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１．理念 

【基本理念】 
① 先端的な科学技術に挑戦する教育と研究を推進することにより、地域と我が国の将来の発展に貢献する。 
② 先端的な知識・技能を身につけ人間性及び創造性豊かで主体性の確立した人材を育成する。 
③ 地域における知の拠点として、文化の進展と産業の興隆に寄与する。 

【教育理念】 
① 急速に発達する科学技術とグローバル化する社会に対応して、自ら将来を開拓できる先端的な知識・技能を身につけさせる。 
② 本学の伝統である工学と経営学の融合教育を通して、先端技術のみならずそれを広く社会で実践するための総合的な能力を身につけさせる。 
③ 主体性を持ち、地域に貢献するとともに世界にも羽ばたく人材を育成する。 

 

２．目的 

 【大学】 
・公立諏訪東京理科大学は、理学及び工学並びにそれらの応用を教育研究するとともに、工学と経営学の融合教育を行い、人間性及び創造性豊か
で主体性の確立した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進展と産業の興隆に寄与することにより、地域と我が国の将来の発展に貢献す
ることを目的とする。 

 【大学院】 
・本学大学院修士課程は、工学と経営学を融合した研究及び応用の能力を培い、社会においてリーダーシップを発揮できる人材を育成して、文化
の進展・産業の興隆に寄与することを目的とする。 

・本学大学院博士後期課程は、技術革新に自立して対応できる高度な研究開発能力及び技術経営に関する幅広い素養を持ち、国際的に活躍できる豊
かな学識を身に付けた人材を育成することを目的とする。 

 
 
 
 
 



３．組織 

（１）教員体制                                                                                   
【大学】                                             （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 12（0） 5（0） 0（0） 4（1） 21（1） 15（0） 

機械電気工学科 11（0） 3（0） 4（1） 3（1） 21（2） 7（0） 
計 23（0） 8（0） 4（1） 7（2） 42（3） 22（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（1） 2（1） 3（1） 2（2） 13（5） 26（9） 
合計 29（1） 10（1） 7（2） 9（4） 55（8） 48（9） 

※（ ）内は女性内数 
 
【大学院】                                            （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・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 26（0） 7（0） 5（1） 4（2） 42（3） 1（0） 
※（ ）内は女性内数 



（２）組織図                                                                                                     （4月 1 日現在） 
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４．学生数 

（１）学部                                             （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 150 165 17 182 

機械電気工学科 150 150 10 160 
機械工学科※1 195 166 11 177 
電気電子工学科※1 195 159 5 164 
コンピュータメディア工学科※1 210 214 19 233 

システム工学部 電子システム工学科※2 － 3 1 4 
機械システム工学科※2 － 2 0 2 

情報経営学部 経営情報学科※1 300 175 35 210 
合計 1,200 1,034 98 1,132 

※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                                            （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 15 5 20 

工学・マネジメント専攻〔博士後期課程〕 6 3 0 3 
合計 36 18 5 23 

 
 
 
 
 



５．年度計画に対する自己評価 

（１）2018 年度評価 
公立大学法人として初年度が始まり、新たに設定された中期目標の達成にむけて順調な事業が開始できた。法人運営体制では、理事会及び審議

機関である経営審議会、教育研究審議会が組織され、外部有識者を登用した機関として機能をスタートした。事務部門では、事務部及び監査室が
新設され教育研究活動、地域貢献活動を支援する体制が整った。大学運営体制では、従来の教育研究を担う研究科・学部の体制に加えて、地域連
携の研究開発を担う教員で組織する地域連携研究開発機構が発足し、地域との取り組みを開始した。加えて新たに国学の大学期間との連携と国際
交流を担う国際交流センターも発足することが出来、活動を開始した。また従来から地域と取組みを行っていた地域連携総合センターが、地域連
携、産学連携、高大連携及び生涯学習に関する総合窓口機関に統一された。これらの体制整備により公立大学法人として、主体性の確立した人材
を育成し、地域に一層貢献する大学としての体制が整った。 

 
（２）大項目実施状況 

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 
図書館利用延べ人数、県内企業就職率、及び教員の海外派遣及び国際会議等参加数などの目標値は、大きく上回っている。例えば、図書館利用
延べ人数は目標値の約 10 倍、県内企業就職率は目標値の約 1.3 倍、教員の海外派遣及び国際会議等参加数は目標値の約 1.2 倍であった。しか
し、大学院への進学率が低いなど一部に課題も見つかった。大学院進学率は公立化後入学してきた学生が院へ進学するときに本来の数値が出る
ので公立化 1年目として仕方がない面もあるが、次年度以降、率を上昇させる対策が必要と考えている。例えば、修士研究の発表会に学部生の
参加を促し、大学院の魅力をアピールするなどである。 

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 
重点項目の一つ地域連携研究開発機構の設立とその体制の整備が順調に進んでいる。地域連携研究開発機構は 6部門からなるが、各部門とも地
域企業との共同研究等や最新の研究を開始している。特に、当初、地域連携研究開発機構が中心となって次年度開講を予定していた人工知能関
連の公開講座の早期開講や、その後に続くアドバンスな公開講座の準備が順調に進んでいること、及び茅野市からの委託を受け開始した産学公
連携「スワリカブランド」創造事業が短い期間にもかかわらず３件の特許出願等の成果をあげている。しかし、内容を詳細に見ると受託研究、
特に地域企業からの受託研究の件数が少ないことがわかった。これらを改善するため、地域連携開発機構の予算を受託研究が増加するように傾
斜配分をおこなうなどの対策をとる必要がある。 

③地域産業・文化の振興及び知的資源の還元に関する目標を達成するためにとるべき措置 
高大連携事業及び国内外インターシップ参加学生数は、目標値の各々約 3.8 倍、約 1.2 倍と目標値を大きく上回っている。また、コーディネー
タの増員や諏訪メッセへの積極的な参加など知的資源の社会還元を積極的に行っている。しかし、本学が参加する地域との連携事業の件数が少



なめであった。次年度は何か対策が必要で、例えば、地域社会のイベントの学生への広報活動の強化などを検討していく。 
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 
業務運営の改善及び効率化については、重要事項をはじめ、様々な案件に迅速に対応できるよう法人内で定期の会議体を組織開催し、大学運営
に取組むことが出来た。事務部における業務の効率化に資するため、事務職員が公立大学協会主催の各種研修機会を積極的に活用し、職位や経
験年数に応じた階層別研修を計画的に実施することで、職員個々の能力開発を図った。また研究成果による特許について、特許事務所と業務委
託契約を締結し、専門業務に係る効率化と適正化を図った。 
入学者確保については、地域毎の情報や志願者データ分析に基づいた高校教員説明会や高校訪問を実施するなど戦略的な広報を展開した。財務
内容については、公立化初年度でもあり、効率的な経費配分や競争的外部資金等の獲得に努めた。 
地域に開かれた大学として、適切な情報提供と公開を目的に「蓼科の風」と「SUS TIMES」を各 2 号発行し、設置関係自治体や学生保証人等
に配付した。また大学教育研究に係る基本情報についてはホームページで公開した。 
その他業務運営に関し、「経営審議会」、「教育研究審議会」をともに 4 回開催し、学外委員から意見を大学運営に反映させた。また適切なリス
ク管理から全学的な避難訓練、教職員の労働環境整備の一環としてのストレスチェックなどの施策を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）小項目実施状況 
No 2018 年度計画 実施状況 

