
 
 
 
 

自己点検・評価報告書 
 

【2020 年度】 

 

 

 

公立諏訪東京理科大学 
自己点検・評価委員会 

 
 
 
 



 

目 次 
   

はじめに ··························································································································································································· 
 
１．理念  ···························································································································································································  ·  

 
２．目的 ··································································································································································································  

 
３．組織 ···································································································································································································· 
（１） 教員体制 
（２） 組織図 

   
４．学生数 ··································································································································································································· 

 
５．年度計画に対する自己評価 ·································································································································································· 
（１）2020 年度評価 
（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 
    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 

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 
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 

（３）小項目実施状況 

 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 
 
 

5 
 

6 



はじめに 

公立化 3 年目となった本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大学の教育活動は通常時とは全くことなる形態での教育活動の実施が迫ら
れ、大学としての準備や作業に追われた年度であった。 
本学では、対面授業と教育効果が同等程度で実施する遠隔授業を、できる限り併用で実施することとし、遠隔授業システムの強化や遠隔授業実施に係る方

針を定め、5 月 11 日から授業をスタートさせた。また、遠隔授業実施に関するシステム契約や、学生が登校できないことに対する各種書類やノート PC の郵
送対応などを実施するなどの対応を行った。この他、学生にとっても、新型コロナウイルス感染症対策による大学の授業形態の変更等により、様々な負担が
増加したことから、遠隔授業実施に伴うネットワーク環境整備の支援を目的に、大学から全学生に一律 2 万円を支給した。 
新型コロナ禍による社会的な不安にも助長され、大学生が大学に対して授業料の返還等を求める運動がおきている等の報道もされる中、大学としては学生

が支払う学費に対しその対価となる教育活動がしっかりとできているかが重要であり、これら社会状況の変化により家庭環境や本人のアルバイト等の環境が
著しく変化し、学ぶことを諦めなくてはならない環境となる学生がでないよう、本学独自の授業料減免制度を設けて支援している。 
今回、これまで経験したことのない状況下での学部・諸組織等における自己点検を基に、自己点検・評価委員会において報告書として取り纏めた。 
 

2021 年 4 月 自己点検・評価委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    
【教員】                                             （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） 4（0） 1（1） 3（0） 19（1） 21（1） 

機械電気工学科 11（0） 4（0） 3（0） 2（1） 20（1） 12（0） 
計 22（0） 8（0） 4（1） 5（1） 39（2） 33（1） 

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） 
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） 22（9） 

合計 28（0） 11（1） 8（3） 6（2） 53（6） 55（10） 
※（ ）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） 8（0） 5（1） 1（0） 40（1） 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 450 444 56 500 

機械電気工学科 450 437 23 460 
機械工学科※ 65 78 8 86 
電気電子工学科※ 65 69 3 72 
コンピュータメディア工学科※ 70 89 8 97 

情報経営学部 経営情報学科※ 100 89 20 109 
合計 1,200 1,206 118 1,324 

※：組織変更に伴い、2018 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 21 6 27 

工学・マネジメント専攻〔博士後期課程〕 6 5 0 5 
合計 36 26 6 32 

 
 
 
 
 
 
 



５．年度計画に対する自己評価 

（１）2020 年度評価 
本年度は新型コロナウイルス感染症蔓延の環境下にあり、年度計画で予定した国際交流や地域貢献交流等の対外的な活動が出来ない施策もあっ

た。志願者は中期計画目標を超えて推移しており、推薦入試人数枠の変更、コロナ過でも Web オープンキャンパスや高校へのオンラインガイダ
ンスの実施など募集活動は順調で、大学院英語授業や制度整備も進捗し、今後の院生増加が見込まれる。 

1 年目の国際交流センター設置、2 年目アドミッションセンター、本年度は教学マネジメントセンターと機能強化に合わせて組織化し、来年度
は総合情報センターが発足する予定であり、教育支援の体制整備は順調である。 
研究面では地域連携研究開発機構が初年度から機能し、外部資金研究件数は年間目標 45 件に対して 2018 年より 53 件、56 件、48 件と順調に

推移、地域貢献の一指標としての地域組織への参画は年間、26 件、95 件、89件と積極的な取組件数となっている。 
また、新たな教育研究棟が 2月末に予定通りに完工し、工学部 2 学科の完成年度となる来年度、新たな 4 年生と大学院生の教育研究環境が整っ

た。 
本年度一部で実施できない取組もあったが、下記の各項目の実施状況から判断し、「本年度の計画は順調に実施できた」と自己評価する。 
 

（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 
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 
  入学者受け入れ方針の設定、公表、検証および見直しを定期的に実施。その結果、志願者数は右肩上がりの隔年現象の状態となっており、

学生募集はほぼ順調に推移している。学習内容の充実及び卒業生の質的保証も、コロナ禍ではあったが、遠隔授業や学修ポートフォリオの
活用により順調である。学生への学修・生活支援及びキャリア形成支援として、授業料減免等の経済支援を行い、また外部講師によるキャ
リア支援用の公開講座を開催した。 

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 
  メンター制度導入、FD 活動、教学マネージメンタセンター設置、遠隔での学習支援などにより、コロナ禍ではあったが、必修科目の合格率

は大きく改善している。また、教員の質的向上を目的とした定量的な教員業績評価制度を導入し、新学科の検討も順調に進んでいる。 
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 
  今年度は、コロナ禍のため、国際化に関連した活動がほとんどできなかったが、前年度までの活動が盛んであったため、順調に進んでいる。 

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 
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 



  今年度は、コロナ禍のため、研究活動に制限を受けたが、オンライの活用などにより、その悪影響を最小限に抑えられたと考えている。そ
の結果、地域企業との連携件数は 42 件/年（3 年平均）と堅調である。残念ながら、科研費等の採択件数は目標値に届いていないが、NEDO、
JST、SCOPEといった国の関連機関からの競争的受託研究の獲得を含めて判断すると、研究水準は上がっていると判断できる。 

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 
  6 部門からなる地域連携研究開発機構の参加教員は、工学部教員全員（39 名）に加え、共通・マネジメント教育センターの教員数名が加わ

った。また、大学院生の多く（2020 年度は全大学院生の 93％）が機構での研究開発に参加している。その結果、地域連携研究開発機構の研
究開発件数（特許件数、審査のある論文数、審査のあるプロシ-ディング数の合計）は 2019 年と 2020 年の平均で 1 件/人を超えている。な
お、コロナ禍のため、昨年度は、当初予定していた対面での AI 関連公開講座は開催できなかったが、急遽、e-ラーニングによる講座を準備、
開催し多くの参加者を得ることができた。 

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 
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 
  産学連携センターにおいて、コーディネーターを増員して企業等との連携・支援を推進するとともに、競争的資金獲得の支援や知財活用支

援を行った。地域連携研究開発機構では、19.7件/年（3年平均）の実績であったが、コロナ禍の影響もあり、本学の参画する連携事業はほ
とんど実施できなかった。ただ、研究拠点の施設整備や高大連携事業は、ほぼ順調に実施できた。 

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 
  地域要請に基づく各種審議会・委員会への参加件数は、増加した。また、信州産学官連携インターシップ事業を利用したインターシップを

単位認定型インターシップとして行った結果、11 名の参加があった。 
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 

新型コロナウイルス感染症対策として理事長を本部長として対策本部を設置し、感染予防対策を実施した。その結果、遠隔授業に対応する
ための環境整備が迅速に実施でき、支障なく授業が進行できた。また、今年度「経営審議会」と「教育研究審議会」の各委員の任期満了に伴
う改選となり、学外委員の委嘱にあたっては役職指定以外の委員についても快諾いただき新体制でスタートできた。加えて、本年度は、全て
の会議について遠隔システムを利用しての開催となったが、問題なく円滑にすすめることができ、学外からの意見も反映した運営ができた。 

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 
管理業務の効率化を図ることを目的に、外部委託業務を行っており、特に、IT 専門員を週 5日で常駐とし、システム保守に加え教員等から
の各種問い合わせにも対応できるようにしたことで、専任職員との連携がとれ、遠隔授業実施のためのシステム対応等を IT専門員と協力し
て順調に進められた。また、外部資金の獲得にあたっては、企業との共同研究等の契約までの交渉過程で、企業経験者の産学連携アドバイザ
ーの役割は大変大きくかつ効果的に活動が行えており、契約件数の増加につながった。 



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 
自己点検・評価委員会で、年度計画や業務実績を確認する体制をとっており、学内にも各センターの活動状況等の情報が共有できている。
特に 2023 年度の外部評価受審を見据え、学内体制の強化の参考となるよう、評価機構の研修会等に積極的に参加し情報収集を図った。 
また、ホームページで法人の各会議の議事録やと大学教育の基本情報を積極的に公開するとともに、大学の活動について広報誌「蓼科の風」
を定期的に発行し情報発信した。 

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 
本年度、有期雇用職員に対し、同一労働、同一賃金に向けて、賞与の支払、有給の付与等、労働の対価を無期の職員と同等の待遇になるよ
う規程を整備し実施できたので、今後も必要な人材を幅広い採用形態で対応していく。また、施設設備の計画的な整備として、新教育研究
棟（9号館）が予定どおり完成し、来年度、工学部 2学科体制の完成年度を迎えるのあたり、教育研究活動に支障なく研究室の移転が完了
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）小項目実施状況 
No 2020 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 【2020 年度計画】 
・入学者受け入れ方針を大学 HP、パンフレットなどに引き続き明記し
て、オンラインで実施するオープンキャンパスでの大学説明や各地で
開催している高校教員向けの入試説明会でも広く一般に公表してい
く。 

・1 年前期の成績と各学年において、1 年次終了時、2 年次終了時、3 年
次終了時の成績との関係性を検証し、入試タイプとの相関性を 4年次
まで継続して検証する。 

・昨年度に引き続き、2020 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。 

・アドミッション・ポリシーの検証と必要に応じて見直しを行う。 

【2020 年度実績】 
・入学者受け入れ方針の公表について、大学 HPやパンフレット、入学者選抜要項等に広く掲載し、また、
各種説明会時には内容に関して説明する等、予定どおり実施した。 

・コロナの影響により、実施方法が対面でのテスト方式ではなく、課題提出方式に変更とはなったが、
2020 年度新入生に対する学力段階調査を実施し、この結果を習熟度別授業実施の材料とした。これに関
するフィードバックは、確認テストの実施方法やその目的が今までと大きく異なってしまったため、
2020 年度に関しては実施しなかった。 

・成績の学年進行時の関係性の検証について実施した。 
・1 月及び２月の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
たが、教学マネジメントセンターでの大学教育改革や新学科検討等にあわせ、今後も定期的に検証と見直
しを実施することとした。 

 

1-2 【2020 年度計画】 
・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。 

・推薦入試での優秀な学生の獲得について、専門高校・総合学科からの入
学希望者に対する受験しやすく専門性等を評価しやすい入試制度を検
討し再設計するとともに、現在、長野県と山梨県の高校のみを対象地
域としていることについても検討する。 

