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◎法人の概要

 ①基本情報

1)法　人　名： 公立大学法人青森公立大学

2)所　在　地： 青森県青森市大字合子沢字山崎１５３番地４

3)設 立 団 体 ： 青森市

4)設立年月日： 平成２１年４月１日

5)沿　　　革： 青森地域広域事務組合を設置者として青森公立大学開学

青森公立大学大学院経営経済学研究科(修士)開設

青森公立大学地域研究センター開設

青森駅前再開発ビル(アウガ)に「まちなかラボ」開設

経営経済学科を経営学科、経済学科、地域みらい学科に改編

大学院経営経済学研究科(修士)を区分制博士課程に課程変更

公立大学法人へ移行

教職課程(高校商業・高校公民１種免許及び専修免許)を開設

平成23年４月 青森公立大学地域連携センター開設

 ②組織・人員情報

1)組　織　図： 4頁参照

2)役 員 名 簿 ： 5頁参照

3)教 職 員 数 ： 常勤職員数　70人（前年度　63人（7増））

　内訳：教員　　　43人（教授：16人　准教授：14人　講師：9人

　　　　　　　　　　　　教育担当特別教授：4人）

　　　　事務職員　27人（プロパー職員：18人　青森市からの出向者：4人　

　　　　　　　　　　　　研究員：2人　学芸員：3人）

　平均年齢　46.2歳

非常勤職員数　56人

 ③学生に関する情報

1)学部等の構成：経営経済学部　経営学科・経済学科・地域みらい学科

経営経済学研究科　経営経済学専攻　博士前期課程・博士後期課程

2)学　生　数： 経営経済学部　　1,301名 経営学科 558名

経済学科 567名

地域みらい学科 176名

経営経済学研究科 　 6名 博士前期課程 5名

博士後期課程 1名

合  計　1,307名

　　内訳 ： 非常勤講師　24人

　　　　　 　 事務職員　　32人（嘱託職員：13人　臨時職員：19人）

 (平成30年5月1日現在)

平成21年４月

　　 〃

 (平成30年5月1日現在)
※学長(教授兼務)を除く

平成５年４月

平成９年４月

平成10年４月

平成17年12月

平成18年４月

平成19年４月



 ④主要な資産

　　1) 土地

現　況　地　目 地 積　(㎡)

原 野 178,176.00

原 野 10,408.00

原 野 35,585.00

原 野 56,381.00

原 野 11,020.00

原 野 16,085.00

原 野 26,230.00

原 野 5,644.00

原 野 6,051.00

原 野 107.00

原 野 894.00

原 野 1,500.00

原 野 31,483.00

原 野 3,988.00

原 野 3.65

原 野 13.00

原 野 12,948.00

原 野 950.00

原 野 2,592.00

原 野 3,371.00

原 野 1,381.00

原 野 950.00

原 野 380.00

原 野 1,228.00

原 野 1,465.00

原 野 2,176.00

原 野 1,264.00

原 野 2.25

原 野 2,064.00

原 野 675.00

山 林 4,384.00

山 林 848.00

原 野 40,064.00

宅 地 1,803.29

宅 地 1,038.57

宅 地 1,783.28

宅 地 670.96

合　　計 465,607.00

青森市緑二丁目１７番４

青森市桂木三丁目２５番３２

青森市大字合子沢字山崎３２４番２

青森市大字横内字桜峰１２２番１５５

青森市大字横内字桜峰１２２番２８３

青森市大字雲谷字山吹９２番２１

青森市緑一丁目８番９

青森市緑一丁目１３番６

青森市大字合子沢字山崎２２０番１１３

青森市大字合子沢字山崎２２０番１１４

青森市大字合子沢字山崎２２２番２

青森市大字合子沢字山崎２２３番２

青森市大字合子沢字山崎２２３番５

青森市大字合子沢字山崎３２４番１

青森市大字合子沢字山崎１８６番１１４

青森市大字合子沢字山崎２２０番２

青森市大字合子沢字山崎２２０番８６

青森市大字合子沢字山崎２２０番１１０

青森市大字合子沢字山崎２２０番１１１

青森市大字合子沢字山崎２２０番１１２

青森市大字合子沢字山崎１５６番４８

青森市大字合子沢字山崎１８６番３６

青森市大字合子沢字山崎１８６番１０８

青森市大字合子沢字山崎１８６番１０９

青森市大字合子沢字山崎１８６番１１０

青森市大字合子沢字山崎１８６番１１２

青森市大字合子沢字山崎１５３番３

青森市大字合子沢字山崎１５３番４

青森市大字合子沢字山崎１５３番６

青森市大字合子沢字山崎１５３番８

青森市大字合子沢字山崎１５６番４６

青森市大字合子沢字山崎１５６番４７

所　在　地

青森市大字合子沢字山崎１５２番６ 

青森市大字合子沢字山崎１５２番８

青森市大字合子沢字山崎１５２番９

青森市大字合子沢字山崎１５３番１

青森市大字合子沢字山崎１５３番２



　　2) 建物

種　　別 所　　　在　　　地 構　　造 延床面積(㎡)

鉄筋コンクリート造
陸屋根　５階建

鉄筋コンクリート造
陸屋根　２階建

鉄筋コンクリート造
陸屋根　３階建

鉄筋コンクリート造
陸屋根　３階建

鉄筋コンクリート造
陸屋根　３階建

木造亜鉛メッキ鋼板葺
２階建

鉄筋コンクリート造
陸屋根　２階建

教員宿舎 鉄筋コンクリート造
　 共同住宅１号棟 陸屋根　２階建

教員宿舎 鉄筋コンクリート造
　 共同住宅２号棟 陸屋根　２階建

教員宿舎 鉄筋コンクリート造
　 共同住宅３号棟 陸屋根　２階建

教員宿舎 鉄筋コンクリート造
　 共同住宅４号棟 陸屋根　２階建

教員宿舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺
　 学長舎 平家建

合　　計 36,535.15

青森市桂木三丁目２５番地３２ 587.52

青森市緑一丁目１３番地６ 824.88

青森市緑二丁目１７番地４ 194.40

国際芸術センター青森 青森市大字合子沢字山崎１５３番地１ほか 3,604.88

青森市緑一丁目８番地９ 1,961.60

青森市緑二丁目１７番地４ 1,076.20

交流会館講堂 青森市大字合子沢字山崎１５２番地６ほか 1,935.67

国際交流ハウス 青森市大字雲谷字山吹９２番地２１ 1,679.00

大学院棟 青森市大字合子沢字山崎１５３番地１ほか 2,876.78

交流会館 青森市大字合子沢字山崎１５３番地１ほか 4,414.22

校舎棟 青森市大字合子沢字山崎１５３番地４ほか 13,769.08

体育館棟 青森市大字合子沢字山崎１５２番地９ 3,610.92



監　　事

就職専門員
国際芸術センター青森

教 授 会

＜総務企画ﾁｰﾑ＞ ＜財務・情報管理ﾁｰﾑ＞ ＜教務･学生チーム＞

入学者選抜専門監

＜地域連携・国際教養ﾁｰﾑ＞ <入試･就職チーム> 企業連携推進員

事務局次長

研究員 総務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 財務管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 教務学事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 教 授 会

＜地域連携センター＞ ＜事　務　局＞ ＜経営経済学部＞ ＜経営経済学研究科＞ ＜図書館＞

センター長 事務局長 学　部　長 研 究 科 長 図 書 館 長

監　事 監　事  理　　事 理　　事 理　　事 理　　事

役 　員

＜理事会＞

理事長
経営審議会

人事委員会

財務委員会 副理事長
（学長）

教育研究審議会

公立大学法人青森公立大学 組織図公立大学法人青森公立大学 組織図



◎法人役員 平成31年3月31日現在

職 名 氏 名 任 期 備 考

理事長 八　桁　幸　男 H29.4.1～H33.3.31

副理事長 香　取　　　薫 H30.4.1～H34.3.31 学長

理事（非常勤） 今　　　喜　典 H29.4.1～H33.3.31
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター理事
長

理事（非常勤） 花　田　勝　美 H29.4.1～H33.3.31 青森中央学院大学学長

理事（非常勤） 小山内　豊　彦 H29.4.1～H33.3.31 青森県立保健大学特任教授

理事（非常勤） 小　野　大　介 H29.4.1～H33.3.31
青森トヨタ自動車(株)代表
取締役社長

監事（非常勤） 石　田　恒　久 H29.4.1～H31.3.31 石田法律事務所代表

監事（非常勤） 米　田　孝　嗣 H29.4.1～H31.3.31 米田孝嗣税理士事務所代表

◎学長・部局長

職 名 氏 名 任 期 備 考

学長 香　取　　　薫 H30.4.1～H34.3.31

学部長 河　野　秀　孝 H29.4.1～H31.3.31

研究科長 河　野　秀　孝 H29.4.1～H31.3.31

図書館長 藤　井　一　弘 H29.4.1～H31.3.31

地域連携センター長 香　取　　　薫 H29.4.1～H31.3.31

事務局長 山　科　美奈子 （事務局長の職にある期間）

公立大学法人青森公立大学 役員・部局長・審議会名簿



◎経営審議会

職 名 氏 名 任 期 備 考

議　長 八　桁　幸　男 H29.4.1～H33.3.31 理事長

職務代理者 香　取　　　薫 H30.4.1～H34.3.31 副理事長

委　員 今　　　喜　典 H29.4.1～H33.3.31 理　事

委　員 花　田　勝　美 H29.4.1～H33.3.31 理　事

委　員 小山内　豊　彦 H29.4.1～H33.3.31 理　事

委　員 小　野　大　介 H29.4.1～H33.3.31 理　事

委　員 河　野　秀　孝 H29.4.1～H31.3.31
理事長が指名する職員

（学部長）

委　員 山　科　美奈子 H29.4.1～H31.3.31
理事長が指名する職員

（事務局長）

委　員 小　川　徳　久 H30.5.10～H31.5.25 法人役職員以外の有識者

委　員 宍　倉　慎　次 H30.5.10～H31.5.25 法人役職員以外の有識者

◎教育研究審議会

職 名 氏 名 任 期 備 考

議　長 香　取　　　薫 H30.4.1～H34.3.31 学　長

職務代理者 河　野　秀　孝 H29.4.1～H31.3.31 学部長

委　員 花　田　勝　美 H29.4.1～H33.3.31 学長が指名する理事

委　員 河　野　秀　孝 H29.4.1～H31.3.31
学長が定める重要な組織の長

（研究科長）

委　員 藤　井　一　弘 H29.4.1～H31.3.31
学長が定める重要な組織の長

（図書館長）

委　員 香　取　　　薫 H29.4.1～H31.3.31
学長が定める重要な組織の長
（地域連携センター長）

委　員 山　科　美奈子 （事務局長の職にある期間）
学長が定める重要な組織の長

（事務局長）

委　員 香　取　真　理 H29.4.1～H31.3.31
学長が指名する職員
（学部教授会選出委員）

委　員 木　立　　　力 H29.4.1～H31.3.31
学長が指名する職員
（学部教授会選出委員）

委　員 藤　沼　　　司 H29.4.1～H31.3.31
学長が指名する職員

（研究科教授会選出委員）



Ⅰ　全体評価（全体的実施状況）
１　はじめに
　本業務実績報告書は、地方独立行政法人法第78条の2第1項の規定に基づき、公立大学法人青森公立大学の第２期中期目標期間（終了時見込）に対する業務の実績について、青森市
地方独立行政法人評価委員会の評価を受けるため、業務の実績及び自己評価の結果を取りまとめたものである。

２　全体的な実施状況
　第2期中期目標期間（終了時見込）に対する業務実績は、全54項目中、Ａ評価が14項目（25.9％）、Ｂ評価が40項目（74.1％）、Ｃ評価が０項目、Ｄ評価が０項目との結果となり、教育、研
究、地域貢献、その他の業務いずれにおいても、それぞれの目標を十分に達成できるものと評価する。特に、公益財団法人大学基準協会による認証評価において、「学生支援」及び「社会
連携・社会貢献」の2項目で卓越した水準であるとして「Ｓ」判定を受けるなど、全体評価として「適合」判定を受けたことからも、現段階において、第2期中期目標期間の業務実績は、全体と
して十分に達成できるものと評価する。

３　項目別実施状況
（１）大学の教育研究等の質の向上に関する目標についての評価
　　　○教育に関する目標については、全19項目中、A評価が2項目（10.5％）、B評価が17項目（89.5％）とした。A評価とした項目は、「学生の育成【学士課程】」、「学生への支援（キャリ
      ア支援）　【学士課程】」の2項目である。
　　　　具体的な取組としては、入学生に対し、教育目標・教育方針についてオリエンテーション等を通じて周知し、各授業科目のシラバスに到達目標、評価基準を明示し、その内容に基
　　 づいた授業運営及びGPAに基づく成績評価を徹底して行った。なお、文部科学省が平成30年1月～2月にかけて行った「国内大学の GPA の算定及び活用に係る実態の把握に関
　　 する調査研究」において、調査対象の国内 757大学のうち、特に成果を挙げている7大学（公立大学では唯一本学のみ）のうちのひとつとして本学が紹介され、厳格な成績評価シス
　　 テムが好事例として評価された。また、就職及び進学支援に関するキャリア戦略として、キャリアセンターを中心として、企業・団体の求人情報やインターンシップ情報の収集を通じ
　　 て、学生へのきめ細やかな就職指導を継続して実施したことによって、就職率は96％以上を維持していることなど、中期目標を上回って実施していると評価したことによる。
　　　○研究に関する目標については、全4項目中、A評価が2項目(50.0％)、B評価が2項目(50.0％)とした。A評価とした項目は、「研究内容」「研究水準及び研究成果」の2項目である。
　　　　具体的な取組としては、基礎的及び応用的研究を推進するため、FD研修を毎年度実施し、授業内容・教育方法等の改善を図るよ努め、さらには地域連携センタープロジェクト
　　 事業の増加、学会・研究会の開催等によって地域課題・国際的課題の研究を推進した。加えて、教員の研究成果を社会に還元するため、公開講座を定期的に開催し、ケーブルテレ
　　 ビを通じて放送するとともに、その動画をまちなかラボで閲覧できる環境（メディアラボ）を整備したことなど、中期目標を上回って実施していると評価したことによる。
　　　○地域貢献に関する目標については、全13項目中、A評価が7項目（53.8％）、B評価が6項目（46.2％）とした。A評価とした項目は、「地域連携の強化（地域連携実施体制の整備）」、
　　 「地域連携の強化（研究成果の地域への還元）」、「地域連携の強化（地域の大学間連携）」、「地域連携の強化（地域の企業、NPO等との連携）」、「地域連携の強化（青森市との連
　　 携）」、「地域連携の強化（県内の市町村との連携）」、「市への貢献」の7項目である。
　　具体的な取組としては、地域連携の充実を図る目的から、大学の地域貢献の基本方針・指針を定め、地域連携センターの体制及び事業の見直しを実施し、公開講座の開催や各種
　　地域貢献活動の実施、審議会等への参画等、青森市のシンクタンクとしての役割を果たすとともに、地域の大学や企業・NPO、県内市町村との連携協定の締結など、中期目標を上
　　回って実施していると評価したことによる。
（２）業務運営の改善及び効率化に関する目標についての評価
　　　　業務運営の改善及び効率化に関する目標については、全6項目中、A評価が0項目、B評価が6項目（100.0％）とした。
　　　　具体的な取組としては、運営体制やの改善や組織の見直し、人事の適正化、事務等の効率化・合理化、広報活動の推進など、中期目標に基づき業務を実施していると評価した
　　 ことによる。
（３）経営・財務内容の改善に関する目標についての評価
　　　　経営・財務内容の改善に関する目標については、全5項目中、A評価が1項目（20.0％）、B評価が4項目（80.0％）である。A評価とした項目は、「経費の抑制」の1項目である。
　　　  具体的な取組としては、新たな情報・財務システムの導入により事務処理の効率化、迅速化及び管理の一元化が図られたほか、支出内容の精査や業務改善・事務事業の効率
　　 化、外部化の検討、財務状況の分析等により、経費の抑制に取り組など、中期目標を上回って実施していると評価したことによる。
（４）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標についての評価
　　　　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標については、全3項目中、A評価が1項目（33.3％）、B評価が2項目（66.7％）とした。A評価とした項目は、「評価の充
　　 実」の1項目である。
　　 　 具体的な取組としては、外部認証評価において「適合」の認定を受けるとともに、２つの評価項目において最高位の「Ｓ」評価を受けたことなど、中期目標を上回って実施している
　　  と評価したことによる。
（５）その他業務運営に関する重要目標についての評価
　　　その他業務運営に関する重要目標については、全4項目中、A評価が1項目(25.0%)、B評価が3項目(75.0％)とした。A評価とした項目は、「施設設備の整備・活用等」の1項目である。
　　具体的な取組としては、まちなかラボの事業検証を行い、体制及び機能整理、新規事業の実施を行うとともに、国際芸術センター青森において、市民参加事業の増加を図ったことな
　　ど、中期目標を上回って実施していると評価したことによる。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

