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[１] 公立大学法人公立諏訪東京理科大学の概要
１ 法人の基本情報

１）基本情報
(1) 法人名 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 
(2) 設立 2017年 11月 24日認可 

2018年 4 月 1日登記 
(3) 設置する大学 公立諏訪東京理科大学 
(4) 所在地 長野県茅野市豊平 5000番地 1 
(5) 設立団体 諏訪広域公立大学事務組合 
(6) 法人の種別 特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人 
(7) 資本金 22億 1,291万 8,400 円（登記日時点） 

２）法人の目的と業務
（１）目的（定款第 1条）

この公立大学法人は、長野県諏訪地域における知の拠点として、工学と経営学の融合教育の継続を図りながら、急速に発達す
る科学技術とグローバル化する社会及び経済に対応して、自ら将来を開拓できる主体性の確立した人材を育成するとともに、地
域に一層貢献する大学として、地域産業及び文化の振興に取り組み、雇用の創出や若者の定着をもたらすことによって地域創生
に寄与し、ひいては科学技術の発展や新しい産業の創出を通じて地域と我が国の将来の発展に貢献するために、地方独立行政法
人法に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。

（２）業務（定款第 26 条）
法人は、大学を設置し、及び管理するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し、これを運営すること。
(2) 法人の人事管理、労務管理、財務管理、施設設備管理、広報等を行うこ と。
(3) 大学の学生に対し、質の高い修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(4) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活
動を行うこと。
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(5) 公開講座の開設その他の大学外の個人又は団体に対し学習の機会を提供すること。
(6) 大学における教育研究成果の普及及び活用を推進するとともに、産学官金連携を通じて、地域社会の発展に貢献すること。
(7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

３）法人の役員 （2019 年 5月 1 日現在）
役職 氏名 任期 所属先等 

理事長 唐澤 範行 2018.4.1～2022.3.31 公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事長 
副理事長 小越 澄雄 2019.4.1～2023.3.31 公立諏訪東京理科大学学長 
理事 松江 英明 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学工学部長 
理事 牛山 哲 2019.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学事務部長 
理事 樋口 尚宏 2018.4.1～2020.3.31 茅野市副市長 
理事 宮坂 孝雄 2018.4.1～2020.3.31 諏訪圏ものづくり推進機構理事長、茅野商工会議所会頭 
理事 船木 成記 2018.4.1～2020.3.31 長野県参与 
監事 河嶋 恒平 2018.4.1～2020.3.31 河嶋恒平法律事務所長 
監事 柴田 博康 2018.4.1～2020.3.31 柴田公認会計士事務所長 
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４）審議機関
（１）経営審議会 （2019 年 5月 1日現在）

役職 氏名 任期 所属先等 
議長 唐澤 範行 2018.4.1～2022.3.31 公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事長 
委員 小越 澄雄 2019.4.1～2023.3.31 公立諏訪東京理科大学学長 
委員 牛山 哲 2019.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学事務部長 
委員 林 新一郎 2018.4.1～2020.3.31 岡谷商工会議所会頭 
委員 岩波 寿亮 2018.4.1～2020.3.31 諏訪商工会議所会頭 
委員 名取 元秀 2018.4.1～2020.3.31 富士見町商工会会長 
委員 今井 誠 2018.4.1～2020.3.31 諏訪信用金庫理事長 
委員 岩崎 等 2018.4.1～2020.3.31 学校法人東京理科大学統括部長 
委員 武田 三男 2018.4.1～2020.3.31 国立大学法人信州大学理事・副学長 
委員 小口 明則 2018.4.1～2020.3.31 岡谷市副市長 

（２）教育研究審議会 （2019 年 5月 1 日現在）
役職 氏名 任期 所属先等 
議長 小越 澄雄 2019.4.1～2023.3.31 公立諏訪東京理科大学学長 
委員 松江 英明 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学工学部長 
委員 五味 嗣夫 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学共通・マネジメント教育センター長 
委員 奥原 正夫 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学学生部長 
委員 木村 正弘 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学共通・マネジメント教育センター副センター長 
委員 大島 政英 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学高大連携センター長 
委員 市川 純章 2018.4.1～2020.3.31 公立諏訪東京理科大学地域連携総合センター長 
委員 吉本 成香 2018.4.1～2020.3.31 学校法人東京理科大学常務理事 
委員 大崎 博之 2018.4.1～2020.3.31 国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科副研究科長・教授 
委員 西沢 宏 2018.4.1～2020.3.31 長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校校長 
委員 奥村 明子 2018.4.1～2020.3.31 日本貿易振興機構長野貿易情報センター長 
委員 伊藤 かおる 2018.4.1～2020.3.31 株式会社コミュニケーションズ・アイ代表取締役社長 
委員 井中 幸芳 2018.4.1～2020.3.31 セイコーエプソン株式会社豊科事業所ウエアラブル・産業 P 生産技術部
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２ 学部の収容定員及び学生数 
（１）学部 （2019 年 5月 1日現在、単位：人） 

学部名 学科名 収容定員数 
在籍学生数 

男 女 計 
工学部 情報応用工学科 300 306 31 337 

機械電気工学科 300 295 15 310 
機械工学科※1 130 128 10 138 
電気電子工学科※1 130 113 5 118 
コンピュータメディア工学科※1 140 146 15 161 

システム工学部 電子システム工学科※2 － 1 0 1 
機械システム工学科※2 － 1 0 1 

情報経営学部 経営情報学科※1 200 129 29 158 
合計 1,200 1,119 105 1,224 

※1：組織変更に伴い、2018 年度より募集停止、※2：組織変更に伴い、2014 年度より募集停止 
（２）大学院 （2019 年 5 月 1日現在、単位：人） 

研究科 専攻 収容定員数 
在籍学生数 

男 女 計 
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻〔修士課程〕 30 13 3 16 

工学・マネジメント専攻〔博士後期課程〕 6 5 0 5 
合計 36 18 3 21 
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３ 組織体制 
１）職員の体制 · 
（１）教員 （2019 年 5月 1日現在、単位：人） 

学部・学科、その他の組織 
専任教員数 非常勤 

教員数 教授 准教授 講師 助教 計 
工学部 情報応用工学科 11（0） 3（0） 4（1） 3（1） 21（2） 8（0） 

機械電気工学科 10（0） 5（0） 1（1） 3（0） 19（1） 18（0） 
計 21（0） 8（0） 5（2） 6（1） 40（3） 26（0） 

工学部 機械工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
電気電子工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
コンピュータメディア工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
システム工学部 電子システム工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

機械システム工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

経営情報学部 経営情報学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

その他の組織 共通・マネジメント教育センター 6（0） 3（1） 4（2） 1（1） 14（4） 24（9） 
合計 27（0） 11（1） 9（4） 7（2） 54（7） 50（9） 

 

学部・学科、その他の組織 
専任教員数 非常勤 

教員数 教授 准教授 講師 助教 計 
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 25（0） 8（0） 5（2） 2（0） 40（2） 1（0） 
※（ ）内は女性内数 
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（２）職員 （2019 年 5月 1日現在、単位：人）  

部・室及び課 
専任職員 

派遣職員 パートタイム 
職員 有期職員 計 

事務部 部長等 1（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 
総務課 9（5） 1（1） 10（6） 1（1） 0（0） 
財務課 8（3） 0（0） 8（3） 2（2） 0（0） 
教務・学生支援課 10（4） 0（0） 10（4） 4（4） 0（0） 
保健管理センター 1（1） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 

監査室 兼務 2（0） 0（0） 兼務 2（0） 0（0） 0（0） 
計 29（13） 1（1） 30（14） 7（7） 0（0） 

※（ ）内は女性内数 
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２）組織図（2019 年 5月 1日現在） 
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[２] 2019 年度業務の実績  
１ 事業年度の全体評価及び大項目評価・自己評価結果 
１）全体評価 

2019 年度は公立大学法人化 2 年目を迎えるとともに、4 月より新たに就任した小越学長のリーダーシップのもと、主体性を持つ人材
を育成し、地域貢献とともに世界に羽ばたく人材を輩出する大学として、教育研究の充実と地域貢献活動へ一層の注力を図ってきまし
た。地域連携研究の課題に取組む学生が大幅に増え、国際学会等への参加学生も計画を上回りました。一方で、将来に向けての学科体制
の在り方や本学の教育体制改革にむけて、教職員が一体の活動を行い本学将来像と人材育成ビジョンと戦略の具体化を進めてきました。
また、本学では働き方改革にあわせ学内における労働環境整備を進め、教職員の健康と福祉を確保する体制づくりを行いました。学生へ
の支援施策として国の高等教育段階の教育費負担軽減新制度に合わせ次年度からの本学独自で実施する授業料減免制度設計を行うとと
もに、大学院入学者への支援制度の充実を図って、意欲ある学生の増加と本学の研究力向上の施策を実施しました。 

＜全体評価・自己評価結果＞ 
項目 自己評価 

中期目標・2019 年度 年度評価 中期計画の進捗は順調 
（参考）年度評価における評価基準 

評価区分 評語 評価の目安 

全体評価 

中期計画の進捗は優れて順調 

中期計画全体の進捗状況について、大項目別
評価から総合的に勘案し、評価 

中期計画の進捗は上回って順調 
中期計画の進捗は順調 
中期計画の進捗はやや遅れている 
中期計画の進捗は遅れている 

２）大項目評価 
（１） 自ら将来を開拓できる主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成するためにとるべき措置について 

 年度計画の実施により、中期計画の進捗は順調です。特に、「1-2（イ）学生の受け入れに向けた戦略の展開」の項目では、積極的な広
報活動の結果、志願者数が昨年度の約 2 倍に増加し、また、「1-7（ア）学修支援」の項目では、年度計画を実施した成果、基礎科目の不
合格者数が 2019 年年度の目標値より下回りました。一方、大学院進学者の割合不足は、昨年度 6.6%から今年度 9.8%と上昇し改善しま
したが、まだ不十分と考えています。今後、さらに改善していく予定です。 
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（２） 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべき措置について 
 年度計画の実施により、中期計画の進捗は順調です。特に、「2-6 ア 研究体制の整備」の項目では、年度計画を実施し研究体制が整備
したこともあり、地域連携開発機構の研究開発件数（特許数と審査のある論文およびプロシーディング数の合計）が昨年度の実績数５０
件、今年度の目標数 50件を上回る 64件となりました。また、「2-3 イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究（地域の活性化に貢
献するため、地元企業等のニーズに応える研究開発を推進する）」の項目で定めた地域企業等との連携研究件数が、昨年度 18 件、今年度
目標 20 件を大きく上回る 44 件となりました。一方、「2-4 ウ 競争的資金の獲得の推進」は、昨年度と比較して改善の傾向は見られます
が、一部は今年度の目標に達しておらず、さらなる改善が必要と考えています。 

（３） 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成するためにとるべき措置について 
 年度計画の実施により、中期計画の進捗は順調です。特に、「3-4 （エ）産学官金の共同研究を推進する拠点設備等の整備・活用」の
項目では、地域連携研究開発機構を整備し、その活用を図った結果、地元企業等との取り組み増加件数が今年度目標値 2件（昨年度はこ
の項目なし）を大幅に上回る 12 件となりました。また、「3-11 （ウ）キャリアセンター事業の強化・充実」の項目では、年度計画実施
の結果、インターシップ参加者数が、今年度目標値 50 名（昨年度はこの項目なし）を大幅に上回る 152 名となりました。一方、「3-5 
（ア）生涯学習支援の強化」の項目の内、出前講座実施数は、新型コロナウイルス感染症の流行のため一部中止になった影響もあります
が、大幅な減少となりました。講座内容を含めた見直しをする必要があると考えています。 

（４） 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するためにとるべき措置について 
年度計画の実施により、中期計画の進捗順調です。特に、「4-2（ア）コンプライアンス遵守と体制整備」の項目では、・コンプライア

ンスの基本的な考え方や法令遵守徹底のための心構え、業務上の注意事項をまとめた本学独自の「コンプライアンスガイドブック」と
「ハラスメントの防止ガイドライン」冊子を作成し全教職員に配付。これを資料に外部講師による研修会を実施し教職員全員が参加しま
した。また、「4-14（イ）学生及び教職員の健康保全管理」の項目では、本学施設内における喫煙箇所を原則全面禁煙とした。また学生、
保証人及び教職員を対象とする電話や Web による外部相談窓口を設置したところ、多くの利用があることから、今後も健康保全環境に
ついて点検・見直しを実施していきます。 
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＜大項目評価・自己評価結果＞ 

2019 年度 年度計画 大項目 
自己評定 

区分 大項目 
１ 自ら将来を開拓できる主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 （１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべき措置 B Ｂ 

（２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 A 
（３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置 A 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 A Ｂ 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 B 
３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 （１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ｃ Ｂ 

（２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ｂ 
４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 （１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ｂ Ｂ 

（２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ｂ 
（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ｂ 
（４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 Ｂ 

（参考）年度評価における評価基準 

評価区分 評定 評語 評価の目安 

大項目評価 

S 中期計画の進捗は優れて順調 

大項目（11 区分）別に、中期計画の進捗状況について、
小項目別評価から総合的に勘案し、評価 

A 中期計画の進捗は上回って順調 
B 中期計画の進捗は順調 
C 中期計画の進捗はやや遅れている 
D 中期計画の進捗は遅れている 
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２ 事業年度の小項目評価・事業単位自己評価結果 
１）2019年度年度計画・事業単位評価の詳細 

事業 
単位 

中期目標 中期計画 担当 
部門 

2019 年度 年度計画 2019 年度 年度計画 期末実績 自己 
評定 

 ２ 自ら将来を開拓でき主体性
ある人材の育成と輩出に関する
目標 

１ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達
成するためにとるべき措置 

 １ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成する
ためにとるべき措置 

１ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成
するためにとるべき措置 

 

 （１）学生の教育に関する目標
（学部教育・大学院教育） 

（１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにと
るべき措置 

 （１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべき
措置 

（１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとる
べき措置 

 

 ア 入学者受入方針の設定 ア 入学者受入方針の設定  ア 入学者受入方針の設定 ア 入学者受入方針の設定  
1-1 
 

(ア) 入学者受入方針（アドミッ
ション・ポリシー） 
大学において、地域産業の要と

なる技術や今後の産業をリード
していく技術を修得し、主体性を
持つ学生を育てていくために、入
学者に求める資質を入学者受入
方針（アドミッション・ポリシー）
により明確に定め、より多くの意
欲ある優秀な学生の受入れに取
り組む。 
 

(ア) 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように設定し、広
く一般に公表し、継続的に検証し必要に応じて見直しを行う。 

【入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）】 
ディプロマポリシーに掲げる力を身に付けた学生を育成するため、
以下のような意欲や資質を持った人を求める。 
・自らの目指す工学分野における専門知識と応用力を身に付け
ようとする意欲のある人 
・専門分野のみならず経営学をはじめとする幅広い素養を身に
付けたいという意欲のある人 
・修得した知識・素養・倫理観をもとに、将来、地域においても
またグローバルにも活躍しようとする意欲のある人 

 

工学部/ア
ドミッシ
ョンセン
ター 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 
・入学者受け入れ方針を大学 HP、パンフレットなどに明記して引き続き広く一
般に公表していく。 

・入試別に入学時の学力と１年次終了時における成績調査を行った結果ほとん
ど相関がない一方で１年次前期終了時の成績と１年次終了時の成績には強い
相関があることが明らかとなったので、引き続き 2 年次終了時における２年
間の成績との関係性を検証する。 

・昨年度に引き続き、2019 年度新入生に対して入学時の学力段階調査を行う。
完成年度までは同じ調査を継続していくことで、入試毎の学力の傾向性を把
握して必要に応じて入試の方式などにフィードバックする。 

【2019 年度・年間実績】 
・入学者受け入れ方針を大学 HPや 2020 年大学パンフレットに記載して
広く一般に公表した。 

・昨年度に引き続き、2019 年度新入生に対して、入学時の学力段階調査を
行い昨年同様、入試別に高い相関があることを確認した。 

・一方で、1 年次前期終了時の学業成績と入学時の入試別学力調査結果との
関連性を調査した結果、ほとんど相関なしとなった。 

・1 年生に対して、1 年次前期の学業成績と 1 年次終了時の学業成績につい
て、入試の種類に関わらず非常に強い相関が得られた。 
また、2 年生に対して、1 年次前期の学業成績と２年次終了時の学業成績
について、入試の種類に関わらず強い相関が得られた。 
・1 月度学部長学科主任会議において、アドミッション・ポリシーの検証を
行うとともに見直しの必要性を審議した結果、現状では見直しの必要性は
無いと判断し、今年度の見直しは行わないこととなった。しかし、現在進
めている戦略検討ワーキングでの大学教育改革等にあわせ、今後も定期的
に検証と見直しを実施した。 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-1-a 学力調査と結果と'20 年度入試フィードバック － 10 月末迄 終了 b 
1-1-b アドミッションポリシー検証と見直し － 12 月末迄 終了 b 

  ※）見直しとは必ずしも修正を伴うわけではなく、検証と再確認です。 
 

1-2 
[学士] 
 

(イ) 学生の受入れに向けた戦
略の展開 
多様な学生を受け入れるため、

長野県内・県外に対する学生募集
活動の充実、入学者選抜における
地域枠の設定とそれに伴う教育
体制の充実、女子学生・社会人・
留学生等の入学促進等の戦略を
積極的に展開していく。 
 

(イ) 学生の受入れに向けた戦略の展開 
【学士課程】 
a 長野県内高校の生徒や保護者向けの学生募集活動を充実させ、優秀な
県内入学者の促進を図る。 

b 甲信越・東海・関東地方を中心とした長野県外への高校訪問や、各地
での大学説明会等を通して、本学の認知度を向上させ、県外からの志
願者の増加を図る。 

c 推薦入試において、以下のような地域枠を設ける。 
・諏訪地域及び長野県内出身者からの入学枠を設けて、当該地域の高等
学校等の卒業生を積極的に受け入れる。 

・長野県内及び山梨県内の専門高校・総合学科からの入学枠を設けて、
「工業」「情報」に関する専門知識に長けた学生を受け入れる。 

これらに伴い、高等学校等における履修科目の不適合等に対処し、当該
入学枠による入学者が、順調に学修して卒業できるよう、基礎科目の
クラス編成を工夫し、必要な教員の配置等の体制を整備する。 

d 長野県の産業界において重要性が高く、かつ女子学生にも関心の高
い農業、食品、医療、介護、健康等の分野への工学の適用を意図した
学科の新設を検討する。  

e 学生募集広報活動における女子生徒の興味・関心の喚起及び向上に
取り組むとともに、女子学生が住みやすい設備の整った住宅の確保ま
たは斡旋を進める。 

f 工学系短期大学、工業高等専門学校、各種専修学校等からの編入学を
促進する。 

 

工学部/ア
ドミッシ
ョンセン
ター 

【2019 年度・年度計画】 
(ア) 学生の受入れに向けた戦略の展開 
・今年度の学生募集に関する広報活動として、優秀な志願者増加を目指して、推
薦入試を対象に、県内高校に対して焦点を絞った広報活動を一層強化する。 

・出願者が見込まれる高校に対しては県内外問わず高校内ガイダンスに積極的
に参加する。高校教員対象説明会については実施会場を昨年実施した 5 会場
に加え、志願者増加が顕著な東海エリアと今後の志願者増加が見込める北関
東エリアに新たな会場を設置し 7会場で実施する。 

・昨年度志願者数が多かった地域の高校については、今年度においても積極的な
広報活動を継続する。 

・オープンキャンパスに関して 8月上旬の 2 日間連続開催する。 
・今年度の推薦入試および一般入試では昨年度と同数の定員で実施する。 
・住環境からの女子学生確保のアプローチに学生寮の構築を含めた検討を行う。 
・編入学に関しては工業高等専門学校などからの優秀な学生の確保に向けて広
報活動を展開する。なお、ターゲットとしては国公立大学入学を目指してい
たが私立大学に入学した学生も新たなターゲットとして情報提供についても
検討していく。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・高校教員対象の大学説明会として、志願者増加が見込める宇都宮会場を

1 会場増やして実施した。その結果、100 校、110 人の参加を得た。 
・オープンキャンパスを 8 月上旬の 2 日間連続開催した結果、1,048 人の
参加を得、昨年に比べ 249 人増加となった。 

・県内高校に対して焦点を絞った広報活動として実施する県内高校訪問
を、後期に実施した。 

・県外高校に対しては、特に出願可能性が強いと考えられる高校に対して
は積極的に教員や高校生との接点を持つようにするため、高校内説明会
等への参加依頼等には積極的に対応している。今年は説明会 7校（昨年
4 校）に参加した。また、模擬授業に関しては今年度から県外高校への
対応を開始し、5校対応した。県外高校からのこれら依頼は増加傾向で
あり、高校が本学に対して関心を持っていることが伺える。 

・学生募集広報の積極的な活動を行った結果、推薦系入試において志願者
数は昨年度比 103名増となった。 

・一般入試における志願者数は約 1,400 名増（約 2倍）となった。 
・編入学試験では工業高等専門学校からの出願が 6 人と大幅に増加し、高専
出身者が入学希望をする状況になりつつあると考えられる。 

自己評定 
＜ a ＞ 
積極的な広
報活動の成
果が出てい
るため。 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-2-a 
工学部定員(300 名)充足率 103%（311） 100% 107％ a 
内）情報応用工学科定員充足率 104%（157） 100% 113％ a 
内）機械電気工学科定員充足率 102%（154） 100% 101％ a 

1-2-b 専門・総合学科（推薦枠 10 人）からの入学生数 14 人 10 人 7 人 d 
1-2-c 女子学生入学比率（対定員比） 6%（19 人） 7%（21 人） 11％（34 人） a 
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〔中期計画・指標単位項目〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 
志願倍率 5 倍以上(期間平均) 5.0 5 倍以上 10.4 倍 s 
入学者県内比率 30%以上(期間平均) 28.0% 30%以上 21.3％ d 

入学者の地元地域枠及び専門高校枠 定員の 20%(期間末) 14.0% 当該枠 100% 
13.7％ 

当該枠 66.1％ 
d 

学部卒業生の大学院（修士課程）進学率 20%以上(期間末) 6.6% 10%以上 9.8％ c 
  
 

新学科構
想検討委
員会 

（新学科検討については、事業単位 1-18 に記載） 
 

（新学科検討については、事業単位 1-18 に記載） 
 

同左 

1-3 
[大学院] 

【大学院課程】 
a 社会人、留学生等を含めた多様な人材の受入れを促進するため、入学
者選抜方法及び教育課程について検討し、必要に応じて見直しを行
う。 

b 学部卒業研究と大学院（修士課程）2 年間の計 3 年間を継続した研究
開発期間とすることで充実したカリキュラム構成を図る。 

 
<数値指標>事業単位（1-1）から（1-3）共通 

項 目 目標値 期間等 
志願倍率 5 倍以上 期間内平均 
入学者県内比率 30%以上 期間内平均 
学部卒業生の大学院（修士課程）進学
率 

20%以上 期間末 

入学者の地元地域枠及び専門高校枠 全募集定
員の 20% 

期間内平均 

留学生の全入学学生（学部）に対する
割合 

5%以上 期間末 

社会人・留学生の全入学学生（修士課
程）に対する割合 

5%以上 期間末 
 

工学部/工
学マネジ
メント研
究科（以下
研究科） 

 
【2019 年度・年度計画】 
【大学院課程】 
・大学院進学を希望する卒研生に対しては、テーマの内容により異なるが、進学
後の２年間まで含めた合計３年間を見込んでの研究テーマを設定することが
可能であり、より深い研究テーマに挑戦することができる体制とする。 

・多様な人材に対応するために、英語版の研究紹介および英語版ホームページを
リニューアルする。また、入学者選抜方法および教育課程改善についての案
を作成する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・大学院進学希望者に対する卒研テーマについては、本人の適正や学生と
の面談などを通して最長 3 年間の研究期間を想定した先端的研究テーマ
を選定した。その効果もあり修士課程への進学者が増加した。 

・英語版の大学院案内（研究紹介を含む）を作成した。英語版ホームペー
ジをリニューアルした。留学生の入学者選抜方法を一部修正し、インタ
ーネットでの面接も可能とした。博士の学位申請と授与条件を改訂し、
今まで社会人で博士課程に入学した院生が不利となっていた条件を緩和
した。 

・優秀な院生の入学金・授業料免除や奨学金の制度を改定し、一部を除き次
年度から実施することとした。 

・教育課程の改善として、一部の授業を英語で実施することとした。 
・大学院講義のシラバスを原則として英語併記とすることとした。 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・数値指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-3-a 博士課程・修士課程進学者数 15 人 15 人 19 人 a 
1-3-b 同上留学生入学数 0 人 1 人 3 人 a 
1-3-c 同上社会人入学者数 2 人 1 人 0 人 d 

  
〔中期計画・指標単位〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 
社会人・留学生の全入学学生（修士課程）に対す
る割合 

5%以上 
(期間末) 

10% 
社会人・留学
生で 1人以上 

３人 a 

  
 

 イ 学生に提供する教育内容及び
学修成果の保証 

イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証  イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証 イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証  
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1-4 (ア) 教育内容の充実 
主体的に学び、考え、行動する

力を身につけ、実社会で活躍でき
る人材を育成するため、情報系教
育の充実や機械と電気の融合教育
の推進を図り、その基盤としての
共通・マネジメント教育の充実、
体系的な教育課程編成と実施方針
（カリキュラム・ポリシー）の設
定、学生の社会活動への積極的な
参加の促進の取組等を通して、特
色ある教育の充実を図る。 
 

(ア)教育内容の充実 
a 教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー）の設定 
教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のように設定
し、広く一般に公表し、継続的に検証し必要に応じて見直しを行う。 