・出願者が見込まれる高校に対しては引き続き県内外問わず高校内ガイ
ダンス（オンライン型含む）に積極的に参加する。高校教員対象説明会
については会場での対面実施が難しいことから、Web 説明会に実施方
法を変更する。Web 説明会ではエリアの選定が必要なく、全国どこか
らでも参加することができるため、大学広報のチャンスととらえる。
ただし、一般入試での志願者数・入学者数が上位の中部圏に対しては
「特別指定エリア」として重点的に募集活動や模擬授業（オンライン
含む）など実施する。 

・志願者数が多かったエリアの高校については、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対面イベントとしての実施が難しいこと
から、Web 配信と双方向型遠隔システムを利用した実施内容とする。
参加者が参加しやすい実施内容や参加者への大学魅力訴求が高い内容

【2020 年度実績】 
・コロナの影響により高校教員対象の入試説明会がオンライン開催となったが、県内の高校教員限定で対面
形式を認め、より細やかな情報提供に努めた。 

・学校推薦型選抜の専門高校・総合学科枠の制度を見直し、長野県の当該枠をしっかり確保すること、全国
からの当該枠による優秀な入学者を獲得すること、当該枠の高校時点での特殊な学びに対してより適切な
評価ができること、などを目的とした制度変更を実施した。これにより、専門高校・総合学科からの入学
者を目標値以上に獲得することができた。 

・オンラインでのガイダンス参加を実施してはいるが、高校側の設備不足や各種受け入れ態勢の不足によ
り、昨年度よりもガイダンス参加数は減少（全国的な傾向）し、実際に高校生と接する機会が減少してい
る。これを補うために、大学独自でのオンライン相談会を 9 月から複数回にわたり実施した。 

・Webオープンキャンパスとして、本学の特徴、魅力を訴求できる動画作成を行い、これを HP上で公開
した。これにより、オフライン実施ではその時期にしか見せることができない情報を年間通して見てもら
えることができている。 

・学校推薦型選抜の定員を各学科 4 名増加、一般選抜での定員を各学科 4名減少させる定員設定とした。 
・編入学試験には 10 名の出願があったが、そのうち半数が工業高等専門学校出身者であり、一定のニーズ
があると考えている。 

・一般選抜では、多くの国公立大学に見られる志願者数の隔年現象が本学にも当てはまり、2020 年度入試
の大幅な志願者増状況から、2021 年度入試は前年比較で志願者が減少したが、2019 年度入試志願者との
比較では 3 割程度増加しており、現状は右肩上がりの隔年現象になっていると考える。 

 



をしっかりと検討し、実施内容等の設定をする。 
・推薦入試および一般入試の定員数は概ね同数で実施することとするが、
前述の専門高校・総合学科を対象とした入試制度の変更により、一般
入試定員を若干減少させ、推薦入試合計での定員を増加させる。 

・編入学に関しては、特に工業高等専門学校からの優秀な学生の確保に
向けて広報活動を展開する。 

1-3 【2020 年度計画】 
・前年度効果が認められた施策、「大学院進学を希望する卒研生に対して
は、学生の適正や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」を引き
続き行う。 

・大学院修士 2 年生の発表会や 1 年生の中間発表会の開催案内、プログ
ラムを学部生に早期に掲示などでアナウンスし興味を引かせる。また、
就職ガイダンスに並行して大学院進学ガイダンスも実施し、大学院と
は、またその優位点や魅力を学部生に積極的に紹介していく。 

・留学生の獲得のため、後期入学の制度を制定する。 
・留学生が修了するのに必要な単位の半分以上の授業を英語で実施する。 
・さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒアリングやアンケー
トを実施する。 

・優秀な留学生に対し、入学金・授業料の減免および奨学金給付を実施す
る。 

 

【2020 年度実績】 
・昨年度に引き続き、挑戦的、イノベーション型研究テーマについて、学部、大学院の計 3 年間を対象とし
た研究テーマを設定して実施している。 

・さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒアリングやアンケートを実施し、入学生の学力向上策と
して、院入試に関して、面接時に学部における卒研の内容や大学院での研究計画のプレゼンを課すことと
した。 

・2020 年度入学した優秀な留学生に対し、入学金・授業料の減免および奨学金給付のための面接試験を実施
し給付者を 1 名決定した。 

・留学生の獲得のため、後期入学の制度を制定に向けて、通年授業を半期授業に変更するなどの準備を開始
した。 

・留学生が修了するのに必要な単位以上の 20 単位（前期：12 単位、後期：8 単位）について英語による授
業を実施した。 

・2022 年度大学院入試について、学内選考および一般選考に関する大枠を研究科委員会にて決定し、大学
HP で一般に公開した。 

・大学院における３つのポリシーについて、見直しの必要性について、確認した。 
・外国人留学生および社会人入学者について、2020 年度にはそれぞれ 1名を確保した。 
・今年度の大学院修士課程 2 年生の発表会および修士課程 1 年生、博士課程 1，2 年生の中間発表会につい
て、zoom による遠隔システムによる開催として実行する。 

イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証 

1-4 【2020 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、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、各学年ごとの前期終了
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。 

・カリキュラム・ポリシー（専門領域）の検証と必要に応じて見直しを
行う。 

・特に、3 年次において修得する選択専門科目について、学生個々に目

【2020 年度実績】 
・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。 
・学科内コース選択（情報応用工学科は 3 年前期、機械電気工学科は 2 年次後期）のための学修指導を行っ
た。 

・前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、後期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。 

・コロナの影響により、授業形態が大きく変わり（オンライン授業へのシフト）、学生間で考えさせるような
アクティブラーニング形式の授業実施が予定どおりとはならなかった部分もある。しかし、オンライン授
業での学修効果面でのメリットも見えてきているため、オンラインも活用した効果的な学修方法を検討し
ていく。これらは、2020 年度から発足した教学マネジメント推進センターでの検討を中心とする。 

・両学科で 3 年ゼミがスタートする年であったが、前期については 4 年生の研究活動を優先する必要があ
り、3 年ゼミは原則としてオンラインでの実施となったが、後期については対面も取り入れながら実施し、
円滑な卒研着手移行を目指す。 

・1 月及び２月の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



指す専門ごとのチェーンを十分に認識させて有効かつ効果的な履修に
繋げていく。 

・問題解決能力や解決策提案能力の向上を目指して、アクティブラーニ
ング手法などを積極的に取り入れた教育方法を検討する。 

・専門力を活かして解決策が提案できる学力を充実させるため、3年ゼ
ミにおいて、卒研生と一緒になったテーマを早期に体験させること
で、円滑な卒研着手に移行させる。 

【2020 年度計画】 
・3 年次を迎える共マネ教育では、工学専門領域へ進む学生の基盤知識
を身につけさせるとともに、技術と経営を両視座にいれたマネジメン
ト教育や、グローバル化に対応できる語学力、大学生にふさわしい常
識と社会適応力を備えた人材の育成により注力し、領域 5 分野の授業
科目の教育内容の向上を図る。 

・「技術士資格取得」への支援 
前年に引き続き、支援活動を進める。工学部の専門科目の履修と「技
術者の倫理」に関する一般教育など、本学の提供する教育課程の履修
により 1 次試験合格のチャンスが大きく、それがキャリア形成に大
きく寄与することを認識させ、受験に挑戦する学生の増加を促進す
る。併せて、合格者 10人以上輩出することで大学のステータス向上
にも寄与させる。 

 
 

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
が、教学マネジメントセンターでの大学教育改革や新学科検討等にあわせ、今後も定期的に検証と見直し
を実施することとした。 

 
 
 
 
【2020 年度実績】 
・年度初めから新型コロナウイルス対策に追われながら、教員各自が新しい授業方法の確立を目指して取り
組む日々を送ることとなった。授業は連休明けの開始となったが、当初の SOLA を用いたオンデマンド
方式から徐々に Zoom を用いた授業に発展し、前期途中からは学生との質疑応答もスムーズに行えるよ
うになった。こうして前後期共に授業は概ね予定通り終了した。年間を通して全ての科目が遠隔授業とな
ったが、後期には前期の体験を生かして各教員が少しずつ工夫を凝らしながら授業を行い、新入生に対す
る勉学法の定着と在学生の専門領域への引き渡しができるよう努めた。受講者数制限を行わざるを得ない
科目も出たが、予定された授業は全て終了した。 

(1)領域 5 分野の教育内容の向上 
・工学基礎科目 
 本科目は 1，2年次生向けに開講されているので、2 年間の実績を踏まえ、オンデマンド方式と Zoomに
よる授業を活用して、前・後期に予定された授業を全て終えることができた。 

・マネジメント科目 
 3 年次生向けに新たに導入する 3 科目について準備を進め、それぞれ前期に 2 科目、後期に 1 科目を予定
通りの受業を終えた。 

・語学科目 
 工学基礎科目同様に、年間を通して予定通り授業を終えた。英語の前期定期試験は１DK は遠隔で、他の
クラスは対面で行われた。 

・地域連携科目  
 通年科目の「地域学入門及び自然環境と人間」は後期に集中として行ったが、他の科目は前後期を通して
予定通り終了した。 

・一般科目 
 都合により前期開講予定の 1 科目が後期開講となったが、予定された全ての科目が遠隔授業により終了
した。 

(2)技術士資格取得支援  
・コロナ対策により、外部講師に対面授業を行っていただくことができず、一部遠隔講義、一部は対面でな
いと教育成果が上がらないことから中止にせざるを得なかった。 

・1 次試験受験者もコロナ禍のため受験を忌避した学生もいたが、10 名受験し、4 名が見事合格した。 
・全国各大学も技術士 1 次資格取得に注力しており、本学の支援活動についても継続強化し、本人のキャリ
ア形成と大学のステータスアップに更に寄与していきたい。 

1-5 【2020 年度計画】 
・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。 
・各学年の学生について、前期および後期授業の開始時期にあわせてガイ

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

【2020 年度実績】 
・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



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。 

・自らの専門力を活かして問題を発見し解決する能力を育成するため、専
門領域においてアクティブラーニング手法などを積極的に取り入れた
教育方法を検討する。 

・専門力の充実を目指して、3年次において修得する選択専門科目につい
て、学生個々が目指す専門分野ごとのチェーンを十分に認識させて有
効かつ効果的な履修に繋げていく。 

・専門力を活かして解決策が提案できる学力を充実させるため、3年ゼミ
において、卒研生と一緒になったテーマを早期に体験させることで、
円滑な卒研着手に移行させる。 

・学部 4 年間の学修の集大成としての卒業研究の活性化、質の向上を図る
ため、研究室毎それぞれに学会発表を促すなどして、卒業生の質保証
を実現する。 

・ディプロマ・ポリシーの検証と必要に応じて見直しを行う。 

育効果の向上に繋がっている。 
・卒業研究の質の向上を目指し、各研究室の努力目標として、研究室で最低 1 名は，卒業研究の成果を外
部の学術研究機関が主催する学会・研究会などで研究発表することとした。 

・1 月及び２月の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が、
教学マネジメントセンターでの大学教育改革や新学科検討等にあわせ、今後も定期的に検証と見直しを実
施することとした。 