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 

1-1 【2018 年度計画】 
・本学の入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を、広く一般
に公表し、学力段階調査の結果を基に、次年度入試等へフィードバッ
クする。 

 

【2018 年度実績】 
・入学者受け入れ方針を策定し、大学 HP、パンフレットなどに明記して広く一般に公表している。 
・入学時の学力について、学力段階調査を行って入試別の平均点で評価した結果、入試別の学力の有意差が
認められた。また、１年次前期終了時における成績については、入学時の学力との相関は低いことが明ら
かとなった。一方で、1年次前期終了時の半年分の成績と 1 年次後期終了時の 1 年分の成績とでは大きな
正の相関が得られた。 

1-2 【2018 年度計画】 
・県内外の高校からの志願者数増加、特に、推薦入試のより優秀な志願者
増を目指した広報活動を行う。 

・各推薦入試枠で入学した学生に対して、順調に学修して卒業できるよ
う、指導を徹底する。 

・編入学について、短期大学、工業高等専門学校等への広報活動を強化
する。 

 
 
 
 
 
 
 
【2018 年度計画】 
・新学科立ち上げについて検討する委員会を立ち上げ検討を始める。 
 

【2018 年度実績】 
・県内高校に対する高校訪問を実施した。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こととした。高校教員対象説明会については東海エリアを含めて施会場を 5会場（昨
年 4 会場）に増やし、参加高校教員数も 122 校（昨年 90 校）に増加した。オープンキャンパスに関して
も 8 月の 2 日間連続開催し、合計 800 名程度の参加者があった。その他の広報活動に関しても、予定通り
実施している。 

・今年度推薦入試では昨年度と同数の定員で実施した。その結果、全国枠における志願者数は 71名で募集人
数 30 名を大きく上回った。一方、地域枠における志願者数は 47 名で募集人数 52 名を下回ったため、志
願者増大に向けた課題が明らかとなった。 

・一般入試については、今年度から国公立型入試を実施した結果、前期日程試験については募集人数 160 名
のところ志願者数 446 名（倍率：2.78 倍）、また中期日程試験では募集人数 48 名のところ志願者数 923 名
（倍率：19.2 倍）であった。 

・各入試別での入学生成績の調査に関しては、前期終了時および後期終了時に実施した。 
・編入学に関する広報活動については、今後検討する。 
【2018 年度実績】 
・2018 年 11 月に本学の中期目標に基づく新学科構想を含む大学の将来構想案を検討することを目的とした
「将来構想検討委員会」を立ち上げた。 

・今後の方針として、提案された複数の新学科案を基本とした詳細検討をするワーキンググループ（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 を次年度はじめに立ち上げ
ることとした。 

1-3 【2018 年度計画】 
・修士課程まで継続できる研究課題を学部卒研生に取り組ませる。 
 
 
【2018 年度計画】 
・留学生、社会人の受け入れのため、ホームページで本学大学院の魅力を
アピールするとともに、入学選抜方式及び教育課程改善について検討
し実施する。 

【2018 年度実績】 
・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
るようにした。 

【2018 年度実績】 
・英語版の研究紹介を作成し、英語版ホームページを留学生にアピールするようにリニューアルした。また、
大学院のパンフレット（日本語版）をよりアピールするようにリニューアルした。教育課程改善について
の検討を行った。 



イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証 

1-4 【2018 年度計画】 
・設定した教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー）を公表し、
達成状況を検証する。 

・従来の活動を継続しつつ、PDCA サイクルを実施することで、教育内
容のさらなる充実を図る。 

＜年度 PDCA＞ 
Ａ）共通・マネジメント教育領域科目の充実 

(a) 工学基礎科目 
・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 
・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 
・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 
・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。 
・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 

・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。 

Ｂ）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 
(b) 専門科目 
・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

【2018 年度実績】 
・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広く公表している。 
・初年次導入教育などを通じて、入学時における学修に関するガイダンスを実施した。１年次の学修につい
ては、当初計画に基づいた運営を開始した。また、新入生の学年の進展に合わせて、当初計画を着実に推
進していく。 

・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した結果、合格率については 98%～87%程度、平均点については 90 点～
70 点程度であり、ほぼ順調に進展していることを確認した。 

・体系的な教育課程の実施状況を把握するため、１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
よう指導を行った。 

・共マネセンター所管の 5 分野について授業科目を順調に実施できた。 
・各分野とも、特に新設科目の内容のすり合わせを重点的に実施した。特に複数教員人での担当科目（数学、
物理関連等）は教員同士の検討を重ねながら実施できた。 

・全学 FD 活動の一環として、センター所管非常勤講師に対し問題の有無等ヒアリングを実施した。 
・共マネセンター教室会議の運営方法等を定めるとともに情報共有化・議事録保管など LETUS 上で管理す
ることとした。 

・技術士 1 次試験チャレンジへの支援を行うため、理窓技術士会（東京理科大学）と提携、セミナーを企画
した。初回セミナー参加者 122 名、受験願書申請者 29名と予想を超える参加者であった。9月末に試験対
策セミナーを実施した。 

・10 月の技術士試験では受験者 22 名に対し 4 名が合格した。初年度の取組みとしては十分な成果をあげる
ことができ以降への期待度が高まった。 

・2019 年度推薦枠入学生に対する工学基礎科目の入学前教育を共・マネセンターが主管となって実施した。 
・学習支援室の機能について見直し体制強化を図った。（詳細 1-17に記載） 
・PBL 型授業の一環として「地域産業入門」では、地域産業のルーツと現状の姿を実体験する校外研修や企
業から特別講義に出講いただき企業の実態理解を促進できた。 



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 

Ｃ）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。 

Ｄ）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
決するテーマ等を設定した PBL型授業を促進する。 

Ｅ）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 【2018 年度計画】 
・設定した学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を公表し、必要に応じ
て見直しを行う。 

・進級・卒業判定等に GPA、GPS を導入し、客観的定量的成績評価を行
って学生の質保証に資する。 

・半期ごとに授業に対する学生アンケートを行い、その結果に基づいた
教育改善を継続して行く。 

【2018 年度実績】 
・学位授与方針を策定し、大学 HP、大学パンフレット等で広く公表している。 
・１年次終了時点において、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。また、課外活動、
資格取得など自己啓発活動についても、当初計画に対する結果について評価、反省し、十分な項目につい
ては引き続き継続させ、反省すべき項目についてはその原因を認識、改善させる指導を行った。 