【カリキュラム・ポリシー】 
ディプロマポリシーを達成するために、以下のような教育を行う。 
・専門領域科目では、各々の専門領域における基礎から先端に至る

知識技能を、講義・演習・実験を通して段階的かつ総合的に学
ばせることにより、十分な基礎学力及び応用力を養う。 

・共通・マネジメント教育領域科目では、共通する工学基礎科目、
経営学や外国語などの基盤教育及び地域からの学びを通じて、
専門分野のみでない幅広い素養とコミュニケーション力、自ら
問題を発見し解決する力を養う。 

・最終年次では、全員が卒業研究を行い、自らが学んだ知識と問題
解決力を自らの研究課題に結実させるとともに、その成果を発
信する力を養う。 

b 共通・マネジメント教育領域科目の充実 
(a) 工学基礎科目 
・工学の基礎となる数学、物理、化学等の理数系基礎科目で構成す
る。 
・初年次科目では習熟度別クラス編成や、実験や実習時の少人数の
クラス編成により、きめ細かな教育を充実する。 

(b) マネジメント科目 
・技術者として必要不可欠な経営管理、経営戦略、マーケティング
等のマネジメントに関する科目で構成する。 
・本学の伝統である工学と経営学の融合教育を継続・発展させ、技
術者に必要な経営管理等のマネジメント力を強化するための教育
を実施する。 

(c) 語学科目 
・本学の志向するグローバル教育において重要となる英語力と英
語によるコミュニケーション力を中心とする語学科目で構成す
る。 
・必修科目では習熟度別クラス編成を行い、グローバル化に対応で
きる人材を育成するため、英語村の学生参加の拡大、実用英語技能
検定や TOEIC等の資格取得に向けた支援を促進するとともに、語
学留学の機会を充実させる。また、東京理科大学と連携して短期留
学等を効果的に活用した教育プログラムを提供する。 

(d) 地域連携科目 
・本学が掲げる地域貢献の教育において必要な地域の歴史、文化、
芸術、環境等に関する科目で構成する。 
・地域の歴史、文化、環境等、地域に学ぶことで地域の特性を知り、
地域の課題を解決できる人材を育成するため、地域との対話や協
働を重視した学生の社会参画力や課題解決力を伸ばすPBL型授業
※1を推進する。 

工学部 【2019 年度・年度計画】 
・教育課程編成実施方針を、大学ＨＰや大学パンフレット等で引き続き広く公

表していく。 
・2 年次の学修については、2年次後期、または 3 年次前期において、それぞれ

の学科のコースを選択するための学修指導を含めて、当初計画に基づいた運
営を実施していく。 

・基礎的な専門技術の習得状況を検証するため、１年次終了時に続いて 2年次
終了時における基礎専門、専門科目の必修科目の合格率、平均点などを集計
し評価検証する。 

・体系的な教育課程の実施状況を把握するため、2年次前期終了時および後期
終了時に個人面談などを行って、単位取得状、GPS,GPA などについて学修
ポートフォリオを用いて確認し、次期の学修計画に資する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・教育課程編成実施方針を大学 HP や 2020 年大学パンフレットに記載し
て広く一般に公表した。 
・2 年次後期からの機械電気工学科の学科内コース選択のための学修指導
を行った。 
・3 年次からの情報応用工学科の学科内コース選択のための学修指導を行
った。 

・前期終了時および後期終了時に個別面談を実施して、単位取得状、
GPS,GPA などについて学修ポートフォリオを用いて確認し、学修の指
導を行った。学修ポートフォリオについては、全学的にネットワーク上
で行えることとなったため、学生との連携がより密に、また、速やかに
応答可能となり、教育効果の向上に繋がっている。 

・各学年の１年次終了時および 2年次終了時における基礎専門、専門科目
の必修科目の合格率、平均点などを集計した結果、合格率では概ね 80%
以上、平均点では 70 点以上と良好な結果であった。今後も、引き続き
同じ指標での評価を継続する。 

・学部生の教育研究活動を活発化するため、学生の旅費として使える予算
の上限を増加した。 

・今年度の卒業生に対して、大学満足度調査を実施した結果、目標値 90%
に対して、結果 86.6%とわずかに目標に届かなかった。今後目標達成に
向けて一層努力していく。 

・1 月度学部長学科主任会議において、カリキュラム・ポリシーの検証を行
うとともに見直しの必要性を審議した結果、現状では特段の課題などな
く、また、この内容が 2 年目であり継承性を考慮して今回は同じ内容を継
続していくこととした。しかし、現在進めている戦略検討ワーキングでの
大学教育改革等にあわせ、今後も定期的に検証と見直しを実施することと
した。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

  

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-4-a カリキュラム・ポリシー(専門領域)の検証と見直し － 12 月末迄 終了 b 
   ※）見直しとは必ずしも修正を伴うわけではなく、検証と再確認です。 
 
〔中期計画・指標単位項目〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

オフィスアワー設定率（工学部） 
全教員 
(期間内) 

100% 教員 100% 教員 100% b 

PBL 型授業、アクティブラーニング授業の導入
比率（工学部該当分） 

学科ごとに授
業全体の 30%  

(期間末) 
同左 16.7% 同左 20% 30% a 

卒業生アンケートによる大学満足度高比率 
90%以上 
(期間末) 

83.6% 90%以上 86.6％ c 
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・本科目の実施にあたり、必要となる知見を有する地域の人々を、
外部からの講師として採用し積極的に活用する。 

(e) 一般科目 
・学生が健康で、倫理観があり、社会と共生できる豊かな人間性を
育む上で重要となる科目で構成する。 
・初年次に学修態度の涵養を図ることを企図した「初年次導入教
育」、卒業後の活躍を見据えた「キャリア開発」、また、人文・社会・
自然・健康など広範にわたる科目を設定し、人間形成に向けた学び
ができるよう配慮する。 

c 専門科目に関する基礎知識の取得と応用能力の養成 
(a) 基礎専門科目 
・工学分野における基礎的な専門科目で構成する。 

(b) 専門科目 
・学科に横断的な共通専門科目、各学科内コースにおける専門分
野に関する科目、卒業研究で構成する。 
・各学科における専門分野は、以下の分野で構成する。 
【情報応用工学科 ８分野】 【機械電気工学科 ８分野】 
・人工知能 
・ビッグデータ 
・医用・健康・センシング 
・インターネット 
・画像・音響・情報 
・通信・ネットワーク 
・ソフトウエアデザイン 
・メディア表現技術 

・ロボット・制御 
・環境エネルギーマネジメン
ト 
・先進自動車 
・航空・宇宙 
・ものづくり革新的材料 
・統合安全・安心 
・センシングデバイス 
・リニア・磁気浮上 

・実験や演習においては、少人数による手厚い教育を行うとともに
PBL 型授業やアクティブラーニング※2 を取り入れることで学生
の主体的な学習を促す教育を実施する。 
・地域等からの要望に基づいた研究開発課題を設定して、学生の卒
業研究としても行い、自らの専門分野における基礎学力や応用力
を育成するとともに、グループ活動を通して主体性の確立と協働
性を育む。 
・地域の企業の協力を得て、学生に海外での企業活動を体験させる
海外インターンシップをさらに充実させる。 

(c) 関連専門科目 
・幅広い知識を身につけさせるために、他学科の関連した専門科目
の一部を修得させる。 

ｄ 体系的な教育課程の編成 
(a) 講義・演習・実験の３つをバランスよく履修させることで基礎学

力に加え、思考力・判断力・表現力・洞察力を修得させる。 
(b) 卒業研究は４年次において必修として課し、16 の専門分野に関す

る研究テーマを設定するとともに、地域等からの要望に基づいた
研究開発課題を設定して実施することで、主体性を持ちつつ多様
な人と協働しながらプロジェクトを推進する能力を養う。 

(c) 大学院修士課程進学予定者には、学士課程の卒業研究から大学院
修士課程２年間の計３年間を想定した教育研究を実施することで
学部と大学院が連携し、より充実したカリキュラム構成を実現す
る。 

(d) 専門分野ごとに、関連する科目や履修順序等を明記したナンバリ
ングを行うことで、体系的で分かりやすい教育課程を編成する。 

e 学生の主体性を引き出す取り組み 
(a) オフィスアワー制度※3 や学習支援室の積極的活用を通して、学

生の学力向上を図るとともに、学生同士の相互学習により互いに
理解を深めさせ、学習意欲の向上を図る。 

(b) 学習支援室による発展講座の充実を図る。 
(c) チャレンジプラン（学生及び教職員からプランを募集し、課外活

動として行う学生の自主的・継続的なチャレンジ活動を大学の教
職員が支援する制度）等、大学からの支援制度を活用させ、学生が
主体的に地域課題・研究課題に取り組む教育プログラムを引き続
き促進する。 

(d) アクティブラーニングを取り入れた授業の導入や、地域課題を解

共通・マ
ネジメン
ト教育セ
ンター
（以下、
共マネセ
ンター） 

【2019 年度・年度計画】 
・共通・マネジメント教育領域科目の充実 
・中期計画 2 年次における共通・マネジメント教育センター担当の 5 分野の教
育については、 
①2 年次開講科目の遺漏なき実施、 
②初年次科目及び共通一般科目内容の充実、 
③3 年次開講科目（特にマネジメント分野）の準備、 

が大きな課題である。そのため各分野とも関係者間の連携・すり合わせを密
にし、より質の高い教育の提供に努めていく。 

・マネジメント分野および英語分野ではそれぞれ新任教員 2 名が加わり新たな
体制を構築する。 

・教育効果の観点から同一科目を複数教員で実施する場合には、一貫性のある
教育の実施に努める。 

・各領域科目における個別科目については中期計画の主旨を踏まえ、学内外の
ニーズに応えられるよう展開を図る。 

・共マネセンター教室会議等の情報管理体制の強化・促進を図る。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・共通・マネジメント教育領域科目については中期計画の趣旨を踏まえ、
新カリキュラムとして充実を図るべくシラバス作成や実際の授業の場面
で意図して進めてきた。 

・中期計画（新体制）2年次の科目については、5分野全てにおいて、 
① 2 年次新規開講科目についてはすべて遺漏なく実施することがで

き、 
② 初年次科目や一般科目については昨年の教育実績を踏まえ、各科目

とも更なる教育成果が挙げられるよう補正・改善を行った。 
③ 来年度から新規に開講する必要がある科目についてもその準備作

業・すり合わせなどを開始した。 
・新任教員 4 名が加入し、分野ごとに教員間のすり合わせなどを徹底し、
チームワークが図られ体制強化が軌道に乗ってきた。 

・同一科目を複数教員で実施している科目については、クラス間での温度
差が生ずるなどによる学生への不公平・不利益を被らせないことが重要
となる。このため、当該科目を受け持つ教員間ですり合わせを密に行っ
て教育内容や試験内容などの統一を図るなど一貫性を保つよう工夫して
きた。 

・各領域科目における個別科目についても、同様に充実を図るべくシラバ 
ス作成や実際の授業の場面で意図して進めてきた。 

・共マネセンター教室会議での全体協議や情報共有体制は整ってきた。情
報管理体制については教室内の閉じた管理はできているが、今後大学シ
ステムの活用などを進めていく。 

〔技術士への挑戦支援〕 
・新学期開始時に概要説明ガイダンスを各学科単位で実施。 
・理窓技術士会と提携し、セミナー講師の派遣をお願いした。 
それに基づき、以下を計画通り実施した。 
①6 月に全体概要説明会 
②8月に受験生を主たる対象として第 1次「受験対策セミナー」 
③9月に第 2 次「受験直前対策セミナー」 
なお、実際の受験希望者は 16名程度とそれほど多くないが、受験を志
す意識の高い学生が集まってきているように見受けられる。 

・技術士試験科目のうち、「適正」科目は技術者倫理を問うものが中心であ
ることに対応するため、また本学正課授業に技術倫理関係授業がセット
できていないため、本年度後期より放送大学と提携し「技術者倫理」の
科目履修ができ、試験合格により単位認定もできる制度を導入した。 

・10 月受験に向けて 20 名弱の学生がチャレンジする予定であったが、台
風の影響で急遽中止となってしまった。天災が考慮され、再試験が 3 月
7 日に実施、合格発表は 4 月下旬となるため本年度は結果が出せない状
況となった。なお、本状況を勘案し、受験に対する奨学金支援について
事務部門にて特段の配慮を検討いただいた。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

PBL 型授業、アクティブラーニング授業の導入
比率（共・マネセンター該当分） 

授業全体の
30%(期間末) 

16.7% 
（全学） 

同左 20% 21.8％ a 

TOEIC600 点以上 
卒業生の 10% 

(期間末) 
0.1% 

580 点ｸﾘｱ者が 
全学生の 3% 

1.6%(3 人) d 
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決するテーマ等を設定した PBL型授業を促進する。 
f 学生の社会・学外活動への積極的な参加の促進 

(a) 学生の自主性や社会性を育むため、地域等からの課題に対し、
「EV(Electric Vehicle)ラボ」、「エネルギーラボ」、「メディアラボ」、
「データサイエンスラボ」の 4つの「ラボ」を活用した実践的な教
育を推進する。 

(b) 学習の動機付けを図るボランティア活動への参加を奨励する。 
 

1-5 (イ) 実力ある学生の輩出 
育成する人材像に基づき学位授

与方針（ディプロマ・ポリシー）
を設定し、GPA※1 及び GPS※2
を活用するなど、明確に定められ
た基準と多様な評価により単位認
定や成績評価を行い、学生の進級
時や卒業時の学修成果を保証す
る。これらを通して、自ら将来を
開拓でき、かつ地域に貢献すると
ともに世界にも羽ばたく人材とし
て輩出する。 
 

(イ)  実力のある学生の輩出 
a 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の設定 

中期目標に掲げた本学で育成する人材像に基づき学位授与方針（デ
ィプロマ・ポリシー）を以下のように明確に定め、教育到達目標を目
指した教育と評価により、社会に対しての学生の質を保証する。また、
本方針を広く一般に公表し、継続的に検証し必要に応じて見直しを行
う。 
【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】 
学部・学科所定の単位を修得し、以下の力を身に付けて、成績評

価についても規定を満たした学生に対して卒業を認定し、学士の学
位を授与する。 
・自らの分野における専門家としての知識と技能を有するとと

もに、それを生かして自ら問題を発見し解決することにより
将来を開拓できる思考力と判断力 

・専門分野のみならず経営学をはじめとする幅広い素養と倫理
観を持ち、学んだ知識・技能を広く社会で実践するための総
合的な能力・自らの考えを述べる表現力を身に付け、自律し
ながら他者と対話・協働し、社会の一員として地域において
もまたグローバルにも活躍できる力 

b 成績評価方法の見直し 
学修ポートフォリオ※6の活用により、学生の進級時における成績

を改善しながら卒業時の質を保証するために、GPA※4と GPS※5を
併用した客観的・厳密な成績評価方法を研究・導入していく。 

c 成績評価の教育改善への反映促進 
学生アンケートとその結果に対する教員による振り返りを相互に

繰り返しながら、教育改善に反映する仕組みをさらに充実していく。 
 

工学部 【2019 年度・年度計画】 
(イ)  実力のある学生の輩出 
・学位授与方針を大学 HP、大学パンフレット等で引き続き広く公表していく。 
・2 年次の学修については、当初計画に基づいた運営を実行する。具体的に

は、ガイダンスグループ面談により学修ポートフォリオを活用して学生の修
得単位数に加えて GPA,GPS 値を認識させることで教育の質向上を目指した
指導を実施する。 

 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・学位授与方針を大学 HP、大学パンフレット等で広く公表した。 
・ガイダンスグループ面談により学修ポートフォリオを活用して学生の修
得単位数に加えて GPA,GPS 値を認識させることで教育の質向上を目指し
た指導を実施した。学修ポートフォリオについては、全学的にネットワー
ク上で行えることとなったため、学生との連携がより密に、また、速やか
に応答可能となり、教育効果の向上に繋がっている。 

・今年度の卒業生に対して、大学満足度調査を実施した結果、目標値 90%
に対して、結果 86.6%とわずかに目標に届かなかった。今後目標達成に
向けて一層努力していく。 

・1 月度学部長学科主任会議において、ディプロマ・ポリシーの検証を行う
とともに見直しの必要性を審議した結果、現状では特段の課題などなく、
また、この内容が 2 年目であり継承性を考慮して今回は同じ内容を継続し
ていくこととした。しかし、現在進めている戦略検討ワーキングでの大学
教育改革等にあわせ、今後も定期的に検証と見直しを実施することとした。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-5-a ディプロマ・ポリシー検証と見直し ― 12 月末迄 終了 b 
   ※）見直しとは必ずしも修正を伴うわけではなく、検証と再確認です。 
 
〔中期計画・指標単位項目〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

卒業生アンケートによる大学満足度高比率 
90%以上 
(期間末) 

83.6% 90%以上 86.6％ c 

学位授与方針の学生への周知度 
100% 

(期間内) 
100% 100% 100% ｂ 

GPA、GPS の利用 

全学科の進
級・卒業判定
において

100%(期間末) 

100% 
同左 

100% 
100% ｂ 

  
 

1-6 (ウ) 大学院教育の充実 
時代が要求する新しい考え方、

方法論、技術を駆使して、組織の
中でリーダーシップを発揮するこ
とができ、かつ高度な知識を持っ
て世界的にも最先端領域の研究に
自ら取り組める人材を育成する。
併せて、地域の産業界や自治体の
人材を高度化するための教育機関
として、社会人学生を受け入れ、
地域社会の発展と活性化に貢献す
る。 
 

（ウ）大学院教育の充実 
a  大学院では、研究室に所属し、専門知識・技能を深めるとともに、第
一線の研究開発活動に参加することによって実践的な教育を行う。ま
た、大学院教育の充実と魅力向上によって、大学院進学率の増加を図
る。 

b  学部 4 年次の卒業研究に加え大学院修士課程の 2 年間、合計 3 年間
を継続した研究開発期間とすることで充実した教育研究体制を実現
する。 

c  大学院において、技術英語力や英語による論文作成及び発表等の能力
向上を図るとともに、国際会議や学会への参加を促すための支援を行
う。 

d 大学院に社会人を受け入れ、実社会における課題等を共に研究する
機会を通して、実践的な教育を行い、地域社会の発展と活性化に貢献
する。 

 
<数値指標> 事業単位（1-4）から（1-6）共通 

項 目 目標値 期間等 
学部卒業生の大学院（修士課程）進学率 20%以上 期間末 
オフィスアワー設定率  全教員 期間内 
PBL 型授業、アクティブラーニング授業
の導入比率 

学科ごとに授
業 全 体 の

期間末 

研究科/地
域連携研
究開発機
構 
 

【2019 年度・年度計画】 
（ウ）大学院教育の充実 
・学部生の入学時および 3 年次に大学院の魅力について説明する。 
・大学院のカリキュラムの改善案を作成する。 
・国際会議参加の大学院生が使用できる予算を地域連携開発機構から配分する。 
・より多くの社会人を受け入れる方策として大学院博士後期課程修了要件につ
いて検討し改善案を作成し実施する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・4 月 1日の 3 年生対象進路ガイダンスおよび 4月 6日の入学式（学科ガ
イダンス）において大学院の魅力について説明した。 

・国際会議参加の大学院生が使用できる予算を地域連携開発機構から配分
した。 

・博士の学位申請と授与条件を改訂し、今まで社会人で博士課程に入学し
た院生が不利となっていた条件を緩和した。（1-3 の再掲） 

・シラバス・授業の一部英語化を決定（予定）した。 
・院生が旅費として使える予算の上限を増加した。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-6-a 大学院カリキュラム検証と見直し ― 12 月末迄 

12 月末までに
実施した。1
月に改善案
（シラバス・
授業の一部英
語化）を決定

した。 

ｂ 

※見直しとは必ずしも修正を伴うわけではなく、検証と再確認。 
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30% 
TOEIC600 点以上 卒 業 生 の

10% 
期間末 

卒業生アンケートによる大学満足度高比
率 

90%以上 期間末 

学位授与方針の学生への周知度 100% 期間内 
GPA、GPS の利用 全学科の進

級・卒業判定
に お い て
100% 

期間末 

 
 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

学部卒業生の大学院（修士課程）進学率 
20%以上 

(期間末) 
6.6% 10%以上 9.8％ c 

  
 

 ウ 学生への学修・生活支援及び
地域貢献を通したキャリア形成支
援 

ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成支援  ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成支援 ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成支援  

1-7 (ア) 学修支援 
全ての学生が学修の意欲を持ち

主体的に学べるように、クラス編
成及び教員体制の整備、経済支援
制度の充実に取り組む。 
 

(ア) 学修支援 
a  学生の自習学習の支援 
学習支援室には支援者を配置し、図書館等学内における学生の自習学
習活動への支援を充実する。 

b 履修指導に関する体制の充実 
学科内の教員が数名の学生を受け持つ担任制度（ガイダンスグループ
制度）を継続させ、入学時、新学年進級時等の履修に関する個人指導
体制を継続する。 

c 授業料減免等経済的支援の推進 
大学独自の授業料減免制度の継続や奨学金の手続き支援等、経済的に
困窮する学生に対する経済的支援を推進するとともに、成績優秀な
学生の顕彰制度や給付型の特別奨学金を設ける等、意欲向上を図る
仕組みづくりに努める。 

d 学生の卒業の支援 
入学試験の種別によらず、すべての学生が確実に学修して卒業できるよ
う、基礎科目のクラス編成の工夫や、必要な教員体制を整備する。 

 

学生部 【2019 年度・年度計画】 
（学習支援） 
a  学生の自習学習の支援 
・授業時間との関係で、学生が支援員から直接の支援を受けづらい状況を考
慮し、学習支援員が学習支援室に滞在する時間帯を増やす。 

・「学習支援室利用票 2018」（B6用紙）をマイナーチェンジした「学習支援
室利用票 2019」を作成し、年度間の比較を行う。 

・2018 年度に引き続き、他大学におけるラーニングコモンズに関する研究
会に参加する。 

b 履修指導に関する体制の充実 
・ガイダンスグループでの、入学時、新学年進級時等の履修に関する個人指
導体制を継続する。 

c 授業料減免等経済的支援の推進 
・経済的困窮学生に対する経済的支援の継続と、意欲向上のための成績優秀
学生の顕彰制度や給付型の特別奨学金の継続をする。 

d 学生の卒業の支援 
・S-CLASS によって全科目の出席管理が可能となり、退学の可能性のある
学生の検出の仕組みづくりを計画する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
ａ．学生の自習学習の支援 
 以下、学習支援室の稼働状況等から評価する： 
 ・授業時間との関係で、学生が支援員から直接の支援を受けづらい状況を
考慮し、学習支援員が学習支援室に滞在する時間帯を１コマ/日から 2 コ
マ/日にした。 

・「学習支援室利用票 2018」をマイナーチェンジした「学習支援室利用票
2019」を作成し、それを前期使用した。さらに後期に向けて、冗長的な
質問は削除し、一方で満足度を測るための質問項目を付加するなどする
ことでバージョンアップ版を作成した。これは、学習支援を要する人数
が増えることと支援体制の充実は必ずしも相関関係にせず、学生満足度
等の指標検討が必要との判断に基づく改善である。 

・基礎科目における不合格者数を一定数に押さえることを目標値とした。
試みとして、前期は微分積分１（数学）、物理学基礎（物理）、論理回路
１（工学基礎）を設定した。いずれも必修科目である。後期は微分積分
２（数学）、線形代数（数学）、物理学Ｂ（物理）、物理学Ｃ（物理）を設
定した。前後期共に、いずれも必修科目である。また、入学定員を 300
名として 1 割に当たる 30 人を、不合格者数の目標値とした。ちなみ
に、全員が合格となることは難しく、授業レベルを落とさない限り、毎
年一定数は不合格になることはやむを得ないことを前提としている。 

・金沢工業大学で開催された学習支援室に関する研究会に参加した（2019
年 8月 27 日、28日）。 

ｂ．2019 年度新入生に対するガイダンスグループによる面談を実施した．
面談内容は，学園生活全般，学外の生活，履修科目と単位の確認等であ
る．2018 年度入学生に対するガイダンスグループによる面談を実施し
た．面談内容は，1 年次修得単位数，単位を落とした科目の挽回策，履
修科目と履修単位数などである。 

ｃ．授業料減免の実績は，(希望者数) 
授業料減免(経済) 半額     75 名 (85 名) 
授業料減免(緊急) 全額     3 名  ( 3 名) 
授業料減免(緊急) 半額     0 名  ( 0 名) 
であり，希望者のうち要件を満たしている学生への支給率は 100％であ
る。 

ｄ．S-CLASS による全学生・全科目の出欠データを収集することができる
ようになり，退学の可能性のある学生の検出方法については，今しばら
くのデータ収集後となる。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-7-a-1 基礎科目１（前期：微分積分１）不合格者数 38 人 30 人以下 25 人 a 
1-7-a-2 基礎科目２（前期：物理学 A）不合格者数 41 人 30 人以下 21 人 a 
1-7-a-3 基礎科目３（前期：論理回路１）不合格者数 13 人 30 人以下 21 人 a 
1-7-a-4 基礎科目 4（後期：微分積分２）不合格者数 11 人 30 人以下 19 人 a 
1-7-a-5 基礎科目 5（後期：線形代数）不合格者数 63 人※ 30 人以下 26 人 a 
1-7-a-6 基礎科目 6（後期：物理学Ｂ）不合格者数 29 人 30 人以下 11 人 a 
1-7--7 基礎科目 7（後期：物理学Ｃ）不合格者数 29 人 30 人以下 19 人 a 

  ※2018 年実績のこの科目のみ 2 学科対象で、その他の科目は 1 学科対象です。 
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1-8 (イ) 生活支援 
学生一人一人が充実した生活を