(1)  学生の育成に関する目
標
①  学士課程
複雑・多様化する現代社会の
事象を読み取り、高度で広範
な教養と総合的な理解力に裏
打ちされた経営学と経済学に
ついての学際的、総合的な思
考力を備えた人材を育成す
る。

（1）学生の育成に関する目標を
達成するための措置
【学士課程】
○入学生に対し本学学部の教育目
標・教育方針について周知を徹底
する。
○シラバス（講義計画・概要）に
おいて到達目標を明示し、それに
基づく適切な授業運営及び成績評
価を行う。
○ＧＰＡに基づく成績評価を徹底
し、成績優秀者の表彰及び成績不
振者の個別指導を充実させる。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○新入生オリエンテーション及び大学基礎演習において、学部
の教育目標・教育方針の周知し、履修指導を強化した。
○各授業科目のシラバスに到達目標、評価基準を明示し、その
内容に基づいた授業運営及び成績評価を行った。
○ＧＰＡに基づく成績評価を徹底し、成績優秀者に対する表彰
及び成績不振者に対する面談を実施した。
　＜成績優秀者数(学長賞特別賞・学長賞・成績優秀賞)延べ数＞
　　平成27年度　206名
　　平成28年度　167名
　　平成29年度　163名
　　平成30年度　191名
　＜成績不振者数(学修アドバイザー面談、注意勧告、成績不振者
　　 面談、退学勧告)延べ数＞
　　平成27年度　156名
　　平成28年度　143名
　　平成29年度　100名
　　平成30年度　136名

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○1年次春学期において成績不振とならないよう、必修科目であ
る大学基礎演習などを欠席した学生の情報を教員と事務局で共
有し、欠席した学生への連絡指導体制を構築する。
○学科ガイダンスにおいて、育成する人材像の周知と履修モデ
ルの指導を行う。

Ａ

文部科学省が平成30
年1月～2月にかけて
行った「国内大学の
GPA の算定及び活用
に係る実態の把握に
関する調査研究」に
おいて、調査対象の
国内 757大学のう
ち、特に成果を挙げ
ている7大学（公立
大学では唯一本学の
み）のうちのひとつ
として本学が紹介さ
れ、厳格な成績評価
システムが好事例と
して評価されたこと
及び一年次春学期に
おいて成績不振とな
らないよう、教員と
事務局が連携し、連
絡指導体制の強化を
進めていることか
ら、自己評価をAと
した。

②  大学院課程
経営学と経済学の複眼的思考
を持つ高度専門職業人と、経
営経済領域における更なる知
的探求を目指し、自立的に研
究できる専門研究者及び研究
能力を有する高度専門職業人
を養成する。

【大学院課程】
○入学生に対し本学大学院の教育
目標・教育方針について周知を徹
底する。
○シラバス（講義計画・概要）に
基づく適切な授業運営及び成績評
価を行う。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○大学院オリエンテーションにおいて、新入生に対し学生便覧
の配付及び説明を行い、大学院の教育目標・教育方針の周知を
行った。
○各授業科目のシラバスに到達目標、評価基準を明示し、その
内容に基づいた授業運営及び成績評価を行った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

（2）教育内容等に関する目標を
達成するための措置
① 教育プログラムの検証・再編
【学士課程】
○学生及び卒業生に対する授業評
価に関するアンケート等を実施
し、その結果に基づく教育改善を
推進する。
○「経営経済の専門性を持った教
養人の育成」という教育目標を達
成するため、教育プログラムを再
編する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○学生への授業評価アンケートを全科目で毎学期実施し、その
結果に対する教員からの回答を図書館で公開するとともに、教
員がアンケート結果をどのように授業へ反映させたかを各授業
科目のシラバスに掲載し、教育改善を推進した。加えて、卒業
アンケートを実施し、授業に関するニーズを把握し、その情報
を教職員で共有し、教育改善を推進した。
○平成27年度から、新カリキュラムとして美術、哲学及び文学
に関する科目を設置するプログラムの再編を行った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

【大学院課程】
○大学院生及び修了生に対する授
業評価に関するアンケート等を実
施し、その結果に基づく教育改善
を推進する。
○現行カリキュラムの検証及び必
要な改善を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○各科目において授業評価アンケートを実施し、その結果を踏
まえ、教員が授業内容を検証し改善を行ったほか、必要に応じ
て次年度のシラバスへ反映させることとした。
○毎年度、大学院運営委員会において、現行カリキュラムの検
証及び必要な改善について検証を行った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。
○大学院改革を行うため、学内にプロジェクトチームを組織
し、調査・研究を進め、最終報告を踏まえた大学院改革案が研
究科教授会で審議し承認されたことによって、改革案をより具
体的に進めて行く。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

(2)  教育内容等に関する目
標
①  教育プログラムの検証・
再編
学生の育成に関する目標の達
成に向けて、教養教育から専
門教育までを一貫して体系
的、段階的に履修できる教育
プログラムとなるよう継続的
な検証を行い、必要となる再
編を行う。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

②  教育方法の改善
「教育に責任を持つ」を合言
葉とし、単なる知識の詰め込
みに過ぎることがない配慮と
履修課程の創意工夫により、
学生のニーズに的確に応えつ
つ、学修意欲の向上が継続的
に作用するような教育方法の
改善に取り組むとともに、他
大学や企業等と連携するな
ど、多様な学修機会の確保に
努める。

② 教育方法の改善
【学士課程】
○ＦＤ（教員の教育・研究の質の
向上を図るための取組）を通じ
て、教員間の学生指導に関する情
報共有を行い、教育方法や実施体
制の改善を行う｡
○大学での学修の進め方を学ぶた
めの初年次教育を充実させる。
○他大学や企業等との連携を図
り、単位互換や実社会を教育現場
とする体験学習など、学部におけ
る学修機会の充実に努める。
○ＩＣＴ（情報通信技術）を活用
したアクティブラーニングを導入
し、学生が能動的に学修できる教
育方法への改善を推進する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員の教育方法や実施体制の改善を目指すため、ＦＤ研修を実
施した。
＜FD研修＞
　平成27年度（1回）
　　1回目：研究倫理について
　平成28年度（2回）
　　1回目：①公立大学の制度と課題
　　2回目：②研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
             使用の防止
　平成29年度（2回）
　　1回目：①発達障害への合理的配慮と授業力の向上
　　　　　 ②本学における障害学生への対応
　　　　　 ③FD活動としてのアクティブ・ラーニング実施
             方法の検討
　　　　　 ④研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
             使用の防止
　　2回目：障害のある学生への修学支援
　平成30年度（2回）
　　1回目：①“学び続ける教員”の基礎を作る大学の教職
             課程の在り方
　　　　　 ②本学英語科における初年度教育
　　　　　 ③研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：大学院活性化プロジェクト
○1年次科目「大学基礎演習」及び「学習導入演習」について、授
業評価アンケートの結果を活用しながら改善を図り、初年次教育
を充実させた。
○青森県立保健大学及び青森中央学院大学との単位互換科目につ
いて、講義を体験した後に履修申込ができるよう募集時期を設定
するなど、利用しやすい単位互換制度を実施した。また、フィー
ルドスタディやフィールドリサーチなど、企業等と連携し、実社
会教育現場とする体験学習を実施し、学修機会の充実を図った。
○学生が能動的に学修できる環境を整備するため、ＩＣＴを活用
したアクティブラーニング室を開設・整備し、複数の科目でアク
ティブラーニングを導入し、活用した。
　＜アクティブ・ラーニング室利用状況＞
　　平成27年度　開設・整備
　　平成28年度　142コマ
　　平成29年度　251コマ
　　平成30年度　325コマ
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

【大学院課程】
○ＦＤ（教員の教育・研究の質の
向上を図るための取組）を通じ
て、教員間の学生指導に関する情
報共有を行い、教育方法や実施体
制の改善を行う｡
○他大学や企業等との連携を図
り、大学院における学修機会の充
実に努める。

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ｂ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員の教育方法や実施体制の改善を目指すため、ＦＤ研修を
実施した。
＜FD研修＞
　平成27年度（1回）
　　1回目：研究倫理について
　平成28年度（2回）
　　1回目：①公立大学の制度と課題
　　2回目：②研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　平成29年度（2回）
　　1回目：①発達障害への合理的配慮と授業力の向上
　　　　　 ②本学における障害学生への対応
　　　　　 ③FD活動としてのアクティブ・ラーニング実施
　　　　　　 方法の検討
　　　　　 ④研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：障害のある学生への修学支援
　平成30年度（2回）
　　1回目：①“学び続ける教員”の基礎を作る大学の教職
　　　　　　 課程の在り方
　　　　　 ②本学英語科における初年度教育
　　　　　 ③研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：大学院活性化プロジェクト
○青森県立保健大学及び青森中央学院大学との単位互換科目に
ついて、講義を体験した後に履修申込ができるよう募集時期を
設定するなど、利用しやすい単位互換制度を実施した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

③  グローバル化への対応
 国際的な知見を深め、異文
化への理解力を育成するた
め、グローバル化に適合した
教育機会の充実に努める。

③ グローバル化への対応
【学士課程】【大学院課程】
○語学研修や留学制度等、海外に
おける教育機会の充実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○「米国レギュラー留学」、「英国スターリング大学学生派遣
研修」の実施とともに、平成27年度から「ニュージーランド短
期語学研修」を本格的に実施することにより、海外での教育機
会の充実を図った。
＜米国レギュラー留学＞
　平成27年度　 1名
　平成28年度　 1名
　平成29年度　 1名
　平成30年度　 0名
＜米国短期語学研修＞
　平成27年度　 5名
　※平成28年度以降はニュージーランド短期語学研修へ移行
＜英国スターリング大学学生派遣研修＞
　平成27年度　 2名
　平成28年度　 2名
　平成29年度　 2名
　平成30年度　 2名
＜ニュージーランド短期語学研修＞
　平成27年度　 6名
　平成28年度　11名
　平成29年度　 9名
　平成30年度　 6名

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。
また、募集開始前に、多くの学生が応募するよう、周知の工
夫・徹底を図っていく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

④  人間としての魅力を高め
るための教育
人間としての魅力、言い換え
れば幅広い教養としての芸
術・文化的素養、高潔な人
格、高い倫理観を備えた心豊
かな人材を育むための教育の
充実に努める。

④ 人間としての魅力を高めるた
めの教育
【学士課程】
○経営経済の専門分野の修得に加
え、芸術・文化を理解し、社会的
倫理観を身に付けた人材を育成す
るため、教養科目の充実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○平成27年度から、美術、哲学及び文学に関する科目を開講し
た。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

(3)  教育の実施体制に関す
る目標
①  教員の教育指導能力の向
上
教員が学生の養成に関する目
標達成に向けた教育が行える
よう、研修制度等の充実した
運用を図り、教員個々の教育
指導能力の向上を目指す。ま
た、研修や授業評価の結果を
教育の質の向上及び改善の取
組に効果的に結びつける方策
を実施する。

（3）教育の実施体制に関する目
標を達成するための措置
① 教員の教育指導能力の向上
【学士課程】【大学院課程】
○教員の指導能力の向上を図るた
め、ＦＤ活動を充実させるととも
に、授業評価に関するアンケート
等の結果を踏まえ検証し、改善す
る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員の教育方法や実施体制の改善を目指すため、ＦＤ研修を
実施した。
＜FD研修＞
　平成27年度（1回）
　　1回目：研究倫理について
　平成28年度（2回）
　　1回目：①公立大学の制度と課題
　　2回目：②研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
             使用の防止
　平成29年度（2回）
　　1回目：①発達障害への合理的配慮と授業力の向上
　　　　　 ②本学における障害学生への対応
　　　　　 ③FD活動としてのアクティブ・ラーニング実施
             方法の検討
　　　　　 ④研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
             使用の防止
　　2回目：障害のある学生への修学支援
　平成30年度（2回）
　　1回目：①“学び続ける教員”の基礎を作る大学の教職
             課程の在り方
　　　　　 ②本学英語科における初年度教育
　　　　　 ③研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：大学院活性化プロジェクト
○全科目で実施している授業評価アンケートの結果を活用し、
　教員が授業内容を検証し、次年度のシラバスに反映させた。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