1-6 【2018 年度計画】 
・大学院進学者数（修士）向上策を検討・実施する。 
・国際会議参加者への支援対策を検討・実施する。 
・大学院に社会人をより多く受け入れるための対策の検討を行う。 

【2018 年度実績】 
・学部生の入学時に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。より多くの社会人を受け入れる方策について検討した。 

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 【2018 年度計画】 
・従来行ったきた学修支援に加え、以下の事柄を検討する。 
・ラーニングコモンズ設置の検討及び準備を行う。 
・学生の卒業後の進路を配慮したガイダンスグループまたはゼミ担当教
員による定期的な履修指導の仕組みづくりを検討する。 

・卒業に至るまでのマイルストーン管理の計画、学生ポートフォリオの
活用、学生カルテのビックデータ解析の仕組みづくりを検討する。 

【2018 年度実績】 
・本年度より「学習支援室利用票 2018」（B6 用紙）を作成し、学習支援室員が学生対応した内容を書き留め
るように改善した。ラーニングコモンズの設置を目標に、室長と事務担当者が、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した（信州大学）。 

・ガイダンスグループによる面談は従来通りに実施されており、面談時での適切な履修指導が行われている。 
・学生ポートフォリオは工学部内で実施済みであり、学生カルテ等の活用の仕組みづくりは計画中である。 
 

1-8 【2018 年度計画】 
・従来行ってきた生活支援をおこないつつ、PDCA サイクルを実施する
ことで生活支援のより一層の充実を図る。 

・心理的なサポートの仕組みづくりを検討する。 
・課外活動及び学外との交流支援を行う。 

【2018 年度実績】 
・保健管理センターと連携し、入学時の心理スクリーニングを実施し、リスクのある学生に対するケアを行
った。従来から行っているこうした心理サポートの手順のマニュアル化を行った。 

・学生の課外活動および学外との交流を奨励するため、資金支援を行う仕組みを検討・計画し、公立諏訪東
京理科大学学生正課内及び正課外活動の活性化にかかる助成金を設置した。 

1-9 【2018 年度計画】 
・就職幹事会とキャリアセンター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。 

【2018 年度実績】 
・信州産学官連携インターンシップ事業によるマッチングを利用することで，多くの学生のインターンシッ
プ参加につなげた。 

・技術士資格取得の支援を行った。 
・大学で学ぶ目標を地域連携活動から見出す体験の創出方法について検討した。 
・「ものづくり支援センターしもすわ」と連携した学生インターンシップ事業の試験的実施を検討、実行した
が、事前説明会への参加が若干名であり、本実施では参加者がなかった。告知方法の見直し、学生にとっ
ての事業参加の必要性への理解周知に課題が残った。 

・関連事業の学生への告知方法について、従来の掲示板のみならず、LETUSを用いた通知型、および後日
情報を確認できる方法を作った。本格的な運用は次年度以降となる。 

1-10 【2018 年度計画】 
・学生の人間形成に関して地域に学ぶ講演会及びインターンシップ等の
年度計画を企画し、開始する。 

【2018 年度実績】 
・地域連携総合センターとして、地域関連団地の協力のもと、地域縁の講演候補者のリスト作りと選定を進
めた。講演会の実施は次年度に 2回程度の見通しを立てた。 

・PBL 型授業の一環として「地域産業入門」では、地域産業のルーツと現状の姿を実体験する校外研修や企
業から特別講義に出講いただき企業の実態理解を促進できた。 

（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 
1-11 【2018 年度計画】 

・4 年間での卒業率向上を目指し、１～２年次の必修科目の再試験率、単
位習得率を調査し、その改善対策について検討する。 

【2018 年度実績】 
・卒業率向上の対策として，退学率改善 WGから必修科目の合格率努力目標 85%以上，JO では必修科目合
格率 90%以下の科目は次セメスターに再履修設定を掲げた。その結果，公立大学 1 期生の 1 年次終了時
点の習得単位は以下のとおりである。 
表）H18 年度入学生 1 年終了時の学科別単位取得状況 
学科 µ σ Q1 Q2 Q3 90% 



JO 44.4 9.34 45 47 49 38 
KD 42.8 7.21 41 45 47 35 

JO：情報応用工学科、 
KD：機械電気工学科 

(Q1-3 は四分位数，90%は上位 90%の取得数) 良好な単位取得状況で 4 年卒業率向上が期待できる。 
<参考>H17 年度入学生 1年終了時の学科別単位取得状況 
学科 µ σ Q1 Q2 Q3 90% 
MS 42.0 12.0 43 47 48.5 23 
ES 37.9 11.3 31 43 45 18 
CS 42.6 10.2 42 47 49 32 

MS：機械工学科、ES：電気電子工学科 
CS：コンピュータメディア工学科 

・2 年間を比較し上位層は変わらないが下位層が多く存在する＝留年予備軍が多い。 

1-12 【2018 年度計画】 
・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。 

【2018 年度実績】 
・教員人事委員会および評価委員会を立ち上げ、学校法人時に行ってた制度を基本的とした内容の人事及び
評価を、本学に即した内容へ変更するための意見交換を行い、枠組みを構築した。 

・今後の教職員の適切な配置検討に対する必要なデータ収集が肝要で、データ収集した。 
・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の検討が未実施であった。 

1-13 【2018 年度計画】 
・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。 

【2018 年度実績】 
・教育を専門とする助教２名を新に採用し、学習支援に必要な教員を配置した。 
・今後の改善のため、現状のデータを収集した。 

イ 学生を支える教育の質の改善 
1-14 【2018 年度計画】 

・従来の活動を継続しつつ、PDCA サイクルを実施することで、教育の
質のさらなる改善を図る。 

【2018 年度実績】 
・FD 活動参加率は以下のとおりである。 
・授業参観の参加率(73%) Act 
・シラバスチェック参加率(100%) Plan 
・授業アンケート参加率(100%) Check 

・授業の振り返り（Check）を促進するために，来年度に向けて授業フィードバックが見られるように CLASS
システムを改修中である。 

・Act の事業として，FD研修会を 6月 27 日(水)17:30～19:30 に実施した結果，66名の参加者があった。 
・Doの事業として，学生のモチベーション管理として，これまで学科個別に運用していたポートフォリオ
を学部統一書式として作成し運用した。次年度からポートフォリオを電子化し，教員と学生が双方向で管
理できる仕組みを S-CLASS で構築中である。 

・FD 活動を推進した。以下が活動状況である。授業参観の参加率(73%)，シラバスチェック参加率
(100%)，授業アンケート参加率(100%)。 

1-15 【2018 年度計画】 
・新大学についての教員業績評価制度を構築し実施する。 

【2018 年度実績】 
・研究、教育、貢献の 3 分野の業績を数値化する教員業績評価制度を構築し、教員へ周知し試行的に実施
することとした。加えて具体的な評価方法についても検討し、実施方法を定めた。 