送ることができるように、学生の
健康管理等の支援、課外活動への
支援、経済支援制度の充実等に取
り組む。 
また、多様な学生が安心して大

学生活を過ごせるよう、学内の各
組織が連携し、学生個々に応じた
支援体制を構築する。 
 

(イ) 生活支援 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 
メンタルヘルスをはじめとする学生の心身にわたる健康保持のため、
学生相談室を設置し、メンタルヘルスに関する専門人材を配置し、保
健室および衛生委員会との学内連携等により、学生を支援する体制を
整備する。 

b 学生の課外活動への支援の充実 
サークル活動や学生会活動、チャレンジプラン等の課外活動に学生が
積極的に取り組むための補助金等による支援の充実に努める。 

c ハラスメント等人権侵害対策の充実 
ハラスメントに関する相談及び申し立て窓口体制を整備する等、人権
侵害への対策の充実に努める。 

d 多様な学生の受入・生活支援の充実 
学生支援担当及び教務担当の事務部職員や学生相談室、保健室、教員
等が連携をとり、障がい者、外国人、社会人等多様な学生が充実した
生活を送れるよう、案件内容に応じた支援体制の充実に努める。 

e  学生の移動手段への支援 
学生の学外における活動を促進するため、この地域の特性に鑑み、路
線バスパスポート利用範囲の拡充や地域内循環バス等への乗り継ぎ
等、学生の移動手段を大学として整備する。 

学生部 【2019 年度・年度計画】 
(イ) 生活支援 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 
・従来から行っている入学時からの心理スクーリングの結果及びその後の対
処等について、学生のよりよいサポートのために、学科との情報共有の在
り方について検討する。 

ｂ 多様な学生の受入・生活支援の充実 
・学生支援担当及び教務担当の事務部職員や学生相談室、保健室、教員等が
連携をとり、障がい者、外国人、社会人等多様な学生が充実した生活を送
れるよう、案件内容に応じた支援体制の充実に努める。 

ｃ  学生の移動手段への支援 
・今年度実施予定の学生満足度調査結果にて現状を把握し、バス利用につい
ての不便な点や不満事項について移動手段の改善に努める。 

 

【2019 年度・年間実績】 
a. 入学時の心理スクリーニングについて概略を学生相談室員を通じて提
供、さらに学科の求めに応じて、より詳細な情報提供を個人情報保護の
観点を逸脱しない範囲で行うこととし実施中。 

b.公立諏訪東京理科大学からだとこころの健康相談パンフレットを作成
し、配布した。24時間電話健康サービスとメンタルヘルスカウンセリン
グサービスを外部専門業者に委託し、運営している。 

c.学生満足度調査実施後にバス利用につての課題を明らかにする。今年度
の通学バスパスポート購入学生は 663 名であり、在学生のほぼ半数であ
る。また、次年度のバス運行に関して、今年度学生から要望があった内
容や不足が明らかな時間・便等について改善すべく、バス運行会社と調
整を始めた。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-8-a 卒業生アンケートによる大学満足度高比率 83.6% 90%以上 86.6％ c 
  
 

1-9 (ウ) キャリア形成支援 
キャリア開発教育の一層の充実

や、地域・県内に加え海外事業所
へのインターンシップを実施する
ほか、キャリアセンターによる学
生に対する個別ケアの充実を図
り、学生の目指す進路の実現に向
けたキャリア形成を支援する。 
 

(ウ) キャリア形成支援 
a キャリア教育支援 
学生が卒業後に自らの資質を向上させ、社会的・職業的自立のために
必要な能力（キャリア形成）を養うことができるよう、就職幹事会と
キャリアセンターが有機的に連携して、実践的かつ体系的なプログラ
ムを構築し、学士課程の教育を通して、入学時から卒業時まで一貫し
て実施する。 

b 地域企業等と連携したインターンシップ制度の推進 
在学中に自らの専攻や希望する職種に関連した就業体験ができるよ
う、諏訪地域及び国内に加えて、海外企業へのインターンシップの充
実を図る。 

c キャリアセンター事業の推進 
(a) 地域及び県内企業を入学後の早い時期に知る機会として、学生の
企業見学会等を地域企業と連携して実施する。 
(b) キャリアセンター主催の各種ガイダンスの内容を充実させ、学生
の積極的な参加を促進する。 
(c) 学内での合同企業説明会を、地域や業種等に分類した企業に参加
してもらい、複数回実施する。 
(d) 首都圏における合同企業セミナーへの参加を促進するため、貸切
バスをチャーターする。 

 

キャリア
センター
（就職幹
事会） 

【2019 年度・年度計画】 
(ウ) キャリア形成支援 
・県外出身者の増加を踏まえて、長野県を知ってもらい、将来の進路に長野県の
企業等が選択肢になるようにするために、1 年次の授業「初年次導入教育」に
おいて「キャリア形成講座」を開講する。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用したインターンシップを、授業と
しての「インターンシップ」履修と連携し、より多くの学生の利用を促進す
る。 

・諏訪地域の企業に特化した学内合同企業説明会を実施する。 
・公務員対策講座を開講する。 
・大学で学ぶ専門を社会でいかに生かすかを考える機会を地域連携事業として
提供する 

・1 年次の授業「初年次導入教育」において、大学で開講されている専門科目の
他にも、社会的な課題を知る機会が重要であることを説き、地域連携事業へ
の参加を促す。 

・社会福祉協議会と協力し、学生のボランティア活動への参加を促進し、社会的
課題を学び、それらを工学的手法による解決策を模索する題材とする。 

・就職幹事会とキャリア支援係が有機的に連携して、より実践的かつ体系的なキ
ャリア教育支援プログラムを検討し、一部試験的に実施する。 

・インターンシップ制度およびキャリアセンター事業の推進策を検討する。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・「初年次導入教育」において「キャリア形成講座」を開講し，92％が満足

(とても満足している、まあ満足している)という結果になった（回答率
62.9％）。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用し，国内事業所 26社に対し
て 39 名（内、履修者 16名）、海外事業所 1 社に対し 1 名の学生が参加
した。 

・諏訪地域の企業に特化した学内合同企業説明会を 2 日間にわたり開催
し、延べ 40 社、64名の学生が参加した。 

・公務員試験対策講座を開講し，公務員教養講座 11 名、教養演習集中講座
22 名、専門科目WEB講座 13 名の学生が受講した。 

・学内合同企業研究セミナーを実施し，2日間各 90 社の参加があった。 
・1 月中旬時点での就職内定率が 94.3%（2018 年度 88.1%）と上昇した。 
・2020 年度に向けたキャリア教育支援プログラムの検討と，インターンシ
ップ制度およびキャリアセンター事業の推進策の検討を行った。 

 
 

自己評定 
＜  b ＞ 

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

就職内定率 
100% 

(期間内平均) 
96.7% 100% 100％ a 

県内企業就職率 
50%以上 
(期間平均) 

65.5% 50%以上 53.2％ b 

卒業生アンケートによる大学満足度高比率 
90%以上 
(期間末) 

83.6% 90%以上 86.6％ c 

キャリア支援事業や企業との面談会の学生参加
率 

60%/年 
(期間内平均) 

60.6% 60%/年 58.4％ c 
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1-10 (エ) 地域に学ぶ幅広い学習と人
間形成支援 
学生の人間性養育と卒業後の地

域定着に繋げるため、諏訪地域の
歴史・文化・自然・産業・行政課
題等に関する学習を行うととも
に、地域の産業振興活動や学生と
企業との交流を通して、地域及び
県内産業の振興に資する高度な専
門的知識を習得した有為な人材を
輩出する。 
また、活発な課外活動を通して、

諏訪地域の豊かな自然の中で健康
な身体と心を育む。 
 

（エ）地域に学ぶ幅広い学習と人間形成支援 
 学生の人間形成に資する講演会等を開催し、学生の積極的な参加を
促進するとともに諏訪地区での活発な課外活動参加への支援を行う。
また、別記の関連項目（p2～3（１、(1)、イ、（ア）、b、（ｄ））、p6～
7（1、(1)、ウ、（ウ））、 p8（1、(2)、イ、（ウ））、p16（３、(2）、
ア及びウ）を実施する。 

 
<数値指標> 事業単位（1-7）から（1-10）共通 

項目 目標値 期間等 
就職内定率 100％ 期間内平均 
県内企業就職率 50％以上 期間平均 
卒業生アンケートによる大
学満足度比率 

90％以上 期間末 

キャリア支援事業や企業と
の面談会の学生参加率 

60%/年 
 

期間内平均 

 
 
 

地域連携
総合セン
ター 

【2019 年度・年度計画】 
（エ）地域に学ぶ幅広い学習と人間形成支援 
・地元縁の講演会の実施を 2回程度、公開講座として実施する予定である。 
・地域の実際の課題を事例に、課題分析、目的に合った解決手段の検討に関する
ワークショップを試行する。「地域連携課題演習」等で力を発揮するための予
備的な講座を実施する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・地元ゆかりの人物による講演会について、実施に向けての打合せを行
い、人物の選定を開始した。 

・諏訪市の地域課題である「諏訪市の移住プロモーション」を題材とし
て、表現力や伝達力を養う「デザイン思考」を学ぶワークショップを開
催した。 

 
 
 

自己評定 
＜ ｃ ＞ 
公開講座の
開催が 1 回
だけであっ
たため。 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-10-a 公開講座等実施回数 0 回 3 回 1 回 ｄ 
  
 

 （２）学生を支える教職員の資質
向上、教育の質の改善及び教育環
境の整備に関する目標 

（２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の
整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 （２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に関
する目標を達成するためにとるべき措置 

（２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整
備に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 ア 理念実現のための教職員の適
切な配置と資質向上 

ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上  ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上 ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上  

1-11 大学における教育研究理念の実
現や、地域や産業界の要望に応え
る教育研究活動の実施のために、
教職員の適切な採用及び配置を行
うとともに、資質向上を図るため
の研修を推進する。 
 

(ア) 教職員の適切な配置と資質向上 
a 本学の教育理念等を実現し、また、地域や産業界の要請に応える高度
な工学分野の研究等を進めるため、学識経験者のみならず企業や団体等
の優秀な学外人材の活用も推進する等、教職員の適切な配置に努める。 
b 教育の多様性を確保するため、女性及び外国人の教員を適切な割合で
採用する 
よう留意する。 
c 別記の FD 活動（p7（１、(2)、イ、（ア）a）による教員資質向上、SD
活動 （p17（４、(1)、ウ、（ア））による教職員の資質向上を図る。 
 

ＦＤ委員
会 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）教職員の適切な配置と資質向上 
・退学率改善施策として「必修科目の合格率努力目標 85%以上、情報応用工学
科（JO）のおいての「必修科目合格率 90%以下は次セメスターに再履修科目
設定」を継続し、単位修得率向上をめざし、その結果、4年間卒業率向上に
結び付ける。 

・必修科目の再試験率、単位修得率を調査し、極端に下回る科目については、
改善方法について検討する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・計画を上回り実施できた。 
・機械電気工学科の必修科目合格率 1 年生 96.9% 2 年生 95.2%，情報応用
工学科の必修科目合格率は 1年生 91.0% 2 年生 95.3%で，目標値よりも
よい値で達成できた。(合格率は実績見込み，3 月中旬に確定) 

・同様に，退学率(除籍者も含む)は 2.40%と，目標値 10%より大幅によい
値で達成できた。 

・FD 活動参加率は 100%を達成できた。 
・退学率に関しては，下表 1-11-c のとおり、目標値を大きく上回った。 
・尚、全学の過去退学率は、2015 年実績 20.1％、２016 年実績 18.5％、 

2017 年実績 8.5％から昨年度は顕著に改善している。 

自己評定 
＜ ｓ ＞ 
必修科目合
格率、学生
退学率と目
標を大きく
上回ったた
め。 
 

〔年度計画・定量指標：担当部門・ＦＤ委員会〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-11-a 必須科目合格率・機械電気工学科 
2019 年度入学 
2018 年度入学 

92.5% 85%以上  
96.9% 
95.2% 

s 

1-11-b 必須科目合格率・情報応用工学科 
2019 年度入学             
2018 年度入学 

94.4% 90%以上  
91.0% 
95.3% 

a 

1-11-c 学部生退学率  情報応用工学科  
機械電気工学科 

機械工学科 
電気電子工学科 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾒﾃﾞｨｱ工学科 
経営情報学科 

    全体  

1.10% 
1.25% 
4.47% 
6.55% 
3.00% 
5.24% 
3.62% 

10%以下 0.90% 
0.65% 
1.46% 
5.22% 
5.81% 
4.52% 
2.40% 

s 

       注記）退学率＝単年度退学者数÷在籍者数 
 
〔中期計画・指標単位項目：FD委員会〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 
教員の FD 参加率 100% (期間内) 100％ 100％ 100％ b 
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1-12 （イ）多様なニーズにタイムリーに対応できる人事制度の導入 
地元地域や企業が抱える様々な課題に関し迅速に対応するため、任期付
き教員制度の導入や非常勤講師の弾力的な活用等により多様な教員を確
保する。 
 

教育人事
委員会/業
績評価委
員会 

【2019 年度・年度計画】 
（イ）多様なニーズにタイムリーに対応できる人事制度の導入 
・地元地域や企業が抱える課題に関し迅速に対応する公開講座開催のための人
事実施、および非常勤講師の採用の検討を行う。 

・構築した人事制度、評価制度を、実際に運用しながら見直しを行い、多様なニ
ーズに柔軟に対応できる体制をとる。併せて、必要なデータの収集、解析を
進めることで、人事制度、評価制度の実践を進めつつ改善していく。（注記：
業績評価は事業単位 1-15 に記載） 

 

【2019 年度・年間実績】 
・来年度開催予定の公開講座開催（AI および IoT 関連）のための人事（助
教の講師承認）を実施し、加えて非常勤講師の採用についての検討を 

 行い採用する方向で人材探しを行った。 
・任期付き教員制度の導入について検討し、現在存在する特任教員の制度
をこれに充てることとした。 

・人事・評価用のデータ収集・解析を行った。 
・評価制度の改善のための見直しを 3 月末までに行う。 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-12-a 公開講座対応人材の確保 － 実施の有無 実施した ｂ 
1-12･b 2018年度教員業績評価実施と教員フィードバック実施 － 3 月末迄 12 月実施 ｂ 

  
1-13 （ウ）学習支援用教員の配置 

地域枠及び専門高校・総合学科からの入学枠を設けることに伴い、
当該入学者が確実に学修して卒業することができるよう、学習支援を
行うために必要な教員を配置する。 

 

共マネセ
ンター/教
育人事委
員会/業績
評価委員
会 

【2019 年度・年度計画】 
（ウ）学習支援用教員の配置 
・昨年度増員配置した学習支援用教員で充分に対応できているかどうかを検討

するためのデータを収集すし、共通・マネジメント教育センターと連携し
て、学生の習熟状況にあった対応を、教育助教を中心に運営していく。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・推薦入試による新入生へのアプローチ率は、このような新入生へは全員 
声がけすることとし、目標値を 100%とした。 

・推薦入試による新入生はおよそ 100 人とし、実際に学習支援室で対応す
る延べ人数をこの数値と一致させることを目標とした。しかし、下記の
理由から、この目標値は適切でないことが分かった。次年度は目標値を
改善したい。 

・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように全
ての授業で呼び掛けた。これにより 100%を達成した。一方で、これに
よる推薦入試による新入生の学習支援室利用者数増加はみられなかっ
た。特に、大学生活に慣れてきた後期は友人に聞くことも多く、学習支
援室自体の利用者も少数であった。ただし、推薦入試による新入生を中
心とした声がけは、次年度も継続する。 

・学習支援員対応数は昨年度より減少している。200人前後が対応数とし
て妥当といえる。1 人あたり前期 35 人、後期 30 人として、(35+30)×
3=195 人という計算である。 

・上記の目標値と下記の実績値を踏まえ、2019 年度前期は、昨年度増員配
置した学習支援用教員で充分に対応できていると判断している。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-13-a 推薦入試による新入生のフォローアップ数 ― 100 人 43 人 ｄ 
1-13-b 推薦入試による新入生へのアプローチ率 ― 100％ 100% ｂ 
1-13-c 学習支援員対応回数 224 人 195 人 177 人 ｃ 

 注記）フォローアップ数は、学習支援室で対応した推薦入試による新入生数（のべ数） 
アプローチ率は、推薦入試による新入生に対する、授業などで学習支援室へ誘導した推薦入試による新入生の割合 
学生支援員対応数は、学習支援員（3 人）が学習支援を目的に来訪した学生に対応した回数（のべ人数） 

 
 

 イ 学生を支える教育の質の改善 イ 学生を支える教育の質の改善  イ 学生を支える教育の質の改善 イ 学生を支える教育の質の改善  
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1-14 教員の意欲を向上させ、教育研
究活動の活性化が図られるよう、
定量的な教員業績評価制度の実
施、FD（ファカルティ・ディベロ
ップメント）※3 活動の充実、助
教の任期制やテニュアトラック制
度※４の採用等により、質の高い
教育を提供する。併せて、教育に
関する諸情報や学生の学修状況・
成果に関する情報の分析結果を教
職員と学生とで共有することによ
り、教育活動の向上を図る。 

 
 
 
 

（ア）教職員による組織的な教育改善活動の推進 
a  FD 活動の推進 
質の高い教育の提供、教育活動の評価や教員の教育力の向上などを目
的とした FD(ファカルティ・ディベロップメント)※7 活動の基本的
な方針を明確に示し、全ての教職員が組織的に教育改善活動に取り組
むとともに、その活動内容の充実に努める。 
具体的には、次のような FD 活動を行う。 
・半期ごとに学生による授業アンケートを実施し、その結果に基づき

教員が授業振り返りと今後の改善のためのデータを収集し、学内
に公表する。 

・教員同士で授業公開と参観を行い、授業改善のヒントや具体的改善
策を報告書として収集し、授業改善に役立てる。 

・組織的な取組みとして、講義の内容や進め方を示すシラバス※8 の
書式・内容の記載方法等を統一し、教員間で互いのシラバスの内容
点検を行いながら完成度を高める。 

・シラバスを WEB 上で在校生や学外へも公開し、授業内容の周知を
行う。 

・上記の一連の FD 活動結果データを基礎として、FD 委員会におい
て策定する次年度の FD 活動計画に活かしていく。 

b  教育活動情報の共有化 
FD 活動の一環として、学生による授業アンケートや教員同士による
授業参観 
のフィードバック状況を学長に報告し、優れた活動を公表し顕彰する
等、教育 
力の向上に結びつける取組を行う。これらの活動により得られた結果
は、 
WEB 等により学内で自由に閲覧できる環境を構築し、情報の共有を
図るととも 
に、授業改善等の FD 活動に役立てる。 

c 学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内容の継
続的見直し 

(a) 学部完成年度の 2021 年度末には、4 年間の教育目標の達成結果
と就職結果等を総括し、2022 年度以降の教育改善を図る。 
(b) 完成年度以前から新たな発展に向けて新学科の開設の検討を行
う。 
(c) 卒業生から 4年間を通しての教育に関する満足度を調査し、その
結果をもとに教育の質向上を図る。 

 

FD 委員
会 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）教職員による組織的な教育改善活動の推進 
a FD 活動の推進 
・FD 活動の基本目標として「学生の専門性を高める授業の構築を目指す」
を掲げ、下記を目標として実施する。 

＊シラバス点検参加率 
＊授業アンケート参加率 

・アンケートの目的を授業の振り返りから授業実態調査に変更し、設問項目
と評価方法を一新する。 

＊ポートフォリオの電子化参加率 
・ポートフォリオを S-CLASS で電子化し、学部統一書式により双方向で入
力・確認・評価できるシステムを構築したが、年度末に学生に有用性を問
うアンケートを行い、その結果からシステムを改修する。 

b 教育活動情報の共有化 
・FD アンケート結果、教員のフィードバックを Web で公表する。 
・2019 年度より導入された出席管理システムを使い、学生の授業出席状況
を共有し、学生指導に役立てる。 

＊出席管理システム利用率 
 
注記）「ｃ学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内容の継続
的見直し」は、2021 年度に取り組むものとします。 
 

【2019 年度・年間実績】 
 計画通り順調に進行中です。 
aFD 活動の推進 
ポートフォリオの電子化は，今年度より実施のためより効果的な運用を
目指して，年度末のアンケートを実施し，来年度運用改善の検討材料と
なった。 

b 教育活動の共有化 
 出席管理システムは今年度より実施。学生の出席状況を，学科の学生指
導で使えるように若干の機能修正が望まれる。 

 授業アンケートの目的を，教員が授業のフィードバックからシラバスに
従い適切なレベルの授業ができているかなどを推し量ることに変更し，
質問項目を再設定した。総合的な授業満足度の結果はは以下の通り。 

 
対象人(延べ数)： 11678 人 回答人(延べ数)： 8418 人 回答率 72.1% 
【設問９】授業は全体として満足できるものでしたか。 
    比率                     人数       
そう思う                      45％     3755 人 
どちらかというとそう思う      44％     3669 人 
どちらかというとそう思わない   9％      730 人   
そう思わない                   3％      264 人   
「そう思う」と「どちらかというとそう思う」を合計すると，89％ 
 
 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-14-a シラバス点検参加率 100% 100% 100% b 
1-14-b 授業アンケート参加率 100% 100% 100% b 
1-14-c ポートフォリオの電子化参加率 2019年度より 100% 100% b 
1-14-d 出席管理システム利用率 2019年度より 100% 100% b 
1-14-d2 授業評価アンケート満足度高比率 2019年度より 90% 89% c 

  
〔中期計画・指標単位項目：FD委員会〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

授業評価アンケート満足度高比率 
授業の 90% 

(期間末) 
88% 90%以上 89% c 

  
 

工学部/共
マネセン
ター 

【2019 年度・年度計画】 
（ア-2）教職員による組織的な教育改善活動の推進 
・FD 活動を積極的に推進する。活動指数として下記数値を把握する。 

＊授業参観の参加率 
＊シラバスチェック参加率 
＊授業アンケート参加率 

 

【2019 年度・年間実績】 
・FD 委員会で，授業改善の気づきを目的として授業参観を計画していた
が，教員数が少なく，参考になる分野の授業が限られるため，FD研修
会を行うこととした。このため，目標を FD 研修会参加率に変更した。 

・FD 研修会では，アクティブラーニングを工学系の授業に導入する事例
を 3 月に学ぶ予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、延期となった。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-14-e FD 研修会参加率 ― 100% 未実施（※） － 
1-14-f シラバスチェック参加率 100% 100% 100% ｂ 
1-14-g 授業アンケート参加率 100% 100% 100% ｂ 

                             ※新型コロナウィルス感染症対策により、予定していた 3月に実施できなかった。 
 

1-15 （イ）教員業績評価制度とテニュアトラック制度※9 の導入 
教員の意欲を向上させ、教育活動の活性化が図られるよう、定量的

な教員業績評価制度を導入し、評価結果を各教員に知らせる。加えて、
助教の任期制やテニュアトラック制度の採用により、若手教育者の質
的向上を図る。 

 

業績評価
委員会 

【2019 年度・年度計画】 
（イ）教員業績評価制度とテニュアトラック制度※9 の導入 
・教員の研究、教育、貢献の 3 分野の業績を、ポータルサイトを通じて数値化

し、教員業績評価を行う。 
・制度については昨年度報告済みであり、昨年度の具体的な業績の評価に関し

て実践する。 
・構築された教員業績評価制度の実践と評価者への結果報告を行い、教員の意

欲を向上させ、教育活動の活性化につなげる。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・教員の研究、教育、貢献の 3 分野の業績を数値化し、教員業績評価を行

った。 
・テニュアトラック制度については、助教の募集の際に、可能性がある場
合は、それと同等（業績が良ければパーマネントな職への可能性がある
ことの明記）の文言を入れてよいこととした。 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
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〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-15-a 2018 年度教員業績評価実施と教員フィードバック 
（制度開始：評価
対象期間なし） 

100% 100% ｂ 

  
 

1-16 （ウ）実践的な教育の展開 
a 地域の企業や各種団体との関係を深め、また、地域で活躍する人々の
情報を集めて、地域の企業、各種団体または地域の人々を講師として
招く等、優れたノウハウを教育に活かす。 

b 地域課題を積極的に活用して演習、卒業研究及び大学院研究のテーマ
として取り上げる等、身近でかつ実社会とつながる実践的な教育を展
開する。 

 

地域連携
総合セン
ター（工学
部） 

【2019 年度・年度計画】 
（ウ）実践的な教育の展開 
・２年生科目「総合演習」に引き続き、地域連携による課題にさらに重点を置
いた「地域連携課題演習」について、地域の関係者との協力の下、技術シー
ズと社会的課題を関連付けた取り組み課題設定を行っていく計画である。 

・出前授業等、教員が地域などで行う研究教育啓発活動等で、学生が主体的に
関われる事業について、研究室所属以外の学生にも参加できる取り組みを行
い、研究活動と社会的活動への関心を醸成するとともに他者へ説明する力を
育む。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・地域の関係者との打合せを行い、それぞれが抱える地域課題を洗い出
し、「地域連携課題演習」のテーマを 4件設定し、340 人の学生が取り組
んだ。 

・こどもまつりやサイエンスフェスタなどの地域イベントについて、依頼
を受けた教員のゼミ等の枠組みにとらわれず、様々な学科の学生が参加
し出展ブースやイベントの運営を協働した。 

・諏訪市より相談を受けた VR 技術を生かした移住プロモーション手法へ
の協力依頼に関して、学生らでプロジェクトチームを結成し、コンテン
ツ作成、プロモーション展示会等の運営へ協力した。 

 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-16-a 
地域連携課題演習内における取組成果レポートの作
成 

― 30 件 30 件 ｂ 

1-16-b 
学生主体による地域活動参加状況の把握と報告書の
作成 

― 
10 件 

延べ 100 人   
7 件 

延べ 75 人 
ｄ 

  
 
 

地域連携
研究開発
機構（地域
連携総合
センター） 

【2019 年度・年度計画】 
・地域連携研究開発機構で実施する研究課題を卒業研究および大学院研究のテ
ーマとして取り上げ、学生の実践的な教育に資する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・卒業研究生 117人（186 人中）、大学院生 14 人（21 人中）が機構の実施
する研究に参加し、実践的な教育が行われている。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
目標値の半
分の学生の
参加を上回
ったため。 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-16-c 機構における課題テーマ取組み学生数 
92 人 

（194 人中） 
卒研生と院生
の 50% 

131 人 
（207 人中） 

63% 
ａ 

  
 