 

1-6 【2020 年度計画】 
・国際化に対応するため、授業の一部（修了に必要な単位の約半分、10
単位）を英語化する。 

・さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒアリングやアンケー
トを実施する。 

・外国人共同研究者の招聘の際に、大学院の学生に対するレクチャーを
行ってもらう。 

 

【2020 年度実績】 
・留学生が修了するのに必要な単位以上の 20 単位（前期：12 単位、後期：8 単位）について英語による授
業を実施した。 

・今年度実施した英語授業について、振り返りを行って必要に応じて見直しなどを行う。 
・学生に対する教育の質向上の一環として、現在の修士課程在学生について、在学中に 1 件以上の外部発表
を行うことを努力目標として設定し、運用を開始した。 

・2021 年度大学院修士課程の新入生に対して、在学期間の 2 年間において 1 件以上の外部発表の必修化を
大学院の申し合わせ事項として決定し運用を開始する。 

・留学生への対応として、昨年度から継続してシラバスの全科目に対して日本語と英語併記を充実させた。 
・外国人共同研究者の招聘の際に、大学院の学生に対するレクチャーを行ってもらう。（新型コロナウイルス
対応のため対象外） 

・今年度の大学院修士課程 2 年生の発表会および修士課程 1 年生、博士課程 1，2 年生の中間発表会につい
て、遠隔システムによる開催として実行した。 

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 【2020 年度計画】 
・「学習支援室利用票 2020」を「学習支援室 2019 後期」に準じて、支
援を受けた学生の満足度を測定するために、質問項目を設ける等変更
する。 

・基礎科目における不合格者数（入学定員を 300 名として 1 割に当たる
30 人）を一定数に押さえることを目標値とする。 

・学習支援室に関する研究会に参加する。 
・基礎科目に関する書籍を充実させる。 
・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。 

・2020 年 4 月から開始される国の経済的困窮学生に対する経済的支援
制度を活用した本学独自の支援制度を開始し、それに加え意欲向上の

【2020 年度実績】 
・遠隔授業に関する学習支援を目的に、学習支援室主催のアンケート調査を実施した。実施した科目は「微
分積分 1」「物理学 A 」「論理回路 1」と学習支援室運営委員より希望があった「機械電気工学通論」で
ある。履修者合計 912 名中 717 名からの回答があった（回答率：78.6％）。さらに、この結果を科目担当
者、学習支援室運営院にフィードバックして、遠隔授業の改善を依頼した。 

・2021 年度に向けて、ZOOM を含めた対面以外での対応について検討し、4 月からスタートできるような
体制づくりを行った。たとえば、学習支援室用のパソコン（タッチパネルにペンで数式などが書けるも
の）を準備するなどした。これらは、2020 年度における学習支援員の遠隔授業に関する経験と知見に基
づいている。運用に関する細かな点は 2021 年度初めに決定する。 

・コロナ感染症の感染予防のため、学生の大学への入構を制限しており、学習支援室の利用はほとんどな
い。このために，一部科目について遠隔授業アンケートを実施し、その結果を授業担当教員にフィードバ
ックした。 



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。 
・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。 

 

・履修指導等ガイダンスグループを主として遠隔での面談を実施している。特に問題となりそうな学生につ
いては学科内で情報を共有し、指導した。 

・コロナ対応で生活費などのひっ迫を考慮して、全学生に特別支援金 2 万円を給付した。 
・コロナ感染予防のために登校を自粛しているが，Zoom や SOLAなどの機能を使って遠隔授業での出欠
を確認した．この結果は手動ではあるが S-CLASS に反映されており，基礎データの蓄積を行った。 

1-8 【2020 年度計画】 
・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、
学科と情報共有しつつ進める。 

・ゲーム障害について知見を深め、背景要因含め適切な支援を行う。 
・学生支援担当及び教務担当の事務部職員や学生相談室、保健管理セン
ター、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。 

・前年度実施した学生満足度調査結果による現状把握において、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を継続して
努める。 

【2020 年度実績】 
・コロナ感染症の感染予防のため、直接的に面談する件数は少ないが、電話やメール等での相談は行ってい
る。 

・感染防止のために環境が大きく変わったことによる精神的ストレスを緩和するために、必要に応じて電話
相談を行った。 

・感染予防のための多種の対策を実施し，感染予防に努めた。 
・車いす利用学生の学内での移動を助けるためにスロープを施工した。 
・登校自粛のために実家やアパートでの生活時間が長く，この生活の安全を学内での避難訓練の代わりに，
各自治体が発行しているハザードマップの確認と身近な避難所の確認を学生に行わせた。また，被災時に
必要な物品のリストを与えて確認を行わせた。 

・少ない人数ではあるが登校学生数に合わせてバスを運行した。 

1-9 【2020 年度計画】 
・県外出身者の増加を踏まえて、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」を引き続き開講する。 

・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に
ついて、単位認定型「インターンシップ」として進め、より多くの学生
の利用を促進する。 

・長野県内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。 
・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。 

【2020 年度実績】 
・本学が加盟している一般社団法人中部経済連合会（長野・岐阜・静岡・愛知・三重の中部５県を活動エリ
アとする広域的な総合経済団体）の企業人材プールを利用し、富士通株式会社、株式会社豊田自動織機を
講師に招き、「初年次導入教育」において「キャリア形成講座」を開講した。新型コロナウイルス感染症
の影響でオンラインでの実施となったが、学生アンケートでは 88.5％（富士通）、95.5％（豊田自動織
機）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。 

・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 5 社に対して 11 名が参加し、単位認定希望
者 2 名によるインターンシップ報告会をオンラインで実施した。 

・対面での学内企業説明会の実施が困難となったため、オンラインでの学内企業説明会、合同企業研究セミ
ナーを実施した。 

・公務員試験対策講座をオンラインで開講し，公務員教養講座 5 名、専門（電電情報）1名、専門（行政）1
名の学生が受講した。昨年度受講した 24 名のうち、5 名が公務員に内定した。 

 
1-10 【2020 年度計画】 

・外部講師による講演会や学生同士のディスカッションの企画を複数回
行う。講演会は、公開講座としての実施も検討する。それらの企画会
議を学外協力者及び学生らも交えて行う。 

・実社会の現在の課題や過去の課題解決の実例を基に、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。 

【2020 年度実績】 
・地域と連携した学びの必要性を説くために、初年次導入教育において、地域と連携した学びの必要性及び
地域と連携した活動の紹介を去年の事例をもとに１年生に紹介した。 

・地域の方をお招きし、現在抱えている課題や地域活動を聞く講演会を開催した。講演会はオンラインで実
施し、開催頻度が上がったと共に、入構制限の中でも学生へ聴講の機会を与えることができた。 

 

（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 【2020 年度計画】 

・教員の資質として教育力は重要であり，教員の教育力がないために，
勉強について行けなくなる→学習意欲が低下→退学の要因となる場合

【2020 年度実績】 
・新型コロナの影響で，前期は基本的に遠隔授業となった。また，後期においても遠隔授業をせざるを得な
い状況となり，前期終了時に通常の授業アンケートの他に，遠隔授業総評アンケートを行った。この結



がある。教員の担当科目の適正と教育力を推し量るために，1～2年
生の必修科目の合格率を調査し，合格率が 90%となることを目標値と
した。合格率が高ければ，教員の担当科目が適正で，教育力が十分に
ある。合格率が低ければ，担当科目の変更または授業改善を求める必
要がある。 

・教員の資質を推し量るために，昨年同様，1～2 年生の必修科目合格
率 90%以上を目標値とする。また，退学率改善の具体的な施策として
「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(合格
率 70%程度を検討中)については、授業改善を教員に求めるなど，教
育力向上のための具体的なアクションを促す。 

・学生が履修申告した科目を履修放棄することは，期待した内容を学習
できなかった，内容を理解できなかった，自分のためにならないな
ど，好ましいことではない。2020 年度からは，履修放棄の申告理由
を調査し，その内容を教務幹事会，FD 委員会で共有し，問題ある科
目については授業改善を教員に求めるなど，教育力向上のアクション
をうながす。具体的には，履修放棄率(履修放棄者÷履修者数)が 10%
以上(閾値については今後検討)の科目数を目標値に設定する。 

果，本学学生の遠隔授業に関する取り組む姿勢，教員の遠隔授業における注意点が顕在化し，骨伝導マイ
クの配布，9 月 30 日実施の FD 研究会で周知などの対策を行った。 

・前期終了時点の 1～2年生の必修科目合格率、退学率、履修放棄率の中間報告値は以下の通りで、概ね計
画通り順調に進んだ。 

・前期終了時点では，必修科目合格率，退学率は，概ね計画通り順調に進んでいる。2020 年度の合格率，
退学率は 3 月中旬に確定する。 

・9 月 30日に FD 研修会「前期授業アンケートの結果から遠隔授業運営について」を実施し 100％の教員
参加率であった。 

 

1-12 【2020 年度計画】 
・公開講座担当教員等のための人事計画の立案と実施。 
・人事・評価用のデータ収集・解析を行い、評価制度の改善のための見
直しを 3 月末までに行う。 

【2020 年度実績】 
・当初予定の公開講座の人事計画は立案したがコロナのため中止となり、急遽、遠隔による一部の講座を実
施することとなり、その人事計画を立案・実施した。 

・業績評価に関する基礎データの収集・解析し、評価制度の改善のための見直しを行った。 

1-13 【2020 年度計画】 
・2019 年度実績数をおよその適正数と考え、目標値をそれよりも少し
多い 50 人とした。これをブレイクダウンすることで、学習支援室に
呼び込めるようにする。 

・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る。目標値は 100%とする。 

・学習支援員対応数を、年間 1 人あたり前期 35 人以上、後期 30人以上
として、(35+30)×3=195 人以上の対応を目標値とする。 

・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。 

【2020 年度実績】 
・ほぼすべての授業が遠隔授業に変更されたため、遠隔授業に関する学習支援を目的に、学習支援室主催の
アンケート調査を実施した。履修者合計 912名中 717 名からの回答があった。（回答率：78.6％） 

・結果的に、新型コロナの影響により、学習支援室での対面での学習支援はできなかった。 
・2021 年度について、2021年 1月の段階では対面授業が主として設定されている。しかし、学習支援室の
部屋の状況などを考慮すると、2020 年度と同様に、対面での対応が難しいと考えられる。そこで、2021
年度に向けて、ZOOM を含めた対面以外での対応について検討し、4 月からスタートできるような体制
づくりを行った。たとえば、学習支援室用のパソコン（タッチパネルにペンで数式などが書けるもの）を
準備するなどした。これらは、2020 年度における学習支援員の遠隔授業に関する経験と知見に基づいて
いる。 

イ 学生を支える教育の質の改善 
1-14 【2020 年度計画】 

・FD 活動は，全教員が当事者意識を持ち授業改善のための PDCA サイ
クルを実践し，カリキュラムチェーンに従って授業間の連携を取る必
要がある。そのために，FD活動の参加率は重要な意味を持つため，
1)，3)は継続し 100%の目標値を目指す。2)に関しては，学生の参加率
から教員のコメント記入率に指標を変更し，eポートフォリオの活用促