1-16 【2018 年度計画】 
・地域の優秀な技術者や経営者、さらには社会で活躍している本学卒業

【2018 年度実績】 
・２年生科目「総合演習」において、スワリカブランド事業 LPWA 技術の開発を事例に、学生らの応用事例



生を講師に招くことを計画して実施する。 
 
【2018 年度計画】 
・地域連携研究開発機構等を中心として、地域からの開発依頼に基づく
課題を研究テーマとして選定し、その中に学生も積極的に参加させる
ことを検討し、実践的な教育を実施する。 

開発に取り組む課題を実施、その他、八ヶ岳総合博物館学芸員によるモバイルプラネタリウム技術の利活
用の課題、産術研から講師に招いてのプリンテッドエレクトロニクス技術の利活用の課題に取り組んだ。 

【2018 年度実績】 
・地域からの開発依頼を受け付け、学生が参加する形で実施した。 

ウ 学生の教育環境の整備・充実 

1-17 【2018 年度計画】 
・学習支援室機能の強化・充実について検討する。 
・出席管理システム自動化や ICT システムの導入について検討する。 
・学生の進展にあわせて実験設備を整備し、また、新棟建設準備を開始
する。 

【2018 年度実績】 
・学習支援室の第一目標を基礎科目の単位習得支援と位置付けた。これに基づき、学習支援室が主に対応す
る科目を（学科の教務幹事の協力を得て）決定した。 

・授業の方針と学習支援室の対応に一貫性を持たせるために、授業の担当教員に依頼して授業内での配布資
料や課題などを入手した（今後も継続）。 

・2018 年前期までには、大学入学レベル以下の質問はほぼ無かった。 
・「学習支援室利用票 2018」を作成することで、質問に回答する前に、学生の状況を知るようにつとめた。 
・のべ人数で、前期 174 名、後期 90 名、合計 264 名の学習支援室利用者があった。後期は学生の授業時間
との関係で「微分積分２」に関する質問の時間を設けることができなかった。 

・支援室利用者のリピート率を高めることができた。（前期は 60 名中 33 名がリピーター、後期は 39名中
21 名がリピーター） 

・図書館の閉館時間を 20 時から 21 時に延長し利便性を高めた。 
・平成 31年 4 月からの運用を目指して、学生証を用いた自動出席管理システムの構築を推進した。また、e
ポートフォリオについても、学内ネットワーク上で集中管理、閲覧可能なシステムを構築中し、2019年度
から運用を開始する。 

・2019 年度に使用する実験室の環境整備を進めた。また、実験設備については、機器の調達を完了した。 
エ 新たな教育分野への展開の準備 

1-18 【2018 年度計画】 
・新学科構想委員会（仮称）を設置し、当大学、地域社会等の発展に寄
与できる将来計画の検討を開始する。 

【2018 年度実績】 
・各学科、センター及び事務より選出された 19 名の委員で組織した「将来構想検討委員会」を開催し、大
学のみならず地域社会に寄与できる将来計画の検討、新学科の複数の案を提案等、活発な意見交換を行っ
た。今後の方針としてワーキンググループを立ち上げ、そこで詳細案について検討することとした。 

（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 
1-19 【2018 年度計画】 

・留学生獲得のための学部への働きかけ、留学生を受け入れた場合の教
授法および受け入れ体制について検討する。 

 
 
 
 
 
 
 

【2018 年度実績】 
・ワイオミング大学、ホーチミン市工科大学とそれぞれ MOU を締結し、学生の交換留学について検討した。
その結果、2019 年度よりワイオミング大学で語学研修が可能になった。海外インターンシップの受入先企
業の交渉、開拓が順調に進み、2019 年度からはベトナム、ホーチミンとその近郊に数社、また、タイとマ
レーシア、インドネシア、台湾にも拡張し、合計 12 社で実施できることになった。 

・留学生を受け入れる側としては、学生の居室や宿泊施設、本学までの移動方法、奨学金などについて、方
向性について大筋まとまった。また、留学生獲得のため、上記の大学以外に数校と打ち合わせ、交渉を開
始した。 

・留学生に対する日本語教育や第二外国語については科目を開設し実施している。 
 



【2018 年度計画】 
・英語村の充実とプチ合宿制度、TOEIC や他の国家資格試験受験サポー
トの継続と充実について検討し実施する。 

【2018 年度実績】 
・「英語村」は 2014 年に開設してから、活動 5 年目を迎えるが本年度も継続して年間 20 回開催し、参加学
生は延 365 名に達した。特に、ネイティブ話者を 3 名に増員したことで学生対応がよりきめ細かくなっ
た。 

・「英語資格試験受験サポート」については、TOEIC (IP)と実用英語技能検定（英検）は、本学を本試験会
場として年 2 回受験ができるよう運営し、一部地域住民希望者も受け入れた。また、英検 2 次英語面接で
は、英語教員が希望者に面接シミュレーションを実施した（10 名程度）。 
TOEIC については、希望学生を対象に、8 月、IP 試験を本学で実施（25 名受験）。その結果、TOEIC(IP)
受験は 25名中 4 名が 580 点をクリア、英検準 1級の受験者は 0 名であった。 

・「国内ミニホームステイ・プログラム」は 9月 25、26日に実施し 7 名が参加した。参加学生は英語のみで
生活し、ものづくりワークショップへの参加や、グローバル・コミュニケーションに関するディスカッシ
ョンを行う等、ホームステイの模擬体験ができた。参加者には英語によるレポート（感想文）提出を義務
付けた。 

イ 大学の国際化の推進 
1-20 【2018 年度計画】 

・国際交流センターを新設し、グローバル人材を育成するとともに、海外
大学との学術交流や教育連携協定を推進する。 

【2018 年度実績】 
・国際交流センターを設立し、海外の大学と学術交流、協定締結を推進した。その結果、ワイオミング大
学、ホーチミン市工科大学とそれぞれ MOU を締結することができた。その後、それぞれの大学と具体
的な連携内容の打合せや、特に AI、IoT 関連の研究分野では、研究室間で共同研究が始まった。また、
来年度よりワイオミング大学の語学研修プログラムに参加できることになった。 

1-21 【2018 年度計画】 
・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。 

【2018 年度実績】 
・各学科、共通・マメジメントセンターの国際交流センター委員を中心に、海外の大学等研究機関との学術
交流の可能性を調査した。その結果、数件の提案があった。また、学生や教員に対し海外での国際会議へ
の参加、講演を推奨するため、国際交流センターにて、旅費や宿泊費の支援制度を確立した。 

ウ 教職員の国際交流の推進 
1-22 【2018 年度計画】 

・教員の国際交流の推進、大学の国際化を担う職員の養成のため、教職員
を海外の大学等へ積極的に派遣するとともに、外国人研究者の受入体
制整備について検討する。 

【2018 年度実績】 
・MOU を結んだワイオミング大学、ホーチミン市工科大学に教職員を派遣し、大学間交流について具体
的な話し合いを行った。その結果、研究室間の共同研究が数件スタートし、2019 年度からは語学研修プ
ログラムに参加することで、大学間で同意に至った。 