 ウ 学生の教育環境の整備・充実 ウ 学生の教育環境の整備・充実  ウ 学生の教育環境の整備・充実 ウ 学生の教育環境の整備・充実  
1-17 学生が適切な環境のもとで教育

を受けられるように、既存の施設
設備を充実させる。 
 

（ア）魅力ある教育施設等の整備 
a 学生の学修における履修登録、出席状況、成績等を一元的に管理する
システムを整備・拡充する。また、教員から学生に対して、授業ごと
の電子教材の提供、課題の提出、質問事項等、教員と学生とのコミュ
ニケーションが可能なシステムを整備する。 

b  ICT を活用した教室の整備拡充を図る。また、キャンパス内に隙間な
く Wi-Fi 環境を整備し、全学生がパーソナルコンピュータを持つこと
で、円滑なる授業に資するとともに、いつでもどこでも教員への質問
等が可能な環境を整備することで魅力あるキャンパスを実現する。 

c  学生の主体的な学習を支援する等、学生の学習意欲を高める施設環境
づくりに取り組む。加えて、学内での活動が魅力的な学生生活となる
よう環境整備を行っていく。 

d 図書の増冊や文献検索等の図書館機能を充実するとともに、学生が
できる限り自由に利用できる環境の整備に取り組む。 

e 学生が適切な環境のもとで教育研究を行うことができるように、必要
な実験機器の整備を行うとともに、新棟の建設等の施設設備の整備を
学年進行に合わせて、必要な時期に行う。 

 

事務部 （ア）魅力ある教育施設等の整備 
a 出席管理システムを導入し、学生の指導に役立てる。 
 
 
 
b 募集要項や入学の案内にパーソナルコンピュータの購入について記載し、入
学後全員がパーソナルコンピュータを使用できる環境を整える。また、Wi-Fi
環境の整備は前年度に引き続き行う。 

 
c 必要に応じて教室環境の整備を行う。また、学生食堂、売店等学生の福利厚生
施設についても委託業者との懇談等を実施し改善を行う。 

 
ｄ 教員学生の要望に応じて必要な図書を随時増刷していく。 
ｅ 学科からの要望に基づき、1号館 1 階の情報応用工学科実験室の整備を行い、
実験の実施体制を整える。 

 

【2019 年度・年間実績】 
a 出席管理システムを活用することで、授業の出欠管理をタイムリーに実
施でき、必要に応じて、学生への修学指導に役立てることができてい
る。さらに、学生の出席管理について、教員間の情報共有が可能なよう
必要に応じた改良が望まれる。 

b Wi-Fi 環境の整備についてすべて完了し、学内どこでもネット接続が可
能となった。パーソナルコンピュータについては入学時に購入を案内し、
入学後に全員が使用できる環境となった。 

c 2019 年度に特大教室の改修を行い、授業で使用しやすい環境とした。 
 また、学生食堂、売店等学生の福利厚生施設についても委託業者との懇談
等を実施し改善を行った。さらに、コンビニ自動販売機の導入などで、昼
食環境の改善を行った。 

ｄ 図書の増刷については着実に行うことができた。 
ｅ 1 号館 1階の情報応用工学科の実験室への改修工事は順調に完了した。 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-17-a 教育環境改善件数 ― 4 件 2 件 ｄ 
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工学部（共
マネセン
ター/図書
館） 

【2019 年度・年度計画】 
・2020 年度に使用する実験室の環境整備を進める。また、実験設備については、
当初計画に基づいて機器の調達を行う。 

・出席管理システムを導入し、学生の指導に役立てる。 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・出席管理システムを活用することで、授業の出欠管理をタイムリーに実
施でき、必要に応じて、学生への修学指導に役立てることができてい
る。さらに、学生の出席管理について、教員間の情報共有が可能となる
よう必要に応じた改良が望まれる。 

・2018 年入学生の 3年次進級に合わせて、実験設備の整備を実施した。 
・出席管理システムを活用することで、授業の出欠管理をタイムリーに実
施でき、必要に応じて、学生への修学指導に役立てることができてい
る。 

・図書館の定期的なコーナー展示、電子書籍の増刷、オンライン商品の増
加に伴い使いやすいホームページに改善した。 

自己評定 
＜ b ＞ 

   

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

図書館利用延べ人数 
2,000 人/月 

(期間内平均) 
2,034 人/月 100 人/日 139 人/日 ｂ 

  
 エ 新たな教育分野への展開の準

備 
エ 新たな教育分野への展開の準備  エ 新たな教育分野への展開の準備 エ 新たな教育分野への展開の準備  

1-18 大学が、魅力ある教育を行い、
将来に向けて発展するために、工
学系統の新たな分野等への展開に
ついて検討する。また、それに伴
って必要な教職員の採用・配置や
施設設備の整備についても検討す
る。 
 

改組した工学部の完成年度後の新たな学科展開に備えるために、平成
30 年度から、新学科構想委員会等を設置し、今後の新規学科設置を目指
し、必要な施設設備の整備計画等の検討を開始する 
 
<数値指標>事業単位（1-11）から（1-18）共通 

項 目 目標値 期間等 
授業評価アンケート満足度
高比率 

授業の 90% 期間末 

教員の FD 活動参加率 100% 期間内 
図書館利用延べ人数 200 人/月 期間内平均 

 
 
 

新学科構
想検討委
員会 

【2019 年度・年度計画】 
・新学科検討の WG および大学の発展に向けた戦略に関して議論した内容を具
体化していく WG を立ち上げ、2019 年度末を目処にそれらに関する答申案
を作成する 

【2019 年度・年間実績】 
・新学科検討WG、大学発展戦略WG をそれぞれ 8 月末までに 3回開催
し、答申のとりまとめは順調に進められている。 

 
 

自己評定 
＜ b ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-18-a 新学科検討 WG 開催回数 （発足年） 6 回/年 8 回 a 
1-18-b 新学科検討 WG の一次答申の本委員会提出 － 実施の有無 有 b 
1-18-c 大学発展戦略WG開催回数 （発足年） 6 回/年 7 回 a 
1-18-d 大学発展戦略WGの一次答申の本委員会提出 － 実施の有無 有 b 
1-18-e 新学科構想検討委員会の開催回数 1 回 3 回/年 2 回 ｄ 

 

 （３）グローバル人材の育成推進
に関する目標 

（３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべ
き措置 

 （３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置 （３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき
措置 

 

 ア 国際化に対応した人材の育成 ア 国際化に対応した人材の育成  ア 国際化に対応した人材の育成 ア 国際化に対応した人材の育成  
1-19 学生の海外体験に関する取組、

語学力向上の取組、留学生に対す
る取組等の充実を図り、グローバ
ル化に対応した国内外で活躍でき
る人材を育成する。 
 

（ア）学生の海外体験の促進 
a 海外インターンシップ制度を十分に活用できるよう、学生への経済支
援を行い、海外を体験する学生の一層の増加を図る。 

b 語学留学や国際学会等への学生の参加を促進するため、大学指定の語
学留学を行う学生および国際学会等で発表する学生への経済支援を
行う。 

c 留学生の受入を促進する。 
(a) 東南アジア諸国をはじめ、海外の優秀な学生の受入を促進する
ため、大学 PRや受入支援体制の充実を図る。 

(b)「留学生委員会」を中心に留学生との交流を促進し、双方の学生
の異文化理解を図る。 

(c)留学生の受入や留学に関わる様々な業務を総合的に支援できる
よう、留学生委員会の機能を強化し、「留学生支援センター（仮
称）」の新設を検討する。 

d 語学力向上の取組を検討する。 
(a) 「英語村」の定期的な開催、実用英語技能検定や TOEIC 検定試
験への積極的な受験への支援等、本学の取組の一層の充実を図り、
学生の英語コミュニケーション能力の向上を図る。 

(b) 学士課程の卒業論文や大学院における学位論文の一部に英語で
の記述を課す等、専門分野においても学生の英語力の向上を図る。 

(c) 留学生に対する日本語教育や、第二外国語としての中国語教育の
一層の充実を図るとともに、東南アジア諸国との連携を考慮し、ベ
トナム語等の教育の導入について検討する。 

 

国際交流
センター 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）学生の海外体験の促進 
・2018 年度、MOU を締結した２大学とは更に交流を深める。具体的には研究
交流の内容をより密にし、交流する学科、研究室の数を拡大する。この２大学
の他に学生や教職員の交流を図るため、新たに数校と締結することを目指す。
特に留学生の受け入れを重点的に行い、より充実した受け入れ体制作りを実
施する。 

・学生から海外大学での語学研修の要望が数多く寄せられているため、海外の大
学と接触し、ワイオミング大学と同様に語学研究制度を確立する。特にアメリ
カ、カナダ、イギリス、オーストラリアの大学にターゲットを絞り実施して行
く。 

・「英語村」と連携しながら英語力向上のため学生に積極的な支援を行っていく。 

【2019 年度・年間実績】 
・今年度、新たにフランスのアンジェ大学と MOU を締結した。早速、研究
交流のため、学生３人、その関連のリオン国立研究所から３名の学生を受
け入れた。情報応用工学科の研究室での活動以外に、サークルや学内の各
イベントにも参加し有意義に過ごした。また、後期に情報応用工学科の研
究室の学生４名がアンジェ大学を共同研究目的で訪問した。その他、スウ
ェーデンと米国、それぞれの大学へ学生 1 名ずつ訪問し、研究打合せ、交
流を深めた。 

・ホーチミン市工科大学のコンピュータ情報工学部の 2 名の教員と本学情
報応用工学科の教員との間で共同研究を行うことで同意に至り、後期には
卒研生、院生を含めた研究交流がスタートした。 

・留学生の数は変わっておらず、目標の値を達成できていない。今後はMOU
を結んだ大学を中心に積極的に働きかけていく。 

・海外インターンシップは昨年度までホーチミンの 1 社のみで実施してい
たが、今年度から新たにホーチミンに 2社、タイに 3社、台湾に 1社、合
計 7 社に拡張した。業種もバラエティに富み、学生の選択肢が広がった。
その結果、興味を示す学生も増え、参加人数は昨年度 14 名から 36 名に
増加した。 

・ワイオミング大学での語学留学は先方の準備が整わず、今年度は見送りに
なった。今後は受け入れ大学の開拓を図る。 

・今期、マレーシア国民大学と語学研修を含めた交流について打合せを開始
した。 

・学生の国際会議での発表件数は少なく、目標の値をクリアしたが、まだ、
数は少ないので、各研究室の教員を通じて積極的に働き掛けていく。 

・英語村との連携は実施できていないので、今後の課題である。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
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〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

学生の海外体験者数（海外インターンシップ） 

90 人/年 
(期間末) 

14 人 24 人 
3７人（本学授業 36名、長野県
主催海外インターン 1人） 

s 

学生の海外体験者数（語学留学） 6 人 10 人 
11 人（研究交流 6、理科大プロ
グラム２、私費留学（休学）１、
海外渡航届２） 

a 

学生の海外体験者数（国際学会） １人 2 人 ２人（渡邉 4 月、堀 1 月） b 

留学生の在籍者数 
50 人 

(期間末) 
４人 

海外交換学生
等を含め 10 人 

2 人（学部 1 人、修士 1 人） d 

 ※2019 年度目標値は前年度実績値と中期目標値の差を毎年埋めていくとして概算した。 
 

共マネセ
ンター 

【2019 年度・年度計画】 
・「英語村」の継続実施。 
・2018 年度初めて実施した「国内ミニホームステイ・プログラム」が好評であ
り、本年度はこの経験を活かして 2 泊 3 日に拡張し、8月 3 日実施予定。 

・TOEIC(IP)試験の実施（8 月予定）があり、TOEIC、英検受験の呼びかけを
強化する。 

・米国ワイオミング大学への短期語学留学プログラムを立案する。プログラム完
成後、学生へ周知を図る。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・「英語村」は、計画通り前期 10回、後期 10 回実施した。延べ参加人数
は前期 241名、後期 331 名、年間合計 572 名となり、昨年実績（前期：
263 名、後期：102 名、合計：365 名）を大きく上回った。活動内容
は、本学 HP で写真と文書で公開中である。定期的に少人数体制で行わ
れる英語村は、良質な実践的英語学習の場を学生に提供しており、英語
を話すことへの意欲が高い少数のリピーターにとっては、英語で発信す
る貴重な機会となっている。 

・昨年に引き続き「国内ミニホームステイ・プログラム」を、富士見ペン 
ション Julian’s にて 8 月 3日（土）～5 日(月)の 2泊 3 日で実施。募集 
定員を満たし、男子学生 8 名が参加。活動内容は、環境問題等の社会問 
題を英語でディスカッションをする、英語で調理を習う等、1 日中英語 
を話せるアクティヴィティ重視の充実したプログラムである。参加後、 
留学したいという意欲を示す学生が多かった。昨年は、1泊 2日で実施 
し 7 名が参加した。昨年度の参加学生からの強い要望に応え、本年度は 
2 泊 3 日に拡大して実施した。本年度も大変好評だったため、後期の実 
施を計画した。 

・後期「国内ミニホームステイ・プログラム」は、12 月 21日（土）～22 
日（日）の 1泊 2 日で実施。参加人数は 6 名（うち女子学生 2 名）。ア 
メリカ人講師からの見解は、「最初は消極的だった学生も、徐々に意欲 
的に会話に参加できるようになり、顕著な変化がみられた」とのこと。 

・TOEIC（IP）試験を 7月 31 日(水)に実施。受験者：52 名、最高点:  
675 点、平均点：398 点。昨年度は、受験者: 25 名、最高点：720点、 
平均点: 437 点とであり、最高点も平均点も昨年度の方が良い結果とな 
ったが、現在、受験者は増加傾向にあり、今後、最高点の更新や平均点 
の上昇が期待できる。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 
 

〔年度計画・定量指数〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-19-a 英語村参加者数 365 人 380 人 572 人 a 

1-19-b 国内ミニホームステイ参加者数 7 人 （定員）8 人 
(前期)  8人  
(後期)  6人 

a 

1-19-c 
TOEIC600 点以上 
卒業生の 10%(期間内) 

0.1% 
580 点クリア者が 
全学生の 3% 

1.6%(3 人) d 

  
 

 イ 大学の国際化の推進 イ 大学の国際化の推進  イ 大学の国際化の推進 イ 大学の国際化の推進  
1-20 国際化に対応できるように大学

の組織体制を構築し、海外の大学・
研究機関等との提携・連携を推進
する。 
 

（ア）海外の大学との学術交流や教育連携協定の推進 
東南アジア諸国や欧米諸国等の海外大学との学術交流や教育連携を図

るための「国際交流センター（仮称）」の新設を検討し、学術交流協定の
締結を促進する。 
 

国際交流
センター 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）海外の大学との学術交流や教育連携協定の推進 
・2018 年度 MOU を締結した２大学（1-19 項）とは、更に学生、教職員の交流
を深め、AI や IoT など情報系だけでなく、機械や電気電子分野にも研究交流
の輪を広げ、実行していく。 

・新たに数校と協定を締結することを目指し、学生に学術交流のチャンスを増や
す。特に海外からの留学生の増加と本学学生向けの海外語学研修制度の確立
を目指す。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・MOU を締結したホーチミン市工科大学とワイオミング大学、アンジェ大
学とは、さらに交流分野、内容を検討し拡大に努める。ホーチミン市工科
大学とは、情報系の他、機械系や電気系の研究室間の交流の可能性につい
て情報交換を始めた。また今期、マレーシア国民大学と台湾中興大学、2
校と MOU の締結を視野に入れ、相互交流について打合せを始めた。この
うち、マレーシア国民大学との話し合いでは、本学への留学生の増加と本
学学生向けの海外語学研修制度の確立を優先して取り組んでいく。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

海外の大学との学術交流協定締結数 
5 件 

(2023 年度期間末) 
2 件 

新規 1件 
（累計 3 件） 

1 件 
（アンジェ大） 

b 
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1-21 （イ）国際的な学術交流の推進 
国内外での国際学会への教員及び学生の参加を奨励するとともに、本

学や諏訪地域での国際学会の開催等、国際的な学術交流や研究交流の機
会を設けることを検討する。 
 
 
 
 
 

国際交流
センター 

【2019 年度・年度計画】 
（イ）国際的な学術交流の推進 
・協定校の数を増やし、学生や教職員の学術交流のチャンスを増やす。また、引
き続き、学生や教員に対し、研究室間の共同研究や海外での国際会議に積極的
に参加、講演することを推奨する。そのため、旅費などの面で支援を拡充する。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・学生や教職員の学術交流を促進するため、希望を募り国際交流予算から、
学生や若手教員を優先して旅費、宿泊費を援助した。学生の海外インター
ンシップについても、奨学金として支援した。対象件数も増えていること
から、推進効果はあったと思われる。しかし、学生と教員の国際会議への
参加、講演件数は目標に達したが、今後、更に活発化するため研究室毎に
推進するように強く働きかける。 

・今後さらに大学間交流の機会を増やし、希望者、参加者が増えるように、
学生や教職員の交流を促進するため、上述した通り MOU 締結の準備を
始めている。現在、マレーシア国民大学、台湾中興大学と話し合いを開始
した。 

・情報応用工学科の教員が、ホーチミン市工科大学コンピュータ情報工学部
の教員らが主催する国際会議の実行委員会委員に要請があり就任した。今
年度の国際会議ではその任務に当たり、自らも論文発表、講演を行った。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
当初の目標
を上回った
ため。 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

1-21-a 学生の国際学会等への参加数 1 人 2 人 6 人 a 
  
 

 ウ 教職員の国際交流の推進 ウ 教職員の国際交流の推進  ウ 教職員の国際交流の推進 ウ 教職員の国際交流の推進  
1-22 教職員の国際化に向け、海外大

学等への派遣や、外国籍教員の招
聘等を行う。 
 

（ア）教職員の国際交流を促進させるため、海外の大学等へ積極的に派
遣を行う。 

（イ）海外派遣制度を活用する等、国際水準の研究を担う研究者や戦略
的な大学運営を担う教職員を養成する。 

（ウ）海外の大学や研究機関等との共同研究を促進するため、外国人教
員招聘制度を活用して、外国人研究者の受入を増やすとともに、受入
体制を整備する。 

 
<数値指標>事業単位（1-19）から（1-21）共通 
項 目 目標値 期間等 
学生の海外体験者数（海外インタ
ーンシップ、語学留学、国際学会） 

90 人/年 期間末 

留学生の在籍者数 50 人 期間末 
海外の大学との学術交流協定締
結数 

5 件 期間末 

教職員の海外派遣及び国際会議
等参加数 

40 件/年 期間内平均 

 
 
 

国際交流
センター 

【2019 年度・年度計画】 
・海外協定大学の数を増やし、研究室間の共同研究の可能性を模索、実現し、教
職員の国際交流を質、量ともに充実させる。 

・海外の大学との共同研究の数を増やすため、MOU を締結した２大学の他、他
大学を含め、情報交換し研究室間のマッチングを図る。海外からの教職員、学
生に対し大学施設だけでなく、宿泊施設や通学の便を整え、外国人受け入れ体
制の充実を図る。並行して外国人教員招聘制度を策定し、招聘を実施する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・ホーチミン市工科大学の情報分野の研究室と本学工学部情報応用工学科
の研究室との間で共同研究に同意した。研究は順調に進んでおり、既に
互いに共著で国際会議に論文投稿を完了している。今後は機械、電気系
分野にも共同研究を拡大するため、今期は機械工学部の教員と打ち合わ
せを開始した。 

・上述の通り、アンジェ大学とは学生を中心とした研究交流は順調に進ん
でいる。今後は交流を他分野にも拡大し、教職員の交流も活発にする施
策を検討していく。 

・今期新たに、マレーシア国民大学、台湾中興大学と研究交流、語学研修
などを始めとした教職員の交流を図るため、MOU 締結を視野に話し合
いを開始した。 

・外国人教員招聘の実績はなかった。上述の通り、MOU 締結、または予
定校が増加しつつあるので、それらの大学を中心に積極的に招聘を働き
かけていく。外国人教員の採用に向け、マレーシアの大学の教員と直接
交渉したが、採用には至らなかった。 

・海外大学、研究所からの来訪者に対し学生を含め、宿泊など大学施設の
受入体制は制度化し確立できた。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
数値指標は
ｄ評定であ
るが、事業
施策は計画
を上回る進
捗のため。 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

教職員の海外派遣及び国際会議等参加数 
40 件/年 

(期間内平均) 
47 件 50 件以上 39 件 d 

  
 

 ３ 先端的研究の取組と研究成果
の創出に関する目標 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するために
とるべき措置 

 ２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべ
き措置 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにと
るべき措置 

 

 （１）研究水準及び研究の成果等
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を達成するためにとるべ
き措置 

 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措
置 

 

 地域のものづくりを支える機
械・電気技術や、今後の地域産業
を変革する人工知能等の情報応用
技術を中心とした研究活動を推進
する。また、シーズ発掘を目指す
イノベーション型研究と、地域産
業のニーズに応える実用型研究を
バランスよく実施して、研究水準
の向上を図るとともに、研究成果
を地域社会に還元する。 
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 ア 先進的なシーズ発掘を目指す
イノベーション型研究 

ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究  ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究 ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究  

2-1  
今後の産業界の発展に必要なイノ
ベーションの創出につながる世界
的にも先進的な研究開発を推進す
る。 
 

先進的な研究分野として、以下の分野を設定する。 
（ア）情報応用技術分野 ８分野 
「人工知能、IoT」 

ディープラーニング手法等の人工知能技術とすべてのものがインターネッ
トにつながる IoT 技術を研究するもので、AI 技術に基づいた音声合成技術、
健康管理や農業分野への応用等、AI や IoT の幅広い利用に繋がる研究開発
を行う。 

「医療介護・健康工学」 
脳科学に基づく認知機能低下予防、遊技障がい予防・回復支援、快感予測に
関する研究と実社会での普及活動、さらには障がい者の行動支援、触感覚を
持つバーチャルリアリティ技術の認知症障がい判定等の研究開発を行う。 

「ビッグデータ」 
IoT 技術や Web，SNS 等から膨大なデータを収集，蓄積しあるいは分析す
る技術を研究するもので、ウエブ上の SNS 等から抽出される観光等の地域
情報の収集と活用や、ものづくりにおける製品品質向上に関するデータ解析
等の研究を行う。 

「インターネット」 
インターネットを通じて人々の暮らしを便利にするため、インターネットに
関するネットワークセキュリティー技術、遠隔に配置された複数の情報デー
タベースにおける分散協調技術、ユーザの行動履歴に基づく行動予測の実社
会への適用等の研究開発を行う。 

「画像・音響・情報」 
画像や音響等の情報を人間にとって使いやすい形に変換して新たに生成す
る技術を研究するもので、バーチャルリアリティ、信号処理や、ノイズを含
む医療等の映像解析や可視化技術等の研究開発を行う。 

「通信・ネットワーク」 
情報をより高速に、より効率的かつ長距離に伝送するための通信ネットワー
ク技術を研究するもので、次世代ワイヤレス通信システム技術、地域内高速
通信および LPWA（低出力広域）通信に関する先進的研究開発等を行う。 

「ソフトウエアデザイン」 
多様な情報技術を駆使し高品質で効率の良い情報システムを立案・開発・運
用するための技術を研究するもので、教育に関するビッグデータ解析による
教育支援システムの構築や、認知症スクリーニングや日本語学習能力評価の
ための言語能力測定システム等の研究開発を行う。 

「メディア表現」 
情報システムから得られた情報をマルチメディアを用いた表現技術で効率
的に表現する技術を研究するもので、ホログラフィを用いた次世代立体映像
表示技術、マルチメディア情報処理を活用した観光情報システムに関する研
究開発等を行う。 

 

工学部/情
報応用工
学科 

【2019 年度・年度計画】 
・本年度においても、前年度に引き続いて各分野の研究活動を推進する。 
・工学部教員の研究活動について、学科会議などを通して目標設定を共有し、
その目標達成に向けて活動を開始している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・昨年度に引き続き、情報応用 8分野に関する研究テーマを計画し、実行
した。 

・自らの研究シーズ発掘、発展に日々努めるとともに外部機関との連携な
どを模索するための活動を産学連携センターなど協力して展開する。ま
た、外部資金獲得に発展させる努力を継続した。 

・地域の課題解決に向けて、研究シーズの異なる分野との連携を模索する
活動を継続的に実施した。 

・先進的イノベーショ型研究テーマに関して、一定の研究段階で専門集団
の場である学会発表を積極的に行い、その活動を通して研究レベルの向
上に資する努力を継続した。 

・最終的な研究成果が得られた段階で速やかに学術論文を作成する。ま
た、その研究レベルをさらに向上させるため、競争的外部資金獲得に向
けた努力を行った。 

・学科の研究領域に関して、その強みを活かして、以下のような具体的な
活動を積極的に展開した。 

・「人工知能，ビッグデータ分野」では，SNS の自然言語処理により，イン
ターネット上の流言（デマ）を自動的に判別するシステムを開発，また，
従来型の環境・統計モデルにより管理される空調システムを，あらゆる環
境の下で適用可能できるよう，ディープラーニングにより制御するシステ
ム開発を企業と共同で取り組んだ。また，機械学習を利用したメディア(画
像，音楽/音声，言語)処理の研究として，楽曲からの特定楽器音の抽出、
楽曲の自動採譜、画像の長高品質化、歩容画像を用いた個人識別と認証、
手書き文字の自動清書等にも取り組んだ 

・「医用・健康・センシング分野」では，好感度センサーを活用し，遠隔地
の独居老人の心電図に近い波形を計測し，在宅看護・介護に応用する研究
が企業と共同で進めた。また，ドーパミン神経系のふるまいを利用しコン
テンツの快感を量的に推定する研究，機械学習を併用したゲーム障害・ギ
ャンブリング障害研究，脳活動計測器や視線計測器を使って、商品開発、
介護予防、教育など役立てる研究，機械学習を使った「らしさ」研究」な
どを企業等にも取り組んだ。 