② 教育環境の整備
【学士課程】
○教室内の設備の充実やＴＡ（学
生による授業補助者）制度の活用
により、授業の環境を整える。
○教育課程における国際芸術セン
ター青森、国際交流ハウス等の交
流施設及び設備の利活用を推進す
る。
○地元地域を教育現場とする教育
方法を推進する。
○語学研修や留学制度等、海外に
おける教育機会の充実を図る。
○新しい情報システムを導入し、
教育環境の充実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○各教員グループに対し、毎年度授業運営経費要望調査を行
い、教材及び教室設備、ＴＡ利用のニーズ等を把握し、必要な
改善を行い、授業環境を整えた。
　＜改善実施事項等＞
　　・情報科目web利用ライセンス数の拡充
　　・大講義室のプロジェクター更新
　　・中講義室のスクリーンの改修
　＜ＴＡ者数実績＞
　　平成27年度　33名
　　平成28年度　46名
　　平成29年度　41名
　　平成30年度　42名
○交流施設等の利活用として、授業やゼミ合宿等での利用につ
いて、教員に情報提供をするとともに、大学基礎演習の授業の
一環として国際芸術センター青森を活用した。
○地域みらい学科のゼミ活動、経済学科フィールドスタディに
おいて、各教員へ地元情報を提供するとともに、学外での活動
に必要なバスや車を手配し、交通手段を確保した。なお、教員
の地元地域での教育を推進するべく、公務に伴う公用車自動車
使用の取扱要領を改めて制定するとともに、勤務地内旅行命令
の運用を見直した。
○毎年度、語学・派遣研修を行い海外での教育機会の充実を
図った。
○学生と教員、事務職員の利便性向上のために平成28年度に新
しい学務情報システム（Campusmate-J）を導入した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

【大学院課程】
○サテライトの有効活用を図ると
ともに、遠隔授業の利用推進を図
る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○サテライト利用を促すとともに、夜間・土曜の授業開講及び
遠隔授業システムを活用し、授業等で利用された。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。 Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

②  教育環境の整備
教員と事務局職員の連携を強
化し、教育に専念しやすい環
境を整備する。また、国際芸
術センター青森や交流施設な
どの既存の施設や設備の利活
用を含め、地域性と国際性に
配慮した教育環境の整備に努
める。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

③ 学修環境の整備
【学士課程】
○学部生のニーズを把握し、学修
環境の利便性を向上させる。
○学修に関する情報収集及び学生
への情報発信を充実させる。
○新しい情報システムを導入し、
学修環境の充実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○学生に対する授業アンケートや卒業アンケート等の結果を踏
まえ、学修環境に関するニーズを把握し、必要な改善を行っ
た。
＜改善事項＞
　・大講義室のモニターを薄型に入れ替え
　・大、中講義室のプロジェクターの改修
○秋学期オリエンテーションにおいて、パソコンによる履修登
録・履修シミュレーションの利用方法を説明し、新しい学務情
報システム（Campusumate-J）の積極的な活用を促した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

【大学院課程】
○大学院生の研究成果を発表する
機会について検証及び必要な改善
を行う。
○大学院生のニーズを把握し、学
修環境の利便性を向上させる。
○大学院生へＰＣの貸与を行う。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○博士前期課程の中間報告会及び博士後期課程の研究報告会を
平日の夕方に設定し、社会人大学院生に配慮した日程で開催し
た。
＜開催実績＞
　平成27年度　中間報告会(10/30平日)1回　報告件数8件
　平成28年度　中間報告会(10/27平日)1回　報告件数4件
　平成29年度　中間報告会(10/26平日)1回　報告件数3件
　　　　　　　研究報告会(2/3土曜日)1回　報告件数1件
　平成30年度　中間報告会(10/25平日)1回　報告件数1件
　　　　　　　研究報告会(2/7平日)　1回　報告件数1件
○大学院生のニーズ調査を実施し、改善点や課題等を把握し
た。
○貸与を希望する学生にＰＣの貸与を行った。
＜ＰＣ貸与実績＞
　平成27年度　10名
　平成28年度　13名
　平成29年度　 6名
　平成30年度　 6名

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

③  学修環境の整備
学生の学修意欲及び教育効果
を高め、学生が主体的に取り
組むことができるような学修
環境を整備する。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

Ｂ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○各年度において、概ね全入学定員(300名)の3倍程度(900名)と
なる志願者を確保した。
○青森県内からの入学者の増加を図るため、毎年延べ80～90校
の県内高校を訪問した。
＜志願者数/入学者数/県内入学者数実績＞
　※第1期中期目標期間の6年間平均(平成21年度～平成26年度)
　（参考）※　志願者978名/入学者327名/県内194名(県内59.4％)
　平成27年度　志願者881名/入学者328名/県内196名(県内59.8％)
　平成28年度　志願者843名/入学者321名/県内194名(県内60.4％)
　平成29年度　志願者949名/入学者326名/県内197名(県内60.4％)
　平成30年度　志願者936名/入学者330名/県内187名(県内56.7％)
○2020年度から実施する大学共通テストへの対応や選抜方法の
見直しについて、平成29～30年度に入試戦略会議にて検討、平
成30年度に2回、本学ホームページで公表を行った。
○入学志願者の増加の為に、高校訪問を県内外で実施、毎年延
べ130～140校の高校を訪問し、本学の情報提供を行った。
○入学者数等の実績を考慮し、県内外で出前講義・大学見学等
を実施するとともに、毎年2回のオープンキャンパス（平成27～
28年度は首都圏でのサテライトオープンキャンパスを実施）を
開催し、模擬講義（受講者は入学検定料を減免）や学生等によ
るキャンパスツアー、個別相談等を実施するなど、県内外から
広く高校生等を集客し、本学の魅力発信に努めた。
＜出前講義・大学見学等実施回数及びオープンキャンパス参加者数＞
　平成27年度　50回　／　ＯＰＣ参加者数　964名
　平成28年度　50回　／　ＯＰＣ参加者数　847名
　平成29年度　49回　／　ＯＰＣ参加者数　783名
　平成30年度　39回　／　ＯＰＣ参加者数　730名
○入試に係る広報としては、県内外の高校へ大学案内パンフ
レット等を送付した他、県内外の主要駅へポスター掲出、ホー
ムページへのバナー掲載、TVスポットCM放送や天気予報番組で
のイメージ映像放送などを実施した。
○県内高校生を対象とした高大連携特別講座を毎年3回開催し
た。
＜高大連携特別講座参加者数（延べ数）＞
　平成27年度　17校　354名
　平成28年度　18校　256名
　平成29年度　19校　326名
　平成30年度　16校　298名
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き計画に基づいた取り組みを実施していく。

(4)  学生の受入に関する目
標
大学の教育理念・目標にか
なった学生を確保するため、
受験生の保有能力を適切に評
価できる学生選抜方法による
入学試験を実施する。併せ
て、より多くの志願者を確保
するため、受験生等に対する
学生募集活動等を積極的かつ
効果的に行い、受験動機を増
進させ、学士課程において
は、更に志願者が増えるよう
な魅力ある大学づくりに努
め、また、大学院課程におい
ては、入学定員を継続的に確
保するとともに、大学のレベ
ルの向上に努める。

（4）学生の受入に関する目標を
達成するための措置
【学士課程】
○本学のアドミッションポリシー
に相応しい入学者を受け入れられ
るよう、全入学定員の３倍程度の
志願者を常に確保する。
○青森県内からの入学者の増加を
図る。
○大学間競争の激化に対応した選
抜方法（入試期日、試験会場な
ど）の見直しを継続する。
○県内・県外への高校訪問をさら
に拡充し、入学希望者の増加を促
進させる。
○出前講義、大学見学を積極的に
実施する。
○入試に関わる広報を充実させ
る。
○高大連携の一環として、特別講
座（年３回）を開催する。

目標である全入学定
員の3倍程度の志願
者には届かなかった
年度はあるものの、
目標を上回っている
年もあり、概ね目標
となる志願者を確保
できていると言え
る。
また、県内外から入
学者志願者を増加さ
せるための取り組み
も積極的に実施して
おり、新しい入試改
革に対応するための
取り組みも行ってい
ることから、自己評
価をBとした。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

現在の社会情勢に合
わせて博士前期課程
の定員を変更したこ
とに加え、大学院活
性化プロジェクト
チームを組織し、新
たに社会人学生獲得
の為のコース新設を
検討しており、志願
者獲得のための必要
な対応を行っている
ことから、自己評価
をBとした。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○入学定員と同数程度の志願者を獲得するために、以下の取り
組みを行った。
　①学部からの進学促進のために、学内推薦選抜希望者を対象
　　とした進学説明会を実施したほか、キャリアセンターと連
　　携して、進路選択の中に本学大学院進学を選択肢として提
　　案する等を実施した。
　②学部教育との連携の円滑化を図るために学内進学特待奨学
　　生制度を継続して実施し、更にH27に本学学部卒業生（卒
　　業見込生）は入学料が全額免除になる制度を創設し、継続
　　して実施した。
　③社会人入学者を確保、また入試に係る広報を充実させるた
　　め、理事長や研究科長等による企業団体訪問の実施や、毎
　　年度約300の企業・団体等へ募集要項やポスター等を送付
　　するなど企業・団体等への働きかけを実施した。
○大学院における内部及び外部の環境変化に適応するべく、大
学院の魅力づくりを進めるとともに、平成30年度末に博士前期
課程の定員を8名から4名へと変更した。
＜志願者/合格者/入学者＞
　平成27年度　博士前期課程　2名/2名/1名(うち学内進学0名)
　　　　　　　博士後期課程　0名
　平成28年度　博士前期課程　4名/2名/1名(うち学内進学0名)
　　　　　　　博士後期課程　0名
　平成29年度　博士前期課程　1名/1名/1名(うち学内進学1名)
　　　　　　　博士後期課程　2名/1名/1名
　平成30年度　博士前期課程　2名/2名/2名(うち学内進学1名)
　　　　　　　博士後期課程　1名/0名//0名

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
変更した定員と同数の志願者を確保するために、これまでの取
り組みを継続して行うとともに、大学院活性化プロジェクトと
して、新たなプログラムを作成予定であり、詳細が決定次第、
効果的な広報を行い、志願者確保に努める。

【大学院課程】
○入学定員と同数程度の志願者を
常に確保する。
○学部からの進学を促進させる。
○学部教育との連携の円滑化を図
る。
○社会人入学者を確保するため、
行政機関や民間企業等への働き掛
けを充実させる。
○入試に関わる広報を充実させ
る。

Ｂ



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

Ｂ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○学内掲示や大学公式ホームページ、学内サイト、説明会等を
通じて授業料減免や奨学金制度について、情報提供を行い、生
活困窮者等への減免を実施した。
○課外活動について、サークル代表委員会を通じ、各サークル
へのニーズ調査を実施し、サークル活動を行う上での各種意見
を聴取し、課外活動の活性化を図った。
○後援会及び同窓会の総会及び役員会等の開催などについて、
業務支援を行った。
○学内掲示板に地域ボランティア情報を掲示し、情報提供を
行った。
○大学基礎演習と学修アドバイザークラスミーティングにおい
て、重点事項として取り組む事項を洗い出して学生にフィード
バックする等の制度の見直しを実施した。また、学生への過度
なアルバイトやブラックバイトが疑われるアルバイトへの従事
が成績不振につながる傾向があるという課題について説明し
た。
○各学期のオリエンテーションにおいて、メンタルヘルス相談
室の必要に応じた利用を促した。
○留学生に対して生活状況アンケート調査を実施する等、必要
な支援を行える環境を確保した。
○保健室やメンタルヘルス相談室、教職員が連携し、心身に不
調をきたす学生や授業の欠席が目立つ学生の情報共有を継続的
に行い、必要に応じて保護者への情報提供等を行った。
○食堂について平成27年度にコンペ方式により業者選定を行う
とともに、食堂や売店等においてモニタリング、アンケートを
実施し、寄せられた意見及び要望を委託業者に通知した。
○学生及び教職員をはじめ委託業者など全関係者を対象に、ハ
ラスメント防止の取組やハラスメントに係る相談窓口を明記し
た「ハラスメントに関する手引書」を配付した。
○障害者差別防止・解決委員会において、修学上の配慮が必要
な学生に対する支援等について検討し、学生との面談等を通じ
て必要な配慮や支援を行った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

（5）学生への支援に関する目標
を達成するための措置
① 学生生活支援
【学士課程】
○生活困窮者等に対する授業料減
免や各種奨学金制度の情報提供
等、学生生活支援を充実させる。
○課外活動の活性化を支援するた
めの施設・設備を充実させる。
○後援会及び同窓会の活動支援を
行う。
○社会活動における学生と地域と
の交流を支援する。
○充実した学生生活が送れるよう
に、学修アドバイザー制度の見直
しを行う。
○学生の心身の健康増進のために
カウンセラーを積極的に活用す
る。
○留学生の学生生活の向上のため
支援を行う。
○保護者と大学が連携した学生生
活支援を推進する。
○食堂や売店などの福利厚生施設
及び内容の充実を図る。
○ハラスメントの防止・対策に向
けた取組を行う。

(5)  学生への支援に関する
目標
①  学生生活支援
学生が、安全・安心な学修環
境を確保し、高い学修意欲を
持って充実した学生生活が送
れるよう、学修・生活・課外
活動・健康相談等の学生生活
支援体制の充実を図る。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

【大学院課程】
○大学院特待奨学生制度の適正な
運用を図る。
○大学院生のニーズを把握し、大
学院生の福利厚生を向上させる。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○大学院特待奨学生の審査基準に従い、申請に応じて審査を実
施し、制度を適正に運用した。
＜特待奨学生数＞
　平成27年度　4名
　平成28年度　1名
　平成29年度　1名
　平成30年度　1名
○より具体的なニーズを把握するため、設問内容の見直しを
行った上で、ニーズ調査を行い、改善点や課題等を把握し、対
応できる事項から順次対応した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

特待奨学生制度の活
用及びニーズ調査に
より、大学院生への
支援や研究意欲の向
上を図ることができ
たことから、自己評
価をBとした。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

キャリアセンターを
中心として、企業・
団体情報やインター
ンシップ情報の収集
と学生への情報提供
が十分に実施されて
おり、また地元の企
業・団体等との連携
も充実している。ま
た結果として、就職
率も96％以上を維持
しており、充実した
キャリア教育が実施
されているため、自
己評価をAとした。

Ａ

②  キャリア支援
進路支援とキャリア教育など
を一体的に学生に提供すると
ともに、就職を希望する学生
が確実に就業できるように支
援を行う。また、就職先の新
規開拓や卒後の未就職者に対
する支援、進学希望者への進
学に関する支援を行う。