・国際交流センターでは国際水準の研究や大学運営を担う教職員を養成するため、海外派遣を促進する制
度を策定した。具体的な成果として、MOU を締結したワイオミング大学での語学研修制度を取りまと
め、2019 年度からの実施に取り付けた。 

・ワイオミング大学、ホーチミン市工科大学と MOU を締結し、研究室間で教員、学生の共同研究や相互
交流はスタートした。外国人教員招聘制度については、上記３大学以外にも情報交換、打合せを実施し
た。 

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 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究 
2-1 【2018 年度計画】 

・研究開発を開始するとともに、進捗状況を調査し、今後の方向性につい
て検討する。 

【2018 年度実績】 
・１年次の授業の中で、3 年次ゼミ研究および 4 年次卒業研究を意識した研究概要紹介活動を展開すること
で、1 年次における教育内容との関連性と重要性を理解させた。 



・各学科それぞれ８つの研究分野において、自らの研究内容の一層の深堀に向けた研究活動を日々推進して
いる。 

・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。 

・自らの研究シーズの発掘、発展に努めるとともに、外部機関との連携などを模索するための活動も産学連
携センターなどを通して展開している。また、外部資金獲得に発展させるよう日々努めている。 

・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視野に入れた活動も積極的に展開している。 
・研究成果として、学術論文の発表、国際会議や研究会などにおける学会発表、特許などの権利化、技術指
導などを積極的に実施した。 

2-2 【2018 年度計画】 
・研究開発を開始するとともに、進捗状況を調査し、今後の方向性につい
て検討する。 

【2018 年度実績】 
・１年次の授業の中で、3 年次ゼミ研究および 4 年次卒業研究を意識した研究概要紹介活動を展開すること
で、1 年次における教育内容との関連性と重要性を理解させた。 

・各学科それぞれ８つの研究分野において、自らの研究内容の一層の深堀に向けた研究活動を日々推進して
いる。 

・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。 

・自らの研究シーズの発掘、発展に努めるとともに、外部機関との連携などを模索するための活動も産学連
携センターなどを通して展開している。また、外部資金獲得に発展させるよう日々努めている。 

・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視野に入れた活動も積極的に展開している。 
・研究成果として、学術論文の発表、国際会議や研究会などにおける学会発表、特許などの権利化、技術指
導などを積極的に実施した。 

イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究 
2-3 【2018 年度計画】 

・地域連携研究開発機構及び地域連携総合センターを中心として地元企
業の要望に基づいて行う実用型研究を推進する。 

・大学の所有する研究シーズと企業のニーズとのマッチングを一層充実
するよう人員の配置を含めて体制の強化を図る。 

【2018 年度実績】 
・地域からの開発依頼を受け付け、学生が参加する形で一部実施した。 
・地域連携研究開発機構に６つの部門を設置。学科の枠を超えた教員を各部門に配置し、企業等との共同研
究を、学長裁量費経費を用い実施した。 

・コーディネータの人数を 2名から 3 名に増員し体制の強化を図った。 
・特許権等の積極的な活用を通じた研究活動のより一層の活性化を図り、もって産学官の円滑な連携を通じ
大学の社会的責務の遂行に資することを目的として、知的財産権の取扱いについての規程を定めた。これ
に伴い発明委員会を発足させた。 

・新たに特許事務所と知財顧問契約を締結し、専門的な助言を受けるとともに、特許出願等の手続きを依頼
する体制を整備した。 

・東京理科大学より本学が所有すべき且つ、今後に地域・社会で産業利用のために有効な活用特許等知的財
産の移譲をほぼ完了した。 

ウ  競争的外部資金の獲得の促進 
2-4 【2018 年度計画】 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための支援体制を検討し構築する。 
【2018 年度実績】 
・科研費の申請書への助言を行う体制を確立した。また、競争的資金獲得向上のため、特任教授１名を採用
した。 

エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 
2-5 【2018 年度計画】 

・他大学との共同研究推進のための具体案を検討し実施する。 
【2018 年度実績】 
・従来の農理工分野での共同研究に加え、東京理科大学のスペース・コロニー研究センターとの共同研究に



向けた実験を開始した。 
・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にも使用できるよう予算化した。また、企業の技
術者との会合を開催し交流活動を行った。 

・産学連携センターが主催した企業見学会に若手研究者が参加した。 
（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 
2-6 【2018 年度計画】 

・地域連携研究開発機構を設置してその体制を整備し、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開始する。 

【2018 年度実績】 
・地域連携研究開発機構を設置し、地域産業界および自治体からのニーズに応える研究を開始した。また、
学内研究者による先進的研究も開始した。 

・当初全教員参加型ではなかったが、教養関係教員の一部を除く教員で組織出来、早期に発足でき活動を開
始した。 

・地域連携研究開発機構に６部門を設置し、活動を開始した。既に企業からの共同研究が始まった。 
・中期計画での当初５部門予定 
「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」 

・2018 年度発足の 6部門 
「「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」 

・当初地域先進技術研究部門等に含まれていた次世代輸送システム技術に関して独立した研究部門として追
加設置した。 

・「次世代輸送システム研究部門」の研究テーマ例 
・次世代モビリティ 
・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、等々 
・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
改編を行う制度を定めた 

・地域連携研究開発機構における研究は大学院生を参加させて実施した。 
・実践的な研究も行うので大学院生の実践的研究実施に問題はないが。研究のより一層の推進に関しては、
より多くの大学院生が必要であるとの課題も見えた。 

イ  研究支援体制の整備 
2-7 【2018 年度計画】 

・従来の産学連携センターの機能を継続させつつ、さらなる機能強化に
ついて検討する。 

【2018 年度実績】 
・コーディネータの人数を 2名から 3 名に増員し、活動のアクティビティを高めた。 



2-8 【2018 年度計画】 
・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
みに対する支援策を検討し実施する。 

【2018 年度実績】 
・学長裁量費を、一部基盤研究費、一部研究内容に応じた研究費として配布し、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行った。 

2-9 
【2018 年度計画】 
・科学研究費補助金等の競争的研究資金の申請、獲得を促進する支援体
制を検討・構築する。 

【2018 年度実績】 
・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体制を確立し実施中である。ま
た、競争的資金獲得のためのコーディネータの増員または勤務時間増を検討した。 

2-10 【2018 年度計画】 
・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
実させる施策の検討を行う。 

【2018 年度実績】 
・茅野市からの受託研究が 8月 1日から開始された。その中には、ベンチャー企業及び既存企業の新分野へ
の進出支援の内容が含まれており、そのための研究会を 14 社計 8回実施した。 

・ベンチャー企業及び既存企業の新分野への進出支援するため、諏訪圏ものづくり機構と共催で社会人 AI
教育「導入編」を計画し、1 月記者発表、3 月に第 1 回目を開催した。 