・「通信・ネットワーク分野」では，地元企業と共同で，LPWA 無線通信と
レーダーセンサーを応用し，人の挙動や呼吸などの情報を読み取り，遠隔
地の管理者に情報を転送するシステムの研究を進めた。 

・「インターネット分野」では，インターネット上での行動パターンの類似
性から，利用者の思考を類推し，Web マーケティングや検索結果の表示
優先順位に応用する研究を進めた。 

・「メディア表現技術分野」では，VR の技術を応用し，認知症の初期段階
である，軽度認知機能障害の早期発見技術などの研究成果を上げ、ま
た，VR，MR による学習システム構築などにも取り組んだ。 

・「ソフトウェアデザイン分野」では，アイトラッカーによる熟練工の技術
継承支援システムの構築，プログラミング的思考を習得するための学習
支援システム構築，プロジェクト基盤学習の学習成果向上のための学習
支援システム開発などを行った。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
各教員が積
極的に挑戦
しているた
め。 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-1-a 情報応用 8 分野・先進的研究件数 30 件 30 件 35 件 a 
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2-2 （イ）機械電気技術分野 ８分野 
「ロボット・制御」 

ロボットの構造や機構、制御技術について、パーソナルモビリティ（オムニ
ライド等）の開発、組み込みシステムやマイコン技術等の研究開発を行う。 

「先進自動車」 
電気自動車等の先進型の自動車について、安全運転に係る技術開発、自動運
転におけるドライバーの運転行動モデル等の研究を行う。 

「航空・宇宙」 
次世代の航空機について、電動飛行機やソーラプレーンの設計と試作開発、
次世代超音速旅客機の設計等に関する研究開発を行う。 

「リニア・磁気浮上」 
電気と磁気を融合した磁気回路設計技術に基づいて、医療機器用の小型モー
タドライブ、新たな搬送システム等の技術に関する研究開発を行う。 

「センシングデバイス」 
IoT の発展に欠かせないセンシングデバイスについて、医療健康、自動車、
農業等幅広い分野に適用可能な各種のセンサー技術を研究し、医用・健康の
ためのウェアラブルデバイス、IoT 農業分野におけるセンシングデバイス等
に関する研究開発を行う。 

「革新的材料・モノづくり」 
各種材料技術やその強度評価、加工技術をもとに、固体材料の高速変形、新
しい成型プロセスの開発、カーボンナノチューブや磁性材料等に関する研究
を行う。 

「環境エネルギーマネジメント」 
太陽光電池等再生可能なエネルギー技術や、工学と農学を融合したスマート
農業等について、スマート農業に向けたシースルー有機薄膜太陽電池等の研
究開発を行う。 

「統合安全・安心」 
人々の暮らしの安全・安心のために、火災科学に関する技術研究、次世代の
低地球温暖化係数冷媒の安全利用等リスクアセスメントや安心・安全のため
の研究開発を行う。 

工学部/機
械電気工
学科 

【2019 年度・年度計画】 
・本年度においても、前年度に引き続いて各分野の研究活動を推進する。 
・工学部教員の研究活動について、学科会議などを通して目標設定を共有し、
その目標達成に向けて活動を開始している。 

 
 
 
 
 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・昨年度に引き続き、機械電気 8分野に関する研究テーマを計画し、実行
した。 

・自らの研究シーズ発掘、発展に日々努めるとともに外部機関との連携な
どを模索するための活動を産学連携センターなど協力して展開し、ま
た、外部資金獲得に発展させる努力を継続した。 

・地域の課題解決に向けて、研究シーズの異なる分野との連携を模索する
活動を継続的に実施した。 

・先進的イノベーショ型研究テーマに関して、一定の研究段階で専門集団
の場である学会発表を積極的に行い、その活動を通して研究レベルの向
上に資する努力を継続した。 

・最終的な研究成果が得られた段階で速やかに学術論文を作成する。ま
た、その研究レベルをさらに向上させるため、競争的外部資金獲得に向
けた努力を行った。 

・学科の研究領域に関して、その強みを活かして、以下のような具体的な  
活動を積極的に展開した。 

・「革新的材料・モノづくり分野」では，リチウムイオン電池を超える蓄エ
ネルギー材料の開発を、外部資金（科研費・JST）を獲得して進めたほ
か，独創的材料の物性評価を外部研究機関(J-PARC・信州大)と共同で行
った。 

・「統合安全・安心分野」では，NEDO 受託の次世代冷媒の着火性評価に
関する研究を主軸に，可燃性ガスの着火性や火災旋風の特性などに関す
る研究を学際的に展開した。その成果は査読付き国内・国際誌に複数報
受理された。 

・「航空・宇宙分野」では電動航空機の試作・評価に向けて、NEDO の事
業に採択された他、県内企業をメンバーとしたコンソーシアムを立ち上
げ、研究会を推進した。 

・「ロボット・制御分野」では制御技術の産業応用について、新たな振動制
御技術の特許出願を済ませ、地域企業と共同研究を推進中であり、当該
技術の企業内での評価を進めた。 

・「環境エネルギーマネジメント分野では、光透過型太陽電池の農業応用や
新たな土壌診断技術、環境に優しい材料を用いた蓄電池技術、太陽光エ
ネルギーを用いたオイル産生技術において、企業数社、他大学（大阪
大、広島大）や研究機関（産総研）との共同研究を進めた。 

・「先進自動車分野」では、他大学と連携した中山間地域における交通事故
ハザードマップの構築に関する研究や、事故時の車体変形量評価手法の
開発などを進めた。 

・「センシングディバイス分野」は、医療健康領域で前報散乱光方式を用
い、３D プリンターで模擬腫瘍３D モデルを作成、人体ファントム皮下
20mm の模擬腫瘍部の血流量検出に成功した。医療機器メーカと協業検
討を開始した。 

・「リニア・磁気浮上分野」では、工場内のデバイス搬送用に磁気浮上式リ
ニアモータを提案し、企業と共同研究開発に向けてフィージビリティ―
スタディを開始した。リニアモータの構造や推進・浮上原理、制御方法
について第一案がまとまった。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
各教員が積
極的に挑戦
しているた
め。 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-2-a 機械電気 8 分野・先進的研究件数 30 件 30 件  35 件 a 
  
 

 イ 地元企業の要望等に基づいて
行う実用型研究 

イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究  イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究 イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究  
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2-3 地域の活性化に貢献するため、地
元企業等のニーズに応える研究開
発を推進する。 
 

（ア）地域連携研究開発機構において、地域の企業からの要望に応える
研究開発を外部資金や学長裁量経費を活用して推進し、得られた研究
成果を学生や地域に還元する。 

（イ）学長裁量経費等を活用して、若手研究者の育成や学科の枠を超え
た学内共同研究の取組を強化し、学内研究の活性化を図る。 

 

地域連携
研究開発
機構（地域
連携総合
センター） 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）項 
・地元企業の要望に基づき、外部資金を活用しながら実用型研究を推進する。 
・前年度の成果を冊子としてまとめるとともに公開の講演会を開催し外部の意
見を聞くことで、地域への発信と情報交流を行う。 

・予算の配布方法を変更し、本機構の機能がより発揮される体制とする。 
（イ）項 
・プロジェクト申請型の予算配分を行い、若手研究者の育成や学科の枠を超えた
共同研究の取組を促し、学内研究の活性化を図る。 

 

【2019 年度・年間実績】 
（ア）項 
・スワリカブランド事業担当の部門において外部資金を使い、地元企業と
協力しながら実用型研究を行った。 

・前年度の実績を報告書としてまとめるとともに、公開の講演会等を開催
し地域への発信と情報交流（外部意見を聞く機会とした）を行った。 

（イ）項 
・プロジェクト申請型の予算配分を行い、若手研究者の育成や学科の枠を
超えた共同研究の取組を促し、学内研究の活性化を図った。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
地域企業と
の連携が大
きく前進し
たため。 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

地域企業等との連携研究件数 （受託研究、技術
指導、共同研究）協定無しも含む 

15 件/年 
(期間内平均) 

18 件 20 件 44 件 s 

地域企業等との連携研究件数 （研究助成金） （設定なし） １件 3 件 2 件 ｄ 
  
 

（ウ）地域からの技術的な問い合わせに対して、教員の知見を活かした
技術的な指導を行う。 

（エ）特許等知的財産の活用促進については、産業利用の可能性を充分
見極めるとともに、登録後は幅広く地域・社会で活用されるよう努め
る。 

 

産学連携
センター
（地域連
携研究開
発機構/地
域連携総
合センタ
ー） 

【2019 年度・年度計画】 
（ウ）項 
・地域からの技術的な問い合わせに対して、教員の知見を活かした積極的な技術
的な指導を行う。 

・専門コーディネータのスケジュールを調整し、週５日に必ず１名以上が常駐
することで、常に地域からの技術相談等に対応するとともに、教員の研究活
動の活性化を図る。 

（エ）項 
・学内に発明委員会を設置し、特許の活用を審議するとともに、知財顧問の専門
的な助言のもと積極的な特許出願を促進する。 

・産業利用の可能性を充分見極め、登録後は幅広い地域・社会で活用を検討す
る。 

 

【2019 年度・年間実績】 
（ウ）項 
・3 名のコーディネーターが毎日 1 名以上常駐する体制とし、地域からの
技術相談等に対応し、当該分野の教員と連携しながら技術指導等の検討
を行った 

（エ）項 
・発明届が提出された際には、随時発明委員会にて審議を行い、積極的な
出願につなげた 

・特許事務所に知財顧問を委託し必要に応じて、特許出願に関する相談を
随時受け付ける体制を充実させた。 

・特許出願およびその効果的活用に向けて、更なる活性化のために研究成
果や知的所有権の専門外部機関へ知財アドバイザー派遣を申請した。 

・地域企業からの技術相談に対して、積極的に若手研究者を抜擢・紹介す
るとともに、1 件の共同研究契約締結と 2 件の NDA 締結合意へ繋げ
た。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-3-a 諏訪圏内企業等との技術指導件数 2 件 5 件 2 件 ｄ 
2-3-b 諏訪圏内企業等々の特許出願件数 3 件 3 件 5 件 a 

  
 

 ウ 競争的外部資金の獲得の推進 ウ  競争的外部資金の獲得の促進  ウ  競争的外部資金の獲得の促進 ウ  競争的外部資金の獲得の促進  
2-4 研究競争力を高めるために、

様々な団体からの受託研究や外部
資金の獲得のための取組を行う。 
 

研究競争力を高めるため、科学研究費補助金等の競争的研究資金の獲得
の促進に努め、さらに JST（科学技術振興機構）、NEDO（新エネルギー・
産業技術総合開発機構）、総務省（戦略的情報通信研究開発推進制度：
SCOPE）等、国の関連機関等からの受託研究を増やす取組みを強化する。 
 

研究科（地
域連携研
究開発機
構） 

【2019 年度・年度計画】 
・科学研究費獲得のため、獲得に成功した申請書（本人の了承分）を学内で公
開し、獲得件数を増やす取組みを強化する。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のため、特任教授による情報提供、応募時の
支援体制を強化する 

【2019 年度・年間実績】 
・競争的外部資金の獲得件数向上のため、特任教授等による情報提供をネ
ットで公開し、また応募時の支援要望に対して特任教授等により対応す
る体制をとっている 

・昨年度の科研費採択者の申請書 3 名分について、希望者が閲覧し参考に
できる体制とした。 

・コーディネーターによる技術相談の推進と、外部資金募集に関する情報
について学内への周知を強化した。 

 

自己評定 
＜ ｃ ＞ 
年度計画を
実 施 し た
が、採択・実
施件数が目
標値を下回
ったため。 
 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

科学研究費補助金等の採択・実施件数 
15 件/年 

(期間内平均) 
10 件 15 件/年 11 件 d 

受託研究、技術指導件数 
15 件/年 

(期間内平均) 
11 件 15 件/年 11 件 ｄ 

共同研究件数 
15 件/年 

(期間内平均) 
21 件 15 件/年 24 件 a 

(非競争的)研究助成金件数 （設定なし） 11 件 15 件/年 10 件 d 
  研究助成金の内、競争的な助成金は科学研究費補助金等へ移行 
 
 



28 
 

 エ 他大学との共同研究のさらな
る推進 

エ  他大学等との共同研究のさらなる推進  エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 エ  他大学等との共同研究のさらなる推進  

2-5 東京理科大学を始めとする他大学
との共同研究を充実させる。 
 

（ア）東京理科大学との連携を一層充実させると共に、実現可能な協力
分野を拡大 
させる。 
（イ）研究成果の報告・発表の機会を拡充する等、教員と学外の研究者・
企業技術者等との交流活動を推進する。 
（ウ）若手研究者の視野を広げるため、企業等学外での研修を促進する。 
<数値指標>事業単位（2-1）から（2-5）共通 

項 目 目標値 期間等 
科学研究費補助金等の採択・
実施件数 

15 件/年 期間内平均 

受託研究、技術指導件数 15 件/年 期間内平均 
共同研究件数 15 件/年 期間内平均 
地域企業との連携研究件数
（受託研究、技術指導、共同
研究件数） 

15 件/年 期間内平均 

（ここでの目標値は新規案件と継続案件の合計値を示す。） 
 
 

地域連携
研究開発
機構/産学
連携セン
ター（研究
科） 
 
 

【2019 年度・年度計画】 
（ア）項 
・東京理科大学との共同研究推進のため協力可能な分野を積極的に検討す
る。 
・他大学等との共同研究へのインセンティブを高める。必要に応じて予算配
分を検討する。 

（イ）項 
・地域連携研究開発機構の各部門に学会等への発表のため、予算を配分する。 
・企業の技術者との会合を開催し交流活動を行う。 

（ウ）項 
・若手研究者を主な対象とする企業等の見学会などを企画し、地元企業への
理解を深める。 

 

【2019 年度・年間実績】 
（ア）項 
・プロジェクト研究に於いて他大学との共同研究テーマに予算を配分し
た。 

（イ）項 
・各部門に学会等への発表のために使用できる予算を配分した。また、機
構の発表会のポスターセッション・交流会において企業の技術者と交流
活動を行った。 

（ウ）項 
・企業見学会を 3 回開催し、若手研究者の参加を促した。 
 

自己評定 
＜ a ＞ 
他大学との
共同研究か
ら判断して
研究の充実
化が十分行
われたと判
断 し た た
め。 

 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-5-a 他大学との共同研究等の件数 18 件 20 件 41 件 s 
2-5-b 企見学会の開催数 3 回 3 回 3 回 ｂ 

  
 

 （２）研究の実施体制等に関する
目標 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置  （２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 （２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 ア 研究実施体制の整備 ア 研究実施体制の整備  ア 研究実施体制の整備 ア 研究実施体制の整備  
2-6 地域産業界等のニーズに応え、

先進的なイノベーション型研究及
び実用型研究を推進するため、「地
域連携研究開発機構」を設置する。 
地域連携研究開発機構に複数の

研究部門を設置し、地元企業等か
ら寄せられる研究開発課題に応え
る研究を推進する。 

（ア）地域産業界等のニーズに応えるとともに先進的なイノベーション
型研究を推進するために、地域連携研究開発機構を設置する。 
 

地域連携
研究開発
機構 

（2018 年度で当該機構の設置完了） （2018 年度で当該機構の設置完了） 
 

（2018 年） 
＜完了＞ 

（イ）地域連携研究開発機構には、研究を効率的に実施し、かつ時宜を
得た研究活動を可能とするために、以下の研究部門を設置する。 
研究部門 研究テーマの例 

「地域先進技術 
研究部門」 

・パーソナルモビリティ 
・先進型自動車 
・次世代航空機 
・医療機器用小型モータードライブ 
・磁気回路設計技術に基づいた新搬送シス
テム 
・カーボンナノチューブ等の新材料開発 
・ウェアラブルデバイス 

「人工知能・IoT 
研究部門」 

・農業への IoT、AI 応用 
・健康管理への IoT、AI応用 
・ネットワークセキュリティ技術 
・複数情報データの分散強調技術 
・LPWA（低出力広域）通信 

「農業理工学 
研究部門」 

・農業への IoT、AI 応用 
・再生可能エネルギー 
・スマート農業 

「医療介護・健康工学 
研究部門」 

 

・健康管理への IoT、AI応用 
・認知障がい判定 
・認知機能低下予防 
・遊技障がい予防と回復支援 
・障がい者の行動支援 

「地域情報・マネジメ
ント研究部門」 

・行動予測とその実社会への適用 
・ビッグデータの収集・分析 
・地域情報の収集と活用 

 
 
（ウ）研究部門には設置期間を設け、3 年経過後に中間評価、5 年経過後
に研究成果を評価して、必要に応じて改編を行う。 
（エ）地域連携研究開発をはじめとする研究活動には、大学院生を積極
的に参加させ、研究の推進を図るとともに大学院生の実践的教育に資す
る。 
 

地域連携
研究開発
機構 

【2019 年度・年度計画】 
（イ）項 
・地域連携研究開発機構の研究を効率的に実施する。地域連携研究開発機構の
予算執行において、プロジェクト申請型の配分を検討し、申請時に重点項目
を定めることで、域産業界等のニーズに応えるとともに先進的なイノベーシ
ョン型研究を推進する。 

・2019 年度の研究部門体制：６研究部門での地域企業等との連携を推進する。 
「地域先進技術研究部門」  
「人工知能・IoT 研究部門」  
「農業理工学研究部門」   
「医療介護・健康工学研究部門」 
「地域情報・マネジメント研究部門」 
「次世代輸送システム研究部門」 

・時宜を得た研究活動を可能とし、研究の効率化及び地域貢献をさらに行うた
め、スワリカブランド事業担当とリカレント教育担当を組織に追加する。 

（ウ）項 
・研究報告書の作成・配布、公開報告会の開催により、内外の意見を聞き、地
域への発信と情報交流を行うとともに、制度の改善に努める。 

（エ）項 
・地域連携研究開発における研究は、大学院生の積極的な参加を促す施策を実
施する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
（イ）項 
・地域連携研究開発機構の予算執行において、プロジェクト申請型の配分
を実施し、重点項目を決めそれに沿ったテーマについて優先的に予算を
配分した。 

・スワリカブランド事業担当とリカレント教育担当を組織に追加した。 
（ウ）項 
・研究報告書の作成・配布、公開報告会を開催した。直接意見交換をしたほ
か、アンケートを実施し今後の改善の参考とした。 

（エ）項 
・機構で行った研究成果の学会等での発表に使用できる予算を配分した。 
 
 

自己評定   
＜ a ＞ 
年度計画が
実施され研
究成果が出
たと研究開
発件数から
判断したた
め。 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-6-a 地域連携開発機構の研究開発件数（特許数と審査のあ
る論文およびプロシーディング数の合計） 

50 件 50 件 64 件 s 

2-6-b 地域連携研究開発機構研究報告会開催 － 1 回開催 7/6 開催実施 b 
  
 
〔中期計画・指標単位項目〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 備考 

地域連携研究開発機構 担当教員数 
20 名以上 

(2023 年度期間末) 
47 名 

2018 年度で 
終了※ 

  ※中期目標値は初年度達成。 
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 イ 研究支援体制の整備 イ  研究支援体制の整備  イ  研究支援体制の整備 イ  研究支援体制の整備  
2-7 研究活動の活性化を図るため、

産学官金連携による取組や研究経
費の効率的な配分を行う。 
また、大型競争的外部資金研究、

産学官金連携プロジェクト研究、
地域や大学からの起業を支援する
拠点づくりに取り組む。 
 

（ア）産学官金連携研究支援組織の充実 
産学官金連携の研究支援について、産学連携センターを充実させ、その
機能を強化する。 
 

産学連携
センター 

【2019 年度・年度計画】 
・産学官金連携の研究支援について、より適切な支援の実現を目指すため、産
学連携センターの支援体制の充実とその機能強化を推進するため HP での研
究内容紹介、申請書の見直し等の対策検討し、可能なものから実施する。 

・産学連携コーディネーター3名の役割分担を明確にし、研究支援専門の担当
をつける体制とする。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・公的研究資金獲得のための事務発注に係る流れを見直し、手続きに関す
る内容の見直しを行った。 

・地域からの企業支援と産学官金連携の強化のために、金融機関とベンチ
ャーキャピタルとの業務連携を進めた。 

・産学官金連携に向けて、JST などの公的機関の産学関連助成金獲得のた
めの説明会を計画・実施した。 

・地域からの企業支援のために、長野県創業支援センターとの連携を検討
した。 

・地域や大学と連携に向けて、JST の助成事業である「知の拠点」助成事
業への申請検討を行った。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-7-a 産学連携コーディネーターによる産学官金連携研究支援件数 － 25 件以上 36 件 a 
  
 

2-8～10 
 

（イ）学長裁量経費等を活用した研究支援の充実 
研究の活性化を図るため、学長裁量経費等を活用して、学内共同研

究や若手研究者の研究の取組に対する支援を充実する。 
（ウ）競争的研究の裾野拡大に向けた支援体制の確立 

研究競争力を高めるため、科学研究費補助金をはじめとする競争的
研究資金の申請、獲得を促進する支援体制を確立する。 

（エ）起業支援の推進 
ベンチャー企業及び既存企業の新分野への進出支援に関する機能

を充実させる。 

地域連携
研究開発
機構 

【2019 年度・年度計画】 
（イ）項 
・学長裁量費について、一部基盤研究費等、一部研究内容に応じた研究費とし
て適切に配分する。特に学内共同研究や若手研究者の研究の取組が効果的に
行われるよう傾斜配分とする。 

・科学研究費補助金の申請、獲得を促進するため、申請書について助言するシ
ステムを維持改善する。 

（ウ）項 
・科学研究費補助金をはじめとする競争的研究資金の申請、獲得を促進するた
め、特任教授による情報提供や応募時の支援体制を強化する。 

（エ）項 
・ベンチャー企業及び既存企業の新分野への進出支援に関する研究会等を実施
する。 

・社会人ＡＩ教育プラットフォームを構築して、2020 年度「基礎編」「応用
編」の開講を準備する。 

【2019 年度・年間実績】 
（イ）項 
・予算の一部を基盤研究費、残りを傾斜配分とした。 
・昨年までの助言システムを維持するとともに、今年獲得に成功した申請
書（公開に同意したもの）を参考のために公開することにした。 

（ウ）項 
・競争的研究資金の情報を学内のネットで随時提供できるシステムとなっ
ている。特任教授等からの情報もそこに提供することとした。 

（エ）項 
・ベンチャー企業及び既存企業の新分野への進出支援に関する研究会等を
実施した。 

・社会人ＡＩ教育プラットフォームを構築して、2020 年度「基礎編」「応
用編」の開講を準備中、導入編は順調に進んでいる。 

 
 
 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-8-a 新規科学研究費補助金等獲得数 7 件 5 件 4 件 c 
2-8-b 「AI/IoT 導入編」開催 2019/3 月開始 全 10 回 10 回 ｂ 
2-8-c AI「基礎編」「応用編」コースの準備完了 － 2 月末完了 2 月末完了 ｂ 

  
 

 ウ 研究環境の整備・拡充 ウ 研究環境の整備・拡充  ウ 研究環境の整備・拡充 ウ 研究環境の整備・拡充  
2-11 地域連携研究開発機構をはじめ

とした様々な学内組織による研究
や、今後の新たな研究分野への展
開を見据えて、必要な施設設備の
整備を行う。 

 

産学官金の共同研究を促進する拠点施設等の整備・活用を図る。 
・地域連携研究開発機構の目標を達成するために必要な研究開発スペー
スを順次整備し、汎用的な設備を準備して稼働させる。これらは、本学
の研究シーズを活かしたベンチャー企業等を支援するため等にも活用す
る。 
・ 新たな技術課題に関する研究や先端的な研究を継続的に行うことが
できるよう、研究施設や設備の計画的な整備や更新に努める。 
 

地域連携
研究開発
機構 

【2019 年度・年度計画】 
・産学官金の共同研究を促進するための研究スペースを確保し、必要な予算を
適切に配分して、汎用的な装置を導入するなど研究環境の整備を進める。 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・産学センターの研究室を産学官金の共同研究を促進するための研究スペ
ースとした。また汎用の小型人工知能 15 台を学科の学生実験室に設置し、
学生実験での使用だけでなく研究にも使えるようにする。 
 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-11-a 汎用の小型人工知能の導入 － 年度末まで 19 年度分完了 ｂ 
2-11-b 新 9 号研究開発棟設計仕様への反映 － 5 月末迄 4 月末に完了 b 

  
 エ 研究活動の評価及び改善 エ  研究活動の評価及び改善  エ  研究活動の評価及び改善 エ  研究活動の評価及び改善  
2-12 研究活動の評価結果を教員に適

時フィードバックし、教員の処遇
に反映するなど、研究活動に対す
る評価体制を整備し、研究の質の
向上を図る。また、研究倫理の徹
底等、研究活動の適正な実施に向
けた体制を確立する。 
 

（ア）研究活動の評価体制  
教員評価制度（p8、１（２）イ（イ））の評価項目にある研究活動項目の 
値及び外部の意見を基に評価する。 
 

教員業績
評価委員
会/教員業
績評価実
施委員会 

【2019 年度・年度計画】 
・新たに制定導入した教員業績評価制度に基づいて、教員評価を実施する。 
・評価の過程で常に見直しを行い、現状に即した公平な評価体制を構築する。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・新たに制定導入した教員業績評価制度に基づいて、教員業績評価を実施
した。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-12-a 業績評価委員会開催 
評価対象なく

未開催 
12 月末迄 

両委員会とも
開催した。 

ｂ 
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2-13 （イ） 競争的学内研究費の審査・評価体制の整備 
学内の競争的プロジェクト研究資金について、審査評価体制を整備する。 
 

地域連携
研究開発
機構 

【2019 年度・年度計画】 
・地域連携研究開発機構において各部門からの研究申請を審査委員会で審査、
評価し、適切な予算配分をする体制を整える。その評価結果を次年度の傾斜
配分予算に反映させる。 

 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・地域連携研究開発機構において各部門からの研究申請を審査委員会で審
査、評価し、適切に予算配分をした。 

