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令和２年度第３回青森市地方独立行政法人評価委員会 会議概要 

 

■ 開催日時  令和３年１月１９日（火） 14：55～16：00 

■ 開催場所  本庁議会棟４階 第１委員会室 

■ 会議次第  １ 開会 

        ２ 案件 

          公立大学法人青森公立大学第３期中期計画（案）について 

        ３ 閉会 

■ 出席委員  若井委員長、藤本委員、佐々木委員、内山委員 

■ 市出席者  織田企画部長、小野企画部次長、舘山企画調整課長、棟方企画調整課   

主幹、木村企画調整課主査 

■ 大学出席者 八桁理事長、香取学長、森田事務長、伊藤事務局副参事、柴田事務局副    

        参事、鹿内副参事、高野事務局主幹、木村事務局主幹、台丸谷主事 

 

■ 議事要旨 

≪１ 開会≫ 

○市：それでは、ただ今から令和２年度第３回青森市地方独立行政法人評価委員会を始め

ます。皆様、本日は、お忙しいところ、ご出席を頂き、誠にありがとうございます。なお、

西谷委員は本日欠席となっております。本日の会議は、次第に従い、案件「公立大学法人

青森公立大学第３期中期計画（案）について」委員の皆様からご意見をいただくこととし

ております。 

 会議は、当委員会条例第５条第１項の規定に基づきまして、委員長が議長となり、会議

の進行を行うこととなっております。 

 それでは、若井委員長、よろしくお願いします。 

 

≪２ 公立大学法人青森公立大学第３期中期計画（案）について≫ 

○委員長：それでは、委員の皆様のご協力をいただきながら、会議を進めて参ります。 

 案件の「公立大学法人青森公立大学第３期中期計画（案）」について、説明をお願いし

ます。 

○公立大学：青森公立大学第３期中期計画（案）について、ご説明いたします。お手元の

資料１及び資料２で説明いたしますが、その他、参考資料１では、数値目標一覧、参考資

料２では、中期目標・中期計画の新旧対照表を用意しましたので、併せて、ご覧ください。 

 それでは、まず、資料２をご覧ください。 

 計画の構成ですが、市が策定した第３期中期目標に掲げる区分に沿って、「第１ 中期

計画の期間」からはじまり、「第１２ その他市の規則で定める業務運営に関する事項」

までの計１２項目により構成されております。なお、「第３ 地域貢献に関する目標を達

成するための措置」については、市が作成した中期目標において新設され、格上げされた

ことに伴い、計画において新設されたものです。 

 続きまして、１ページをご覧ください。 

 青森公立大学の目指すものでありますが、本学は、これまで、第１期中期目標及び中期

計画並びに第２期中期目標及び中期計画に基づき取り組んで参りましたが、青森市民によ
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って支えられている大学であることを強く自覚し、様々な取組を通じて、市民の負託にこ