ウ 研究環境の整備・拡充 
2-11 【2018 年度計画】 

・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、汎用的な設備について検討し、設備を新設する。 

【2018 年度実績】 
・研究スペースを確保、配置し、また、汎用的な設備として人工知能研究用計算機を導入し共同研究を推進
の準備を整えた。さらなる研究スペースの確保のための検討をした。 

エ  研究活動の評価及び改善 
2-12 【2018 年度計画】 

・教員評価制度の研究活動項目及び外部意見を基に評価する具体案を検
討する。 

【2018 年度実績】 
・教員人事委員会（評価委員会）を設置し、研究活動項目等についての検討を開始した。 

2-13 【2018 年度計画】 
・学内の競争的プロジェクト研究資金について、審査評価する体制整備
を検討し実施する。 

【2018 年度実績】 
・地域連携研究開発機構の各部門へ、基盤予算以外の予算を配布するための体制を整備し予算配分を実施し
た。 

2-14 【2018 年度計画】 
・従来の体制を継続しつつ、さらなる充実について検討する。 

【2018 年度実績】 
・研究活動コンプライアンス推進会議を実施し、不正行為防止に向けた体制の充実について検討した。 

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 
3-1 【2018 年度計画】 

・産学連携センターを充実させ、シーズとニーズとのマッチングを一層
充実するよう人員の増加等を検討し、実施する。 

【2018 年度実績】 
・地域連携総合センターによる受付窓口業務を開始した。 
・大学の所有するシーズと企業のニーズとのマッチングを一層充実するようコーディネータの人数を 2 名か
ら 3 名に増員した。 

・企業見学会を 3 度計画・実施し、企業のニーズについて意見を交換した。 
・大学の研究シーズの一部を諏訪工業メッセ 2018 で発表した。 
・大学の研究シーズマップを作成し、企業ニーズとのマッチング機能を強化した。 
・地域連携開発機構との連携においても、研究機能を充実すべく、産学連携センターが最初のヒアリングか
ら同席するなどの対応を推進し、同時に学士課程および修士課程の学生への橋渡しを進めた。 

3-2 【2018 年度計画】 
・従来の地域連携センターを地域連携総合センターに発展させ、産学官
金連携による交流活動やネットワーク強化の具体案を検討し、実施す

【2018 年度実績】 
・従来の地域連携センターを、地域との連携の総合窓口および連携強化を目指した地域連携総合センターに
発展させ、以下のことを検討した。 



る。 1)連携プロジェクト創出を目的としたタスクフォースについて 
2)地域の産業、文化、自然等の歴史と現状、これらに関連した人々の活動を学ぶカリキュラムの体系化に
ついて 
3)最新研究動向を地域へ紹介するとともに、教員の専門領域を理解していただく取り組みについて 

3-3 【2018 年度計画】 
・企業等共同研究や奨励助成金研究を推進し、JST や NEDO 等公的機
関の大型外部資金研究にチャレンジする支援体制を強化する。 

【2018 年度実績】 
・企業等共同研究や奨励助成金研究を推進し、JST や NEDO 等公的機関の大型外部資金研究にチャレンジ
する支援体制を強化するため、コーディネータを増員した。 

3-4 【2018 年度計画】 
・競争的学部資金研究や産学官金連携プロジェクト研究、ベンチャー企
業を支援するインキュベーション機能発揮拠点等の施設整備について
検討する。 

【2018 年度実績】 
・競争的外部資金研究や産学官金連携プロジェクト研究、ベンチャー企業等を支援するインキュベーション
機能発揮拠点等の施設として、地域連携研究開発機構を設置した。茅野市からの受託研究はこの機構で実
施中である。 

イ 生涯学習センターによる地域との連携 
3-5 【2018 年度計画】 

・従来実施してきた生涯学習センターによる地域との連携活動を継続し
つつ、PDCA サイクルを実施することで、さらに生涯学習支援を強化
する。 

【2018 年度実績】 
・「出前授業」をこれまで通り，順調に実施した。 
・「サイエンス夢合宿」の申込者数が一昨年度から減少傾向にあり，本年は大きく減少した。原因を調査し
たものの特定には至らなかった。今後より魅力あるイベントとするための検討を実施していく。 

ウ 高大連携センターによる教育機関との連携 
3-6 【2018 年度計画】 

・従来行ってきた各高等学校との連携を継続しつつ、PDCA サイクルを
実施することで、さら高大連携を強化する。 

【2018 年度実績】 
・長野県内の 5 校に加え、2018年度は長野工業高校、甲府工業高校と連携協定を結んだ。これら協定校を中
心に昨年度とほぼ同数の 12 件の「高大連携実習」のプロジェクトを実施し、高校の学びが大学の学びにい
かに活かされるかを教授した。また、引き続き「サイエンス体験プログラム」と「高大連携マッチングフ
ォーラム」も開催、参加し、高校生の工学への興味・関心・意欲を高めた。 

・県内大学・高校連絡懇談会に参加を予定している他、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、実行した。 

エ  他の高等教育機関等との連携 
3-7 【2018 年度計画】 

・従来行ってきた教育機関との連携を継続しつつ、PDCA サイクルを実
施することで、さら連携を強化する。 

【2018 年度実績】 
・信州大学等の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」に参加した。 

（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 
3-8 【2018 年度計画】 

・従来の取組みに加え、学生のキャリア形成に寄与する活動を検討し、試
験的に開始する。 

【2018 年度実績】 
・地域連携総合センターを窓口とした相談業務から学生に有益と考えられる案件については、事業化し募集
活動を行った。クラブ活動団体への機会提供は定着している。他の学生への機会提供も多くは行ったが、
学生の参加増進が課題として残った。今後は学生への事業参加の意義を伝えることが必要と考える。 

・地域連携に関わる情報提供について LETUS を活用し希望者への情報配信を積極的に行えるようにした。
また、LETUS のサイトをアクセスすることで、事業に当初より参画できなかった者へも経過情報を提供
できる仕組みをつくった。 

・地域の産業、文化、自然等の歴史と現状、これらに関連した人々の活動を学ぶカリキュラムの体系化を検
討した。但しカリキュラム変更は手続要項から次年度以降に反映予定とした。 



イ 地域とのネットワーク体制の強化 
3-9 【2018 年度計画】 

・従来の活動を継続しつつ、PDCA サイクルを実施することでネットワ
ーク体制を強化する。 

 
 
 
【2018 年度計画】 
・図書館の活用環境を整備する。 

【2018 年度実績】 
・地域連携を活用した良質な教育機会を与えるための地域連携組織の検討中については、これまでの協力関
係もあり、各団体と個別には実質的な継続的関係が保たれており、意見交換、相談を行っており、学生に
向けた事業実施にもつながっている。一方で、これらを束ねた連携組織のありかたについてはなお模索中
である。 

・地域連携を活用した良質な教育機会を与えるための地域連携の取り組みについて検討した。 
【2018 年度実績】 
・茅野市図書館の大学紹介コーナーへ、大学案内、図書館案内や出前授業のパンフレットを置いてもらうよ
う依頼対応を行った。 

