
平成24年度 第2回山梨県公立大学法人評価委員会次第 

 

日 時 平成２４年８月６日（月）午後２時から 

場 所 県立大学飯田キャンパス２階大会議室 

 

開 会 

 

１ 委員長あいさつ 

 

２ 議 題 

（１）平成24年度第1回山梨県公立大学法人評価委員会議事概要(案)について 

 

（２）公立大学法人山梨県立大学の平成 23 年度業務実績に関する評価結果（案）について  

 

（３）公立大学法人山梨県立大学の平成23年度財務諸表及び利益処分（案）に関する

意見について 

 

（４）その他 

閉 会 

 

【配付資料】 

  資料1 平成24年度第1回山梨県公立大学法人評価委員会議事概要 

  資料2 公立大学法人山梨県立大学平成23年度業務実績に関する評価結果（案） 

 資料3 平成23年度公立大学法人山梨県立大学の財務諸表及び利益処分（案）に対する意見書 

 

 参考資料１ 公立大学法人山梨県立大学 平成23年度業務実績報告書 

 参考資料2 平成23年度業務実績評価に係る論点整理表 

  参考資料3 公立大学法人山梨県立大学の財務諸表の承認に係る確認について 

参考資料4 公立大学法人山梨県立大学 平成23年度決算における利益処分（案）について 

参考資料5  公立大学法人山梨県立大学の利益処分（案）の承認について 

  参考資料6 公立大学法人山梨県立大学 平成23年度財務諸表・決算報告書・監査報告書 

  参考資料7 公立大学法人山梨県立大学 平成23年度決算の前年度比較について  
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平成２４年度第１回山梨県公立大学法人評価委員会 議事概要（案） 

 

１ 日 時 平成２４年７月１２日（木）午後２時～午後４時４７分 

２ 場 所 県立大学飯田キャンパス本館２階大会議室 

３ 出席者 委 員 川村恒明 藤巻秀子 久保嶋正子 長澤利久 

      法 人 伊藤理事長 鷹野副理事長 小田切理事 波木井理事 五味理事 河

口理事 秋山国際政策学部長 藤谷人間福祉学部長 佐藤看護学部長 

松下看護学研究科長 ほか 

事務局 望月総務部次長 前嶋課長 芦沢総括課長補佐 小林補佐ほか 

 

 

＜議題＞ 

●●●●((((１１１１))))公立大公立大公立大公立大学法人山梨県立大学学法人山梨県立大学学法人山梨県立大学学法人山梨県立大学のののの平成平成平成平成２３２３２３２３年度業務実績報告書年度業務実績報告書年度業務実績報告書年度業務実績報告書についてについてについてについて    

 

◆事務局 

 参考資料１～参考資料５を使って説明 

 評価委員会に評価書の様式について審議を依頼。 

 

○委員長 

評価書の様式について何か意見はあるか。意見がなければ、事務局の説明のあったとおり

とするがよろしいか。 

（意見無し。） 

 では様式については、このとおりとする。 

 

○委員長 

 続いて、大学から業務実績報告書の説明をお願いする。 

 

○法人 

私ども法人も２年目を終え、法人化の意義を認識し、どのような行動をすべきか身に付い

てきた。２年目も誠実に業務を運営してきたところであるが、その内容について業務実績報

告書により説明させていただく。 

 

◆法人 

 〈資料２の『Ⅰ－１ 教育に関する目標』について説明〉 

 

○委員長 

 何か意見はあるか。 

 

○委員 

一つ確認をしたい。小項目の２，３，１１番のシラバスの掲載ところだが、『「知識・理解」

「思考・技能・実践、または思考・判断」「態度・志向性」』などの領域別に分けて到達目標

をシラバスに示すとあるが、これは、全教員に周知がされたということでよろしいか。 

 

資料１ 
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○法人 

学校教育法で定められた「教育情報の公表」のなかで努力義務として規定されているわけ

だが、本学では少し先行する形で、本学における学習の要素を３つの領域に分け、それぞれ

の各学部が持っている学士課程について、授業内容のどういった部分が、どの領域の要素と

なっているかを明確に、科目ごとに柱をシラバスに示すこととしている。科目ごとに３つの

要素の全てが揃っているわけではない。 

 

○委員 

どんなふうに区分けされ記載されているかを確認するため、ホームページを確認したが、

先生によっては空欄になっていたり、教育的要素ごとに分けて記載されていない先生も多く、

年度計画の主旨がシラバスに反映されていないように感じただが、そこまでは書く必要ない

ということでよいのか。 

 

○法人 

昨年度は、教育的要素ごとに分けて記載するように指示はしたが、全科目で記載されなかっ

た理由として、必ずしも教育的要素が領域にピタッとはまらないケースがあることなどがあ

げられるため必ず書くという指示ではない。本年度に入って全学教育委員会のほうでは、記

載がない科目があることを確認しているが、それらが適切であるか現在、具体的な調査を行っ

ているところ。 

 

○委員 

「記載した」とあるが、多少厳密に考えると全員が記載したのではないことになる。 

 

○法人 

目的としては、全教員、全教科で記載し、カリキュラムの中で示す必要があると考えてい

るが、そういうことを視野に入れて取り組んでいるところ。 

 

○委員 

シラバスは学生にとって履修のための重要な情報源であるので、よろしくお願いしたい。 

 

○委員長 

シラバスは自分もホームページで拝見したが、教育的要素を領域ごとに書き分けていない

科目も目立った。余計なことを言うと、シラバスはそれぞれ科目によって書き方が違ってい

ることはやむをえないが、全体的にもう少し丁寧に記載し、その授業科目がどういった内容

なのか具体的にわかるように書いてほしい。私が教員をやっていたときの反省だが、シラバ

スに授業内容を具体的に書くのは大変。１５回授業があれば、１５回のタイトルだけを書い

て済ませていた。しかしタイトルだけではその内容はわからないとずいぶん苦情を言われて

いた。久しぶりに県立大学のシラバスを拝見したが、箇条書きが多かったというのうが正直

な印象。そういうことも検討いただきたい。 

 

○法人 

御指摘の通りだと思う。全学的には、教育委員会にシラバス作成についての検討ワーキン

グがあるので、そこで毎年シラバスの記載要領を検討したうえで、教員に指示をしているの

だが、結局そのあとのチェック機能が弱いので、その辺を改善したい。 
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○委員長 

９ページの特記事項のところで、「国際政策キャリア形成」科目は「今年度で実施２年目」

とあるが、内容を拝見すると２３年度から実施されたように読み取れるが、それでよろしい

か。 

１５番は、教養教育について、年度計画では「改善点まで検討する」とあり、それに対し

「分析をした」という実績だが、改善点の検討までが実施するという計画ではなかったのか。 

１６番の、アシスタントティチャー（ＳＡＴ）については大変重要な取り組みと思うのだ

が、学生が誰をアシストしているのか。現職の教員をアシストしているのか。子供たちをア

シストしているのか。また甲斐市だけで行っているのか。単位化されているなら全県的に体

系的におこなっているのか。 

１５ページのキャリア形成についてはやはり取組みが少し遅い気がする。 

３７番の、授業評価についてだが、教員の業績評価という意味ではなく、授業をよくする

ための評価について、ここに書いてあることを整理すると３種類あるとされている。一つ目

が、相互の授業参観、いわゆるピアレビュー的なものだが、これについては冊子にまとめら

れている。二つ目が学生による授業評価、これもしっかりやっている。そして三つ目が教員

の自己評価だが、これを「学部等で総括する」と記載してある。これが前２つの評価を受け

ての重層構造となっており、それら全体を「学部等として総括する」ことが意味あることだ

と思うのだが、この資料からはそこまで読み取れない。 

 

○法人 

教養教育にかかる「改善点まで検討」については、例年どのくらいの学生が履修している

かというデータを学務課のほうでまとめてもらい、単位取得状況等を分析し、改善点を検討

している。例をあげると、共通科目等についてどちらのキャンパスで開講すると、より学生

が履修しやすいか、そういった検討は毎年行い、それを受けて翌年の開講のキャンパスを変

えるというような改善は毎年行っている。 

ＳＡＴについては、教育ボランティアというかたちで、教育現場でさまざまな体験を行う

というもので、教員養成課程では重視されている活動。それをきちんと単位化するというな

かで、教職実践演習という科目を以前から持っていたが、そのなかでＳＡＴをプログラムに

組み込み、学生が外に出て行って、実際にどのようなことをしたかをフィードバックのため

に発表し、かつ現場の先生に評価してもらい単位化するという仕組みをとっている。 

 

○委員長 

それは従前からの教育実習とは別なのか。 

 

○法人 

教育実習とは別のもの。日常的に小中学校に行き、生徒のさまざまな活動をバックアップ

する。 

 

○委員長 

そうやって学校現場に入り込んでの活動となると、具体的に対象の自治体等と相互に協定

を結ばないとできないのではないか。 

 

○法人 

そういう形で実施している。今のところ、甲斐市と甲府市の一部で提携して実施している。 
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○法人 

キャリア形成のところは、「遅い」というご指摘を受けたが、一番の強調したいところは、

国際政策学部がもっている学部の人材育成にかかる特殊性、専門職、技術系を養成する看護

学部・人間福祉学部という、その違いがある。専門職は専門職としての入り口部分をきっち

りやりたいというところがあるが、国際政策学部はとてもそれまで待てないということで国

際政策学部では２３年度から国際政策キャリア形成という科目を新設するなど前倒しで取り

組んだ。 

一方で、看護学部・人間福祉学部が何もやっていないのかというと実はそうではなく、看

護学部ではＳＴＥＰ１からＳＴＥＰ５まで、４年間を通したキャリア形成のプログラムを正

課の内外で組み立てて実施している。実際のところはまずはフレッシュマンセミナーという

動機づけのプログラムからスタートし、そこは３学部に共通だが、それ以降、各学部ごとの

取り組みが重層的に行われている。そういうことが教育本部の検討から分かってきたので、

それを強化するという方向性で、２６年度にはどうするかという検討を各学部と全学教育委

員会、キャリア委員会で行っている。 

３７番の授業評価について、学生評価と FD 活動のあとに各教員が自己評価を行い、評価

書が学部長のところで総括される。委員会を経由せず、学部長のところに直に流れることに

なり、学部長が総括したものについては、ＦＤ活動報告書に各学部ごとに結果が掲載されて

おり、全体としての集計と、そこから読み取れる評価についての回答等、踏み込んだ内容と

なっている。 

 

○委員長委員 

では時間もあるので、先に進みたい。 

 

 

◆法人 

 〈資料２の『Ⅰ－２ 研究に関する目標』と『Ⅰ－３ 地域貢献等に関する目標』につい

て説明〉 

 

○委員 

映画祭について、テレビ報道などによると、かなり教授の指導があったと聞いている。こ

の記載では大学は「協力して」という控えめな記載となっているので、ホームページに出す

ときには、大学の関わりを積極的に書いたほうがいいと思う。 

 

○法人 

学生が作成した映画は海外の大学などでも上映され、英語版を作成したアメリカのパ

デュー大学からは、その学生が交流会に招待されている。 

 

○委員 

平林地区において成果発表をされて、地域活性化策を提言したとお聞きした。当社の地元

なので興味があるのだが、それは町が入ったのか。成果が具体的につながっているのか。そ

のあたりをお聞きしたい。 

 

○法人 

成果発表会の際には富士川町役場の企画課が２名出席した。 

研修はグループに分かれて行い、こういうことをやったらいいのではないかという意見が
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出された。たとえば、平林には富士山も見えるポイントもある。そこが写真愛好家の中での

隠れた撮影スポットとなっており、そういったところを観光としてＰＲしたらいいのではな

いかというような意見が出された。 

 

○委員 

課題は峡南地域全体として５町連携で考えていく必要があり、町の単位ではなかなか課題

解決は難しいため、どうのように対応していくべきか注目をしているところ。 

また、看護師の就職環境、働く環境について各機関と連携して検討し、実際、県内就職率

は上がったとのことだが、県内に働きやすい環境があることは大事だと思うので、この活動

は継続していってほしい。 

 

○委員 

今話があったように、看護の魅力をつくる、看護の質をあげるということが、学生が県内

に残るための重要な要素であり、地域貢献の一環とも考えられる。本日、緩和ケアの認定看

護師課程については認定が行われ、１５名が認定の登録を済ませた。ガンは告知をされた時

点から緩和ケアが必要になると言われているが、県内で認定看護師による緩和ケアを受けら

れることができ、また病院にとっても診療報酬が高く評価される。いろんな意味でよい成果

を残してくれたと思う。 

また、今年度も認定看護師の養成をしていただいているが、今、看護の現場は人手不足で、

なかなか６カ月という長期間の研修に看護師を出すことが難しい。その受講生の確保のため、

県立大学の先生方は大変苦労され、２次募集、３次募集まで、受講生を募ったのは感謝して

いる。 

 

○委員長 

７０番の授業開放講座は新しい取組みと思うが、従来からある聴講生制度とはどのように

異なるものなのか。 

それから、国際交流のところで、学生の受け入れ、派遣に努力をしていただいていること

がよくわかるが、年次別に受入数、派遣数がどのように変化をしているのかを、データとし

て教えてもらいたい。平成２３年度は大震災の影響で受け入れ留学生がどこでも落ち込んで

いるので、減少していても仕方がないことだと思うが、まず数字を教えてもらいたい。 

８４番で、外国語のホームページを作成しているとあるが、自分のホームページ検索能力

では見つけられなかった。どうなっているのか。 

８７番、教員特別研修派遣制度は、あとで出てくるサバティカルとは別の制度としてやっ

ているのか。それと期間はどの程度なのか。 

 

○法人 

一般的な聴講生制度とは違い、２単位１万円の聴講料で開放しますので、自由に参加して

くださいというもの。 

 

○委員長 

新規に授業開放講座というシステムを設けたということか。 

 

○法人 

新規に公開のための講座を設けたわけではなく、従来行っている授業で席が空いている講

座について授業を受けてくださいという制度。聴講生よりも安い料金で授業を受けられる。 
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○法人 

料金は１５回の講座で１万円。単位は与えていない。そこが聴講生制度のとの違い。 

 

○法人 

留学生の受け入れ、派遣については今手元にないので、別途お知らせする。 

また英文ホームページはまだ公開はしていないが、英文で原稿は作ってあり、挙証資料の

８４番のところにサンプルページをつけてある。本格的に導入するかどうかという段階であ

り、あとは予算について補正で対応するか、来年度とするかというところまで来ている。 

教員特別研修派遣制度は１年間の期間で、この制度は海外に行くこと想定して始まったが、

国内で研究をしたいという者もいるので、現在、この制度を利用して国内の大学で研究をし

ている者もいる。 

 

○委員長 

サバティカル制度が整備されると、教員特別研修派遣制度と一緒になるということか。サ

バティカルと別にこの制度があると、サバティカルをどのように位置付けていくのかという

ことを明確にしておく必要がある。 

 

○法人 

サバティカル制度と一緒となる予定。 

 

○委員長 

サバティカル制度は、実質的には教員特別研修派遣制度としてすでに先行してやっている

という理解でよろしいか。 

 

○法人 

そういうことになる。 

 

○委員長 

では次の部分について説明をいただきたい。 

 

 

◆鷹野副理事 

 〈資料２の『Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標』から『Ⅴ その他業務運営に

関する目標』について説明〉 

 

○委員 

１１５番の説明だが、図書館の開館時間を１０：３０まで延長したとのことだが、県内の

図書館でその時間まで空いているところはあんまりないと思うが、これをⅣとしなかったの

はどういう理由か。 

たとえば評価にあたって、利用者数が少なかったとか、効果があまりなかったということ

か。 

 

○法人 

池田の看護学部の方の図書館は、現場の看護職員が仕事の後、夜遅くまで勉強したり、調

べ物をしたりそのように使われている。実は池田の図書館は県内の看護師のための中央図書
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館として役割を果たしており、このため社会資源として時間延長をしたものである。 

 

○委員 

おそらく医大などの図書館が２４時間開館しているということもあり、控えめな評価とし

ているのでは。医者や看護師が仕事を終えた後利用するため、２４時間開館しているのだと

思うが、看護師のための図書館でその時間まで開館していただいていることは努力していた

だいていることであり、感謝したい。 

 

○委員 

ほかの図書館とは目的が違っているところがあり、それで開館時間を遅くまで延ばしてい

るということか。 

 

○委員 

それでも、県立大学の図書館の開館時間の延長には感謝したい。 

 

○委員 

科学研究費補助金の交付決定額の６％を上乗せすると制度化したとあるが、いつから始

まって、実際の効果はどうなっているか。制度としては面白いと思う。 

 

○鷹野副理事長 

制度を構築したのは前年度だが、実際の配分は今年度の予算からとなる。そのためまだ実

績は出ていない。 

 

○委員長 

前年度実績にもとづくのか。 

 

○鷹野副理事長 

そのとおり。 

 

○委員長 

たとえば２４年度の科研費の実績の６％相当額を２５年度の研究費に上乗せするというこ

とか。 

 

○鷹野副理事長 

今年度の科研費の総額はわかるので、それをベースに算定し来年度予算に計上することに

なると思われる。 

 

○委員長 

２４年度の科研費の交付決定はすでになされているのか？ 

 

○鷹野副理事長 

２４年度の科研費そのものを使うわけではなく、直接研究費がわかれば、その額の６％と

いうふうに考え、それを別予算で計上することとなる。 

 

○委員長 
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たとえば、仮に 24年度の科研費を１００万獲得すると上乗せ額は６万円となるが、獲得額

が１００万円とわかるのは早くて７月くらいか。それを受けて６万円を２４年度の研究費に

上乗せするということか。 

 

○鷹野副理事長 

科研費の予算から上乗せするわけではなく、別予算で計上するので、当年度の科研費に基

づいて、翌年度の予算に計上するということになる。 

 

○委員長 

１年ずれて２３年度の科研費獲得額をもとに２４年度予算に上乗せ分を計上するという理

解でよろしいか。 

 

○鷹野副理事長 

そういう理解でよいと思う。 

 

○委員 

それがインセンティブになってくれればよい。今後の結果が楽しみ。 

 

○法人 

科研費というのは、大学に収入なるので、その一部を還元するという主旨。なお個人では

なく、学部に返すということになる。 

 

○委員長 

９４番、教職員の採用を公募で実施とあるが、職員は県からの派遣職員が多いと思うが、

固有職員の比率がどうなっているのかということと、今後の考え方ないし計画があれば教え

てほしい。 

９５番の、アカデミックポートフォリオの扱いについてだが、先程研究実施体制に関連し

研究等業績の評価について『仲間や社会・県民に評価されることによって評価の世論が自ず

から形成されてくる』というような趣旨が述べられていたように思う。アカデミックポート

フォリオは狭い意味では研究業績だけをまとめたものを指す場合もあるが、ここの 95番で教

員の業績評価と関連して言う場合には、研究のほか教育実績も大切であり、その教育の内容

が学生たちに受け入れられているか、そしてそういう授業を何コマに受け持っているかとい

うことが評価においては重要となる。コマ数が少なければ先生方も少ない授業に集中できる

というようなこともあり、だからこそ、研究業績の評価のほか、担当コマ数等も含めての教

育実績の評価、それから管理運営面での貢献、さらに地域への貢献といったさまざまな要素

を総合しての業績評価ということになると思う。こういう要素が全部セットとなったものが

ここで言うアカデミックポートフォリオではないか。 

本学の第 1 期中期計画では、そうした全部セットとなったアカデミックポートフォリオを

活用して、公正かつ客観的な評価を行うことになっていたと思う。ところが現段階では、そ

ういう具体的な評価基準･方法の手順に進む前にまず基本となるアカデミックポートフォリ

オを特に研究面の自己申告を中心に整備する、そしてさきほどの 27 ページの特記事項の｢評

価の世論の形成｣のを待つ、また３８ページの特記事項の「評価文化の学内での意識醸成を

図っていきたい」という取組みとなっているように思うのだがそれで大丈夫なのか。計画か

ら大きく遅れているのではないかと思うがいかがか。 

それと科研費の話があったが、外部資金として寄付金も重要。特に、同窓生などから寄付
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を募るということは重要であると思うが、その辺は取り組んでおられるか。昨年度の実績が

どのくらいあるか、取組はどうか。時間があれば教えていただきたい。 

それから、１１３番で、「ホームページを充実させた」とあり、実際に見やすくなっている

と思う。もちろん法令に決められた最低限のことは公表されていたと思うが、某新聞で取上

げられていたが退学者数を公表していないとのことだった。やはり社会的関心のあるできる

だけ多くの情報を公表してほしい。公立大学として、学生や保護者が大学を選択する際の情

報についてはさらに積極的に取組み、公表していただけるとありがたい。 

もうひとつ、１１６～１２０番に関連してだが、やはり教職員の一般的な法令順守・コン

プライアンス意識の醸成は重要であり、研修がいいのか、コミュニケーションがいいのか、

いろいろあるが、日常的にもう少し積極的に取り組んだ方がいいのではないか。それとも項

目がないから記載がないのかもしれないが。 

 

○鷹野副理事長 

初めに、プロパー職員の採用は公募で２名行った。県の派遣職員を減らし、プロパーを増

やしており、最終的に何人まで減らすということはまだ計画ができていないので、最終的な

計画を策定する必要があると思っている。現在、２３人のうち４人がプロパーとなっている。

２２年度，２３年度で２人ずつ採用した。 

 

○法人 

アカデミックポートフォリオは遅々としていると言われればそのとおり。 

実はアカデミックポートフォリオは、世界、特に日本で定着してない。定着させる運動に

は参加しており、現在、大学評価・学位授与機構が定着を図っていて、我々も参加している

ところ。 

こうしたこともあり、評価文化を作るのはまだまだ先となると思う。 

差別化という意味では業績評価がよい。したがって、教員たちには、研究だけできていて

もだめ。教育、社会貢献としての成果が必要。 

そういうところで、どのような特徴ある取組をおこなってきたか。まずそれをしっかり報

告してもらい、それを公表するなかで、互いに切磋琢磨していくような仕組みが自然に作ら

れることを期待しているところ。 

今日現在まで書かせているが残念ながらまだまだ理想的な形になっていない。一部、いい

ものができているので、それを大学全体に広めることが喫緊の課題。評価だけなら、エビデ

ンスがあるので、それでわかるわけで、それをサバティカル適用の評価や特別昇給の評価に

は利用されている。そういう現実的なレベルを超えて、もっとレベルの高い、自ら上昇して

いく仕組みを目指したい。つまりＰＤＣＡがうまく回る仕組みをつくりたい。それが最終的

な評価の形。それが評価文化と認識している。 

そのため、研修等に参加しているわけだが、日本型の仕組みをつくりたいが、もう少し時

間がほしい。 

 

○鷹野副理事長 

寄付金獲得の対応について、計画の中では出てきているが、具体的な対応はまだ実施して

いない。貸借対照表上は約１００万円、損益計算書上は約２，０００万となっている。控除

の対象になるので、その辺を加味しながら寄付金を集めたいと考えている。 

ホームページについては、内容についてはさらに充実させていきたい。法律的には「大学

情報を公開しなさい」とあるが、それ以外にどの程度公表できるか、また更新できるかとい

うことが課題であると考えている。 
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○委員長 

そろそろ中期計画全体の進捗状況の確認もしていく必要がある。２年後には事前評価があ

る。 

中期計画では、「教職員の業績評価を試行的に実施し、その結果を踏まえ評価基準・方法等

の見直しを行い・・・」と明快な記載ある。業績評価は実質的にはやっておられるという理

解をしたが、もし、そういうことで教員に対する業績評価を進めており、それがここでいう

アカデミックポートフォリオを通じてではなく別の形で進められているのであれば、そのこ

とをきちんと書いていただいた方がありがたいと思うのだが。今の業績報告の形では評価が

非常にやりにくい。 

 

○法人 

レベルの高い話をしているつもりでいる。たとえば、特別昇給であればすでに個々の活動

成果を評価しその結果を反映させている。 

高いレベルで評価していくには、個々の活動はすでに反映し、個々の教員から提出される

エビデンスに基づいて評価しているものを、もう少し、相互にピアレビューして高め合う仕

組みを作る必要がある。こういうことを申し上げてきたが、これがアカデミックポートフォ

リオの中身である。 

そのために、教員たちから提出されるエビデンスを、もう少し範囲を広げ、たとえば研究

成果だけではなく社会的な貢献とその中身まで立ち入って、それ天下に示していきながら、

学長は人事的評価、学部長は昇格人事につなげていく、そういう評価文化を目指している。

そういう意味では、必要最低限な情報はすでに持っている。 

 

○委員長 

評価する側の立場としてはそのあたりの整理が必要であると思うところである。 

 

○委員長 

全体を振り返ってお気づきの点があったら、事務局に報告してほしい。 

では、業務実績の方は終わる。 

委員の皆様には小項目の評価をお願いしたい。 

 

 

●●●●((((２２２２))))公立大学法人山梨県立大学公立大学法人山梨県立大学公立大学法人山梨県立大学公立大学法人山梨県立大学のののの平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度財務諸表等財務諸表等財務諸表等財務諸表等についてについてについてについて    

 

◆事務局 

 参考資料６を使って説明 

 

◆鷹野副理事長 

資料３～資料６を使って説明 

 

○委員長 

ただいまの説明で３，３００万は経営努力によるものであるということだと思うが、その

中で雑益が去年より３００万ほど増加しているが、これは科研費の間接収入が大きな要因で

はないか。 
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○鷹野副理事長 

そのとおり。昨年度は３００万円台だったが、今年は８００万円台となった。 

 

○委員長 

先生方ががんばって科研費をとった結果だとおもう。こういう利益は当然、教育、研究の

充実にあててほしい。そうなると、昨年９，０００万円を積立しており、これで１億２００

０万円積立ということになる。そろそろ使い道を考えないとならない。 

当然、教育研究のために使うべきで、あんまりたくさん積みたてるのではなく、当年度中

に教育研究のためにつかっていくことが必要だと思う。 

 

○鷹野副理事長 

運営費交付金に効率化係数があり、毎年１，０００万円ずつ減っていく。２３～２６年度

の分を合計すると１億円くらいとなる。 

剰余金が続けば問題ないが、その辺を含めて使い方は考えていかなければならないと思う。 

 

○法人 

課題として、運営費交付金の効率化係数が厳しいところ。毎年１０００万円くらいは減る。

それを念頭に置いて、単純に一億円が必要。そのためなかなか使い道を決めにくい。 

１％効率化係数を加味するとおそらく１億２，０００万円の半額くらいは貯金しないとい

けないか。残りの６，０００万はプロジェクトを行うべきだが、ただ大学を取り巻く環境は

大きく変わっており、どこに投資すべきか見極める必要がある。 

しかし、貯金しているだけでは意味がない。ここで話す話ではないが、グローバリズムが

注目される時代。どのようか分野に投資するか、理事長の腹の深いところにはある。もっと

も効率的なところに投資したい。 

ただ、やっぱり効率化係数が気にある。どこまで影響が出てくるか。昨年の利益の要因は

教員の空席があり人件費が抑制された。今年はそれを充実し、さまざまな教員育成にかかわ

る科目を持つと、特任教員が必要であり、活動を活発にすれば経費も増える。 

そういう意味では健全運営には自負しているが、将来にわたって有効な手立てを取りたい

と思っており、委員の皆様のお知恵をお借りしたい。 

 

○委員長 

運営費交付金については、設立団体がどこまで力を入れるか。こういった法人の状況を踏

まえ、県でも十分考えてほしい。 

それと、１７ページをみると寄付金が記載されていたが、件数は増えているのか。もう少

し外部資金の獲得に力を注いでほしい。さっきの科研費や受託研究についても、先生が少し

でも収益を増やそうとしている。ある意味、大学では当然かもしれないが、卒業生、県民の

方々から協力が不可欠である。 

 

 

●●●●((((３３３３))))そのそのそのその他他他他にににについてついてついてついて    

 

◆事務局 

 参考資料１により今後の予定について説明 

 

（以上） 
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１ 全体評価 

（１）過年度評価結果の概要 

    山梨県立大学は、平成２２年４月１日に公立大学法人化され、山梨県公立大学

法人評価委員会は、平成２３年８月に法人化後初となる「平成２２年度業績実績

に関する評価結果」を取りまとめて公表した。 

◆平成２２年度評価結果の概要 

ア 全体的な所見 

・公立大学法人化に伴い、理事長(学長)のリーダーシップのもと、年度計画が

ほぼ着実に実施されている。 

・県が設立する大学にふさわしい地域社会への貢献と特色ある大学づくりをめ

ざして各種の取組みが積極的に進められている。 

・学術機関リポジトリ構築作業への着手など、今後の大学の発展に向けての多

方面にわたる具体的な取組みが進められている。 

イ 評価事項 

・課題対応型サービスラーニング事業の実施など、実践をめざす教育を通じて

地域の創造的な人材育成に取り組んだ。 

・科学研究費補助金の申請率が向上するなど、教員が積極的に研究に取り組む

環境が整備されつつある。 

・地域貢献等について、看護実践開発研究センターの設立や海外の大学との交

流協定の締結により積極的に取り組んでいると認められる。 

・外部資金の獲得及び経費削減のための取組みが進んでいる。 

ウ 指摘事項 

・業務実績報告書について、実施した取組みの具体的な内容やその取組みに対

する評価の記載が十分でない箇所が認められる。 

・外国人教員の増加を図ること。 

・教職員の業績評価制度の制度設計について早期に取り組むこと。 

 

（２）平成２３年度の評価結果と判断理由 

平成２３年度は、法人化２年目として、設立団体である山梨県から示された中

期目標に基づき平成２３年度計画を策定するとともに、これらの目標及び計画の

達成のため、理事長(学長)のリーダーシップのもと、様々な取組みが進められて

きたところである。 

     山梨県公立大学法人評価委員会は、公立大学法人山梨県立大学から平成２３年

度業務実績報告書の提出を受け、その内容について評価を行った。この結果、教

育、研究、地域貢献、業務運営等の目標について、引き続き着実な取組みが進め

られていると評価したところである。 

     その詳細については、後ほど具体的に記載するが、全体的な所見として以下の

点があげられる。 
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     １ 理事長（学長）の優れたリーダーシップと教職員の積極的な取組みにより、

中期計画の達成に向けて、一部に取組みの遅れが見られる部分もあったもの

の、全体としては順調かつ積極的に年度計画に定められた業務を実施してい

ると認められる。 

     ２ 特に教育、研究、運営のさまざまな活動を通じて、地域が直面する課題へ

の政策提言や地域社会の活性化への実践的取組みなど、地域社会への貢献を

目指した本学ならではの特色ある取組みを積極的に進めていることを高く評

価する。これらの取組みの中心となっている地域研究交流センター及び看護

実践開発研究センターの活動を評価し、今後のこれらの組織のさらなる充実

を期待する。 

 

     以上のような状況を総合的に判断し、全体として中期計画を達成するための年

度計画がおおむね順調に実施されていると認められる。 

 

（３）平成２３年度の全体的な実施状況 

①法人の主な取組状況 

  ２３年度は、法人化２年目として、初年度の業務実績及びこれに対する山梨

県公立大学法人評価委員会の評価を踏まえ、中期計画に基づいた年度計画の着

実な実施に取り組んだ。 

大学の教育に関する目標については、文部科学省の大学教育推進プログラム

（教育ＧＰ）に採択された「課題対応型ＳＬ（サービスラーニング）による公

立大学新教育モデル」の実施２年目として、１４の地域における社会活動を実

践的学修プログラムとして実施し、またポストＧＰプログラムとして、看護学

部、人間福祉学部でも専門職連携演習を実施し、本学の特徴ある教育システム

として地域の創造的な人材育成に取り組んだ。 

教育の実施状況に関しては、別途大学機関別認証評価を受審し、教育内容及

び方法、教育の成果、学生支援、施設設備等の項目を含め、大学評価基準を満

たしているとして認証を受けた。 

大学の研究に関する目標については、地域課題や政策課題等の社会の要請に

対応した研究に対し、本学の学部構成の特色が出るよう学部横断的に、また、

学外の研究機関、団体、行政等と連携して取組み、その研究成果を関係者や一

般県民に還元した。 

大学の地域貢献等に関する目標については、公立大学としての意義を踏まえ、

社会人教育、地域との連携、産学官民連携、他教育機関との連携、地域への人

材供給、海外大学との交流、地域における国際交流等に積極的に取り組んだ。 

業務運営の改善及び効率化に関する目標については、理事長のリーダーシッ

プのもと、多様な雇用形態を活用した人員配置、委託契約の見直しによる経費

節減等、戦略的・弾力的な大学運営に取り組んだ。 

財務内容の改善に関する目標については、外部資金獲得に応じて教員研究費

を上乗せ配分する応募奨励制度の創設や外部資金獲得に向けての外部講師によ
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る研修会の実施などに取り組んだ。 

その他の業務運営に関する目標としては、甲府市との災害時支援協定の締結

や、地域住民に向けた地域防災講演会を開催し、災害時における地域の防災拠

点としての役割を担うこととした。 

 

②評価事項 

      「大学の教育に関する目標」については、看護師・助産師の国家試験合格率

１００％をはじめ、各種専門職に関する資格試験の合格率が、それぞれ全国平

均を上回っており、年度計画の目標も上回っていることを評価する。 

また、サービスラーニングについて、地域振興に関する支援プロジェクトな

ど１４件の活動が積極的に展開されており、参加した学生からも自発的な行動

力、コミュニケーション能力を養えた等の積極的な自己評価が寄せられている

ことを評価する。 

      「大学の研究に関する目標」では、学長プロジェクト研究として「山梨の長

期成長戦略」及び「県内に在住する外国人児童の日本語学習を遠隔から支援す

るシステムの研究開発」の２件が実施されたほか、地域研究交流センターの研

究事業１０件が実施されるなど、地域の課題に即した実践的研究への取組みが

積極的に進められている。 

      「大学の地域貢献等に関する目標」については、甲斐絹名刺入れを開発し商

品化に向けて具体的な進展が見られるなど、様々な取組みが着実に進められて

いることを高く評価する。 

「業務運営の改善及び効率化に関する目標」については、経費削減等のため

の業務改善に積極的に取り組んでいると認められる。 

 

③指摘事項 

 実績報告書の記載に当たっては、実施した取組みの具体的な内容やその取組

みに対する評価の記載が十分でない箇所が認められたので、具体的な指標（数

値等）をできるだけ表記するなど、記載方法のさらなる改善を図られたい。 

 英語関連科目を中心に外国人教員の増加を図ることは大学自体の国際化を進

めるうえでも不可欠のことであり、次年度以降も法人としての積極的な取組み

を期待する。また、教職員の教育、研究等多方面にわたる業績を客観的に評価

するための業績評価制度の制度設計への早期取組みを期待する。 

 

④評価に当たっての意見 

      大学における教育、研究等の活動の基本的な部分は、それらの性格上短期間

ににわかに成果が現れるものではなく、中長期にわたる不断の地道な努力の積

み重ねによってはじめてその成果が着実に得られるものであり、現に本学の努

力のほとんどはそうした地道な活動の展開に費やされている。単年度の評価も

さりながら、少なくとも平成２７年度までの第 1 期中期計画期間全体を通じて

の法人の取組みを継続的に見守っていく必要があると考えている。 
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また、こうした法人の努力を支える財政基盤の基本は、地域社会が創り支え

る社会的インフラストラクチュアとしての公立大学という基本的性格に鑑み、

設立団体による一定の確実な運営交付金の交付にある。社会の要請に応え公立

大学法人化という運営形態を選択している以上、業務の効率化による経費の節

減はもとより外部研究費の獲得など多様な自主財源の獲得に法人自身がさらな

る努力を重ねていく必要があることはいうまでもないが、同時に今後その基本

的性格を維持し、さらに発展させていくために、安定した運営費交付金の継続

的確保について設立団体の格段の配慮を望みたい。 

 

（参考）項目別評価結果の一覧表（大項目評価）

○

評価
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

項目名

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

 

１　教育に関する目標

（１）教育の成果に関する目標 ○

（２）教育内容等に関する目標 ○

（３）教育の実施体制等に関する目標 ○

（４）学生への支援に関する目標 ○

２　研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 ○

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 ○

３　地域貢献等に関する目標

（１）地域貢献に関する目標 ○

（２）国際交流等に関する目標 ○

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標 ○

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標

Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に関する情報の提供に関する目標 ○

Ⅴ　その他業務運営に関する目標 ○  
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２ 項目別評価 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育の成果に関する目標 

  ①評価結果 

 

 

 

 

 

   ②法人の主な取組み状況 

・ＳＬ（サービスラーニング）については、平成２３年度に１４種のプロジェ

クトを実施し、地域の創造的な発展を担う人材の育成に取り組んだ。 

・看護師、助産師、介護福祉士及び精神保健福祉士の国家試験合格率１００％

を達成した。 

・保健師国家試験合格率は９３．９％と全国平均の８９．７％を上回った。 

・社会福祉士合格率は４９．４％と全国平均の２６．３％を大幅に上回った。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・新卒者の就職に関し、看護師・助産師・介護福祉士・精神保健福祉士の