たえていくため、教育・研究の一層の推進と活性化を図り、地域のリーダーとなるべき人

材を輩出するとともに、県都の知の拠点として、青森市はもとより、大学の設立・運営に

大きく関わった地域である東津軽郡及び青森県における地域社会の発展に貢献してきた

ところであります。 

 第３期中期計画では、本学に求められている使命を果たすため、引き続き大学改革に積

極的に取り組んでいくこととし、特に教育・研究の改善や志願者の確保、就職率の向上、

地域貢献・広域連携の充実を図り、青森圏域連携中枢都市圏の中心市の都市機能の一つと

して、存在意義を一層高めていくこととしております。 

 なお、本計画の策定にあたっては、青森市から示された認可方針に基づき、明確かつ簡

潔な記述にするとともに、数値目標が設定可能な項目については、客観的な数値目標を設

定しました。 

 また、評価委員会からいただいた意見を具体的に反映させたものとなっております。 

 それでは、時間の都合もございますので、第３期中期計画から新設した計画や数値目標

化した計画、また、評価委員会からの意見を反映させた計画について、資料１「第３期中

期計画（案）の概要」によりご説明させていただきます。 

 それでは、初めに、「第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するため

の措置」についてです。 

 １の（１）の①学士課程において、「学生の学習成果を適切に把握し、活用していく。」

を新設しました。これは、平成３０年度大学の認証評価からの改善提言もあり、その対応

として取り組むものです。 

次に、（３）の②教育環境の整備においてでは、「学部教育、地域及び海外との教育機会

の充実を図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用を促進する。」を新設しました。これ

は、コロナ過という状況も踏まえ、今後、より一層ＩＣＴを活用した新たな取り組みを進

めていくものです。 

次に、（４）の①学士課程の学生確保においてでは、第２期中期計画では、「全入学定員

３倍程度の志願者を常に確保する。」という数値目標でしたが、第３期計画からは「一般

選抜において、定員の３倍程度の志願者を常に確保する。」という数値目標に変更しまし

た。これは、推薦入試等の志願者は、毎年ほぼ一定水準であることから、一般選抜に的を

絞っての変更であります。 

 次に、②博士課程（前期・後期）の学生確保の強化においてでは、評価委員会から「大

学院課程については、大学院改革を行っていくとしたところであるが、今後はその成果が

現れるよう取組を行うこと」との意見を踏まえ、第２期中期計画では、「入試に関わる広

報を充実させる。」という計画を「入学者選抜説明会を効果的に実施するとともに、入試

に係る相談体制を充実させる。」という計画に変更しました。また、併せて、「社会的ニー

ズに見合った教育の実施体制及び内容を検証し、必要に応じて改善を行う。」という計画

を新設しました。 

 次に、（５）の②キャリア支援においてでは、第２期中期計画では、「就職率１００パー

セントを目標としつつ、最低９６パーセントを毎年度維持する。」という計画を「全国平

均値を上回る就職率を毎年度維持する。」という数値目標に変更しました。これは、社会

経済変化に即しての変更であります。 

 また、若者の県内定着の促進を図るために、「過去３年間（平成３０年度から令和２年

度）の平均を上回る、県内就職率を維持する。」という数値目標を新たに設定しました。 

 次に、２の（２）研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置において、 
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評価委員会から「本県の産業や企業経営に関する教員の研究成果について、マスメディア

を活用するなど、さらに積極的に地域へアピールすること。」との意見を踏まえ、「教員の

研究成果をホームページ及びマスメディア等の活用により学内外へ積極的に情報発信す

る。」という計画に変更しました。 

 次に、「第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置」についてです。 

 １の④「青森圏域連携中枢都市圏」の取組への参画については、市が策定した第３期中

期目標で新設された項目ですが、それを踏まえ、「「青森圏域連携中枢都市圏」の取組に積

極的に参画し、圏域内の市町村等の地域課題の解決や圏域の活性化に取り組む。」という

計画を新設しました。 

 次に、２ 地域還元・情報提供に関する目標を達成するための措置においてでは、評価

委員会から「本県の産業や企業経営に関する教員の研究成果について、マスメディアを活

用するなど、積極的に地域へアピールすること。」との意見を踏まえ、「ホームページ、広

報誌、マスメディア及びまちなかラボを活用し、広く地域に人的資源や研究成果の情報を

提供する。」という計画に変更しました。 

 また、新たに、数値目標として、「研究成果を公表するために公開講座を過去２年間（令

和元年度から令和２年度）の平均以上開催する。」という数値目標を設定しました。 

 次に、３の（１）起業・創業や地元企業による新たな領域での事業展開に挑戦する人材

育成に関する目標を達成するための措置、（２）商工団体等や地域のニーズを踏まえた実

践的な人材育成に関する目標を達成するための措置については、市が策定した第３期中期

目標で新設された項目ですが、それぞれ、「市及び商工団体等と連携して、学生及び市民

等に対する起業・創業支援及び人材育成に関する取組を行う。」「商工団体等と連携しなが

ら、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、フィールドワークやゼミ活動等で地域や企業の

事業に参画し、学生の事業創造力を育成する。」という計画を新設しました。 

 次に、「第４ 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の措置」につい

てです。 

 ３ 人事評価の給与・昇任等への反映に関する目標を達成するための措置については、

市が策定した第３期中期目標で新設された項目であります。 

 また、評価委員会から「職員を対象とする業務評価を試行したところであるが、その試

行結果を踏まえ早期に本格的に実施すること。」また、「教員を対象とする人事評価の試行

が実施されていないことから、一層の検討と取組を行うこと。」との意見を踏まえ、「市の

人事評価に準じた事務職員の人事評価を早期に実施し、給与・昇任等へ反映させる。」 

「教員を対象とした人事評価を実施し、給与・昇任等へ反映させる。」という計画を新設

しました。 

次に、「第５ 経営・財務内容に関する目標を達成するための措置」についてです。 

 １の（２）研究関連収入に関する目標を達成するための措置においてでは、評価委員会

から「受託研究・受託事業等による外部研究資金については、引続き獲得に努めること。」

との意見を踏まえ、「科学研究費補助金等の外部研究費の獲得増に向けて、情報収集、提

供、申請の奨励を図り、過去２年間（令和元年度から令和２年度）の平均以上の申請を行

う。」という数値目標を新たに設定したところです。 

 次に、（３）その他外部資金の獲得に関する目標を達成するための措置において、 

「国際芸術センター青森の効率的な運営を維持するため、自己収入の獲得を図る。」とい

う計画を新設しました。 

 これは、昨年度実施された、市の包括外部監査からの意見を踏まえた対応です。 

 次に、４ 内部統制の強化に関する目標を達成するための措置についてでは、市が策定
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した第３期中期目標で新設された項目でありますが、「内部統制規程に基づき、内部統制