ウ 地域への優秀な人材の供給 
3-10 【2018 年度計画】 

・従来実施されてきたインターンシップ等を継続して行うとともに、
PDCA サイクルを実施することで、さらなる交流促進を図る。 

【2018 年度実績】 
・下諏訪と連携した地域企業紹介冊子製作の事業は実施に至ったが、事前説明会への参加が若干名、本実施
に至っては参加者が居なかった。告知方法の見直し、学生にとっての事業参加の必要性を理解していただ
くことに課題が残った。 

3-11 【2018 年度計画】 
・同窓会を構築するとともに、理想会との連携を図り、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についての具体案を検
討する。 

【2018 年度実績】 
・同窓会の設立のための準備委員会を立ち上げ発足した。運営内容について検討を開始した。 

3-12 【2018 年度計画】 
・従来実施されてきたキャリアセンター事業を継続して行うとともに、

PDCA サイクルを実施することで、さらに事業の強化・充実を図る。 

【2018 年度実績】 
・従来実施してきた企業紹介等に加え、企業見学会を実施した。企業との情報交換をより密に行い、学生か
ら意見を聴取して、学生就職と企業採用状況からキャリアセンター事業の充実を図った。その結果、昨年
度に比べて今現在のインターンシップ参加者数が大幅に増加した。 

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 
4-1 【2018 年度計画】 

・意思決定及び法人各機関の役割分担を明文化した規程等を制定する。 
・法人運営組織には、学外の有識者を登用し、外部の意見を取り込む。 
・各委員会議事録を公開する。 
 
 
 
 
 
【2018 年度計画】 
・旧法人の評価制度を踏襲しつつ、本学に見合う制度設計を行い、2019
年 1 月の昇給に反映させる。また、この制度を軸とし常に改定を行っ
ていく。 

 

【2018 年度実績】 
・4 月法人化により、意思決定及び法人各機関の役割分担を明文化した規程を制定した。また、規程の DB シ
ステムを構築し、外部へ公表できるよう準備を進めた。 

・法人運営組織に外部の有識者を登用し、各委員会等の議事録を大学 HP で公開した。 
1)事会 学外有識者 3/7 名中 
2)監事 学外有識者 2/2 名中   

・各審議会において、外部の有識者を登用し、定期的に開催し審議を行った。 
1)経営審議会学外有識者 7/11名中 
2)教育研究審議会学外有識者 6/14 名中 

【2018 年度実績】 
・教育職員については、理事長、学長及び学内者にて検討を開始し、学校法人時の制度を用いてシミュレー
ションを行うなど、より本学に適する制度の構築を行い、教授会にて説明し導入をした。 

・事務職員については、今後の人材育成及び個々のモチベーションアップにつながる評価制度を構築し、全
事務職員への導入説明を実施し導入した。 



イ コンプライアンス遵守と体制の整備 
4-2 【2018 年度計画】 

・相談窓口を設置し、教職員・学生への周知をホームページ等で行うと共
に、法令遵守のガイドラインの作成に着手する。 

・研究倫理教育として外部の e ラーニング教材を用いることとし、2018
年度採用の新任教員に受講させる。 

【2018 年度実績】 
・専用回線を用いた相談窓口を設置するとともに、各ツールにて周知を行った。 
・研究倫理の重要性を鑑み、2018年度採用の新任教員の受講が終了し、全専任教育職員の受講率は 100%と
なった。 

4-3 【2018 年度計画】 
・規程及びガイドラインを制定し、課員の実践、継続的な改善を行うな
ど、課員が高い関心を持って業務を遂行できる体制を整備する。 

・2018 年度に特定個人情報の取得を法令に則り実施する。 
・ホームページへの掲載を含め、教授会等でプライバシーポリシーを教
職員に周知徹底させる。 

【2018 年度実績】 
・関係規程の制定を行った。 
・特定個人情報の法令に則り、マイナンバーの収取と管理の徹底を図った。 
・個人情報保護委員会を開催し、本学のプライバシーポリシーを定め、ホームページに掲載した。 
・全学生に対して「特定個人情報の取得」に関して周知をし、同意を得たうえで実施している。 

ウ 事務等の効率化・合理化の推進 
4-4 【2018 年度計画】 

・研修会開催の情報を各課へ周知し、積極的な参加を促し、SD 活動につ
なげる。 

・業務・年度別参加状況表を作成し、2018 年度の業務状況等も踏まえ、
2019 年度以降の人材育成の制度設計に着手する。 

・事務連絡会議等を通じて職員全体で情報の共有を図ると共に、SD 研修
も実施する。 

【2018 年度実績】 
・教職協働を目指し、10月に合同研修会を開催した。 
・各課にて職員の専門性を高めるよう積極的に外部への研修に参加した。 
・毎週理事長及び管理職による定例打合せを開催し、その内容を課員に報告することで情報共有を図ってい
る。 

4-5 【2018 年度計画】 
・2018 年度の計画に則り、派遣職員を登用し、業務量等を考慮し、必要
に応じ外部人材を登用する。 

・IT 技術者の外部委託による登用。 

【2018 年度実績】 
・各課の業務量等に応じ、労働者派遣法に留意しながら、適宜派遣職員の受け入れを行った。(総務課 2 名/
財務課 3 名/教務・学生支援課 3名) 

・IT の外部委託業者を諏訪地域内から選定し、４月からの業務内容の検討を実施した。 
4-6 【2018 年度計画】 

・完全移行にむけてのスケジューリングを 9 月までに綿密に行い、2019
年 4 月の完全移行を滞りなく完了させる。 

【2018 年度実績】 
・大学のネットワーク及びソフトウェアのライセンス管理等情報システムの完全移行を実施した。 

（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 
4-7 【2018 年度計画】 

・2019 年度以降への改善に結び付けられる現状の問題点の洗い出を行
う。 

・滞りなく業務を遂行していくための支援体制を早急に整備する。 
・9 月までにマニュアル（初版）の整備し、教員への周知を行う。 
【2018 年度計画】 
・教員が最新の公募案件をリアルタイムに確認できるようグループウェ
アの活用を検討し、実施に移す。 

【2018 年度実績】 
・産学連携活動において、本法人独自で運用できるよう新たにコーディネータを雇用しするとともに、特許
事務所とも契約して体制整備を行った。 

・関係マニュアルは、随時更新を実施し、教員へ周知した。 
 
【2018 年度実績】 
・4 月に導入したグループウェアを用い、最新の公募案件を教員へ周知した。 
・大型プロジェクトは昨年と同様の数字を保っており、小中規模の公的研究案件については、4 件の応募を
行い、積極的に外部資金獲得に努めた。 

イ 人件費等の抑制 



4-8 【2018 年度計画】 
・新財務システムの教員への使用を徹底させ、リアルタイムでの予算管
理を実施する。 

・電力料金の削減をはかるため、電気契約先の選定を 7 月までに完了さ
せる。 

 