国家試験合格率１００％をはじめ、保健師国家試験９３．９％を達成す

るなど、各種専門職に係る資格取得の合格率が、きめ細やかな取組み・

支援により、それぞれの目標を達成していることを高く評価する。 

・国際政策学部における英語検定試験（ＴＯＥＩＣ）の成績による単位認

定の開始、サービスラーニングに関する１４件の活動の実施、看護学部

における国家試験に向けたきめ細やかな取組みの展開など適時・適切な

指導体制を整えることを通じて学習支援の成果の向上に努めていると認

められる。 

・各授業科目のシラバスの記載内容についても、前年度より充実している

ことが認められ、学内における教育目標の指標化及び達成目標の明確化

がさらに進められていると認められる。 

・看護学部において、県立中央病院と連絡会を持ち、実習等に関する情報

交換・意見交換を行っていることは大変有意義な取組みであると認めら

れる。 

２）指摘事項 

       ・授業科目ごとにその到達目標をいくつかの領域に区分しシラバスへの明

記に努めたことは評価できるが、現状において、領域別の行動目標を示

していないシラバスも散見されるため、今後ともシラバスの記載内容の

一層の充実について配慮されたい。なお、年度終了後に、これらのシラ

Ａ 評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  １２   １２ 
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バスに示されている到達目標について、履修者からのアンケート調査の

実施等を通じて、その有効性、改善すべき問題点の把握等のフォローア

ップを期待したい。 

３）評価に当たっての意見 

      ・学生の主体的な学修への取組みを促進するためオリエンテーションの実

施、各種の履修モデルの整備等を進めていることを評価する。履修時の

指導に当たっては、学生による主体的な履修をさらに確実にするため、

担任教員による履修登録時の確認についても十分配慮いただきたい。 

       

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（２）教育内容等に関する目標 

  ①評価結果 

 

 

 

 

 

②法人の主な取組み状況 

・ＧＰＡ制度の試行にあたり、成績評価基準を見直し、Ｓスコア・履修取り消

し制度を導入した。 

・教職課程履修学生に「学生アシスタント・ティーチャ―（ＳＡＴ)」プログラ

ムを義務付け、単位化した。 

・幼児教育分野における初等教育との連携という社会的ニーズに応えるため、

人間形成学科に小学校教諭免許課程を平成２４年度から開設することとし、

文部科学省から設置認可を受けた。 

・大学院課程では、在宅看護学、がん看護学の専門看護師(ＣＮＳ)養成の教育

課程認定を受け、充実を図った。 

③実施状況 

１）評価事項 

・客観的な成績評価実施の重要な要素となるＧＰＡ制度の本格的導入への

諸準備が積極的に進められ、また各授業科目の成績評価基準がシラバス

に明記されたことは、教育の質向上を進めるうえでの着実な前進である

と評価できる。 

・人間福祉学部の両学科間の入学定員を調整するとともに、人間形成学科

で小学校教員養成課程開設の準備を進め２４年度からの開設が認められ

たことは、教育内容に対する社会的ニーズへの柔軟な対応を進める適切

な措置であると認められる。 

・学生授業評価に基づく授業改善取組み事例集を発行し授業改善を行った

ことや、教育ボランティア活動を教職実践演習の教育内容に位置づけ単

Ａ 評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  １７   １７ 
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位化したことについて評価する。 

・在宅看護学及びがん看護学の分野での専門看護師教育課程の認定を受け

るなど、専門看護師の養成の充実に努めていることは、看護職員のキャ

リア形成や看護の質の向上に資する意義ある取組みあると認められる。 

２）指摘事項 

       ・「大学コンソーシアムやまなし」については、オリエンテーションにおけ

る周知等がなされているところであるが、やむを得ぬ事情があることと

はいえ意向調査が終了しておらず、単位互換事業の充実が遅れているこ

とは残念である。学生の多様な教育機会の確保のため、事務局への働き

かけを行うなど、当該事業の促進に努められたい。 

３）評価に当たっての意見 

      ・入学者を対象とした入試に関するアンケートは今後の入試改善への重要

な基礎資料となるものであり、アンケート結果の分析やその活用方法の

概要についても業務実績報告書に具体的に提示していただきたい。 

・オープンキャンパスについて、その重要性に鑑み、参加者の拡大に向け

てさらに積極的に取り組んでいただきたい。 

       ・平成２６年度の全学的な教育課程再編に当たっては、これまで以上にキ

ャリア形成充実の視点が強化されることを期待し、そのための諸準備が

積極的に進められることを期待する。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３）教育の実施体制等に関する目標 

  ①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・看護学部における臨床実習の充実を図る目的から、一定の指導経験をもつ県

内実習施設の実習指導者(１０６名)に対して臨床講師を発令した。 

・学生の要望に対応するために、飯田情報教室（４８台）、飯田ＣＡＬＬ教室（４

９台）、池田情報教室（５６台）のパソコンを更新した。 

・授業改善にむけて、相互授業参観を全学的に継続実施し、参加率を高めた。

また、ＦＤ研修会「テーマ：相互授業参観を考える」（平成２４年２月１６日

８２名参加）を実施した。 

・大学院課程においては、特定看護師の養成と関連して、近年中に専門看護師

教育課程のカキュラムが改訂されることに関してＦＤ研修を実施した（７０

名参加）。 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  ９   ９ 
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   ③実施状況 

１）評価事項 

・多様な外部人材の積極的活用に努めていることは、教育研究の活性化に

も資することであり、評価できる。特に、県内の実習施設との連携のも

とに多数の指導者を臨床講師に発令し、その活用を図っていることは、

実習指導体制の強化の観点から高く評価する。 

・教員による相互授業参観及び学生による授業評価が継続的に実施され、

それらを中心とする各種のＦＤ活動の成果が年次報告書として刊行され

ていることを評価する。これらの成果が今後の授業改善に積極的に活用

されていくことを期待する。 

・外部人材の積極的な活用の一環としてキャリアサポートセンターに特任

教授を配置し、キャリア形成･就職支援への取り組みを強化しつつあるこ

とを評価する。 

２）指摘事項 

・ＦＤ研修会及びＳＤ研修会については、年度計画通り各年１回開催され

ているところであるが、より質の高い教育の提供のため、さらに開催回

数を増加することについても検討されたい。 

３）評価に当たっての意見 

・外国語教育の充実のため英語ネイティブ教員の採用に目処がついたこと

を評価する。外国人教員の増加を図ることは大学の国際化を進めるうえ

でも不可欠のことであり、次年度以降も法人としての積極的な取組みを

期待する。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（４）学生への支援に関する目標 

  ①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・学生支援体制を強化するために、教育本部でオリエンテーション企画基準を

見直し、両キャンパスの新入生への各種情報の提供について充実させた。 

・学生の就職支援は、キャリアサポートセンターと学部が連携する中、正課内

外での取組みを通じてキャリア形成支援、就職支援を充実させた。その結果、

年度末時点の就職内定状況は、国際政策学部９７．１％、人間福祉学部 ９７．

４％、看護学部１００％、全学平均９８．４％と高い水準を達成した。 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ３ １０   １３ 
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・臨床心理士を常勤配置し、学生のメンタルヘルス支援体制を強化した。 

・東日本大震災に被災した学生を支援するため、学部長等による面談を実施し

て支援体制を確認したほか、経済的被害をうけた学生を対象として授業料減

免特別措置を実施した。また大学として、同窓会や後援会からの支援金の分

配、被災地の学生ボランティア活動の支援を行った。 

③実施状況 

１）評価事項 

・学生の支援に関しては、大学と学生との距離の近さを感じる支援が実施

され、学習・生活両面にわたり学生に対するきめの細かい情報提供や指

導の充実のため、クラス担任制度、チューター指導、教員のオフィスア

ワーの活用などを進めていることを評価する。 

・学生のメンタルヘルス支援の重要性にかんがみ、常勤の臨床心理士を配

置し、相談体制を強化したことを評価する。 

・就職支援への取組みを強化し、高い就職率を達成したことを評価する。 

大震災被災学生を含め経済的困難にある学生への授業料減免措置を積極

的に講じていることを評価する。 

・学生が気仙沼等を中心に大震災の被災地や被災者に対し積極的に支援活

動を展開したこと及びこれらの活動を大学としても支援したことを評価

する。 

２）指摘事項 

・学生のモチベーション向上の一環として、成績優秀者に対する何らかの

特別措置について、早い段階で具体的な検討がなされることを期待する。 

３）評価に当たっての意見 

・キャリアサポートセンターに専門員を配置し企業開拓を行っていること

など就職に対する積極的な取組みが、高い就職率に結びついていると認

められる。昨今の厳しい経済状況等も考慮し、全学的な就職支援体制を

さらに強化することを期待する。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

  ①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・地域課題や政策課題等の社会の要請に対応した研究として、学長プロジェク

ト研究２件、及び地域研究交流センターの研究事業１０件を実施した。 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  ７   ７ 
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・看護実践開発研究センターにおいて、山梨県看護協会と連携し、県内病院の

看護実践者の個別的な研究指導５件並びに４つの医療機関向けに施設単位の

研究支援を行った。 

・道志村と連携し、ＩＴ技術を活用した地域文化遺産の記録・保存・発信によ

る地域活性化について企画した。これをもとに同村が文化庁の文化遺産活用

地域活性化事業に補助事業を申請し採択された。これにより２４年度に県立

大学として、道志村文化遺産活用地域活性化推進協議会からカルチャーデー

タベース構築について受託研究を受けることになっている。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・地域の課題に即した実践的研究への取組みが積極的に進められており、

特に地域研究交流センターが大きな役割を果たしていることを評価する。 

・開設２年目となる看護実践開発研究センターが県内の看護実践者への個

別の研究指導及び医療機関への実践的研究支援を着実に開始したことを

評価する。今後の成果を期待する。 

２）指摘事項 

・地域研究交流センターや看護実践開発研究センターを中心に多彩な事業

を展開していると認められるので、センターの知名度の向上や、研究結

果の公表・周知について、さらに積極的に取り組んでいただきたい。 

３）評価に当たっての意見 

・全学的な研究活動の実績把握に向けて、教員の自己プロフィールの迅速

なアップデートを可能とするシステムの整備が進められていることは評

価するが、本来アカデミック･ポートフォリオは単に研究業績に止まらず、

教育･管理運営･地域貢献･国際交流等大学運営全般にわたる教員の業績

を蓄積し公表することを目指すものであり、そうした教員の業績全体を

カバーしうるシステムづくりを目指して、さらに積極的に取り組むこと

を期待する。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 研究に関する目標 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

  ①評価結果 

Ａ 

②法人の主な取組み状況 

・地域人材の育成サポート、及び地域の実情に即した研究の実施のため、研究

事業の実施においては、シンクタンク、地場企業、自治体、団体、ＮＰＯ、

専門職等と積極的に連携した。 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  ９   ９ 
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・学術交流会や地域研究交流センター研究報告会の開催により、学内や学外の

研究者間の交流を推進した。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・学部横断的な研究体制充実のため、教員の研究情報のデータベース構築

に向けてのシステム整備が進められていることを評価する。 

２）指摘事項 

・教員の研究等の業績について、ＩＴシステムの整備により「評価の世論

といえるものが自ずと形成されてくるものと考えている。」という抽象的

なかたちにとどまるのではなく、客観的に評価され公表される必要があ

り、そのためのシステムも同時に整備していくことも不可欠である。ど

のような情報交換やフォローがあり、それが研究の質の向上にどのよう

に結びついているかについての取組みが積極的に進められることを期待

する。 

３）評価に当たっての意見 

       ・学長プロジェクトについては、地域社会の要請に則し、公立大学にふさ

わしい長期的展望に基づく基盤的研究課題が採択されていると認められ

る。今後のテーマ選定と取組み、研究成果に引き続き期待する。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 地域貢献等に関する目標 

（１）地域貢献に関する目標 

  ①評価結果 

Ｓ 

 

②法人の主な取組み状況 

・平成２３年度後期から「授業開放講座」を開始した。実施要項を作成し、教

員への参加を呼び掛け、１３科目を開講し、８月から募集し、９科目で１２

名（実人数１１名）が受講した。 

・「やまなし映画祭」は、甲府市との包括的連携協定に基づき、大学が協力して

（学長が実行委員長、大学内に事務局設置）開催された。過去最多観客数を

記録する成功を収め、またマスコミ報道は４０件を越えるなど大きな注目を

集めた。その際に発表されたドキュメンタリー映画「きょうを守る」（監督が

国際政策学部３年生）は大反響を呼び、３月末までに全国で３０回以上上映

し、約３，０００名の観客となった。平成２４年４月以降に英語版が完成し、

アメリカなどの海外でも上映される予定である。 

・山梨県と連携し、「新しい公共」に基づく地域再生ファシリテーター養成講座

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ３ １２   １５ 
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を受託実施し、人材育成を図るとともに、講座内でフィールドワークの現場

となる富士川町平林地区に対し、講座の成果として、今後の地域活性化策に

ついて提案した。 

・「ユニバーサルデザインの観光への応用による地域振興活動」が山梨県の「平

成２３年度やまなしユニバーサルデザイン表彰」を受賞した。 

・地域研究交流センターの研究事業のひとつである甲斐絹プロジェクトにおい

て、産官学民の連携により甲斐絹名刺入れが開発され、一般向けに商品化の

目途がついた。２４年３月の卒業式では記念品として卒業生に配布された。 

・緩和ケア認定看護師教育課程において、県内から２０名の研修生が受講した。

認定看護師数は全国でも下位にある県の現状のなかで、その必要性について

医療機関を中心に個別に説明するなど働きかけた結果、２０名もの県内から

の受講生を獲得でき、今後県内の看護の質向上の推進につながる取組みがで

きた。また、緩和ケアに関心を持っている看護職に対し、リンパドレナージ

等の講座を開講し１００名を超える受講者を得た。 

・日本経済新聞社の日経グローカル誌（月２回発行）の年次「全国大学の地域

貢献度ランキング」において、山梨県立大学は「組織・制度」、「ボランティ

ア・防災」等が高評価され、６９位と前年（１５１位）、前々年（２８９位）

から大きくランクアップした。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・中期目標に掲げる「大学の持つ人的、物的、知的財産を地域に還元する｣

という方針に沿って、地域社会との連携をはじめ産官学民の連携、他大

学等との連携に成果を上げ、確実に前進している。 

・甲府市との包括連携協定に基づき「やまなし映画祭」の開催等のいくつ

かの活動が展開されたことを評価する。特に映画祭は過去最多の観客数

を記録し、またそこで発表された本学学生による映画「きょうを守る」

が国内外に大きな反響を呼んだことは高く評価できる。 

・「甲斐絹プロジェクト」が商品化に向けて具体的な進展が見られることな

ど地域研究交流センターを中心に県内の企業や行政等と連携しつつ地域

の活性化、課題への取組みを目指した様々なプロジェクト研究や共同研

究などの取組みが着実に進められていることを高く評価する。 

・看護実践開発センターが着実にその機能を発揮し、緩和ケア認定看護師

教育課程の開設、地域の看護師支援活動等を展開し、県内看護師の教育

及びキャリアアップに貢献していることを評価する。 

２）指摘事項 

・看護学部の県内医療機関への就職については、様々な取組みが精力的に

実施され、成果も出つつあると認められるが、県内医療機関の看護師不

足は深刻な状況にあり、学生に対する県内就業への期待は大きいため、

関係機関が連携し、今後なお取組みを強化することを期待する。 
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３）評価に当たっての意見 

・学生の要望などを把握し、県内医療機関等へ発信することについて、取

組みを強化していただきたい。 

・新たに授業開放講座を実施したことは評価するが、従来の聴講生や科目

等履修生制度との相違及び本件の生涯学習支援における位置づけなどを

明確にしつつ、今後のいっそうの充実を期待したい。 

・連携事業としての｢よつびし総研｣の活動がどのような面で実効性を発揮

しているのか、多角的に検証することを期待したい。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 地域貢献等に関する目標 

（２）国際交流等に関する目標 

  ①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・東南アジアの大学との交流活発化を目指して、２３年３月に協定を締結した

タイのナコンラチャシーマー・ラチャパット大学から初めて２名の留学生を

受け入れた。 

・米国の大学への留学ニーズを踏まえ、協定候補先のモントレー国際大学と交

渉した結果、同大学の語学プログラムへの本学学生（２学部、４名）の留学

が実現した。 

・協定大学及び協定候補大学より教員を招聘し、記念講演会を開催した。 

・文化庁よりの委託事業としての在住外国人向けの日本語指導者養成講座（基

礎編）や、甲府市との共催で「外国人のための日本語講座」（毎週日曜日、全

２１回）を実施したほか、看護学部教員が医師・薬剤師等と連携し、外国人

向け健康相談を実施するなど、様々な形で、在住外国人支援を行った。 

・教員の指導のもとで、国際政策学部学生（１名）が日本ＢＰＷ連合会（働く

女性たちの地位向上を目指すＮＧＯ）の募集した、「国連女性の地位委員会」

でのインターンシップに応募したところ、競争が激しい中、選抜され、２～

３月の１０日間、ニューヨークの「国連女性の地位委員会」でインターンシ

ップを行った。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・新たにタイの協定締結大学からの留学生を受け入れ、またアメリカへの

語学プログラムへの学生派遣等、学生の国際交流の充実に努めているこ

とは評価できる。 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  ６   ６ 
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・在住外国人向けの日本語指導者養成講座や外国人のための日本語講座の

開催、さらに彼らに対する健康相談や健康セミナーの開催など、地域に

おける多文化共生の基盤充実に積極的に取組んでいると認められる。 

２）指摘事項 

・懸案の外国語（特に英語）によるＨＰの公開が遅れていることは遺憾で

ある。英語による簡略化されたホームページの作成が進められているこ

とから、早急に公開を進められたい。 

３）評価に当たっての意見 

・２３年度は大震災の影響等もありやむをえなかった面もあるが、特に外

国人留学生の受け入れ数は大学の国際化の主要な指標のひとつであり、

中期計画の「外国人留学生約２０名程度」の実現を目指し、今後とも着

実に受入数の増加に努められたい。 

・海外の大学に留学する学生への経済的支援制度についてさらに積極的に

検討されることを期待する。この制度は本学に優秀な学生を確保する上

にも有効と考えられる。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・事務の効率化を進めるため、会議時間の短縮等や効率的な委員会等の運営を

図れるよう、その基本的ルールを明示した「標準的会議ルール」を策定した。 

・ＳＤ研修として、外部講師を招聘し、「人間関係の考察」と題したコミュニケ

ーション研修を実施した（１０月２７日実施 ２８名参加）。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・インターネット回線使用料の削減など、事務経費の効率化の取組みが継

続的に実施されているものと認められる。 

２）指摘事項 

・教職員の客観的な業績評価制度の確立に困難な課題が多いことは承知し

ているが、年度計画における取組みが前年度の「制度設計を行う」から

「評価制度について検討」に後退していることは、中期計画達成との関

連でやや危惧される。また、教員の教育、研究、地域貢献、管理等に関

する業績評価の基礎資料となるアカデミックポートフォリオの作成につ

いて外部の機関との連携の下に検討を進めていることは評価するが、作

成されたポートフォリオ又はそれに代わるなんらかの客観的な資料に基

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  １３   １３ 
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づく教員の業績評価の実施とその処遇への反映制度の確立に向けてさら

に積極的に取組みを進められたい。 

３）評価に当たっての意見 

・教員特別研修派遣制度を実施していることを評価するとともに、この制

度をサバティカル制度の一環として位置づけ、その内容の充実を図ると

ともに派遣人数の増大を期待する。 

・人件費が前年度に比べて増加している。これは、教職員の新たな採用な

ど、教育水準の向上に資するためのものであると認められるが、今後、

計画的な人事配置など、人件費の抑制に留意されたい。 

・｢教員の質の向上｣は本学の教育の質保証の最も基礎となる部分であり、

そのためのも充実したポートフォリオの整備が重要である。ポートフォ

リオへのいっそうの理解と取組みの強化を期待したい。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・外部研究資金を獲得するための試みとして、科学研究費補助金の交付決定総

額の６％に相当する額を教員研究費に上乗せ配分する仕組みを新たに設け、

外部資金獲得に向けた応募奨励制度を構築した。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・外部研究費の獲得額の増加に向けての各種の取組みを進め、特に科学研

究費補助金の獲得額に対応する応募奨励制度を構築したことを高く評価

する。 

２）指摘事項 

・資産の運用管理については、全てを無利息預金とはせず、１,０００万円

の枠を使いながら、国債などによる安定運用について検討すべきである。 

３）評価に当たっての意見 

・科学研究費補助金の獲得額に対応する応募奨励制度が構築されたことに

ついて高く評価しているところであることから、本制度がどのように運

用され、どのような成果を残したかについて、次年度以降、具体的な分

析をして提示していただきたい。 

 

 

 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 １ ７   ８ 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に関する情報の提供に関する目標 

①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審し、平成２４年３

月２９日付で同機構が定める大学評価基準を満たしているとして認定された。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・大学評価・学位授与機構による認証評価を受審し、大学憲章の制定、専

門職連携演習、国家試験合格率の高い水準の維持など、多くの優れてい

る点の指摘とともに評価基準をクリアしていると認定されたことは評価

できる。その結果を十分吟味し、今後の大学発展に着実に反映していく

ことを期待する。 

・２２年度の自己点検評価結果に基づきＧＰＡ制度導入への積極的取組み

などのいくつかの改善措置が進められている。外部研究費の獲得額の増

加に向けての各種の取組みを進め、特に科学研究費補充金の獲得額に対

応する応募奨励制度を構築したことを高く評価する。 

２）指摘事項 

・大学評価・学位授与機構による認証評価において、「入学定員充足率は、

国際政策学部（３年次編入）及び人間福祉学部（３年次編入）において

低い。」とされているので、本件についての対応策を講じられたい。 

３）評価に当たっての意見 

・大学評価・学位授与機構による認証評価において、アカデミックポート

フォリオの活用による教員評価システムについて、「この取組の更なる推

進が期待される」とされているところであり、このことを含め教員の客

観的な業績評価システムの確立を強く期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 １ １   ２ 
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Ⅴ その他業務運営に関する目標 

①評価結果 

Ａ 

 

②法人の主な取組み状況 

・甲府市と「災害時における支援に関する協定」を締結したほか、同市の防災

担当者を講師として招聘し、地域住民に向けた地域防災講演会を開催した（３

月２２日実施 ３２名参加）。 

   ③実施状況 

１）評価事項 

・大学は地域の防災拠点との認識の下に地域社会との日常的な連携を積極

的に進めていることは評価できる。 

・看護図書館の平日夜間開館時間の延長など地域社会への大学施設の積極

的開放に努めていることは評価できる。 

２）指摘事項 

・大学環境宣言の具体化の中心となる環境マネジメントマニュアルの作成

が遅れていることは残念である。速やかな取組みを期待したい。 

２）評価に当たっての意見 

・広報誌の発行、学長記者会見等情報の公開・発信への積極的な姿勢は評

価するが、特に教育情報については国が定める内容にとらわれることな

く、県民や本学志望者が求める多様な情報をできるだけ多く、かつ正確

に公開するようさらに努められるよう期待したい（例えば各年度別の退

学者数など）。 

・本学が果たしている社会的役割の大きさについて設立団体である山梨県

当局の理解をさらに深め、必要な財政的支援の充実と強化を強く要請し

ていく努力が必要である。 

・教職員にとって働きやすい環境であることが、心身ともに良好の状態に

保たれることとなり、ひいては良い教育につながると思われるので、引

き続き職場環境の整備に努めていただきたい。 

 

  

評価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数  １２   １２ 
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 参 考 

 

◆委員構成（委員は５０音順） 

  委員長  川村 恒明  公益財団法人神奈川芸術文化財団顧問 

  委 員  久保嶋 正子 公認会計士 

    長澤 利久  株式会社はくばく取締役会長 

    藤巻 秀子  社団法人山梨県看護協会会長 

    前田 秀一郎 国立大学法人山梨大学学長 

 

◆委員会開催状況等（平成２２年度以降） 

 平成２２年度 

第１回委員会           平成２２年７月１５日開催 

第２回委員会           平成２２年８月２５日開催 

 平成２３年度 

公立大学法人山梨県立大学視察   平成２３年５月２７日実施 

第１回委員会           平成２３年６月２９日開催 

第２回委員会           平成２３年８月 ３日開催 

第３回委員会           平成２４年１月２７日開催 

 平成２４年度 

公立大学法人山梨県立大学視察   平成２４年５月２９日実施 

第１回委員会           平成２４年７月１２日開催 

第２回委員会           平成２４年８月 ６日開催 

 

◆山梨県公立大学法人評価委員会事務局 

山梨県総務部私学文書課 
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公立大学法人山梨県立大学の業務実績に関する評価基本方針 

 

平成２２年８月２５日 

山梨県公立大学法人評価委員会決定 

 

 山梨県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が公立大学法人山梨県立

大学（以下「法人」という。）の評価を実施する際の基本的事項を定める。 

 

１ 評価の基本方針 

（１）中期目標の達成状況及び中期計画の実施状況を確認することにより評価する。 

（２）法人が自主的に行う業務運営等の改善や継続的な質的向上に資するとともに、次期の

中期目標、中期計画の検討に資する評価とする。 

（３）法人化を契機とした、特色ある大学、地域に魅力ある大学づくりに向けた積極的な取

組みや、理事長のリーダーシップによる機動的・戦略的な運営、業務運営の改善や効率

化など、特色ある取組みや工夫を積極的に評価する。 

（４）評価の一連の過程を通じて、法人の状況をわかりやすく示し、県民をはじめ社会への

説明責任を果たす評価とする。 

 

２ 評価の方法 

（１）評価は法人の自己点検・評価をもとに実施する。 

（２）各事業年度における業務の実施に関する評価（以下「年度評価」という。）と中期目

標期間における業務の実績評価（以下「中期目標期間評価」という。）を行う。 

   また、中期目標期間の４年経過時に、次期中期目標の策定に反映させるため、中期目

標期間評価の事前評価（以下「事前評価」という。）を行う。 

（３）各評価は、それぞれ「項目別評価」と「全体評価」により行う。 

 

  Ⅰ 年度評価 

   ① 法人の自己点検・評価に基づき、中期計画等の実施状況を調査・分析し、総合的

に評価する。  

 ② 評価結果を踏まえ、必要に応じて、業務運営の改善その他について勧告する。 

 ③ 具体的な実施方法は、別に実施要領で定める。 

 

  Ⅱ 中期目標期間評価 

 ① 法人の自己点検・評価に基づき、中期目標の達成状況を調査・分析し、総合的 

に評価する。 

 ② 教育研究についての評価は、認証評価機関の評価を踏まえて行う。 

 ③ 評価結果を踏まえ、必要に応じて、業務運営の改善その他について勧告する。 

 ④ 具体的な実施方法は、別に実施要領で定める。 

 

  Ⅲ 事前評価 

 ① 法人の自己点検・評価に基づき、中期目標期間の４年経過時における、中期目標

の進捗状況及び達成の見込みを調査・分析し、総合的に評価する。 

 ② 教育研究についての評価は、認証評価機関の評価を踏まえて行う。 
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 ③ 評価結果を踏まえ、次期中期目標策定及び中期目標期間評価を実施する。 

 ④ 具体的な実施方法は、別に実施要領で定める。 

 

３ 評価を受ける法人における留意事項 

（１）法人の業務実績報告書等をもとに評価を行うことから、中期目標等の達成状況など、

法人自ら説明責任を果たすことを基本とする。 

（２）達成状況を客観的に示すため、できる限り数値目標等の指標を設定することとする。

また、定性的指標となる場合は、達成状況が明確になるよう工夫することとする。 

（３）法人における自己点検・評価の視点と体制 

①視点 

県民の視線に留意し、自己点検・評価に用いる指標や評価結果等、できる限り分

かりやすく説明することとする。 

②体制 

目標達成に係る組織内の責任の所在を明確にし、理事長がリーダーシップを発揮

できる推進体制を確立することとする。 

 

４ 評価の留意事項 

（１）評価に関する作業が、法人の過度の負担とならないよう留意する。 

（２）評価結果を決定する際は、評価の透明性・正確性を確保するために、法人からの意見

申し出の機会を設ける。 

 

５ その他  

  本評価基本方針は、必要に応じて、評価委員会での協議を経て見直すことができるもの

とする。 
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公立大学法人山梨県立大学の各事業年度の業務実績評価実施要領 

平成２２年８月２５日 

山梨県公立大学法人評価委員会決定 

 

 「公立大学法人山梨県立大学の業務実績に関する評価基本方針」に基づき、山梨県公立

大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う公立大学法人山梨県立大学（以

下「法人」という。）の各事業年度における業務の実績に関する評価（以下「年度評価」と

いう。）の実施について必要な事項を定める。 

 

１ 評価の方針 

（１）年度評価は、中期目標の達成及び中期計画の実施に向けた法人の事業の進捗状況を

確認する観点から行う。 

（２）年度評価の積み重ねが、中期目標期間終了時における法人の自主的な組織や業務全

般の見直しの基礎となることに留意する。 

（３）教育研究の年度評価に当たっては、その特性に配慮した評価を行う。 

（４）年度評価の際、法人の取組みを社会に積極的にアピールすることや、法人全体の改

善・充実を図る観点から、以下の事項を考慮する。 

  ① 法人化を契機とした機動的・戦略的な大学運営の実現に向けた取組みを積極的に

評価する。 

  ② 法人の置かれている状況や条件等を踏まえた、法人運営や教育研究活動を円滑に

進めるための様々な工夫についても積極的に評価する。 

  ③ 法人の更なる発展のため、次期の中期目標・中期計画の見直しの検討に資するも

のとする。 

  ④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている、又は、生じるおそれがある場合には、

その理由（外的要因を含む）についても明らかにするものとする。 

  ⑤ その他法人を取り巻く諸事情を考慮するものとする。 

 

２ 評価の方法 

（１）年度評価は、「項目別評価」と「全体評価」により行う。 

（２）「項目別評価」は、年度計画について法人が自己点検・評価を行い、これをもとに、

評価委員会において検証・評価を行う。 

（３）「全体評価」は、「項目別評価」の結果を踏まえつつ、年度計画及び中期計画の進捗

状況全体について、総合的に評価する。 

（４）評価委員会が評価結果を決定する際には、評価（案）を法人に示すとともに、評価

（案）に対する法人からの意見申し出の機会を設ける。 

 

３ 項目別評価の具体的方法 

（１）項目別評価は、次の小項目、大項目に区分して行う。 

① 小項目は、②の大項目に係る年度計画記載項目とする。 
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② 大項目は、中期目標の区分を踏まえ、次の１２項目とする。 

 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

－１ 教育に関する目標 

－(1)教育の成果に関する目標 [1] 

－(2)教育内容等に関する目標 [2] 

－(3)教育の実施体制等に関する目標 [3] 

－(4)学生への支援に関する目標 [4] 

－２ 研究に関する目標  

－(1)研究水準及び研究の成果等に関する目標 [5] 

－(2)研究実施体制等の整備に関する目標 [6] 

－３ 地域貢献等に関する目標  

－(1)地域貢献に関する目標 [7] 

－(2)国際交流等に関する目標 [8] 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 [9] 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 [10] 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 [11] 

Ⅴ その他業務運営に関する目標 [12] 

（２）項目別評価は次の手順で行う。 

  ① 法人による自己点検・評価 

   ○ 法人は、小項目ごとに、業務実績をⅠ～Ⅳの４段階で自己評価し、計画の実施

状況及び判断理由を記述した業務実績報告書を作成する。 

     評価は以下を基準として行う。 

      Ⅳ：年度計画を上回って実施している 

      Ⅲ：年度計画を順調に実施している 

      Ⅱ：年度計画を十分には実施していない 

      Ⅰ：年度計画を大幅に下回っている、又は実施していない 

    評価の際に参考となる資料があれば、必要に応じて添付する。 

   ○ また、業務実績報告書には、大項目ごとに、特記事項として以下の項目を記載

する。 

       ア 法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化などを目指した財政、

組織、人事などの面での特色ある取組 

イ 法人の置かれている状況や条件等を踏まえた、大学運営を円滑に進め

るための様々な工夫 

ウ 自己点検・評価の過程で、中期目標・中期計画を変更する必要がある、

又は変更について検討する必要があると考えられる場合は、その状況 

エ 中期目標の未達成な事項の状況や、達成に向けて支障が生じている（又

は生じるおそれがある）場合は、その状況、理由（外的要因を含む）な

ど 

オ 当該年度以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果な

ど 
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  ② 評価委員会による法人の自己点検・評価の検証・評価 

   評価委員会は、業務実績報告書に基づき、法人からのヒアリング等を通じ、業務の

実績等について調査・分析の上、法人の自己点検・評価を検証し、年度計画の達成状

況について上記の４段階で評価を行う。 

   特に、法人による自己評価と評価委員会による評価が異なる場合は判断理由等を示

す。 

  ③ 評価委員会による大項目の評価 

   業務実績報告書の検証を踏まえ、大項目ごとの達成状況について、以下のとおりＳ

～Ｄの５段階で評価するとともに、その判断理由のほか、特筆すべき点や遅れている

点についての意見を記述する。 

    Ｓ：特筆すべき進行状況にある（評価委員会が特に認める場合） 

    Ａ：計画どおり進んでいる（すべてⅢ～Ⅳ） 

    Ｂ：おおむね計画どおり進んでいる（Ⅲ～Ⅳの割合が９割以上） 

    Ｃ：やや遅れている（Ⅲ～Ⅳの割合が９割未満） 

    Ｄ：重大な改善事項がある（評価委員会が特に認める場合） 

   ※上記の判断基準は、計画の進行状況を判断する際の目安であり、法人を取り巻く

諸事情を勘案して総合的に判断するものとする。 

 

４ 全体評価の具体的方法 

  評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、年度計画及び中期計画の進捗状況につい

て、記述式により総合的に評価を行う。 

  全体評価においては、法人化を契機とした、特色ある大学、地域に魅力ある大学づく

りに向けた積極的な取組や、理事長のリーダーシップによる機動的・戦略的な運営、業

務運営の改善や効率化など、特色ある取組や工夫を積極的に評価する。 

  

５ 年度評価のスケジュール 

基本的に次のスケジュールにより実施する。 

 ６月末まで 法人が業務実績報告書を評価委員会に提出 

 ７月～８月 評価委員会による調査・分析（ヒアリングを含む） 

       評価案の策定 

       評価案に対して法人からの意見申し出の機会の設定 

       評価結果の決定、法人への通知、知事への報告 

 ９月    評価結果の議会への報告、公表 

 

６ その他 

（１）年度評価に係る業務実績報告書及び評価書の様式は、別紙のとおりとする。 

（２）本実施要領を踏まえつつ、具体的な評価方法等については必要に応じ修正を加える

ものとする。 

また、本実施要領については、各年度評価の実施結果等を踏まえ、見直し・改善を

図るものとする。 



（案） 

平成２４年８月  日  

 

 

 

山梨県知事 横 内 正 明 殿 

 

 

 

山梨県公立大学法人評価委員会 

委員長 川 村 恒 明 

 

 

意   見   書 

 

公立大学法人山梨県立大学の平成２３年度財務諸表及び利益処分（案）の承認につ

いて、地方独立行政法人法（平成１５年７月１６日法律第１１８号）第３４条第３項

及び同法第４０条第５項の規定に基づく山梨県公立大学法人評価委員会の意見は、次

のとおりである。 

 

 

 

１ 地方独立行政法人法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認について 

    財務諸表を承認することは適当である。 

 

 

 ２ 地方独立行政法人法第４０条第３項に規定する利益処分（案）の承認について 

    利益処分（案）を承認することは適当である。 

 

 

以上 
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１　現況 大学・大学院学生数内訳
(1) 大学の名称

公立大学法人　山梨県立大学

(2)所在地
飯田キャンパス　甲府市飯田５丁目１１－１
池田キャンパス　甲府市池田１丁目６－１

(3)役員の状況
理事長（学長） 1 名 （兼職）
理事数 6 名 （理事長、副理事長を含む）
監事数 2 名

２　大学の基本的な目標　

(4)学部等の構成
（学部）

国際政策学部、人間福祉学部、看護学部
（研究科）

看護学研究科
（附属施設等）

図書館、地域研究交流センター、キャリアサポートセンター、保健センター、
看護実践開発研究センター

(5)学生数及び教職員数（平成２３年５月１日現在）
　 学生数 名

大学院生数 名
教員数 名
職員数 名

10
5

25

5
5

10
5
5

926

191
376
267

　山梨県立大学は県民の強い期待と支援のもとに成り立つ公立大学として、地域の産業
振興や保健医療を含めた地域福祉、住民の生活・文化の向上など、地域社会の発展に
寄与するという大きな使命を有するとともに、山梨県から日本へ、さらに世界への貢献を
目指していくものである。

（基本的な目標）
１　社会の実践的な担い手や指導的な人材の育成
　更なる教育の質の向上を図り、グローバルな視野で現実をとらえながら、主体的に考え
行動できる、社会の実践的な担い手や指導的な人材を育成し、地域社会に輩出すること
を目指す。
２　地域が抱える諸課題に対応する研究と地域貢献
　全学的な研究水準の向上を図る中で、公立大学としての意義を踏まえた地域の課題
や社会の要請に対応した特色ある研究を推進するとともに、大学の知的資源や研究成
果の社会への還元を積極的に行うことにより地域の発展に貢献することを目指す。
３　自主・自律的な大学運営の推進
　理事長のリーダーシップの下、より効果的・機動的な運営組織の構築や柔軟で弾力的
な人事制度の整備、業務の見直しなどによる経営の効率化に積極的に取り組み、自主・
自律性を確保した健全な大学運営を目指す。

10 6 22 28看護学研究科

243
220
84

304
379

92
359

260 215

92
41

133
47
8

55
27 406

1,141

18593
150

40
40
80
60

100

20
80

男 女 計
現員

学部・大学院 学科・研究科 入学定員
3年次編入
学定員

国際政策学部

人間福祉学部

看護学部

大学院

人間形成学科
小計

福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ学科

看護学科
学部計

総合政策学科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

小計

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日
平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日

任　　　　期役職名

小田切　陽一

理事長（学長）
副理事長
理事

伊藤　洋
鷹野　勝己

1,141

大学大学大学大学のののの概要概要概要概要

氏　名

監事 上野　茂樹 平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日

45

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日
平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日
平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日
平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日