【2020 年度実績】 
・2020 年度より教職員のビジョンとして「専門知識を活かした問題解決能力を備えた人材を育成する(問題
解決能力=コミュニケーション力、主体性、問題認識・分析力、専門的視点」を掲げ、次の 4 つの最重要
戦略を策定した。 

(1)基礎学力を重視し、AL(Active Learning)を中心とした教育システムの確立 
遠隔授業の実践により、授業に ICT 活用促進のきかっけとなった。 



進を目指す。 
1)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(1-14-a) 
＊授業アンケート参加率)1-14-b) 

2)2019 年度ポートフォリオを電子化し，学生を対象に eポートフォ
リオ利用に関するアンケート調査を行った。その結果，e ポートフ
ォリオの有用性は認めているが，利用回数は少ない，教員からのア
ドバイスを見ていない，教員がアドバイスを入力しないこともあ
る，などの問題点が顕在化した。そこで，学生が学習や生活の目標
記入に対し，教員がアドバイスを返している率を目標値と定める。
2019 年度のアドバイス記入は 11.2%であった。2020 年度は，コメ
ント記入率 20%以上をめざす。 

e ポートフォリオ学生記入数とアドバイス記入数 
 1 学年 2 学年 合計 

JO 学生記入数 264 192 456 
KD学生記入数 153 194 347 
教員アドバイス記入数 57 33 90 

 JO：情報応用工学科、 KD：機械電気工学科 
＊e ポートフォリオの参加率(1-14-c) 
＊e ポートフォリオのアドバイス記入率(1-14-c2) 

3)e ポートフォリオに関する学生アンケートを継続し，運用改善の基
礎データとする。 

4)2019 年度の FD 研修会でアクティブラーニングを授業の取り入れ
る事例について取り上げた。今後，積極的にアクティブラーニング
を推進するために，年 1 回の FD研修会の回数を増やすことを
2020 年度は検討する。 

・一般的に，受講している学生以外は大学の授業の内容を知るすべがな
いため，授業の評価を顕在化することは重要なことである。このた
め，授業アンケートは継続する。学生が授業アンケートに真面目に取
り組んでもらうために，授業アンケートが授業改善に役立つことを示
すために，アンケート結果の教員フィードバックを学生に公開するこ
とは重要で，来年度も継続する。 

 成績評価を厳密化する一つの方法として，授業出席状況と成績の相関
をとることも重要である。このため，2019 年度より出席管理システ
ムを導入したが，そのシステム利用率をウオッチすることは重要であ
る。このため，出席管理システムの利用率も昨年同様，100%の目標
値を設定する。個別の学生指導のために，出席管理システムに追加機
能の要望が出ている。2020 年度は，教員からの要望を聞き，システ
ム改修にも取り組む。 

・授業満足度については，90%を達成したので，来年度は 91%以上を目
指す。 

with コロナ時代に向け、遠隔授業の利点・欠点を分析し、利点は継続／強化、欠点は修正／フォローす
る方策を考えた。サポート体制も含めて、大学として ICT 力の強化した。実験の見直し→工学部にとっ
て実験は AL実践の最適な授業と位置づけ、ALを積極的に取り入れた実験への再構築。 

(2)卒業研究の充実とレベルアップ 
研究室で最低 1名は、卒業研究の成果を外部の学術研究機関が主催する学会・研究会などで研究発表す
ることを検討した。2020 年度は努力目標とした。 

(3)大学院進学者数増加とレベルアップ 
・原則として，在学中 1 回以上は外部の学術研究機関が主催する学会・研究会などで発表(年会，研究 
会、学生セッションなどを問わない)することを検討した。2020 年度は努力目標とした。 

1)FD 活動基本目標 
 *シラバス点検参加率(1-14-a)100%目標達成 
 *授業アンケート参加率(1-14-b)100%目標達成 
2)ポートフォリオの電子化について 

* e ポートフォリオの参加率(1-14-c) 目標達成 
＊e ポートフォリオのアドバイス記入率(1-14-c2) 
 コロナ禍で Zoomによる学生面談は行ったが，対面授業が少ない・大学での会話がないなどの理由
で，ポートフォリオの記入率は 16.6%にとどまった。次年度は，メンターを新規導入し低学年の学生指
導を徹底する。次年度の目標は，コメント記入率 30%以上を目指す。 

3)e ポートフォリオのアンケートは，コロナ禍で対面授業や面談ができないため実施していない。 
4)9 月 30 日に FD 研修会を実施し，授業録画が復習にとても役に立っていることを説明した。また，遠隔
授業の場合，必ず授業を録画することとし，11 月上旬時点で，すべての専任教員が授業録画を SOLAに
アップしていることを確認した。 

・授業満足度は 90%で目標達成できなかったが，アンケート設問Q02「授業時間外の学習時間」が 2019
年度 2.31 から 2020 年度 2.93と急増した。自宅での学習時間が約 30 分強から 1 時間程度に増えたこと
になる。遠隔授業となり課題提出に機会が増えたこと，後期には遠隔授業録画を必須として録画を見て復
習できる体制をとったことが原因と推測できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・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。 
＊授業アンケート授業満足率(1-14-d2) 

・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(1-14-d) 
 ・学生指導しやすいように出席管理システムに機能を追加する。 
【2020 年度計画】 
・学生指導を考えると，FD 活動は，個別の学科や学部単位でなく，全学
で取り組むことで，より効果を発揮する。このため，例年通り，教学マ
ネジメント推進委員会の活動を学部で推進することとする。もし，学
部単位での授業改善の必要性が出た場合は，教学マネジメント推進委
員会と連携し，問題解決方法を考える。 

 

 
 
 
 
 
 
【2020 年度実績】 
・コロナの影響で前期授業のほとんどがオンライン授業となった。オンライン授業のメリット、デメリット
についてしっかりと検証し、学生にとって学修効果の高い授業方法について、教学マネジメント推進委員
会を中心に検討し、その結果を 9月末にＦＤ研修会にて情報共有することで、後期授業での効果的なオ
ンライン授業実施に向け取組んだ。 

・教学マネジメント推進委員会によるアンケート結果より、オンライン授業のメリット、デメリットが明ら
かになり、今後、どの点をいかに改善していくか、指標をえることができた。 

1-15 【2020 年度計画】 
・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

行う。 

【2020 年度実績】 
・教員業績評価委員会を開催し、昨年度の課題となっていた、素点付加方法及び評価項目の追加行った。加
えて、研究業績評価法について検討し、改善案を立案し、次年度から実施することとした。 

1-16 【2020 年度計画】 
・２年生科目「地域連携課題演習」おいて、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課題設定を行っていく。 

・上記課題設定についても学外協力者、学生らと検討する会議を行う。 
・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。 

【2020 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。 

 

【2020 年度実績】 
・「地域連携課題演習」のテーマ課題を茅野・産業振興プラザと連携しコロナ禍において困っている事柄の
情報提供を地域へ呼びかけ、テーマを「観光・公共交通分野」「商業分野」「事業全般」「地域コミュニテ
ィ分野」に分けて設定した。 

・上記授業にて学生は企業や市役所など 25団体に調査を行った。 
・茅野産業振興プラザ、諏訪市、諏訪圏ものづくり推進機構等へ声をかけて、学生が主体的に関われる事業
の検討会を行った。 

 
【2020 年度実績】 
・今回の新型コロナ感染症流行の影響もありテーマを遠隔で行える研究に絞ったなどの理由で、残念ながら
機構における課題テーマ取組み学生数は目標値の 60％を下回っている。しかし、学生数は大幅に増加し
た。 

・「AIコンテスト」を実施し学生の主体的学習を支援した。 

ウ 学生の教育環境の整備・充実 

1-17 【2020 年度計画】 
・出席管理システムについては、引き続き活用を行う。さらに、教員間
の情報共有化に向けて準備を行う。 

・Wi-Fi 環境を活用し、全員が購入しているノートパソコンを活用して教
員と学生のコミュニケーションの円滑化を図る。 

・教室、学生厚生施設の環境整備については、教員、学生からの要望を踏
まえて引き続き検討を行っていく。コンビニ自販機の運用等について
は導入実績を見ながら改善を行っていく。 

・図書館の学生の利用スペースの改善について検討を行う。 
・1 号館 1 階の情報応用工学科実験室の運用について、さらに検討を行

【2020 年度実績】 
・２号館エントランス階段部横に、車椅子での移動を考慮しスロープを設置した。 
・１号館の実験室中心にエアコンの更新工事を実施した。 
・図書館閲覧室の照明を LEDに交換し、閲覧しやすい環境とした。 
・既存の ID 統合システム機能を拡充し、シングルサインオンを実現することにより、講義での利便性の向
上とセキュリティの強化を行った。 

 
 
 
 
 



う。さらに新棟建設にあたり必要な設備備品の検討を行う。 
【2020 年度計画】 
・出席管理システムを活用して、日々の学修に対してリアルタイムに学
生の授業の出席管理を行って学修指導に役立てる。 

・電子書籍の増刷とオンライン商品の増加に伴い、学外からもよりアク
セスし易く改善し、利用促進につなげる。またそれらの利用説明会を
開催する。 

 

 
【2020 年度実績】 
・オンライン授業が主となった前期は、出席確認を課題等の提出で代替して実施したが、手段は異なるが学
習指導上の出席管理として実施ができた。ただし、出席端末を使用する出欠管理と異なり、教員の負担が
増え、また多少のタイムラグが発生するなどの影響はあった。 

・来館者数は未達であるが、電子書籍の増冊とホームページに自宅から利用可能なメニューを増やした結
果、電子書籍の閲覧数が前年利用数 109 であったものが約 2000 に大幅増となった。また図書館運営に学
生を参画させ学生の推薦書などのコーナーを作り学生の利用促進を図った。 

・後期も上述の状況は基本的に変わらなかった。前期はレポート課題が多く、学生にとってかなりの負担に
なったとの報告を受け、後期は教員の裁量により、その辺は改善が見られたと思われる。 

・各学生の科目の出欠については各担当科目の教員から個別に情報収集していたが、ネットワーク上に UP
され、各自 PC で簡単に全履修科目について見られるようになり、ガイダンスグループの学生の指導など
に大変有用になった。 

エ 新たな教育分野への展開の準備 
1-18 【2020 年度計画】 

・大学発展戦略 WG を発展的に解散し、従来の IR 委員会と FD 委員会
を含めた教学マネジメントセンターを立ち上げ、教学マネジメントに
ついて継続的に計画立案する。 

・新学科についての素案をまとめ外部に調査を依頼する。その結果をも
とに再度新学科について検討する。 

 
 

【2020 年度実績】 
・教学マネジメントセンターと同推進委員会を設立し、アクティブラーニングの拡大やアンケート調査結果
を基にした遠隔授業のやり方、卒業研究の活性化に向けた施策など検討し実施している。さらに科目やカ
リキュラムチューンの見直しなど継続的に検討、計画立案した。 