② キャリア支援
【学士課程】
○就職及び進学支援に関するキャ
リア戦略を推進する。
○就職専門員などによる既卒者も
含めた就職先の新規開拓を進め
る。
○行政、地元の企業や関係機関、
団体と連携した就職支援体制を充
実させる。
○インターンシップによる就業体
験を充実させる。
○就職率100%を目標としつつ、最
低96％台を毎年度維持する。
○同窓会組織と連携を図り、就職
支援ネットワークの強化を図る。
○進路選択のための情報収集を拡
充し、もってキャリア教育の充実
を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○就職及び進学支援に関するキャリア戦略を推進し、地元団体
と連携した就職支援体制を構築し、進路選択の情報収集を拡充
するために以下の取り組みを実施した。
＜平成27年度から実施＞
　①キャリアセンターに地域企業や行政、関連機関・団体との
　　連携強化のために企業連携推進員を配置し、年間約200の
　　企業・団体を訪問し、正確な企業情報収集と学生へのフィ
　　ードバックを実施した。
　②毎年度県内企業バスツアーを実施し、平成28年度からは
　　毎年30社を超える県内の優良企業を訪問することによっ
　　て、地元企業と連携し、進路選択のための情報収集・提
　　供の場としてキャリア教育の充実を図った。
　③セカンドキャンパス（首都圏等で就活をする学生のため
　　に、「着替え、休憩スペース、就活相談、ＰＣ・コピー
　　機の利用、荷物預りサービス」を備えた就活用オープン
　　スペース）を実施した。
　④就職内定した学生と語ろう懇談会（3講座全6回）を実施
　　し、就活を終えたばかりの先輩との懇談を設け、実践的
　　な就活アドバイス講座を実施した。
＜平成28年度から実施＞
　①オンライン求人情報管理システム｢キャリタスUC｣を導入
　　したことによって、手続きの簡素化や効率化が図られた
　　ことにより、求人件数(新規企業)が増加し、学生の利便
　　性も向上した。
＜その他＞
  ①毎年度5月にインターンシップガイダンスを開催するとと
　　もに、キャリア形成講座や各種ガイダンス、合同企業等
　　説明会を実施し、学生に適切な情報提供を行った。
　②就活ハンドブックを製作し、学部3年生等へ配付した。
○毎年度就職率96％を超える高い水準を維持した。
＜年度別就職率(うち県内就職率(本社所在地・実勤務地))＞
　平成27年度：98.9％(うち県内就職率35.8％・40.8％)
　平成28年度：99.0％(うち県内就職率40.3％・50.8％)
　平成29年度：99.3％(うち県内就職率36.2％・43.6％)
　平成30年度：99.7％(うち県内就職率38.7％・51.5％)
○同窓会組織と連携し、同窓会ネットワークを構築した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

【大学院課程】
○大学院生へのキャリア支援を充
実させる。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○学部生と同様にキャリアセンターでの模擬面接や履歴書の添
削等を実施したほか、大学院生も対象とした各種講座やガイダ
ンス等による支援を実施した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から、自己評価をB
とした。

Ａ：中期目標を上回って達成している 2

Ｂ：中期目標を十分に達成している 17

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

Ⅱ－１　教育に関する目標



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

備考

備考大項目評価（中期目標評価）

①　学生の育成に関する目標
　　入学者に対する本学の教育目標・教育方針の周知・徹底やシラバスに基づく適切な授業運営及び成績評価の実施、ＧＰＡに基づく成績評価の徹底等に
　より、学部においては、学際的・総合的な思考力を備えた人材育成を、大学院においては、自立的に研究できる研究員及び研究能力を有する高度専門職
　業人の養成を行った。
　　特に、ＧＰＡに基づく成績評価については、文部科学省が実施した「国内大学のＧＰＡの算定及び活用に係る実態の把握に関する調査研究」において
　国内757大学のうち、特に成果を挙げている７大学（公立大学では唯一）のうちの一つとして評価された。
②　教育内容等に関する目標
　　学生へ授業アンケートを実施するとともにその結果をシバラスへ反映させるなどによる教育プログラムの検証・再編や、教職員に対するＦＤ研修を通
　じた教育方法や実施体制の改善を行った。また、他大学との単位互換やＩＴＣ（情報通信技術）を活用したアクティブラーニングの導入などによる学修
　機会の充実や教育方法の改善に努めたほか、海外での語学研修等によるグローバル化への対応を推進した。
③　教育の実施体制に関する目標
　　教室内の設備の充実やＴＡ（学生による授業補助者）制度の活用による授業環境の整備、国際交流ハウス等の交流施設の利活用、ゼミ活動やフィール
　ドスタディなど学外活動の際のバスの手配などの交通手段の確保を行うとともに、学生のニーズを把握し、必要な改善を講じるなど学修環境の利便性を
　向上させた。
④　学生の受入に関する目標
　　学部においては、全入学定員の３倍程度の志願者を常に確保するため、県内外の高校を訪問し情報提供を行うともに、年2回のオープンキャンパスを
　開催し本学の魅力発信に努めた。
　　また、入試に係る広報として、オープンキャンパス開催時に県内外の高校へのポスター・リーフレットの送付・主要駅へのポスター掲示、ホームペー
　ジでの情報発信、テレビスポットＣＭ放送を実施した。さらには、県内高校を対象とした高大連携特別講座を開催し本学の魅力を発信した。
⑤　学生への支援に関する目標
　　授業料減免や奨学金制度の情報提供を行うなどにより生活困窮者等に対する学生生活支援を充実させたほか、保健室、メンタルヘルス相談室などを
　活用した学生の心身の健康増進や修学上の配慮が必要な学生に対し、面談等を通じて必要な配慮や支援を行った。
　　また、キャリア支援として、年間200の企業・団体を訪問し、正確な企業情報収集と学生へのフィードバックの実施、県内バスツアーによる進路選択
　のための情報収集・提供などキャリア教育の充実を図った。さらには、オンライン求人情報システムを導入したことにより、求人件数が増加し、学生
　の利便性も向上するなど、毎年度96％を超える就職率を維持した。

　これらのことから、教育に関する目標は、十分に達成できるものと評価する。

①　文部科学省が平成29年度に実施した「国内大学のＧＰＡの算定及び活用に係る実態の把握に関する調査研究」において、国内757大学のうち、特に成果
　を挙げている7大学（公立大学では唯一）のうちの一つとして評価された。
②　平成30年度に実施した公益財団法人大学基準協会による大学評価（認証評価）では、「学生支援」について、『Ｓ』評定（大学基準に照らして極めて
　良好な状態にあり、理念・目的を実現する取り組みが卓越した水準にあること）を受けた。具体的には、キャリア支援について、キャリアセンターを中心
　に、教員も積極的に関与しながら企業訪問や就職情報サービス企業の担当者との情報交換を細やかに行うとともに、学生が地元企業や公的機関等を訪問す
　るバスツアーの実施・拡充に努めているほか、「就活ハンドブック」の発行、就職ガイダンス、保護者への情報提供等を大学が主体的に行っていることが
　挙げられ、こうした取組が就職率が向上していること、地元及び東北や北海道への就職者の割合が近年高い水準を維持していることから地域貢献にも結び
　つくなど理念に沿った結果が表れていることが評価された。

特記事項



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

継続的に地域課題・
国際課題の研究に取
り組むため、積極的
に地域連携センター
プロジェクト事業を
増加させたことや戦
略的研究助成事業の
見直し及び地域貢献
活動推進制度を創設
し、研究活動を促進
したことから、自己
評価をAとした。

Ａ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○基礎的及び応用的研究を推進するため、個人研究費の配分や戦
略的研究助成事業による研究費の配分を行った。
○戦略的研究助成事業の見直し、より一層の研究活動の推進を
図った。
○地域連携センターのプロジェクト事業、地域に関連した学会開
催等、地域課題や国際的課題の研究に取り組んだ。
○授業内容・教育方法等の改善を研究するため、FD研修及び研究
懇話会を開催した。

＜取組状況＞
①個人研究費
　一律69万円
②戦略的研究助成事業
　平成27年度　3件　  977,710円
　平成28年度　3件　  848,360円
　平成29年度　5件　1,825,338円
　平成30年度　9件　1,845,000円
③地域貢献活動推進費（平成30年度～）
　9名　1,500,000円
④地域連携センタープロジェクト事業
　平成27年度　 4件
　平成28年度　 9件
　平成29年度　13件
　平成30年度　12件
⑤学会、研究会等の開催
　平成27年度　 2件
　平成28年度　 2件
　平成29年度　 2件
　平成30年度   2件
⑥FD研修・研究懇話会の実施
　平成27年度　 1回
　平成28年度　 2回
　平成29年度　 3回（うち研究懇話会1回）
　平成30年度　 3回（うち研究懇話会1回）

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

（1）研究内容に関する目標を達
成するための措置
○基礎的及び応用的研究を推進す
る。
○地域課題、国際的課題の研究を
推進する。
○授業内容を充実させる研究を推
進する。
○教育方法等改善の研究を推進す
る。

(1)  研究内容に関する目標
大学の使命を達成するため、現代
社会における経営学及び経済学分
野の社会現象を明確に分析し、
地域課題や国際的な課題について
基礎研究及び応用研究を推進する
とともに、教養、情報・外国語・
コミュニケーションなど幅広い研
究を推進する。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

継続的に公開講座及
び海外研究者を招聘
した研究会を開催
し、実施回数も増加
したことから、自己
評価をAとした。

Ａ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○戦略的助成事業により、透明性のある研究費の配分を行った。
○学会等で表彰された教員を戦略的助成事業で顕彰し、研究費を
配分した。
○ホームページで学術リポジトリや論纂を公開した。
○本学教員等による公開講座を定期的に開催し、教員等の研究成
果を広く市民等に還元した。
　また、ケーブルテレビを通じて公開講座を放送するとともに、
動画をまちなかラボで閲覧できる環境（メディアラボ）を整備し
た。
○海外研究者を招聘した研究会等を毎年開催した。
＜取組状況＞
①戦略的研究助成事業
　平成27年度　3件　  977,710円
　平成28年度　3件　  848,360円
　平成29年度　5件　1,825,338円
　平成30年度　9件　1,845,000円（うち顕彰2件　200,000円）
②リポジトリ掲載数及び閲覧件数
　平成27年度　掲載9件、閲覧件数12,211件
　平成28年度　掲載8件、閲覧件数 3,814件
　平成29年度　掲載9件、閲覧件数 7,857件
　平成30年度　掲載7件、閲覧件数 7,700件
③公開講座の開催・受講者状況
　平成27年度　34回　606名（延べ数）
　平成28年度　55回　697名（延べ数）
　平成29年度　39回　685名（延べ数）
　平成30年度　46回　1,095名（延べ数）
④海外研究者を招聘した研究会
　平成27年度　1回
　平成28年度　3回
　平成29年度　2回
　平成30年度　7回

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

（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
○研究活動と研究成果を公平に評
価する取組を行う。
○高い研究成果を顕彰する。
○教員の研究成果をホームページ
等により学内外へ公開する。
○公開講座を開催するなど、研究
成果を社会還元する。
○海外研究者と共同研究事業を推
進する。

(2)  研究水準及び研究成果に関
する目標
グローバルな視点と方法に基づく
質の高い研究を行うとともに、地
域社会のニーズを的確に把握し、
その問題解決のための研究を行
い、それらの成果を国内外に積極
的に情報発信するとともに、具体
的に地域社会に還元する。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

（3）研究実施体制等の整備に関
する目標を達成するための措置
○外部資金獲得に関する情報提供
の充実を図る。
○学生が研究活動に参加できる環
境整備の充実を図る。
○地域研究センターの研究機能の
充実及び共同研究並びに産学官金
連携を推進する。
○教員サバティカル制度（長期研
修制度）の充実を図る。
○透明で公正な研究費の配分を進
める。
○戦略的志向に基づく研究費の配
分を進める。

(3)  研究実施体制等の整備に関
する目標
研究水準の向上を目指し、組織体
制の充実、研究環境の整備、研修
制度の充実等を図る。併せて、成
果に応じた研究費の配分などの研
究支援体制を整備する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○外部資金獲得に関する情報提供を随時行った。
○学生が地域を研究の場として活動できるよう、地域でのゼミ活
動やフィールドワークを推進して授業内容の充実を図るととも
に、地域連携センターが実施する地域貢献事業に学生を積極的に
参加させた。
○地域連携センターで受託研究及び受託事業を積極的に受け入れ
るとともに、「青森市産官学連絡会議」に参画し、共同研究を実
施した。
○サバティカル制度の周知を徹底するほか、教員が参加しやすい
よう財源の制限を緩和する等の見直しを行うなど、制度の充実を
図った。
○戦略的研究助成事業に基づき、研究費の配分を行った。
○教職員の地域貢献活動の推進を図るため、地域連携センター研
究員(専任・兼任)への研究費（地域貢献研究活動等推進費）の配
分を行った。
＜取組状況＞
①学生参加の地域貢献事業
　青森まるっとよいどころ祭（平成26年度～）
②受託事業・受託研究
　平成27年度　受託研究：2件、受託事業：1件
　平成28年度　無し
　平成29年度　受託研究：1件、受託事業：1件
　平成30年度　受託研究：1件、受託事業：1件
③青森市産官学連絡会議の状況
　連携協定　平成29年10月20日締結
　共同研究「青森市内六大学生の生活実態調査」(平成29年度～)
④サバティカル制度
　平成27年度：1名（海外研修）
　平成30年度：1名（海外研修）
⑤戦略的助成事業
　平成27年度　3件　  977,710円
　平成28年度　3件　  848,360円
　平成29年度　5件　1,825,338円
　平成30年度　9件　1,845,000円
⑥地域貢献活動推進費（平成30年度～）
　9名　1,500,000円

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ｂ



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

(4)  市の課題解決に関する目標
市の抱える課題を解決に導くた
め、市と連携しながら先駆的な研
究に取り組み、その成果を具体的
に市に還元できるよう努める。

（4）市の課題解決に関する目標
を達成するための措置
○青森市との連携協力を進め、市
が抱える政策課題等の問題解決に
向けた研究活動に参加する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○中心市街地活性化事業、産官学連携による共同研究等、青森市
が抱える課題解決に向けた取り組みを行った。
＜取組状況＞
①地域貢献事業
　・「青森まるっとよいどころ祭り」（平成26年度～）
　・コンサート（平成26～平成28年度）
　・講演会（平成26～平成28年度）
　・学生によるファッションショー（平成26～平成29年度）
②中心市街地活性化に向けた調査研究
　・青森市中心市街地活性化協議会青森公立大学連携事業
　　（平成27年度）
③学生によるワークショップなど
　・まちづくり政策形成市民懇談会（平成27年度）
④青森市産官学連携会議への参画（平成29年度～）
　・共同研究「青森市六大学生の学生生活実態調査」
⑤ゼミ活動・フィールドワーク等
　浅虫・油川・浪岡地区等
⑥ビジネスアイディアコンテストへ学生を派遣（平成30年度～）

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ａ：中期目標を上回って達成している 2

Ｂ：中期目標を十分に達成している 2

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

 