理事
理事
監事

波木井　昇
五味　武彦
河口　洋光

111

理事

内田　清

28
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１ 中期計画の全体的な進捗状況 

山梨県立大学は、国際政策・人間福祉・看護の３学部と看護学研究科から

なる４年制大学として、１７年４月に開学した。 

２２年４月に公立大学法人に移行し、自主・自律性を確保した大学運営の

もと、地域ニーズや時代の変化に柔軟・的確に対応し、将来にわたって県民

の期待に応える個性豊かな魅力ある大学を目指し、教職員一丸となって改革

の推進に取り組んでいる。 

２３年度は、法人化２年目として、初年度の業務実績及びこれに対する山

梨県公立大学法人評価委員会の評価を踏まえ、中期計画に基づいた年度計画

の着実な実施に取り組んだ。 

大学の教育に関する目標については、文部科学省の大学教育推進プログラ

ム（教育ＧＰ）に採択された「課題対応型ＳＬ（サービスラーニング）によ

る公立大学新教育モデル」の実施２年目として、１４の地域における社会活

動を実践的学修プログラムとして実施し、またポストＧＰプログラムとして、

看護学部、人間福祉学部でも専門職連携演習を実施し、本学の特徴ある教育

システムとして地域の創造的な人材育成に取り組んだ。 

教育の実施状況に関しては、別途大学機関別認証評価を受審し、教育内容

および方法、教育の成果、学生支援、施設設備等の項目を含め、大学評価基

準を満たしているとして認証を受けた。 

大学の研究に関する目標については、引続き地域課題や政策課題等の社会

の要請に対応した研究に対し、本学の学部構成の特色が出るよう学部横断的

に、また、学外の研究機関、団体、行政等と連携して取り組み、その研究成

果を関係者や一般県民に還元した。 

大学の地域貢献等に関する目標については、公立大学としての意義を踏ま

え、社会人教育、地域との連携、産学官民連携、他教育機関との連携、地域

への人材供給、海外大学との交流、地域における国際交流に積極的に取り組

んだ。 

業務運営の改善及び効率化に関する目標については、理事長のリーダーシ

ップのもと、多様な雇用形態を活用した人員配置、委託契約の見直しによる

経費節減等、戦略的・弾力的な大学運営に取り組んだ。 

財務内容の改善に関する目標については、外部資金獲得に応じて教員研究

費を上乗せ配分する応募奨励制度の創設や外部資金獲得に向けての外部講師

による研修会の実施などに取り組んだ。 

その他の業務運営に関する目標としては、甲府市との災害時支援協定の締

結や、地域住民に向けた地域防災講演会を開催し、災害時における地域の防

災拠点としての役割を担うこととした。 

以上のように、全体としては、中期計画を順調に実施していると考えてい

る。 

 

２ 項目別の進捗状況のポイント 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育の成果に関する目標 

（学士課程） 

国際政策学部では、文部科学省の２２～２３年度大学教育推進プ

ログラム（教育ＧＰ）である「課題対応型ＳＬ（サービスラーニン

グ）による公立大学新教育モデル」の２年目として、日本語・日本

文化講座の開催、観光による地域振興に関する支援プロジェクトな

ど計１４件のＳＬ教育プログラムを実施した。 

看護学部・人間福祉学部では、実践現場との連携を強化し、現場

の課題を教育に反映させるため、現職者を非常勤講師やゲスト講師

として招聘して講義を展開、また教職員とのワークショップを開催

した。両学部のＧＰとして昨年度まで実施された教育プログラムは

専門職連携演習として教育課程に位置づけ、道志村をフィールドと

して実施した。 

専門職に関わる資格取得の目標については、合格率が社会福祉士

58.7%、精神保健福祉士 100%、看護師 100%、保健師 93.9%、助産師

100%と目標を達成した。 

（大学院課程） 

看護学研究科では、専門看護師養成の新領域（がん看護学、在宅

看護学）を開設し、また精神看護学の開設準備を行った。 

 

 

中期計画中期計画中期計画中期計画のののの進捗進捗進捗進捗にににに係係係係るるるる当該年度当該年度当該年度当該年度のののの全体的全体的全体的全体的なななな状況状況状況状況    
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   （２）教育内容等に関する目標 

入学志願者を確保するために、入試広報体制の強化の一環として、

オープンキャンパスや出前講座、県内高等学校への学部教員による

訪問説明、１日大学体験を実施したほか、本年度は近県（静岡県、

長野県）の高校訪問にも注力した。 

また、２６年度の全学的なカリキュラム改正を視野に入れて、現

行の教養教育、専門教育のカリキュラムの全科目について、学士課

程の到達目標との関連において学生が修得すべき行動目標として明

確にした。各学部、資格取得別のキャリア形成の体系を整理する中

で、キャリア教育の在り方について教育本部で議論し、２４年度の

検討に繋げた。 

成績評価については、成績確認・異議申し立て制度を運用開始し

たほか、ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）制度導入の検

討にあたり、成績評価基準の変更（Ｓスコア、履修取り消し制度の

導入）を決定し、また、２４年度からの全学共通科目と看護学部に

おいてＧＰＡの試行的導入を決定した。 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標 

教育の質を向上させるため、キャリアサポートセンターや教職課

程での特任教員の採用、臨床講師の発令を行い指導体制の充実をは

かった。また、英語ネイティブ教員の採用について決定した。教育

環境面では、飯田、池田両キャンパスの情報教室等ＰＣ１５３台の

更新を行い設備の充実を図った。  

図書館では、学内の学術情報の一元管理を目的として、紀要の電

子化を進めるなど学術機関リポジトリの充実を図った。 

ＦＤ活動を通じた教育の質の改善においては、継続して全教員の

授業公開・参観の取り組みを継続し、ＦＤ研修会「テーマ：相互授

業参観を考える」（平成２４年２月１６日、８２名参加）を行った。 

 

（４）学生への支援に関する目標 

学生支援体制の強化のため、教育本部でオリエンテーション企画

基準を見直し、両キャンパスの新入生への各種情報の提供を充実し

た。学習・生活面の支援は、クラス担任、チューターによる指導、

教員のオフィスアワーを活用した。また、保健センターに臨床心理

士を常勤配置し、学生のメンタルヘルス支援体制を強化した。 

学生の就職支援は、キャリアサポートセンターを中心に、学部と

連携する中、正課内外での取り組みを通じてキャリア形成支援、就

職支援を充実させた。年度末時点の就職内定状況は、国際政策学部

97.1％、人間福祉学部 97.4％、看護学部 100％、全学平均 98.4％と

高い水準を達成した。 

   東日本大震災により被災した学生を支援するため、学部長等によ

る面談を実施したほか、経済的被害を受けた学生を対象に授業料減

免特別措置を実施した。また大学として同窓会や後援会からの支援

金の分配、被災地の学生ボランティア活動の支援などを行った。 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

地域課題や政策課題等の社会の要請に対応した研究として、学長

プロジェクト研究２件（１．山梨の長期成長戦略 ２０３０年の将

来像と課題・対策、２．県内に在住する外国人児童の日本語学習を

遠隔から支援するシステムの研究開発）、及び地域研究交流センター

の研究事業として１０件（１．地域資源を活かしたビジネス展開の

可能性について－甲斐絹の伝承と発信のためのプログラム開発、２．

森を活かした女性の健康プロモーション研究、３．在宅ケアにおけ

る専門職連携実践（ＩＰＷ）推進に必要な実践能力に関する研究－

訪問看護師と介護支援専門員の連携の実態に焦点をあてて－、４．

「支援の必要な子どもと家族」のニーズと地域支援ネットワークに

関する研究、他６件）を実施した。 

      研究成果は研究報告会の開催や報告書配布等を通じ、関係者や一

般県民に還元した。 
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また、看護実践開発研究センターにおいて、山梨県看護協会と連

携し、県内病院の看護実践者の個別的な研究指導を行い（５件。業

務の効率化を目指した透析患者教育用チェックシートの効果、他４

件）、また、国立甲府病院等県内４つの医療機関に対し、施設単位の

研究支援を実施した。 

さらに、受託研究の準備として、道志村と連携し、ＩＴ技術を活

用した地域文化遺産の記録・保存・発信による地域活性化につい

て企画し、これをもとに文化庁の文化遺産活用地域活性化事業に補

助金申請し採択された。これにより、２４年度に県立大学として、

道志村文化遺産活用地域活性化推進協議会から、受託研究を受け

ることになった。 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

地域の実情に即した研究の実施、及び地域人材の育成サポートの

ため、学長プロジェクト研究や地域研究交流センター等の研究事業

の実施に当たっては、県内や在京のシンクタンク、絹織物・和紙等

の地場企業、自治体、団体、ＮＰＯ、看護職、介護職等と積極的に

連携した。 

      また、科学研究費の採択者に対し、事務局より個別に、研究費の

適正使用について説明を実施し、不正行為が生まれないよう環境づ

くりを行った。 

さらに、学術交流会や地域研究交流センター研究報告会の開催に

より、学内や学外の研究者間の交流を推進した。 

 

３ 地域貢献等に関する目標 

（１）地域貢献に関する目標 

社会人向けの「授業開放講座」制度を創設し、既存の授業科目で

社会人を受け入れた。これにより、授業の活性化に繋がった。 

      山梨県と連携し、「新しい公共」に基づいた人材育成のための地域

再生ファシリテーター養成講座を実施し、県内各地から４０名強が

半年間６回の講座に参加した。講座のフィールドワークの現場とな

った富士川町平林地区に対し、今後の地域活性化策について具体的

な提案を行った。 

      地域研究交流センターの甲斐絹プロジェクトにおいて、産官学民

の連携により甲斐絹名刺入れを開発し、一般向け商品販売の目途を

つけた。 

      看護実践開発研究センターにおいて、緩和ケア認定看護師教育課

程を開設し、２８名が課程を修了した。県内からの参加は２０名に

上り、今後の県内看護の質向上に繋がると考えられる。 

 

（２）国際交流等に関する目標 

２３年３月に協定を締結したタイのナコンラチャシーマー・ラチ

ャパット大学から初めて２名の留学生を受け入れた。 

      米国の協定締結候補先であるモントレー国際大学との間で、先方

教員による本学での記念講演や本学学生の先方大学の語学プログラ

ムへの留学など、交流が進んだ。今後、先方大学からの留学生受け

入れへと発展させたい。 

      従来から在住外国人向けの日本語教育講座を実施してきており、

本学の日本語講座を履修した外国人の間で、より高いレベルの日本

語や日本文化を学びたいとのニーズがあることから、文化庁よりの

委託事業として、在住外国人向けに日本語指導者養成講座（基礎編）

を実施した。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

  理事長のリーダーシップのもと、役員会、教育研究審議会、経営審議会

等の意見を聞きつつ戦略的・弾力的な大学運営を推進した。 

  また、キャリアサポートセンターに２名の特任教員、看護実践開発研究

センターに２名の任期付き教員を採用するなど多様な雇用形態を活用して

業務の遂行に取り組んだ。 

さらに、業務分掌の見直しを行い、二つのキャンパスで個々に締結して

いた委託契約を集約して事務処理の効率化と経費節減を図った。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

情報機器リース契約の集約化などの見直しを行い、経費節減に取り組ん

だ。 

また、科学研究費補助金の交付決定総額の６％に相当する額を教員研究

費に上乗せ配分する仕組みを新たに設け、外部研究資金獲得に向けた応募

奨励制度を構築した。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に関する情報の提供に関する目標 

  大学評価・学位授与機構による認証評価を受審し、大学評価基準を満た

しているとして認証を受け、その結果を大学ホームページで公表した。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する目標 

大学ホームページをリニューアルし、より見やすく、より情報量の多い

ものに改善するとともに、各学部、センター等に関する積極的な情報提供

に取り組んだ。 

また、看護図書館の平日の開館時間を延長するなど、地域社会への大学

施設の積極的な活用を図った。 

さらに、甲府市と「災害時における支援に関する協定」を締結したほか、

同市の防災担当者を講師に招き、地域住民に向けた地域防災講演会を開催

した。 
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中
期
目
標

1

2

項目別項目別項目別項目別のののの状況状況状況状況

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　１　教育に関する目標
　（１）　教育の成果に関する目標

ア　学士課程
　自主的、総合的に考え判断する能力、豊かな人間性と広い視野、様々な知識を現代社会と関連づけて生きる力を培う教養教育と、各学部が行う専門的知識と技術を培
う専門教育により、地域の創造的な発展を担う人材を育成する。
その一環として、学部ごと必要な到達目標を定め、教育成果の向上を図る。
(ア) 国際政策学部
　国際政策学部では、グローバルな視点に立って地域社会の問題を考え、地域の自然、文化、産業を豊かにして地域の活力をつくる人材、アジアをはじめとする世界各
国と地域社会をつなぎ、平和で豊かな国際社会の形成に貢献できる人材を育成する。
(イ) 人間福祉学部
　人間福祉学部では、深い共感的理解、問題解決への知的探究心、協働できる力を持ち、乳幼児から高齢者まで誰もが人間らしく、その人らしさを発揮して生き生きと生
活できる地域社会、即ち「福祉コミュニティ 」づくりに主体的かつ実践的に貢献できる人材を育成する。
(ウ) 看護学部
　看護学部では、人間や社会を看護学的に探究する能力、倫理的な判断力と科学的な思考力、専門的職業人としての豊かな人間性を兼ね備え、優れた看護実践により
地域に貢献できる人材を育成する。
イ　大学院課程
　看護学研究科では、看護学の理論及び応用を教授研究し、健康と福祉の向上に寄与する高度専門職業人、看護学教育者、看護学研究者を育成する。

Ⅲ

・学士力を構成する教育的要素を「知識・理解」、「思考・技能・実践、または思考・判
断・表現」、「態度・志向性」の領域に分けて到達目標として設定した（№2～3参照）。

　ア　学士課程

№

建学の理念と教育の目標に沿った人材育成を実現
するため、教養教育と学部専門教育を通して、卒業
時に修得すべき知識、技能、態度、創造的思考力を
備えた学士力を養成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等
自己
評価

Ⅲ

教養教育は、課題発見・探究力、豊かな人間性と広
い視野を持ち、様々な知識を現代的課題と関連づけ
て、主体的に生きる力を培うために、「全学共通科
目」と「学部教養科目」によって構成し、全学協力体
制のもとで実施する。

・教育課程の体系との関連において教養教育の到達目標を「知識・理解」、「思考・技
能・実践」、「態度・志向性」の領域別の行動目標として科目別に平成24年度シラバ
スに記載した。

・教育課程の体系との関連において教養教育の諸科目の到
達目標をシラバス(平成２４年度版)に示す。

・「教育情報の公表」に関する法令を踏まえ、教育課程の体
系との関連において教育の到達目標を科目レベルで示す。
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4

5

6

7

8

Ⅲ

Ⅲ

　　（イ）人間福祉学部

・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以
下の点を重視して取り組む。
①学生のキャリア形成と自主的学習を支援する。
②ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰを推進する。
③学生の海外留学や海外研修等を促進する。

・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以
下の点を重視して取り組む。
①実践現場との連携を進めながら、教育内容に社会の動向
や実践現場の課題を反映させる。
②学生の自己学習力や協働する力を高めるために、授業の
中に、調査研究・グループワーク・ディスカッション等を積極
的に取り入れる。
③実習体制を強化し、現場実習の質の向上をはかる。
④オリエンテーションやクラス担任制を活用し、計画的な履
修指導を行う。

新卒者について、社会福祉士、精神保健福祉士、介
護福祉士の国家試験合格率向上を目指して必要な
支援を行う。

・新卒者について、社会福祉士、精神保健福祉士の国家試
験合格率向上を目指し、学部として支援の取り組み（学内模
擬試験・過去問題のメール配信・対策講座）を行う。

・人間福祉学部では、
①多数の実践現場の方々を非常勤講師やゲスト講師として招き、教育内容に社会
の動向や実践現場の課題を反映させた。
②学生の自己学習力や協働する力を高めるために、授業の中に、調査研究・グルー
プワーク・ディスカッション等を積極的に取り入れた。
③SW実習について、昨年度実習指導資格を取得した教員、および今年度採用した
助教が実習指導にあたった。
④新年度オリエンテーションにおいて、クラス担任や各資格免許課程の教員が、履
修指導を行った。

乳幼児から高齢者まで誰もが人間らしく、その人らし
さを発揮し、生き生きと生活できる「福祉コミュニティ」
づくりに主体的実践的に貢献できる人材を育成す
る。

・国際政策学部では、
①新たなキャリア形成科目（国際政策キャリア形成）の開講、英語検定試験（TOEIC）
成績による単位認定などを開始した。
②ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰの2年目として、14件のＳＬ活動を実施した。
③学生の海外留学は提携校へ4名、その他4名があった。海外研修授業は4コースで
実施した。

Ⅲ

Ⅲ

自国及び諸外国の社会・文化について理解を深め
るとともに、語学・情報の運用をはじめ国内外での活
動に必要な基礎的能力、コミュニケーション能力等を
高めることにより、アジアをはじめとする世界各国と地
域社会をつなぎ、平和で豊かな国際社会の形成に
貢献できる人材を育成する。

・ディプロマポリシー及び教育の到達目標を、ホームページ
や「大学案内」に掲載するとともに、オリエンテーションや「学
生便覧」を通して学生への周知をはかる。

高度な専門知識と技術、深い共感的理解と問題解
決への知的探究心、協働できる力を持つ人材を育成
する。

国際的な視野で現代的課題をとらえる洞察力、地域
社会の諸課題を分析して解決を目指す実践力を養う
とともに、法務・経営・会計等の基礎的実務能力を培
うことにより、グローバルな視点に立って地域社会の
問題を考え、地域の自然、文化、産業を豊かにして
地域の活力をつくる人材を育成する。

　　（ア）国際政策学部

・ディプロマポリシーおよび教育の到達目標を学生便覧とホームページに掲載した。
新入学生には、全学部のオリエンテーションやフレッシュマンセミナーを通じて周知を
図った。2～4年次生には、各学部・学科毎に教務委員による教育課程のオリエン
テーション等で周知を図った。

Ⅲ

・新卒者について、社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格率向上を目指し、
学部として支援の取り組み（学内模擬試験・過去問題のメール配信・対策講座）を
行った。

3

専門教育は、各学部の教育目標に沿って個性豊か
な地域文化の進展に資する専門的知識と技術を培
う。

Ⅲ

・教育課程の体系との関連において専門教育の諸科目の到
達目標をシラバス(平成２４年度版）に示す。

・教育課程の体系との関連において専門教育の到達目標を「知識・理解」、「思考・技
能・実践」、「態度・志向性」の領域別の行動目標として科目別に平成24年度シラバ
スに記載した。

・教職課程や資格取得に関わる教育課程の到達目標を明
確にし、諸科目の到達目標をシラバス(平成２４年度版）に示
す。

・教職課程の到達目標を定め、教育課程の体系との関連において到達目標を「知
識・理解」、「思考・技能・実践」、「態度・志向性」の領域別の行動目標として科目別
に平成24年度シラバスに記載した。
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9

11

12

Ⅲ

人間や社会を看護学的に探究する能力、チームの
一員として協働できる能力、看護の対象へ科学的、
哲学・倫理的な視点をもって看護実践できる能力を
持ち、豊かな人間性を兼ね備えた看護実践者を育
成する。

　　（ウ）看護学部
・看護学部では
①新カリキュラム推進プロジェクトにおいて、新カリキュラムが看護実践能力の育成
のための組み立てになっているか計8回の検討会を行ない、第13回教授会に結果及
び課題・解決方法の提案を行った。
②看護学実習ワークショップでは、「臨地実習において学生が受けるハラスメント」を
テーマに臨地指導者と教員で学習会を行ない、指導方法に関する検討を行った（9月
2日、81名参加）。また、県立中央病院と連絡会を持ち、実習等に関する情報交換・
意見交換を行い、連携を図った（5月25日、10月26日、2月29日）。

看護サービスの質向上に寄与するための教育的能
力と研究の基礎的能力を備えた人材を育成する。

Ⅲ

・教育課程の体系との関連において教育の到達目標を「知識・理解」、「思考・技能・
実践」、「態度・志向性」の領域別の行動目標として平成24年度シラバスに記載した。
①在宅看護・がん看護の認定申請を行い、認定を受けた。精神看護の認定準備を
行った。
②看護学研究科教員が山梨県看護協会の「認定看護管理者養成課程運営委員」
「認定看護管理者養成課程の講師」を担っており、活動を通して周知に努めた。結果
として研究科看護管理学専門分野への受験者が増加し、2名の院生を確保できた。

看護の特定領域における卓越した看護実践能力と、
保健医療福祉チームの連携・協働を促進するための
総合的な調整能力を備えた人材を育成する。

看護師国家試験の合格率は１００％を目指す。保健師・助産
師国家試験合格率は全国平均を上回る。

Ⅲ

学生の国家試験対策委員が主体的に補講対策ができるよう
なサポートを行う。

・学生厚生委員会は国家試験対策委員と連携を図り、国家試験への取り組みについ
て相談助言を行った。また教員による国家試験対策補講が実施された。

進路ガイダンスに国家試験合格のための学習の意識化を組
み込む。

・進路ガイダンスにおいて国家試験への取り組みについて卒業生を招いて体験を述
べてもらう場面を意図的に作るなど、学生の意識化を図った。

教員間の組織的連携を図り、模試の成績不振者の個別支
援を行う。

・教授会において国家試験への取り組みに関する学生厚生委員会及びチューター教
員の役割確認を行い組織としての個別支援体制を確認し、学生への支援を行った。

国家試験模擬試験の受験と結果の検討について学生の主
体的な取組みへの支援体制を強化する。

・国家試験模擬試験実施後、教員による振り返り講義や成績不振者に対してチュー
ターによる面接を実施し、学習支援を行った。

・看護師国家試験・助産師国家試験合格率100%、保健師国家試験合格率は93.9%
（全国平均89.7%）　で目標を達成した。

・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以
下の点を重視して取り組む。
①看護実践能力やチームの一員として協働できる能力の効
果的な育成が図れているか検討を行う。
②「看護学実習ワークショップ」等で実習施設との連携をは
かり、看護学実習の具体的課題を共有し解決に向けて検討
を行う。

　イ　大学院課程
　　（ア）看護学研究科

・修士課程で学生が修得すべき知識と技術の到達目標を明
確にし、教育課程の体系との関連で諸科目の到達目標をシ
ラバス(平成２４年度版)に示す。
・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以
下の点を重視して取り組む。
①専門看護師養成を推進するために、在宅看護・がん看護
の認定申請を行うと共に、精神看護学の認定申請の準備を
進める。
②認定看護管理者の役割と大学院において教育する意味・
意義について周知を図る。

Ⅲ

10

新卒者の国家試験の合格率向上を目指し、看護師
国家試験の合格率百パーセント（合格者数／受験者
数）を目指す。
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『Ⅰ－１－（１）　教育の成果に関する目標』における特記事項

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　看護師の合格率については、９８．９％と全国平均の９８．３％を上回っているもの
の、年度計画では目標を１００％としているところであり、引き続き全員合格を目指して
取り組んでいただきたい。
（対応結果）
　①学生の国家試験対策委員を支援し、年間１３回の模擬試験を計画・実施
　②１回ごとの模擬試験受験後、問題解説を実施
　③模擬試験の成績不振者には、チューター教員が個別面接・指導を実施
　④各チューターが国家試験対策に関する情報交換をグループで実施
　⑤学生の希望により、国家試験対策としての補講を実施（１２月～１月）
　これらの対応により、平成２３年度の看護師国家試験の合格率は１００％を達成し
た。

１　特色ある取組事項等
・「国際政策キャリア形成」は２００９年度カリキュラムに採用予定であったが、実際
に導入されたのは２０１１年度カリキュラムからであった。国際政策学部は目的学部
とは異なり、学際的な教養系の学部であるので、学生の進路選択は多種多様であ
り、特に初年次からの基礎的なキャリア教育は欠かせないと判断し、学部教養科目
としていち早く開講し、国際政策学部に見合ったキャリア教育の最も根幹をなす科
目となっている。今年度で実施２年目になる。
・ＳＬ（サービスラーニング）は今年度１４種のプロジェクトが実施された。これは、教
室での勉学と社会・現場での活動との連携を意図し、社会や現場に出向いての実
践を通して、大学での勉学への新たな動機付けを呼び起こし、教室での勉学に意
味を見い出すという、循環型勉学を目指す企画で、教育GPに採用されて今年度で
２年目になる。
・看護学部、人間福祉学部における国家資格等の合格率が高い水準で維持され
た。
　
２　未達成事項等
なし
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中
期
目
標

・平成23年度入学者を対象として入学動機を含め入試に関するアンケート調査を実
施し分析した。

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　１　教育に関する目標
　（２）　教育内容等に関する目標

ア　学士課程
(ア) 入学者の受け入れ
　建学の理念や学部ごとの教育目標を達成するにふさわしい資質を持った学生を受け入れることを基本とし、学部の特性を踏まえた入学者選抜を実施する。
(イ) 教育課程及び教育内容の充実
　教育の成果に関する目標を効果的に達成するため、総合的かつ体系的な教育課程を編成し、教育内容の充実を図る。
　教養教育については、豊かな人間性等を形成するための教育を推進するとともに、コミュニケーション能力や情報活用能力を重視した基礎教育の充実を図る。
　専門教育については、各学部の教育目標や特色を生かした教育を推進する。
地域に貢献し得る問題解決能力を身につけるため、山梨県全体をキャンパスに、地域に根ざした実学・実践重視の教育を行い、世界をフィールドに活躍できる人材育成
を目指す。
　３学部の連携により学際的な領域の教育に取り組むとともに、他大学との連携により学生の多様な教育機会の確保を図る。
(ウ) 成績評価等
　授業の到達目標を明示し、客観的で明確な基準による厳正な成績評価を行い、学生の単位認定、進級・卒業時の質の保証を確保する。
イ　大学院課程
(ア) 入学者の受け入れ
　建学の理念や大学院課程の目標を達成するにふさわしい資質を持った学生を受け入れることを基本とし、社会人学生の受け入れについても積極的に対応する入学者
選抜を実施する。
(イ) 教育課程及び教育内容の充実
　専門領域のスペシャリストの育成と教育研究者の育成の観点から、教育課程の充実改善を図る。
(ウ) 成績評価等
　授業の到達目標を明示し、厳正かつ公正な成績評価と学位論文審査を実施し、修了時の質の保証を確保する。

・入試に関わる情報の収集・分析を入試本部で行い、広報
委員会と連携して、入試広報活動に反映させる。

自己
評価

・入試選抜方式別の入学後の成績等を追跡調査し、今後の
入試方法の改善に役立てる。

・出前授業、１日大学体験、高校訪問ＰＲ活動、オープン
キャンパスを実施する。

・入試本部において、平成23年度入試の出願状況・合格状況からみた県内高校の出
願特徴について分析（類型化）し、入試広報活動に活用することとした。昨年度の分
析結果をもとに県内の高校訪問の充実、県外（長野・静岡11校）への訪問説明の実
施、オープンキャンパスの車内広告掲示（電車）等を実施した。

・入試本部で平成21年度入学者の選抜方式別の入学後の成績について追跡調査を
行い、前年データと合わせて分析した(2月入試本部会議）。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

　ア　学士課程
　　（ア）入学者の受入れ

№

・入学者を対象とした入試に関するアンケートを行い、入学
動機等を分析する。

・出前授業（城西高校）、1日大学体験（白根高校、篠ノ井高校他3校）、高校訪問ＰＲ
活動（県内全高校および県外11校）、オープンキャンパス(7月23日、24日、参加者計
1,297名)を実施した。

13 Ⅲ

入試本部を設置し、時代の変化や社会のニーズに
合わせて構築した入学者受け入れの方針に基づき、
入試方法の工夫・改善に取り組むとともに、入試広報
体制の強化と拡充を図る。
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授業評価等のデータ活用をはかり、教育改善に結びつけ
る。

・学生授業評価結果の分析検討と教育の質改善を図るための学部FD活動への取り
組み(国際政策学部)、高評価科目の授業内容・方法を自己学習力を高めるための
授業展開として共有化(人間福祉学部)、授業評価データに基づく学生参加型授業の
基本的考え方と方法についての分析(看護学部)等に取り組んだ。「学生授業評価に
基づく授業改善取り組み事例集　第2号」を刊行し、専任教員・非常勤教員に配付を
行った。

各学部等のＦＤ研修会や実習施設との意見交換会・巡回指
導等の機会に学外関係者の意見聴取を実施する。

・導入的初年次教育科目、キャリア教育科目、外国語科目、
情報科目、外国人対象「日本語」科目、「山梨学」を重点科
目として位置づけ、導入的初年次教育科目、キャリア教育科
目、外国語科目について担当者会議を実施する。

・№9参照（看護学部）。ソーシャルワーカー（SW）・精神保健福祉士（PSW）・ケース
ワーカー（CW）・幼稚園・保育所・施設各実習での巡回指導の際、主に実習教育のあ
り方について実習先から意見を聴取した。また、各課程の実習報告会に学外の実習
指導者を招き、本学部・学科の教育について意見をもらった。

・平成24年度シラバス作成要領を検討し、「到達目標」の項目を追加し、「教育方法」
も具体的に記載するように改善した。あわせて、Ｗｅｂシラバスのシステム変更につ
いて検討し、改善した。

・平成23年度第6回教育研究審議会の承認を得て、カリキュラム改正の申請を文部
科学省に提出し、認可を得た。

・全学共通科目、学部教養科目、学部開放科目の履修状
況・単位取得状況等の分析を行ない、改善点を検討する。

・「教育情報の公表」に合わせたＷｅｂシラバスの記載内容・
入力様式の検討を行う。

　　（イ）教育課程及び教育内容の充実
・平成26年度のカリキュラム改正に向けて、キャリア形成科目については教育本部
で、総合英語（全学共通科目）については全学教育委員会で検討を進めた。学部の
カリキュラム検討の実施状況については、№16参照。

Ⅲ

・教育本部で全学的なキャリア形成の体系について調査し、その結果から、全学の
共通要素を抽出する作業を実施した。フレッシュマンを対象としたニーズ把握のため
のグループワークも企画した。これらの結果を総合して平成26年度の全学共通科目
の改正に反映させることとし、全学教育委員会で具体的な枠組みを検討することを、
平成24年度年度計画に位置づけた。

・1月25日に教養教育FD研修会を実施した。

14

時代の変化や社会のニーズに合わせた教育課程編
成・実施の方針に基づき、それに応じた体系的な教
育課程を編成する。

・平成２３年度保健師助産師看護師学校養成所指定規則の
一部改正に伴うカリキュラム改正案を検討し、文科省に申請
する。

単位取得状況等について基礎データを全学的に蓄積す
る。

・平成22年度の成績評価の分布状況を整理、分析し、7月に各学部の教授会に報告
した。

15

・履修状況および単位取得状況などについてデータの収集を行い、分析を行った。

・導入的初年次教育科目、外国語科目のうち総合英語については、担当者会議を
行った。また、総合英語については、専任教員による会議を開催し、TOEIC、TOEIC-
bの認定基準を見直した。なおキャリア教育科目については、教育本部で検討を行っ
た。

・教育本部で調整をはかりながら、学部・学科ごとのキャリア形成・支援の実態につ
いて調査した。学部等の人材養成の特徴と資格取得別のキャリア形成の体系につ
いて整理し、キャリア形成・支援の基本的な考え方について確認した。 Ⅲ

・平成２６年度のカリキュラム改正にむけてキャリア教育科目
の必修化を含め、その充実について検討する。

・教養教育担当専任教員を対象としたＦＤプログラムを実施
する。

教養教育は、全学共通科目及び学部教養科目に
よって重層的な展開を図る。

・平成２６年度のカリキュラム改正に向けた検討を行う。

・キャリアサポートセンター・学部が連携し、学部・学科、資格
課程別にキャリア形成の体系化を図る。
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18
社会活動等に関する学生の自主的学習の成果を単
位として認定する仕組みを充実する。

・専門科目の履修状況について分析し、教育課程の体系に
おける諸科目の配置について点検・整備する。

研究機関・企業等との連携のもとに、学生が地域に
出向き、地域に根ざした実学・実践重視の教育を受
けることができるよう体制づくりを進める。

・精神保健福祉士養成課程・介護福祉士養成課程の指定規則の変更および小学校
教諭一種免許課程の開設も踏まえ、教授会や学科会議を中心に、学部のカリキュラ
ムと科目配置全体について点検し、2012年度カリキュラムを策定した。

17

・英語検定試験の成績により単位認定する仕組みを充実す
る。

・TOEIC等の英語検定試験の成績により単位認定する仕組みを、国際政策学部の専
門科目でも開始した。

・専門職連携演習では、フィールドとなった道志村で学生による訪問調査および結果
報告会を実施し、学生が直接、住民や村長・行政職員・診療所医師らから意見を聞
き学ぶことができた（1月21日、22日）。

Ⅲ

Ⅲ

・各課程(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・幼稚
園教諭・保育士)の現場実習の体制を強化し、実習教育の
点検評価と改善に努める。

・専門職連携教育ＧＰで学生が提案した取組みを実践し、
地域と大学とが協働しながら実学教育を拡充する。

・今年度、主に実習関係の業務を行う助教を採用するとともに、社会福祉士実習に
ついて、新たに5名の専任教員を実習指導教員として配置し、体制の強化を図った。
各課程の実習に関する諸課題を調整するために、実習連絡会議を開催した。また、
各課程ごとに実習の振り返りを行うとともに、学生の実習報告会に実習指導者を招
いて意見をもらった。

・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰの2年目として、教員による14のＳＬ活動を実
施した。

・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰの２年度目の事業を
推進する。

・専門教育課程の体系における諸科目の配置を点検・整備し、各学部が以下のよう
に取り組んだ。

・4月に国際政策学部のカリキュラムを一部改正し、新たなキャリア形成科目「国際政
策キャリア形成」を開講するとともに、自主的学習を支援するため英語検定試験成績
による単位認定などを開始した。

・看護学部では、新カリキュラム推進プロジェクトにおいて、
現行カリキュラムが看護実践能力の効果的な育成を図る教
育内容になっているか分析し、課題を明確にし、具体的な
改善案につなげる。

Ⅲ

・教育ボランティア活動を教職実践演習の教育内容に位置づけ単位化した。平成23
年度後期は試行として、教職課程を履修する2年次すべての学生が、甲斐市の放課
後学生チューターとして参加し、総合演習・教職実践演習において、教育委員会担当
者等を招き振り返りを行った。

・「学生アシスタント・ティーチャ―（ＳＡＴ)」プログラムの単位
化に向け検討を行う。

・学生が主体的に学修に取り組むための指針として、学部・
学科の専門性を踏まえた科目履修モデルを示し、履修指導
を行う。

・教職課程を志願する学生に対するキャリア支援等を充実
する。

・現行カリキュラム1～3年次科目の教育内容が「20のコアとなる看護実践能力」の期
待される学習成果202項目と照合した結果、すべて網羅されていることが確認でき
た。新カリキュラムの課題及び解決方法の提案を第13回教授会に報告した。

・オリエンテーションやフレッシュマンセミナーにおいて、各資格免許課程に即した履
修モデルを提示して履修指導を行なった。フレッシュマンセミナーの中で、「カリキュラ
ムガイダンス」の時間割を設け、学部のカリキュラムの特徴、履修方法、履修計画の
立て方を履修モデルを提示して説明した。時間割の見方や履修登録方法の説明時
には、チューター2年次生にも参加を依頼し直接サポートが得られるようにした。ま
た、希望者には教務委員が個別指導を行った。

・教員採用試験対策講座（学内向けには「教員・公務員（保育士）採用試験対策講
座」を企画し実施した（4～6月講座の実施、講師への対応、校内模試の実施）。総合
演習・教職実践演習（1年次から4年次までの教職課程履修者全員対象）の一環とし
て外部講師を招き「教育実践の最前線について」特別講義を行った。

・人間福祉学部では、学部将来構想委員会を中心に、学部
のカリキュラムと科目配置全体について点検を進めながら、
教授会や学科会議での検討を促進する。

・国際政策学部のカリキュラムを改正し、学生のキャリア形成
と自主的学習を支援する。

16

教育目標を達成するために、現行の教育課程の評
価と改善に努める。
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20

21

24

25

19

ＧＰＡ制度導入に関する以下の検討を行う。
①成績評価方法の現状分析と評価区分の見直し等
②履修取り消し（確定）システム
③ＧＰＡ制度の試行的導入 Ⅲ

・ＧＰＡ制度の導入に関して以下の取り組みを実施した。
①成績評価の分布について資料作成し、「Ｓ」スコアを含む新評価区分について検討
し、平成24年度導入を決定した。
②履修取り消しシステムの平成24年度導入を決定した。
③全学共通科目及び看護学部において平成24年度からのＧＰＡスコアの試行につい
て決定した。

Ⅲ

・専門看護師教育課程共通科目である「コンサルテーション」を未開講のままであっ
たが、専任教員が得られたため次年度から開講することにして、専門看護師教育課
程審査機関への認定申請を行い認定を受けた。

Ⅲ

　　（ウ）成績評価等
教育評価方法についてＧＰＡ制度の導入等により適
正化を図る。

大学コンソーシアムやまなしの単位互換事業等を積
極的に活用する。

・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰを実施する。

・平成23年度は、専門職連携演習（1単位30時間）を看護学部・人間福祉学部で実施
した（フィールド演習日1月21、22日　学生115名　教員13名）。

・№17参照。

大学コンソーシアム単位互換科目の利用に関する本学学生
の意向調査を実施し、分析する。

Ⅲ

Ⅲ

・大学コンソーシアムやまなしの事務局が実施する意向調査が終了しておらず、本学
としての対応を検討するために調査結果を待っている。本学学生の活用を促進する
ためオリエンテーションでの周知や平成24年度計画に調査を位置づけた。