・前期は、昨年度に継続し新学科検討 WG を立ち上げ、昨年度末の中間報告を基に素案をまとめ外部に調
査を依頼するため検討に入った。既に新学科検討 WG 会議を 3 回開催し、具体的な学科名や各学科の専
門分野、定員、教員人数など各メンバーから提案され、活発な議論を重ねた。 

 後期は新学科の分野を絞り、具体的に入学者を確保できるか、想定される就職先は十分あるか、など検討
し、現在籍教員の専門分野とそれに沿った配置、不足する分野とそこに新たに充てる教員数などを考慮し
て慎重に議論を進めた。その間、設立組合の意見も聞いた。それらの結果をまとめ、年度末に学長へ答申
する予定である。 

（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 【2020 年度計画】 
・2019 年度 MOU を締結した 2 大学を含めた MOU 締結 3 大学とさら
に積極的に交流を深める。研究室間交流はいくつかスタートし確立し
つつあるので、今後、交流を２、３研究室に拡大する。また、語学研修
制度の確立するため、ワイオミング大学の研修プログラム参加制度を
再構築し、新たにマレーシア国民大学とは新たに制度を構築する。さ
らに、東京理科大学の海外研究プログラムへの参加は引き続き堅持す
る。 

 （MOU：Memorandum of Understanding の略。基本合意書） 
・留学生数については、先ずは大学院留学生の増加を図るため、大学院入
試制度を改革し、9 月入学や奨学生制度を確立する。 

・海外インターンシップについては、ここ数年、参加者数が伸びてきた。
実績のある企業の中で、まだ受入人数に余裕がある企業があるので、

【2020 年度実績】 
・新型コロナ禍の中、MOU 締結に関する活動も含め、2020 年度計画は、大学院に関する活動以外は、実
質的に活動休止の状況であった。 

・その状況下で、2019 年度に MOU を提起したホーチミン大学とは、本年度、国際交流センター長が変更
した旨を伝え、コロナ以降(次年度以降)を見据えた友好な交流関係の維持と協力のお願いを行った。 

・ワイオミング大学との研修プログラムに関しては、ワイオミング大学からの研修生の条件と本学の実情
があっていないなどの理由から、本学の実情に見合った研修制度を現在検討中であり、年度内に次年度へ
向けた研修制度の案(オンライン留学などの可能性)を策定する。 

・語学研修に関しては、HIS から渡航を伴わないオンライン留学プログラムの提案を受け、プログラムの
妥当性を検討したうえで、本学の学生に対し、1 月から告知、募集を行っている。ただし、現状において
学生からのレスポンスは 0 件。 

・マレーシア大学との MOU 提携については、現在、最終的な段階にあり、年度内にマレーシア大学とメ
ールを介した調整等を行い、次年度締結を目指している。そのうえで、マレーシア大学の英語研修プログ



学生らに積極的に参加を呼び掛ける。 
・引き続き、英語力向上を目指し学生に積極的な支援を行っていくため、
「英語村」と連携を図る。 

・大学院で英語を主言語とした授業を開講する。その後、段階的にその授
業数を増加していく。 

【2020 年度計画】 
・「英語村」の継続実施 

昨年同様、年間 20 回を実施する。 
・「国内ミニホームスティ・プログラム」の実施 
  昨年好評であったことから、前期・後期の年 2 回実施する。 
・「TOEIC（IP）」受験の実施 
  受験者数の促進を図るとともに、受験の対応を行う。 
 

ラムへの学生の参加に向けた制度設計を行う。 
・大学院 9 月入学については、後期の研究科会議において次次年度(2022 年度)からの実施が計画され、そ
れを受けて、次年度必要な制度整備の検討を行うことになった。また、奨学生制度に関しては、今年度入
学の学生に対し、すでに奨学金配布の審査などを行い、1名の学生に奨学金の授与を行った。 

・大学院において英語を主言語とする授業を前期は 6 授業、後期は 4 授業実施した。 
【2020 年度実績】 
・前期「英語村」は、新型コロナウィルスの影響で前期開始が遅れたことに伴い実施開始も遅れ、前期 10
回の予定回数を下回ったが、オンラインで 8 回実施することができ、185 人が参加した。 
後期「英語村」は、例年通り 10回実施。前期は、参加を授業の課題として義務付けたが、後期は自由参
加とした結果、参加人数は 84人に留まった。今年は初めてのオンライン開催だったため、レベル・目的
別の３部屋を時間差で設置し、予約制で各部屋 10人の人数制限を設けて実施した。習熟度の高い学生か
らも、英会話に自信がない学生からも大変満足したという感想が多数あった。 

・前期の「国内ミニホームステイ・プログラム」は、新型コロナウィルス感染防止のため中止としたが、後
期は 12 月に「日帰り」で安全に実施するこができた。参加者は、「日帰りではなく、泊りがよかった」
「座学ではない文化体験ができた」という声が多く、非常に満足度が高い結果となった。 

・「TOEIC(IP)」は、本年度から初めてオンライン受験が可能になり、学生が自宅で受験できるよう手配した
ところ、83 人の受験があり、600点クリア者が目標値の 2 倍となった。受験者は毎年異なるため、600 点
クリア人数を増加させ続けるのは難しい。しかし、今後も必修・選択英語の授業を通して、全学的に受験
を促し目標を達成できるよう努めたい。 

イ 大学の国際化の推進 
1-20 【2020 年度計画】 

・MOU を締結しているワイオミング大学とホーチミン市工科大学とは、
研究室交流を深め、引き続き AIや IoT など情報系だけでなく、機械や
電気電子分野にも拡張する。また、今年度新たに MOU を締結したア
ンジェ大学とは、今後先ずは研究交流可能な情報系の研究室の数を増
やし、次のステップとして上記大学と同様に研究交流分野の拡大を図
る。 

・マレーシア国民大学、台湾中興大学とMOU 締結の準備を進めており、
研究面や語学研修で学生や教職員の交流を図るため、今年度中の締結
を目指す。 

・ワイオミング大学とは語学研究制度の再構築を図る。 

【2020 年度実績】 
・MOU 提携大学との交流に関しては、すでに研究室交流を行っている研究室において交流維持の連絡など
を行っている状況にとどまっており、交流拡大に関する活動や、MOU 新規締結を進めるための海外渡航
などの活動などは、コロナ感染拡大の状況下では、活動休止にならざるを得ない状況であった。ただし、
マレーシア大学との MOU 提携については、現在、最終的な段階にあり、年度内にマレーシア大学とメ
ールを介した調整を行い、次年度締結を目指している。また、コロナ禍での活動制限から、当初予定して
いた台湾中興大学との MOU 提携はその期を逸してしまうことになったが、新たに国立勤益科技大学(台
湾)とコンタクトを取り、MOU 締結の可能性を模索している。 

・ワイオミング大学との研修プログラムに関しては、ワイオミング大学が提示する研修生に関する条件と本
学の実情があっていないなどの理由から、本学の実情に見合った研修制度を現在検討中であり、次年度へ
向けた研修制度の案を策定する。 

1-21 【2020 年度計画】 
・引き続き、教職員や学生の国際会議への参加、講演など促進するため、
国際交流予算から旅費や宿泊費の補助を充実させ、積極的に働きかけ
て行く。 

・専門的なグローバル人材の育成を目的として、学生の語学力アップ、国
際会議への興味促進を図り、大学院では英語を主言語とした授業を開
講する。その後、段階的にその授業数を増加させていく。 

・1-20 項に記載した通り、MOU 締結大学の数を増やし、研究室間、教
員や学生の研究交流を質、量ともに向上させていく。 

 

【2020 年度実績】 
・今年度はコロナ感染の影響で、多くの国際会議などは中止を余儀なくされており、学術交流の推進に向け
た資金援助なども行う機会そのものが存在しなかった。 

・大学院において英語を主言語とする授業を前期は 6 授業、後期は 4 授業実施した。 
・MOU を締結しているアンジェ大学、および MOU 締結候補のリヨン国立研究所の数名の学生から、今年
度末から次年度にかけて、本学へのインターンシップ滞在要請があり、コロナ感染状況の推移に対応し
て、現在はペンディングの状態。年度末のコロナ感染状況を踏まえて、年度内中に当該学生たちに本学の
対応を連絡する。 

・現在MOU を提携している 3 大学に加え、次年度に向けて、新たに 2 大学との MOU 提携の準備を行っ
た。 



ウ 教職員の国際交流の推進 
1-22 【2020 年度計画】 

・既にMOUを締結しているワイオミング大学とホーチミン市工科大学、
アンジェ大学とは、情報分野だけでなく機械電気の分野に研究交流を
拡張し、教員や学生の国際交流の機会を増やしていく。そのために国
際交流予算による支援をさらに充実させていく。 

・1-20 項に記載した通り、海外 2大学とMOU 締結の準備を進め、これ
らの大学との研究交流、語学研修に加え、大学運営戦略を目的とした
教職員の情報交換、ディスカションも積極的に推し進めていく。 

・サバティカル制度を利用した長期滞在の海外大学の教員受け入れ制度
を確立し、外国籍教員の招聘窓口を増加する。その教員に対する支援
制度も充実させて段階的に招聘数を増加していく。 

【2020 年度実績】 
・上記ア,イの項目と同様に、2020 年度は実質的な活動は休止状態であっため、学術交流の推進に向けた資
金援助なども行う機会そのものが存在しなかった。ただし、すでにMOU を締結している大学との研究
交流を行っている研究室に加え、個別に海外との共同研究を行っている教員とは、次年度において、海外
大学の教員・研究者の招聘計画などの検討を行った。 

・公益財団法人エプソン国際奨学財団から、海外からの留学生及び、学術交流に対する奨学金助成金の提供
の申し出があった。財団の奨学金適用条件は,本学の実情とはそぐわないところがあるが、財団側からも
本学への助成に向けて、制度改定などの検討を行っていくなど、将来に向けて協力関係を構築していく旨
での合意に至った。 

 

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 【2020 年度計画】 

・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年度計画の目
標設定を共有し、その目標達成に向けて活動する。 

・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する。 

・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模索す
る活動を継続的に実施する。 

・先進的イノベーション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する。 

 

【2020 年度実績】 
・コロナ禍の中、卒業研究や大学院の研究をはじめ、研究活動が制限されてきたが、当学科は研究分野的に

PC を使ってリモートで研究活動を実施することが比較的可能ではあるが、教員はその実施方法に工夫を
重ね、例年に近い形で活動してきた。その結果、予定していた学会発表や論文発表のうち、主催側の都合
でキャンセルになった学会もあるが、リモートで実施するなどして約 8 割は予定通り発表することがで
きた。また、先端的研究の実施件数は下表に記したように 36 件に達し、既に 2020 年度の目標値をクリ
アした。 

・外部機関との連携については、産学連携センターの協力のもと、上述したような研究活動に工夫を重ねて
きたが、新型コロナ感染症拡大のため研究開発費を抑えた企業が多い影響か、共同研究や受託研究、技術
相談の件数はコロナ前より減少した。当学科は現在、急速に進展し注目されている AI、IoT とその応用
分野を扱っており、後期はさらに研究活動の実施方法を工夫して、いつでも共同研究など実施できるよう
に研究シーズの発掘、発展に努力し、体制を整えた。 