備考特記事項

Ⅱ－２　研究に関する目標

なし



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

備考大項目評価（中期目標評価）

①　研究内容に関する目標
　　地域連携センターのプロジェクト事業や地域に関連した学会の開催により、地域課題・国際的課題に取り組むとともに、教職員に対するＦＤ研修を通じた教
　育方法や実施体制の改善を推進した。
②　研究水準及び研究成果に関する目標
　　定期的な公開講座の開催やケーブルテレビでの放送のほか学術リポジトリに紀要等を掲載し、学内外に向けて公開するなどにより、研究成果の社会還元に努
　めた。
　　また、海外学会への参加・調査活動のほか、海外研究者を招聘した研究会の開催の実施によりグル―バルな視点からの研究を推進した。
③　研究実施体制等の整備に関する目標
　　外部資金に関する情報を随時に提供し、採択された事業の研究費を事務局で管理・執行することで、適正な資金管理体制を確保するほか、コンプライアンス
　教育の一環としてＦＤ・ＳＤ研修の実施や契約の相手方から研究費の不正使用に関わらない旨の誓約書を徴収するとともに、研究費を対象とした内部監査を実
　施した。
　　また、学内外でのゼミ活動・フィールドワークを推進して学生が研究活動に参加しやすい環境の充実を図るほか、受託研究及び受託事業を積極的に受け入れ
　るとともに、青森市産官学連絡会議に参画し、共同事業を実施するなどにより地域連携センターの研究機能の充実及び産学官金連携を推進した。さらには、教
　員が長期にわたり研究ができるよう長期研修制度を見直し、利用しやすい環境を整備した。
④　市の課題解決に関する目標
　　青森市中心市街地活性化に資する事業として物産展や講演会の開催や産官学連携による共同研究として「まちづくり政策形成市民懇談会」の参加や「青森市
　産学官連絡会議」へ参画した。

　これらのことから、研究に関する目標は、十分に達成できるものと評価する。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

(1)  地域連携の強化に関する目
標
大学が有する学生も含めた人的
資源や教育研究成果を、地域社
会に広く還元する取組を進め
る。とりわけ地域の産学官金と
の連携を高めるとともに、地域
を支援するＮＰＯ等の民間団体
に対して、シンクタンクとして
の機能を発揮することや、大学
キャンパスのみならず、青森市
その他の地域での積極的な活動
などを通じて、より具体的な地
域貢献活動を推進する。

（1）地域連携の強化に関する目
標を達成するための措置
① 地域連携実施体制の整備
○地域連携センターにおける各
種地域連携活動の充実を図る。
○地域貢献の充実を図る目的か
ら、教職員が地域の活動に参加
しやすい環境を提供する。
○学生が地域課題や地域貢献に
取り組める環境を提供する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○地域連携センターにおいて、地域貢献事業、公開講座等の事業を実施し
た。地域貢献活動においては、学生が主体となり地域課題の解決の取り組み
に参画できる環境を整えた。また平成30年度から地域連携センターの体制を
見直しを行い、教員・学生が地域での活動が行いやすい環境整備等、更なる
地域連携活動の推進を図った。
＜取組状況＞
①地域貢献活動
　・「青森まるっとよいどころ祭り」（平成26年度～）
　・コンサート（平成26～平成28年度）
　・講演会（平成26～平成28年度）
　・学生によるファッションショー（平成26～平成29年度）
②公開講座の開催・受講者状況
　平成27年度　34回　606名（延べ数）
　平成28年度　55回　697名（延べ数）
　平成29年度　39回　685名（延べ数）
　平成30年度　46回　1,095名（延べ数）
③地域連携センターの体制見直し
　・地域連携センターの拠点を大学内へ移動
　・旧地域研究センターの施設整備
　・まちなかラボの機能整理
　・地域貢献活動のための車両借上げ
　・研究員への「地域貢献研究活動等推進費」の配分
④学生が地域課題や地域貢献に取り組めるように、必要な交通手段を手配し
た。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

大学の地域貢献の基
本方針・指針を定
め、地域連携セン
ターの体制及び事業
の見直しを実施した
ことから、自己評価
をAとした。

Ａ



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

定期的な公開講座の
開催、受託研究・受
託事業の受入れを行
うとともに、新たな
事業として「メディ
アラボ」「スタート
アップラボ」の設置
及び地域連携研究員
への新たな研究費配
分を行ったことか
ら、自己評価をAと
した。

Ａ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員の研究成果の地域還元を推進するため、公開講座を定期的に開催する
とともに公開講座の映像を管理及び閲覧サービスを行う「メディアラボ」を
設置した。また、受託研究・受託事業の積極的な受け入れを実施するととも
に、コンサルテーション・インキュベーション事業の新たな取り組みとし
て、地域連携センター内に創業・起業支援を行う「スタートアップラボ」を
設置した。さらに教員の地域貢献等の研究を促進するため、地域連携セン
ター兼任研究員へ「地域貢献研究活動等推進費」の配分を行った。
＜取組状況＞
①公開講座の開催・受講者状況
　平成27年度　34回　606名（延べ数）
　平成28年度　55回　697名（延べ数）
　平成29年度　39回　685名（延べ数）
　平成30年度　46回　1,095名（延べ数）
②受託事業・受託研究
　平成27年度　受託研究：2件、受託事業：1件
　平成28年度　無し
　平成29年度　受託研究：1件、受託事業：1件
　平成30年度　受託研究：1件、受託事業：1件
③スタートアップラボの状況
　平成30年8月31日設置
　平成30年度利用者　1名
④地域貢献研究活動等推進費（平成30年度～）
　9名　1,500,000円
⑤地域連携センタープロジェクト事業
　平成27年度　 4件
　平成28年度　 9件
　平成29年度　13件
　平成30年度　12件

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

② 研究成果の地域への還元
○研究成果を地域に還元するた
めに、教員の研究に関する情報
の公開や利活用を行う。
○研究成果を公表するために公
開講座、講演会、研究会などを
実施する。
○地域研究センターを含めた地
域連携センターの研究・連携事
業の充実を図る。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

③ 教育面での貢献による地域連
携の強化
○地域の諸問題の解決をテーマ
とするゼミ活動を推進し、その
結果を地域社会に提言、還元す
る。
○教職課程修了者の教育界への
人材供給を通じて、地域貢献の
充実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○ゼミ活動やフィールドワークを通じて地域課題への取組みを積極的に行っ
た。また、青森市中心市街地活性化を目的に、学生が主体となり実施する
「青森まるっとよいどころ祭り」において、参加する県内自治体等への調査
活動を行い、当該地域の課題への取組みを行った。
＜取組状況＞
①ゼミ活動・フィールドワークを実施した地域：浅虫、油川、浪岡等
②「青森まるっとよいどころ祭り」（平成26年度～）
○教職課程履修者の単位取得状況や教育実習の実施状況等を把握するととも
に、教育実習の受入校からの評価を踏まえ、より効果的な指導や模擬授業の
実施等、実践的な指導を継続してきた結果、高等学校教諭第一種免許状を取
得した。
＜高等学校教諭一種免許状取得者数＞
　平成27年度　取得者13名
　平成28年度　取得者17名
　平成29年度　取得者13名
　平成30年度　取得者19名

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

④ 地域の大学間連携
○大学間の連携強化を図る目的
から、他大学との交流推進に向
けた取組を行う。
○教育及び研究、学生の課外活
動等での地域の大学間連携を推
進する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○青森地域大学間連携協議会へ参画し、単位互換及び各大学の情報共有を
行った。また、平成29年度に設置された「青森市産官学連携会議」に参画
し、共同研究「青森市六大学生の学生生活実態調査」及び合同学修研究発表
会に参加した。さらに公立はこだて未来大学との学術交流協定に基づき、双
方の学生及び教職員によるワークショップ等を開催した。
　①青森地域大学間連携協議会
　　青森中央学院大学及び青森県立保健大学との単位互換を実施
　②青森市産官学連絡会議への参画（平成29年度～）
　　共同研究（平成29年度～）
　③公立はこだて未来大学との交流事業
　　平成27年度　函館市
　　平成29年度　青森市
　　平成30年度　函館市
○青森商工会議所と地域5大学及び2短期大学が連携と協力により、地域活性
化等の情報交換・共有の場である「青森地域産学連携懇談会」において、大
学生交通手段活用動向調査を実施し、公共交通網の在り方の検討を目的に、
公共交通の利用実態調査に協力した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ａ

青森市産官学連絡会
議に参画し、函館市
での共同進学説明会
や共同オープンキャ
ンパスの実施等、地
域の大学間連携を継
続的に実施するとと
もに、地域経済に関
する共同研究を実施
し、合同学修・研究
会において公表した
ことから、自己評価
をAとした。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

⑤ 地域の高等学校との連携
○高校関係者との懇談会等を実
施し、高大連携の推進に関する
情報交換を行う。
○高校訪問により、本学の入学
者選抜に関する情報提供を行う
とともに、本学に対する要望、
ニーズに関する情報収集を行
う。
○各高校において進路指導に活
用できるよう、学生の出身高校
に対して、入学後の情報を提供
する。
○地域の高校からの推薦入試制
度を維持する。
○高校生を対象とした特別講座
（年３回）や大学見学、本学教
員による出前講義等を積極的に
実施し、高大連携の推進を図
る。
○オープンキャンパスでの高校
生、高校教諭及び保護者への情
報提供を充実させる。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○毎年5月に高校関係者との懇談会を実施し、高大連携の推進と情報交換を
行った。
○毎年度約80件（延べ）の県内高校を訪問し、当該高校出身者の入学後の情
報を含む情報提供と本学に対する要望などの情報収集を行った。
○県内高校からの推薦入試制度を維持した。
○高校生を対象とした特別講座を年3回開催し、大学見学や出張講義に積極
的に参加した。
○毎年年2回開催したオープンキャンパスでは、高校生・保護者及び高校教
諭に向けて積極的な情報提供を実施した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

⑥ 地域の企業、ＮＰＯ等との連
携
○地域の企業、ＮＰＯ等との連
携を推進し、地域活性化に関す
る活動を支援する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○本学が主体となり実施した地域貢献事業において、商工団体、商店街と連
携して実施した。また県内企業等と協定を締結し、連携強化及び地域活性化
に資する事業を実施した。また、地域連携センターにおいて「あおもりド
ローン利活用推進会議」の事業運営協力を行った。
①地域貢献事業
　※青森商工会議所、青森市中心市街地商店街と連携して実施
　・「青森まるっとよいどころ祭り」（平成26年度～）
　・コンサート（平成26～平成28年度）
　・講演会（平成26～平成28年度）
　・学生によるファッションショー（平成26～平成29年度）
　・東北税理士会主催の研修への講師派遣（平成29年度～）
②連携協定の締結
　・平成29年度　株式会社みちのく銀行
　・平成29年度　青森市産官学連絡会議
　・平成30年度　公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
③事業運営協力
　平成30年度～　あおもりドローン利活用推進会議(事務局運営協力)

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ａ

地域の企業・団体と
の連携協定締結を増
加させ、協定に基づ
く地域貢献に係る新
たな事業を実施した
ことから、自己評価
はAとした。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

市のシンクタンクと
して、市と緊密に連
携し、施策や地域貢
献のために積極的に
参画するとともに、
地域貢献の基本方針
に基づき新たな取組
を実施していること
から自己評価をAと
した。

Ａ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○市のシンクタンクであることを自覚し、市と連携しながら、中心市街地活
性化事業、産官学連携による共同研究等、青森市が抱える施策に積極的に関
与し、課題解決に向けた取り組みを行った。
①青森市の各種審議会等への参画
　平成27年度11件、平成28年度14件、平成29年度14件、平成30年度12件
　＜主な審議会等委員＞
　青森市総合計画審議会(会長・委員)、青森市都市計画審議会(会長)、
　青森市教育委員、青森市子ども・子育て会議（委員）、青森市情報公開・
  個人情報保護審査会(委員)、青森市第三セクター経営評価委員会(委員)な
ど
②地域貢献に寄与する公開講座の開催
　平成27年度34回、平成28年度55回、平成29年度39回、平成30年度46回
　＜主な講座等＞
　「ねぶた学」、「価値共創！現場から、青森の地域価値創造を提言する」
③地域貢献事業
　・「青森まるっとよいどころ祭り」（平成26年度～）
　・コンサート（平成26～平成28年度）
　・講演会（平成26～平成28年度）
　・学生によるファッションショー（平成26～平成29年度）
④青森市中心市街地活性化協議会青森公立大学連携事業
　中心市街地活性化に向けた調査研究（平成25～平成27年度）
⑤青森市産官学連携会議への参画（平成29年度～）
　共同研究「青森市六大学生の学生生活実態調査」
⑥学生によるワークショップ等の活動
　まちづくり政策形成市民懇談会（平成27年度）
⑦ゼミ活動・フィールドワーク等
　浅虫・油川・浪岡地区等
⑧青森市学生ビジネスアイディアコンテスト、創業・起業に関する
　共催セミナー等への学生派遣（平成30年度～）
⑨国際芸術センター青森での市内小学生等のための教育普及等事業
　・創作体験
　　平成27年度　26件　参加者1,548名、平成28年度　23件、参加者1,205名
　　平成29年度　22件、参加者1,161名、平成30年度　24件、参加者1,454名
　・ＡＯＭＯＲＩトリエンナーレ（平成29年度）への開催協力
⑩交流施設貸出
　期日前投票所開設（平成29年度～）
⑪平澤市からの留学生受入（～平成29年度）
⑫青森市長による特別講義の実施（平成29年度）
　テーマ：地域課題にチャレンジ！青森公立大学生に期待すること

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。
○駐日タジキスタン共和国特命全権大使による特別講義の実施
○令和2年開催予定のＡＯＭＯＲＩトリエンナーレへの開催協力

⑦ 青森市との連携
○青森市の行政施策との緊密な
連携により、行政課題の解決に
積極的に取り組むとともに、大
学自らの事業展開による地域貢
献活動を実施する。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

⑧ 県内の市町村との連携
○県内の市町村との新たな連携
協定締結を目指すとともに、大
学の人材及び研究成果を活用し
地域に貢献する。また、研究
テーマを地域から発掘し、大学
の研究を活性化する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員等が県内の市町村の各種審議委員等に就任し、行政施策への取組に参
画した。
　平成27年度　1件
　平成28年度　1件
　平成29年度　2件
　平成30年度　1件
○青森県内の自治体との連携協定を締結した。また、「青森まるっとよいど
ころ祭り」において、学生が主体となり参加する県内自治体の調査活動を実
施し、地域の課題に取り組んだ。
①連携協定の締結
　平成27年度　風間浦村
　平成30年度　鰺ヶ沢町
②青森まるっとよいどころ祭り参加
　平成27年度　8市町村
　平成28年度　11市町村
　平成29年度　10市町村
　平成30年度　12市町村

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ａ

県内の市町村との新
たな連携協定を締結
するとともに、「青
森まるっとよいどこ
ろ祭り」において、
大学での研究成果を
活用し、学生が主体
となり祭りを運営し
ており、参加自治体
が増加していること
から自己評価をAと
した。

⑨ 青森県との連携
○青森県の地域課題に関する研
究活動や地域事業などに参加
し、青森県との連携体制を強化
する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員等が青森県の各種審議委員等に就任し、県の行政施策への取組に参画
した。
　平成27年度　23件
　平成28年度　23件
　平成29年度　24件
　平成30年度　27件
○青森県人材育成事業「あおもり立志挑戦塾」の実施に協力した。また、青
森県と連携し公開講座を開催した。
＜取組状況＞
①「あおもり立志挑戦塾」
　平成20年度から実施協力
②青森県と連携した公開講座
　統計で知る青森（平成30年度全5回）

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

(2)  情報提供に関する目標
大学が有する知的財産の情報を
はじめ、地域にとって有用な情
報を積極的に収集し、広く地域
全体に対して確実に浸透するよ
うに発信する。