の取組を着実に実行する。」という計画を新設しました。 

 次に、「第６ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成する

ための措置」についてですが、新設や数値目標化及び評価委員会からの意見を踏まえた計

画はございません。 

 次に「第７ その他業務運営に関する目標を達成するための措置」についてです。 

  １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置においてでは、「イ

ンフラ長寿命化計画に基づき、定期的な点検や診断による効果的な修繕・更新を行う。」

という計画を新設しました。 

 次に、２ 安全管理に関する目標を達成するための措置においてでは、評価委員会から

「安全管理に関して、感染症対策を行うこと。」との意見を踏まえ、「感染症情報を随時収

集し、周知するとともに、必要な対策を講じる。」という計画を新設しました。 

 次に、３ ユニバーサル社会の実現に向けた意識向上に関する目標を達成するための措

置において、「障害を理由とする不当な差別的取扱いがないよう合理的配慮の提供を行

う。」という計画を新設しました。 

 次に、資料２の９ページ「第８ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計

画」からについてご説明いたします。 

 第８予算については、１１ページ、別紙をご覧ください。 

 １ 予算については、市から示された「第３期中目標期間における運営費交付金の考え

方について」に基づき、令和３年度から令和８年度までの６年間の収支を計上したもので

あります。 

 収入、支出とも総額７５億５千６百万円となっております。 

 次に１２ページをご覧ください。 

 ２ 収支計画については、損益計算書ベースで作成するため、予算の教育研究経費等に

計上されている図書購入費が資産扱いとなることから、予算との間で４千２百万円の差額

が生じております。 

 次に１３ページをご覧ください。 

 ３ 資金計画については、キャッシュフロー計算書ベースで作成するため、繰越金が計

上されることから、予算との間で２億９千百万円の差額が生じております。 

 最後に、９ページの「第９ 短期借入金の限度額」から１０ページの「第１２ その他

市の規則で定める業務運営に関する事項」についてですが、第２期中期計画と大きな変更

はありませんので、説明は省略させていただきます。 

 以上で、第３期中期計画（案）の説明を終わります。 

 

○委員長：ただいまの説明につきまして、委員の皆様から、何かご意見・ご質問はありま

せんか。 

〇委員：キャリア支援のところについて、２期では、「就職率１００％を目標としつつ、

最低９６％台を毎年度維持する」となっていたが、３期からは「全国平均値を上回る就職

率を毎年度維持する。」となったことで、目標として緩くなったのか、厳しくなったのか

確認させてください。 

〇大学：９６％という目標が現在では根拠がないものとなっていることから、客観的な目

標とし比較するため全国平均値としたもの。また、参考資料１にお示ししているとおり、

全国平均値が９７％から９８％で推移しておりますことから、高い目標となったというこ

とが言えるかと思います。 
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〇委員：資料１の２ページで「学生の学習成果を適切に把握し、活用していく。」という