・地域の課題解決を目的とした研究シーズの異なる分野の教員、研究室との連携については、まだ不十分な
点があるが。今後は域連携研究開発機構の部門ごとに課題の発掘とその解決に向け、さらに継続して取り
組んだ。 

・先進的イノベーション型研究テーマを積極的に推進していくための一手段として、卒研生に対し１研究室
当たり最低１件の学会発表を課すことを検討している。その結果、学生と教員ともに研究活動に積極的に
取り組み、研究室の活性化を図った。 

・論文（国際会議査読付きプロシーディングスを含む）30 件が掲載されているほか，コロナ禍の影響で一部
キャンセルになったものもあるが，学会発表 65 件を行った。 

・卒研生の学会発表について，コロナ禍の影響もありまだ研究室ごとの取り組みに差はあるが，合計 20 件の
発表を行った。 

2-2 【2020 年度計画】 
・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年度計画の目
標設定を共有し、その目標達成に向けて活動する。 

【2020 年度実績】 
・当学科は研究分野的に実験、測定の機会が多く、実験装置や測定器に触れる必要があるが、コロナ禍の中、
卒業研究や大学院の研究をはじめ研究活動が制限された。しかし、教員はその実施方法に工夫を重ね、例
年に近い形で活動してきた。その結果、上述した情報応用工学科と同様に予定していた学会発表や論文発



・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する。 

・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模索す
る活動を継続的に実施する。 

・先進的イノベーション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する。 

 

表のうち、リモートで約 8割は予定通り発表することができた。また、先端的研究の実施件数は下表に記
したように 37 件に達し、既に 2020 年度の目標値をクリアした。 

・外部機関との連携については、産学連携センターの協力のもと、上述したような研究活動に工夫を重ねて
きたが、新型コロナ感染症拡大のため研究開発に資金投資する企業が減少した影響か、共同研究や受託研
究、技術相談の件数はコロナ前に比べ減少した。しかしながら、企業と共同で NEDO に採択されたプロジ
ェクトを引き続き活発に実施している教員も数名いた。 

・地域の課題解決を目的とした研究シーズの異なる分野の教員、研究室との連携について、域連携研究開発
機構の部門ごとに新たに研究課題を共有できた。その解決に向け、さらに継続して取り組んだ。 

・先進的イノベーション型研究テーマを積極的に推進していくための一手段 として、卒研生に対し１研究
室当たり最低１件の学会発表を課すことを検討している。その結果、学生と教員ともに研究活動に積極的
に取り組み、研究室の活性化を図った。 

イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究 
2-3 【2020 年度計画】 

・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。 

・プロジェクト型の予算に関しては昨年度のプロジェクト申請の結果を
考慮した予算配分を行う。 

【2020 年度計画】 
・専門コーディネーターの週５日に必ず１名以上が常駐することで、地
域からの技術相談等に迅速に対応にするとともに、教員の知見を活か
した指導等を１件でも多く結びつけていく。 

・（一社）発明推進協会からの知的財産アドバイザーの派遣が決定（３年
間）したので、知財の知識を深めるとともに、知財の利活用と維持管理
に努める。 

【2020 年度実績】 
・冊子にまとめ関連する箇所に送付した。公開講演会は新型コロナウイルス感染症拡大のため従来の方法で
は開催できなかったが、オンラインでの開催を行った。 

・プロジェクト型の予算に関しては昨年度のプロジェクト申請の結果を考慮した予算配分を行った。 
 
 
 
【2020 年度実績】 
・専門コーディネーターを常駐させたことで、地域や教員からの相談等に迅速に対応し、技術指導や共同研
究等に結び付けた。 

・知的財産アドバイザーを受入れ、特許等知的財産の活用促進に努めた。 
 

ウ  競争的外部資金の獲得の促進 
2-4 【2020 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
で公開するとともに申請書を第 3 者がコメントする。加えて国が重点
研究分野としている研究テーマを周知する。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行
う。 

・AI の公開講座において技術指導等の可能性を探る。 
 

【2020 年度実績】 
・科研費の申請に関する情報を大学 HP 上にアップし、教員に対して積極的に情報提供を行った。 
・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 3 名分）を学内希望者が参考にできるよう
閲覧可能にし、2件の利用があった。 

・科学研究費獲得のため、申請書を学内の第 3 者が確認しコメントすることにより、獲得に向けた支援を
実施している。その結果、昨年度比 2 件増となった。 

・コーディネーターによる技術相談の推進と、外部資金の募集に関する情報提供、応募時の支援を継続実施
している。 

・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）を学内で公開に対し、１件の利用があっ
た。 

・国が重点研究分野としている研究テーマの周知と科研費申請書に対する第 3 者によるコメントを実施し
た。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行った。 
・AI の公開講座を遠隔で実施し、質問等を受ける形で技術指導をできるようにした。 



エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 
2-5 【2020 年度計画】 

・他大学等との共同研究へのインセンティブを高めるため、プロジェク
ト予算配分において他大学等との共同研究を重視する。 

・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。 
・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。 

【2020 年度実績】 
・他大学等との共同研究へのインセンティブを高めるため、プロジェクト予算配分において他大学等との共
同研究を重視、予算配分で考慮した。 

・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、予算を基礎配分として行った。 
・新型コロナウイルス感染症拡大のため、当初予定していた機構の公開講演会はオンライン開催となった
が、個別に少人数での交流会を行っている。 

・地元企業への理解を深めるため例年実施している企業見学会については、新・型コロナウイルスの影響か
ら開催時期及び実施方法を見直し、遠隔会議システムを利用して行った。 

（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 【2020 年度計画】 
・前年度のプロジェクト型研究の成果を考慮して、プロジェクト申請型
の予算配分を行う。 

・AI/IoT 関連の講座（リカレント教育）を実施する。 
・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。 

・大学院生の積極的な参加を促すため、研究成果の学会発表等に使える
予算を配分する。 

 

【2020 年度実績】 
・前年度のプロジェクト型研究の成果を考慮して、プロジェクト申請型の予算配分を行った。 
・新型コロナウイルス感染症拡大のため、当初予定していた講座は中止したが、実践的な初級の講座をオン
ラインで開催した。アンケートではよい評価をいただいた。 

・研究報告書の作成・配布は行えたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、当初予定していた方法とは
異なるがオンラインで開催した。 

・中間評価を行い各部門とも概ね順調であることがわかった。 
・大学院生の積極的な参加を促すため、研究成果の学会発表等に使える予算を基礎分として配分した。 
・AI/IoT 公開講座をオンライン用に計画を練り直し実施した。また、「AIコンテスト」を実施する仮の体制
を作り実施した。加えて、PCを AI マシンにする方法と代表的な AI プログラムを公開する「みんなの AI
プロジェクト」を推進する仮の体制を作り実施した。 

イ  研究支援体制の整備 
2-7 【2020 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、外部資金獲得等の対策を検討し、可能なも
のから実施する。 

・産学連携コーディネーターの役割分担を見直し、研究支援の専門者の
設置を検討する。 

・産学官金連携の更なる活性化のために、大学内の研究成果や知的所有
権の有効活用に向け、知財活用強化について検討する。 

【2020 年度実績】 
・ホームページにて研究内容紹介を公開。外部資金獲得については、外部の専門員にオンラインにて添削等
する機会を設け、対策を行った。 

・産学連携コーディネーターは各々が教員と打合せや企業訪問をする等、詳細を把握した。 
・今年度から 3年間、（一社）発明推進協会からの知的財産アドバイザーを派遣で受入れ、知財活用等の強
化を図った。 

 

2-8
～10 

【2020 年度計画】 
・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。 

・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、特任教授等による情報提供や応募時の支援体制を強化す
る。 

・社会人用のＡＩ/IoT 講座（「実践導入編」「基礎編」「応用編」）を開講
する。 

【2020 年度実績】 
・申請書について助言するシステムを維持し、加えて、国の研究方向等に関する資料を関係者に配布し、獲
得しやすいテーマを選んでもらうよう助言した。 

・競争的研究資金の申請、獲得を促進するため、特任教授等による情報提供や応募時の支援体制を強化、記
入した申請書類のチェック等を行った。 

・コロナ禍のため IoT・AI 人材育成講座「基礎編」「応用編」は次年度以降に延期するが、オンライによる
「実践導入編」を準備し実施した。 

 



ウ 研究環境の整備・拡充 
2-11 【2020 年度計画】 

・研究や AI 関連の公開講座に使用による社会貢献のため、大型の AI 用
計算機を導入する。 

【2020 年度実績】 
・大型の AI用計算機を導入、設置した。（但し、社会人リカレント教育のために使用予定であったが、新型
コロナウイルスのため実施は延期した）。 

エ  研究活動の評価及び改善 
2-12 【2020 年度計画】 

・2019 年度実施内容を再検討し、公平な教員業績評価を実施する。 
 

【2020 年度実績】 
・教員業績評価委員会を開催し、昨年度の課題となっていた、素点不可方法及び評価項目を追加した。 
・本年度評価に係るデータ集計も順調で、予定通り進めた。 
・本年度の評価で問題となった研究業績評価法について改善案を作成し、学外者が含まれる教育研究審議会
で審議した。 

2-13 【2020 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。その際、前年度に配分した予算
による研究成果を反映させる。 

【2020 年度実績】 
・前年度に配分した予算による研究成果を反映させ、各部門からの研究申請を審査委員会で審査、評価し、
適切な予算配分を行った。 

 
2-14 【2020 年度計画】 

・e-ラーニングを利用したコンプライアンス教育の実施率 100％を維持
し、研究の不正防止の研究倫理教育を徹底して実施する。 

【2020 年度実績】 
・本年度対象の e-ラーニングを利用したコンプライアンス教育の実施率は 100％であった。 
 

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 【2020 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
ンターによる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」の成果を、自治体からのニーズに繋げるとと
もに、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との連
携を検討する。 

【2020 年度実績】 
・専門のコーディネーターを常駐させることで、学内外からの相談について迅速に受け入れ、支援活動を推
進した。 

 

3-2 【2020 年度計画】 
・コーディネーターが参加している「諏訪圏アドバイザー・コーディネー
ター連絡会議」を活用して、各種団体・機関等との連携をさらに深め
る。 

・昨年度に引き続き、コーディネーターによる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。 

・諏訪信用金庫コーディネーター研修等を引き続き実施し、地域企業か
らの課題吸い上げに努める。 

【2020 年度実績】 
・年 3回開催している「諏訪圏アドバイザー・コーディネーター連絡会議」は新型コロナウイルスの影響
により 2 回の開催とし、各種団体や機関等へ研究シーズの配布、意見交換等を行った。 

・昨年度に引き続き、講演会、セミナー等に積極的に参加した。 
・新型コロナウイルスの影響により、教材を配布することで研修とした。 
 

3-3 【2020 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昨年度効果のあった体制
を継続して教員からの相談等に対応する。 

【2020 年度実績】 
・コーディネーターにより、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した。 