・専門職連携教育ＧＰの成果をもとに、学部間連携教育を進
める。

学部間の連携のもとに、専門分野を横断するような
学際的、総合的な教育を推進する。

・科目ごとの到達目標のシラバスへの記載方法について検
討する。

・「シラバス作成要領」「シラバス記載例」を定例所掌事項検討ワーキングおよび全学
教育委員会で検討し、科目毎の到達目標の記載方法を学部・学科に提示した。

22

全科目の到達目標・成績評価基準をシラバスで公表
する。

時代の変化や社会のニーズに合わせた教育課程編
成・実施の方針に基づき、それに応じた体系的な教
育課程を編成する。

社会人の受け入れを積極的に行う。

学生の履修状況の把握や意見聴取を通して教育課程やそ
のための条件整備について検討する。

　　（イ）教育課程及び教育内容の充実

　イ　大学院課程
　　（ア）入学者の受け入れ

・成績評価基準を明確にシラバスに記載する。 ・「平成24年度シラバス作成要領」（専任教員用・非常勤教員用）および「シラバス記
載例」を提示し、成績評価基準を記載した。

Ⅲ

23

入試本部を設置し、時代の変化や社会のニーズに
合わせて構築した入学者受け入れの方針に基づき、
入試方法の工夫・改善に取り組むとともに、入試広報
体制の強化と拡充を図る。

ホームページの充実を図る。

・長期履修制度は、在学生の57.9％が登録しているが、まだ3年目に至っていないた
め実質的な評価はできない。科目等履修制度は、平成22年度は9名（30科目）が履
修、平成23年度は9名（15科目）が履修している。履修者の利便性を高めるよう平成
24年度の募集要項を検討し、改善を加えた。

オープンキャンパスを複数回実施する。

長期履修制度・科目等履修制度の運用について点検し、利
便性を高める。

・7月28日（参加者7名）、11月2日（参加者5名）の2回実施した。

・ホームページに修了生の修士論文テーマや修士論文発表会の写真を新たに掲載
するなど内容の充実を図った。

・成績確認・異議申し立て制度を導入する。 ・「成績評価に対する学生の成績確認及び異議申し立てに関する要領」及び「成績確
認―異議申立」に関する本年度のスケジュール」を策定し、合わせて「教員の成績評
価資料の取り扱いに関する申し合わせについて(通知）」を周知した。本年度前期の
状況を11月教授会で報告した(成績確認10件、異議申立0件)。

Ⅲ
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26

28

・看護学研究科の教育の到達目標を研究コース・専門看護師コース別に設けシラバ
スに記載した。さらに全科目の到達目標及び成績評価基準をシラバスに掲載した。
これらを電子シラバスとして公開した。

29

全科目の到達目標・成績評価基準をシラバスで公表
する。

Ⅲ

Ⅲ

・成績確認・異議申し立て制度を導入する。 ・成績確認・異議申し立て制度を導入した。成績確認・異議申し立ての申請は無かっ
た。

専門看護師養成を推進するために、新たな専門分野（在宅
看護・がん看護）の認定申請を行うとともに、精神看護学の
認定申請の準備を進める。

・在宅看護学・がん看護学の認定申請を行い両課程とも専門看護師教育課程の認
定を受けた。加えて、専門看護師教育課程共通科目のうち、未開講であった「コンサ
ルテーション」についても、新たに認定申請を行い認定を受け、すべての共通科目を
開講することができた。10年毎の更新時期を迎えた感染看護学及び共通科目6科目
についても、申請手続きを行い認可を受けた。さらに、精神看護学の申請準備を行っ
た。

　　（ウ）成績評価等
修了認定・学位授与の方針を公表し、厳格に運用す
る。

・コース別の修了認定基準を学生・教員に明示して、基準に
基づいた論文審査、修了認定を行う。

・修士論文コース、専門看護師コース毎の修了認定基準について、学生はメール、
教員は教授会により周知して修了認定を行った。 Ⅲ

27

専門看護師養成課程修了者と専門看護師資格取得者との
情報交換の場を設ける。

・看護実践開発研究センター事業のなかで、専門看護師有資格者が修了者の資格
試験を支援する勉強会を設けている（年5回実施）。今年度は、勉強会参加者から3
名の専門看護師が誕生した。

Ⅲ

・全科目の到達目標・成績評価基準をシラバスで公表する。

専門看護師養成課程の充実を図る。

教育目標を達成するために、現行の教育課程の評
価と改善に努める。

学生の単位取得状況・授業評価などのデータを活用した授
業改善の取り組み状況を把握し、ＦＤ活動に活用する。

・前期授業評価の結果を取りまとめた。この結果を基に授業改善につなげるための
検討を、研究科教務委員会で実施した。さらに、院生と教員との意見交換会を新た
に設けて、授業改善に繋げた。
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１　特色ある取組事項等
・GPA制度の試行にあたり、成績評価基準を見直し、Ｓスコア・履修取り消し制度を
導入した。また、学事システムの変更を検討し、看護学部と全学共通科目でＨ２４度
入学生からGPAスコアの試行的算出、今後の検討にむけた基礎資料を得るための
体制を整えた。
・教職課程履修学生に「学生アシスタント・ティーチャ―（ＳＡＴ)」プログラムを義務付
け、単位化した。
・学士課程では、専門職連携演習を実施した。平成２０年度～２２年度に採択された
教育ＧＰ（「学際統合型専門職連携教育開発プロジェクト」）を２３年度は大学が予算
化し、地域と大学の連携及び学部間で連携を図り、学生がフィールドに出向き、直
接地域のなかで学べる体制づくりを実現させた。
・福祉コミュニティ学科と人間形成学科の志願・受験・実質倍率にかなりのアンバラ
ンスがあり（平成２３年度の実質倍率は福祉コミュニティ学科の１．５倍に対して人間
形成学科が３．０倍）、受験生の志望動向や就職先のニーズをふまえて、平成２４年
度から学科の入学定員を変更することとした(福祉コミュニティ学科は６０名から５０
名に、人間形成学科は２０名から３０名に変更した)。
・幼児教育分野における初等教育との連携という社会的ニーズに応えるため、平成
２２年度計画に記したように、人間形成学科に小学校教諭免許課程を開設すること
を検討してきたが、平成２４年度から開設することとし、文部科学省から設置認可を
受けた。
・大学院課程では、在宅看護学、がん看護学の専門看護師(CNS)養成の教育課程
認定を受け、充実を図った。

２　未達成事項等
なし

『Ⅰ－１－（２）　教育内容等に関する目標』における特記事項

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　キャリア形成の重要性を踏まえ、関連教育科目の充実(必修化を含む)等キャリア形
成の具体的体系化にやや遅れが認められることは残念であり、早急な取り組みの進
展を期待したい。
（対応結果）
　教育本部において全学的なキャリア形成・支援の調査を実施し、学部・学科の人材
養成の特徴、資格取得別のキャリア形成・支援の体系について整理した。これらの検
討結果をもとに、教養教育課程におけるキャリア教育について全学教育委員会（キャ
リア形成共通科目）で検討することを平成２４年度計画に位置づけた。

（指摘事項）
　大学院におけるシラバスについて、年度計画では全科目の到達目標・成績評価基準
を公表するとされているが、平成２２年度については、平成２３年度の作成及び公表に
ついて調整を行うに留まっており、授業科目の到達目標及び成績評価基準が明示さ
れなかったことは残念である。
（対応結果）
　平成2４年度シラバスでは、学部と同様に到達目標・成績評価基準を明記した。

15



中
期
目
標

30

32

33 Ⅲ

Ⅲ

・県内の優れた有識者を集めた「山梨県立大学アドバイザ
リーボード」を発足させる。

　ア　教職員の配置

企業、行政や医療・福祉機関等の大学外の人材を
活用する。

31 ・看護学部臨床講師称号付与規程を策定、10月12日付けで106名の臨床講師の発
令を行った。

・第１回「山梨県立大学アドバイザリーボード委員」選考委員会を2月17日に開催し
た。

・外国語教育の充実のため平成24年度（後期）に英語ネイティブの専任教員を採用
することとし、国際政策学部人事教授会の中に選考委員会を設置した。公募による
応募者の中から１名を採用候補者とすることを決定し、人事教授会（4月）に諮ること
とした。

臨地実習の充実を図るため、病院などの臨地と大学
において、人材の相互交流を行う。

・県内実習施設の実習指導者106名に臨床講師の称号を付与し、実習指導体制の
強化を図った。

・職員配置に関しては、人事ヒアリングを通じて聞き取り調査を行い、その結果を踏
まえて課長会議における検討を通じ、業務に必要な能力を身につけた職員の採用と
適切な配置に努めた。教員配置に関しては、学部、学科の教育研究需要に合わせ
た教員の配置を行った（教員免許関係の特任教員など）。

・キャリア教育において、企業経験豊かな外部人材を活用することとし、キャリアサ
ポートセンターに特任教授2名を採用し、学生向け授業（キャリアデザイン）や課外講
座（キャリア塾）で学生指導を行った。

Ⅲ

中期計画 年度計画

・病院実習等における「臨床講師」の発令を行う。

計画の進捗状況等

・教育研究の進展や社会の変化等に対応できる教職員の配
置となっているか否かを調査する。

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　１　教育に関する目標
　（３）　教育の実施体制等に関する目標

ア　教職員の配置
　教育の成果に関する目標を効果的に達成するために適切な教職員の配置を行うとともに、学部を越えた教育連携や学外の人材の活用を進める。
学内の国際化を進めるため、外国人教員の比率を向上させる。
イ　教育環境の整備
　学生の学習意欲や教育効果の向上を図るため、学生の学習環境を適切に整備する。
ウ　教育の質の改善
　より質の高い教育を提供するため、教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロップメント活動）を活性化させるとともに、
教員の教育活動を定期的、多角的に評価し、評価結果を教育の質の改善に反映する。

Ⅲ

教育研究の進展や社会の変化、ニーズに対応できる
ように、適切な教職員の配置に努め、教職員の相互
協力体制を充実する。

実習施設等と協定を締結し、積極的に人事交流が図れる仕
組みづくりを検討する。

外国語教育等の充実強化のため、外国人専任教員
の採用を進める。

外国語教育のための専任に準ずる外国人教員の採用方策
を検討する。

№
自己
評価

・特任教員制度を活用について検討する。
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・図書館でノートＰＣを継続的に貸し出しができるようにする。 ・4月より貸し出しを開始し、飯田図書館では27台、池田図書館では19台が貸し出し
できるようにした。

・教育情報システム（情報教室のＰＣ）を更新する。 ・10月に飯田情報教室（48台）、飯田CALL教室（49台）、池田情報教室（56台）のPC
のリース契約を更新した。

・教育支援システムの環境整備を行う。 ・教育支援システムとして、moodle(Course Management System）を5月より業者に保
守管理委託し、環境整備を整えた。

・学生の携帯電話や携帯情報端末を活用できるシステムの
検討を行う。

・タブレット端末を利用した学習システムについて検討を行った。

Ⅲ

学術機関リポジトリの構築を進める。

学術情報センター機能を有する図書館としての将来構想を
検討課題として位置づける。

・図書館の将来構想を図書館運営委員会の検討課題として位置づけ、看護学部図
書委員会を中心に「看護図書館に関するニーズ調査　-看護図書館グループワーク
に対応した学習支援スペースについて－」を実施、結果を整理、分析し報告書に取り
まとめる作業を行った。

・昨年度に引き続き委託事業に申請、採択された。一般向け試験公開、著作権学習
会を実施した。また、年度末までに紀要について搭載（151件）するとともに、その他
論文等収集した資料を搭載（70件）した。

県立大学看護図書館におけるグループワークに対応した学
習支援スペースについて、予算措置を含め計画を検討す
る。

・図書館運営委員会において、平成23年度の電子ジャーナル利用状況を報告し、今
後の在り方について検討した。

・図書館運営委員会において、データーベースの問題点を整理、検討した。

35

・電子ジャーナル化の推進について検討する。

本学の紀要、地域研究交流センター報告書等知的資源の
電子化を行い、ホームページ上で公開する。

・本学の紀要及び地域研究交流センター報告書等をホームページに公開した。

・昨年のアンケート結果を踏まえ、新たにアンケート調査を実施し、この結果を整理、
分析した。

図書館のデータベースの現状と問題点を整理し、今後の整
備について検討する。

図書館での学習環境や学術情報の整備、提供を進
める。

Ⅲ

・高額教育備品のリストを整備し、メンテナンス計画を策定す
る。

　イ　教育環境の整備
学習環境整備計画を策定して、教育環境の安全性・
快適性・利便性の一層の向上を図る。

・教育用備品の保有状況について整理するとともに、更新計画の検討を行った。

34

遠隔授業が行えるように環境整備する。 ・飯田キャンパス中会議室、池田キャンパス共同研究室にテレビ中継システムを導
入し、遠隔授業、会議が行えるよう環境を整備した。
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38

新任の教職員を対象として、年度初めに新任教職員研修会
を行う。

・新任教職員21名（教員9名、事務職員12名）を対象に研修会を実施した（4月27日、
17名参加（81.0％））。

Ⅲ

学部等の責任者が、学生授業評価の学部等別結果、所属
教員による自己評価結果を踏まえて、学部等としての総括
を行う。

・10月中に科目別自己評価用紙の回収を完了し、11月の学部教授会において総括
内容について学部長が説明を行った。

・相互授業参観（各学部の特性を反映）を全学的に継続実施すると共に、FD研修会
「テーマ：相互授業参観を考える」（2月16日、82名参加）を行った。特定看護師の養
成について、近年中に専門看護師教育課程のカリキュラムが改訂されることについ
て研究科ＦＤ研修を実施し、72名の参加を得た。

Ⅲ

全教職員のＦＤ・ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）活
動への参画意識を高め、組織的な取り組みを推進す
るために、ＦＤ・ＳＤ研修会を定期的に開催する。

　ウ　教育の質の改善
ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動の基本的
な方針を明確に示し、学士課程における専門教育と
教養教育及び大学院課程における特徴を踏まえたＦ
Ｄ活動を展開する。

36
各学部等では、教員による相互授業参観、ＦＤ研修会など
自主的なＦＤ活動を行う。

・委員会を定例（10回）開催し、毎回、学部及び研究科等のＦＤ活動について情報交
換を行った。4月の第1回委員会で委員会所管事項の確認及び年間計画を作成し、
第2回目以降の委員会では、ＦＤ企画を具体化すると共に、実施・評価の各過程で活
動の総合調整を行なった。

各学部等の責任者が参加する全学ＦＤ委員会で、全学的な
ＦＤ活動の企画・実施・総合調整を行う。

・10月の各学部教授会終了を受け、ホームページに公表した。

・6月および12月に授業評価部会を開催し、授業評価実施に関わる詳細についての
打ち合わせを行った。授業評価実施等に関わる情報発信を授業評価部会長に一元
化して発信内容の全学的共有化を図った。「到達目標達成度」に関する質問項目を
検討し、平成24年度から修正版で実施することとした。

全教職員を対象として年１回、ＦＤ研修会・ＳＤ研修会を行
う。

・全事務職員対象のＳＤ研修会『テーマ：人間関係の考察』（10月27日、28名参加）を
行った。全教員対象のＦＤ研修会『テーマ：相互授業参観を考える』（報告：「学部にお
ける相互授業参観の現状、成果と課題」, 講演：「全学的一斉授業公開を軸とするＦＤ
活動の今後の展望について」(2月16日）を行った。参加者82名(77.4%）で、参加満足
度(83.6%)の高い研修会となった。

毎学期、学生による授業評価を実施し、結果の概要をホー
ムページにより公表する。

・前期および後期授業評価を実施し、各教員に結果表を返却した。前期集計結果に
ついては各学部教授会において報告後、ホームページにより公表を行った。

学生による授業評価を継続実施し、その結果を公表
するとともに、教員の授業改善につなげる現行の評
価システムを充実させる。

37

現行授業評価システムの一層の充実化を図り、各教員の授
業改善を効率的に支援する。

Ⅲ

全学ＦＤ委員会が、学部等の総括を踏まえながら、全学的
な結果の評価、学生授業評価の活用方策などを検討し、各
学部等に還元する。

・11月開催の全学ＦＤ委員会において、各学部における総括に基づく今後の授業改
善方針および評価結果の有効活用について審議を行った。

学生授業評価の結果の概要をホームページにより公表す
る。
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３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　英語関連科目はもとより担当科目の如何を問わず外国人教員の増加を図ることは
大学自体の国際化を進めるうえでも不可欠のことであり、早急に外国人教員が採用で
きるよう取り組む必要がある。
（対応結果）
　平成２４年度に英語ネイティブの専任教員（任期付き）を採用することとし、国際政策
学部に選考委員会を設置し、公募を開始した。その後、平成２４年４月の人事教授会
で候補者１人の選考を決定(平成２４年９月１日採用、准教授）し、平成２４年４月の教
育研究審議会で承認された。

『Ⅰ－１－（３）　教育の実施体制等に関する目標』における特記事項

１　特色ある取組事項等
・看護学部における臨床実習の充実をはかる目的から、一定の指導経験をもつ指
導者に対して臨床講師を発令した。
・学生の要望に対応するために飯田情報教室（４８台）、飯田CALL教室（４９台）、池
田情報教室（５６台）のパソコンを更新した。
・授業改善にむけて、相互授業参観を全学的に継続実施し、参加率を高めた。ま
た、FD研修会「テーマ：相互授業参観を考える」（平成２４年２月１６日　８２名参加）
を実施した。
・大学院課程においては、特定看護師の養成と関連して、近年中に専門看護師教
育課程のカキュラムが改訂されることに関してＦＤ研修を実施した（７２名参加）。

２　未達成事項等
なし
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中
期
目
標

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　１　教育に関する目標
　（４）　学生の支援に関する目標

ア　学習支援
　学生が学習しやすい環境をつくるため、学習相談体制を整備するとともに、教職員と学生のコミュニケーションを促し、学生からの要望を反映させる体制を整備する。
学生の自主的な学習を促進するための仕組みを充実する。
イ　生活支援
　学生が健康で充実した大学生活を送るため、生活面での相談体制や健康管理体制の充実を図る。
経済的理由による授業料の減免について制度化する。
ウ　就職支援
　学生の就職支援は大学の重要な責務であるとの認識の下、全学挙げて、就職支援体制を強化することにより就職率（就職者数／就職希望者数）百パーセントを目指
す。
エ　多様な学生に対する支援
　外国人留学生や社会人学生、障害をもつ学生などに対しての支援体制を充実する。

・教育本部でオリエンテーション企画基準を作成する。 ・平成24年度版オリエンテーション企画基準を提示し、全学、学部のオリエンテーショ
ンの企画に反映させた。

・チューターミーティングやクラス担任も参加する学科会議、保健センター運営委員会
を定期開催し情報交換を行った。個々の学生の問題について、クラス担任、チュー
ター、学部長、学科長、事務局、保健センターで情報交換を行い、全学的な指導体制
で取り組んだ。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等№
自己
評価

・クラス担任会・チューターミーティングを開催し、学生の問
題について情報交換を行う。

40

　ア　学習支援

・学生相談窓口の活用をオリエンテーションや学生便覧で
周知し、利用を促進する。

・相談内容に合わせた担当・連絡先をＨＰに掲載した。また、学生相談窓口の活用を
オリエンテーションや学生便覧で周知した。

39

学生相談窓口を設け、学内諸機関との連携を図り、
学生相談体制を充実させる。

Ⅲ

・オリエンテーション、フレッシュマンセミナーについて評価
し、次年度の計画に反映させる。

・全学部のオリエンテーションについては、全学教育委員会　定例所掌事項検討ワー
キングで評価し、オリエンテーションおよびフレッシュマンセミナーについては、各学
部学科の教務委員会で評価した。全学部のオリエンテーションについては、予定時
間が早く進んだので、平成24年度オリエンテーションの企画の際に、時間配分を再
検し、調整した。教養教育部会は、今年度及び次年度の担当者による担当者会議を
開催し、同会議において今年度の評価の総括を行った。この総括を次年度に反映さ
せる予定である。

・年度初めのオリエンテーションにおいて、学年に応じた適
切な履修指導を充実させる。

Ⅲ

適切な履修指導の充実を図る。

・各学部・学科で年度初めのオリエンテーションを実施し、新入学生にはフレッシュマ
ンセミナーおよび教務委員による履修指導、特に看護学部では今年度は時間割表
の見方などについての質問が多く、個別指導で対応した。
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41

42

43

45

・（池田事務室）事務局と学生（学生自治会5名、生協学生委員会5名）とのランチミー
ティングを７月5日に行い、学生との意見交換を行うとともに、改善に向けた適切な対
応を行った。国際政策学部、人間福祉学部は、学生自治会学部代表者との懇談会
を行った（国際政策学部6月15日、人間福祉学部6月8日実施）。各学部の教授会や
学科会議等、学部と学生自治会の代表者会議などを通じて、学生のニーズ把握を
行った。また、自己点検評価において学生ニーズの調査を実施した。

Ⅲ

・新たに教育課程が変更となった看護学部では、「2011学生便覧」に看護学部の看
護師・保健師課程、助産課程、養護教諭一種教職課程など3種類の履修モデルを掲
載し、教務委員およびチューター教員による履修指導に役立てた。

・教員のオフィスアワーを掲示し周知した。クラス担任やチューター、授業担当者によ
る学生の学習支援を実施した。看護学部では国家試験対策支援について学生厚生
委員会が模擬試験受験を指導し、その結果をチュータ教員にフィードバックして連携
しながら学習支援を行った。

・履修モデルを提示し履修指導の充実を図る。

・オフィスアワー、クラス担任制・チューター制を活用し、学習
支援を行う。

学生の自主学習活動の支援を強化する。

・学部、学生自治会、学生相談窓口等を通して、学生の
ニーズを把握し、学習支援の改善を図る。

学生ニーズを把握し改善に向けた適切な対応を行う
とともに、学生支援全般に関わる学生の満足度調査
を実施して満足度の評価を行う。

・公立大学の成績優秀者に対する授業料減免・奨学金制度・表彰制度などについて
調査を行い、資料を作成した。本学の成績優秀者の減免・表彰制度については、学
生厚生委員会で検討をはじめ継続審議としている。

・飯田キャンパス、池田キャンパスの各々に週1日臨床心理士における学生メンタル
ヘルス相談を実施した。さらに1月から臨床心理士を常勤職員として配置し両キャン
パスでの相談業務を開始した。

Ⅲ

Ⅲ

・学生健康管理システム（電子化）を構築する。

・メンタルヘルス支援体制を充実させる。

・学生の健康管理・指導に活用できるように電子管理システム（既往歴、健診結果、
相談、統計等）を作成した。44

・成績優秀者に対する授業料減免制度について検討する。

自主学習活動への支援の要望を、学生自治会・学生相談
窓口等を通して把握し、支援の充実をはかる。

保健センターを設置し、学内諸機関と連携しながら、
メンタルヘルスをはじめ学生の健康支援を全学的総
合的に進める。

　イ　生活支援
・チューターミーティングを計画的に実施し、学生からの相
談場面を可能な限り設けるとともに、必要時保健センターと
の連携を図る。

・飯田キャンパスのグラウンド整備を行う。
Ⅲ

Ⅳ

・学生の自主学習活動への支援として、国家試験対策への支援（国家試験対策講座
の開催）や社会福祉士、精神保健福祉士、公務員、教職等の資格取得に対する支
援（対策講座、模擬問題メール配信など）を実施した。

学生の自主活動（自治会活動・サークル活動など）の
ための施設設備の充実など支援を行う。

・サークル活動等を支援するため、飯田キャンパスのグラウンドの整備を行った。

・年3回のチューターリーダー会を開催し、学生支援に関するチューター間の情報交
換を行った（5月12日　12月19日　3月19日）。

成績優秀者に対する表彰や授業料の減免制度を導
入する。
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49

Ⅳ
・就職支援システムを導入し、求人情報の提供を拡充する。

地域産業界をはじめ教育機関、医療・福祉機関、行
政機関等と連携し、インターンシップ制度の充実を図
る。

・インターンシップ受入先の新規開拓を行う。 ・昨年受入企業を中心に依頼し新規で県内企業、NPO等10社の開拓を行った。

・人権侵害防止を危機管理という側面から捉え、防止体制を
強化するため、法人経営トップに対する研修会を開催する。

・各キャンパス、各学部に相談員を合計6名配置し、各種相談に対応し、ハラスメント
の防止に努めた。

　ウ　就職支援

48

キャリアサポートセンターを設置し、学生の進路支援
を全学的総合的に進める。

・キャリアサポートセンターに企業開拓の専門員をおき、積
極的な企業開拓を行う。

・人権侵害防止を危機管理という側面から捉え、防止体制を強化するため、法人経
営トップに対する研修会を7月に開催した。

・大学案内、学生便覧、HPで周知した。また、看護学部では県内医療施設の奨学金
情報を提供した。

・学生を対象としたハラスメントに関するアンケート実施を行
い、現状を把握して防止に努める。

・生活困窮者に対する授業料減免制度の充実を検討する。

人権に関わる学生からの相談体制を強化し、ハラス
メント等の人権侵害に関する学生アンケートや教職
員研修会を実施する。

50

・学部とキャリアサポートセンターが連携し、学生の進路指導
や就職支援の取り組みを進める。

・学部教員・外部相談機関と連携し個々の学生に対して面接指導等の対応、情報提
供を行った。

・奨学資金の貸与制度などの情報を提供する。

Ⅲ

Ⅲ

・留学生に日本人学生のチューターを付け、留学生向けに日本語・日本事情の授業
を提供するなど、留学生の支援を行った。

Ⅲ

・成績優秀者を対象とした授業料減免制度について検討す
る。

・No43参照。 Ⅳ

・前期・後期合わせて80名（全額減免9名、半額減免71名）の授業料減免を実施し
た。また、公平かつ効果的な支援となるよう家計基準、学力基準などを見直した。
　震災被災者（17名）を対象とした授業料特別減免(8,572,800円）を実施した。

外国人留学生や社会人学生、障害をもつ学生につ
いて、相談体制を充実し、学習支援、生活支援、就
職支援等を進める。

・留学生チューター制度、留学生向けの授業の提供などに
より、留学生の支援を行う。

就職支援体制の充実を図り、百パーセントの就職率
（就職者数／就職希望者数）を目指す。

・卒業生の協力を得て、就職先の体験的情報の収集を行
い、在学生に提供する。

・求人情報を登録し提供、ガイダンスで利用を促進した。また、就職支援外部機関と
の連携を持ち、多様な就職支援システムに対応した。

・企業開拓幹が県内IT系企業を中心にガイダンス等を通じて延べ300社以上を訪問・
対応し求人情報を提供した。

経済的困窮者に対する授業料減免制度を導入し、
学生の経済支援を強化する。

・山梨県内病院等施設における奨学金の調査を実施し、進路指導室において特設
コーナーを設け、学生への情報提供を行った。

・キックオフイベント、内定者報告会、人間形成学科ＯＢＯＧ報告会、キャリア教育に
おいて卒業生、内定者の実体験、情報提供を行い、相互にディスカッション形式で実
施、人的交流も図った。

Ⅲ

　エ　多様な学生に対する支援
・特別な支援を必要とする学生に対して、学内関係部署が
連携し、個別支援を行う。

・特別な支援を必要とする学生について、授業での配慮を非常勤講師を含む関係全
教員に依頼するとともに、事務局の協力を得て、ロッカーの利用や池田キャンパスへ
の送迎等の個別支援を行った。

51

・ハラスメントの防止に関する冊子（改訂版）を、学内で配布
して啓発を行う。

・企業等からの奨学資金に関する情報提供を積極的に行
う。

・学生を対象としたハラスメントに関するアンケートを実施した。また、その結果を分
析して現状を把握し、ハラスメント防止対策の強化の参考にした。

47

・ハラスメントの防止に関する冊子（改訂版）を、オリエンテーションで配布して啓発を
実施した。

46

・各キャンパス、各学部に相談員を配置し、ハラスメントの防
止をはかる。
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１　特色ある取組事項等
・学生支援体制を強化するために、教育本部でオリエンテーション企画基準を見直
し、両キャンパスの新入生への各種情報の提供について充実させた。学習・生活面
の支援として、クラス担任、チューターによる指導、教員のオフィスアワーを活用し
た。
・学生の就職支援は、キャリアサポートセンターと学部が連携する中、正課内外で
の取り組みを通じてキャリア形成支援、就職支援を充実させた。その結果、年度末
時点の就職内定状況は、国際政策学部９７．１％、人間福祉学部 ９７．４％、看護
学部１００％、全学平均９８．４％と高い水準を達成した。
・臨床心理士を常勤配置し、学生のメンタルヘルス支援体制を強化した。
・東日本大震災に被災した学生を支援するため、学部長等による面談を実施して支
援体制を確認したほか、経済的被害をうけた学生を対象として授業料減免特別措
置を実施した。また大学として、同窓会や後援会からの支援金の分配、被災地の学
生ボランティア活動の支援を行った。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　入学金減免制度についての検討課題の内容を明らかにするとともに、課題克服のた
めの検討を行うことが望まれる。
（対応結果）
　入学金の減免制度については、平成２４年度入学生から導入することとし、１２月の
教育研究審議会において報告を行った。

（指摘事項）
　成績優秀者に対する授業料減免制度についても、他大学の状況等の調査が進めら
れたところであるが、その結果をどう評価し、大学としてどのように対応するかについ
ての検討が望まれる。
（対応結果）
　本制度の在り方のひとつとして、高度の学習に積極果敢に取り組もうとするが経済
的負担が障害となる学生を対象とした減免制度として位置付け、協定締結校へ留学す
る学生の中で受け入れ校の授業料免除が適用されない場合や卒業が１年遅延し授業
料負担が生じる学生の支援制度として検討を行ったが、本制度以外のものとして整備
するべきものとの結論が出された。
　（現在の成績優秀者表彰制度の拡大も含めた表彰のあり方など継続審議となってい
る。）

『Ⅰ－１－（４）　学生の支援に関する目標』における特記事項
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中
期
目
標

52

53

55

・ホームページ等で研究支援希望者を募集し、県内医療機関の看護職者より5件の
研究指導の応募があり、専門領域の教員が研究指導を行った。また、国立甲府病院
をはじめ県内4カ所の医療機関に対し施設職員全体に向けた施設単位の研究支援
も実施した。

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　２　　研究に関する目標
　（１）　研究水準及び研究の成果等に関する目標

ア　目指すべき研究の方向と水準
　公立大学としての意義を踏まえた地域の課題や社会の要請に対応した特色ある研究に取り組み、各分野の研究の成果については、国内外に通用する優れた水準を
確保する。
イ　研究成果の発信と社会への還元
　研究成果は地域及び国内外に積極的に発信するとともに、社会に還元する。

Ⅲ

Ⅲ

基礎研究から応用研究に至る幅広い研究活動を通
し、国内外の学術の発展に寄与できる質の高い研究
を目指す。

・アカデミック・ポートフォリオを通した全学的研究活動の実
績を把握する。

・全学的研究活動の実績把握に向けて、アカデミック・ポートフォリオ構築の一環とし
て、各教員が自己の教員プロフィールを迅速にアップデートできるようシステム整備
を進めた。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

　ア　目指すべき研究の方向と水準

№
自己
評価

大学の理念、目標を踏まえ、地域課題や政策課題の
社会の要請に対応した研究を推進する。

・地域課題や政策課題等の社会の要請に対応した研究に
対し、学長プロジェクト研究や地域交流センター共同研究等
の支援を行う。

・学長プロジェクト研究として以下2件実施した。
1．山梨の長期成長戦略　2030年の将来像と課題・対策、2．県内に在住する外国人
児童の日本語学習を遠隔から支援するシステムの研究開発
　プロジェクト研究として以下4件実施した。
1．地域資源を活かしたビジネス展開の可能性について－甲斐絹の伝承と発信のた
めのプログラム開発、2．森を活かした女性の健康プロモーション研究、3．多文化共
生推進プロジェクト：保健・医療・福祉における大学・地域・行政の連携にむけて、4．
青少年を対象とした自殺予防教育の推進に関する研究３
　共同研究として以下6件実施した。1．大学と外国人学校を繋いだ遠隔日本語教育
に関する研究～指導方法の確立と教材化を目指して～、2．山梨企業の中国進出の
動向と課題 、3．若者との交流による地域高齢者の自己の役割認識と社会貢献の活
性化に関する研究 、4．在宅ケアにおける専門職連携実践（IPW）推進に必要な実践
能力に関する研究－訪問看護師と介護支援専門員の連携の実態に焦点をあてて
－、5．「支援の必要な子どもと家族」のニーズと地域支援ネットワークに関する研究
、6．山梨県のコミュニティビジネスのあり方に関する研究

産学官、ＮＰＯ等の学外関係者との連携を強め、研
究水準の向上を図る。 Ⅲ

・地域課題に対応し、学内外の共同研究に対応する「プロ
ジェクト研究」、「共同研究」を推進する。

54

・学長プロジェクト研究や地域研究交流センターのプロジェ
クト研究、共同研究などを通して、学部横断的な研究を行
う。

・学長プロジェクト研究や地域研究交流センターのプロジェクト研究、共同研究を通じ
て、学部横断的な研究を実施した(№53参照)。

Ⅲ

学部構成の特徴を活かした特色ある学際的研究を
発展させる。

・看護実践開発研究センターにおいて、看護実践者の個別
的な研究指導を行う。また、医療施設の要望に応じ、施設単
位毎の研究支援を行う。

・学外の研究者、企業、行政関係者等と連携した「プロジェクト研究」、「共同研究」を
実施した（研究テーマは№53参照）。
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56

　イ　研究成果の発信と社会への還元

１　特色ある取組事項等
・地域課題や政策課題等の社会の要請に対応した研究として、学長プロジェクト研
究２件、及び地域研究交流センターの研究事業１０件を実施した。
・看護実践開発研究センターにおいて、山梨県看護協会と連携し、県内病院の看護
実践者の個別的な研究指導 ５件並びに４つの医療機関向けに施設単位の研究支
援を行った。
・道志村と連携し、ＩＴ技術を活用した地域文化遺産の記録・保存・発信による地域
活性化について企画した。これをもとに文化庁の文化遺産活用地域活性化事業に
補助金申請し採択された。２４年度に県立大学として、道志村文化遺産活用地域活
性化推進協議会から、カルチャーデータベース構築について受託研究を受けること
になった。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
指摘事項なし

『Ⅰ－２－（１）　研究水準及び研究の成果等に関する目標』における特記事項

・計画通り実施した（センター主催講座：観光講座、春季講座、地域再生ファシリテー
ター養成季座等。県民コミュニティカレッジ：講座　「震災から学ぶ地域社会の絆と
力」。地域連携講座：富士河口湖町　地域子育て創生事業、子育て支援リーダー養
成講座、日本語・日本文化講座等。学部共催講座等：ソーシャルワーカーリカレント
講座、日本語指導者養成講座等。3月に研究報告会を実施）。

・センター主催講座、コミュニティカレッジ、地域連携講座、
学部共催講座、研究報告会等を企画、実施する。

58

大学における研究成果の発信を充実させ、シンポジ
ウム等を通じて社会への還元を図る。

・学術機関リポジトリの構築を進める。 ・昨年度に引き続き委託事業に申請、採択された。一般向け試験公開、著作権学習
会を実施した。また、年度末までに紀要について搭載（151件）するとともに、その他
論文等収集した資料を搭載（70件）した。

Ⅲ

・専門職連携教育ＧＰの成果を社会に発信し、教育の質の
向上につなげる。

・最終報告書を作成し全国に送付した。保健医療福祉連携教育学会に教育の成果
を研究的にまとめ、原著論文として採択された。

企業や自治体等からの受託研究を推進する。 ・地域研究交流センター戦略開発部門を中心に、受託研究
を促進するために関係情報の収集と学内外への積極的な
情報発信を行う。

・地域研究交流センターのホームページを通じ、受託研究の実施・相談持ち込みに
ついて発信した。郡内地域の自治体に対し、住民及び都市住民と連携した地域独自
の伝統文化の掘り起こし・記録と情報発信に関わる調査研究活動の予算確保を提
案した（平成24年4月上旬、平成24年度文化庁助成事業（3カ年計画）として採択決
定）。

Ⅲ

Ⅲ

・科学研究費等の外部研究資金の獲得に努める。また、そ
のための学部としての促進体制づくりを進める。

・科研費申請増加に向けて、科研費研修会を開催した。引続き、図書館の科研費
コーナーの資料収集を進めた。各学部では学科会議、教授会等にて学部長より科研
費申請の声かけを行うなど申請促進を図った。

57

研究競争力を高め、科学研究費等の競争的研究資
金をはじめとする研究費の獲得に努める。

・教員の研究時間の確保に向けた業務の合理化について
検討する。

・会議、委員会の効率的な運営を図るため、「標準的会議ルール」を策定するなど業
務の合理化について検討した。
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59

62

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　２　　研究に関する目標
　（２）　研究実施体制等の整備に関する目標

ア　研究実施体制等の整備
　社会的、地域的に要請の高い研究等の中から重点研究課題を選定し、研究費の重点的配分等、弾力的な研究実施体制を構築する。
目指すべき研究水準及び研究成果が達成できるよう柔軟に研究者を配置するとともに、民間企業や地方自治体等との研究者交流を進める。
分野の違いを越えて取り組む独創的なプロジェクト研究を育成、推進する。
研究者が倫理を堅持し、適正な研究活動を推進するための制度や体制を構築する。
イ　研究環境の整備
　多様なニーズに応える研究を支援するための組織や仕組みを整備するとともに、外部の競争的研究資金を獲得するための支援体制を整備する。
ウ　研究活動の評価及び改善
　研究の経過や成果などの研究活動を評価する体制を整備し、評価情報を公表するとともに、研究の質の向上に結びつける仕組みを構築する。