（2）情報提供に関する目標を達
成するための措置
○ホームページ、広報誌等を通
じた大学情報発信の充実を図
る。
○まちなかラボを活用し、広く
地域に情報を提供する。
○教員の研究活動に関する情報
を集約し、利活用できる環境を
提供する。
○更なる教育、研究、地域連
携・貢献に資するような新たな
情報システムを導入する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○ホームページや広報誌の充実を図るなど大学情報を積極的に発信した。
　・季刊誌の発行（～29年度）
　・パンフレットの作成
　・リポジトリの公開
　・記者会見の実施
　・青森市議会議員への大学の近況報告会の実施
　・プレスリリースの対応手順の決定
　・天気フィラーの放送（平成29～平成30年度）
　・ホームページをリニューアル（平成30年度）
○まちなかラボで大学パンフレット等を設置し大学情報の発信を行うととも
に、公開講座及び大学院授業の実施により本学の研究成果の発信を行った。
また、平成30年度に公開講座の動画を閲覧できる「メディアラボ」を設置し
た。
○新たな情報システムを導入した。
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

(3)  国際交流に関する目標
国外の大学・研究機関等との連
携により、国際化社会に通じる
多様な研究活動を行うことを通
じて、国際社会の事情や理解促
進に向けて、地域の国際交流活
動に貢献する。

（3）国際交流に関する目標を達
成するための措置
○海外の教育機関や研究者等と
の交流や共同研究等を推進す
る。
○青森市国際交流事業との連携
を充実させる。
○教職員の国際交流対応研修を
充実させる。
○国際交流事業の運営体制を整
備する。
○留学生や外国人研究者の受入
れのため、国際交流ハウスを活
用し、支援体制を整備する。
○教育及び研究上の交流にとど
まらず、文化、歴史、生活等、
地域に根ざした国際交流を推進
する

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○外国人研究者を招聘した学会・研究会を実施し、国際交流推進を図った。
また、国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンス事業におけ
る作品制作補助やワークショップ等を通じて、外国人アーティストと学生及
び市民との交流推進を図った。
　①外国人研究者を招聘した研究会等
　　平成27年度1件、平成28年度3件、平成29年度2件、平成30年度7件
　②アーティスト・イン・レジデンス事業の外国人アーティスト招聘数
　　平成27年度4人、平成28年度4人、平成29年度5人、平成30年度5人
○平澤市からの留学生受入（～平成29年度）
○事務職員をニュージランド短期語学研修へ参加させた（平成27年度～平成
29年度の3年間で毎年1名の合計3名）。
○ホームページに国際交流ハウスの一般貸出案内を掲載しＰＲを行ったほ
か、平成30年4月から無線ＬＡＮの運用を開始した。
○スターリング大学（イギリス）において、学長が基調講演を実施した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

(4)  人材供給に関する目標
高い専門性と深い教養を有した
有益な人材を地域に供給してい
くための取組を推進する

（4）人材供給に関する目標を達
成するための措置
○地元出身者のみならず、地元
以外の出身者も地域に就職でき
るよう、地域企業等との連携を
図る。
○教職課程の設置により、教育
界への人材供給を通じて地域へ
の貢献を図る。
○大学院においては、高度知識
基盤社会に必要な地域の人材の
育成を通じて地域への貢献を図

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○平成27年度から、キャリアセンターに企業連携推進員を配置し、採用企業
の受入先の確保や起業関連情報の収集等、県内企業との連携強化に努めた。
また、平成27年度から県内企業バスツアーを開始し、優良な県内企業と学生
の間に接点を作ることにより、地域への人材の定着に向け取り組んだ。
○平成31年度以降の教職課程継続に向け、平成30年4月に文部科学省に再課
程認定申請書を提出し、平成31年1月に認定を受けた。
○大学院修了者については、全員就職決定した（復職を含む）。
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

市のシンクタンクと
して、市と緊密に連
携し、施策や地域貢
献のために積極的に
参画するとともに、
地域貢献の基本方針
に基づき新たな取組
を実施していること
から自己評価をAと
した。

Ａ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○市のシンクタンクであることを自覚し、市と連携しながら、中心市街地活
性化事業、産官学連携による共同研究等、青森市が抱える施策に積極的に関
与し、課題解決に向けた取り組みを行った。
①青森市の各種審議会等への参画
　平成27年度11件、平成28年度14件、平成29年度14件、平成30年度12件
　＜主な審議会等委員＞
　青森市総合計画審議会(会長・委員)、青森市都市計画審議会(会長)、
　青森市教育委員、青森市子ども・子育て会議（委員）、青森市情報公開・
  個人情報保護審査会(委員)、青森市第三セクター経営評価委員会(委員)な
ど
②地域貢献に寄与する公開講座の開催
　平成27年度34回、平成28年度55回、平成29年度39回、平成30年度46回
　＜主な講座等＞
　「ねぶた学」、「価値共創！現場から、青森の地域価値創造を提言する」
③地域貢献事業
　・「青森まるっとよいどころ祭り」（平成26年度～）
　・コンサート（平成26～平成28年度）
　・講演会（平成26～平成28年度）
　・学生によるファッションショー（平成26～平成29年度）
④青森市中心市街地活性化協議会青森公立大学連携事業
　中心市街地活性化に向けた調査研究（平成25～平成27年度）
⑤青森市産官学連携会議への参画（平成29年度～）
　共同研究「青森市六大学生の学生生活実態調査」
⑥学生によるワークショップ等の活動
　まちづくり政策形成市民懇談会（平成27年度）
⑦ゼミ活動・フィールドワーク等
　浅虫・油川・浪岡地区等
⑧青森市学生ビジネスアイディアコンテスト、創業・起業に関する
　共催セミナー等への学生派遣（平成30年度～）
⑨国際芸術センター青森での市内小学生等のための教育普及等事業
　・創作体験
　　平成27年度　26件　参加者1,548名、平成28年度　23件、参加者1,205名
　　平成29年度　22件、参加者1,161名、平成30年度　24件、参加者1,454名
　・ＡＯＭＯＲＩトリエンナーレ（平成29年度）への開催協力
⑩交流施設貸出
　期日前投票所開設（平成29年度～）
⑪平澤市からの留学生受入（～平成29年度）
⑫青森市長による特別講義の実施（平成29年度）
　テーマ：地域課題にチャレンジ！青森公立大学生に期待すること

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
○引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。
○駐日タジキスタン共和国特命全権大使による特別講義の実施
○令和2年開催予定のＡＯＭＯＲＩトリエンナーレへの開催協力

（5）市への貢献に関する目標を
達成するための措置
○青森市の発展や市民生活の向
上など、地域貢献に資する目的
から、青森市の施策等に関する
取組に積極的に参画する。

(5)  市への貢献に関する目標
市のシンクタンクであることを
自覚し、市と連携しながら市の
掲げる施策に積極的に関与する
ことにより、市の発展に貢献す
るとともに、市民の生活及び文
化の向上に寄与する。



Ⅱ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

３　地域貢献に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

Ａ：中期目標を上回って達成している 7

Ｂ：中期目標を十分に達成している 6

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

備考

備考大項目評価（中期目標評価）

①　地域連携の強化に関する目標
　　ゼミ活動やフィールドスタディにおいて、地元情報を提供するとともに、学外での活動に必要なバスを手配するなど、教職員が地域の活動に参加しやすい環境及
　び学生が地域課題や地域貢献に取り組める環境を提供した。
　　また、地域連携センターの体制及び施設整備の見直しを行い、研究活動・ワークショップ等を行うことができるスペースを確保するとともに、コンサルテーショ
　ン・インキュベーションに関する新たな取り組みとして、地域連携センター内に創業・企業活動を支援する「スタートアップラボ」を設置した。さらには、青森地
　域産学連携懇談会、青森市産官学連絡会議及び青森地域大学間連絡協議会との協定に基づく各種連携事業の実施や、高校関係者との懇談会の実施、県内自治体との
　連携協定の締結、青森県との連携事業の実施などにより、地域の課題解決や地域活性化に関する活動を支援した。
②　情報提供に関する目標
　　定期的な公開講座の開催やケーブルテレビでの放送、まちなかラボに公開講座を閲覧できる環境「メディアラボ」の整備のほか、学術リポジトリに紀要等を掲載
　するなど、情報発信の充実を図った。
　　また、教員及び事務職員で構成する広報担当者連絡会議を立ち上げ、その中で検討・提案された内容等を踏まえたパンフレットの作成、天気フィラーの放映、
　ＣＭＳを導入したホームページのリニューアルなどにより、大学情報を積極的に発信した。
③　国際交流に関する目標
　　教員の海外学会への参加・調査活動のほか、海外研究者を招聘した研究会の開催の実施によりグル―バルな視点からの研究を推進した。
　　また、国際芸術センター青森の「アーティスト・イン・レジデンス事業」において、制作補助やワークショップ等を通じて、海外アーティストと学生や市民との
　国際交流の推進を図った。
④　人材供給に関する目標
　　採用企業の受入先の確保や起業関連情報の収集、県内バスツアーの実施による企業と学生の間に接点を作ることなどより、地域への人材の定着に向けた取組を推
　進した。
　　また、平成31年度以降の教職課程継続に向け、再課程認定を受けたことで、教育界への人材供給を通じた地域への貢献を図った。
⑤　市への貢献に関する目標
　　青森市中心市街地活性化を目的とした地域貢献事業の実施や、学生による調査研究活動及び行政課題に対する学生によるワークショップの実施のほか、青森市産
　官学連絡会議と連携し、青森市への経済効果に関する共同研究を行うなど、青森市の施策等に関する取組に積極的に参画した。

　これらのことから、地域貢献に関する目標は、十分に達成できるものと評価する。

Ⅱ－３　地域貢献に関する目標

①　平成30年度に実施した公益財団法人大学基準協会による大学評価（認証評価）では、「社会連携・社会貢献」について「Ｓ」評定（大学基準に照らして極めて良
　好な状態にあり、理念・目的を実現する取り組みが卓越した水準にあること）を受けた。具体的な評価内容は、次のとおり。
　（1）大学による継続的な社会貢献や地域みらい学科の学生によるフィールドリサーチ等から自治体との連携が進み、佐井村においては、各家庭にニュース・警
　　　報・お知らせの配信、安否確認可能な機能等のある情報端末機器を設置し、学生によるその後の利用状況ヒアリング調査や訪問調査等を行っていること。
　（2）他の自治体からの大学側へ連携協定の申込みも増え、各自治体との双方向的な連携協定が長期にわたって行われていること。
　（3）連携協定を締結している県内自治体へ学生が赴き、地域住民とともに調査・企画立案した特産品を集めた物産品店を通じて、各地域のＰＲを図る「まるっとよ
　　　いどころ祭り」が、現在では大学主催となり、学生が企画に参加することで大学と市民をつなぐ青森市の一大イベントに成長していること。

特記事項



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

１ 運営体制の改善に関する目標
を達成するための措置
（1）全学的な組織体制の運用
○戦略的かつ機動的な大学運営を
図る目的から、法人経営と教学全
般を包括する執行部機関の運用を
進める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○法人経営と教学全般を包括する戦略会議を定期的に開催し
た。
＜開催回数＞
　平成27年度：18回
　平成28年度：22回
　平成29年度：11回
　平成30年度：11回
　
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

（2）学内外からの意見を聴取す
る仕組みの検討
○審議会等の委員や各種アンケー
ト調査等により、学内外からの大
学運営に関する意見等を聴取し、
活用させる仕組みの充実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○外部有識者等を構成員に含む経営審議会や教育研究審議会に
おいて、各種案件の審議にあたり、意見を聴取した。また、理
事会終了後、青森市長と役員との間で意見交換を実施した。
○公開講座の参加者や「青森まるっとよいどころ祭り」の参加
者等へのアンケート調査を実施した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

１  運営体制の改善に関する目標
理事長を頂点としたトップマネジ
メントのもと、副理事長（学長）
及び各部門長の権限と責任を明確
にしながら的確な業務運営が行わ
れ、法人として機動性と意思決定
の迅速性、柔軟で弾力的な対応を
通じ、効率的に機能する運営体制
を整備維持する。また、運営に関
する意見を学内外から聴取する体
制を確立し、将来的な経営戦略の
構築、事業戦略の着実な達成に反
映させるための取組を行う。

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

２  教育研究・地域貢献組織の見
直しに関する目標
教育研究の進展や社会及び地域情
勢の変化に的確に対応し、高度な
教育研究活動及び地域貢献活動が
継続的に行われるよう、教育研究
組織及び地域貢献組織について随
時見直しを行う。

２ 教育研究・地域貢献組織の見
直しに関する目標を達成するため
の措置
○時代の変化と社会の要請に対応
した教員職員の配置を機動的に実
施する。
○地域連携センターで実施する事
業実績の分析と効果を定期的に検
証する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員の各種委員会をはじめとする学内組織等への関与や授業
時間割等を総合的に考慮しながら、学内組織体制を整えた。
○大学設置基準による教員数を充足させるために、欠員が生じ
た場合、速やかに公募するとともに、新たに教育担当特別教授
制度を創設し、教員数の確保に努めた。
○平成29年度に青森公立大学地域貢献のあり方検討会議を設置
し、大学の地域貢献の基本方針・指針を策定した。平成30年度
より基本方針・指針の基づき、地域連携センターの運営体制を
見直し、旧地域研究センターの施設整備、まちなかラボの機能
整理等を行った。

＜地域連携センターの体制見直し＞
　・地域連携センターの拠点を大学内へ移動
　・旧地域研究センターの施設整備（スタートアップラボの
　　設置等）
　・まちなかラボの機能整理（メディアラボ設置等）
　・地域貢献活動のための車両借上げ
　・研究員への「地域貢献研究活動等推進費」の配分

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

３  人事の適正化に関する目標
中長期的な人事計画の策定によ
り、業務内容に応じた専門性を有
する優秀な人材を確保し、人事諸
制度を継続的に進展させ、大学の
業務運営を効率的に遂行するため
に必要な職員体制及び人員管理を
確立するとともに、適正な給与制
度となるよう随時見直しを行う。

３ 人事の適正化に関する目標を
達成するための措置
○改正地方公務員法の人事評価制
度を踏まえた評価制度の導入を進
める。
○人事評価が適正に反映される給
与制度の導入を進める。
○人材育成を図るため、体系的な
研修制度を確立する。
○事務局の業務内容、業務分担を
見直し、適正な組織体制のあり方
を検討する。
○教員の雇用形態について、任期
制・定年制の一元化を進める。
○大学設置基準及び大学院設置基
準に定められた教員数を維持しつ
つ、教育・研究の質の向上が図ら
れるよう、教員の確保に努める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○事務職員の人事評価については、青森市の制度を参考に、
　能力評価及び業績評価の試行を実施した。また、自己申告書
　による配置等の要望を調査し、適切な職場環境の構築を図っ
　た。
○教員の人事評価については、第2期中期目標期間内の試行の
　実施に向け、評価基準や評価項、評価手順等について、教
　員の理解を得ながら、引き続き検討することとした。
○内部研修の実施や公立大学協会等が実施する外部研修へ参加
　させたほか、FD・SD研修に加え、青森市の研修へ参加させ
た。
○業務マニュアルを作成し、それに対するスクラップアンドビ
　ルドを行い、平成30年度に事務局内の構成及び事務の質・量
　の検証を行った。
○教員に加え、学芸員及び専任研究員について、平成27年度か
　ら定年制へ順次移行した。
○平成29年度に教育担当特別教授の制度を創設し、大学設置基
準及び大学院設置基準を充足する教員数を確保した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
計画を十分に達成していない事項については、第2期中期目標期
間内での試行を実施するため検討を行いつつ、それ以外につい
ては、引き続き、計画に基づいた取り組みを行う。