【2018 年度実績】 
・次年度予算案作成における課内での原案作成工程対応により予定通り次年度予算計画が出来た。 
・財務システムの導入により教員教育研究費を事務方と教員とで一元管理することができ、予算残額等を共
有化することができて、予定通りの予算運用ができた。 

・新財務システムでの教員の経費処理について、年初請求書等の提出が遅れる傾向にあったが、教員からの
請求書等の提出について拡大教授会での周知の効果もありほぼ期限内に提出して頂くことができ、予定通
りの経費管理に移行した。 

・学内 IT システムの運用業務の外部委託の締結が完了し、情報システム業務の効率化及び担当職員負荷低
減が出来た。 

・電力料金の削減を図るため、既存の電力会社を含め 3社から見積もりを取得し、電力契約の見直しを実
施するなど、電気料金の削減に取り組み、光熱水費の削減を実施した。 

（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 

4-9 【2018 年度計画】 
・公立化初年度については、関係組織と連携し、PDCA サイクルが循環
する組織体制を検討する。 

・2019 年度以降は自己点検により挙げられた改善項目ごとに優先順位
を定め、改革・改善を進めていく。 

【2018 年度実績】 
・法人に監査室を設置し、監査計画を基に業務監査を実施し、そこで挙げられた課題を改善するよう担当課
もしくは教員に指摘した。 

4-10 【2018 年度計画】 
・今後の外部認証評価の受審を見据え、自己点検評価書の構成内容を検
討する。 

・3 年ごと「自己点検評価報告書」を作成するため、「自己点検評価委員
会」で、年度毎の自己点検を実施する。 

【2018 年度実績】 
・今後の外部認証評価を見据え、自己点検報告書の作成準備を進めた。 
・昨年度実施した認証評価結果は、ホームページで公開している。 
 

イ 情報公開や情報発信等の推進 
4-11 【2018 年度計画】 

・公立大学法人及び公立大学としての新たなスタートの年であるため、
ホームページを中心に大学としての新たな取り組み（特に地域連携や
研究成果、教育の特色等）を確実に公開し、大学が大きく変わり始めて
いることをしっかりとアピールする。 

・財務状況や評価については、理事会、各審議会の結果等をいち早くホー
ムページで公開し、法人情報の透明性を確保する。 

・新たな組織である地域連携総合センターや地域連携研究開発機構につ
いては、紙媒体も作成し、資料配布等により強くアピールする。 

・法人としての学内広報を必要となることから、新たな学内報を制作し、
学内での情報共有体制の強化に努める。 

【2018 年度実績】 
・ホームページ内で今まで掲載していた大学情報に追加して、新たに法人情報を掲載した。また学内ニュー
スに関して、随時ホームページにて公開を行った。 

・新たな学内広報誌として「蓼科の風」を創刊し、年度内に 2号を発刊した。 
・学内でのデータを中心とした各種情報を諏訪 6市町村議会議員に周知するための広報誌「SUS TIMES」を
創刊し、年度内に 2 号を発刊した。1 号では学生アンケート結果、2 号では地域連携活動について発信し
た。 

・朝日新聞 AERA の国公立大学特集への掲載は本学情報を広く情報発信するツールとなった。 
・「蓼科の風」「SUS TIMES」の 2 誌の発刊により法人及び大学の情報発信体制が開始できた。 

（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 

4-12 【2018 年度計画】 
・男女共同参画の外部団体との意見交換会を実施する。 
・育児・介護休暇に関する規程を整備する。 

【2018 年度実績】 
・今年 7 月に諏訪市男女共同参画団体との意見交換を実施した。 
・育児・介護休暇に関する規程を整備した。 



・2019 年度からの実施を目指し、自己啓発研修の援助金制度導入を検討
する。 

・長時間労働を是正するため、時間管理研修の実施及び仕事の質や価値
での評価制度を検討する。 

・自己啓発研修の援助金制度導入を目指し、規程の整備を開始した。 
・労務士による研修を実施し、働き方改革による長時間労働の是正等について、本学での具体的な取り組み
の検討を始めた。 

イ 安全衛生管理体制の整備 
4-13 【2018 年度計画】 

・薬品管理については管理システムを 12 月までに導入し、データ移行を
完了させる。 

・新任教員の研究テーマから研究室等の安全管理上必要な改修の有無に
ついて確認する。 

【2018 年度実績】 
・薬品管理システム(IASO)を 12 月に導入、データ移行を完了させ、学内の化学薬品の情報や在庫状況等を
管理している。 

・薬品を取扱う新任教員の研究室における、安全管理上の必要な改修として、研究室内の床を耐薬品カーペ
ットに交換した。 

4-14 【2018 年度計画】 
・衛生委員会の定期的に開催する。 
・ホームページにて健康保全管理に関する情報（喫煙、飲酒等）を積極的
に発信する。 

【2018 年度実績】 
・労働安全衛生法に基づき、本学において衛生委員会を設置し、毎月開催した。 
・ホームページにて、学生に対して飲酒に関する注意喚起のページを公開した。引き続き、学生だけでな
く、教職員に対して有効な情報発信を積極的に行った。 

4-15 【2018 年度計画】 
・現在ある危機管理マニュアルの再点検および、学内周知（教室内掲示の
見直し等）を上半期までに実施する。 

・茅野市との避難者支援に関する覚書を上半期までに締結する。 

【2018 年度実績】 
・全学参加による避難訓練を実施し、学生教職員の防災意識の高揚及び災害に対する対応能力の向上を図っ
た。 

・危機管理マニュアルについては、公立大学法人等運営事務研究会にて情報収集し、それを踏まえて本学独
自の「危機管理マニュアル」の策定と、災害時広域大学間連携の実現に向けた「大規模災害への対応マト
リクス」の策定に着手した。 

・茅野市と「災害時等における避難者支援等に関する協定書」を締結し、災害発生時の避難者支援体制の整
備に取り組んだ。 

ウ 施設設備の計画的な整備活用推進 
4-16 【2018 年度計画】 

・今後の中期計画期間 6 年間の施設整備計画を策定し、実施内容を確認
する。 

・業者委託業務について、法定にもとづく点検内容を網羅しているか上
半期まで確認する。 

・施設設備検討委員会の設置を上半期まで行い整備計画に着手する。 
 
【2018 年度計画】 
・９号館建設にかかる設計入札を計画通り実施する。 

【2018 年度実績】 
・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、「施設設備検討委員会」の設置に変えて、理
事長を含めた「建設会議」を実施することとし、随時開催をして検討を実施した。 

・法定に基づく点検は業務委託により、必要な対応を実施しており、新たに建築基準法に基づく定期報告制
度における消防設備の点検も実施した（長野県は平成３０年度より義務化）。 

・エレベータ設備については指摘されていた既存不適格の内、P 波感知型地震管制運転機能の追加工事を実
施し改善した。 

【2018 年度実績】 
・9 号館建設に係る設計入札を予定どおり実施した。 

 


