316             
管理學院 碩士日間 財管所 18         838,746             30,600          869,346                
管理學院 碩士日間 文學所 7           326,179             8,400            334,579                
人文學院 碩士日間 幼教所 9           419,373             10,800          430,173                
人文學院 碩士日間 生死所 38         1,770,686          45,600          1,816,286             
人文學院 碩士日間 宗教所 27         1,258,119          32,400          1,290,519             
人文學院 碩士日間 民音所 17         792,149             155,400        947,549                
藝術學院 碩士日間 建景所 12         559,164             14,400          573,564                
藝術學院 碩士日間 產設所 7           326,179             8,400            334,579                
藝術學院 碩士日間 視媒所 14         652,358             16,800          669,158                
藝術學院 碩士日間 政策所 23         1,071,731          27,600          1,099,331             
社科學院 碩士日間 亞太所 23         1,071,731          27,600          1,099,331             
社科學院 碩士日間 歐洲所 10         465,970             12,000          477,970                
社科學院 碩士日間 傳播所 16         745,552             19,200          764,752                
社科學院 碩士日間 社會所 17         792,149             20,400          812,549                
社科學院 碩士日間 教社所 13         605,761             15,600          621,361                
社科學院 碩士日間 永續學程 40         2,062,280          48,000          2,110,280             
科技學院 碩士日間 自醫所 25         1,288,925          30,000          1,318,925             
科技學院 碩士日間 資管所 13         605,761             28,600          634,361                
科技學院 碩士專班 文創所 36         1,779,012          43,200          1,822,212             
管理學院 碩士專班 非營所 17         840,089             20,400          860,489                
管理學院 碩士專班 企管所 34         1,680,178          40,800          1,720,978             
管理學院 碩士專班 旅遊管理 40         1,976,680          48,000          2,024,680             
管理學院 碩士專班 財管所 18         889,506             30,600          920,106                

109學年度學雜費收入預估表

學院別 學制別及院別

各學制系學雜

費合計

 A

各類實習費

合計 B

學雜費及各類

實習費總計 A
+ B

預估

本國生

學生數
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109學年度學雜費收入預估表

學院別 學制別及院別

各學制系學雜

費合計

 A

各類實習費

合計 B

學雜費及各類

實習費總計 A
+ B

預估

本國生

學生數

管理學院 碩士專班 宗教所 23         1,122,101          27,600          1,149,701             
人文學院 碩士專班 生死所 58         2,829,646          69,600          2,899,246             
人文學院 碩士專班 文學所 15         731,805             18,000          749,805                
人文學院 碩士專班 哲生所 18         878,166             21,600          899,766                
設計學院 碩士專班 自醫所 29         1,495,153          34,800          1,529,953             
科技學院 碩士專班 資管所 27         1,334,259          59,400          1,393,659             

合計 4,530    207,141,080      8,357,200     215,498,280         
430,996,560         

管理學院 大學日間 越南境外 16         745,552             19,200          764,752                
管理學院 大學日間 企管系 116       5,405,252          216,900        5,622,152             
管理學院 大學日間 旅遊系 26         1,211,522          42,400          1,253,922             
管理學院 大學日間 財金系 4           186,388             4,800            191,188                
管理學院 大學日間 國企學程 76         3,541,372          101,700        3,643,072             
人文學院 大學日間 外文系 3           134,595             3,600            138,195                
人文學院 大學日間 幼教系 3           134,595             4,300            138,895                
人文學院 大學日間 生死系 12         538,380             17,900          556,280                
藝術學院 大學日間 創產系 5           224,325             45,690          270,015                
藝術學院 大學日間 視媒系 4           179,460             49,260          228,720                
藝術學院 大學日間 民音系 5           224,325             6,000            230,325                
社科學院 大學日間 應社系 1           44,865               1,200            46,065                  
社科學院 大學日間 國際系 7           314,055             8,400            322,455                
社科學院 大學日間 傳播系 5           232,985             27,400          260,385                
科技學院 大學日間 生技系 2           89,730               13,340          103,070                
科技學院 大學日間 資工系 8           412,776             19,000          431,776                
科技學院 大學日間 資管系 4           186,388             9,500            195,888                
管理學院 博士班 管理所 11         556,490             13,200          569,690                
管理學院 碩士日間 企管所 19         885,343             22,800          908,143                
管理學院 碩士日間 旅遊管理 3 139,791             3,600            143,391                
藝術學院 碩士日間 民音所 11 512,567             13,200          525,767                
科技學院 碩士日間 永續學程 17 876,469             20,400          896,869                

358         16,777,225          663,790          17,441,015           
34,882,030           

1年總計 465,878,590         
1年合計(外籍生)

各學制系學雜

費合計

 A

各類實習費

合計 B
預估學生數

(外籍生)