Ｂ

一部に計画を十分に
達成していない事項
があるものの、第2
期中期目標期間内で
の試行を見込んでお
り、それ以外につい
ては計画に基づき、
業務を実施している
ことから自己評価を
Bとした。

４  事務等の効率化・合理化に関
する目標
事務局組織の執行体制を随時見直
しするとともに、事務の適切な配
分と簡素・効率化、外部委託の積
極的な導入などにより、可能な限
りの効率化に継続して取り組む。

４ 事務等の効率化・合理化に関
する目標を達成するための措置
○事務内容の検証により、外部委
託等の可能な事務のアウトソーシ
ングを進める｡
○内部事務の見直しを進め、事務
の効率化を図り、事務配分の機動
的な見直しを進める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○旅費支払業務、勤怠管理業務等についてアウトソーシングを
検討する中で、業務の簡素化やシステム導入による業務の効率
化を図った。
○業務マニュアルを作成し、それに対するスクラップアンドビ
ルドを行い、事務局内の構成及び事務の質・量の検証を行っ
た。
○新たな財務システムを導入し、事務の効率化、迅速化を図っ
た。
○公的研究費に係る旅費支払業務や領収書による立替払の手続
の簡素化等により事務の効率化を図った。
○事務の専決区分の見直しにより事務の効率化を図った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

５  広報活動の推進に関する目標
受験生のみならず、高等学校等関
係者や広く地域住民に対して、教
育研究活動、地域貢献活動や受
験、学生生活、就職状況等の情報
を発信することはもとより、大学
の特色や魅力について関心が高ま
るよう、効果的な広報活動を実施
し、積極的に大学の情報発信によ
る見える化を推進する。

５ 広報活動の推進に関する目標
を達成するための措置
○ホームページ等を通じ、大学の
現況についてのタイムリーな情報
発信に努める｡
○大学における人材情報、受託研
究、調査情報等を各種広報媒体を
通じて広く発信する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○ホームページや広報誌の充実を図るなど、大学情報を積極的
に発信した。
＜取組状況＞
　・季刊誌の発行（～平成29年度）
　・パンフレットの作成
　・リポジトリの公開
　・記者会見の実施
　・青森市議会議員への大学の近況報告会の実施
　・プレスリリースの対応手順の決定
　・天気フィラーの放送（平成29～平成30年度）
　・ホームページをリニューアル（平成30年度）

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ａ：中期目標を上回って達成している 0

Ｂ：中期目標を十分に達成している 6

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

備考

備考

特記事項

大項目評価（中期目標評価）

①　運営体制の改善に関する目標
　　法人経営と教学全般を包括する戦略会議を定期的に開催するとともに、外部有識者等の構成員とする各種審議会等においての意見聴取のほか、理事会終了後
　の市長との意見交換を実施するなど、将来的な経営戦略の構築・事業戦略を着実に達成するための取組を行った。
②　教育研究・地域貢献組織の見直しに関する目標
　　また、「青森公立大学地域貢献のあり方検討会議」を設置し、大学の地域貢献の基本方針・指針を策定するとともに、地域連携センターの拠点を大学院棟に
　移すなど、新たな体制を整備した。
③　人事の適正化に関する目標
　　教員の昇任基準を見直し、新たな基準に基づき、教員を昇任したほか、事務職員の人事評価について、市の制度に準拠した人事評価の試行を行うなど、評価
　制度の導入を進めた。なお、教員の人事評価については、評価基準や評価項目、評価手順等について、教員の理解を得ながら、第2期中期計画期間内の試行を
　実施することとしている。
　　また、教員の定年化や事務局内の構成及び業務の質・量の検証を行い、新たに教育担当特別教授制度を創設し、大学設置基準及び大学院設置基準を充足する
　教員数を確保するなど、人員の適正化に努めた。
④　事務等の効率化・合理化に関する目標
　　新たな財務システムの導入による事務の効率化のほか、旅費の支払業務や勤怠管理業務等について、業務の簡素化や効率化を図るため、アウトソーシングの
　検討を行った。
　　また、事務局組織の見直しや専決規程の見直しによる事務の効率化を図った。
⑤　広報活動の推進に関する目標
　　教員及び事務職員で構成する広報担当者連絡会議を立ち上げ、その中で検討・提案された内容等を踏まえたパンフレットの作成、天気フィラーの放映、
　ＣＭＳを導入したホームページのリニューアルなどにより、大学情報を積極的に発信した。

　これらのことから、業務運営の改善及び効率化に関する目標は、十分に達成できるものと評価する。

なし



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

１ 運営体制の改善に関する目標
を達成するための措置
（1）全学的な組織体制の運用
○戦略的かつ機動的な大学運営
を図る目的から、法人経営と教
学全般を包括する執行部機関の
運用を進める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○法人経営と教学全般を包括する戦略会議を定期的に開催し
た。
＜開催回数＞
　平成27年度：18回
　平成28年度：22回
　平成29年度：11回
　平成30年度：11回
　
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

（2）学内外からの意見を聴取す
る仕組みの検討
○審議会等の委員や各種アン
ケート調査等により、学内外か
らの大学運営に関する意見等を
聴取し、活用させる仕組みの充
実を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○外部有識者等を構成員に含む経営審議会や教育研究審議会
において、各種案件の審議にあたり、意見を聴取した。ま
た、理事会終了後、青森市長と役員との間で意見交換を実施
した。
○公開講座の参加者や「青森まるっとよいどころ祭り」の参
加者等へのアンケート調査を実施した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。 Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

１  運営体制の改善に関する目
標
理事長を頂点としたトップマネ
ジメントのもと、副理事長（学
長）及び各部門長の権限と責任
を明確にしながら的確な業務運
営が行われ、法人として機動性
と意思決定の迅速性、柔軟で弾
力的な対応を通じ、効率的に機
能する運営体制を整備維持す
る。また、運営に関する意見を
学内外から聴取する体制を確立
し、将来的な経営戦略の構築、
事業戦略の着実な達成に反映さ
せるための取組を行う。

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

２  教育研究・地域貢献組織の
見直しに関する目標
教育研究の進展や社会及び地域
情勢の変化に的確に対応し、高
度な教育研究活動及び地域貢献
活動が継続的に行われるよう、
教育研究組織及び地域貢献組織
について随時見直しを行う。

２ 教育研究・地域貢献組織の見
直しに関する目標を達成するた
めの措置
○時代の変化と社会の要請に対
応した教員職員の配置を機動的
に実施する。
○地域連携センターで実施する
事業実績の分析と効果を定期的
に検証する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員の各種委員会をはじめとする学内組織等への関与や授
業時間割等を総合的に考慮しながら、学内組織体制を整え
た。
○大学設置基準による教員数を充足させるために、欠員が生
じた場合、速やかに公募するとともに、新たに教育担当特別
教授制度を創設し、教員数の確保に努めた。
○平成29年度に青森公立大学地域貢献のあり方検討会議を設
置し、大学の地域貢献の基本方針・指針を策定した。平成30
年度より基本方針・指針の基づき、地域連携センターの運営
体制を見直し、旧地域研究センターの施設整備、まちなかラ
ボの機能整理等を行った。

＜地域連携センターの体制見直し＞
　・地域連携センターの拠点を大学内へ移動
　・旧地域研究センターの施設整備（スタートアップラボの
　　設置等）
　・まちなかラボの機能整理（メディアラボ設置等）
　・地域貢献活動のための車両借上げ
　・研究員への「地域貢献研究活動等推進費」の配分

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

３  人事の適正化に関する目標
中長期的な人事計画の策定によ
り、業務内容に応じた専門性を
有する優秀な人材を確保し、人
事諸制度を継続的に進展させ、
大学の業務運営を効率的に遂行
するために必要な職員体制及び
人員管理を確立するとともに、
適正な給与制度となるよう随時
見直しを行う。

３ 人事の適正化に関する目標を
達成するための措置
○改正地方公務員法の人事評価
制度を踏まえた評価制度の導入
を進める。
○人事評価が適正に反映される
給与制度の導入を進める。
○人材育成を図るため、体系的
な研修制度を確立する。
○事務局の業務内容、業務分担
を見直し、適正な組織体制のあ
り方を検討する。
○教員の雇用形態について、任
期制・定年制の一元化を進め
る。
○大学設置基準及び大学院設置
基準に定められた教員数を維持
しつつ、教育・研究の質の向上
が図られるよう、教員の確保に
努める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○事務職員の人事評価については、青森市の制度を参考に、
　能力評価及び業績評価の試行を実施した。また、自己申告
書
　による配置等の要望を調査し、適切な職場環境の構築を
図っ
　た。
○教員の人事評価については、第2期中期目標期間内の試行の
　実施に向け、評価基準や評価項、評価手順等について、教
　員の理解を得ながら、引き続き検討することとした。
○内部研修の実施や公立大学協会等が実施する外部研修へ参
加
　させたほか、FD・SD研修に加え、青森市の研修へ参加させ
た。
○業務マニュアルを作成し、それに対するスクラップアンド
ビ
　ルドを行い、平成30年度に事務局内の構成及び事務の質・
量
　の検証を行った。
○教員に加え、学芸員及び専任研究員について、平成27年度
か
　ら定年制へ順次移行した。
○平成29年度に教育担当特別教授の制度を創設し、大学設置
基準及び大学院設置基準を充足する教員数を確保した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】

Ｂ

一部に計画を十分に
達成していない事項
があるものの、第2
期中期目標期間内で
の試行を見込んでお
り、それ以外につい
ては計画に基づき、
業務を実施している
ことから自己評価を
Bとした。

４  事務等の効率化・合理化に
関する目標
事務局組織の執行体制を随時見
直しするとともに、事務の適切
な配分と簡素・効率化、外部委
託の積極的な導入などにより、
可能な限りの効率化に継続して
取り組む。

４ 事務等の効率化・合理化に関
する目標を達成するための措置
○事務内容の検証により、外部
委託等の可能な事務のアウト
ソーシングを進める｡
○内部事務の見直しを進め、事
務の効率化を図り、事務配分の
機動的な見直しを進める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○旅費支払業務、勤怠管理業務等についてアウトソーシング
を検討する中で、業務の簡素化やシステム導入による業務の
効率化を図った。
○業務マニュアルを作成し、それに対するスクラップアンド
ビルドを行い、事務局内の構成及び事務の質・量の検証を
行った。
○新たな財務システムを導入し、事務の効率化、迅速化を
図った。
○公的研究費に係る旅費支払業務や領収書による立替払の手
続の簡素化等により事務の効率化を図った。
○事務の専決区分の見直しにより事務の効率化を図った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

５  広報活動の推進に関する目
標
受験生のみならず、高等学校等
関係者や広く地域住民に対し
て、教育研究活動、地域貢献活
動や受験、学生生活、就職状況
等の情報を発信することはもと
より、大学の特色や魅力につい
て関心が高まるよう、効果的な
広報活動を実施し、積極的に大
学の情報発信による見える化を
推進する。

５ 広報活動の推進に関する目標
を達成するための措置
○ホームページ等を通じ、大学
の現況についてのタイムリーな
情報発信に努める｡
○大学における人材情報、受託
研究、調査情報等を各種広報媒
体を通じて広く発信する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○ホームページや広報誌の充実を図るなど、大学情報を積極
的に発信した。
＜取組状況＞
　・季刊誌の発行（～平成29年度）
　・パンフレットの作成
　・リポジトリの公開
　・記者会見の実施
　・青森市議会議員への大学の近況報告会の実施
　・プレスリリースの対応手順の決定
　・天気フィラーの放送（平成29～平成30年度）
　・ホームページをリニューアル（平成30年度）

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ａ：中期目標を上回って達成している 0

Ｂ：中期目標を十分に達成している 6

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標



Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

備考

備考

特記事項

大項目評価（中期目標評価）

①　運営体制の改善に関する目標
　　法人経営と教学全般を包括する戦略会議を定期的に開催するとともに、外部有識者等の構成員とする各種審議会等においての意見聴取のほか、理事会終
了後
　の市長との意見交換を実施するなど、将来的な経営戦略の構築・事業戦略を着実に達成するための取組を行った。
②　教育研究・地域貢献組織の見直しに関する目標
　　また、「青森公立大学地域貢献のあり方検討会議」を設置し、大学の地域貢献の基本方針・指針を策定するとともに、地域連携センターの拠点を大学院
棟に
　移すなど、新たな体制を整備した。
③　人事の適正化に関する目標
　　教員の昇任基準を見直し、新たな基準に基づき、教員を昇任したほか、事務職員の人事評価について、市の制度に準拠した人事評価の試行を行うなど、
評価
　制度の導入を進めた。なお、教員の人事評価については、評価基準や評価項目、評価手順等について、教員の理解を得ながら、第2期中期計画期間内の試行
を
　実施することとしている。
　　また、教員の定年化や事務局内の構成及び業務の質・量の検証を行い、新たに教育担当特別教授制度を創設し、大学設置基準及び大学院設置基準を充足
する
　教員数を確保するなど、人員の適正化に努めた。
④　事務等の効率化・合理化に関する目標
　　新たな財務システムの導入による事務の効率化のほか、旅費の支払業務や勤怠管理業務等について、業務の簡素化や効率化を図るため、アウトソーシン
グの
　検討を行った。
　　また、事務局組織の見直しや専決規程の見直しによる事務の効率化を図った。
⑤　広報活動の推進に関する目標
　　教員及び事務職員で構成する広報担当者連絡会議を立ち上げ、その中で検討・提案された内容等を踏まえたパンフレットの作成、天気フィラーの放映、
　ＣＭＳを導入したホームページのリニューアルなどにより、大学情報を積極的に発信した。

なし



Ⅳ　経営・財務内容の改善に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

１  外部研究資金その他の自己
収入の増加に関する目標
(1)  教育関連収入に関する目標
入学検定料、入学料、授業料等
の学生納付金、受講料等につい
ては、引き続き、東青地域（青
森市及び東津軽郡）及び県内の
学生に配慮しつつ、社会的事情
を考慮して適正な料金設定とし
ながら、着実な収入確保を図
る。