 
3-4 【2020 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
【2020 年度実績】 
・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執行について、体制を継続し、引



置執行については、昨年度効果があったので、体制を継続し、更なる環
境整備を実施する。 

・茅野市からの受託事業が最終年度となるので、本研究を発展させ、次年
度本学として独自で、地元企業との新たな共同開発につながるよう検
討する。 

き続き環境整備を実施した。 
・次年度、担当特任教授等の継続雇用を決め、本年度から担当の助教が研究に加わる用にした。 
 

イ 生涯学習センターによる地域との連携 
3-5 【2020 年度計画】 

・「サイエンス夢合宿」は、応募者数が回復した。事後のアンケートでプ
ログラムの内容にやや高度なものがあったとの指摘があり、この点の
反省を含めたものに更新していく。 

・「出前授業」は、ここ 3 年ほど実施件数に減少傾向が見られるので、実
施回数の少ないテーマについては順次テーマ名や授業のアプローチの
仕方を刷新してみる、新たなテーマを構築していくよう教員を促す。 

【2020 年度実績】 
・「サイエンス夢合宿」は、新型コロナウイルス感染防止のため募集段階から中止した。 
・「出前授業」も同様に依頼自体が激減してしまった。そこで、遠隔実施が対応可能な教員、講義の確認作
業を行った。依頼元が遠隔配信に対応できる場合に限り、受付することにした。 

 

ウ 高大連携センターによる教育機関との連携 
3-6 【2020 年度計画】 

・引き続き「高大連携実習」を実施する。これまでは、県内工業高校との
連携実習が主であったが、今後は県外を含めた普通科高校との連携も
模索し、実現を図る。感染症の状況を鑑み、オンラインでの実習も検討
する。これにより、これまで遠隔地のため実習を行えなかった高校で
も実習が可能となる。 

・協定校 7 校との連携をさらに促進し、合同で「高校生によるポスター
セッション」を実施するなど、新規事業の開拓に取り組んで行く。 

・例年 3 月に行っている高大連携合宿は感染症拡大の状況を見ながら実
施の可否を判断する。模擬授業、大学見学は高校側からの依頼がない
状況であるが、状況が改善されれば、積極的に受入していく。 

・引き続き、高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」を実
施し、模擬授業や大学見学なども含め、積極的に取り組んで行く。その
結果、高校生に対し、高校の学びが大学での授業、実験実習、研究にい
かに活かされるか、理解してもらうように取り組んで行く。 

・引き続き、県の教育委員会が推進している県内高大連携事業プロジェ
クトやその他の取り組みに対して協力し積極的に参加、実行していく。 

・３密防止や出張の自粛等の状況を鑑み、上記４項目について遠隔によ
る事業実施方法を模索し、事業実施が可能であることを周知し、来年
度以降の円滑な事業実施につなげる。 

【2020 年度実績】 
・本年前期当初は新型コロナウイルス感染防止のため計画していた事業が行えない状態が続いたが、昨年度
までの実績高校・テーマを中心に遠隔での「高大連携実習」がスタートし、5 件の事業を行った。これは
遠隔での実習実施に迅速にご対応いただいた先生方のご尽力によるところが大きい。 

・その他、工業高校学習合宿や高校評議員会などを 13 件実施した。 
・3 月にオンライン講座 4 テーマを設け高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」を開催した。 
・合計で 19 件の事業を実施し、コロナ対等のために修正した後の目標値 10件の目標を達成した。 
・高大連携実習の遠隔化を各教員に依頼して実習テーマを整備し、ホームページ等で展開した。これらの取
り組みにより、次年度以降の実施事業拡大につなげる。 

・一方で、本学で実施される大学見学会、模擬講義、インターンシップが軒並み中止になった。この点を改
善するため、大学見学会をライブ配信する試みを行い、1件の大学見学および研究室見学を遠隔で行った
松本工業高校）。これにより、映像配信にはない臨場感のあるリモート見学会が可能となり，次年度以降
の実施事業拡大につなげる。 

・延期になっている高大連携協定校との情報交換会と高校生によるポスターセッションについて、開催方法
（対面か遠隔か）も含めた今後に持ち越しになっている。 

 

エ  他の高等教育機関等との連携 
3-7 【2020 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。 

【2020 年度実績】 
・「高等教育コンソーシアム信州」による県内大学との連携について、遠隔会議等により連携を行った。 
 



（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 【2020 年度計画】 

・組織的なチャネルを持たない多くの学生へ、学内教育 WEB コンテンツ
サービス SOLA システムを通しての情報提供、機会提供を強化し、学
生のキャリア形成に有益な案件については、募集活動を積極的に実施
する。 

・「初年次導入教育」等で地域連携事業への参加する意義について周知す
るとともに、学生が参加しやすい内容の調整を行う等に努める。 

【2020 年度実績】 
・SOLA システムを利用した情報提供を行い、イベントが過ぎた後も情報や開催内容を確認できるようにし
た。 

・「初年次導入教育」では、過去の事例や今年の地域連携事業を併せて紹介することでより参加しようと思
えるように、内容の工夫を行った。 

・新型コロナウイルス感染症対策の為、学内外問わず多くの事業が中止になり、学生の地域活動参加機会も
減少した。その中でもリモートで対応できるものは対面から実施形態を切り替えて行った。 

イ 地域とのネットワーク体制の強化 
3-9 【2020 年度計画】 

・地域の各種団体等との情報交換をこれまで以上に頻繁に実施し、多く
の案件が大学（特に学生の活動）につながるように、センターとして
の活動を強化する。 

【2020 年度計画】 
・地域との連携強化のため、茅野市図書館との更なる連携を検討する。ま
た所蔵図書サンプル本の市図書館の当大学コーナーへの展示は継続す
る。 

・地域企業との連携を図るため、外部利用者のニーズを調査し、図書購入
に反映させる。 

【2020 年度実績】 
・地域団体と学生の課外活動につながる情報交換を行った。 
・今年度実施した「SUWA デザインプロジェクト」について、事業終了後も実施中に出た学生アイディア
実現のための話し合いをした。 

【2020 年度実績】 
・茅野市図書館とコロナ時の運用方法や年度計画等について適宜情報交換を行った。 
・新型コロナ対策により外部利用者利用不可としているため、外部利用者アンケートは取れていないが外部
者利用可能となり次第行うべく準備した。 

 

ウ 地域への優秀な人材の供給 
3-10 【2020 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実施。 
・地域連携総合センターの事業として、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・研究する事業を実施する。 

・事業計画は、商工会議所、市商工課との連携による検討する。 

【2020 年度実績】 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、参加方法や日程の制限等があったが、延べ 71名が国内インタ
ーンシップに参加した。 

・海外インターンシップについて、代替案も検討したが、実施には至らなかった。 
 

3-11 【2020 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。 

・同窓会組織の活動をスタートさせるために、組織の中心人事を選出し、
具体的な活動開始を目指す。 

【2020 年度実績】 
・卒業生に対する同窓会加入の案内について、卒業生に配布を行った。 
・コロナ過のため、同窓会役員の選出等には至らなかった。 
 

3-12 【2020 年度計画】 
・長野県を知る機会、社会を知り今後の大学での学びを深めるために 1 年
次の授業「初年次導入教育」における「キャリア形成講座」を充実させ
る。新たに県内企業を巡るバスツアーを企画する。 

・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に
ついて、単位認定型「インターンシップ」としてすすめ、より多くの学
生の利用を促進する。 

・企業等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

【2020 年度実績】 
・本学が加盟している一般社団法人中部経済連合会（長野・岐阜・静岡・愛知・三重の中部５県を活動エリ
アとする広域的な総合経済団体）の企業人材プールを利用し、富士通株式会社、株式会社豊田自動織機を
講師に招き、「初年次導入教育」において「キャリア形成講座」を開講した。新型コロナウイルス感染症
の影響でオンラインでの実施となったが、学生アンケートでは 88.5％（富士通）、95.5％（豊田自動織
機）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。 

・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 5 社に対して 11 名が参加し、単位認定希望
者 2 名によるインターンシップ報告会をオンラインで実施した。 



連携を密にする。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、参加方法や日程の制限等があったが、延べ 70名が国内インタ
ーンシップに参加した。 

・長野県内外の企業とオンラインによる情報交換を積極的に行った。 

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 【2020 年度計画】 

・組織運営が規則、規程になぞらえた構築となっているか確認する。 
・役割分担の明文化を進め、学内外への公表状況を点検する。 
・構築されている組織の運営が、責任者の迅速な意思決定、リーダーシッ
プが発揮できる環境下にあるかを明確にしたうえで、組織運営の見直
しを行う。 

【2020 年度計画】 
・2019 年度初めて実施した業績評価に関し、見直しを行いながら改善点
を洗い出し、実施する。2020 年度も前年の内容を踏襲しつつ、公正、
公平な評価を目指して定量的な制度を推し進める。 

 

【2020 年度実績】 
・新型コロナウイルス感染症の大学としての拡大防止対策に基づき、理事会、経営審議会、及び教育研究審
議会は遠隔会議で実施した。初めての対面ではない会議ではあったが、それぞれの会議で議論については
支障なく実施することができた。 

・任期満了に伴う委員の改選について、スムーズに引き継ぐことができた。 
 
【2020 年度実績】 
・教員の業績評価は、2019 年度の実施内容を踏襲しつつ問題点、改善点を反映させた内容で実施した。 
・職員の人事評価に関しても前年を踏襲しつつ、中長期的な視野に立って人材の配置変更や新規採用者(障が
い者の雇用)等を進めた。新規採用(障がい者)については応募者が 6 名あったが、採用にはいたらなかっ
た。 

・職員は 4 月新規採用者配置、人材配置変更し、7月人材配置変更を実施した。 
イ コンプライアンス遵守と体制の整備 
4-2 【2020 年度計画】 

・教職員向けにハラスメントの外部相談窓口を設置する。 
・ハラスメントを含むコンプライアンス遵守のための研修会を継続的に
実施する。 

・研究倫理 e-learningを対象者へ確実に実施する。 
・研究倫理ガイドラインを周知徹底し、教職員の意識向上を図る。 
・規程違反時の対応プロセスの整理及び処罰規定の明確化を推進する。 

【2020 年度実績】 
・教職員向けにハラスメントの外部相談窓口を 11月より設置した。 
・ストレスチェックの結果を学部長、学科主任に報告する中で、本学教職員のハラスメントに関する対応・
方策等を検討した。 

・今年度対象者の研究倫理 e-learning 受講率は 100％であった。 
・研究倫理ガイドラインを周知徹底し、教職員の意識向上を図った。 
 

4-3 【2020 年度計画】 
・昨年に引き続き、関係規程に準じた運用を行い、常に PDCAサイクル
を回しながら現状に柔軟に対応できる体制とする。 

・整備した体制にもとづいた具体的な対応マニュアルを作成する。 
・教職員全員の個人情報の保護に対する意識を高めることを目的に、常
に個人情報の保護等に関する事柄にアンテナをはり、ホームページや、
学内のポータルサイトなどを通じて情報発信し、本学教職員及び全学
生、学外への周知徹底を図る。 