學雜費及各類

實習費總計 A
+ B

學院別 學制別及院別

1年合計(本國生)
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考試類別 考試時間
報考人數

(人次)
報名費標

準
報名費收入 備註

特殊選才 109年12月 15 500 7,500 1.弱勢、中低、低收免收報名費

個人申請及指考 110年4月 1,250 600 750,000 1.重複報考第二系減收費用300元.
2.弱勢、中低、低收免收報名費

運動績優獨招 110年5月 80 500 40,000 1.中低收減60%、低收免收報名費

民音系獨招 110年6月 45 500 22,500 1.中低收減60%、低收免收報名費

產品系獨招 110年6月 55 500 27,500 1.中低收減60%、低收免收報名費

視設系獨招 110年6月 50 500 25,000 1.中低收減60%、低收免收報名費

身障生獨招 110年6月 20 0 為服務考生免收報名費用

四技二專 110年6月 100 750 75,000 1.中低收減60%、低收免收報名費

進學班甄審 110年7月 100 200 20,000 1.中低、低收免收報名費

進學班申請 110年8月 30 200 6,000 1.中低、低收免收報名費

碩士班甄試 109年12月 185(225) 1,300 240,500

1.可填複數志願，僅收報考一系所費用

2.中低收減60%、低收免收報名費

3.參加五年一貫課程免收報名費

4.本校學生或校友報名費減半

5.已加入校友會之校友免收報名費

轉學生(寒假) 110年1月 20 1,000 20,000 中低收減60%、低收免收報名費

碩士班 110年3月 160(190) 1,300 208,000

1.可填複數志願，僅收報考一系所費用

2.中低收減60%、低收免收報名費

3.參加五年一貫課程免收報名費

4.本校學生或校友報名費減半

5.已加入校友會之校友免收報名費

碩士在職專班 110年5月 220(250) 1,500 330,000
1.可填複數志願，僅收報考一系所費用.
2.中低收減60%、低收免收報名費

3.已加入校友會之校友免收報名費

博士班 110年5月 20 3,000 60,000 1.中低收減60%、低收免收報名費

2.已加入校友會之校友免收報名費

轉學生(暑假) 110年7月 120 1,000 120,000 中低收減60%、低收免收報名費

1,785 1,952,000

109學年度招生試務收入預算明細表

合    計
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床型(內含宿網費) 單價(含宿

網費) 預估收入
預估人

數
住宿率

4人套房- 9100 432 9,100          3,321,500  365

3人套房-10000 81 10,000        550,000  55

2人套房-12700 62 12,700        635,000  50

單人套房-16700 42 16,700        501,000  30

 5,007,500  500

4人套房-窗12700 282 12,700        3,238,500  255

4人套房-道12300 282 12,300        3,136,500  255

 6,375,000  510

雙人雅房10900 374 10,900        1,362,500  125

雙人套房12700 96 12,700        762,000  60

單人雅房15400 58 15,400        539,000  35

單人套房16700 14 16,700        167,000  10

 2,830,500  230

2人套房-12700 20 12,700        76,200  6

4人套房-11000 1,432  11,000        14,850,000  1,350

 14,926,200  1,356
3175 床)  29,139,200  2,596 81.76%

58,278,400     

109學年度

宿舍別

收費標準 學年度總計

床數

住宿費收入預估表

 文會麗

澤
617

81.04%

校內合計

564
90.43%

九村合計

        住宿費合計(總床數

1年住宿費收入

南華館 542
42.44%

南華館合計

緣起樓 1452
93.39%

緣起樓合計
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項目 董事會支出 行政管理支出
教學研究及

訓輔支出
推廣支出 合計數

每月薪資、年終獎

金、保險費、加班

費、職技考績獎金

775,983          107,663,780        307,603,821         2,172,960         418,216,544        

園藝維護及廚餘工作 3,500,000            3,500,000            

全校兼/超鐘點費 40,070,000 40,070,000          

導師費 4,800,000 4,800,000            

專案計畫及其他人事

費
8,836,220            41,300,461           50,136,681          

推廣班         11,986,733 11,986,733          

合 計 775,983          120,000,000        393,774,282         14,159,693       528,709,958        

109學年度

 單位:新臺幣元

  人事費預算明細表
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單位:新臺幣元

明細項目 行政管理支出 教學研究及訓輔支出

文具費 330,000                1,500,000                  
印刷費 2,700,000             7,000,000                  
郵電費 920,000                460,000                     
差旅費 1,600,000             4,100,000                  
餐飲費 1,450,000             6,500,000                  
水費 760,000                1,300,000                  
電費 15,300,000           11,000,000                
廣告費 3,450,000             140,000                     
報費 32,000                  47,000                       
電腦資訊使用費 390,000                11,280,000                
稅捐.規費 340,000                5,000                         

保全費 2,000,000             2,000,000                  
交通費 3,350,000             3,200,000                  
福利費 1,300,000             
租金支出 2,800,000             
雜支 7,672,000             13,204,361                
體育用品費 2,200,000                  
醫藥衛生費 72,000                       
圖書館整理耗材費 100,000                     
教具耗材費 4,000,000                  
學術交流費 900,000                     
館際合作費 28,000                       

合 計 44,394,000 69,036,361                

109學年度

業務費預算明細表
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單位:新臺幣元

明細項目 行政管理支出 教學研究及訓輔支出

維修及保養費 9,050,000               8,205,001                  
大樓清潔費 2,000,000               2,000,000                  
產物保險費 500,000                  

宿舍維修及保養清潔 7,200,000               

園藝耗材 500,000                  
合 計 19,250,000             10,205,001                

109學年度

維護費預算明細表
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單位:新臺幣元

項  目 預算數

校內獎學金 4,300,000                    

校內入學獎助學金 49,700,000                  

政府及民間單位獎助學金 27,060,000                  

弱勢學生助學計畫 11,800,000 

校內一般助學金 6,000,000                    

校內國立收費助學金 158,984,705                

教育部研究生獎助學金 4,100,000                    

合  計 261,944,705                

109學年度

獎助學金預算明細表
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