Ⅲ

理事長は、運営費交付金の１パーセントを研究プロ
ジェクト推進経費として年度当初において確保し、重
点研究プロジェクト推進を支援する。

・「学長プロジェクト」を重点研究プロジェクトと位置付けて実
施する。

・学長プロジェクト研究として、以下2件を選定し、実施した。
1．山梨の長期成長戦略　2030年の将来像と課題・対策
　　　　　　　～70数万人の県民が如何に暮らし続けるか～
　2030年頃の山梨の姿についての見通しを踏まえ、将来的に県民が安心して生活し
続けられるよう、中山間地を中心に、今後の生活維持のための具体的な仕組みづく
りについて提案した。
2．県内に在住する外国人児童の日本語学習を遠隔から支援するシステムの研究開
発
　遠隔日本語教育に必要な基本機能を持ったシステムの研究開発を行った。

中期計画№
自己
評価

　ア　研究実施体制等の整備

計画の進捗状況等年度計画

60 ・看護実践開発研究センターにおいて、保健医療現場での
看護専門職に対して、山梨県看護協会と連携した看護研究
支援活動を開始する。

研究者倫理の普及に努めるとともに、研究倫理審査
を行う体制を整備する。

・看護学部では年間スケジュールにより定期的に研究倫理審査委員会を開催し、倫
理審査を行った。委員会開催回数25回、延審査件数51件（実申請件数25件）。

・特任教員制度の効果的な活用について検討する。

・プロジェクト研究、共同研究などによって、外部との連携を
深め、研究を行う。

61 ・ＳＬ開発センター等に、外部人材を登用し、研究の充実を
図る。

・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）開発センターでは、事務局に外部人材を登用するとともに、ＳＬ
活動の協力者等の参画により14のプロジェクトを実施した。

地域社会の要請に応える研究推進並びに地域社会
の課題解決につながる自治体や民間企業からの委
託研究の推進のため、特任教員や専任研究員の配
置など研究体制の整備を図る。

民間企業、自治体、医療、福祉機関、ＮＰＯ法人等と
の人材交流を通し、研究を促進する。

・研究倫理審査委員会において、研究倫理審査を必要に応
じて実施する。 Ⅲ

Ⅲ

・№31参照。

・№54の企画において、山梨県看護協会と連携し、基礎編を看護協会が担い、実践
編を本センターが担当した。山梨県看護協会とは、連絡協議会を設け、運営に関す
る定期的な話し合いを行った（5月17日　9月21日　1月19日）。

Ⅲ

・学長プロジェクト研究や地域研究交流センターのプロジェクト研究、共同研究などに
おいて、企業、自治体、ＮＰＯ等と連携した研究を実施した（№53参照）。
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64

65

66

67

１　特色ある取組事項等
・地域人材の育成サポート、及び地域の実情に即した研究の実施のため、研究事
業の実施においては、シンクタンク、地場企業、自治体、団体、ＮＰＯ、専門職等と
積極的に連携した。
・学術交流会や地域研究交流センター研究報告会の開催により、学内や学外の研
究者間の交流を推進した。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　教員の研究活動を評価する仕組みについて、各教員の教育研究業績を記載したア
カデミックポートフォリオが作成されたことは評価するが、研究活動を的確に評価する
体制の整備に向けた取り組みがさらに進められることを期待する。
（対応結果）
　教員がアカデミック・ポートフォリオに、随時、研究等業績を書き込み・更新できるよ
う、ITシステムを整備した。研究等業績が仲間や社会・県民によって評価されることに
なり、これを通じ個々の教員の評価が一定の方向に収れんしていき、評価の世論とい
えるものが自ずと形成されてくるものと考えている。
　そのために、アカデミック・ポートフォリオについて、外部講師による研修会（役員・幹
部職員を対象）を２月に開催した。

Ⅰ－２－（２）　研究実施体制等の整備に関する目標における特記事項

全学の教員が参加した学術交流会を年会として開催
し、研究成果を発表し、研究者間の交流を推進す
る。

・山梨県立大学学術交流会を開催する。
Ⅲ

研究資金の使用状況を検証する仕組みや研究活動
における不正行為への対応の仕組みを構築する。

63
・科研費等公的資金の適正使用について説明会を実施す
るとともに、採択者への個別の説明を行う。

・10月3日に科研費研修会を開催し、科研費資金の適正使用について説明を行っ
た。また、科研費の採択者に対し、個別に適正使用について説明を行った。

Ⅲ

・物品購入の際の発注・支払い・検品の事務担当を分離するなど、不正が出来ない
仕組み作りを進めた。また、プロジェクト研究、共同研究のリーダーに決算報告を提
出させ、確認を行い、不正防止の一助とした。

・プロジェクト研究、共同研究について、決算報告を求め、
不正行為がないかどうか確認する。

科学研究費等の学外の競争的研究資金の申請・獲
得を促進するために情報収集、提供、申請手続の支
援等を行う体制を整備する。

・6月29日に山梨県立大学学術交流会を開催し、学長ロジェクト、教育GP並びに各学
部・研究科の研究の計6本の成果発表と質疑応答により、研究者間交流を行った。

Ⅲ

　イ　研究環境の整備

Ⅲ

Ⅲ

本学の特色が活かせる大規模研究に対し、学部を
超えた研究体制が敷けるよう、全学的な支援体制を
整備する。

・学内教員の研究情報のデータベース構築に向けて、アカデミック・ポートフォリオに
個々の教員が研究情報を入力できるようシステム整備を行った。

　ウ　研究活動の評価及び改善
研究の経過や成果などの研究活動を評価する体制
を整備し、評価情報を公表するとともに、研究の質の
向上に結びつける仕組みを構築する。

・アカデミック・ポートフォリオを充実させる。 ・個々の教員が随時、アカデミック・ポートフォリオに研究・教育・地域貢献等の業績
を入力できるよう、ＩＴシステム面の整備を行い、教育研究審議会等において教員に
迅速な入力について伝達した。

・学外の競争的研究資金の募集に関わる情報を発信・蓄積
し、いつでも閲覧できる仕組みを検討する。

・情報入手の都度、事務局より教員にメール配信を行った。また、教職員ポータルへ
の情報掲載について検討した。

・学部横断的な研究体制を組みやすくするため、学内教員
の研究情報のデータベース構築を検討する。
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中
期
目
標

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　３　　地域貢献等に関する目標
　（１）　地域貢献に関する目標

地域貢献の窓口である地域研究交流センター等を中心に、大学の持つ人的・物的・知的財産を地域に還元する取り組みを全学挙げて積極的に推進する。

ア  社会人教育の充実
　社会人ならではの課題解決ニーズや学び直しニーズに応えるため、必要なときにいつでも学ぶことのできる体制を整備し、公開講座の開催をはじめ、生涯学習教育や
リカレント教育 を積極的に行う。
イ　地域との連携
　山梨県や県内市町村、企業、ＮＰＯ法人などとの主体的な連携を深め、交流を進めるとともに、地域が抱える様々な課題に対応した地域研究や地域と連携したプロジェ
クトを推進し、大学の知的資源を活用した支援など、地域のシンクタンクとしての役割を果たす。
ウ  産学官民の連携
　保健、医療、福祉、地域振興など３学部の特性を生かした産学官民の連携を進める。
エ  他大学等との連携
　他大学や研究機関との連携・協力関係を推進するとともに、県内大学連携組織の各種事業等を通じて、教育、研究、生涯学習など多彩な分野で貢献する。
オ  教育現場との連携
　小学校、中学校、高等学校等への教育支援を行うとともに、高大連携の推進を図る。
カ　地域への優秀な人材の供給
　保健・医療・福祉の向上や地域振興などに貢献できる優秀な人材を地域に供給するため、県内就職の促進に向けた取り組みを行う。
看護学部については、関係機関と緊密に協議・連携して種々の対策を講じながら学生指導の充実強化を図ることにより、卒業生の半数以上が県内医療機関等に就職す
ることを目指す。

№
自己
評価

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

・高度専門職志望者に対して、キャリアアップ相談支援活動
を行う。

・専門看護師資格受験のためのコンサルテーションを、5回実施し、延べ17名の参加
を得た。また、今年度よりキャリア形成支援のための相談日を4回設けた。

・看護実践開発研究センターにおいて、緩和ケア認定看護
師教育課程をスタートさせる。

・6月1日より、定員30名の履修生を迎え、予定通り「緩和ケア認定看護師教育課程」
を開始し、12月に28名の修了生を輩出した。また、平成24年度の履修生は29名と
なった。

・地域研究交流センターに職員を配置し、センター機能を充
実させる。

・職員を配置して、相談・活動体制を強化した。研究や地域貢献をさらに推進できるように、相談・活
動体制の整備を進め、中長期的な視野に立ち、戦略
的で効果的な活動を地域と連携強化を図りながら実
施する。

68

・就業環境改善アドバイザーとして、県内施設に赴き、看護
の質的向上に関わる個別の課題に対して相談・指導を行
う。

・5月より看護学部教員(センター兼務）10名が、3～4回/年、県内の12カ所の医療機
関に赴き、アドバイザーとして看護実践者の教育・研究支援の活動を行った。

Ⅳ

28



69

70

72

73

Ⅲ

Ⅳ

学内外の人材を活用し、デザイン講座や国際観光講
座をはじめ、多様な生涯学習講座、リカレント講座を
積極的に実施する。

社会人の課題解決ニーズや学び直しニーズに応え
る制度を整備するとともに、既存科目の活用を図りつ
つ、社会人向け教育プログラムを設置する。

・「授業開放講座」について検討する。

　ア　社会人教育の充実

・平成23年度前期に検討し、後期から実施した。社会人を対象とする「授業開放講
座」実施を教員に呼びかけ、13科目で募集し、9科目で12名（実人数11名）が受講し
た。

・センター主催講座、コミュニティカレッジ、地域連携講座、
学部共催講座等を企画、実施する。

・計画通り実施した（センター主催講座：観光講座、春季講座、地域再生ファシリテー
ター養成講座等。県民コミュニティカレッジ：講座　「震災から学ぶ地域社会の絆と
力」。地域連携講座：富士河口湖町　地域子育て創生事業、子育て支援リーダー養
成講座、日本語・日本文化講座等。学部共催講座等：ソーシャルワーカーリカレント
講座、日本語指導者養成講座等）。

・看護継続教育支援として、新人看護職員のための多施設
合同研修を行う。

・看護継続教育支援として、看護職のための統計学基礎講
座及び応用編を開催する。

・№68参照。

・県の委託事業として「新人看護職員多施設合同研修」を6月～2月にかけて7日間実
施し、県内14施設より26名が参加した。

・昨年に引き続き、統計学基礎講座を23名の受講者に対して実施した。

地域ニーズを踏まえた効果的な研究事業を実施す
るため、県、市町村、ＮＰＯ法人、企業、職能団体、
教育機関等、様々な主体との連携を深め、定期的な
情報交換、積極的な交流を進める。

地域の諸機関の委員会、研修会等への人材の派
遣、さらに自治体との連携協定締結を推進する。

看護実践開発研究センターを設置し、看護職者が更
なる専門知識や技術の習得、または研究活動ができ
るための専門職支援を行う。

71

・看護実践開発研究センターとしてのホームページを立ち上げるなど基盤整備を行っ
た。

・県、市町村、ＮＰＯ法人、企業、職能団体、教育機関等、
様々な主体との定期的な情報交換、積極的な交流を進め
る。

・4月にNPO法人「えがおつなげて」との間での連携協定を締結し、具体的な活動とし
て、地域における持続可能エネルギーの自給などについて定期的に情報交換を行っ
た。大学の近隣にある「池田地区自治連合会」「飯田自治会」と定期的な情報交換を
行った。12月、甲府市との間で災害時の支援に関する協定を締結した。

・外部関係団体と連携し、看護師の県内定着や資質向上の
ための対策を検討する。

・山梨県看護協会、山梨県医務課との打合せにおいて、新人や中堅者の定着に関
する問題について話し合い、看護管理者の会議等で学生が望む職場環境等につい
て意見を述べられる機会を計画的に作り、実行した。

74

地域政策課題を扱う法人等と連携しながらシンクタン
ク的な役割を果たす。

Ⅳ

・認定看護師の育成・支援として、緩和ケア認定看護師養成
課程を開講する。

　イ　地域との連携

Ⅳ

Ⅲ

・ゼミ活動として、複数のゼミが、甲府市・笛吹市の「観光協議会」に参加し、政策アド
バイスを行ったり、南アルプス市芦安地区で活性化支援を行った。学長プロジェクト
において、シンクタンク等と連携し、将来にわたる中山間地域等での生活維持につな
がる仕組み作りに関し、提案した。山梨県と連携し、新しい公共に基づく地域再生
ファシリテーター養成講座を実施し、人材育成を図るとともに、講座内でフィールド
ワークの現場となった富士川町平林地区に対し、講座の成果として、今後の地域活
性化策について提案した。

・看護継続教育支援として、新人看護職員のための研修責
任者研修を行う。

・昨年に引き続き、県の委託事業として「新人看護職員研修責任者研修」を9～10月
に実施し、県内24施設から36名が参加した。

・協定に基づく実効ある連携事業を推進し、その実績を広報
する。

・甲府市との包括的連携協定に基づき、「よつびし総研」（甲府市中心街を中心に活
動）、「やまなし映画祭」（大学内に事務局設置　過去最多観客数を記録）、「外国人
のための日本語講座」（全21回）を実施した。

Ⅲ

・看護実践開発研究センターの本格的な運営のため、ホー
ムページの充実をはじめ一層の基盤整備を行う。

・他研究機関、自治体等と連携し、地域課題に対応した政
策提言等を積極的に行う。

29



75

76

77

79

教職員、学生による社会貢献活動を促進するための
推進制度等を充実する。

　ウ　産学官民の連携

・優秀学生活動認定制度を基に、さらに支援制度を強化す
る。教員に既存の「地域活動支援メニュー」を周知し、その
活用を図る。

優秀学生活動は4件認定し、1月26日認定式を実施した。支援メニューは教授会等で
広報した。

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

　エ　他大学等との連携
・地域研究交流センターのプロジェクト研究、共同研究とし
て実施する。

・プロジェクト研究等において、山梨大学・富士工業技術センター等の他大学や研究
機関等と連携した。

他大学や研究機関等との共同研究など研究交流を
進める。

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等との
連携を図りながら教育支援を行うとともに、高大連携
を一層推進する。

学生就職支援に関わる県内関係機関との連携を密
接に図り、各種就職ガイダンスへの学生の積極的な
参加を促進する。

・キャリアサポートセンターと学部が連携し、県内で活躍する
卒業生の体験的情報を在学生に提供する。

・国際政策学部の新設科目「国際政策キャリア形成」で、行政・金融・商社・小売など
進路別の卒業生が就職活動や業務の体験について語る機会を設けた。「キャリアデ
ザイン」科目において同様のことを実施した。

・大学コンソーシアムやまなしの各種事業に積極的に参加
する。

・学生交流事業（学生イニシアティブ事業：日本語を母国語としない児童・生徒のため
の学習支援教室）、生涯学習事業（県民コミュニティカレッジ講座：東日本大震災後
の社会と日本を考える）等、各種事業に積極的に参加した。

81

アジアなど海外事情を含め地域企業の経営に役立
つ情報提供を積極的に行い、企業の経営改革や海
外事業展開などを支援する。

Ⅲ

・学長プロジェクトや地域研究交流センターのプロジェクト研
究、共同研究及びその他の研究活動を通じ研究交流を進
める。

・学長プロジェクト研究やプロジェクト研究・共同研究等を通じ、山梨大学等の他大学
や県環境科学研究所・山梨総合研究所・日本総合研究所等の研究機関等と研究交
流を進めた。

・出前授業・１日大学体験などにより、高大連携の推進を図
る。

学内研究資源と関連する業界との定期的な交流の
場を設け、業界ニーズの把握、研究情報の提供等を
推進する。

・学内研究資源を活かした産学官民連携のプロジェクトを行
い、新たなプロジェクトを開発する。

・地域研究交流センターのプロジェクト研究のひとつである甲斐絹プロジェクトにおい
て、企業や行政と連携し、学生の意見を取り入れつつ、製品開発を進め、甲斐絹名
刺入れの商品化のめどがついた。また、わが国ODA予算を活用した中国成都地震
復興プロジェクト（成都地域の観光従事者を山梨県内温泉施設で研修）に、教員が
主導的に参画した。

Ⅲ

Ⅲ

　オ　教育現場との連携

Ⅲ

・各種就職ガイダンスや求人情報等を提供する。 ・学内就職支援ポータルサイトや掲示板を通じて合同説明会、各種セミナー、求人情
報の提供を行った。

・城西高校「家庭看護・福祉」連続講座、甲府南高校「プレゼンテーション」などを実
施し、高大連携の推進を図った。

　カ　地域への優秀な人材の供給

大学コンソーシアムやまなしの各種事業に主体的に
参加して、教育・研究・生涯学習などの多彩な分野
で貢献する。

・県内企業の国際展開に必要なデータ整備に協力する。 ・地域研究交流センターの共同研究のひとつである「山梨企業の中国進出の動向と
課題」の実施を通じ、中国での事業展開に関するデータ整備に協力した。県産業労
働部ややまなし産業支援機構と連携し、アジア展開に関心のある県内企業向けに、
タイ人経営者による講演会を開催するとともに、タイ進出ニーズを持つ企業をメン
バーとする定期的な研究会の開催を支援した。

・保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等への教育
支援を行う。

・甲府市幼児教育センター主催講座に講師を派遣した。また、甲斐市などで学生アシ
スタント・ティーチャー（SAT)として、小中学校の授業、学習支援等を行った。

80

78

30



・県立中央病院との連絡会議を行ない情報交換を行った（年3回）。

看護学部では、関係機関と緊密に協議・連携して
種々の対策を講じながら学生指導の充実強化を図る
ことにより、卒業生の半数以上が県内医療機関等に
就職することを目指す。

82

１　特色ある取組事項等
・平成２３年度後期から「授業開放講座」を開始した。実施要項を作成し、教員への
参加を呼び掛け、１３科目を開講し、８月から募集し、９科目で１２名（実人数１１名）
が受講した。
・「やまなし映画祭」は、甲府市との包括的連携協定に基づき、大学が協力して（学
長が実行委員長、大学内に事務局設置）開催された。過去最多観客数を記録する
成功を収め、またマスコミ報道は４０件を越えるほど大きな注目を集めた。その際に
発表されたドキュメンタリー映画「きょうを守る」（監督が国際政策学部３年生）は大
反響を呼び、３月末までに全国で３０回以上上映し、約３，０００名の観客となった。
４月以降に英語版が完成し、アメリカなどの海外でも上映される予定である。
・山梨県と連携し、「新しい公共」に基づく地域再生ファシリテーター養成講座を受託
実施し、人材育成を図るとともに、講座内でフィールドワークの現場となる富士川町
平林地区に対し、講座の成果として、今後の地域活性化策について提案した。
・「ユニバーサルデザインの観光への応用による地域振興活動」が山梨県の「平成
２３年度やまなしユニバーサルデザイン表彰」を受賞した。
・地域研究交流センターの研究事業のひとつである甲斐絹プロジェクトにおいて、産
官学民の連携により甲斐絹名刺入れが開発され、一般向けに商品化の目途がつ
いた。２４年３月の卒業式では記念品として卒業生に配布された。
・緩和ケア認定看護師教育課程において、県内から２０名の研修生が受講した。認
定看護師数は全国でも下位にある県の現状のなかで、その必要性を医療機関を中
心に個別に説明するなど働きかけた結果、２０名もの県内からの受講生を獲得で
き、今後県内の看護の質向上の推進につながる取り組みができた。また、緩和ケア
に関心を持っている看護職に対し、リンパドレナージ等の講座を開講し１００名を超
える受講者を得た。
・日本経済新聞社の日経グローカル誌（月２回発行）の年次「全国大学の地域貢献
度ランキング」において、山梨県立大学は「組織・制度」、「ボランティア・防災」等が
高評価され、６９位と前年（１５１位）、前々年（２８９位）から大きくランクアップした。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　看護学部の平成２３年３月卒業生について、県内への就職率は４２．４％に留まって
いる。中期計画においては、「看護学部では卒業生の半数以上が県内医療機関等に
就職することを目指す。」としているところであるので、関係機関と連携して、計画期間
中に目標を達成できるよう取り組みを強化することが望まれる。
（対応結果）
①県立中央病院の説明会を学内で実施(５月）３～４年次生約６０名出席
②進路ガイダンスに県内就職の卒業生を招き活動状況を報告（７月・１月）
③３年次生を対象にした県内の４医療機関・１行政機関からインターンシップの受け入
れ計画と自施設の紹介（１月）
④看護師定着に関する県内の会議に出席し学生の進路決定に関する意識について
報告（９月、１１月、１月）
⑤県立中央病院との連絡会議にて情報交換（５月、１０月、２月）
⑥看護実践開発研究センターにて認定看護師の育成および新人看護師合同研修お
よび新人看護師教育責任者研修を行い、県内の医療機関の現任教育体制をともに作
ることで、安心して就職できる職場環境を整備
⑦平成２４年３月卒業生の県内への就職率は、４９．５％に上がった。

『Ⅰ－３－（１）　地域貢献に関する目標』における特記事項

Ⅲ

・看護実践開発研究センターで院内における新卒者教育担
当者の養成研修を実施する。

・新人看護職員研修責任者研修を行うと同時に、次年度に「新人看護職員実地指導
者研修」を受け入れるための準備を行った。

・県内の医療施設等に、学生の就職意識（就職先選択・魅
力ある職場など）に関する情報提供を行う。

・看護師等就職協力委員会や県立中央病院との連絡会議の中で情報提供を行っ
た。

・県内医療機関に奨学金制度に関するアンケート調査を実施し、学生に情報提供し
た。

・県内の医療施設等での奨学金制度に関するアンケート調
査を実施し、学生に情報提供を行う。

・県立中央病院との連絡会議を通して、学生の就職状況の
情報交換を行う。
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83

・前年度の留学生1名に留学中の学修に関する単位認定を行った（6月教授会）。

・学生の留学促進のため、留学支援制度の説明会、留学経
験者の報告会を行う。

84
・ホームページ等での外国語による大学紹介を充実させる。

・既存の留学支援制度を活用するとともに、更なる充実をは
かる。

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　３　　地域貢献等に関する目標
　（２）　国際交流等に関する目標

ア  学生の国際交流の推進
　グローバルな視野を持ち、地域や世界の様々な舞台で活躍できる人材を育成するため、外国の大学等との国際交流協定の拡大などにより、海外留学や外国人留学生
の受入れなど学生の国際交流を推進する。
イ  教職員の国際交流の推進
　教育内容の充実や研究水準の向上のため、外国の大学等との教育・学術交流や国際共同研究など教職員の国際交流を推進する。
ウ　地域の国際交流の推進
　地域の国際化や国際交流に係る活動を支援し、多文化共生の社会づくりに貢献する。

・海外研修など、学生の国際交流を推進する方策を検討す
る。

・英米圏の大学に学生を送り出す場合の経済的支援制度の創設について検討を進
めた。

国際政策学部では、外国の大学等との交流協定及
び交換留学制度の拡充、留学や海外研修に関する
支援措置などにより、学生の半数以上（毎年度４０名
以上）が留学を経験するか、または海外研修に参加
するようにする。85

・留学による履修単位の認定を行う。

・4月から英国の提携校（イーストアングリア大学）へ学生2名を派遣した。・英国等の新たな提携校への学生派遣を開始する。

自己
評価

　ア　学生の国際交流の推進

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等№

外国の大学等への留学や海外研修を希望する学生
がその機会を得られるように、留学支援制度、海外
研修制度の充実を図る。

外国人留学生が常時２０名程度いる状態を目指し、
外国人学生の学納金の軽減を行うとともに、受け入
れ体制全般の整備を図る。

・国際交流委員会が留学説明会（地域別・国別・大学別）、留学経験者の報告会（6
月28日）を行った。

Ⅲ

・学生の留学や海外研修を促す新たな仕組みを検討する。 ・米国の大学との協定締結について、国際交流委員会が中心となって検討を行っ
た。

Ⅲ

・既存の協定その他利用可能な制度を活用し、外国人留学
生の受け入れを進める。

・平成23年度は、留学生特別選抜による留学生3名、県委託研究生2名、中国・韓国
の提携校の交換留学生各2名に加え、新たにタイの提携校から交換留学生2名を受
け入れた。

・英語による簡略化されたホームページの作成を進めた。

・外国人留学生の学納金の軽減を図る。 ・昨年度に引き続き、外国人留学生も授業料減免制度の対象とした（応募があった
が、減免基準に満たなかった）。

・留学を希望する学生への確実な周知、準備ができるよう内部規程を整備するため
の検討を行った。平成24年春より半年間程度の予定で、学生4名（国際政策学部3
名、人間福祉学部1名）が、交流協定締結候補先の米国モントレー国際大学の語学
プログラムに留学した。

・外国の大学等、特に英語圏の大学との交流協定締結に向
け、調査を行う。

・米国のモントレー国際大学との間で、交流締結を視野に、交流実績の積み上げを
進め、11月に先方の教授の表敬訪問を受入れた。

Ⅲ
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87

・他大学で実施している受入・派遣プログラムについて情報
収集を図る。

・昨年に引き続き、10月に行われた研修会（留学生担当職員研修会　主催：日本学
生支援機構）に職員を派遣し、他大学等における取組について情報収集を行った。

・看護学部として外国の大学等の教育、学術交流の実施を
模索する。

・学部国際交流委員会において、交流の可能性を検討するための情報収集を目的
に2名の教員を韓国三育大学、韓国交通大学、清州大学に派遣した（3月13日～3月
17日）。8月にフィンランドからの講師を招き、「フィンランドの医療・看護・人員配置シ
ステムについて」の講演を行った。本学教員・学生だけでなく地域の医療関係者にも
開放し、積極的な学術交流を実施することができた。

・協定締結大学を中心に教育・学術交流の推進について検討を進めた。交流協定を
締結している北京聯合大学旅游学院及び締結に向けて検討作業を行っているモント
レー国際大学の教員による記念講演会を学内において開催し、交流を深めた。ま
た、科学研究費により、平成24・25年度にモントレー国際大学と連携し、本県の地域
資源を活かした地域活性化策について調査研究予定である。

・外国の大学等との教育・学術交流を推進する方策を検討
する。

　イ　教職員の国際交流の推進
外国の大学等との教育・学術交流を推進するため、
教職員の受入・派遣プログラムの充実を図る。

86 Ⅲ

・教員特別研修派遣制度の定着を図るとともに、教職員の
海外活動の実態を把握し、その推進策について検討する。

・教員特別研修派遣の募集を教育研究審議会で報告し、教員へメール配信により周
知を図るとともに、新たに運用内規を定めた（平成23年度特別研修派遣　英国１
名）。また、教職員の海外活動の実態把握を行った。 Ⅲ

　ウ　地域の国際交流の推進

教職員の海外派遣制度や海外活動の支援を充実す
る。

・教員と学生が地域の国際交流・多文化共生の活動に積極
的に参加する。

・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）活動として、外国人学校の子どもへのITCを用いた遠隔日本語
教育、山梨在住外国人との交流を通じた外国人から見た山梨の魅力と課題の調査
などを実施した。県民の日（11月20日）の「国際フェスタ」にボランティア参加した。在
住外国人に対し看護学部教員および病院医師・薬剤師等の協力を得て健康相談や
セミナーを実施した。12月18日には健康支援を中心とした共生イベントを実施した。
文化庁よりの委託事業として、在住外国人向けの日本語指導者養成講座（基礎編）
を実施した。

各学部の特性を活かし、県内在住外国人が抱える
様々な課題に対応するために外国籍児童・住民へ
の日本語支援や医療相談などを行うとともに、地域
における国際交流や多文化共生社会づくりに貢献
する。88 Ⅲ

・甲府市と共催で「外国人のための日本語講座」を毎週日曜日の2時間、全21回を実
施した。

・甲府市との連携により外国人向け日本語・日本文化の連
続講座を行う。
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１　特色ある取組事項等
・東南アジアの大学との交流活発化を目指して、２３年３月に協定を締結したタイの
ナコンラチャシーマー・ラチャパット大学から初めて２名の留学生を受け入れた。
・米国の大学への留学ニーズを踏まえ、協定候補先のモントレー国際大学と交渉し
た結果、同大学の語学プログラムへの本学学生（２学部、４名）の留学が実現した。
・協定大学及び協定候補大学より教員を招聘し、記念講演会を開催した。
・文化庁よりの委託事業としての在住外国人向けの日本語指導者養成講座（基礎
編）や、甲府市との共催で「外国人のための日本語講座」（毎週日曜日、全２１回）を
実施したほか、看護学部教員が医師・薬剤師等と連携し、外国人向け健康相談を
実施するなど、様々な形で、在住外国人支援を行った。
・教員の指導のもとで、国際政策学部学生（１名）が日本BPW連合会（働く女性たち
の地位向上を目指すＮＧＯ）が募集した、「国連女性の地位委員会」でのインターン
シップに応募したところ、競争が激しい中、選抜され、２～３月の１０日間、ニュー
ヨークの「国連女性の地位委員会」でインターンシップを行った。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　新たな交流協定締結という成果は認められるが、中期計画において「外国人留学生
が常時２０名程度いる状態を目指し」としているので、計画期間内に目標を達成できる
よう更なる取り組みを期待する。
（対応結果）
　平成２３年度・後期時点で、本学への留学生１１名在学中。内訳：私費留学生　３名
（中国２、台湾１）、協定大学　６名（中国・北京聯合大学、韓国・三育大学、タイ・ナコン
ラチャシーマー・ラチャパット大学各２名）、県費留学生　２名（韓国・忠清北道、米国・
アイオワ州各１名）。
　今後、留学生の生活教育環境の整備等を行いながら、包括協定提携済みで留学生
受入れ未済の大学（英国・キール大学）や提携候補先大学（米国・モントレー国際大
学）からの受入れ、国内日本語学校との連携強化等を図る。

『Ⅰ－３－（２）　国際交流等に関する目標』における特記事項
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90

91

92

Ⅱ　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
　理事長がリーダーシップを発揮し、責任ある意思決定を迅速に行える体制を整備するとともに、意思決定過程及び実施過程の透明性の確保と効率化を図る。
２　教育研究組織の見直しに関する目標
　地域ニーズや時代の変化に的確に対応するため、大学院機能の充実を含めた教育研究組織の在り方について検討を行う。
３　人事の適正化に関する目標
　柔軟で弾力的な人事制度の構築を進める。
専門性の高い人材を確保・育成するとともに、全学的な観点から適正に教職員を配置し、組織の活性化を図る。
教育研究活動の活性化を図るため、任期制など多様な任用制度の検討・導入を進めるとともに、教職員の業績を適切に評価し、その結果を給与等に反映できる仕組み
を構築する。
４　事務等の効率化・合理化・高度化に関する目標
　効果的、効率的な事務処理を行うため、業務改善を進めるとともに、事務組織の見直しを行う。
専門知識・能力を有する人材を確保・育成し、事務局機能の高度化、効率化を一層推進する。
職員の職務能力開発のための組織的な取り組み（スタッフ・ディベロップメント活動）を積極的に推進する。

№ 中期計画 年度計画 計画の進捗状況等
自己
評価

　１　運営体制の改善に関する目標
・役員会、経営審議会、教育研究審議会を定期的に開催す
るとともに、必要に応じて随時開催することにより機動的な大
学運営を行う。

・定期、臨時を合わせ役員会を16回、経営審議会を4回、教育研究審議会を11回開
催した。対応を必要とする意見が出された場合に備え、迅速・的確に対処できるよう
な体制を整えて大学運営を行った。

法人運営の透明性を確保するため、役員会、経営審
議会、教育研究審議会の議事録を公開する。

・ホームページを活用して、役員会等の議事録を積極的に
公開する。

・役員会、経営審議会、教育研究審議会の議事録をホームページで公開した。
Ⅲ

・予算編成に当たっては、予算編成方針を策定し、教育研
究の質の向上をはじめ中期計画を達成するために必要な事
業に優先的に配分する。

・平成24年度予算編成方針を策定して予算編成にあたった。看護と福祉の専門職連
携演習に新たに予算付けを行うなど、中期計画達成に向けた予算配分を行った。

予算編成・配分については、戦略的観点を重視す
る。 Ⅲ

Ⅲ

・学部の意見は、教授会を通して教育研究審議会で審議を行い法人の運営に反映さ
せるとともに、教育研究審議会の議事については、教授会を通して教員への周知を
図った。

教授会が大学活性化のための役割を引き続き果た
すとともに、その意見が教育研究審議会を通じて法
人の運営に反映されるよう体制を整備する。

89
・役員は、総務、経営、教育・厚生、研究・交流の業務を分
担するとともに、役員間の連携を密にして効率的・効果的な
組織運営を行う。

・理事長を筆頭に、各理事が相互に連携をとりつつ効率的・効果的な組織運営に努
めた。

・教授会の意見を教育研究審議会を通じて法人の運営に反
映させる。

理事長の下で、役員の分担を明確にし、機動的な大
学運営を行う。

Ⅲ
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95

96

97

98

　２　教育研究組織の見直しに関する目標

93

地域ニーズや時代の変化に的確に対応するため、
大学院機能の充実を含めた教育研究組織の在り方
について検討し、必要に応じて組織の再編や定員の
見直しを行う。

・大学院看護学研究科において、博士課程の設置構想策
定に向けた検討を行う。

・平成24年度からの博士課程設置認可を受けた看護学研究科責任者にヒアリングを
実施し、来年度からの開設準備の進め方について検討した。

教職員の業績評価を試行的に実施し、その結果を
踏まえて評価基準・方法等の見直しを行い、給与等
への反映を図る。

・アカデミック・ポートフォリオ等を活用する教職員の評価制
度について検討する。

・2月24日に認証評価・学位授与機構から講師を招き、アカデミック・ポートフォリオに
対する理解を深めるための幹部対象の研修会を実施し、12名が参加した。職員の人
事評価制度について、実施要綱策定のための検討を行った。

Ⅲ

特任教員など大学の目的に応じて多様な任用形態
を導入する。

・特任教員制度の活用を図るとともに、他の任用形態につい
て検討する。

・キャリアサポートセンターに2名の特任教員を採用するとともに、国際政策学部に1
名、看護実践開発研究センターに2名の任期付き教員を採用した。 Ⅲ

・サバティカル制度導入に向けて検討を行う。 ・サバティカル制度を実施している大学から具体的な制度内容についての情報収集
を行うとともに、調査結果を参考に本学に適したサバティカル制度について検討を進
めた。

Ⅲ

　４　事務等の効率化・合理化・高度化に関する目標
効果的・効率的な事務処理ができるよう、事務組織
及び業務分掌の見直しを随時行う。

・新たな課題に対応するため、事務組織や業務分掌の適
時・適切な見直しを行う。

・業務分掌の見直しを行い、二つのキャンパスで行っていた委託契約等の会計事務
を総務課に、学生納付金を学務課に集約することで、事務処理の効率化を図った。
また、釣り銭の手元保有必要額を平成22年度の実態に合わせて削減するとともに、
入学検定料を郵便為替から銀行振込方式に改め、業務の効率化を図った。

Ⅲ

一定期間継続的に勤務し、大学に貢献した教員を
対象としたサバティカル制度を導入する。

94
・学部等において、授業科目やカリキュラムを再検討し、非
常勤講師の配置について検討を行う。

・非常勤講師について、開講する科目の受講者数の実態調査を行い、平成24年度
の配置に反映させた。

Ⅲ

・研究科設置に向けた学内検討組織を設置し、国際政策学
部・人間福祉学部に係る大学院（修士課程）設置計画の大
枠を取りまとめ、山梨県及び文部科学省との協議を行う。

・将来構想検討委員会に関係学部代表および関係理事等からなる大学院設置専門
部会を設けた。国際政策学部・人間福祉学部に係る大学院（修士課程）設置計画の
大枠について、山梨県へ説明を行い、その際の意見等を反映・整理させたうえで、平
成24年度に再度協議を行うこととした。

・原則として、教職員の採用は公募により行う。 ・教員、職員ともに公募により教職員採用を行った。全学的・中長期的観点に立った包括的な人事方針
を確立し、客観性・透明性・公平性が確保された教
職員人事を行う。

Ⅲ

　３　人事の適正化に関する目標
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100

101

・業務情報の共有化や電子化を推進するため、教職員ポー
タルの有効活用を図る。

大学固有の業務としての専門性が求められる分野を
中心に、法人固有の職員を計画的に採用する。

・事務局機能の高度化、効率化を推進するため、「法人職員
採用計画」に基づく職員採用とともに、専門性の高い人材を
必要に応じて確保するため、人材派遣や非常勤嘱託等の
活用を検討する。

・「法人職員採用計画」に基づき1月から臨床心理士を1名、3月からは人事労務管理
の経験を有する事務職員1名を採用して事務局機能の充実を図った。また、簿記会
計の専門知識を有する派遣職員を活用するとともに、建築士の有資格者を非常勤職
員として雇用し、施設設備の現状把握を行った。