項目について、新設した理由を、参考資料２で詳細に記載しているが、これらの理由を含

みとして、中期計画の記載内容になったと解釈すればいいのか。理由内容を詳細に記載す

ると計画実施上差し障りがあるということでしょうか。 

〇大学：６年間の中期計画では、この表現に留めているものであり、実施計画については、

毎年度作成する年度計画に具体的に落とし込んでいくこととしている。 

〇委員：資料２の８ページ、第７の下の方に記載のある、「青森アートミュージアム５館

連携協議会」とは具体的にどのようなものでしょうか。 

〇大学：昨年、県立美術館が中心となり、弘前の赤レンガ倉庫美術館、当大学の国際芸術

センター青森、十和田市現代美術館、今年の秋にオープンが予定されている八戸市の新美

術館が連携して、企画展などや５館アートツアーなど、５館で人を呼びこむということに

取り組んでいく、３期中期計画から積極的に関わっていきたいとの内容です。 

〇委員：ある程度予算をかけてやっていくのでしょうか。 

〇大学：予算はあまりかけずに、お互いに管理には経費がかかっているので、ソフト面を

中心に取り組んでいく方向です。 

〇委員：中期計画の中に評価委員の意見を盛り込んでいること、また、中期計画に掲げた

取組を進めていくことで、地域に優秀な人材を輩出していってほしと感じたところである。

そこで一つ質問であるが、学生の受入に関して、第２の（４）の①学士課程の学生確保の

中で、「一般選抜において、定員の３倍程度の志願者を常に確保する。」とあるが、参考資

料１をみると、ここ数年４倍から５倍程度を確保している状況となっているが、３倍とい

う意味についてお尋ねしたい。 

〇大学：お金の確保ということもあるが、それがメインではありません。今後６年間を見

据えた時に、学生数が年々減少していく傾向の中で、最低限３倍程度確保しなければ、あ

る程度学生の質を確保できないということであります。 

〇委員：第３期中期計画で数値目標を掲げているのが、限られた項目となっているが、中

期計画に基づき、年度計画が作られていくが、中期計画において数値目標が示されていな

いものは、年度計画にも示されないという前提にたった時、評価委員会としては、できる

だけ業務実績報告書には、実績を示して欲しいということを要望としてだしておきたいと

思います。 

〇大学：これまでも業務実績報告書の備考欄において、数値等の実績を示して参りました

が、今後においてもできる限り示して参りたいと思いますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

〇委員：大学のＨＰについて、学生以外、一般の関係者などからのアクセスがどれくらい

あるのかなどはわかるののでしょうか。 

〇大学：ＨＰのアクセス数はつかんでおり、昨年度でいえば、月約１６，４００件程度で

あるが、アクセスしている方の属性については追跡することができないものであります。 

〇委員：ＨＰについては、いろいろな人に興味をもって見てもらえるようなものにしてい

ってほしいと思うので、そのあたりを考慮して今後やっていただきたいと思います。 

〇委員：資料２の５ページ、「（３）戦略的志向に基づく研究費の適正な配分を行う。」に

ついて、さきほど質問させていただいた内容と同様に、より具体的な内容を計画に書くと

いうのは難しいのでしょうか。 

〇大学：難しいです。毎年の予算の内容など具体的に記載することは難しく、やはり、年

度計画において細かく記載することとして、中期計画では、戦略的に配分するという記載

に留まるところです。今後は、業績に応じた配分についても検討していくこととなると思
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います。 

〇委員：参考資料の前文の下の方にある、第３期中期目標で、「市のシンクタンクとして

の役割を果たす」とあるが、これを受けて具体的にどのような体制やメカニズムなどでシ

ンクタンクの機能を果たしていくのか。例えば、市の委託研究など、具体的な対応策など

は検討されないのでしょうか。 

〇大学：青森市からの研究委託は基本的に受けていないですが、市の審議会や研究会に参

画していくということは行ってきており、今後もやっていきたいと思っております。 

〇委員：市の課等が抱える研究課題や調査テーマについては、アプローチはしないのでし

ょうか。 

〇大学：今後もしていきます。現在も、スマートシティやワーケーションへの研究会に参

画しております。また、地域連携センターの中にも、シンクタンクとしての役割を果たす

機能をもっております。 

〇市：市が直接的に研究を委託するというのはあまり考えづらいのですが、審議会などを

通じて総合計画を策定するなど、学術的な意見をもらう場面は多くあります。 

〇大学：第２期の中期計画期間中、令和元年度において、青森市の審議会等への公立大学

の教員が１５人参画しております。 

〇委員：大学内の中の研究費で、予算を確保して、青森市ないしは青森圏域の研究、調査

提言などを戦略的にやっていくということは考えていないのでしょうか。 

〇大学：青森学術文化振興財団から、地域の振興についての助成をいただいたり、また、

青森市からは運営費交付金を交付されているので、別途予算をいただくということはない

が、他市町村からは、委託費等をもらっているところです。 

委員長：他にご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。それでは、ご意見ないよ

うでございますので、お諮りいたします。案件「公立大学法人青森公立大学第３期中期計

画（案）について」につきまして、原案のとおりとすることでご異議ございませんか。 

〇委員：ありません。 

○委員長：それでは異議なしと認めまして、案件につきましては、原案のとおりといたし

ます。ありがとうございました。これをもちまして審議を終了いたします。それでは、会

議の進行を事務局にお返しします。 

 

≪３ 閉会≫ 

○市：若井委員長はじめ、委員の皆様ありがとうございました。 今後、第３期中期計画

については、市で認可することとなりますが、認可後の中期計画につきましては、改めて、

委員の皆様にご送付させていただきます。 

 令和２年度の評価委員会は、本日をもって終了となりますが、委員の皆様におかれまし

ては、２年間に渡りご尽力いただき誠にありがとうございました。この場を借りて感謝申

し上げます。 

以上をもちまして、「令和２年度第３回青森市地方独立行政法人評価委員会」を終わり

ます。本日は、皆様、誠にありがとうございました。 