・14 件の申請について、審査委員会にて審査を行い 10 件採択し、適切に
予算配分を行った。また、研究成果の評価を行うため、申請課題の成果
報告書の様式を作成し、申請者が年度末に提出し評価できる体制とし
た。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-13-a 機構内・審査評価部会開催 － 2 回/年 2 回 ｂ 
  
 

2-14 （ウ）研究倫理の徹底、不正行為防止に向けた体制の充実 
研究活動が適正に実施されるよう、研究倫理の徹底に努めるとともに、
不正行為の防止に向けた体制の充実を図る。 
 
<数値指標>事業単位（2-6）から（2-14）共通 

項 目 目標値 期間等 
地域連携研究開発機構 担当教員数 20 名以上 期間末 

 
 

研究活動
コンプラ
イアンス
推進委員
会 

【2019 年度・年度計画】 
・不正防止計画を策定し、それに基づき e-ラーニングを利用した研究倫理教
育、公的研究費予算執行説明会にてコンプライアンス教育を実施し不正行為
の防止体制を強化する。 

・研究活動が適正に実施されるよう小冊子を作成・配布し、その説明会を開催
する。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・不正防止計画をもとに、新入教員に対し e-ラーニングの受講による研究
倫理教育を行い、教員受講率 100％を維持した。 

・7/1 公的研究費予算執行説明会を開催した。今年度より科研費以外の公
的研究費採択者も対象とし、不正防止体制を強化した。 

・コンプライアンスガイドブックを作成し、全教職員を対象にコンプライ
アンス研修会を開催した。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

2-14-a コンプライアンス研修会参加率 － 100% 教職員 100% b 
  
 

 ４ 地域産業・文化の振興及び知
的資源の社会還元に関する目標 

３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成
するためにとるべき措置 

 ３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 

３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成する
ためにとるべき措置 

 

  自治体や経済団体等との各種審議会や委員会、研修会等への教職員の積
極的な参画を図る。 

    

 （１）地域社会との連携・協力体
制等に関する目標 

（１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにと
るべき措置 

 （１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき措
置 

（１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべ
き措置 

 

 地域と大学との連携を行うための
総合窓口として「地域連携総合セ
ンター」を設置する。地域連携総
合センターには、「産学連携センタ
ー」、「生涯学習センター」、「高大
連携センター」を設置し、地域と
の連携を図る。また、地域連携活
動における各種委員会等への大学
人材の派遣を通して、教職員の積
極的な地域活動への貢献を推進す
る。 

地域社会とのさまざまな連携及び支援等を統括し、推進する窓口組織と
して「地域連携総合センター」を設置し、その配下に「産学連携センタ
ー」、「生涯学習センター」、「高大連携センター」を設置する。地域連携
総合センターは、地域社会で開催される各種企画において、地域社会か
ら期待され、また、本学の知見等が活かせるものについては、積極的に
地域と連携し、学生・教職員の参加を募り、大学として参加し、地域と
の交流を推進する。加えて、諏訪圏内各市町村の施設を活用して、地域
社会との連携を深める。 
 

    

 ア 産学連携センターによる産学
官金連携 

ア 産学連携センターによる産学官金連携  ア 産学連携センターによる産学官金連携 ア 産学連携センターによる産学官金連携  

  地域連携総合センターの統括する「産学連携センター」において、産学
官金連携による共同研究や技術支援、交流活動等を推進する。 

    

3-1 「産学連携センター」において、
コーディネーターを配置し、多く
の関係機関や企業と連携して、新
事業・新技術の創出の促進や経営
革新活動の推進を通して、地域へ
の貢献を図る。 
 

（ア）大学の研究シーズと企業ニーズのマッチング促進 
a 「産学連携センター」の専門コーディネーターによる技術相談や
コンサルティング活動を推進する。 
b 大学の研究シーズと企業ニーズのマッチングを促進し、具体的な
研究開発案件については「地域連携研究開発機構」と連携し研究機
能を充実させ、学士課程や大学院課程における卒業論文・修士論文
テーマにもつなげる。 

 

産学連携
センター
（地域連
携研究開
発機構・
地域連携
総合セン
ター・工
学部・研
究科） 

【2019 年度・年度計画】 
・大学研究シーズと企業ニーズとのマッチングの促進のため産学連携センター
の人員を増やし、地域社会と教員との連携及び支援活動を行う。 

・「地域連携研究開発機構」で、自治体からのニーズに応えるととも、学士課程
の卒業論文や大学院における学位論文のテーマにもつなげる。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・産学連携コーディネーターを 1名増員。技術相談等の支援活動への積極
的な取組を行った。 

・産学連携センターに寄せられた自治体等からの課題については、地域連
携研究開発機構と連携し、研究開発につなげるとともに卒業研究生、大
学院生を同機構の実施する研究に参加させ実践的な教育の検討を行っ
た。 

・産学官金連携の更なる活性化のために研究成果や知的所有権の有効活用
に向け、専門外部機関へ知財アドバイザー派遣を申請した。 

 
 
 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
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〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

3-1-a 
産学連携コーディネーターによる産学官金連携研究
支援件数 

－ 25 件以上 36 件 a 

  
〔中期計画・指標単位項目〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

本学の主催する連携事業 
6 件/年 

(期間内平均) 
5 件 6 件/年 4 件 ｄ 

  
 

3-2 （イ） 産学官金連携による交流活動やネットワークの強化 
a 民間機関等に対する技術相談、委託研究・共同研究の推進及び支援、
講演会・セミナーの企画及び開催等を積極的に推進する。 
b 諏訪東京理科大学地域コンソーシアム推進協議会(組織変更予定)、
NPO 諏訪圏ものづくり推進機構、茅野・産業振興プラザ、テクノプ
ラザおかや、ものづくり支援センターしもすわ、長野県テクノ財団、
長野県工業技術センター精密・電子・航空技術部門、八ヶ岳中央農業
実践大学校、岡谷技術専門校等の各種団体・機関等とのネットワーク
体制の強化を図るとともに、企業と大学の相互理解を深める取組み
や、地域企業の技術力向上や人材育成に資する各種セミナーの開催、
研究成果の報告セミナーの開催、企業人と本学教員によるテーマ別研
究会等、産学官金の交流の場を積極的に提供するとともにその交流を
促進する。 
c産学官金連携の協力推進に関わる協定を本学と締結している諏訪信
用金庫や商工中金諏訪支店等の職員に対する地域連携コーディネー
タ研修を実施し、連携して地域企業に対する技術・経営個別相談を促
進する。 

 

地域連携
総合セン
ター（地
域連携研
究開発機
構・工学
部） 

【2019 年度・年度計画】 
・商工会議所、市商工課等と連絡を取り合い、学生の初年次向けキャリア教育を
中心に地域企業と連携した事業（企業見学・課題研究等）の検討作業を通して、
関係性の強化を図る。 

・現在本学と協定を結んでいる企業とのネットワークをより強化させるため、専
門コーディネーターを増員し、技術相談や交流活動、講演会やセミナーといっ
た交流活動に積極的に取り組む。 

・地域に関連した活動についての学習や、教員による最新の研究動向の紹介等
について検討を行う。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・茅野産業振興プラザの会議に本学のコーディネーターも参加することと
し、情報の共有を図ることした。 

・茅野産業振興プラザ主催の品質管理検定講座の実施に協力した。 
 
 

自己評定 
＜ c ＞ 

計画を大き
く下回った
ため 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

本学の参画する連携事業 
30 件/年 

(期間内平均) 
30 件/年 30 件/年 17 件 d 

  
 

3-3 （ウ）産学官金連携による研究の促進 
企業等との共同研究や奨励助成金による研究を推進するとともに、

JST や NEDO 等の公的機関からの大型の外部資金研究にチャレンジ
するための支援体制を強化する。  

 

地域連携
研究開発
機構（地
域連携総
合センタ
ー） 

【2019 年度・年度計画】 
・コーディネーターの活動により、県内外の企業との共同研究を促進し、JST
や NEDO 等の大型外部資金研究に関する、教員からの相談等に対応できる
よう、支援体制の強化に努める。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・県内外の企業との共同研究を促進し、JST や NEDO 等の大型外部資金研
究に関する、教員からの相談等に対応できる体制が機能し、NEDからの
外部資金獲得に成功した。 

 

自己評定 
＜ ｃ ＞ 
年度計画は
実施したが
指標単位項
目の値が低
いことから
十分でなか
ったと判断
したため。 

〔中期計画・指標単位項目〕事業単位 2-4 再掲 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

科学研究費補助金等の採択・実施件数 
15 件/年 

(期間内平均) 
11 件 15 件/年 11 件/年 d 

受託研究および技術指導件数 
15 件/年 

(期間内平均) 
11 件 15 件/年 11 件/年 ｄ 

共同研究件数 
15 件/年 

(期間内平均) 
21 件 15 件/年 24 件/年 a 

（非競争的）研究助成金件数 （設定なし） 10 件 15 件/年 10 件/年 d 
  
 

3-4 （エ）産学官金の共同研究を促進する拠点施設等の整備・活用 
競争的外部資金研究や産学官金連携プロジェクト研究、本学の研究

シーズを活かしたベンチャー企業等を支援するインキュベーション
機能を発揮できるための研究拠点等の施設整備を検討する。 

 

地域連携
研究開発
機構 

【2019 年度・年度計画】 
・地域連携研究開発機構の産学官金共同研究促進の拠点化推進の予算措置を行
って環境整備を進める。 

・茅野市からの受託研究を発展させ、地元企業との新たな開発を進めて行く。 

【2019 年度・年間実績】 
・地域連携研究開発機構の産学官金共同研究促進の拠点化推進の予算措置
を行って 1 件共同研究が開始された。 

・茅野市からの受託研究を発展させ、地元企業との新たな開発を 1件進め
ることができた。 

・産学官金共同研究促進の拠点化推進の予算措置を行って環境整備を進め
た効果もあり地元企業等との取り組み件数が目標値を超えて増加した。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
目標値を大
幅に上回る
取組件数の
増加から年
度計画を十
分達成でき
たと判断し
たため。 

  
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

3-4-a 地元企業等との取組み増加件数 － 2 件 12 件 a 
  
 

 イ 生涯学習センターによる地域
との連携 

イ 生涯学習センターによる地域との連携  イ 生涯学習センターによる地域との連携 イ 生涯学習センターによる地域との連携  

  地域への生涯学習の支援として、「生涯学習センター」において、地域か     
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らの要望や大学からの積極的な企画立案を基に、公開講座やセミナー、
イベントを開催し、地域住民への公立大学としての教育支援を深めてい
く 

3-5 「生涯学習センター」において、
地域の生涯学習支援を積極的に進
める。 
 

（ア）生涯学習支援の強化 
a 小学生に理科への興味・関心をもたせるため、「生涯学習センター」
の主催事業であるサイエンス夢合宿を引き続き実施する。 
b 小学生からシニアまでの幅広い層にわたって実施している出前講
座を充実し、新たな学び、あるいは学び直しのニーズに応えていく。 
c 地域に対してより開かれた大学となるため、公開講座を実施する。 
d 地域住民、社会人、シニア層、別荘居住者等への生涯学習支援と、
それらの人々の知見・スキルの活用の双方向の関わりにより、大学を
より身近に感じてもらうとともに、様々な立場での大学への参画を促
進するため、会員制による大学内での施設利用ができる「スワリカサ
ポーターズ」制度の充実や、大学施設の地域社会への積極的な開放等、
生涯学習に対する支援の充実に努める。 

生涯学習
センター 

【2019 年度・年度計画】 
・「サイエンス夢合宿」について、プログラムや広報を見直し、参加者の増加を
図る。受入定員上限までの参加者数を目指し、より多くの小学生に科学の啓発
活動が行えるよう努める。 

・「出前授業」について、既存講座内容見直しや新任教員の講座の登録を行い、
内容の充実を図るとともに、パンフレットに申込のフローチャートを新規で
追加する等、より申込がし易くなるように努める。 

・各種講座について、公開講座に対応可能か検討する。 

【2019 年度・年間実績】 
・「サイエンス夢合宿」は、宿泊設備の縮小により募集人数を削減(40 組→

32 組)したが、昨年度以上に多くの参加申込み(26組→43 組)を得て、上
限超過分についてはおことわりする事態となった。参加者(2 組キャンセ
ルが発生したので 30 組)からは、親子ともども宿泊しながら大学で学べ
るイベントを高く評価していただいた。 

 
 
 

自己評定 
＜ b ＞ 
出前授業の
件数は減っ
たが夢合宿
の評価が高
かったため
事業単位は
ｂ評定とし
た。 〔中期計画・指標単位項目〕 

項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

サイエンス夢合宿 
1 回/年 

(期間内平均) 
1 回 1 回 7/28-29 実施 b 

出前講座実施数 
40 件/年 

(期間内平均) 
55 件 40 件/年 16 件 ｄ 

  
 

 ウ 高大連携センターによる教育
機関との連携 

ウ 高大連携センターによる教育機関との連携  ウ 高大連携センターによる教育機関との連携 ウ 高大連携センターによる教育機関との連携  

3-6 「高大連携センター」において、
県内を中心とする高等学校と連携
して、高等学校教育と大学教育と
の円滑な接続と移行ができるよう
な取組を行い、地域で必要とされ
る人材を育成する。 
 

「高大連携センター」を中心に、各高等学校と連携して、高校生の工学
への興味・関心・意欲を高めるための活動を多面的・総合的に実施する。
具体的には、高等学校への出前授業、オープンキャンパス、連携授業、
連携研究、高校生の大学でのインターンシップ、夏期休暇期間等を利用
した高校生向けのサイエンスプログラム等の取組を推進し、高校生に大
学で学ぶ意欲を向上させる。 
 

高大連携
センター 

【2019 年度・年度計画】 
・「高大連携実習」、「サイエンス体験プログラム」を実施し、さらに上を目指し
て「高校の学び」と「大学の学び」への接続をよりわかりやすく、内容も充実
させていく。 

・「高校生によるポスターセッション」について、引き続き議論し検討を進める。 
・甲府工業高校と連携協定を結んだこともあり、大学と高校間だけでなく、高校
同士、それも県境を越えての情報交換、連携を模索し推進していく。このよう
な試みはあまり例がなく、大変有意義なものになると思われる。そのために本
学が核となり、積極的に働きかけていく。 

・県が計画を進めている県内高大連携事業プロジェクトにも積極的に参加、実行
していく。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・今年度も連携協定を結んでいる県内工業高校を中心に、「高大連携実習」
がスタートしている。中でも本学主催で、同じ分野の研究課題について、
複数の高校に対して高校の枠を越えてセミナーを開催し、課題解決のため
情報交換、交流を図ることができた。これは、これまでの高大連携事業に
ない画期的なことと思われる。 

・本学主催で協定校との情報交換会を実施した。今年度から県内工業系高校
5 校の他、甲府工業にも参加してもらい、県境を越えて連携事業の実績報
告、情報交換を行った。これもこれまでにない交換会になり、今後の事業
に活かされる大変有意義なものであった。 

・長野県教育委員会の先生方と面談し、本学の高大連携事業のこれまでの実
績を報告し、今後の高大連携事業の在り方について議論、情報交換を行っ
た。 

・高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」の開催、駒ヶ根市
高大連携マッチングフォーラムへの参加については、引き続き今年度も実 
施し、それぞれ参加者に好評を得た。 

・「高校生によるポスターセッション」についての議論はできてなく、今後
に持ち越しになってしまった。 

 

自己評定 
＜ b ＞  

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

高大連携事業 
10 件/年 

(期間内平均) 
38 件 30 件/年 33 件 a 

  
 

 エ 他の高等教育機関等との連携 エ  他の高等教育機関等との連携  エ  他の高等教育機関等との連携 エ  他の高等教育機関等との連携  
3-6 県内を中心とする他の高等教育

機関及び職業能力開発施設との連
携を推進する。 
 

信州大学等の県内大学との連携を図るため、県内高等教育機関で構成
する「高等教育コンソーシアム信州」に参加するほか、長野県南信工科
短期大学校や岡谷技術専門校等の職業能力開発施設との連携を推進する
など、幅広い分野での連携活動を行う。 
<数値指標>（3-1）から（3-6）共通 

項 目 目標値 期間等 
本学の主催する連携事業 6 件/年 期間内平均 
本学の参画する連携事業 30 件/年 期間内平均 
サイエンス夢合宿 1 回/年 期間内平均 
出前講座実施数 40 件/年 期間内平均 
高大連携事業 10 件/年 期間内平均 

 

工学部/高
大連携セ
ンター
（研究
科） 

【2019 年度・年度計画】 
・他大学との連携、関連教育機関との連携については、必要に応じて検討してい
く。 

・「高等教育コンソーシアム信州」に引き続き参加し、遠隔システムを利用した
連携を行っていく。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・放送大学との協定締結の結果、本年度 21名の受講者がでた。 
・「高等教育コンソーシアム信州」に引き続き参加して、今年、１名の学生
が e-learningによるネット配信講義を受講している。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

3-6-a 高等教育機関取組み連携件数 － 1 件 1 件 b 
  ※取組み連携件数には、新規案件、継続案件を含む。 
 

 （２）地域産業・文化の振興に関
する目標 

（２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措
置 

 （２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置 （２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置  
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 ア 地域課題解決への貢献 ア 地域課題解決への貢献  ア 地域課題解決への貢献 ア 地域課題解決への貢献  
3-7 地域連携総合センターを中心

に、地域の自治体、各種団体、企
業等との連携を行うなど、地域課
題解決に対する全学的な取組を強
化する。 
 

地域自治体等から依頼がある各種審議会・委員会等への参画要請に対
して、大学の知見を活かして積極的に対応する。また、上川アダプトプ
ログラム等のボランティア活動への参加や学生のチャレンジプランの取
組や、「地域連携課題演習」等を通じ、地域課題解決に向けて、学生の取
組の強化を図る。 
 

地域連携
総合セン
ター 

・学生参加型の業務依頼のうち学生のキャリア形成に有益な案件については、募
集活動を行う。また内容によって授業での取り組みテーマとして取り扱うこ
とも検討する。 

・相談内容に応じて、クラブ活動団体への情報提供を行うとともに、組織的なチ
ャネルを持たない多くの学生への情報提供および機会提供を行う。 

・地域連携事業への参加する意義について、「初年次導入教育」の時間を使って
学生らへ周知を図る。また、地域自治体との内容の調整を行う等、学生の地域
活動に対するハードルを下げるように努める。 

・LETUSから引き継ぎ、SOLAシステムを通した学生への情報提供、機会提
供を強化する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・こどもまつりやサイエンスフェスタ等で学生の参加募集を呼び掛けた。
また、諏訪市の地域課題「バスの利用促進」については、地域連携課題
演習で取り扱うこととした。 

・随時適当なクラブ活動団体への情報提供を行った。また、S-CLASS や
SOLA 内でも情報提供を行い、多くの学生へ情報提供の機会を設けた。 

・地域連携事業について「初年次導入教育」にて学生へ周知を図った。ま
た、地域自治体と打ち合わせをし、より学生が参加しやすい条件を整え
た。 

 
 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

地域要請に基づく各種審議会・委員会等への参画 
30 件/年 

(期間内平均) 
26 件 30 件/年 95 件 a 

 ※2019 年度は、集計を変更し継続案件をカウントすることにり件数が増加した。2019 年度実績：新規 49件、継続 46 件、計 95件 
 

 イ 地域とのネットワーク体制の
強化 

イ 地域とのネットワーク体制の強化  イ 地域とのネットワーク体制の強化 イ 地域とのネットワーク体制の強化  

3-8 地域課題の解決や地域との連携
を促進するために、地域連携総合
センターを中心に地域と大学とを
結ぶ実働的なプラットフォームを
構築し、地域産業・文化の振興に
貢献する。 

地域連携総合センターを主体として、産学官金の連携交流活動の促進、
自治体、経済団体、企業、NPO 法人との連携強化等、地域とのネットワ
ーク体制を構築する。加えて、地域に広く開かれた大学として、また、
大学の有する知的拠点としての図書館を地域の人々が利活用できる環境
を整備する。 
 

地域連携
総合セン
ター 

【2019 年度・年度計画】 
・これまでの協力関係を継続させ、各団体と個別な継続的関係を保ち、意見交換、
相談を通して、学生に向けた事業実施につなげる。 

・地域連携を活用した良質な教育機会を与えるための連携組織のありかたを検
討する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・諏訪市の移住プロモーション事業やバスの利用促進事業など、地域から
の相談を受け、学生に向けた事業実施につなげた。また、社会福祉協議
会等と継続的に情報共有を行った。 

・諏訪市より相談を受けた VR 技術を生かした移住プロモーション手法へ
の協力依頼に関して、学生らでプロジェクトチームを結成し、コンテン
ツ作成、プロモーション展示会等の運営へ協力した。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

3-8-a 地域連携学生参加事業件数 － 13 件 20 件 a 
  
 

図書館 【2019 年度・年度計画】 
・大学図書館の所蔵図書の認知を高め利用を促進するために所蔵図書サンプル
等を茅野市図書館の大学紹介コーナーに展示する。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・所蔵図書サンプル本（今回は英語の多読本）を茅野市図書館の当大学コ
ーナーに展示を行なっている。 

・茅野市図書館より縄文に関する展示物を借り展示 
 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

大学図書館の一般者利用実績 
1,000 件/年 
(期間内平均) 

1,009 件 1,000 件/年 1,097 件 a 

  
 

 ウ 地域への優秀な人材の供給 ウ 地域への優秀な人材の供給  ウ 地域への優秀な人材の供給 ウ 地域への優秀な人材の供給  
3-9 地域の活性化や産業振興を担うこ

とができる高度な専門的知識を習
得した有為な人材を地域及び県内
へ輩出して、その定着を進め、産
業の振興に資する。 
 

（ア）インターンシップ等を通じた交流の促進 
国内及び海外インターンシップの充実、共同研究や受託研究等への学生
参加の促進等、地域企業や研究機関との交流を深める。 
 

キャリア
センター/
地域連携
総合セン
ター（国
際交流セ
ンター・
地域連携
研究開発
機構） 

【2019 年度・年度計画】 
・キャリアセンターの就職支援事業としてのインターンシップの他に、社会の課
題を知る機会、企業の使命や課題等の現状を知る“学びの機会”として、低学年
向けの企業を見学・訪問・研究する事業を検討し、その実施を試みる。 

・事業計画は、商工会議所、市商工課との連携による検討を試みる。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・多くの学生が地域企業の使命や課題等の現状を知る”学びの機会”を増や
すための計画立案中。 

・長野県（諏訪地域振興局）と連携し、仕事とは何かを考える企業見学や
社会人とディスカッションするイベント「シゴトーク」の開催を学生ら
と共同で行った。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

インターンシップ参加学生数・国内 
50 人/年 

(期間内平均) 
62 人/年 50 人/年 115 人 ｓ 

インターンシップ参加学生数・海外  ― 30 人/年 37 人 a 
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3-10 （イ）県内に就職した卒業生とのネットワークの構築 
同窓会との連携により、県内の企業や諸機関等に就職した卒業生とのネ
ットワークの構築を図る。 
 

工学部
（地域連
携総合セ
ンター） 

【2019 年度・年度計画】 
・同窓会の会則、人事などについて検討し、卒業生とのネットワーク構築を進
める。 

 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・同窓会組織の枠組みの構築ができ、その情報発信ツールとなるウェブペ
ージを公開した。今後、実際の運用に向け組織の人選等を進める。 

・学校法人東京理科大学時代の卒業生に対して同窓会組織の案内文書を通
知し、会の発足や加入について周知した。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

3-10-a 同窓会組織の立ち上げ － 3 月末 
同窓生に組織発
足の案内送付 
（３月末） 

b 

  
 

3-11 （ウ）キャリアセンター事業の強化・充実 
a 県内企業への就職率向上に向け、学内の就職幹事およびキャリアセン
ター担当事務職員の資質を向上させ、県内出身学生の県内への就職と、
県外出身学生と保護者に対する長野県の魅力発信、県内企業の魅力発信
等の取組みの充実を図る。 
b 学生就職支援に関わる県内関係機関との連携を密にし、各種就職ガ
イダンス等への学生の積極的な参加を促進する。 
<数値指標>（3-7）から（3-11）共通 

項 目 目標値 期間等 
地域要請に基づく各種審議会・委員
会等への参画 

30 件/年 期間内平均 

国内外インターンシップ参加学生数 50 名/年 期間内平均 
大学図書館の一般者利用実績 1,000 件/年  期間内平均 

 
 

キャリア
センター
（教務・
学生支援
課） 

【2019 年度・年度計画】 
・県外出身者の増加を踏まえて、長野県を知ってもらい、将来の進路に長野県の
企業等が選択肢になるようにするために、1 年次の授業「初年次導入教育」に
おいて「キャリア形成講座」を開講する。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用したインターンシップを、授業
としての「インターンシップ」履修と連携し、より多くの学生の利用を促進
する。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・「初年次導入教育」において「キャリア形成講座」を開講し，92％が満足

(とても満足している、まあ満足している)という結果になった（回答率
62.9％）。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用し，国内事業所 26社に対し
て 39 名（内、履修者 16名）、海外事業所 1 社に対し 1 名の学生が参加
した。 

・国内インターンシップ参加学生は延べ 111名、海外インターンシップ参
加学生は 36 名となっており，目標を大きく上回った。 

・長野日報就職研究会及び茅野市労務対策協議会との就職情報交換会に参
加し，県内，とくに諏訪地域の企業との連携を密にし，学生への情報提
供の一助とした。 

 

自己評定 
＜ a ＞ 
インターシ
ップ参加者
数が目標値
を大幅に上
回 っ た た
め。 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

3-11-a インターンシップ参加者数 － 50 人 152 人 ｓ 
  
 

 ５ 大学の教育研究及び法人経営
の体制・環境整備に関する目標 

４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成
するためにとるべき措置 

 ４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 

４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成する
ためにとるべき措置 

 

 （１）業務運営の改善及び効率化
に関する目標 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべ
き措置 