Ⅲ

・会計事務処理マニュアルを作成し、事務の効率化を図る。

Ⅲ99

・職員の資質向上を図るため、学内研修を実施するとともに公立大学協会等の主催
する研修へも積極的に職員を参加させた。

・通信の形態や契約の方法を検討することにより経費の削
減を行う。

・CATVを利用したインターネット接続回線について、県の情報ハイウエイを活用する
ことで無料化し、年403万円を削減した。また、法人化後、1年半をかけて情報教室
（飯田２、池田１）の機器リース更新時期の一本化を進め、本年9月の入札でパソコン
153台のシステムを一括導入することにより、月額12万円のリース料を削減した。

・事務作業の効率化のため、タブレットＰＣ等を活用した書類
のオンライン化が可能か検討する。

・事務作業の効率化のため、タブレットPC等を活用した書類のオンライン化の可能性
について検討するとともに、飯田キャンパス中会議室で事務局の無線LANが利用で
きる環境整備を検討した。

学内外の研修への積極的な参加を通じてＳＤ活動を
推進する。

業務情報の共有化や電子化を推進し、事務処理の
効率化を図る。

Ⅲ

・大学職員として必要な専門知識を修得させるため、年度研
修計画を策定し、学内外の研修に参加させる。

・本年度は、大学情報データベース等の充実を図った結果、3月末までに延べ17,394
回利用（1日平均48回）があった。

・会計事務処理のうちシステム処理が複雑な支出業務のマニュアルを作成し、新任
教職員でもすぐに理解できるよう事務の効率化を図った。

・情報セキュリティポリシーに基づいた作業運用マニュアル
の作成をする。

・情報委員会の担当者レベルで運用マニュアルの原案作成まで行った。
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『Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標』における特記事項

１　特色ある取組事項等
・事務の効率化を進めるため、会議時間の短縮等や効率的な委員会等の運営を図
れるよう、その基本的ルールを明示した「標準的会議ルール」を策定した。
・ＳＤ研修として、外部講師を招聘し、「人間関係の考察」と題したコミュニケーション
研修を実施した（１０月２７日実施　２８名参加）。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　教職員の業績評価制度については、教員のアカデミックポートフォリオの作成に留
まっており、その活用方法について具体的な検討が進められているとは認められな
い。中期計画の達成を視野に入れると年度計画に定める「教職員の評価制度の制度
設計」について早期に取り組むべきである。
（対応結果）
　教員のアカデミックポートフォリオの充実・活用は、多くが納得する教員評価につなが
り、評価の公平性の確保に資すると考えており、アカデミックポートフォリオをベースと
した評価文化の学内での意識醸成を図っていきたい。そのためにアカデミック・ポート
フォリオについての役員及び幹部職員を対象に研修会を２月に開催した。
　職員の評価制度については、人事評価要綱策定の検討を行った。
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103

104

105

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標

１　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
　山梨県が一定のルールに基づき交付する運営費交付金や授業料等学生納付金のほか、外部研究資金の獲得や多様な大学事業の展開による自主財源の確保・拡充
を目指し、検討体制の整備と組織的な活動に取り組み、自己収入の増加に努める。
授業料等学生納付金については、公立大学の役割や適正な受益者負担等の観点から、社会情勢等を勘案し、適宜見直しを行う。
２　経費の抑制に関する目標
　予算の弾力的、効率的な執行、管理的業務の簡素化、合理化などを進めるとともに、教育研究水準の維持向上に配慮しながら、組織運営の効率化等を進め、経費の
抑制を図る。
３　資産の運用管理の改善に関する目標
　全学的かつ経営的視点から、施設・設備等の効率的活用を進めるとともに、金融資産については、安全確実な運用を行う。

№ 中期計画 年度計画 計画の進捗状況等
自己
評価

授業料等学生納付金は、法人収支の状況、他大学
の動向及び社会情勢等を勘案し、定期的な見直しを
行い、適切な料金設定を行う。

・平成２３年度学生納付金を据え置くとともに、他大学の動
向や社会情勢等を調査、検討し、適切な料金設定を行う。

・適切な料金設定を行うため、他大学の動向について調査したうえで検討を行い、平
成24年度も据え置くこととした。 Ⅲ

科学研究費補助金については、教員の申請率を百
パーセントにし、最終年度までに採択件数２倍を目
指す。

・科学研究費申請率７０％以上を目指す。 ・平成23年度の申請件数は81件、申請率は74％となった。

Ⅲ

　１　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
・外部研究資金の獲得に向けて、職員ポータルを活用した
情報の共有化を図るとともに研修会を開催する。

・職員ポータルに科研費に関する項目を追加し、科研費に関係する各種情報を掲載
することにより、情報の共有化を図った。また、日本学術振興会から講師を招き、10
月3日に科研費の申請に係る研修会（参加34名）を行った。

外部研究資金の獲得に向けてインセンティブを付与
する仕組みを設けるなど、積極的な応募を奨励す
る。

・平成２２年度の外部研究資金の獲得状況を踏まえ、引き続
き応募を奨励する仕組みを検討する。

・科学研究費補助金の交付決定総額の6％に相当する額を教員研究費に上乗せ配
分する仕組みを設け、外部資金獲得に向けた応募奨励制度を構築した。 Ⅳ

科学研究費補助金、委託研究、奨学寄付金等外部
資金に関する情報の収集・整備に努めるとともに、定
期的な研修会の開催などにより学内への周知及び
申請などに係る研究支援体制を充実する。

Ⅲ
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109

　３　資産の運用管理の改善に関する目標
大学の諸施設の開放に関するルールを定め、地域
等に有効に活用されるよう、教育研究等大学運営に
支障のない範囲内で一般への開放を積極的に進め
るとともに、大学施設の利用に関して適切な利用料
金を設定し、一部有料化する。

・大学運営に支障のない範囲で、施設の一般開放や有料貸
し付けを行う。

・施設等の一時使用に関する貸付基準（内規）を作成し、教育に伴う施設利用の優
先を明確にするなど、施設利用の適切な運用に努めた。
  貸付実績（24.3末現在）
　　飯田キャンパス　　26件／収入　473,220円
　　池田キャンパス　　81件／収入1,904,980円

Ⅲ

毎年度、資金計画を定め、金融資産は、業務の執行
に支障がない範囲で、安全確実な運用を行う。

・資金計画を定め、金融資産の安全確実な運用を行う。 ・平成23年度資金計画を定めて資金の安定運用を図った。超低金利が継続している
ことや預金保護の対象外であることから定期預金での資金運用は行わなかった。ま
た、普通預金も1000万円超の部分が保護されないため、全額が保護対象である決
済用普通預金に変更した。

Ⅲ

教育研究水準の維持・向上に配慮しながら、人事の
適正化や事務等の合理化等組織運営の効率化を進
め、経費の抑制を図る。

107
・事務の効率化や経費の削減を図るため、両キャンパスの
外部委託の統合や複数年契約を導入する。

・情報機器リース契約について、両キャンパス合わせて3本の契約を一本化したこと
により月額12万円を削減した。また、エレベーター保守点検委託を複数年契約にす
ることにより、年98万円を削減した。

　２　経費の抑制に関する目標
・教職員ポータルを活用した情報の共有化や電子化を推進
する。

・役員会や教授会等の議事録等の大学情報を大学情報データベースに蓄積したこと
に加え、科研費関連情報、大学HP関連の項目を追加し、情報の共有化を図った。

・環境マネジメントシステムを構築するとともに、省資源、省
エネルギー対策をさらに推進する。

・平成22年度予算ベースで13.8％の削減を行った。また、実績ベースでは10.4％の削
減を行った。
　○削減を行った主なもの
　　・エレベーターの保守点検委託　　　　年98万円
　　・情報機器リース契約の1本化　　 月額12万円
　　・インターネット接続回線の無料化　年403万円

限られた財源を効果的に活用するため、情報の共有
化や電子化等による管理業務の効率化を進めるとと
もに、環境に配慮した省資源、省エネルギー対策を
講じることにより経費の抑制を図る。

106

・外部委託や人材派遣等を活用して、効率的な事務処理を
行う。

・簿記会計の業務補助に人材派遣を活用するとともに、外回りの清掃業務を外部委
託した。

Ⅲ

・昨年度に引き続き環境委員会において環境マネジメントシステムの構築を進めると
ともに、紙資源等のリサイクルの検討を行った。また、東日本大震災に伴う節電対策
の目標を15％に定め、教職員・学生に周知をするとともに、エアコン設定温度の集中
管理をはじめ、最上階の教室の利用抑制、電気機器の使用制限、緑のカーテンの設
置やカジュアル・クールビズなど様々な取組を行った。その結果、4月から3月までの
電力使用量が飯田キャンパスで16.2％、池田キャンパスで15.6％の節減となった。

・一般管理費を平成２２年度予算比１０％削減する。

Ⅲ

・教育研究水準の維持・向上に配慮しながら、人事の適正
配置を進める。

・年度当初に昨年度欠員だった3名の教員の欠員補充を行った。また、外国語教育
等の充実を図るため、来年度採用に向けて英語ネイティブ教員の公募を行った。
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『Ⅲ　財務内容の改善に関する目標』における特記事項

１　特色ある取組事項等
・外部研究資金を獲得するための試みとして、科学研究費補助金の交付決定総額
の６％に相当する額を教員研究費に上乗せ配分する仕組みを新たに設け、外部資
金獲得に向けた応募奨励制度を構築した。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　教育研究水準の維持・向上に配慮しながら、経費の抑制に留意して人事の適正化の
検討を行われたい。
（対応結果）
　限られた財源の中で大学が必要とする人材を確保するため、非常勤講師をはじめ特
任教員や任期付教員など多様な雇用形態を活用した教員の確保に努めている。
　平成２３年度は、非常勤講師を前期７６名、後期７７名（２２年度　前期９２名、後期８７
名）の他、キャリアサポートセンターに新たに２名の特任教員を採用するとともに任期
付教員として北京大学から教授を招聘するなど３名を採用した。
　また、平成２４年度に英語ネイティブの専任教員（任期付き）採用を決定した。
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Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

　教育研究活動及び業務運営について、定期的に自己点検・評価を実施するとともに、認証評価機関による認証評価※4 を受け、その結果を速やかに公表し、教育研
究活動及び業務運営の改善に活用する。

№ 中期計画 年度計画 計画の進捗状況等
自己
評価

『Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標』における特記事項

１　特色ある取組事項等
・大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審し、平成２４年３月２９
日付で同機構が定める大学評価基準を満たしているとして認定された。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　「平成２１年度自己点検評価報告書」に記載されている課題について、今回の平成２
２年度業務実績報告書において課題とされている項目も含まれている。これらの課題
については、早急に対応することが望まれる。
（対応結果）
　自己点検評価で改善を要する点として掲げた課題の内、指摘されたものは、①入学
金及び授業料の減免制度、②教員の業績評価制度の２点であり、それらへの対応の
状況はⅠ－１－（４）、Ⅰ－２－（２）の特記事項で示したとおりである。

・大学評価学位授与機構の認証評価を受ける。 ・大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審した結果、3月29日付
で「同機構が定める大学評価基準を満たしている。」と認定された。

自己点検評価報告書、認証評価等の結果について
は、ホームページ等を活用して速やかに公開する。

自己点検評価委員会が評価基本方針と評価手順を
提示し、大学全体として組織的な取り組みを定期的
に実施する。

110

・自己評価書及び認証評価結果をホームページ等で公開
する。

・自己評価書はホームページで公表し、認証評価結果については新聞等マスコミで
公表するとともにホームページでも公表した。 Ⅲ

Ⅳ・平成２２年度に実施した自己点検評価結果を受けて改善
を行う。

・改善を要する点とした、「英語ネイティブ教員確保」、「ＧＰＡ導入への検討」及び「Ｐ
Ｃの老朽化への対応」等については、それぞれ、平成24年度採用決定、ＧＰＡ導入の
第一段階としてＳスコアの設定、ＰＣのソフトの更新による性能アップ等、改善を進め
た。
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Ⅴ　その他業務運営に関する目標

１　情報公開等の推進に関する目標
　公立大学としての社会への説明責任を果たし、広く県民の理解を得るため、広報体制の強化を図り、教育研究活動や業務運営に関して積極的かつ迅速な情報提供を
行う。
２　施設・設備の整備・活用等に関する目標
　良好な教育研究環境を保つため、施設・設備の適切な維持管理を行うとともに、有効活用を図る。
３　安全管理等に関する目標
　学内の安全と衛生の確保及び災害発生時など緊急時のリスク管理のための体制を整備するとともに、個人情報の保護など情報に関するセキュリティを確保する。
４　社会的責任に関する目標
　法令遵守の徹底と人権尊重や男女共同参画の推進、環境への配慮など、公立大学法人としての社会的責任を果たす体制を整備する。

№ 中期計画 年度計画 計画の進捗状況等
自己
評価

113

メディア等を活用して、県民等広く社会に大学の存
在や役割を周知する。

・学長記者会見を効果的な方法で継続的に実施し、報道機
関による、より多くの情報提供を行う。

114

・法定点検に基づく適切な調査・点検を行うなど、必要な修繕、機器の更新に努めて
いる。東日本大震災に伴う節電対策について目標を15％に定め、教職員・学生に周
知をするとともに、エアコンの設定温度などの集中管理等を行った。その結果、4月
から3月までの電力使用量が飯田キャンパスで16.2％、池田キャンパスで15.6％の節
減となった。
・専門家による施設・設備の調査点検を行い、その結果に基づき施設整備計画の見
直しを行った。

・老朽化が進む池田キャンパス施設・設備の調査点検を実
施し、必要に応じて施設・設備整備計画の見直しを行う。

　１　情報公開等の推進に関する目標
大学情報の積極的な公開・提供ができる体制を強化
する。

・教育情報公開を進め、ホームページ内容の充実を図るな
ど引き続き大学情報の提供を推し進める。

・国の法律改正に伴い、今年度から国の定める内容での教育情報の公開を、大学
ホームページ上で行った。また、大学ホームページのリニューアルを行い、より多くの
情報提供を行うとともに、ホームページ運用内規を定め、内容の充実に向けて学内
の体制を整えた。

Ⅲ

Ⅲ

・施設・設備の適切な維持管理を行うとともに、省エネ対策
の推進やバリアフリー化を検討する。

施設・設備を調査・点検し、機能や安全性が確保さ
れた教育環境の維持・向上に努める。

・大学情報の報道機関を経由した提供推進のため、随時、学長記者会見や記者クラ
ブへの投込みを行った。

　２　施設・設備の整備・活用等に関する目標

Ⅲ

・ホームページ内容について各部局等のページを充実し、
継続的な広報紙の発行を行う。

・今年度からホームページのリニューアルを行い、より見やすく、情報量の多いものと
し、各学部・センター等についても、積極的な情報提供を行った。また、法人情報につ
いても、内容の充実を図った。大学案内冊子の内容を刷新し、大学の特徴をイメージ
化させ特徴が伝わるような工夫をした。また、広報誌「Ｓｏｕｆｆｌｅ（スフル）」について
は、昨年度の第１号に続き、第2号を発行した。特に高校生に対して、高校での模擬
講義の実施、3学部教員の高校訪問、学内への高校生等の受け入れ等、対面的な
機会を活用して大学の存在や役割を周知した。
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115

116

120

大学で取り扱う学生・教職員の個人情報について、
個人情報保護法を踏まえてセキュリティポリシーを確
立し、情報セキュリティ体制を整備する。 Ⅲ

・教職員ポータルに掲載することで教職員への周知を図った。・平成２２年度に作成された情報セキュリティポリシーの実施
手順について教職員に周知徹底を行う。

・大学に適合した個人情報保護規程を検討し、確かな個人
情報の管理を確立する。

・個人情報保護については、情報セキュリティポリシーに含まれていることから、引き
続き職員に対して周知を行った。

大学運営の透明化を推進するとともに、公正な職務
執行を確保するため、法令等を遵守し、社会に信頼
される大学運営を確立する。

119

　３　安全管理等に関する目標
労働安全衛生本部を設置し、労働安全衛生法等関
係法令を遵守するために必要な措置をとる。

・衛生委員会を定期的に開催し、労働安全衛生法等関係法
令を遵守するために必要な措置を講ずる。

・今年度は震災等の安全管理に重点を置いた職場巡視（産業医及び衛生管理者、
庁舎管理担当等）を実施している。巡視の結果は保健センターだよりで教職員に報
告、情報提供を行った。

学内の施設の利用状況を踏まえ、大学の施設を積
極的に地域社会に開放する。

・グラウンドや体育館、図書館等の大学施設を積極的に地
域社会に開放する。

・ＦＳＣ森林サミット（9月10日、11日）、地元自治会運動会、及び災害医療従事者研
修会等への施設貸出ほか、看護図書館の平日の開館時間を21時30分から22時30
分に延長するなど、地域社会への大学施設の積極的な開放に努めた。 Ⅲ

災害時・緊急時の危機管理マニュアルを策定し、地
域と連携した危機管理体制を構築し、学生及び教職
員が一体となった取り組みを行う。

Ⅲ

・地域と連携した危機管理体制を構築するため、地域住民
に向けた地震防災講演会を開催する。

・7月11日に地元自治会と地域防災などに関する懇談会を開催した。8月28日に地元
自治会からの協力要請に基づき、池田地区防災訓練に看護学部の教員6名、学生5
名が参加し、救護訓練等の地域と連携した取り組みを行った。12月21日に甲府市と
「災害時における支援に関する協定」を締結した。3月22日に甲府市の防災担当者を
講師に招き、地域住民に向けた地域防災講演会を開催し、32名の参加があった。

Ⅲ

Ⅲ

・消防計画に基づき、防災訓練を実施するとともに、自衛消
防組織の充実を図る。

・消防署の指導監督の下、学生及び教職員合同による避難訓練を実施した（飯田：4
月7日　池田：4月8日）。また、自衛消防団の組織を充実させるため、救護班を新設し
た。

・学生、教職員に危機管理規定及び危機管理マニュアルを
周知する。

・キャンパスごとに防災研修会等を開催し、教職員への危機管理マニュアルの周知
徹底と防災意識の向上に努めた（池田キャンパスは9月14日実施、飯田キャンパス
は2月8日、15日に各学部の教授会で説明）。池田キャンパスにおいて、3月3日に学
生及び教職員を対象に安否確認情報伝達訓練を実施した。

117

・教職員の健康管理のため健康診断を実施するとともに、適
切な保健指導体制をとる。

保健センターを設置し、学生及び教職員の心身の健
康保持及び増進を図る。

・教職員健康管理システム（電子化）を作成する。 ・学生と同様な健康管理・指導に活用できるように電子管理システム（既往歴、健診
結果、相談、統計等）を作成した。

・定期健康診断の実施、人間ドックの受診勧奨を行い、受診結果についての事後指
導を行った。

118

　４　社会的責任に関する目標
・大学情報の積極的な公開提供を行うとともに、監事監査の
的確な実施により、公正公平で信頼性の高い大学運営を行
う。

・平成22年度決算については監事監査、及び設立団体の承認を得て、財務諸表を
大学ホームページで公表した。平成23年度はコンプライアンスに関する事項を重点
監査事項とした監事監査計画を理事長に提示し、5月、12月に監事監査を実施した。 Ⅲ
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122

・人権侵害を防止するため、研修会や啓発活動、実態調査
等を実施するとともに、人権侵害防止規程を改訂し、より充
実した防止体制を確立する。

・昨年度末に改訂した新しい人権侵害防止規定に基づいて、下記の事業を実施し
た。
　人権侵害防止体制を再点検し実効性を高めるため、7月に法人経営トップに対する
研修会を実施した。また、人権侵害防止体制を強化するため、9月に人権委員および
相談員に対する研修会を実施した。さらに、学外から専門家を人権委員会にオブ
ザーバーとして招き、様々な助言を受ける機会を設けた。

男女共同参画の意識啓発を図るとともに、次世代育
成支援対策推進法に基づく行動計画の策定を行う。

・次世代育成行動計画を周知するとともに、講演会を開催し
男女共同参画を推進する。

・2月17日に山梨県キャリアコンサルタント協会から講師を招いて講演会及び研修会
を開催し、19名の教職員が参加した。

外部委員を含む人権委員会を設置し、学生・教職員
の人権の保護を図る。

121

・学生の環境活動への参加を支援するため、新たな助成制
度を設ける。

・環境改善に取り組む学生を支援するため、エコプロダクツ2012および全国大学生
環境活動コンテストへの学生の参加に助成した。

Ⅲ

・ハラスメント防止パンフレット（改訂版）を配布する。 ・オリエンテーションにおいてハラスメント防止パンフレット（改訂版）を配布して、学生
に対する啓発を行った。また、本年度も学生対象のアンケート調査を実施し、現状を
把握するとともに、防止対策の強化の参考にした。さらに、学外の専門家による「外
部相談窓口」（ホットライン）を2月から3月にかけて、10時間試行した。

Ⅲ

Ⅲ123

環境ポリシーを策定し、学生及び教職員が一体と
なった環境マネジメント活動を進める。

・環境委員会ホームページを開設する。 ・環境委員会ホームページを3月末に開設した。

・環境マネジメントマニュアルを作成し、学内に周知する。 ・環境マネジメントの今後の進め方について見直しを行った。それにともなって平成
23年度内のマニュアルの作成・周知は見送った。

・環境宣言と環境マネジメント計画を周知し、学生及び教職
員が一体となった環境マネジメント活動を促す。

・オリエンテーションや大学祭の中で環境宣言の周知を図った。学生環境委員会へ
の参加者が増え、学生・教職員が一体となった環境活動の取り組みが進展し、大震
災後の節電対策についても学生・教職員の協力が得られた。

・学生参加による環境に関する研修会を開催する。 ・実効的な啓発活動として大学祭における展示を実施し、来場者に対する環境意識
の啓発と環境委員会の活動についての周知を行った。先進的な取り組みを行ってい
る千葉大学環境ISO学生委員会のメンバーを講師に招いて研修会を開催し、環境委
員会の教職員、学生環境委員および環境活動に関心を持つ学生が参加した。
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『Ⅴ　その他業務運営に関する目標』における特記事項

１　特色ある取組事項等
・甲府市と「災害時における支援に関する協定」を締結したほか、同市の防災担当
者を講師として招聘し、地域住民に向けた地域防災講演会を開催した（３月２２日実
施　３２名参加）。

２　未達成事項等
なし

３　以前に評価委員会から指摘された事項についての対応結果
（指摘事項）
　教職員健康管理システムの作成という目標に対し、情報収集に留まっている。
（対応結果）
　学生と同様な健康管理・指導に活用できる電子管理（既往歴、健診結果、相談、統
計等）のシステムを作成した。
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※財務諸表及び決算報告書を参照

　

１　限度額
　２億円
２　想定される理由
　運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要
となる対策費として借り入れることを想定する。

１　限度額
　２億円
２　想定される理由
　運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要
となる対策費として借り入れることを想定する。

実績なし

　　　　予算予算予算予算、、、、収支計画及収支計画及収支計画及収支計画及びびびび資金計画資金計画資金計画資金計画

　　　　短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金のののの限度額限度額限度額限度額

中期計画 年度計画 実　績

　　　　重要重要重要重要なななな財産財産財産財産をををを譲渡譲渡譲渡譲渡しししし、、、、又又又又はははは担保担保担保担保にににに供供供供するするするする計画計画計画計画

中期計画 年度計画 実　績

　なし 　なし ―

　　　　剰余金剰余金剰余金剰余金のののの使途使途使途使途

中期計画 年度計画 実　績

　決算において剰余金が発生した場合は、教育、研究の質の向上、組
織運営及び施設設備の改善に充てる。

　決算において剰余金が発生した場合は、教育、研究の質の向上、組
織運営及び施設設備の改善に充てる。

実績なし
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　　　　そのそのそのその他設立団体他設立団体他設立団体他設立団体のののの規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる業務運営業務運営業務運営業務運営にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

中期計画 年度計画 実　績

１　施設及び設備に関する計画
　中期目標を達成するために必要な業務の実施状況を勘案した施設
設備の整備や、老朽度合い等を勘案した施設設備の大規模修繕等に
ついては、山梨県と協議して決定する。
２　人事に関する計画
　第３の３「人事の適正化に関する目標を達成するための措置」に記載
のとおり
３　地方独立行政法人法４０条第４項の規程により業務の財源に充てる
ことのできる積立金の処分に関する計画
　なし
４　その他法人の業務運営に関し必要な事項
　なし

１　施設及び設備に関する計画
　中期目標を達成するために必要な業務の実施状況を勘案した施設
設備の整備や、老朽度合い等を勘案した施設設備の大規模修繕等に
ついては、山梨県と協議して決定する。
２　人事に関する計画
　第３の３「人事の適正化に関する目標を達成するための措置」に記載
のとおり
３　地方独立行政法人法４０条第４項の規程により業務の財源に充てる
ことのできる積立金の処分に関する計画
　なし
４　その他法人の業務運営に関し必要な事項
　なし

１については、NO.114参照
２については、NO.94～101参照
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平成２３年度業務実績評価に係る論点整理表 

中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

1 ・「教育情報の公表」に関する法令を踏まえ、教育課程の体系との関連において教

育の到達目標を科目レベルで示す。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

★より分かりやすいシラバスを作成しようという試みには賛同する。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

2 ・教育課程の体系との関連において教養教育の諸科目の到達目標をシラバス(平成

２４年度版)に示す。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

■授業科目ごとにその到達目標をいくつかの領域に区分しシラバスに記載したことは評価できる

が、今後ともシラバスの記載内容の一層の充実について配慮されたい。なお年度終了後これらのシ

ラバスに示されているディプロマポリシーについて履修者からのアンケート調査を実施する等を

通じて、その有効性、改善すべき問題点の把握等のフォローアップを期待したい。 

★現状では領域別の行動目標を示していないシラバスが散見される。 

ⅢⅢⅢⅢ    

領域別の行動目標を示していないシラバスが散見されるが、昨年

度と比較して、充実しているものと認められる。 

今後、シラバスの記載内容の一層の充実及びシラバスを活用した

フォローアップを期待する。 

3 ・教育課程の体系との関連において専門教育の諸科目の到達目標をシラバス(平成

２４年度版）に示す。 

・教職課程や資格取得に関わる教育課程の到達目標を明確にし、諸科目の到達目

標をシラバス(平成２４年度版）に示す。 

・ディプロマポリシー及び教育の到達目標を、ホームページや「大学案内」に掲載す

るとともに、オリエンテーションや「学生便覧」を通して学生への周知をはかる。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

■同上 

★同上 

◆教育課程の体系との関連において、専門教育及び教職課程の到達目標を領域別の行動目標とし

て、科目別に明確にまとめ上げたことを評価する。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

4 ・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以下の点を重視して取り組

む。 

①学生のキャリア形成と自主的学習を支援する。 

②ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰを推進する。 

③学生の海外留学や海外研修等を促進する。 

Ⅲ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ 

■新たなキャリア形成科目「国際政策キャリア形成」の開講、TOEIC 成績による単位認定を開始し

たことは評価できる。 

★ＳＬ活動の 14 件はいずれも興味深い。 

●英語検定試験成績による単位認定が開始されたことは評価できる。今後も継続的な取組を期待し

たい。 

◆ＳＬ活動で 14 件ものプロジェクトに延べ 100 名を超える学生が参加したことは意義深く、今後

が期待できる。 

ⅢⅢⅢⅢ    

新たなキャリア形成科目「国際政策キャリア形成」の開講、TOEIC

成績による単位認定を開始したことを評価する。 

また、ＳＬ活動で 14 件のプロジェクトに延べ 100 名を超える学

生が参加したことは意義深く、本活動を継続していくことを期待

する。 

5 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

★海外留学生が２名から６名へと増加。促進している。 

●海外留学生 8名、海外研修授業を 4コース実施したことは評価したい。 ⅢⅢⅢⅢ    

TOEIC 成績による単位認定を開始したことは、語学力、コミュニ

ケーション能力向上のための自主学習意欲を高めるものであり

評価する。また海外留学生が増加していることを評価する。 

6 ・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以下の点を重視して取り組

む。 

①実践現場との連携を進めながら、教育内容に社会の動向や実践現場の課題を反

映させる。 

②学生の自己学習力や協働する力を高めるために、授業の中に、調査研究・グル

ープワーク・ディスカッション等を積極的に取り入れる。 

③実習体制を強化し、現場実習の質の向上をはかる。 

④オリエンテーションやクラス担任制を活用し、計画的な履修指導を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

●実践現場の方々をゲスト講師として招くことは評価できるが、福祉分野の施設における実践には

種々の課題があるので、教員による実態の把握が重要。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

7 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

8 ・新卒者について、社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格率向上を目指

し、学部として支援の取り組み（学内模擬試験・過去問題のメール配信・対策講座）

を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆介護福祉士および精神衛生福祉士の合格率がこの 4年間、ほとんど１００％であるのは大変評価

できる。社会福祉士の在校生の合格率が前年を下回ったのは少々残念。 

●合格率など記載すること。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

9 ・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以下の点を重視して取り組

む。①看護実践能力やチームの一員として協働できる能力の効果的な育成が図れ

ているか検討を行う。②「看護学実習ワークショップ」等で実習施設との連携をはか

り、看護学実習の具体的課題を共有し解決に向けて検討を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

★外部連携が計画通り行われている。 

◆県立中央病院との連絡会をつくり、実習等に関する情報交換を図ることは大変有意義であり、今

後も続けてほしい。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

10 看護師国家試験の合格率は１００％を目指す。保健師・助産師国家試験合格率は

全国平均を上回る。 

国家試験模擬試験の受験と結果の検討について学生の主体的な取組みへの支援

体制を強化する。     

進路ガイダンスに国家試験合格のための学習の意識化を組み込む。 

教員間の組織的連携を図り、模試の成績不振者の個別支援を行う。 

学生の国家試験対策委員が主体的に補講対策ができるようなサポートを行う。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■国家試験への取り組み体制の充実に努め、看護師・助産師・保健師の試験合格率の目標を達成し

たことを評価する。 

★看護師、助産師１００％合格という結果とそのための過程を評価。 

◆国家試験への真剣な取り組みが行われ成果を上げている。 

●国家試験受験にむけた細かな取り組みが成果につながった。 

ⅢⅢⅢⅢ    

国家試験受験に向けたきめ細やかな取組みにより、看護師・助産

師・保健師の試験合格率の目標を達成したことを評価する。 

参考資料 2 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

11 ・修士課程で学生が修得すべき知識と技術の到達目標を明確にし、教育課程の体

系との関連で諸科目の到達目標をシラバス(平成２４年度版)に示す。 

・中期計画に沿った人材育成教育を実現するため、特に以下の点を重視して取り組

む。 

①専門看護師養成を推進するために、在宅看護・がん看護の認定申請を行うと共

に、精神看護学の認定申請の準備を進める。 

②認定看護管理者の役割と大学院において教育する意味・意義について周知を図

る。 

Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ3人 

Ⅱ1人 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

■２と同じ 

●修士課程において専門看護師（在宅看護，がん看護）の認定を受けることが出来たことは評価で

きる。精神看護の認定取得も期待している。 

ⅢⅢⅢⅢ    

２と同じ。 
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Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆院生が 2名確保できて一歩前進である。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

Ⅰー１－（１） 教育の成果 

 A A A A A 

■１．学部・大学院を通じて各授業科目のシラバスの整備に努め、それぞれの到達目標を明記する

ように努めたことは、学生の主体的学修を促しその体系的な教育課程の履修を進める上での基盤と

なることであり、評価したい。学生の学習意欲をさらに促進するよう記載内容のいっそうの充実を

期待したい。 

２．国際政策学部において「キャリア形成」が開講されたことはキャリア形成への取り組み強化の

一環として評価したい。この授業科目の開講にとどまらず、在学期間全体を通じて学生のキャリア

形成の充実に視点を据えた各種の取組みの充実に期待したい。 

３．国の大学教育推進プログラム（教育 GP）に採択された「課題対応型 SL による公立大学新教育

モデル」事業が 2 年目を迎え、「遠隔日本語」をはじめ１４の多彩なプログラムを県内外の各地で

展開し、参加した学生からも自発的な行動力、コミュニケーション能力を養えた等の積極的な自己

評価が寄せられていることを評価したい。国の支援が終了する今後も、大学自身の主体的行動の一

環としてこうした人材育成と地域課題解決を目指す特色ある取組みの推進を期待したい。 

４．看護師・助産師国家試験合格率 100%の達成をはじめ各種専門職に係わる資格取得の合格率がそ

れぞれの目標を達成していることを評価する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、英語検定試験（TOEIC）の成績による単位認定の開始や看護師・

助産師国家試験で合格率１００％を達成したことなどが評価できる。 

★シラバスの記載に計画未達成があるものの優れた成果があるため全体としてはＡとした。 

◆国際政策学部は本学の教育ポリシーの中核をなすともいえる学部であり、学長のリーダーシップ

のもと順調に前進していると思う。本年度は新たなキャリア形成科目の開講やＳＬ活動も活性化し

ており大変良い。看護学部も研究課、看護管理学専門分野が充実することを期待する。 

●質の高い専門職者養成をめざす大学として、成果を上げている。 

AAAA    

 

13 ・入試に関わる情報の収集・分析を入試本部で行い、広報委員会と連携して、入試

広報活動に反映させる。 

・入試選抜方式別の入学後の成績等を追跡調査し、今後の入試方法の改善に役立

てる。 

・入学者を対象とした入試に関するアンケートを行い、入学動機等を分析する。 

・出前授業、１日大学体験、高校訪問ＰＲ活動、オープンキャンパスを実施する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■１．入試広報活動の一環として県内高校とともに隣接県主要校への教員訪問を強化している。 

２．入学者へのアンケートを実施していることは評価するが、今後の教育や入試方法等へのその結

果の積極的活用方策を示されたい。 

★出前授業や県内全校訪問など評価できる。 

◆入学者選抜方式別の入学後の成績との関連の追跡調査の分析結果から、どのような仮説を立てて

次年度の選抜方針に活かせるのか？国際政策学部の入学者の志望動機とその後の成績との関連か

ら何か読み取れないだろうか、と思う。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

14 ・平成２６年度のカリキュラム改正に向けた検討を行う。 

単位取得状況等について基礎データを全学的に蓄積する。 

授業評価等のデータ活用をはかり、教育改善に結びつける。 

各学部等のＦＤ研修会や実習施設との意見交換会・巡回指導等の機会に学外関係

者の意見聴取を実施する。 

・「教育情報の公表」に合わせたＷｅｂシラバスの記載内容・入力様式の検討を行う。 

・平成２３年度保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正に伴うカリキュ

ラム改正案を検討し、文科省に申請する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■１．26 年度の全学的な教育課程再編に当たっては、これまで以上に学生のキャリア形成の充実の

視点が強化されることを期待し、そのための諸準備が進められることを期待する。 

２．学生による授業評価を活用するため、これに関連する学部 FD 活動への取組みや授業改善取組

み事例集の刊行などを進めていることは評価できる。 

◆平成 22 年度の成績評価の分析状況の結果、どんなことがわかり、どのように教授会でその報告

結果が活かされたのかの説明がほしい。教育の質の向上はまさに教員の質の向上であり、意欲、情

熱の向上にあると考える。相互の啓発に努めるとともに、教員の評価を適正明快にしていく必要が

ある。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

15 ・全学共通科目、学部教養科目、学部開放科目の履修状況・単位取得状況等の分

析を行ない、改善点を検討する。 

・導入的初年次教育科目、キャリア教育科目、外国語科目、情報科目、外国人対象

「日本語」科目、「山梨学」を重点科目として位置づけ、導入的初年次教育科目、キ

ャリア教育科目、外国語科目について担当者会議を実施する。 

・キャリアサポートセンター・学部が連携し、学部・学科、資格課程別にキャリア形成

の体系化を図る。 

・平成２６年度のカリキュラム改正にむけてキャリア教育科目の必修化を含め、その

充実について検討する。 

・教養教育担当専任教員を対象としたＦＤプログラムを実施する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■平成 26 年度のカリキュラム改正に向け、学部学科ごとの特色ある人材育成を進めるためのキャ

リア形成の体系化をさらに積極的に進められたい。 

◆現在の厳しい社会経済情勢から考えて、学生たちが入学後の早い段階で将来の進むべき路を考え

て勉強していくものと考える。本学としての特色あるキャリア形成支援の実現のため、真剣な論議

を重ねて、基本方針及び具体的施策等についてまとめ上げてほしい。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

16 ・専門科目の履修状況について分析し、教育課程の体系における諸科目の配置に

ついて点検・整備する。 

・国際政策学部のカリキュラムを改正し、学生のキャリア形成と自主的学習を支援す

る。 

・人間福祉学部では、学部将来構想委員会を中心に、学部のカリキュラムと科目配

置全体について点検を進めながら、教授会や学科会議での検討を促進する。 

・看護学部では、新カリキュラム推進プロジェクトにおいて、現行カリキュラムが看護

実践能力の効果的な育成を図る教育内容になっているか分析し、課題を明確にし、

具体的な改善案につなげる。 

・学生が主体的に学修に取り組むための指針として、学部・学科の専門性を踏まえ

た科目履修モデルを示し、履修指導を行う。 

・教職課程を志願する学生に対するキャリア支援等を充実する。 

・「学生アシスタント・ティーチャ―（ＳＡＴ)」プログラムの単位化に向け検討を行う。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ 