 

【2020 年度実績】 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンラインを利用した会議や授業が急激に増加したことで、
これらを利用する際の、個人情報の保護に関するセキュリティ体制の見直しが非常に重要となった。 

・教員ハンドブック、コンプライアンスハンドブックにおいて個人情報等の情報管理について全教職員に周
知を行った。 

・情報倫理ハンドブックを全学生に配布し注意喚起を行った。 
・事務用 PC にウイルススキャンソフト(ESET)導入。 
併せて教職員に対して以下の情報発信を行った。 
1.個人情報漏洩事例について注意喚起（8/11） 
2.emolet、virus totalに関する情報漏洩への注意喚起（11/17） 
3.Raspberry Pi に係る外部への不正アクセス事例周知及び注意喚起（1/19） 

ウ 事務等の効率化・合理化の推進 
4-4 【2020 年度計画】 

・コンプライアンスやハラスメント、メンタルヘルスなど、教職員全体に
【2020 年度実績】 
・イーラーニングや書籍等を活用しながら、コンプライアンスやハラスメント、メンタルヘルスなど、教職



向けての継続的な研修・啓発活動を行う。 
・2019 年度から継続して、事務職員対象の階層別研修を行う。 
・理事長と学長及び理事長と管理職による定例打合せを開催し、教職員
全体で本学に関する情報共有・目線合わせを行う。 

 

員全体に向けての継続的な研修・啓発活動を行った。 
・2019 年度から継続して、事務職員対象の階層別研修をオンライン研修等を活用し実施した。 
・理事長と学長及び理事長と管理職による定例打合せを継続し、教職員全体で本学に関する情報共有を行っ
た。 

・事務担当者を対象に税務研修等の専門性の高い研修会を実施した。 

4-5 【2020 年度計画】 
・業務のスリム化・効率化・迅速化につながる組織、資格、知識等や改善
すべきことなど、教職員が個々に感じている意見を吸い上げられる仕
組みを作り、精査、検討できる環境を整備する。 

・本学に適合した人事情報システムを検討し導入する。 

【2020 年度実績】 
・人事情報システムを 9 月より導入した。同システムは 4 月から電子申請が義務化された社会保険等の手続
きのサポートも可能であり、事務担当のみならず、従業員全体の手続きの効率化等の向上につながった。 

・若手事務職員を中心にDXプロジェクトワーキングループを立ち上げ、事務処理の電算化の推進を進めた。 
 

4-6 【2020 年度計画】 
・情報システムが移行して 1 年経つことから前年度業務を踏まえ、マニ
ュアルの整備及び資料を充実させ、事務業務の遂行に有用なシステム
構築を推進する。 

 

【2020 年度実績】 
・公立化後初めてとなる基幹スイッチの更新を行ったことにより、拡張性が増し、建設中の 9 号館での使
用にも対応できるようにした。 

・年度初めはコロナの感染拡大の影響により遠隔授業の実施に向けた支援を行った。それに伴うライセンス
の契約、システムの強化を実施した。 

（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 【2020 年度計画】 

・科学研究費補助金取得のため、過去に採用された出願書類の公開や出
願書類のチェックなど、申請業務等に対する支援を引き続き行う。 

・外部資金の公募情報についてはグループウェアに随時掲載し、情報公
開に努める。 

【2020 年度計画】 
・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グ
ループウェアに掲載し情報公開に努めるとともに、外部資金獲得のた
めの申請書類整備等の支援を行う。 

【2020 年度実績】 
・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）を学内で公開に対し、１件の利用があっ
た。 

 
 
【2020 年度実績】 
・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グループウェアに掲載し情報公開し、
その問い合わせに対し対応した。 

 
イ 人件費等の抑制 
4-8 【2020 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。 

・人件費については公立大学法人化に伴う経過措置の実施を見込み予算
編成する。 

【2020 年度計画】 
・業務委託の IT 専門員を常勤化しシステム構築及び障害対応がスムーズ
にできるようにする。 

 
【2020 年度計画】 
・教職員及び学生のコスト意識を高めるため、引き続き電力モニタ、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。 

・公立大学３年目を迎え、今後も学生数の増加が見込まれ、教室の使用や
設備機器、実験機器等の稼働率が上がることによる使用電力の増加が

【2020 年度実績】 
・次年度の予算編成方針について、9/30 開催の理事会で承認された。 
・人件費については、公立大学法人化に伴う経過措置により適正な経費支出を行った。 
・経費支出は適正に執行を行い予算内での運用を行った。 
 
【2020 年度実績】 
・IT 専門員を週 5 日で常駐とし、システム保守に加え、教員等からの各種問い合わせにも対応できるよう
にした。 

・遠隔授業実施のためのシステム構築等を IT 専門員と協力して実施した。 
【2020 年度実績】 
・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、目標値を達成した。 

・老朽化した１号館の教室及び実験室のエアコン更新工事が完了し、省エネルギー対策を実現した。 
・図書館照明設備の一部 LED化工事を実施し、省電力化に取組んだ。 



予想される。2020 年度も光熱水費抑制実施のため昨年度に引き続き電
力モニタ・掲示等により周知を行いコスト意識の向上に努める。また
既存の各種設備においては設置から 20 年以上経過し老朽化が進んで
いることから、省エネルギー型の機器への更新を検討する。 

 

（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 【2020 年度計画】 

・監事から指摘のあった、固定資産及び管理用品についての現物監査を、
年度ごと範囲を決めて実施する。 

・公的資金監査を重点的に実施する。 

【2020 年度実績】 
・2019 年度分の科研費監査、分担者分含め実施した。 
・購入物品の現物確認作業を行い、物品が管理されていることを確認した。 
・監査方針は 4月末までに策定を行い、年度内に監査を実施した。 

4-10 【2020 年度計画】 
・2020 年度より、（一財）大学教育質保証・評価センターに加盟し、次回

(2023 年度受審予定)の第三者評価を本センターで受審する準備のた
め、研究会等への積極的に参加するとともに情報収集を進める。 

 

【2020 年度実績】 
・2020 年度より(一財)大学教育質保証・評価センターに加盟した。 
・次回の第三者評価受審の準備ため「公立大学法人等運営事務研究会」（zoom）に参加し、今年度認証評価
の受審をした公立大学より、受審内容や方法についての情報収集を行った。 

・大学教育質保証・評価センターの研修会に担当者が参加し、認証評価受審までのスケジュール、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止策として遠隔会議システムを利用した他大学での認証評価の実施内容につい
て理解を深めた。 

イ 情報公開や情報発信等の推進 
4-11 【2020 年度計画】 

・法人情報について、決算報告を含む各種状況や自己評価内容を大学ホ
ームページ上で速やかに公開する。 

【2020 年度計画】 
・学内広報誌 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
ているか紙面構成について検証し、必要な改善を継続して実施する。 

・ホームページ以外の媒体利用について、一昨年から活用している朝日
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。
特に、2020 年度には公立 1期生が 3 年生になり就職活動を始めること
から、これをバックアップするような大学としての広報活動を実施す
る。 

・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一層努める。 

・大学情報を積極的に公表する。特に、国から公表された教学マネジメン
ト指針をしっかりと意識した情報公表に向け準備する。 

【2020 年度実績】 
・法人情報について、予定通り実施した。 
 
【2020 年度実績】 
・朝日新聞 AERA 特集について、コロナの影響で掲載時期が大幅にずれるなどしたが今年度も掲載し、大
学情報を国内に広く周知できた。 

・2021 年度が公立化後に受け入れた学生が初めて卒業する年度となり、当該学生が就職活動を始める時期
に合わせ、2 月末に日本経済新聞にて理事長・学長・キャリアセンター長の鼎談記事広告を掲載し、日本
全国の企業向けに大学情報の発信を行った。 

・「SUS―TIMES」については、掲載内容の性質や「蓼科の風」との情報や対象者の住み分けなどから、発
行は年 1 回とした。 

・特に今年度はコロナの影響による大学としての様々な対応変化が迫られているが、これらの対応内容に関
しても大学 HPを中心にタイミングを逸することなく公表できた。また、学内への情報共有に関しては、
学内ポータルサイト、メール、HP 等をその重要度等から使い分けし、伝えたい情報がしっかりと伝わる
ように工夫した。 

 
（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 【2020 年度計画】 
・残業時間の削減を目指す。 
・ライフイベント（出産・育児・介護等）に係る休暇について、取得しや
すい環境を整える 

【2020 年度実績】 
・事務職員は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応し、4月から感染拡大状況を踏まえ、継続的にロ
ーテーションで在宅勤務体制を組んだ。 

・ライフイベント(出産･育児･介護等)に係る休暇について規程を整備した。 



・有期雇用職員については、同一労働同一賃金に向け、規程等の見直しを
行う。 

・その他、本学の抱える問題点について洗い出しを行う。 
 

・有期雇用職員も、同一労働、同一賃金に向けて、賞与の支払、有給の付与等、労働の対価を無期の職員と
同等の待遇になるよう規程を整備した。 

・残業時間の特に多い教職員に対し、産業医の面談を実施した。 
・入試業務（願書整理）を各課で分担することで主担当課の残業を減らす取り組みを行った。 

イ 安全衛生管理体制の整備 
4-13 【2020 年度計画】 

・2019 年度に作成した「安全対策マニュアル」及び「事故発生時対応マ
ニュアル」について検証と見直し（再確認）を行う。 

【2020 年度実績】 
・「安全対策マニュアル」及び「事故発生時対応マニュアル」に基づいて、内容や活用方法の見直しを行っ
た。 

4-14 【2020 年度計画】 
・メンタルヘルスについての研修会を実施し、管理者・労働者双方の理解
を深めるとともに、ラインケア・セルフケアの促進を図る。 

・心の健康づくり計画を策定し、全教職員に周知のうえ、働きやすい職場
づくりに向けた活動を行う。  

【2020 年度実績】 
・教職員向けにハラスメントの外部相談窓口を 11月より設置した。 
・教職員のストレスチェックを実施し、その結果を学部長、学科主任に報告する中で、本学教職員のハラス
メントに関する対応・方策等を検討した。 

 
4-15 【2020 年度計画】 

・災害発生時に備え、全学的な防災訓練を実施する。 
・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。 
 

【2020 年度実績】 
・防災意識を高めるため S-CLASS による学生への防災アンケート及び安否確認システムの運用テストを 10
月の防災訓練にて実施した。 

・災害用備蓄品の在庫確認を実施し、補充整備を実施した。 
・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、賞味期限間近の食料についての有効活用を検
討した。 

・防災管理委員会にて危機管理マニュアルの内容や活用方法について見直しを実施した。 
ウ 施設設備の計画的な整備活用推進 
4-16 【2020 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、「建設会
議」（打合せ）にて計画し実施する。 

【2020 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及び設備に使用され
ている機器の情報収集を常に行い適正な管理に引き続き取り組む。 

【2020 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、月１~２回実施した。 
 
【2020 年度実績】 
・施設設備の定期的な点検や保全について、委託業者や学内担当者により計画通り実施した。 
 

 