 （１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 （１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措
置 

 

 ア 組織運営の改善の取組 ア 組織運営の改善の取組  ア 組織運営の改善の取組 ア 組織運営の改善の取組  
4-1 (ア) 公立大学法人（以下、「法人」

という。）における経営の責任者で
ある理事長と、大学の教育研究の
責任者である副理事長（学長が兼
務）が、それぞれにリーダーシッ
プを発揮し、迅速かつ適切な意思
決定が行える組織体制を構築す
る。 

(ア)公立大学法人の理事長及び副理事長（学長が兼務）が迅速な意思決
定のもとリーダーシップを発揮することができるよう、公立大学法人の
各機関（理事会、経営審議会、教育研究審議会）の役割分担を明文化し、
各機関で共有する。 
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・（2018 年度・各機関の機能及び組織完了） 
・規程の外部公表を早急に進める。 
・規程にもとづいた法人各機関との連携を明確にし、理事長及び副理事長(学長
が兼務)が迅速な意思決定と強いリーダーシップが発揮でき、外部から登用し
た有識者の意見を共有できる体制を確立する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・すべての規程を見直し、本学の状況に見合った内容であるかの精査及び
数字や表現等について統一した。また、理事長及び副理事長(学長が兼
務)が迅速な意思決定とリーダーシップを発揮すること、時代の趨勢に併
せた対応をするために、効率的かつ効果的な方法等を探り、規程の改
廃・追加を行った。 

自己評定 
＜ b ＞ 

 
 

(イ) 学外から経営感覚に優れた
人材や社会のニーズを捉えること
のできる人材を経営組織に登用す
るとともに、教職員に法人組織の
一員であることを自覚させ、法人
の自立的な運営を支える人材とし
て育成し、常に大学の変革を意識
した運営を行う。 
 

(イ)経営審議会及び教育研究審議会は、委員として学外の有識者を登用
する等、常に大学の発展のための提言を与える機関として組織する。  
 

・（2018 年度・経営審議会及び教育研究審議会の組織完了） 
・経営審議会及び教育研究審議会の役割分担を明確にし、それぞれの立場から
の大学の発展のための意見、提案を吸い上げ、提言を与える機関として強化
させる。 

 

・経営審議会及び教育研究審議会に 2018 年度の業務実績報告を伝え、各
審議会からの提言を受けて、中期目標及び 2019 年度目標へと反映させ
た。 

・任期満了等に伴い、人員の入れ替えがあったが切り替えはスムースに進
んだ。教育研究審議会は数を減らしたが適所での実施であり、効率的で
適切な会議運営の結果として、年度計画を達成していると評価した。 

 
〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-1-a 経営審議会の開催 年 5 回実施 4 回 ４回 ｂ 
4-1-b 教育研究審議会の開催 年 5 回実施 4 回 ３回 d 

 ※前年度実績は、学長選考のための臨時審議会を含む 
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(ウ) 教職員が個性と能力を最大
限に発揮しうるできる限り定量的
な人事評価制度を導入し、公平公
正な人事評価を実施して、人材の
処遇・配置に繋げる。 
 

(ウ)正当な評価に見合った給与等の支給のためにも、また、人材育成の
ためにも、教職員の業績評価方法について見直しを検討する。人事評価
については、できる限り定量的な評価の可能なポイント制による評価制
度の導入等を検討する。 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・学校法人時の制度の見直しを行い、本学の現状に即した業績評価体系とし
た。学校法人からの移籍者と新規の採用者との整合性を図りつつ、正当な評
価に見合った給与等の支給を行う。また、評価は公平性を保つため、可能な
限り数値化し、比較しやすくすることで、格差を減らす制度とした。 

【2019 年度・年間実績】 
・移籍者の給与支給は新規の採用者との整合性を図りつつ調整を行った。 
・教員の業績は、公平性を保つため、可能な限り平等となる指標に基づい
た数値データの収集につとめた。データをもとに教員業績評価を初めて
実施した。(業績評価 11 月、評価反映 12月～) 

・教員業績評価の実施内容に基づき 3 月に運営組織による見直しを行い、
評価方法、定量的で公平なデータ集めの方法をまとめる。 

・事務職員の人事評価を従来の者を改定したもので、新たに実施した。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-1-c 人材配置変更及び新規採用者実施 4 月実施 年 1 回 7/1 付実施済 b 
  
 

 イ コンプライアンス遵守と体制
の整備 

イ コンプライアンス遵守と体制の整備  イ コンプライアンス遵守と体制の整備 イ コンプライアンス遵守と体制の整備  

4-2 (ア) 大学として社会に求められ
ている研究及び管理運営等に関す
る倫理・規範の遵守はもとより、
不正経理、不正論文、ハラスメン
トの防止等、すべての教職員が高
い意識を共有してコンプライアン
スを厳守し、そのための危機管理・
自己管理の充実・強化に取り組む。 
 

（ア）法令遵守徹底のための教育研修会の実施や、違反時の処罰規程の
明確化等を検討する。また、ハラスメント等を防止するため、相談窓口
の設置、教職員・学生に対する研修等啓発活動を推進する。 
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・相談窓口の適切な運用を継続して行う。 
・規程に則った運用を常に意識し、違反時の対応プロセスを明確にする。 
・研究倫理に関しては、国の定めるガイドラインを習熟した上で、本学のガイド
ラインの作成を進める。 

・ハラスメントを含むコンプライアンス遵守に関して全教職員を対象にした研
修会を実施する。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・コンプライアンスの基本的な考え方や法令遵守徹底のための心構え、業
務上の注意事項をまとめた本学コンプライアンスガイドブックを発行
し、全教職員に配付した。この中で、コンプライアンス遵守とは、中期
目標を達成するための基本的な行動であると定めた。 

・7 月 10日、17 日の 2 日間、コンプライアンスガイドブックに基づいた
コンプライアンス研修会を実施し、内容の周知徹底をした。研修会は外
部講師を招いて行い、社会から求められているあり方をふまえ本学のあ
り方を伝えることができた。 

・コンプライアンスガイドブックの別冊として発行した「ハラスメントの
防止ガイドライン」を踏まえ、昨今の情勢や実例を交えながらハラスメ
ントの基本的な概念を全体で共有しするため、2月 19 日に、外部講師を
招いて全教職員を対象としたハラスメント防止研修を実施した。 

・対象の教員に対し、研究倫理の e-learning を実施した。受講率 100％ 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-2-a コンプライアンス等啓発研修参加率 － 100% 100％ b 
  
 

4-3 (イ) 教育研究・業務運営におけ
る個人情報の保護等に関するセキ
ュリティ体制を整備する。 
(ウ) 大学での突発的な事故、災
害等に対応する危機管理体制を整
備する。 
 

（イ）教育研究・業務運営における個人情報の保護等に関するセキュリ
ティ体制を整備する。 
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・関係規程に準じた運用を行う。 
・個人情報の保護等に関する情報にアンテナを張り、現状に即したセキュリティ
体制とする。 

・プライバシーポリシーの制定を進め、ホームページ、学内のポータルサイト
などを通じて本学教職員及び全学生、学外への周知徹底を図る。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・本学のプライバシーポリシーにもとづいた冊子「情報倫理ハンドブッ
ク」を作成し、4月に全学生及び教職員に配付した。 

・プライバシーポリシーに基づいたセキュリティ体制で臨んだ。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
ハンドブッ
クを学生・
教職員へ配
付できたた
め。 
 〔年度計画・定量指標〕 

指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 
4-3-a セキュリティ情報発信数 － 4 件  2 件 ｄ 

  
 

 ウ 事務等の効率化・合理化の推
進 

ウ 事務等の効率化・合理化の推進  ウ 事務等の効率化・合理化の推進 ウ 事務等の効率化・合理化の推進  

4-4 (ア) 効率的かつ効果的な事務処
理を目指し、教職員の資質向上の
ための教育や研修等のＳＤ(スタ
ッフ・ディベロップメント)※5を
実施する。 
 

(ア)学内外の研修への積極的な参加等の SD(スタッフ・ディベロップメ
ント）※10 活動を行い、事務職員の専門性を高めていくとともに、常に
経営管理能力を身に付けるための育成計画を立てる。 
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・学内外への研修への積極的な参加を実施する。 
・理事長及び管理職による定例打合せを開催し、職員全体で本学の状況に関す
る情報共有を図る。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・事務職員を対象にコミュニケーション研修を実施した。（8/8） 
・事務職員を対象に階層別研修を開始し、今年度 13 名が受講した。 
・理事長及び管理職による定例打合せを実施している。（毎週火曜） 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

外部研修参加 
 

職員 5人以上/
年 

19 人 5 人 25 人 a 
 

学内研修・勉強会等の開催 3 件/年 5 件 3 件/年 3 件 b 
事務職員の SD活動参加率 100% 86.2％ 100% 2 回実施 b 



36 
 

1 回目 100％ 
2 回目 93％ 

  
 

4-5 (イ) 業務のスリム化・効率化・
迅速化及び事務処理の電子化を一
層推進するとともに、そのための
情報基盤を整備する。 
 

(イ)定常的な業務については、原則的に人材派遣や外部委託等による契
約職員の登用を検討する。  
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・事務職員(パート職員)を採用し、学科等の定常業務を行って、教員の事務での
業務量を削減する。 

・外部委託による IT 専門員を登用し学内情報システムの運用体制を確立す
る。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・学科事務(パート職員)の採用及び外部委託による IT 専門員の登用によっ
て定常的な業務体制を整備した。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-5-a 外部委託体制完了 － 6 月末迄 4 月配置完了 ｂ 
  
 

4-6 (ウ)効率的な事務処理のために、各種電算システムの適切な運用と、業
務情報の共有化を図り、例外のない統一したルール化およびマニュアル
化等を推進する。  
<数値目標>（4-2）から（4-6）共通 

項 目 目標値 期間等 
外部研修参加 職員 5名以上/年 期間内平均 
学内研修・勉強会等の開催 3 件/年 期間内平均 
事務職員の SD活動参加率 100% 期間内 

 
 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・完全移行した情報システムについて、安定した運用ができるようにし、情報
セキュリティ管理を推進する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・IT 専門員の不在中でもシステム対応ができるよう遠隔操作システムを導
入した。都度、発生した障害は IT 専門員と協力をして解決をした。 

・IT 専門員のシステムの理解度向上のために定期的に打ち合わせを行っ
た。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-6-a 
情報システム課題解決度（安定した運用、セキュリテ
ィ管理） 

－ 100% 100%(2/2) ｂ 

  
 

 （２）財務内容の改善に関する目
標 

（２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  （２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 （２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 公的資金を財源とする運営費交
付金によって法人が運営されるこ
とを十分に認識し、自己収入の増
加及び経費の抑制に努める。 
 

     

 ア 外部研究資金等の獲得の取組 ア 外部研究資金等獲得の取組  ア 外部研究資金等獲得の取組 ア 外部研究資金等獲得の取組  
4-7 外部研究資金の獲得や科学研究

費補助金等の国の競争的資金の獲
得のために、組織体制の整備を行
う。 
 

(ア)産学連携センターを中心に、科学研究費補助金や受託研究費等の外
部研究資金に関する情報の収集、教員への広報や申請業務等のために、
専門員（産学連携コーディネータ）による支援体制を構築する。 
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・教員向けに共同研究や奨励助成金、公的機関からの外部資金研究に係る情報
を随時更新するとともに、申請業務等に対する支援体制を強化する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・随時外部資金研究に係る情報の更新と、教員からの申請に関する相談の
受入、申請書の確認等の支援を行った。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-7-a 外部資金獲得情報更新件数 － 30 件以上 34 件 a 
  
 

(イ)公的機関の大型プロジェクト等に積極的に応募し、資金獲得に努め
る。 
<数値目標>（4-7） 

項 目 目標値 期間等 
外部資金獲得件数及び獲得資
金 

40 件、7 千万円/年 期間内平均 

 
 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・グループウェアを用いた公募案件の随時更新を行い、教員への周知を強化す
ることで、外部資金の獲得に努める。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・グループウェアを用いて、公募型研究助成金 4件を獲得した 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔中期計画・指標単位項目〕 
項目 中期・目標値 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

外部資金獲得件数 
40 件/年 

(期間内平均) 
44 件 40 件以上 46 件 a 

外部資金獲得獲得資金 
7 千万円/年 
(期間内平均) 

134,532 千円 7 千万円/年 106,523 千円 s 

  
 

 イ 人件費等の抑制 イ 人件費等の抑制  イ 人件費等の抑制 イ 人件費等の抑制  
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4-8 適正な活動に沿う教職員の採用・
配置、事務組織体制等の見直し、
定常業務の外部委託の活用等を常
に行い、人件費の抑制に努める。 
また、省エネルギー・省資源化を
促進し、経費の抑制に努める。 
 

(ア)年次計画を基にして、毎年度、予算執行方針を作成し、厳格な経費
管理を実施する。 
 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・予算編成作成方針を作成し、前年度予算執行実績を考慮した次年度予算計画を
実施する。 

・適切な経費管理を行い、経費削減にも務める。 
 

【2019 年度・年間実績】 
・次年度予算作成方針について、9/25 開催の理事会で承認され予定どおり
実施した。 

・経費支出は適正に執行を行い予算内での運用を行った。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-8-a 2020 年度予算作成方針作成 － 9 月末迄 9/25 ｂ 
4-8-b 一般管理費予算実績比 82％ 100%以下 78％ a 

  
 

(イ)外部委託や電子化等により、継続的に管理業務の効率化を図る。 財務課  
【2019 年度・年度計画】 
・本年度より業務委託の IT 専門員に本学のネットワークや情報システムを早
期に習得させ業務の円滑化を図る。 

 
 
 

【2019 年度・年間実績】 
・IT 専門員に本学のネットワーク構築図等、情報システムに関する資料作
成を依頼し、作成を行った。 

・IT 専門員の学内情報システムの理解度向上のために定期的に打ち合わせ
を行い、情報共有に努めた。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-8-c IT 専門員の業務習得完了 － 3 月末迄 計画習得完了 ｂ 
  
 

(ウ)学内において、光熱水費の使用状況を把握・分析し、教職員及び学
生へ周知を行い、教職員及び学生のコスト意識を高める。 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・教職員及び学生のコスト意識を高めるため、電力モニタ、掲示等により経費
削減について周知し、光熱水費の抑制を図る。 

 
 

【2019 年度・年間実績】 
・学内電力モニタに電力デマンド状況を表示、教室や学生ホール等への節
電啓発の掲示を行い節電について周知し、前年比で電気使用量を 1.53%
抑制した。 

 2018 年度：2,227,020kWh 
 2019 年度：2,192,901kWh 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-8-e 年間電気使用量削減率（前年比） － ▲1.0% ▲1.53％ a 
  
 

 （３）自己点検・評価及び情報の
提供に関する目標 

（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにと
るべき措置 

 （３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措
置 

（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべ
き措置 

 

 ア 評価体制と機能の充実 ア 評価体制と機能の充実  ア 評価体制と機能の充実 ア 評価体制と機能の充実  
4-9 自己点検・評価を定期的に実施す

るとともに外部組織が行う大学評
価による意見を反映することで、
大学の PDCA サイクルのチェッ
ク機能を充実させ、法人の運営の
改善に繋げる。 
 

 (ア)自己点検による評価や改善のための方策を公開するとともに、重要
な課題については改善の方策を適時中期計画に追加し、大学運営に適切
に反映させる体制を整備する。 
 

監査室 【2019 年度・年度計画】 
・監査マニュアルを作成するとともに、適宜必要事項を盛り込み更新を行って
いく。 

・科学研究費をはじめとする公的資金の監査を重点的に実施する。 

【2019 年度・年間実績】 
・6 月に科学研究費に関する監査を行い、7 名の教員の執行状況について確
認を行った。 

・事務各課の業務監査を実施した。 
・監事監査の補助として、外部資金、固定資産及び事務業務状況を行っ
た。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-9-a 年度の監査方針の策定と実施 － 4 月末迄 策定し、実施 b 
  
 

4-10 (イ)外部認証評価機関による認証評価を受審し、評価結果を教育推進委
員会等で検討し、活動の改善に適切に反映させるとともに、大学のホー
ムページ等で公開する。 
 

事務部 3
課 

【2019 年度・年度計画】 
・今後の外部認証評価を見据えた、自己点検評価報告書を作成できるよう、構成
内容を検討する。 

・今後設置される予定の、公立大学協会の第三者評価機関での受審に向け、情
報収集を進める。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・今後設置される予定の、公立大学協会の第三者評価機関での受審に向
け、他校の公立大学協会出向者等より細かな情報を収集した。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-10-a 自己点検評価報告書構成検討完了 － 12 月末迄 10 月実施 ｂ 
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 イ 情報公開や情報発信の推進 イ 情報公開や情報発信等の推進  イ 情報公開や情報発信等の推進 イ 情報公開や情報発信等の推進  
4-11 法人として、社会に対する説明

責任を果たし、大学運営の透明性
を確保するため、教育研究、地域
貢献活動や業務運営に関する情報
公開を行い、積極的に発信する。 
 

(ア)大学運営の透明性の確保のため、公立大学法人の運営状況、財務状
況や評価内容等について、広く情報公開を行う。 
 

教務・学
生支援課 

【2019 年度・年度計画】 
・法人情報に関して、公立大学となり初めての決算報告をすることになり、こ
れを速やかに公開する。 

【2019 年度・年間実績】 
・決算報告について、6月末の理事会で審議・承認を行い設立団体長の承
認後、速やかに公開した。 

・2019 年度 年度計画等法人情報をホームページで公開した。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-11-a 2018 年度決算公開 － 7 月末迄 7/23 公開 b 
4-11-b 理事会及び２審議会の会議資料公開 100％ 100% 100％ ｂ 

  
 

(イ)大学のホームページをはじめとした多様な媒体を活用して、教育、
研究、地域貢献活動等の情報を積極的に外部へ情報発信する。 
 

教務・学
生支援課 

【2019 年度・年度計画】 
・昨年創刊した広報誌 2 誌について、目的と照らし合わせた情報公開内容にな
っているかをしっかりと考えた紙面構成としていく。 

・ホームページ以外の媒体利用について、昨年活用した朝日新聞 AERA 特集へ
の掲載以外にも、全国への情報発信に効果的（費用対効果が高い）な方法や
媒体を探り、全国的な大学認知度向上を図る。 

・昨年に引き続き、学内広報誌やホームページへの情報掲載、各種会議での情
報提示などによる学内広報に力を入れ、学内の情報共有体制強化に努める。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・学内広報誌“蓼科の風”については、10 月及び 3月に発行し、計画通り実
施できた。また、学内広報誌としての役割を果たすために、3 月発行の
紙面については、学生や教員の活動を紹介する箇所を増やすなど、紙面
の役割をしっかりと意識し作成できている。 

・学内広報誌“SUS-TIMES については 10 月に発行をし、学内で共有すべ
きデータ集としての役割を果たしている。しかし、当初計画していた年
2 回発行については、その必要性や紙面に掲載する内容・タイミングな
どから年 1 回の発行に変更する。 

・全国への大学情報発信ツールとして、朝日新聞 AERAの国公立大学特集
及び蛍雪時代 8月号臨時増刊に大学情報を掲載した。 

・学生の活動を含めた大学の活動全般について、ホームページにニュース
として掲載している。 

 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-11-c 「蓼科の風」発行 9 月,３月発行 年 2 回 年 2 回 ｂ 
4-11-d 「SUS-TIMES」発行 11 月,2 月発行 年 2 回 年 1 回 d 

  
 

 （４）その他業務運営に関する重
要目標 

（４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置  （４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 （４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置  

 ア 働きやすい環境の実現 ア 働きやすい環境の実現  ア 働きやすい環境の実現 ア 働きやすい環境の実現  
4-12 ワークライフバランスに配慮し

た働きやすい環境を整備するとと
もに、幅広い男女共同参画の推進
に取り組む。 

男女共同参画やワークライフバランスの推進を積極的に進め、自己啓発
のための金銭的支援、福利厚生の充実等を検討する。 

総務課 【2019 年度・年度計画】 
・地元の男女共同参画団体との意見交換機会等を通じ、情報共有を進める。 
・SD(スタッフ・ディベロップメント)に関しては全職員を対象にその職責にあ
った外部研修を受講する。 

【2019 年度・年間実績】 
・前述の通りコンプライアンス研修を実施した。（7/10,7/17） 
・事務職員を対象にコミュニケーション研修を実施した。（8/8） 
・事務職員を対象に階層別研修を開始し、今年度 13 名が受講た。 
・自己啓発研修補助制度による、自己啓発の金銭的支援を開始した。 
・「大学等における男女共同参画セミナー」に参加し、他大学の取組等情報 
収集を行った。（12/20） 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-12-a SD 関係研修 0 15 人 13 人 ｃ 
4-12-b 自己啓発研修補助制度 ― ２人 4 人 a 

  
 

 イ 安全衛生管理体制の整備 イ 安全衛生管理体制の整備  イ 安全衛生管理体制の整備 イ 安全衛生管理体制の整備  
4-13 学生及び教職員の安全と健康を確

保する全学的な安全衛生管理体制
を整備し、安心して学業や業務に
専念できる安全な環境を構築す
る。 
 

(ア)労働安全衛生法に基づき、薬品、化学物質等の適正管理等、全学的
な安全管理体制を構築する。 
  
 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・研究室における事故等を防止するための安全対策マニュアル、事故発生時の
対応マニュアル等を作成する。 

【2019 年度・年間実績】 
・本学の「医薬用外毒物劇物危害防止管理規程」を踏まえ、「安全対策マニ
ュアル」及び「事故発生時対応マニュアル」を作成した。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-13-a 安全対策マニュアル作成 － 3 月末迄 3 月末 ｂ 
4-13-b 事故発生時対応マニュアル作成 － 3 月末迄 3 月末 ｂ 
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4-14 (イ)学生及び教職員の健康保全管理のため、校医・保健室とも連動する
衛生委員会を設置する。 
 

総務課
（保健管
理センタ
ー） 

【2019 年度・年度計画】 
・健康保全管理に関し、改正健康増進法(2018 年)に準じて、「望まない受動喫
煙」をなくすという観点から、施設内における喫煙場所の見直し、分煙に関
する対策の検討を段階的に行い、法適合の環境整備を進める。 

【2019 年度・年間実績】 
・6 月 28日より本学施設内における喫煙場所を 1 カ所とし、分煙化を強化
した。 

・衛生委員会を毎月実施している。 
・2018 年 10 月より学生、保証人及び教職員とその家族を対象に電話や

web 等による外部相談窓口(24 時間・年中無休)を設置し、毎月複数件数
の相談利用がある。 

・衛生委員会において心の健康づくり計画を策定した。 
 

自己評定 
＜ ｂ ＞ 
 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-14-a 法適合喫煙対策整備完了 － 6 月末迄 6/28 完了 b 
4-14-b 教職員健康診断受診率の維持 100% 100％ 100% ｂ 

  
 

4-15 (ウ)災害時・緊急時等の危機管理マニュアルの策定や防災訓練の内容の
随時見直し等を実施するとともに、公立大学として周辺地域住民の支援
体制を構築する。また、リスクマネジメントの観点から危機管理体制及
び内部統制等の検討を行う。 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・危機管理マニュアルの策定をする。 
・災害発生時に備え、災害用備蓄品の整備、補充管理を実施する。 
・賞味期限間近の災害用備蓄食料の有効活用について検討する。 

【2019 年度・年間実績】 
・危機管理マニュアルを策定した。 
・災害用備蓄品の在庫確認を実施し、補充整備を行った。 
・保管している災害用備蓄食料については賞味期限を把握しており、賞味
期限間近の食料については防災訓練を通して味や食感を体験するため訓
練参加者への配布を検討した。 

 

自己評定 
＜ b ＞ 

 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-15-a 危機管理マニュアル策定 － 3 月末迄 3 月末 ｂ 
  
 

 ウ 施設設備の計画的な整備活用
推進 

ウ 施設設備の計画的な整備活用推進  ウ 施設設備の計画的な整備活用推進 ウ 施設設備の計画的な整備活用推進  

4-16 将来的な展開に伴う施設設備の整
備や既存施設設備の改修など、長
期的な展望に立った計画的な施設
設備の整備・活用を行う。 
 

(ア)定量的な整備基準の策定や有効活用のための検討を行うために、「施
設設備検討委員会」の設置等を検討する。 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・定量的な整備基準の策定や有効活用のための検討については、前年度設置し
た「建設会議」にて計画し実施する。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・建設会議を月 1～2 回実施し、施設設備の整備について検討している。 
 
 

自己評定 
＜ b ＞ 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-16-a 建設会議開催回数 － 1 回/月実施 1 回/月実施 b 
  
 

(イ)施設設備の機能や安全性が確保された教育研究環境の維持・向上の
ために、施設設備の定期的な点検や保全状況の確認に努める。   
 

財務課 【2019 年度・年度計画】 
・施設設備の機能や安全性が確保された教育研究環境の維持・向上のために、
施設設備の定期的な点検や保全状況の確認に引き続き取り組む。 

 

【2019 年度・年間実績】 
・施設設備の定期的な点検や保全については、計画通り実施した。 
・今年度は新たに 8 月及び 12 月に全エアコンの総点検(動作確認)を実施
し、施設設備の保全状況の確認に努めた。 

 

自己評定 
＜  b ＞ 

〔年度計画・定量指標〕 
指標 No 目標項目 2018 実績 2019 目標値 2019 実績値 2019 評定 

4-16-ｂ 定期点検の実施 － 期限内 100% 100％ ｂ 
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２）2019年度年度計画・事業単位評価結果 
 ＜事業単位評価及び指標単位評価・自己評価結果＞ 

事業単位 
中期計画（期間：2018 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日） 

担当部門 
中期計画・指標単位評定 年度計画・指標単位評定 事業単位 

自己評定 大項目 大項目区分 小項目 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ｓ ａ ｂ ｃ ｄ 

1-1 １ 自ら将来を開拓でき主
体性ある人材の育成と輩出
に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 