■１．学生の主体的な学修への取組みを促進するためオリエンテーションの実施、各種の履修モデ

ルの整備等を進めていることは評価するが、学生による主体的な履修をさらに確実にするため担任

教員による履修登録時の確認面談を義務付けることについて検討されたい。 

２．教職教育充実の一環として、学生アシスタントティーチャープログラムを教職実践演習科目の

単位取得上の必須プログラムとして位置付けたことを、現場における教職への自覚と認識を深めさ

せるうえで有意義であり、評価したい。 

★英検の単位化、ＳＡＴの単位化など工夫がみられる。 

◆国際政策学部の学生のために社会人へのキャリア形成の入門講座として、就職希望先の先輩たち

を講師に招き話を聞き、意見交換する機会を設けたことは良い企画である。 

●カリキュラムの一部改正に対して適切に対応している。 

ⅢⅢⅢⅢ    

国際政策学部における「国際政策キャリア形成」科目の開講や教

育ボランティア活動の単位化等の取組みを評価する。 

17 ・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰの２年度目の事業を推進する。 

・各課程(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・幼稚園教諭・保育士)の現場

実習の体制を強化し、実習教育の点検評価と改善に努める。 

・専門職連携教育ＧＰで学生が提案した取組みを実践し、地域と大学とが協働しな

がら実学教育を拡充する。 

Ⅲ 
Ⅳ2人

Ⅲ3人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ 

★実学・実践重視のプログラムが実行されている。 

◆ＳＬ活動を評価する。 

●実習教育に対して種々な工夫をし成果が期待できる。 ⅢⅢⅢⅢ    

専門職連携教育Ｇなどにより、実学・実践重視のプログラムが実

施されている。ＳＬ活動も特色ある事業が展開されているので引

き続き積極的に取り組んでいただきたい。 

18 ・英語検定試験の成績により単位認定する仕組みを充実する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

19 ・専門職連携教育ＧＰの成果をもとに、学部間連携教育を進める。 

・ＳＬ（ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ）に関する教育ＧＰを実施する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

20 大学コンソーシアム単位互換科目の利用に関する本学学生の意向調査を実施し、

分析する。 Ⅲ 
Ⅲ3人 

Ⅱ2人 
Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

■やむを得ぬこととはいえ大学コンソーシアムの単位互換事業の具体化が遅れていることは残念

である。 

★外部要因だが調査が実施できなかった。 

ⅢⅢⅢⅢ    

外部要因でありやむを得ない理由があったとはいえ、大学コンソ

ーシアムの単位互換事業の具体化が遅れている。中期計画の達成

に向けて積極的な取組みを期待する。 

21 ＧＰＡ制度導入に関する以下の検討を行う。 

①成績評価方法の現状分析と評価区分の見直し等 

②履修取り消し（確定）システム 

③ＧＰＡ制度の試行的導入 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■教育の質向上の重要な要素となる GPA 制度導入への積極的取組みが進められ、一部とはいえ 24

年度からの試行実施を決定したことを高く評価する。 

●検討結果を今年度より導入していることは評価する。 
ⅢⅢⅢⅢ    

教育の質向上の重要な要素となるGPA制度導入への積極的取組み

が進められ、一部とはいえ 24 年度からの試行実施を決定したこ

とを高く評価する。今後の本格導入向けてのさらなる取組に期待

する。 

22 ・成績評価基準を明確にシラバスに記載する。 

・科目ごとの到達目標のシラバスへの記載方法について検討する。 

・成績確認・異議申し立て制度を導入する。 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■１．全授業科目の到達目標及び成績評価基準がシラバスに明記されたことを評価する。 

２．成績評価に対する学生の成績確認･異議申し立て制度が導入され、活用されつつあることを評

価する。 

◆シラバス作成要領を見ると、実に精緻に設計されており感服した。本年度から新たに大学院にも

「到達目標」が加わったのは前進である。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

23 オープンキャンパスを複数回実施する。 

ホームページの充実を図る。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

24 長期履修制度・科目等履修制度の運用について点検し、利便性を高める。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

25 学生の履修状況の把握や意見聴取を通して教育課程やそのための条件整備につ

いて検討する。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

★専門看護師教育課程審査機関から認定を受けた。 

ⅢⅢⅢⅢ    

コンサルテーション科目の開講について、専門看護師教育課程審

査機関から認定を受けたことは評価する。今後も学生の履修状況

の把握や意見聴取を行い、適切な教育課程の編成に留意された

い。 

26 学生の単位取得状況・授業評価などのデータを活用した授業改善の取り組み状況

を把握し、ＦＤ活動に活用する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

27 専門看護師養成を推進するために、新たな専門分野（在宅看護・がん看護）の認定

申請を行うとともに、精神看護学の認定申請の準備を進める。  

専門看護師養成課程修了者と専門看護師資格取得者との情報交換の場を設ける。 

Ⅲ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ 

■在宅看護学及びがん看護学の両分野において専門看護師教育課程の認定を受けるとともに未開

講であった共通科目の開講が進んだことを評価する。 

★年５回の勉強会開催は手厚いフォローだと感じる。 

◆大学院看護学研究課が専門看護師教育課程の認定を受けられた等、専門看護師の養成に向けて着

実に進んでいる。 

●専門看護師の活動について具体的に知る機会を持つことで、めざす看護師が増えるものと思われ

る。看護の質を高めるために期待したい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

在宅看護学及びがん看護学の両分野において専門看護師教育課

程の認定を受けるとともに未開講であった共通科目の開講が進

み、専門看護師養成のための課程の充実が着実に進展している。 

28 ・コース別の修了認定基準を学生・教員に明示して、基準に基づいた論文審査、修

了認定を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

29 ・全科目の到達目標・成績評価基準をシラバスで公表する。 

・成績確認・異議申し立て制度を導入する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■22 に同じ 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―１１１１――――(2)(2)(2)(2)教育内容等教育内容等教育内容等教育内容等 

 A A Ｂ Ａ AAAA 

■１．客観的な成績評価実施の重要な要素となる GPA 制度の本格的導入への諸準備が積極的に進め

られ、また各授業科目の成績評価基準がシラバスに明記されたことは、教育の質向上を進めるうえ

での着実な前進であり、評価したい。 

２．人間福祉学部の両学科間の入学定員を調整するとともに、人間形成学科で小学校教員養成課程

開設の準備を進め 24 年度からの開設が認められたことは、教育内容に対する社会的ニーズへの柔

軟な対応を進める適切な措置であり、評価したい。 

３．教職教育充実のための各種の取組みが進められていることを評価する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、学生授業評価に基づく授業改善取り組み事例集を発行し、授業改

善を図ったことや教育ボランティア活動を単位化したことなどが評価できる。 

★入学者の受け入れにおいて精力的な活動が行われた。全体としては概ね計画通り。 

◆当校の教育理念に合致した学生を選抜して受け入れ、豊かな人間性と各学部の特色ある教育目標

を身につけて卒業させるべく、“実学・実践重視”の教育を中心に教育内容の充実を図り、学生が

卒業時に「到達目標」をクリアするように、熱意ある教員が頑張る姿をイメージして読ませてもら

った。 

AAAA    

大学コンソーシアムについては遅れが見られるが、ＧＰＡ制度の

本格的導入への準備及び各授業科目の成績評価基準がシラバス

に明記されたこと、また、人間福祉学部の教育課程の見直し、教

育ボランティア活動の単位化など、各種の取組みが進められてい

ることを評価する。 

30 ・教育研究の進展や社会の変化等に対応できる教職員の配置となっているか否か

を調査する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆本校の教育に対して、卒業生の雇用主の学生への評価をはじめ、卒業生自身が父兄等々から幅広

く意見を求めていることは良いことである。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

31 ・特任教員制度を活用について検討する。 

・病院実習等における「臨床講師」の発令を行う。 

・県内の優れた有識者を集めた「山梨県立大学アドバイザリーボード」を発足させ

る。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■外部人材の積極的活用を図るため、「特任教授」の採用、「臨床講師」の発令、「アドバイザリー

ボード」の発足等を進めていることを評価する。 

★特任教授の活用を検討だけでなく実際に行った。 

◆特任教授の採用やアドバイザリーボードの委員を、県内の有識者に委嘱するのは良い。 

ⅢⅢⅢⅢ    

特任教授の採用、臨床講師の発令など年度計画を着実に実施して

いると認められる。 

32 外国語教育のための専任に準ずる外国人教員の採用方策を検討する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■英語担当のネイティブ専任教員の採用がようやく具体化したことを評価する。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

33 実習施設等と協定を締結し、積極的に人事交流が図れる仕組みづくりを検討する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■県内の実習施設との連携のもとに多数の指導者を臨床講師に発令し、その活用を図っていること

は、実習指導体制の強化の観点から評価できる。 

◆実習指導体制の強化のため、１０６名もの人々に臨床講師を引き受けてもらえたのは大変結構で

ある。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

34 ・高額教育備品のリストを整備し、メンテナンス計画を策定する。 

・図書館でノートＰＣを継続的に貸し出しができるようにする。 

・教育情報システム（情報教室のＰＣ）を更新する。 

・教育支援システムの環境整備を行う。 

・学生の携帯電話や携帯情報端末を活用できるシステムの検討を行う。 

遠隔授業が行えるように環境整備する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

●新しい時代の教育をめざし、機材等の整備を行うと共に、学生がそれらを十分に操作できるよう

教育すること。 

★備品は保有状況整理だけでなく、現物確認を定期的に行う仕組みを構築されたい。 

◆さまざまな工夫をして教育環境の整備に努めている様子が見える。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

35 図書館のデータベースの現状と問題点を整理し、今後の整備について検討する。 

・電子ジャーナル化の推進について検討する。 

学術機関リポジトリの構築を進める。 

本学の紀要、地域研究交流センター報告書等知的資源の電子化を行い、ホームペ

ージ上で公開する。 

県立大学看護図書館におけるグループワークに対応した学習支援スペースについ

て、予算措置を含め計画を検討する。 

学術情報センター機能を有する図書館としての将来構想を検討課題として位置づ

ける。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

36 各学部等の責任者が参加する全学ＦＤ委員会で、全学的なＦＤ活動の企画・実施・

総合調整を行う。 

各学部等では、教員による相互授業参観、ＦＤ研修会など自主的なＦＤ活動を行う。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

■教員による相互授業参観が継続的に実施されている。 

◆積極的に定例委員会を開催し、ＦＤ企画をまとめ具体化する努力を評価したい。また、教員によ

る相互授業参観が各自に前向きに受け止められて、継続して実施し続ければ必ず質の向上に有効で

ある。 

●特定看護師（仮称）の養成については、教育担当者に医師が当たることが想定され、課題が大き

い。事前研修の充実が望まれる。 

ⅢⅢⅢⅢ    

ＦＤ活動が継続的に実施され、その成果を年度報告書として刊行

していることを評価する。 

37 毎学期、学生による授業評価を実施し、結果の概要をホームページにより公表す

る。 

現行授業評価システムの一層の充実化を図り、各教員の授業改善を効率的に支援

する。 

学部等の責任者が、学生授業評価の学部等別結果、所属教員による自己評価結

果を踏まえて、学部等としての総括を行う。 

全学ＦＤ委員会が、学部等の総括を踏まえながら、全学的な結果の評価、学生授業

評価の活用方策などを検討し、各学部等に還元する。 

学生授業評価の結果の概要をホームページにより公表する。 

Ⅲ 
Ⅳ1人

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

■学生による授業評価が継続的に実施され、またその結果を踏まえた教員の自己評価結果とその学

部としての総括も行われている。その成果が今後の授業改善に反映していくことを期待している。 

◆毎学期、学生による授業評価を実施して、本人に通知の上、学部教授会で報告される等、大胆で

優れた制度だと思う。教員が良い刺激として前向きに受け止め、向上努力をしてくれることを期待

したい。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

学生による授業評価が継続的に実施され、またその結果を踏まえ

た教員の自己評価結果とその学部としての総括も行われている。

その成果が今後の授業改善に反映していくことを期待する。 

38 全教職員を対象として年１回、ＦＤ研修会・ＳＤ研修会を行う。 

新任の教職員を対象として、年度初めに新任教職員研修会を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■全体的な FD,SD 研修会が年 1回に止まっていることはやや物足らない。 

★報告書から成果がみられる。新人４名欠席者は翌年参加できると良い。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―１１１１－（－（－（－（３３３３））））教育教育教育教育のののの実施体制実施体制実施体制実施体制 

 A A A A A 

■１．多様な外部人材の積極的活用に努めていることは、教育研究の活性化にも資することであり、

評価できる。 

２．教員による相互授業参観及び学生による授業評価が継続的に実施され、それらを中心とする各

種の FD 活動の成果が年次報告書として刊行されていることを評価する。これらの成果が今後の授

業改善に積極的に活用されていくことを期待する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に県内臨地実習施設の指導者に臨床講師の称号を付与したことや、積

極的なＦＤ活動の実施などが評価できる。 

★教職員の増員や配置換え、遠隔授業の実施環境整備、相互授業参観を考える研修会など、計画通

り進めている。 

◆特任教授の採用や、アドバイザリーボード委員の任命、さらには臨床講師の選任、委嘱等々、教

員の配置、採用に工夫が見られる。「教員の質の改善」の項目については、大変に内容が濃く大い

に評価したい。 

●教育の質向上にむけて努力の成果が伺える。 

AAAA    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

39 ・学生相談窓口の活用をオリエンテーションや学生便覧で周知し、利用を促進する。 

・クラス担任会・チューターミーティングを開催し、学生の問題について情報交換を

行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■チューターミーティング、保健管理センター運営委員会の開催回数がやや少ないのではないか 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

40 ・教育本部でオリエンテーション企画基準を作成する。 

・年度初めのオリエンテーションにおいて、学年に応じた適切な履修指導を充実さ

せる。 

・オリエンテーション、フレッシュマンセミナーについて評価し、次年度の計画に反映

させる。 

・履修モデルを提示し履修指導の充実を図る。 

・オフィスアワー、クラス担任制・チューター制を活用し、学習支援を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■特に初年度学生の履修登録の際の担当教員による面談確認を確実に実施してほしい。 

◆資料集を見ると、各方面に細かい配慮をしていることが理解できる。保健士と看護師の国家試験

の模擬試験結果を分析して、成績回の学生の個別指導により、合格率１００％達成に努めている様

子等が見え、大変素晴らしい。 ⅢⅢⅢⅢ    

 

41 ・学部、学生自治会、学生相談窓口等を通して、学生のニーズを把握し、学習支援

の改善を図る。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

★積極的に学生ニーズを把握する取組が見られる。 
ⅢⅢⅢⅢ    

積極的に学生ニーズを把握する取組が見られる。 

42 自主学習活動への支援の要望を、学生自治会・学生相談窓口等を通して把握し、

支援の充実をはかる。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

43 ・成績優秀者に対する授業料減免制度について検討する。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

■学生のモチベーション向上の一環として成績優秀者に対する何らかの特別措置が早い段階で実

現できることを期待したい。 

★具体的な検討には至っていないようである。 

◆継続審議としているが、本学の理念にかなった特色ある表彰制度を本年度内で決定するよう努力

してほしい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

成績優秀者に対する表彰や授業料減免制度については、継続審議

とされているところであるので、平成２４年度に具体的な検討が

進められることを期待する。 

44 ・チューターミーティングを計画的に実施し、学生からの相談場面を可能な限り設け

るとともに、必要時保健センターとの連携を図る。 

・学生健康管理システム（電子化）を構築する。 

・メンタルヘルス支援体制を充実させる。 

Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

■学生のメンタルヘルス支援の重要性にかんがみ、相談業務充実のために常勤の臨床心理士を両キ

ャンパスに配置したことを高く評価する。 

★臨床心理士の配置を実現している。 

◆チューターＧ活動内容報告を見ると様々な状況への対応が求められていることが分かるが、“チ

ューターの good practice”は適切な欄である。また学校側の評価が高いことに共感する。 

ⅣⅣⅣⅣ    

 

45 ・飯田キャンパスのグラウンド整備を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

●整備の内容等記載のこと 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

46 ・ハラスメントの防止に関する冊子（改訂版）を、学内で配布して啓発を行う。 

・各キャンパス、各学部に相談員を配置し、ハラスメントの防止をはかる。 

・学生を対象としたハラスメントに関するアンケート実施を行い、現状を把握して防止

に努める。 

・人権侵害防止を危機管理という側面から捉え、防止体制を強化するため、法人経

営トップに対する研修会を開催する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

47 ・生活困窮者に対する授業料減免制度の充実を検討する。 

・成績優秀者を対象とした授業料減免制度について検討する。 

・奨学資金の貸与制度などの情報を提供する。 

Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

■大震災被災者を含め経済的困難にある学生を対象に授業料の減免措置を積極的に講じているこ

とを評価する。なお日本学生支援機構等の貸与制奨学金受給者について、早い時期から返還意識の

涵養に十分配慮されたい。 

★実行できたことを評価する。 

◆授業料減免について、いかに公平かつ効果的な支援となるかと真剣に対応している。震災者への

支援は大胆にかつタイムリーに実施したことを大いに評価したい。 

●授業料減免制度の充実を検討し、迅速に実施され、評価できる。 

ⅣⅣⅣⅣ    

 

48 ・キャリアサポートセンターに企業開拓の専門員をおき、積極的な企業開拓を行う。 

・就職支援システムを導入し、求人情報の提供を拡充する。 
Ⅳ 

Ⅳ4人 

Ⅲ1人 
Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

■（Ⅳの理由；開拓件数が大幅に増加したのか？） 

★３０５社もの訪問は素晴らしい。 

◆新規就職先の獲得等も視野に入れ、熱心に企業訪問を実施している。キャリアサポートセンター

には新鮮は情報が多くあり活用されている様子がうかがえた。 

ⅣⅣⅣⅣ    

キャリアサポートセンターにおいて積極的な活動を展開し、結果

として高い就職率に結びついていると認められる。 

49 ・インターンシップ受入先の新規開拓を行う。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

★インターンシップ新規獲得は困難なため。 

◆大変厳しい就職状況の中で県内の新規企業１０社の獲得は評価できる。 
ⅢⅢⅢⅢ    

インターンシップ受入先の新規開拓に取り組んでいると認めら

れる。今後もさらに積極的に取り組むことを期待する。 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

50 ・学部とキャリアサポートセンターが連携し、学生の進路指導や就職支援の取り組み

を進める。 

・企業等からの奨学資金に関する情報提供を積極的に行う。 

・卒業生の協力を得て、就職先の体験的情報の収集を行い、在学生に提供する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■厳しい社会情勢にも係わらず高い就職率を達成していることを評価する。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

51 ・特別な支援を必要とする学生に対して、学内関係部署が連携し、個別支援を行う。 

・留学生チューター制度、留学生向けの授業の提供などにより、留学生の支援を行

う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

●実施内容を記載のこと。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―１１１１――――(4)(4)(4)(4)学生学生学生学生のののの支援支援支援支援 

 A A A A A 

■１．学習・生活両面にわたり学生に対するきめの細かい情報提供、指導の充実のため、クラス担

任制度、チューター指導、教員のオフィスアワーの活用などを進めていることは、評価できる。 

２．学生のメンタルヘルス支援の重要性にかんがみ、常勤の臨床心理士を配置したことを評価する。 

３．就職支援への取組みを強化し、高い就職率を達成したことは評価できる。 

４．大震災被災学生を含め経済的困難にある学生への授業料減免措置を積極的に講じていることを

評価する。 

５．学生が気仙沼等を中心に大震災の被災地や被災者に対し積極的に支援活動を展開したこと及び

これらの活動を大学としても支援したことを評価する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、臨床心理士によるメンタルヘルス支援体制を充実させたこと、震

災被災者への授業料特別減免を速やかに行ったことや多様な就職支援活動の実施などが評価でき

る。 

★学生との距離の近さを感じる支援が行われ、就職率も全学平均 97.8%→98.4%に向上した。 

◆我々の世代の者から見ると学生支援体制が手厚くなり、懇切・丁寧に実施されている。特に就職

支援をしっかりやっており、大学の評価を高めるためにも結構である。 

●学生の学習環境の改善に努力していることは評価できる。 

AAAA    

 

52 ・アカデミック・ポートフォリオを通した全学的研究活動の実績を把握する。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

★計画に対して未だ整備の段階にある。 

ⅢⅢⅢⅢ    

教員プロフィールの迅速なアップデートなどアカデミック・ポー

トフォリオ構築が進んでいると認められる。今後の活用方法も含

めてさらなる取組みが進むことを期待する。 

53 ・地域課題や政策課題等の社会の要請に対応した研究に対し、学長プロジェクト研

究や地域交流センター共同研究等の支援を行う。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■学長プロジェクトとして、地域社会の要請に即し、また公立大学にふさわしい長期的展望に基づ

く基盤的研究課題が採択されている。 

★目標に沿ったプロジェクト研究が実行されている。 

◆「山梨の長期成長戦略」のような質が高く社会的意義のある研究については、その内容について

簡単なレジメにまとめて関係者に配布し活用していただく必要があるだろう。（私もその内容を勉

強したいと思う） 

ⅢⅢⅢⅢ    

学長プロジェクトや地域研究交流センターの研究事業が着実に

実施されているものと評価する。研究成果の周知につても一層力

を入れて取り組むことを期待する。 

 

54 ・看護実践開発研究センターにおいて、看護実践者の個別的な研究指導を行う。ま

た、医療施設の要望に応じ、施設単位毎の研究支援を行う。 

・学長プロジェクト研究や地域研究交流センターのプロジェクト研究、共同研究など

を通して、学部横断的な研究を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

55 ・地域課題に対応し、学内外の共同研究に対応する「プロジェクト研究」、「共同研

究」を推進する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■地域交流センターを中心に地域に即した実践的課題についての各種の共同研究が実施されてい

る。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

56 ・地域研究交流センター戦略開発部門を中心に、受託研究を促進するために関係

情報の収集と学内外への積極的な情報発信を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■地域研究交流センターを中心に外部からの受託研究の受入れに努力している。 

★道志村に対して具体的な受託研究の提案がされた。（決定はＨ２４） 

◆“地域交流センター”の存在を知った。峡南地域の活性化に取り組んでおり、今後大いに利用さ

せていただきたい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

57 ・科学研究費等の外部研究資金の獲得に努める。また、そのための学部としての促

進体制づくりを進める。 

・教員の研究時間の確保に向けた業務の合理化について検討する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

★体制作りとまでは行かない。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

58 ・センター主催講座、コミュニティカレッジ、地域連携講座、学部共催講座、研究報

告会等を企画、実施する。 

・学術機関リポジトリの構築を進める。 

・専門職連携教育ＧＰの成果を社会に発信し、教育の質の向上につなげる。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

■センター主催講座をはじめ多くのチャネルを通じて研究成果の社会への発信、還元が計画どおり

進められている。 

◆多様な講座を開催しており努力している。これらの講座を実施した中で、特に反響のあった者等

から気づいたことなど、その講座の成果や今後の講座の質の向上にどう結び付けていくか等の検討

がほしい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

多様な講座を開催し、年度計画を着実に実施しているものと評価

できる。 

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―２２２２――――（（（（１１１１））））研究水準研究水準研究水準研究水準・・・・研究成果等研究成果等研究成果等研究成果等 

 AAAA A Ｂ A AAAA 

■１．地域の課題に即した実践的研究への取組みが積極的に進められており、特に地域研究交流セ

ンターが大きな役割を果たしていることを評価したい。 

２．開設 2年目となる看護実践開発研究センターが県内の看護実践者への個別の研究指導及び医療

機関への実践的研究支援を着実に開始したことは評価できる。今後の成果を期待したい。 

３．科学研究費等の競争的な外部研究資金の獲得は、大学の研究レベルの一層の充実に不可欠であ

り、さらなる努力を期待したい。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、自治体に対し、住民と連携した地域独自の伝統文化に関わる調査

研究事業を提案し、文化庁から事業の採択を得たことや、看護実践開発研究センターによる県内医

療機関への研究支援などが評価できる。 

★昨年の計画に比べてより進んだ計画となっており、概ね計画通りと言える。 

◆地域の課題等に対して積極的に関わり着実に遂行している。引き続き県内経済活性化や人々の文

化度を高めるため、さらに踏み込んで内容の濃いもの、成果の高いものへと努力していってほしい。 

●研究への取り組みが充実されてきている。その成果が病院、地域等に貢献しており評価できる。 

AAAA    

地域研究交流センターや看護実践開発研究センターを中心に

様々な事業を展開し、地域の課題に即した実践的研究に結びつい

ていると認められる。 

59 ・「学長プロジェクト」を重点研究プロジェクトと位置付けて実施する。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

■学長プロジェクトとして、地域社会の要請に即し、また公立大学にふさわしい長期的展望に基づ

く基盤的研究課題が採択されている。 

◆学長プロジェクトとして重要テーマに対し取り組むことに大いに納得している。今後のテーマ選

定に期待したい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

地域社会の要請に即し、公立大学にふさわしい長期的展望に基づ

く基盤的研究課題が採択されている。今後のテーマ選定に期待す

る。 

60 ・プロジェクト研究、共同研究などによって、外部との連携を深め、研究を行う。 

・看護実践開発研究センターにおいて、保健医療現場での看護専門職に対して、

山梨県看護協会と連携した看護研究支援活動を開始する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

61 ・特任教員制度の効果的な活用について検討する。 

・ＳＬ開発センター等に、外部人材を登用し、研究の充実を図る。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■（サービスラーニング開発センターとはいかなる組織か？） 

★どのような外部人材を入れたか？ 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

62 ・研究倫理審査委員会において、研究倫理審査を必要に応じて実施する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

★他法人との比較をし、開催回数を減らすことも必要。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

63 ・プロジェクト研究、共同研究について、決算報告を求め、不正行為がないかどうか

確認する。 

・科研費等公的資金の適正使用について説明会を実施するとともに、採択者への

個別の説明を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

64 ・学部横断的な研究体制を組みやすくするため、学内教員の研究情報のデータベ

ース構築を検討する。 Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

■教員の研究情報のデータベース構築への取組みが進められている。 

★システムの整備段階に滞っている。 ⅢⅢⅢⅢ    

アカデミック・ポートフォリオを活用した研究情報の集積が進ん

でいると認められる。これらの情報の活用が更に図られるようシ

ステムを早期に整備することを期待する。 

65 ・学外の競争的研究資金の募集に関わる情報を発信・蓄積し、いつでも閲覧できる

仕組みを検討する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■（教職員ポータルに情報掲載されているのか？） 
ⅢⅢⅢⅢ    

情報提供についての検討が進められているところであるので、情

報を共有するシステムについての具体的な検討を進められたい。 

66 ・アカデミック・ポートフォリオを充実させる。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

◆個々の教員が入力した研究・教育・地域貢献等の業績に対して、どのような情報交換やフォロー

があり、各自の研究の質の向上に結び付いているのか、今後追跡してほしい。 

●教員の活用状況はどうか。又、入力のしやすさなどの評価はどうか？ 

ⅢⅢⅢⅢ    

アカデミック・ポートフォリオを活用した研究情報の集積が進ん

でいると認められる。これらの情報の活用が更に図られるようシ

ステムを早期に整備することを期待する。 

67 ・山梨県立大学学術交流会を開催する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―２２２２－（－（－（－（２２２２））））研究実施体制研究実施体制研究実施体制研究実施体制等等等等 

 AAAA A Ｂ Ａ AAAA 

■教員の研究業績がアカデミック・ポートフォリオに確実に記載されるようにシステム整備が進め

られていることは評価する。同時にその業績が「評価の世論といえるもの」という抽象的なかたち

にとどまるのではなく、客観的に評価され公表される必要があり、そのためのシステムも同時に整

備していくことも不可欠であり、そうした取組みが積極的に進められることを期待する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、サービスラーニングについて、14のプロジェクトを実施するなど、

制度の構築が進んでいるものと認められ評価できる。 

★アカデミック・ポートフォリオの活用に向けての取組は進行中であるが、全体としては概ね計画

通り。 

◆３．指摘事項の（対応結果）にあるように、このＩＴシステムが整備された結果として、“…こ

れを通じて個々の教員の評価が一定の方向に収れんしていき、評価の世論が自ら形成されてくる”

と言っているが、これがどのようにして形成されていくのか、本当に“世論”と言える客観的な評

価が形成されるのか、我々には見えない。 

AAAA    

アカデミック・ポートフォリオの整備に併せて、学術的な研究に

関する方法の共有化が図られつつあると認められる。 

その先の取組みとして、活用についてのフォローや意識付け、評

価等が重要になってくると思われるので、その活用についてさら

なる取組みが進むことを期待する。 

68 ・地域研究交流センターに職員を配置し、センター機能を充実させる。 

・看護実践開発研究センターにおいて、緩和ケア認定看護師教育課程をスタートさ

せる。 

・高度専門職志望者に対して、キャリアアップ相談支援活動を行う。 

・就業環境改善アドバイザーとして、県内施設に赴き、看護の質的向上に関わる個

別の課題に対して相談・指導を行う。 

Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

■看護実践開発研究センターにおいて計画どおり緩和ケア認定看護師教育課程が県内外から多く

の履修者を受け入れてスタートしたことを評価する。 

◆「緩和ケア認定看護師教育課程」で 30 名の履修生のうち 28 名の修了生が出たこと、またその修

了生の体験談を読むと、彼女たちが認定看護師としての自覚と自信を得て人間的に大きく成長した

様子が見えてきて、この教育の重要性を理解した。 

●看護の質向上を図るために緩和ケア認定看護師養成は大きく貢献した。 

ガン対策の推進にも寄与するものと期待する。 

ⅣⅣⅣⅣ    

 

69 ・センター主催講座、コミュニティカレッジ、地域連携講座、学部共催講座等を企画、

実施する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■58 に同じ 

★興味深い講座が多く開催しているが、他の公立大と比してどうか。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

70 ・「授業開放講座」について検討する。 

Ⅳ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■新たに授業開放講座を実施したことは評価するが、従来の聴講生や科目等履修生制度の相違及び

本県の生涯学習における位置づけやその期待される効果等を明確にされたい。 

★検討にとどまらず実行した点を評価。 

◆「授業開放講座」を実施し、13 科目で募集し 9 科目で 12 名の受講生しかいないのでは成功とは

いえない。 

●開放講座の実施は評価できるが、受講者の状況からして、社会人のニーズに十分対応した科目で

あったか。 

ⅢⅢⅢⅢ    

地域開放講座の開設に至ったことは評価するが、開催実績を踏ま

えて課題も見えていると思うので、それらを活かした講座の実施

について検討していただきたい。 

71 ・看護実践開発研究センターの本格的な運営のため、ホームページの充実をはじめ

一層の基盤整備を行う。 

・認定看護師の育成・支援として、緩和ケア認定看護師養成課程を開講する。 

・看護継続教育支援として、新人看護職員のための研修責任者研修を行う。 

・看護継続教育支援として、新人看護職員のための多施設合同研修を行う。 

・看護継続教育支援として、看護職のための統計学基礎講座及び応用編を開催す

る。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

■看護実践開発研究センターが着実にその機能を発揮し、地域の小規模な診療所の看護士等の研修

事業等を開始していることを評価する。 

◆公立大学の看護学部であるという立場をよく理解して、県内多くの施設より新人看護職員の各種

研修を実施したことは大いに評価できる。 

●新人看護師臨床研修制度の推進に大きく貢献していて評価したい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

看護実践開発研究センターが着実にその機能を発揮していると

認められる。 

72 ・県、市町村、ＮＰＯ法人、企業、職能団体、教育機関等、様々な主体との定期的な

情報交換、積極的な交流を進める。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■地域の自治会などさまざまな団体等との連携を進めている。 

★ＮＰＯとの連携協定、自治会との連絡会など具体的アクションがあった。 
ⅢⅢⅢⅢ    

ＮＰＯや自治体など地域における様々な主体との連携・協力が進

んでいると評価できる。 

73 ・協定に基づく実効ある連携事業を推進し、その実績を広報する。 

Ⅳ 
Ⅳ3人 

Ⅲ2人 
Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■甲府市との協定に基づき「やまなし映画祭」等の連携事業を積極的に進めている。特にこの映画

祭で発表された「きょうを守る」が国内外で大きな反響を呼んだことは高く評価できる。 

★予定以上の広報が実現した。 

◆「外国人のための日本語講座」を 21 回実施した努力は認める。「よつびし総研」の活動が実効あ

る連携事業であるかどうか疑問である。 

●中心街活動への取り組みについて将来性や発展性など十分検討した取り組みであったか。 

ⅣⅣⅣⅣ    

地域の諸課題に対して、大学の持つ資源を活用して、積極的に取

り組んでいると認められる。特に「やまなし映画祭」で発表され

た「きょうを守る」は国内外で大きな反響を呼んだことは高く評

価する。 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

74 ・他研究機関、自治体等と連携し、地域課題に対応した政策提言等を積極的に行

う。 

・外部関係団体と連携し、看護師の県内定着や資質向上のための対策を検討す

る。 
Ⅳ 

Ⅳ4人 

Ⅲ1人 
Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ 

■学長プロジェクトの実施等さまざまなチャネルを通じて笛吹市、富士川市などそれぞれの地域の

課題に対応した政策提言を進め、シンクタンク的機能を充実させようとしていることは評価でき

る。 

★計画に基づく活動が行われた。 

◆活発な活動が展開されており結構である。しかしこれらの諸活動がその成果としてそれぞれの当

初の目標水準に対してどの程度であったのかが見えない。 

ⅣⅣⅣⅣ    

地域における課題等に対し、大学の持つ機能やノウハウを十分に

活用して、積極的に取り組んでおり高く評価する。 

これらの活動が、今後、どのように成果に結びついていくか検証

していただきたい。 

75 ・優秀学生活動認定制度を基に、さらに支援制度を強化する。教員に既存の「地域

活動支援メニュー」を周知し、その活用を図る。 
Ⅲ Ⅲ4人 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

76 ・学内研究資源を活かした産学官民連携のプロジェクトを行い、新たなプロジェクトを

開発する。 Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■「甲斐絹プロジェクト」が商品化に向けて進展している。 

★「甲斐期プロジェクト」は商品化までこぎつけている。 

◆「甲斐期プロジェクト」は商品化までまとめ上げたことを評価したい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

「甲斐絹プロジェクト」が商品化されたことを評価する。 

77 ・県内企業の国際展開に必要なデータ整備に協力する。 

Ⅲ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■県内企業の特にアジア展開の支援に積極的に取組み、各種基礎データの整備に加え企業向けの講

演会・研究会の開催にも取組んでいることは評価できる。 

★講演会の開催など、国際展開に必要な活動が行われた。 

ⅢⅢⅢⅢ    

県内企業のアジア展開等に対した支援を評価する。ノウハウの蓄

積等により、更にこの分野での取組みを強化することを期待す

る。 

78 ・地域研究交流センターのプロジェクト研究、共同研究として実施する。 

・学長プロジェクトや地域研究交流センターのプロジェクト研究、共同研究及びその

他の研究活動を通じ研究交流を進める。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆連携したり、研究交流を進めたりしたことはわかるが、その内容と成果について一つでも記述し

てほしかった。 ⅢⅢⅢⅢ    

 

79 ・大学コンソーシアムやまなしの各種事業に積極的に参加する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■大学コンソーシアムやまなしの学生交流事業等の各種事業に積極的に参加している。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

80 ・保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等への教育支援を行う。 

・出前授業・１日大学体験などにより、高大連携の推進を図る。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

81 ・キャリアサポートセンターと学部が連携し、県内で活躍する卒業生の体験的情報を

在学生に提供する。 

・各種就職ガイダンスや求人情報等を提供する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

82 ・県内の医療施設等に、学生の就職意識（就職先選択・魅力ある職場など）に関す

る情報提供を行う。 

・県内の医療施設等での奨学金制度に関するアンケート調査を実施し、学生に情報

提供を行う。 

・県立中央病院との連絡会議を通して、学生の就職状況の情報交換を行う。 

・看護実践開発研究センターで院内における新卒者教育担当者の養成研修を実施

する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■（県内医療機関等への就職率の推移はどのようになっているのか？） 

●県内の看護師不足は深刻な状況にあり、学生の県内就業への期待は大きい。 

学生の要望などを把握し、県内医療機関等に発信することを検討されたい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―３３３３――――（（（（１１１１））））地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献 

 SSSS A SSSS Ｓ AAAA 

■１．甲府市との包括連携協定に基づき「やまなし映画祭」の開催等のいくつかの活動が展開され

たことを評価する。特に映画祭は過去最多の観客数を記録し、またそこで発表された本学学生によ

る映画「きょうを守る」が国内外に大きな反響を呼んだことは高く評価できる。 

２．「甲斐絹プロジェクト」が商品化に向けて具体的な進展が見られることなど地域研究交流セン

ターを中心に県内の企業や行政等と連携しつつ地域の活性化、課題への取組みを目指したさまざま

なプロジェクト研究か共同研究などの取組みが着実に進められていることを高く評価する。 

３．看護実践開発センターが着実にその機能を発揮し、緩和ケア認定看護師教育課程の開設、地域

の看護師支援活動等を展開しつつあることを評価する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、看護実践開発研究センターが、県内看護師の教育、キャリアアッ

プに貢献していること、「授業開放講座」の実施や、地域との連携に積極的に取り組んでいること

などが評価できる。 

★講座開講、連携協定締結など、地域に貢献した活動が多く見られる。 

◆中期目標で掲げている“大学の持つ人的、物的、知的財産を地域に還元する”という考えに沿っ

て、地域との連携をはじめ産官学民の連携、他大学等との連携等、立派に成果をあげ確実に前進し

ている。 

●県内医療機関等に対する学生が持つイメージ（どういう状況下で仕事をしたいのか）など、大学

としても医療機関等に発信していってほしい。 

SSSS    

中期目標で掲げている“大学の持つ人的、物的、知的財産を地域

に還元する”という考えに沿って、地域との連携をはじめ産官学

民の連携等、大きな成果をあげていると認められる。 

83 ・海外研修など、学生の国際交流を推進する方策を検討する。 

・既存の留学支援制度を活用するとともに、更なる充実をはかる。 

・外国の大学等、特に英語圏の大学との交流協定締結に向け、調査を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■特に英米圏の大学に留学させる場合の経済的支援制度について積極的に検討を進められたい。 

◆英米圏の大学に留学する学生への経済的支援制度について検討も相当に進んでいるように見受

けられるが、さらに意欲的に進めることを望む（国際交流委員会議事録）。この制度は当校の評価

を高め、優秀な受験生の確保にも有効であると考えられる。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

84 ・既存の協定その他利用可能な制度を活用し、外国人留学生の受け入れを進め

る。 

・ホームページ等での外国語による大学紹介を充実させる。 

・外国人留学生の学納金の軽減を図る。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■懸案の外国語（特に英語）による HP の公開が遅れていることは遺憾である。 

ⅢⅢⅢⅢ    

英語による簡略化されたＨＰの作成に遅れが出ていることは残

念であるが、留学生の受入が増加するなどの成果も挙がってい

る。 

85 ・英国等の新たな提携校への学生派遣を開始する。 

・留学による履修単位の認定を行う。 

・学生の留学促進のため、留学支援制度の説明会、留学経験者の報告会を行う。 

・学生の留学や海外研修を促す新たな仕組みを検討する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■英米の大学への新たな語学留学プログラムを開始したことは評価するが、海外への留学ないし派

遣学生数の一層の着実な増加についてのさらなる取組みを期待したい。 

●研修参加者や留学経験者など計画性をもって推進すること。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

86 ・外国の大学等との教育・学術交流を推進する方策を検討する。 

・他大学で実施している受入・派遣プログラムについて情報収集を図る。 

・看護学部として外国の大学等の教育、学術交流の実施を模索する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆協定締結大学との交流の推進や、新しい大学との協定実現に向けて努力していることが認められ

る。 ⅢⅢⅢⅢ    

 

87 ・教員特別研修派遣制度の定着を図るとともに、教職員の海外活動の実態を把握

し、その推進策について検討する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■教員特別研修派遣制度を実施していることを評価するとともに、この制度をサバティカル制度の

一環として位置づけ、その内容の充実を図るとともに派遣人数の増大を期待したい。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

88 ・教員と学生が地域の国際交流・多文化共生の活動に積極的に参加する。 

・甲府市との連携により外国人向け日本語・日本文化の連続講座を行う。 

Ⅲ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■在住外国人向けの日本語指導者養成講座や外国人のための日本語講座の開催、さらに彼らに対す

る健康相談や健康セミナーの開催など、地域における多文化共生の基盤充実に積極的に取組んでい

る。 

★国際交流において必要とされる日本語連続講座など評価できる。 

●参加実人員、延人員など記載のこと。 

ⅢⅢⅢⅢ    

外国人を対象にした日本語支援の取組みは本学の特長を活かし

た先駆的な取組みであると評価する。 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―Ⅰ―３３３３－（－（－（－（２２２２））））国際交流等国際交流等国際交流等国際交流等 

 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 

■１．新たにタイの協定締結大学からの留学生を受け入れ、またアメリカへの語学プログラムへの

学生派遣等、学生の国際交流の充実に努めていることは評価できる。23 年度は大震災の影響等もあ

りやむをえなかった面もあるが、特に外国人留学生の受け入れ数は大学の国際化の主要な指標のひ

とつであり、「外国人留学生約 20名程度」の実現を目指し、今後とも着実に受入数の増加に努めら

れたい。 

２．2010 年度以来看護学部の活動の一環に位置付けている多文化共生地域貢献事業の充実に努め、

多数の教員･学生の参加のもとに在住外国人を対象とする各種の健康相談会、健康セミナー、子育

てワークショップ等を年間 10 数回にわたり各地で積極的に開催していることは、多文化共生社会

の基盤整備に資することであり、評価したい。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、留学生の受入れ促進や、在住外国人に対する健康支援や日本語講

座など、在住外国人との交流に貢献していることなどが評価できる。 

★全体として計画通り進められている。 

◆グローバル化がさらに急速に進む時代であり、この“国際交流の推進”は重要な課題であり、中

期目標の達成に向けて着実に前進させてほしい。 

AAAA    

 

89 ・役員会、経営審議会、教育研究審議会を定期的に開催するとともに、必要に応じ

て随時開催することにより機動的な大学運営を行う。 

・役員は、総務、経営、教育・厚生、研究・交流の業務を分担するとともに、役員間の

連携を密にして効率的・効果的な組織運営を行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

★会議、委員会ともに多い。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

90 ・教授会の意見を教育研究審議会を通じて法人の運営に反映させる。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

91 ・ホームページを活用して、役員会等の議事録を積極的に公開する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

92 ・予算編成に当たっては、予算編成方針を策定し、教育研究の質の向上をはじめ中

期計画を達成するために必要な事業に優先的に配分する。   
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

93 ・大学院看護学研究科において、博士課程の設置構想策定に向けた検討を行う。 

・研究科設置に向けた学内検討組織を設置し、国際政策学部・人間福祉学部に係

る大学院（修士課程）設置計画の大枠を取りまとめ、山梨県及び文部科学省との協

議を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■大学院博士課程（看護学）及び国際政策学部等にかかる大学院（修士課程）設置に向けて今後と

も積極的な取組みを期待したい。 

★計画は概ね実行されているが、文科省協議までには至らなかった。慎重な審議が求められるため、

やむを得ないと思われる。 

◆「看護学科の博士課程設置は“来年度から開設する”という決定の下に、その準備の進め方を検

討している」という理解でよいのか？ 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

94 ・原則として、教職員の採用は公募により行う。 

・学部等において、授業科目やカリキュラムを再検討し、非常勤講師の配置につい

て検討を行う。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■職員の採用にあたり今後における法人固有職員の比率及び法人内での位置づけ等についても十

分配慮されたい。 

★受講者数の実態調査を配置に反映させた。 

ⅢⅢⅢⅢ    

教職員の採用については、適正に実施されていると認められる。 

95 ・アカデミック・ポートフォリオ等を活用する教職員の評価制度について検討する。 

Ⅲ 
Ⅲ4人

Ⅱ1人 
Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■教職員の客観的な業績評価制度の確立に困難な課題が多いことは承知しているが、年度計画にお

ける取組みが前年度の「制度設計を行う」から「評価制度について検討」に後退していることは、

中期計画達成との関連でやや危惧している。教員の教育、研究、地域貢献、管理等に関する業績評

価の基礎資料となるアカデミック・ポートフォリオの作成について外部の機関との連携の下に検討

を進めていることは評価するが、作成されたポートフォリオ等に基づく客観的な業績評価の実施と

その処遇への反映のシステム確立に向けてさらに積極的に取組みを進められたい。 

◆“教員の質の向上”は当校の教育の質の保証に直結するものでありアカデミック・ポートフォリ

オへの理解が大切である。 

ⅢⅢⅢⅢ    

教職員の業績評価制度の確立は困難な課題であるが、中期計画の

着実な実施に向け早急な検討を進めていただきたい。 

96 ・特任教員制度の活用を図るとともに、他の任用形態について検討する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

97 ・サバティカル制度導入に向けて検討を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■教員特別派遣制度の拡充を含むサバティカル制度の確立を期待している。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

98 ・新たな課題に対応するため、事務組織や業務分掌の適時・適切な見直しを行う。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■委託契約の集約化等により事務処理の効率化に努めている。 

★実際に組織改革できている。 
ⅢⅢⅢⅢ    

事務処理の集約化・効率化が着実に進められていると認められ

る。 

99 ・業務情報の共有化や電子化を推進するため、教職員ポータルの有効活用を図る。 

・事務作業の効率化のため、タブレットＰＣ等を活用した書類のオンライン化が可能

か検討する。 

・情報セキュリティポリシーに基づいた作業運用マニュアルの作成をする。 

・通信の形態や契約の方法を検討することにより経費の削減を行う。 

・会計事務処理マニュアルを作成し、事務の効率化を図る。 

Ⅲ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ 

◆インターネット接続回線を日本インターネットサービスから山梨県の情報ハイウェイに切り替

えるべく、時期をかけて準備して機器リースの更新時期を一本化してパソコン 153 台のシステムの

一括購入に成功したことは、経費削減効果が大きく大成果であった。 
ⅢⅢⅢⅢ    

インターネット接続回線の切り替えや、機器リースの更新時期の

調整によるパソコンのシステムの一括購入等により経費の削減

に成功したことは、長期的な経費削減計画が奏功したものであ

り、評価できる。 

100 ・事務局機能の高度化、効率化を推進するため、「法人職員採用計画」に基づく職

員採用とともに、専門性の高い人材を必要に応じて確保するため、人材派遣や非常

勤嘱託等の活用を検討する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■専門性の高い職員の確保に努めている。 

★人件費は対前年プラスになっているので効果を発揮されたい。 

◆専門性の求められる分野に計画的に適任職員を採用し機能強化に役立てたことを評価する。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

101 ・大学職員として必要な専門知識を修得させるため、年度研修計画を策定し、学内

外の研修に参加させる。 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■学内における SD 研修のいっそうの充実を期待したい。 

◆「公立大学法人会計セミナー」のＳＤ研修会へ参加させたが、今後も機会をとらえ積極的に行っ

てほしい。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

ⅡⅡⅡⅡ業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化 

 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

A

A

A

Ａ 

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ 

A 

A

A

A

Ａ 

▲学内の正確な情報共有化に努めていることなどが評価できる。 

■中期計画に定める目標を踏まえ、教員の客観的な業績評価基準・方法を整備し、処遇に反映する

システムの確立に向けての取組みを明確にされたい。 

▲教職員を公募により採用していることなどが評価できる。 

★計画は概ね実行されているが、評価制度、サバティカル制度など、導入部分も多い。 

■事務処理の効率化が適切に進められていることを評価する 

▲計画どおり進んでいる。殊に、委託契約事務の集約化による事務処理の効率化や各種の事務・設

備の見直しによる経費削減などが評価できる。 

★前年より具体的な行動計画が立てられ、実行された。 

◆人事の適正化や事務の効率化、合理化等、各項目に対して意識が高く努めていると認める。 

AAAA    

事務経費の効率化についての取組みは眷属して着実に実施して

いると認められる。 

教職員の業績評価制度の構築については、具体的な検討が進むこ

とを強く期待する。 

102 ・外部研究資金の獲得に向けて、職員ポータルを活用した情報の共有化を図るとと

もに研修会を開催する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆科研費申請に係る研修会を実施した結果は、前年度を上回る申請者があり、獲得金額はいくら増

加したのかを伺いたい。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

103 ・平成２２年度の外部研究資金の獲得状況を踏まえ、引き続き応募を奨励する仕組

みを検討する。 Ⅳ 
Ⅳ4人 

Ⅲ1人 
Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ 

■科学研究費補助金のさらなる確保に向け新たに応募奨励制度を構築したことを評価する。 

◆No102 の科研費の交付額は“現時点では不明”ということか？（この仕組みを設けたことは評価

する） 

ⅣⅣⅣⅣ    

インセンティブを与えた科学研究費補助金確保の仕組みの構築

は、まさに中期計画を達成したものであり、高く評価できる。今

後、この制度の効果については注目していきたい。 

104 ・科学研究費申請率７０％以上を目指す。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■科学研究費補助金の申請は年度計画以上の申請率となっている。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

105 ・平成２３年度学生納付金を据え置くとともに、他大学の動向や社会情勢等を調査、

検討し、適切な料金設定を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■現下の厳しい社会情勢に配慮し、学生納付金の額の取り扱いは今後とも慎重を期されたい。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

106 ・教職員ポータルを活用した情報の共有化や電子化を推進する。 

・外部委託や人材派遣等を活用して、効率的な事務処理を行う。 

・環境マネジメントシステムを構築するとともに、省資源、省エネルギー対策をさらに

推進する。 

・一般管理費を平成２２年度予算比１０％削減する。 

Ⅲ 
Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ 

◆確実に年度計画の各課題を実施し、成果につなげた。 

ⅢⅢⅢⅢ    

一般管理費の削減など、年度計画を着実に実施したと認められ

る。 

107 ・教育研究水準の維持・向上に配慮しながら、人事の適正配置を進める。 

・事務の効率化や経費の削減を図るため、両キャンパスの外部委託の統合や複数

年契約を導入する。 

Ⅲ 
Ⅳ2人 

Ⅲ3人 
Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ 

★同じ効用を保ちながら経費削減を実施している。 

ⅢⅢⅢⅢ    

教育研究水準の向上にとり組むための必要な取組みを行ったう

えで、事務の効率化も進んでいると認められる。 

108 ・大学運営に支障のない範囲で、施設の一般開放や有料貸し付けを行う。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ 

■大学施設の貸付基準を作成し、有料貸付けを進めている。 
ⅢⅢⅢⅢ    

年度計画を着実に実施していると認められる。 

109 ・資金計画を定め、金融資産の安全確実な運用を行う。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ 

★全てを無利息預金にせず、１０００万円の枠を使いながら国債など安定運用を図られたい。 
ⅢⅢⅢⅢ    

金融資産の安全確実な運用を行っていると認められる。 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

ⅢⅢⅢⅢ財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善 

 

AAAA

AAAA

AAAA 

A

A

A 

AAAA

AAAA

AAAA 

A 

AAAA

ＳＳＳＳ

ＡＡＡＡ 

■外部研究費の獲得額の増加に向けての各種の取組みを進め、特に科学研究費補充金の獲得額に対

応する応募奨励制度を構築したことを高く評価する。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、外部研究資金の獲得のため、年度計画よりも前倒しで応募奨励制

度を構築したことなどが評価できる。 

★科研費補助金の獲得に上乗せ会い分制度を作るなど、やる気の仕組みづくりが行われている。 

■計画どおり順調に実施されている。 

■教育研究水準の向上に配慮しつつ、経費の抑制に意欲的に取組んでいる。 

▲計画どおり進んでいる。特に問題は無い。 

★種々の見直しにより削減効果が表れている。 

●経費の抑制に対する意識が高く実践し成果を上げている。 

▲計画どおり進んでいる。特に問題は無い。 

★計画通りに進められている。 

◆各般にわたり経費の効果的運用と削減に努め、成果をあげた。関係者が意欲的に協力し合った成

果である。 

AAAA    

 

110 ・大学評価学位授与機構の認証評価を受ける。 

・平成２２年度に実施した自己点検評価結果を受けて改善を行う。 

Ⅳ 
Ⅳ4人 

Ⅲ1人 
Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

■１．大学評価機構による認証評価を受審し、多くの優れている点の指摘とともに評価基準をクリ

アしていると認定されたことは評価できる。 

２．22 年度の自己点検評価結果に基づき GPA 制度導入への積極的取組みなどのいくつかの改善措置

が進められている。 

▲大学機関別認証評価の評価結果から自己評価Ⅳとする根拠が弱い。 

◆今回この認証評価をいただいたことは、これまでの伊藤理事長のもとで進められてきた諸改革が

評価されたものであり、大変良かった。さらには優れた点として「大学憲章の制定を始め 7項目も

が挙げられており大変に素晴らしい。改善点と指摘された件には努力したい。 

ⅣⅣⅣⅣ    

大学評価機構による認証評価について、高い評価を得ていると認

められる。ただし、実績報告書への記載では、どのような点が評

価されているのか不明であるので、記載方法について留意された

い。 

111 ・自己評価書及び認証評価結果をホームページ等で公開する。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

ⅣⅣⅣⅣ自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価及評価及評価及評価及びびびび情報情報情報情報のののの提供提供提供提供 

 AAAA A AAAA S AAAA 

■大学評価機構による認証評価を受信し、多くの優れていることの指摘とともに評価基準をクリア

したと認定されたことは評価できる。 

▲計画どおり進んでいる。特に問題は無い。 

★計画通り進められている。 

◆文部科学大臣が認証する評価機関から高い評価をいただいたことは、本校の業務運営全般にわた

り全国の大学に要求される水準を堂々とクリアしたことであり、今後の本校の運営について自信を

持って推進していく励みとなると言えよう。 

AAAA    

認証評価の結果について、十分吟味し、今後の大学の発展につな

げていただくことを強く期待する。 

112 ・教育情報公開を進め、ホームページ内容の充実を図るなど引き続き大学情報の提

供を推し進める。 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■教育情報については、国の定める内容にとらわれることなく、県民や志望者が求める多様な情報

をできるだけ多く、かつ正確に公開するよう努められたい（例えば各年度別の退学者数など）。 

★就職、キャリアコーナーなど開けない項目がある。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

113 ・ホームページ内容について各部局等のページを充実し、継続的な広報紙の発行

を行う。 

・学長記者会見を効果的な方法で継続的に実施し、報道機関による、より多くの情

報提供を行う。 

Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ3人 

Ⅱ1人 

Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

■84 に同じ 

★模擬授業の実施や受入、山梨塾の開設など外部アピールに成功している。 

◆「山梨人間塾」をはじめ“開かれた大学”として様々なことを企画し学長記者会見等で積極的に

大学情報を提供し、学校を PR していく姿勢が良い。 

●ホームページの活用は情報発信として効果的であり、継続的な努力を期待する。 

ⅢⅢⅢⅢ    

ホームページの充実が図られたと認められるが、外国語のＨＰの

作成に遅れたことは残念である。ホームページは受験生に対して

の情報発信手段として最も重要な媒体であると認められること

から、引き続き継続的な努力を期待する。 

114 ・施設・設備の適切な維持管理を行うとともに、省エネ対策の推進やバリアフリー化

を検討する。 

・老朽化が進む池田キャンパス施設・設備の調査点検を実施し、必要に応じて施

設・設備整備計画の見直しを行う。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■大震災に伴う節電対策も目標の削減率を達成している。 

●目標を上まわる節電結果となり評価できる。 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

115 ・グラウンドや体育館、図書館等の大学施設を積極的に地域社会に開放する。 
Ⅲ 

Ⅳ1人 

Ⅲ4人 
Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■看護図書館の平日夜間開館時間の延長など地域社会への大学施設の積極的開放に努めている。 
ⅢⅢⅢⅢ    

看護図書館の開館時間の延長などの取組みを評価する。 



中期中期中期中期    

計画計画計画計画    

番号番号番号番号    

年度計画年度計画年度計画年度計画    
法人法人法人法人    

評価評価評価評価    

委員委員委員委員    

評価評価評価評価    
■■■■    ▲▲▲▲    ★★★★    ◆◆◆◆    ●●●●    委員委員委員委員コメントコメントコメントコメント等等等等    

委員会委員会委員会委員会    

評価評価評価評価    

((((案案案案））））    

判断理由判断理由判断理由判断理由・・・・委員会委員会委員会委員会としてのコメントとしてのコメントとしてのコメントとしてのコメント    

116 ・衛生委員会を定期的に開催し、労働安全衛生法等関係法令を遵守するために必

要な措置を講ずる。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

117 ・教職員の健康管理のため健康診断を実施するとともに、適切な保健指導体制をと

る。 

・教職員健康管理システム（電子化）を作成する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

◆教職員の健康管理に電子管理システムを作成し、健康意識の啓発に努めたことは結構である。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

118 ・学生、教職員に危機管理規定及び危機管理マニュアルを周知する。 

・消防計画に基づき、防災訓練を実施するとともに、自衛消防組織の充実を図る。 

・地域と連携した危機管理体制を構築するため、地域住民に向けた地震防災講演

会を開催する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■大学は災害時の地域の防災拠点等として想定されていることを踏まえ、地元自治会との懇談会の

開催、防災訓練への参加等を進め、また甲府市と災害時支援協定を締結したことは評価できる。 

★安否確認の報告率が４６．５％であったため向上を望みたい。 

◆地元自治体と連携して、救護訓練を行うなど、地域との関係を重視する大学の姿勢を示すもので、

大変に良いことである。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

119 ・平成２２年度に作成された情報セキュリティポリシーの実施手順について教職員に

周知徹底を行う。 

・大学に適合した個人情報保護規程を検討し、確かな個人情報の管理を確立する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

120 ・大学情報の積極的な公開提供を行うとともに、監事監査の的確な実施により、公正

公平で信頼性の高い大学運営を行う。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■大学に対する社会的信頼に応えるためにも、教職員のコンプライアンス意識涵養への日常的取組

みをさらに充実されたい。 

◆監査結果報告書にも書いてある通り、山梨県に対し当県立大学の果たしている役割への理解を深

めてもらうと同時に、必要な財政的支援の継続と強化を強く要請していく努力が必要である。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

121 ・人権侵害を防止するため、研修会や啓発活動、実態調査等を実施するとともに、

人権侵害防止規程を改訂し、より充実した防止体制を確立する。 

・ハラスメント防止パンフレット（改訂版）を配布する。 

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

★外部相談窓口の試行など計画外の取組を見られる。 

◆本校において万が一にも職場ハラスメントが起こらないよう、教職員に対する指導を徹底された

い。 

ⅢⅢⅢⅢ    

 

122 ・次世代育成行動計画を周知するとともに、講演会を開催し男女共同参画を推進す

る。 
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

 
ⅢⅢⅢⅢ    

 

123 ・環境宣言と環境マネジメント計画を周知し、学生及び教職員が一体となった環境

マネジメント活動を促す。 

・学生参加による環境に関する研修会を開催する。 

・環境マネジメントマニュアルを作成し、学内に周知する。 

・環境委員会ホームページを開設する。 

・学生の環境活動への参加を支援するため、新たな助成制度を設ける。 

Ⅲ 
Ⅲ4人 

Ⅱ1人 
Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 

■昨年2月の大学環境宣言の具体化の中心となる環境マネジメントマニュアルの作成が遅れている

ことは残念である。速やかな取組みを期待したい。 

◆環境委員会が活発に活動している様子が議事録から読み取れる。（千葉大学の環境 ISO 学生委員

会から講師を招いて研修会を開催したのもその一環であろう。） 
ⅢⅢⅢⅢ    

環境マネジメントマニュアルの作成に遅れが出ていることは残

念であるがその外の取組みは計画通り実施していると認められ

る。 

ⅤⅤⅤⅤそのそのそのその他業務運営他業務運営他業務運営他業務運営 

 

ＢＢＢＢ

ＡＡＡＡ

ＡＡＡＡ

ＡＡＡＡ 

A

A

A

A 

ＳＳＳＳ

ＡＡＡＡ

ＡＡＡＡ

ＡＡＡＡ    

A 

AAAA

AAAA

AAAA

AAAA 

■外国語（特に英語）による HP の公開が遅れていることは遺憾である。 

▲計画どおり進んでいる。殊に、大学のホームページの充実などが評価できる。 

★ホームページも見やすくなり地元メディアに取り上げられる機会も多く、大学を積極的に公開、

アピールしている。 

▲計画的な省エネ対策によって節電の目標を達成したことなどが評価できる。 

★節電に努めるとともに図書館の利用促進など前向きに取り組んでいる。 

■大学は地域の防災拠点との認識の下に地域社会との日常的な連携を積極的に進めていることは

評価できる。 

▲地元自治会と防災において連携を図っていることなどが評価できる。 

★わかりやすいお便りの作成などで計画が実現されている。 

■環境マネジメントマニュアルの作成が遅れたことは残念である。早い時期の作成を期待してい

る。 

◆ホームページの充実や広報誌「soufflé」の発行、学長記者会見等、情報公開の努力の姿勢が見

られる。その他の目標に対しても着実に前進している様子が見て取れる。 

●教職員にとって働きやすい環境であるか、心身共に良好の状態に保たれることが良い教育につな

がると思う。 

AAAA    

大学のホームページの充実が図られている。また、甲府市との協

定締結など業務運営に関する目標については、順調に取り組んで

いると認められる。 

情報発信については、非常に重要な事項であるので、今後の一層

の取組みの強化を図られたい。 

 



公立大学法人山梨県立大学の財務諸表の承認に係る確認について 

 

 

１ 確認の方針 

・ 財務諸表は、住民その他の利害関係者の判断を誤らせることのないよう財政状態及

び運営状況を適切に示す必要がある。 

・ 知事による財務諸表の承認にあたって、地方独立行政法人法第３４条の規定により、

評価委員会より意見を聴取することとなっているが、これに先立ち、「合規性の遵守」

と「表示内容の適正性」の観点から確認を行った。 

 

 

２ 確認内容 

（１）合規性の遵守 

チェック項目 チェック結果 

提出期限は遵守されたか。 ・ ６月末日までに財務諸表等が提出され

た。 

必要な書類は全て提出されたか。 ・ 以下の書類が提出された。 

① 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、

キャッシュ・フロー計算書、行政サー

ビスコスト計算書、附属明細書） 

② 決算報告書 

③ 事業報告書 

④ 監事の意見 

監事の監査報告に、財務諸表の承認

にあたり考慮すべき意見はないか。 

・ 監事の監査報告書は、適正意見表示で

あり、財務諸表の承認にあたり考慮すべ

き特段の意見はなかった。 

 

（２）表示内容の適正性 

チェック項目 チェック結果 

記載すべき項目について、明らかな

遺漏はないか。 

・ 財務諸表等の提出を受けた全ての書類

について、表示科目、会計方針、注記等

について、明らかな遺漏はないことを確

認した。 

計数は整合しているか。 ・ 合計等の基本的な計数について、整合

を確認した。 

参考資料 3 



チェック項目 チェック結果 

書類相互間における数値の整合はと

れているか。 

・ 主要表と附属明細書との相互間におけ

る整合など、書類相互間における数値の

整合を確認した。 

運営費交付金に係る会計処理は適正

か。 

・ 期間進行基準の適用事業について、運

営費交付金債務全額が収益化されてい

ることを確認した。 

・ 費用進行基準の適用事業について、費

用の発生額と同額について運営費交付

金が収益化されたことを確認した。 

 



公立大学法人山梨県立大学平成２３年度決算における利益処分（案）について 

 

１ 平成２３年度利益剰余金の額 

  33,286,340 円 

 

２ 平成２３年度の利益剰余金について（以下、表記のない金額は対収支計画比） 

  平成２３年度の剰余金は、学生募集に努めたこと等による自己収入の増加及び経

費の徹底的な抑制を行ったこと等により生じました。 

  上記の具体的な内容を、次の①～③の観点からそれぞれ記述します。 

 

        ①①①①    中期計画及中期計画及中期計画及中期計画及びびびび年度計画年度計画年度計画年度計画のののの記載内容記載内容記載内容記載内容にににに照照照照らしてらしてらしてらして、、、、法人法人法人法人がががが行行行行うべきうべきうべきうべき業務業務業務業務をををを効率的効率的効率的効率的

にににに行行行行なったなったなったなった結果結果結果結果、、、、発生発生発生発生したしたしたした利益利益利益利益    

   ・業務委託等の契約の一本化、節電による電気料金の削減などによる一般管理

費の削減（20 百万円） 

 

        ②②②②    運営費交付金算定収入運営費交付金算定収入運営費交付金算定収入運営費交付金算定収入がががが当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額をををを上回上回上回上回ったったったった結果結果結果結果、、、、発生発生発生発生したしたしたした利益利益利益利益    

   ・大学の広報強化や積極的な学生募集に努めたことによる授業料等収入の増加

（35 百万円） 

 

        ③③③③    運営費交付金算定外運営費交付金算定外運営費交付金算定外運営費交付金算定外のののの事業事業事業事業をををを行行行行ったったったった結果結果結果結果、、、、発生発生発生発生したしたしたした利益利益利益利益    

   ・看護実践開発研究センターによる認定看護師教育課程の授業料等収入（25 百

万円） 

   ・受託事業の積極的な受入による受託研究等収入（20 百万円） 

   ・科学研究費補助金の獲得による間接経費収入（8 百万円） 

   ・住民生活に光を注ぐ交付金や教育ＧＰ獲得等による補助金収入（20 百万円） 

 

（注意事項） 

  ・上記の収入は、これを原資として、教育、研究の質の向上のための取組みを行っている

ため、実質の利益の額とは異なります。 

・③にある、国や県からの補助金や受託料等につきましては、それに見合った支出を伴う

ものでありますので、直接に利益を生み出すものではありません。 

 

  平成２３年度当期純利益は、上記の結果計上できたものであり、本年度利益剰余

金については、法人の経営努力から生じたものと考えています。 

  このことから、平成２３年度の利益剰余金については、今後の法人運営費に必要

な経費に利用したく、当該利益剰余金の全額を中期計画に定めている利益剰余金の

使途である「「「「教育研究教育研究教育研究教育研究のののの質質質質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび組織運営組織運営組織運営組織運営のののの改善改善改善改善」」」」に資するための目的積立金

として積み立てたいと考えています。

参考資料４ 



 



公立大学法人山梨県立大学の利益処分（案）の承認について 

 

○○○○経営努力認定経営努力認定経営努力認定経営努力認定されるされるされるされる利益利益利益利益のののの基準基準基準基準    

① 中期計画及び年度計画の記載内容に照らして、法人が行うべき業務を効率的に行

った結果、発生した利益（人件費、一般管理費の抑制等） 

①については、効率的な経営を前提として標準運営費交付金を算定していることから、以

下の二つの要件をもって、法人が中期計画に記載される事業を実施したことを立証すること

とする。 

   ア：年度評価において、全体として行うべき業務を行っているとの評価が可能であること

（※評価委員会の評価を踏まえて判断を行う） 

   イ：各学部・研究科ごとの学生収容定員に対する在籍者が一定の割合(※)であること 

    (※)一定の割合は国立大学に準じ、 

      平成 22～24 年度 学部：８５％～１２０％、研究科：８５％～ 

② 運営費交付金算定収入が当初予算額を上回った結果、発生した利益 

（授業料、入学料の増加等） 

③ 運営費交付金算定外の事業を行った結果、発生した利益 

（科学研究費、受託研究事業費、寄附金の増加等） 

  

         目的積立金として次年度の財源へ 

  

 

○○○○利益処分利益処分利益処分利益処分のののの承認承認承認承認についてについてについてについて    

    ａ 支出については、上記①に照らし、     

  ア：年度評価において、全体として行うべき業務を行っている。 

  イ：各学部・研究科ごとの学生収容定員に対する在籍者が一定の割合である。 

  ※平成 23年 5 月 1日現在充足率（学校基本調査より） 

   国際政策学部：110.6％、人間福祉学部：104.7%、看護学部：99.0%、看護学研究科：140.0％ 

   法人法人法人法人のののの経営努力経営努力経営努力経営努力のののの結果結果結果結果とととと認認認認められるめられるめられるめられる    

（（（（法人法人法人法人がががが行行行行うべきうべきうべきうべき業務業務業務業務をををを効率的効率的効率的効率的にににに行行行行ったったったった結果発生結果発生結果発生結果発生したしたしたした利益利益利益利益））））    

 ｂ 収入については、上記②、③に照らし、 

     法人法人法人法人のののの経営努力経営努力経営努力経営努力のののの結果結果結果結果とととと認認認認められるめられるめられるめられる    

（（（（当初予算当初予算当初予算当初予算をををを上回上回上回上回ったったったった交付金算定収入交付金算定収入交付金算定収入交付金算定収入又又又又はははは交付金算定外事業交付金算定外事業交付金算定外事業交付金算定外事業のののの実施実施実施実施によによによによるるるる収入収入収入収入））））     

 

 

 

 

県県県県のののの承認案承認案承認案承認案    

・・・・目的積立金目的積立金目的積立金目的積立金    

        ３３３３３３３３，，，，２８６２８６２８６２８６，，，，３４０３４０３４０３４０円円円円    
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平成 23 年度決算の前年度比較について 

 

【財務状況】 

財務状況につきましては、貸借対照表に記載のとおりです。資産は、飯田・池田両キャンパス体育

館の追加出資による 144,146 千円の増、工具器具備品の購入による 74,416 千円増など 22 年度比で約

85,927 千円増の 8,259,587 千円となっています。 

負債は、新たに情報教室に係るリース契約を締結したことによるリース債務の増などにより 93,790

千円増の 1,282,087 千円となっています。 

（単位：千円） 

資産の部 

区分 平成 23 年度 平成 22 年度 増 減 

固定資産 7,878,184 7,871,075 7,109 

 有形固定資産 7,860,810 7,850,303 10,507 

 無形固定資産 15,600 20,761 ▲ 5,161 

 投資その他の資産 1,775 11 1,764 

流動資産 381,403 302,584 78,819 

 現金及び預金 358,204 198,770 159,434 

 未収学生納付金収入 3,839 3,839 0 

 その他未収金 17,911 99,221 ▲ 81,310 

 徴収不能引当金 ▲ 536 0 ▲ 536 

 棚卸資産 332 587 ▲ 255 

 その他流動資産 1,652 167 1,485 

資産合計 8,259,587 8,173,659 85,928 

負債の部 

 区分 H23 H22 増 減 

固定負債 986,951 953,390 33,561 

 資産見返負債 915,512 907,457 8,055 

 長期リース債務 71,439 45,933 25,506 

流動負債 295,136 234,907 60,229 

 預り補助金等 4,220 3,146 1,074 

 寄附金債務 21,040 1,000 20,040 

 前受金 17,589 4,200 13,389 

 預り金 10,661 6,879 3,782 

 預り金科学研究費補助金等 8,249 3,451 4,798 

 未払金 186,996 176,760 10,236 

 未払費用 7,891 13,909 ▲ 6,018 

 短期リース債務 38,490 25,562 12,928 

負債合計 1,282,087 1,188,297 93,790 

純資産の部 

 区分 H23 H22 増 減 

資本金 7,152,076 7,007,930 144,146 

資本剰余金 ▲ 299,900 ▲ 114,605 ▲ 185,295 

利益剰余金 125,324 92,038 33,286 

 当期未処分利益 33,286 92,038 ▲ 58,752 

 （うち当期総利益） （33,286） (92,038)   

 教育研究の質の向上及び組織運

営の改善目的積立金 

92,038 0 92,038 

 
 

    

純資産合計 6,977,500 6,985,363 ▲ 7,863 

負債・純資産合計 8,259,587 8,173,660 85,927 
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【運営状況】 

 運営状況は、損益計算書では、経常費用約 1,816,510 千円、経常収益約 1,849,796 千円となってお

り、この差額の約 33,286 千円が当期純利益となっています。この経常利益は、その全額を目的積立

金と出来るよう山梨県知事あて承認申請しています。 

この利益は、効率的な事業実施の実現による経費の削減や、積極的な外部資金の獲得などの経営努

力により創出したものであり、中期計画における教育研究の質の向上のための経費に充当することと

しています。           

                                   （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

費用 平成 23 年度 平成 22 年度 増 減 

経常費用 1,816,510 1,709,086 107,424 

 業務費 1,689,298 1,581,872 107,426 

 
 

教育経費 177,236 232,356 ▲ 55,120 

 
 

研究経費 70,069 52,025 18,044 

 
 

教育研究支援経費 42,240 26,736 15,504 

 
 

受託研究費 1,433 0 1,433 

 
 

受託事業費 19,009 7,475 11,534 

 
 

役員人件費 52,397 48,453 3,944 

 
 

教員人件費 1,132,208 1,016,597 115,611 

 
 

職員人件費 194,705 198,230 ▲ 3,525 

 一般管理費 125,862 125,589 273 

 財務費用 1,346 1,625 ▲ 279 

 雑損 4 0 4 

経常費用合計 1,816,510 1,709,086  107,424 

収益 平成 23 年度 平成 22 年度 増 減 

経常収益 1,849,796 1,801,124 48,672 

 運営費交付金収益 
 

980,779 932,487 48,292 

 授業料収益 
 

636,672 617,101 19,571 

 入学金収益 
 

111,565 118,016 ▲ 6,451 

 検定料収益 
 

24,317 23,206 1,111 

 受託研究等収益 
 

1,433 0 1,433 

 受託事業等収益 
 

19,167 7,475 11,692 

 補助金等収益 
 

20,553 63,474 ▲ 42,921 

 寄附金等収益 
 

1,249 1,156 93 

 資産見返負債戻入 
 

37,106 24,530 12,576 

 財務収益 
 

54 71 ▲ 17 

 雑益 
 

16,900 13,608 3,292 

経常収益合計 1,849,796 1,801,124 48,672 

当期総利益 33,286 92,038 ▲58,752 



 

○費用 

 経常費用は、人件費が約 76％、教育経費約 10％、研究経費約 4％、教育研究支援経費約 2％、一般

管理費が約 7％、その他約 1％という構成比率となっています。 

人件費は今期 1,379,309 千円と前年度比で 116,030 千円増加していますが、これは欠員補充に伴う

教員人件費の増加や、定年退職者の増加に伴う退職手当増加によるものです。 

教育経費は前年度比で約 55,119 千円の減少となっていますが、これは消耗品、備品費及び賃借料

の減少によるものです。 

研究経費は前年度比で 18,044 千円の増加となっていますが、これは消耗品及び旅費の増加による

ものです。 

教育研究支援経費は前年度比で 15,504 千円の増加となっていますが、これは備品費及び印刷製本

費の増加によるものです。 

                        

 

 

 

○収益 

 経常収益は、運営費交付金収益が約 53％、学納金収益が約 42％、外部資金による収入が約 2％、資

産見返負債戻入約 2％、その他収入が約 1％という構成比率になっています。 

 運営費交付金収益は、前年度比で 48､672 千円増となっていますが、これは退職手当に係る特定運

営費交付金が 42,260 千円増額になったこと、及び標準運営費交付金のうち資産見返運営費交付金等

への振替額が 8,055 千円減少したことによるものであり、山梨県から交付された標準運営費交付金の

交付額は前年度比で 5,672 千円減少しています。 

 学納金収益は、授業料、看護実践開発研究センターの認定看護師教育課程の開始に伴い、14,231

千円の増加となりました。 

 外部資金は、補助金は前年度より約 42,920 千円の減少となりましたが、これは平成 22年度に整備

した看護実践開発研究センター補助金によるものです。 

また、受託研究が 1,433 千円の増加、受託事業が約 2,325 千円の増となったものの、外部資金全体

では約 29,795 千円の減となっています。 
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