（１）学生の教育に関する
目標（学部・大学院教育）
を達成するためにとるべき
措置 

ア 入学者受入方針の設定 （ア）入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 工学部/アドミッションセンター        ２   ｂ 
1-2 （イ）学生の受入れに向けた戦略の展開【学士課程】 工学部/アドミッションセンター １   １ ２  ４   １ ａ 
1-3 【大学院課程】 工学部/工学マネジメント研究科（以下研究科）  １     ２   １ ｂ 
1-4 イ 学生に提供する教育内

容及び学修成果等の保証 
（ア）教育内容の充実 工学部  １ １ １    １   ｂ 

〃 共通・マネジメント教育センター  １   １      ｂ 
1-5 （イ）実力のある学生の輩出 工学部   2 １    1   ｂ 
1-6 （ウ）大学院教育の充実 研究科/地域連携研究開発機構    1    1   ｂ 
1-7 ウ 学生への学修・生活支

援及び地域貢献を通したキ
ャリア形成支援 

（ア）学修支援 学生部       7    ｂ 
1-8 （イ）生活支援 学生部         1  ｂ 
1-9 （ウ）キャリア形成支援 キャリアセンター（就職幹事会）  １ １ ２       ｂ 

1-10 （エ）地域に学ぶ幅広い学習と人間形成支援 地域連携総合センター          １ ｃ 
1-11 （２）学生を支える教職員

の資質向上、教育の質の改
善及び教育環境の整備に関
する目標を達成するために
とるべき措置 

ア 理念実現のための適切
な教職員の配置と資質向上 

（ア）教職員の適切な配置と資質向上 ＦＤ委員会   １   ２ １    ｓ 
1-12 （イ）多様なニーズにタイムリーに対応人事制度の導入 教育人事委員会/業績評価委員会        2   ｂ 
1-13 （ウ）学習支援用教員の配置 共マネセンター/教育人事委員会/業績評価委員会        1 １ 1 ｂ 
1-14 イ 学生を支える教育の質

の改善 
（ア）教職員による組織的な教育改善活動の推進 FD 委員会    1    4 1  ｂ 

〃 工学部/共通・マネジメント教育センター        2   ｂ 
1-15 （イ）教員業績評価制度とテニュアトラック制度の導入 業績評価委員会        1   ｂ 
1-16 （ウ）実践的な教育の展開 地域連携総合センター（工学部）        1  1 ｂ 
〃 地域連携研究開発機構（地域連携総合センター）       １    ａ 

1-17 ウ 学生の教育環境の整備・
充実 

（ア）魅力ある教育施設等の整備 
 

事務部          1 ｂ 
〃 工学部（共マネセンター/図書館）   1        ｂ 

1-18 エ 新たな教育分野への展開準備 新学科構想検討委員会       2 2  1 ｂ 
1-19 （３）グローバル人材の育

成推進に関する目標を達成
するためにとるべき措置 

ア 国際化に対応した人材
の育成 

（ア）学生の海外体験の促進 国際交流センター 1 1 1  1      ｂ 
〃 共通・マネジメント教育センター       2   1 ｂ 

1-20 イ 大学の国際化の推進 （ア）海外の大学との学術交流や教育連携協定の推進 国際交流センター   1        ｂ 
1-21 （イ）国際的な学術交流の推進 国際交流センター       1    ａ 
1-22 ウ 教職員の国際交流推進 国際交流センター     1      ｂ 
2-1 ２ 先端的研究の取組と研

究成果の創出に関する目標
を達成するためにとるべき
措置 

（１）研究水準及び研究の
成果等に関する目標を達成
するためにとるべき措置 

ア 先進的シーズ発掘を目
指すイノベーション型研究 

（ア）情報応用技術分野 ８分野 工学部/情報応用工学科       １    ａ 
2-2 （イ）機械電気技術分野 ８分野 工学部/機械電気工学科       １    ａ 
2-3 イ 地元企業の要望等に基

づいて行う実用型研究 
（ア）資金活用、（イ）研究の活性化 地域連携研究開発機構（地域連携総合センター） 1    1      a 

〃 （ウ）技術的指導、（エ）知財の活用促進 産学連携センター（地連研開機構/地連総合セ）       1   1 ｂ 
2-4 ウ  競争的外部資金の獲得の促進 研究科（地域連携研究開発機構）  １   ３      ｃ 
2-5 エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 地域連携研究開発機構/産学連携センター（研究科）      1  1   ａ 
2-6 （２）研究の実施体制等に

関する目標を達成するため
にとるべき措置 

ア 研究実施体制の整備 （ア）地域連携研究開発機構の設置 地域連携研究開発機構 （1 項目 2018 年度完了）      － 
〃 （イ）地域連携研究開発の効率的な研究活動 地域連携研究開発機構       1 １   a 
2-7 イ  研究支援体制の整備 （ア）産学官金連携研究支援組織の充実 産学連携センター       1    ｂ 

2-8～10 （イ）支援、（ウ）体制、（エ）起業支援推進 地域連携研究開発機構        2 １  ｂ 
2-11 ウ 研究環境の整備・拡充 地域連携研究開発機構        2   ｂ 
2-12 エ  研究活動の評価及び改

善 
（ア）研究活動の評価体制  教員業績評価委員会/教員業績評価実施委員会        1   ｂ 

2-13 （イ）競争的学内研究費の審査・評価体制の整備 地域連携研究開発機構        1   ｂ 
2-14 （ウ）研究倫理の徹底、不正行為防止に向けた体制の充実 研究活動コンプライアンス推進委員会        1   ｂ 
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3-1 ３ 地域産業・文化の振興

及び知的資源の社会還元に
関する目標を達成するため
にとるべき措置 

（１）地域社会との連携・
協力体制等に関する目標を
達成するためにとるべき措
置 

ア 産学連携センターによ
る産学官金連携 

（ア）大学の研究シーズと企業ニーズのマッチング促進 産学連携センター（機構・総合セ、工学部、研究科）     1  1    ｂ 
3-2 （イ）産学官金連携による交流活動やネットワークの強化 地域連携総合センター（機構、工学部）     1      ｃ 
3-3 （ウ）産学官金連携による研究の促進 地域連携研究開発機構（地域連携総合センター）  1   3      ｃ 
3-4 （エ）産学官金共同研究促進拠点施設等の整備・活用 地域連携研究開発機構       1    ａ 
3-5 イ 生涯学習センターによる地域との連携（生涯学習支援の強化） 生涯学習センター   1  1      ｂ 
3-6 ウ 高大連携センターによる教育機関との連携 高大連携センター  1         ｂ 
3-6 エ  他の高等教育機関等との連携 工学部/高大連携センター（研究科）        1   ｂ 
3-7 （２）地域産業・文化の振

興に関する目標を達成する
ためにとるべき措置 

ア 地域課題解決への貢献 地域連携総合センター  1         ｂ 
3-8 イ 地域とのネットワーク体制の強化 地域連携総合センター       1    ｂ 
〃 図書館  1         ｂ 
3-9 ウ 地域への優秀な人材の

供給 
（ア）インターンシップ等を通じた交流の促進 キャリアセンター/地連総合セ（国際交セ、機構） 1 1         ｂ 

3-10 （イ）県内に就職した卒業生とのネットワークの構築 工学部（地域連携総合センター）        1   ｂ 
3-11 （ウ）キャリアセンター事業の強化・充実 キャリアセンター（教務・学生支援課）      1     ａ 
4-1 ４ 大学の教育研究及び法

人経営の体制・環境整備に
関する目標を達成するため
にとるべき措置 

（１）業務運営の改善及び
効率化に関する目標を達成
するためにとるべき措置 

ア 組織運営の改善の取組 （ア）組織運営の改善取組み、（イ）大学発展に寄与 総務課        １  1 ｂ 
〃 （ウ）教職員の公平公正な人事評価制度 総務課        1   ｂ 
4-2 イ コンプライアンス遵守

と体制の整備 
（ア）法令遵守徹底のための啓発活動の推進 総務課        1   ｂ 

4-3 （イ）個人情報の保護等セキュリティ体制の整備 総務課          1 ｂ 
4-4 ウ 事務等の効率化・合理

化の推進 
（ア）学内外への積極的 SD活動、育成計画 総務課  １ 2        ｂ 

4-5 （イ）定常的業務の人材派遣・外部委託等登用検討 総務課        1   ｂ 
4-6 （ウ）効率的な事務処理、各種システムの適切な運用 財務課        1   ｂ 
4-7 （２）財務内容の改善に関

する目標を達成するために
とるべき措置 

ア 外部研究資金等獲得の
取組 

（ア）資金に関する情報の収集、専門員等支援体制構築 総務課       1    ｂ 
〃 （イ）公的機関プロジェクト等応募・資金獲得推進 総務課 1 1         ｂ 
4-8 イ 人件費等の抑制 （ア）毎年度予算執行方針作成、厳格な経費管理 財務課       1 1   ｂ 
〃 （イ）外部委託・電子化等継続的管理業務の効率化 財務課        1   ｂ 
〃 （ウ）光熱水費使用状況把握・分析、コスト意識向上。 財務課       １    ｂ 
4-9 （３）自己点検・評価及び

情報の提供に関する目標を
達成するためにとるべき措
置 

ア 評価体制と機能の充実 （ア）自己点検評価改善方策公開、大学運営反映体制整備 監査室        １   ｂ 
4-10 （イ）外部認証評価の受審・活動改善、ＨＰ等公開 総務課、財務課、教務・学生支援課        1   ｂ 
4-11 イ 情報公開や情報発信等

の推進 
（ア）運営状況、財務状況、評価内容等の情報公開 教務・学生支援課        2   ｂ 

〃 （イ）多様な媒体活用による活動等情報の積極的発信 教務・学生支援課        １  1 ｂ 
4-12 （４）その他業務運営に関

する重要目標を達成するた
めにとるべき措置 

ア 働きやすい環境の実現 総務課       １  1  ｂ 
4-13 イ 安全衛生管理体制の整

備 
（ア）薬品化学物質等の適正管理等の安全管理体制の構築 財務課        2   ｂ 

4-14 （イ）校医・保健室とも連動する衛生委員会 総務課（保健管理センター）        2   ｂ 
4-15 （ウ）危機管理体制及び内部統制等の整備。 財務課        1   ｂ 
4-16 ウ 施設設備の計画的な整

備活用推進 
（ア）定量的な整備基準の策定や有効活用のための検討 財務課        １   ｂ 

〃 （イ）施設設備の定期的な点検や保全状況の確認 財務課        １   ｂ 
（参考）年度評価における小項目別評価における評価基準 

評価区分 評定 評語 評価の目安 

小項目別評価 

事業単位評価 

ｓ 年度計画を大幅に上回る 特に優れる若しくは顕著な成果 
ａ 年度計画を上回る 計画を上回って十分な実施 
ｂ 年度計画を実施 計画通り実施 
ｃ 年度計画はやや遅れている 計画を概ね実施若しくは下回る実施 
ｄ 年度計画を十分に実施せず 特に劣る若しくは実施せず 

指標単位評価 

ｓ 年度計画を大幅に上回る 
達成率 100%以上かつ顕著な成果 

大幅に上回り顕著な成果 
ａ 年度計画を上回る 目標値を上回る 
ｂ 年度計画を達成 達成率 100% 目標値を達成 
ｃ 年度計画はやや遅れている 達成率 80%以上 100%未満 8 割以上の達成 
ｄ 年度計画を大幅に下回る 達成率 80%未満 8 割未満の達成 
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３ 事業年度のその他特記事項 
（１）2019 年度予算、収支計画及び資金計画  

ア 予算（単位：百万円） 
区分 中期計画 2019 年度予算 2019 年度決算 年度予算差異 

収入     
運営費交付金 ８，１８８ １，１８３ １，４２５ ２４２ 

補助金 １ ４４７ ７ ▲４４０ 

授業料等収入 ４，４５３ ７６９ ７９８ ２９ 

受託研究費等収入 １３０ １６３ １９０ ２７ 

寄附金 － ０ １６ １６ 

その他 ２８ １０ １３ ３ 

目的積立金取崩収入 ０ ０ １０ １０ 

計 １２，８００ ２，５７２ ２，４６０ ▲１１２ 

支出     

教育経費 ８２３ ２３５ ２０９ ▲２６ 

研究経費 ４２１ ７３ ６５ ▲８ 

教育研究支援経費 ４７８ ３６ ３３ ▲３ 

人件費 ５，２８８ ９２８ ９０５ ▲２３ 

一般管理費 ２，７５７ ４７５ ３７０ ▲１０５ 

受託研究費等経費 ９６ １６３ １９７ ３４ 

施設整備費 ２，６４１  ６３２ ４０８ ▲２２４ 

その他支出 ３０１ ３０ ０ ▲３０ 

計 １２，８００ ２，５７２ ２，１８６ ▲３８６ 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しないことがある。  
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イ 収支計画（単位：百万円） 
区分 中期計画 2019 年度予算 2019 年度決算 年度予算差異 

費用の部 １０，３７１ ２，３７９ １，８２０ ▲５５９ 
経常経費 １０，３７１ ２，３７９ １，８２０ ▲５５９ 
業務費 ６，９２１ １，３９２ １，４５３ ６１ 
教育研究経費 １，１６０ ２８０ ３８４ １０４ 
教育研究支援経費 ４７３ ３６ ５６ ２０ 
受託研究費等経費 ９６ １５０ １０７ ▲４３ 
人件費 ５，２８８ ９２６ ９０６ ▲２０ 

一般管理費 ２，７５７ ９０８ ２５７ ▲６５１ 
財務費用 ２７０ ３０ ― ▲３０ 
退職給付費用 ３１ ２ ５ ３ 
雑損 ０ ０ ０ ０ 
減価償却費 ２９６ ４７ １０５ ５８ 

臨時損失 － ０ ０ ０ 
収入の部 １０，３７１ ２，３７９ ２，０８４ ▲２９５ 

経常収益 １０，３７１ ２，３７９ ２，０８４ ▲２９５ 
運営費交付金収益 ５，５４１ ９８４ １，１５０ １６６ 
授業料等収益 ４，３６９ ７４１ ６５５ ▲８６ 
受託研究等収益 １３０ １５０ １６７ １７ 
補助金等収益 １ ４４７ ７ ▲４４０ 
寄附金収益 － ０ ８ ８ 
財務収益 １ ０ ０ ０ 
雑益 ２７ １０ ２０ １０ 
資産見返負債戻入 ２９６ ４７ ７８ ３１ 
資産見返運営費交付金等戻入 ２９ ３ ３３ ３０ 
資産見返寄附金戻入 ― ０ ４４ ４４ 
資産見返補助金等戻入 ０ ０ ― ０ 
資産見返物品寄附金戻入 ２６７ ４４ ― ▲４４ 

臨時利益 － ０ ０ ０ 
（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しないことがある。 
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ウ 資金（単位：百万円） 

区分 中期計画 2019 年度予算 2019 年度決算 年度予算差異 
資金支出 １２，８００ ２，５５９ ２，９６０ ４０１ 

業務活動による支出 １０，０７５ ２，３３２ １，７２７ ▲６０５ 
投資活動による支出 ２，７２５ ２２７ ８３４ ６０７ 
財務活動による支出 － ０ ― ０ 
翌年度への繰越金   ３９９ ３９９ 
次期中期目標期間への繰越金 － ０ ― ― 

資金収入 １２，８００ ２，５５９ ２，９６０ ４０１ 
業務活動による収入 １０，０７５ ２，３３２ ２，４０３ ７１ 
運営費交付金収入 ５，５４７ ９８４ １，４２５ ４４１ 
授業料等収入 ４，３６９ ７４１ ７２０ ▲２１ 
受託研究等収入 １３０ １５０ １５４ ４ 
補助金等収入 １ ４４７ ７ ▲４４０ 
その他収入 ２８ １０ ９７ ８７ 

投資活動による収入 ２，７２５ ２２７ ０ ▲２２７ 
財務活動による収入 － ０ ― ０ 
前年度からの繰越金   ５５７ ５５７ 
前期中期目標期間からの繰越金 － ０ ― ― 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しないことがある。 
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（２）短期借入金の限度額、借入額が想定される理由 
項目 中期計画 2019 年度計画 2019 年度 計画の実施状況等 

１．短期借入金の限度額 5 億円 5 億円 ― 

２．想定される理由 運営費交付金の受入れ遅延及び事故
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。 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故
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。 

借入れの必要なし 

 
（３）重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画 

中期計画 2019 年度計画 2019 年度 計画の実施状況等 

なし なし 該当なし 

 
（４）余剰金の使途 

中期計画 2019 年度計画 2019 年度 計画の実施状況等 

決算において、剰余金が発生した場合は、諏訪広域公
立大学事務組合長の承認を受けて、教育研究の質の向
上及び組織運営の改善に充てる。 

なし 該当なし 
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（５）諏訪広域公立大学事務組合の規則で定める業務運営に関する事項 
項目 中期計画 2019 年度計画 2019 年度 計画の実施状況等 

１．施設及び設備に関する計画 2021 年度までに情報応用工学科の卒業
研究を可能とし、かつ産学連携を促進す
るための研究室の増設と、2022 年度以降
により幅広く地域産業の要請に応えかつ
より広範に優秀な学生の入学を確保する
ための新学科の設置に関わる校舎の増築
について、諏訪広域公立大学事務組合と
協議する。 
 

情報応用工学科の研究室の増設に係る工
事を実施し、2020 年度完成させる。また、
新学科等の設置に関し、委員会での検討
を継続実施する。 

情報応用工学科の研究室の増設に係る建
築工事を計画通り実施し、2020 年度完
成に向け順調に進めることができた。 
また、新学科等に関する検討を将来構想
検討員会の下に、ワーキンググループを
設置し検討を実施。その中間報告を諏訪
広域公立大学事務組合長へ行った。 

２．人事に関する計画 2018 年度から 2020 年度までは、公立化
前の工学部及び経営情報学部の２学部４
学科体制と、本年度から始まる工学部 1
学部２学科の体制が並行して進むため、
在学する学生に適切な学修が進むことを
前提として人事の基本計画を定め、教職
員の適切な配置計画を実施していく。 
 

新学科と旧学科の体制が並行して進むた
め、在学する学生に適切な学修が行える 
教職員の適切な配置計画を実施してい
く。 

経営情報学部に在籍する学生への適切な
学修が行えるよう、非常勤講師で対応し
ていたマネジメント系の教員について、
２人を専任教員として採用し配置した。 

３．積立金の使途（地方独立行政法人法

第 40 条第 4 項関係） 

なし なし なし 

４．その他法人の業務運営に関し必要な

事項 

なし なし なし 
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４（参考資料） 
 

公立大学法人諏訪東京理科大学 各事業年度の業務実績評価（年度評価）実施要領 
 
１ 趣旨 

この要領は、地方独立行政法人法第 78 条の２の規定及び諏訪広域公立大学事務組合（以下「組合」という。）
が定めた公立大学法人公立諏訪東京理科大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則に基づき、諏訪広域
公立大学事務組合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公立諏訪東京
理科大学（以下「法人」という。）の各事業年度の業務実績に関する評価（以下「年度評価」という。）を適切
に行うため、評価の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 
 

２ 評価の目的 

年度評価は、法人の業務運営の自主的かつ継続的な見直し・改善を促し、法人の業務の質的向上、業務運営
の効率化、透明性の確保に資するとともに、法人が将来に向けて発展していくことを目的として行う。 
 

３ 評価の基本方針 

年度評価は、法人の中期目標の達成に向けた中期計画の進捗状況を確認する観点から行い、評価に当たって
は、総合的かつ効率的に行うこととする。 
なお、評価の際は、大学の教育研究の特性や大学運営の自主性・自律性に配慮するとともに、評価を通じて、
法人の中期目標の達成に向けた取組状況を地域住民に分かりやすく示すよう努めるものとする。 
 

４ 年度評価の実施時期 

年度評価は、当該事業年度終了後、概ね５ヶ月以内に実施するものとする。 
 

５ 年度評価の実施方法 

（１）評価手法 

年度評価は、その目的を効率的かつ効果的に達成するため、業務実績に基づき法人が行う自己評価結
果を踏まえ、項目別に評価のうえ、中期計画の進捗状況について総合的な評価（全体評価）を行う。 
また、評価に当たっては、取組状況や計画の難易度、外的要因等、それぞれの状況を総合的に勘案し

て行うものとする。 
 
（２）評価項目 

評価項目は、別表１のとおりとする。 
 
（３）評価基準 

評価基準は、別表２のとおりとする。 
  
（４）評価の手順 

① 小項目別評価（事業単位評価・指標単位評価） 

ア 法人による実績報告・自己評価 

法人は、評価項目に定める小項目別に業務実績をとりまとめ、評価基準に沿って自己評価を行
ったうえ、業務実績報告書を作成し、評価の実施時期の属する年度の６月末日までに評価委員会
に提出する。 

 

イ 評価委員会による検証・評価 

評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書について、法人関係者からのヒアリング等
により検証を行い、評価基準に沿って評価理由を明確に示したうえで評価する。 
なお、評価委員会は、検証・評価を行ううえで必要がある場合は、法人に対して資料の追加提

出を求めることができるものとする。 
 
ウ 法人意見の聴取、申立て機会の付与 

評価の透明性、正確性を確保するため、評価委員会は、小項目別評価の確定に先立ち、法人の
実績報告・自己評価に基づき実施した評価結果について、法人に評価案として提示し意見申立て
の機会を付与する。 
なお、法人は、当該案に対して意見があるときは、書面により評価委員会に申し出るものとする。 
 

エ 評価の確定 

評価委員会は、小項目別の評価案に対する法人からの意見を踏まえ、必要に応じて法人関係者
の説明を受けて当該意見の適否を審議し、当該案に修正を加える等により小項目別評価を確定す
る。 

 
② 大項目別評価 

評価委員会は、小項目別評価を踏まえ、評価項目の大項目ごとに、評価基準に沿って中期計画の
進捗状況を総合的に勘案して評価する。 

 
③ 全体評価 

評価委員会は、大項目別評価の結果を踏まえ、評価基準により、中期目標の達成に向けた中期計
画の全体的な進捗状況を総合的に勘案して評価する。 

 
６ 評価結果の取扱い 

（１）評価結果の通知及び公表等 

評価委員会は、評価結果を確定したときは、遅滞なく当該評価結果を法人及び組合の長に送付すると
ともに、組合のホームページ等で公表する。 

 
（２）評価結果の活用 

法人は、評価結果を自らの業務運営等の見直しまたは改善に活用・反映させていくものとする。 
なお、評価委員会は、評価に際し、従前の評価結果等に対する法人の業務運営への活用・反映状況等

を確認するものとする。 
 

７ 評価方法の継続的な見直し 

この要領については、年度評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 
 

８ その他 

この要領に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は、評価委員会が別に定める。 
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別表１：年度評価における評価項目 

評価区分 評価の対象、内容等 

小

項

目

評

価 

事業単位 

評価 

年度計画Ⅰの１から４の最小項目として記載されている各事項の達成状況 

※年度計画ⅡからⅥに係る実績は、全体評価の参考情報として用いる。 

指標単位 

評価 
年度計画の各数値目標の達成状況 

大項目評価 

事業単位評価及び指標単位評価を踏まえた中期計画における４つの大項目（１１

区分）ごとの進捗状況 

 １ 自ら将来を開拓できる主体性ある人材の育成と排出に関する目標を

達成するためにとるべき措置 

 (1) 学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するた

めにとるべき措置 

(2) 学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環

境の整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(3) グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにと

るべき措置 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するために

とるべき措置 

 (1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにと

るべき措置 

(2) 研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措

置 

３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 (1) 地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

(2) 地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 

４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 (1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにと

るべき措置 

(2) 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

(3) 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

(4) 
その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

全体評価 項目別評価を踏まえた中期計画全体の進捗状況 

 

別表２：年度評価における評価基準 

評価区分 評定 評 語 評価の目安 

小 

項 

目 

評 

価 

事業単位 

評価 

ｓ 年度計画を大幅に上回る 特に優れる若しくは顕著な成果 

ａ 年度計画を上回る 計画を上回って十分な実施 

ｂ 年度計画を実施 計画通り実施 

ｃ 年度計画はやや遅れている 計画を概ね実施若しくは下回る実施 

ｄ 年度計画を十分に実施せず 特に劣る若しくは実施せず 

指標単位 

評価 

ｓ 年度計画を大幅に上回る 達成率 100%以上

かつ顕著な成果 

大幅に上回り顕

著な成果 

ａ 年度計画を上回る 目標値を上回る 

ｂ 年度計画を達成 達成率 100% 目標値を達成 

ｃ 年度計画はやや遅れている 
達成率 80%以上 

100%未満 
8 割以上の達成 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 達成率 80%未満 8 割未満の達成 

大項目評価 

Ｓ 中期計画の進捗は優れて順調 

大項目（１１区分）別に、中期計画の

進捗状況について、小項目別評価か

ら総合的に勘案し、評価 

Ａ 中期計画の進捗は上回って順調 

Ｂ 中期計画の進捗は順調 

Ｃ 中期計画の進捗はやや遅れている 

Ｄ 中期計画の進捗は遅れている 

全体評価 

中期計画の進捗は優れて順調 

中期計画全体の進捗状況について、

大項目別評価から総合的に勘案し、

評価 

中期計画の進捗は上回って順調 

中期計画の進捗は順調 

中期計画の進捗はやや遅れている 

中期計画の進捗は遅れている 

大項目別評価 判断の目安 

評価 判断の目安 

Ｓ 
小項目別評価がすべて【ｂ】以上であり、かつ、業務の進捗状況や業務実績の内容に

特筆すべき進捗や取組みがあると評価委員会が特に認める場合 

Ａ 小項目別評価がすべて【ｂ】以上 

Ｂ 小項目別評価の【ｂ】以上の割合が 8 割以上 

Ｃ 小項目別評価の【ｂ】以上の割合が 8 割未満 

Ｄ 中期計画の達成のためには重大な改善事項があると、評価委員会が特に認める場合 

 