１ 外部研究資金その他の自己収
入の増加に関する目標を達成す
るための措置
（1）教育関連収入に関する目標
を達成するための措置
○社会情勢に配慮しながら、料
金設定の適正性を検証する。
○受験生確保のために高校訪
問、オープンキャンパス、各種
情報発信等を戦略的かつ積極的
に行う。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○社会情勢を踏まえ、料金設定の適正性を確保しつつ収入を確保し
た。
○受験生確保のため、高校訪問や進学説明会、年2回のオープンキャン
パス等において、戦略的かつ積極的に情報発信を行い、受験生の確保
に努めた。
＜受験者数/志願者数＞
　平成27年度　受験者846名/志願者数881名
　平成28年度　受験者806名/志願者数843名
　平成29年度　受験者902名/志願者数949名
　平成30年度　受験者889名/志願者数936名

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

(2)  研究関連収入に関する目標
国の科学研究費補助金等の各種
制度の有効活用や、産学官金・
各種団体等との連携による外部
研究資金、奨学寄附金等の外部
資金の獲得に努める。

（2）研究関連収入に関する目標
を達成するための措置
○科学研究費補助金等の競争的
資金の獲得増に向けて、競争的
資金情報の収集、提供、申請の
奨励に努める。
○地域連携センターを中心に収
集した国、自治体、財団法人、
民間等の外部研究費等に関する
情報を学内で共有し、外部資金
の獲得増に努める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○国、自治体、財団法人、民間等の外部研究費（科学研究費補助金
等）等の獲得増に向けて、情報収集・提供を行い、外部研究費等を継
続的に獲得した。
＜外部資金獲得状況＞
　①受託研究・受託事業
　　平成27年度　 3件／2,700千円
　　平成28年度　 0件
　　平成29年度　 2件／600千円
　　平成30年度　 2件／500千円
　②学術文化振興財団助成金
　　平成27年度　25件／15,876千円
　　平成28年度　18件／ 9,714千円
　　平成29年度　23件／10,632千円
　　平成30年度　23件／11,295千円
　③科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)

　　平成27年度　 9件／5,525千円
　　平成28年度　12件／8,294千円
　　平成29年度　 9件／7,492千円
　　平成30年度　 7件／6,520千円

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由



Ⅳ　経営・財務内容の改善に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○国、自治体、財団法人、民間等の外部資金等の獲得増に向けて、情
報収集・提供を行い、外部資金等を継続的に獲得した。
＜外部資金獲得状況＞
　・その他助成金等（国際芸術センター青森）
　　平成27年度　 2件／6,773千円
　　平成28年度　 1件／5,000千円
　　平成29年度　 2件／5,100千円
　　平成30年度　 2件／2,100千円
○平成28年4月から地域貢献の一環として、新たに講義室や体育施設の
一般貸出を実施した。
＜交流施設（講堂・交流ホース・国際交流ハウス）貸出実績＞
　　平成27年度　369件/7,959千円
　　平成28年度　428件/9,165千円
　　平成29年度　376件/8,309千円
　　平成30年度　300件/7,255千円
＜講義室・体育館貸出実績＞
　　平成27年度　貸出未実施
　　平成28年度　 76件/　359千円
　　平成29年度　109件/  556千円
　　平成30年度　143件/  711千円
＜国際芸術センター貸出実績＞
　　平成27年度　 67件/　532千円
　　平成28年度　 49件/　357千円
　　平成29年度　 63件/1,542千円
　　平成30年度　 50件/　376千円

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

（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
○国、自治体、財団法人、民間
企業等からの外部資金に関する
情報収集をすすめ、資金獲得に
努める。
○各種寄附金等の獲得増に努め
る。
○国際芸術センター青森や交流
施設、大学の施設・設備の貸出
しによる収入増を図るため、利
用促進のＰＲや使用料金につい
ての検証に努める。

(3)  その他外部資金の獲得に関
する目標
大学施設・設備等の有効活用の
観点から、収入の拡大策を常に
検討し、教育研究活動に支障を
及ぼさない範囲において、適切
な使用料や利用料を設定して積
極的に開放することともに、地
域貢献活動その他の自主事業の
実施により、自己収入の増加を
図る。

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ｂ



Ⅳ　経営・財務内容の改善に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○予算編成においては、費用対効果の観点から事業の見直しを徹底
　し、スクラップアンドビルドを行い、毎年度効率化係数1％の実施
　など効果的な事業運営及び収入の確保を図った。
＜運営費交付金の状況＞
　　　　　　 　当初予算　　　平成26年度対比
 平成26年度　488,941千円
 平成27年度　472,142千円　　　△16,799千円
 平成28年度　460,137千円　　　△28,804千円
 平成29年度　448,252千円　　　△40,689千円
 平成30年度　436,485千円　　　△52,456千円
 平成31年度　424,835千円　　　△64,106千円

○新たな学事情報システムを導入し、手入力をOCR読込、履修登録を
マークシート履修からパソコン入力による履修及びOCR読込履修に変更
し、業務の効率化を図った。
○新たな財務システムを導入し、事務処理の効率化、迅速化等を図っ
た。
○業務の外部化を検討する中で、事業内容の検証を進め、システム化
等により業務の簡素化や効率化を図った。
○財務状況を分析し、予算執行に当たり、支出内容の精査や業務改
善・事務処理の効率化に努め、効率的に予算執行するよう努めた。
○新たな情報システムを導入し、業務の効率化や迅速化を図った。
○旅費支払業務、勤怠管理業務等についてアウトソーシングを検討す
る中で、業務の簡素化やシステム導入による業務の効率化を図った。
○業務マニュアルを作成し、それに対するスクラップアンドビルドを
行い、事務局内の構成及び事務の質・量の検証を行った。
○公的研究費に係る旅費支払業務や領収書による立替払の手続の簡素
化等により事務の効率化を図った。
○事務の専決区分の見直しにより事務の効率化を図った。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

２ 経費の抑制に関する目標を達
成するための措置
○教職員のコスト意識の涵養に
取り組み、大学の運営及び教育
の質の維持を優先し、執務環境
や業務の改善を進め、業務量及
び経費の削減に努める。
○情報システムの更新により、
事務処理の効率化、迅速化及び
管理の一元化を図る。
○契約期間の複数年度化や契約
方法の競争的環境の確保等によ
り管理経費の抑制に努めるとと
もに、効率化が見込める業務に
ついては外部委託化を検討す
る。
○財務状況の分析に基づき、柔
軟な予算組替えと効率的な予算
執行に努める。
○新しい情報システムを導入し
て、各種システム間の連携を強
め、更なる業務の効率化・迅速
化を図る。

２  経費の抑制に関する目標
毎年度、大学運営に要する経費
として市から交付される運営費
交付金が税金で賄われているこ
とを十分認識し、大学運営業務
全般を通じて、支出内容の精査
に努めるとともに、市民負担が
最少となるよう業務改善や事務
事業の効率化、適切な外部委託
の推進などにより経費を抑制
し、自律的な大学運営の確保に
努める。

Ａ

新たな情報・財務シ
ステムの導入により
事務処理の効率化、
迅速化及び管理の一
元化が図られたほ
か、支出内容の精査
や業務改善・事務事
業の効率化、外部化
の検討、財務状況の
分析等により、毎年
度効率化係数1％の
予算の削減に対応し
たことから、自己評
価をAとした。



Ⅳ　経営・財務内容の改善に関する目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

３  資産の運用管理の改善に関
する目標
大学が保有する土地、施設、設
備等の資産については、適正に
管理し、有効活用を図るととも
に、資金については、安全かつ
効率的に運用する。

３ 資産の運用管理の改善に関す
る目標を達成するための措置
○資産の状況を点検・把握し、
適切な管理を行い、より一層効
果的な活用に努める。
○余裕資金の安全かつ効果的な
運用について検討する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○固定資産の現物確認を実施し、適正な資産管理を行うとともに、資
産運用の検討をするために市場の動向を調査した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。 Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ａ：中期目標を上回って達成している 1

Ｂ：中期目標を十分に達成している 4

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

備考

備考

①　外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
　　競争的資金及び各種補助金・助成金等の情報を学内で共有し、外部資金の獲得に努めるほか、受験生確保のための高校訪問、オープンキャンパス等におい
　て、戦略的かつ積極的な情報発信により受験生の確保に努めた。
　　また、国際芸術センター青森や交流施設等の施設・設備の利用促進に努めた。
②　経費の抑制に関する目標
　　予算編成での費用対効果の観点から事業の見直しの徹底や、予算執行時の支出内容の精査、業務改善・事務処理の効率化に努めるほか、財務状況の分析を
　行った。また、新たな財務システムの導入や、業務の外部化を検討する中での事業内容の検証を進めるなど業務の簡素化・効率化を図った。
③　資産の運用管理の改善に関する目標
　　固定資産の現物確認を行うとともに、資産状況の点検・把握の実施、適正な資産管理や資産運用の検討を行った。
　　また、資産状況を点検・把握し、適切な管理及び一層効果的な活用等に努めた。

　これらのことから、経営・財務内容の改善に関する目標は、十分に達成できるものと評価する。

Ⅳ　経営・財務内容の改善に関する目標

なし

特記事項

大項目評価（中期目標評価）



Ⅴ　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

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

１  評価の充実に関する目標
業務運営改善のため、法人経
営、教育研究、地域貢献及び組
織・業務運営の状況について、
定期的かつ継続的に自己点検及
び自己評価を実施するととも
に、評価の客観性を確保するた
め、第三者機関による外部評価
を受ける。

１ 評価の充実に関する目標を達
成するための措置
○教員、事務職員の目標設定を
明確にし、定期的な自己点検、
自己評価を行うことにより業務
運営の改善を図る。
○第三者機関による定期的な外
部評価を受け、改善策を検証す
るとともにホームページ等にお
いて公表する。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○平成23年度に実施した外部認証評価において指摘された事項
について改善し、その内容を職員等で共有するとともに大学
ホームページで公表した。また、平成30年度の外部認証評価に
おいて適正な資料提出及び実地調査の対応を行い、「適合」の
評価結果を受けた。なお、「学生支援」「社会連携・社会貢
献」の2項目で最上位の評価である「Ｓ」評価を受けた。評価結
果は大学ホームページで公表した。
＜平成23年度外部認証評価＞
　・大学基準協会からの改善報告書の検討結果に対する通知
　　（平成28年度）
＜平成30年度外部認証評価＞
　・評価結果　「適合」
　・評定（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃの4段階）
　　　評価状況（11項目）
　　　　Ｓ：2項目、Ａ：6項目、Ｂ：3項目、Ｃ：無し

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
平成30年度認証評価で指摘のあった改善課題4件について、改善
検討を行う。

Ａ

外部認証評価におい
て「適合」の認定を
受けるとともに、２
つの評価項目におい
て最高位の「Ｓ」評
価を受けたことか
ら、自己評価をAと
した。

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由



Ⅴ　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

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

２ 評価結果の活用に関する目標
を達成するための措置
○自己評価、外部評価、毎年度
の業務実績評価（年度評価）に
ついては、ＰＤＣＡサイクルに
基づき評価結果を検証し改善策
を示すとともに、外部に公表す
る｡
○評価結果や改善策等について
は、教員、事務職員がその情報
を共有し、全学的な改善に向け
た意識の向上に努める。
○改善を通し教職員の意識向上
を図る目的から、ＦＤ及びＳＤ
活動を積極的に行う。

２  評価結果の活用に関する目
標
自己・外部評価結果及び青森市
地方独立行政法人評価委員会に
よる毎年度の業務実績評価を活
用し、教育研究、地域貢献及び
組織・業務運営の改善のための
適切な措置を講ずる。

Ｂ

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○平成23年度に実施した外部認証評価において指摘された事項
について改善し、その内容を職員等で共有するとともに大学
ホームページで公表した。また、平成30年度の外部認証評価に
おいて適正な資料提出及び実地調査の対応を行い、「適合」の
評価結果を受けた。なお、「学生支援」「社会連携・社会貢
献」の2項目で最上位の評価である「Ｓ」評価を受けた。評価結
果は大学ホームページで公表した。
＜平成23年度外部認証評価＞
　・大学基準協会からの改善報告書の検討結果に対する通知
　　（平成28年度）
＜平成30年度外部認証評価＞
　・評価結果　「適合」
　・評定（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃの4段階）
　　　評価状況（11項目）
　　　　Ｓ：2項目、Ａ：6項目、Ｂ：3項目、Ｃ：無し
○業務実績報告書等の評価結果及び改善結果について、職員等
で共有するとともに大学ホームページで公表した。
○教員の教育方法や実施体制の改善を目指すため、ＦＤ研修を
実施した。
＜FD研修実施状況＞
　平成27年度（1回）
　　1回目：研究倫理について
　平成28年度（2回）
　　1回目：①公立大学の制度と課題
　　2回目：②研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　平成29年度（2回）
　　1回目：①発達障害への合理的配慮と授業力の向上
　　　　　 ②本学における障害学生への対応
　　　　　 ③FD活動としてのアクティブ・ラーニング実施
　　　　　　 方法の検討
　　　　　 ④研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：障害のある学生への修学支援
　平成30年度（2回）
　　1回目：①“学び続ける教員”の基礎を作る大学の教職
　　　　　　 課程の在り方
　　　　　 ②本学英語科における初年度教育
　　　　　 ③研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：大学院活性化プロジェクトについて
【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施する。

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅴ　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

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

３  情報提供に関する目標
公立大学法人としての説明責任
を果たすため、教育研究、地域
貢献及び組織・業務運営の状況
に関する情報、自己点検及び自
己・外部評価結果に関する情報
については、個人情報の保護に
留意しながら、積極的に情報提
供を行う。

３ 情報提供に関する目標を達成
するための措置
○法人の経営及び財務状況、大
学の教育、研究及び地域貢献等
に対する自己評価、外部評価等
の改善策については外部に公表
する。
○個人情報の保護に努めるとと
もに、外部からの情報開示の請
求には迅速に対応し、透明性の
確保に努める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○ホームページで、財務諸表、事業報告書、業績実績報告書、
外部評価を公表した。
○情報セキュリティーポリシーを制定し、外部からの情報開示
請求に迅速に対応できる環境を整備した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、必要な情報を外部に公表する。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ａ：中期目標を上回って達成している 1

Ｂ：中期目標を十分に達成している 2

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

備考

備考

特記事項

大項目評価（中期目標評価）

①　評価の充実に関する目標
　　平成23年度に実施した外部認証評価において指摘された事項について改善するとともに、その結果をホームページで公表した。
　　また、平成30年度の外部認証評価において、全11項目中、Ｓ評定2項目、Ａ評定6項目、Ｂ評定3項目、Ｃ評定なしの評価を受け、全体として「適合」
　判定を受けた。
②　評価結果の活用に関する目標
　　業務実績報告書で計画を十分に実施していない項目について、フォローアップを行い、ホームページ等で公表した。
　　また、青森市地方独立行政法人評価委員会からの評価結果を踏まえ、提案事項等を整理したうえで、実施した。さらには、教員の教育方法や実施体制の
　改善を目指すため、ＦＤ研修を実施した。
③　情報提供に関する目標
　　外部認証評価の結果や、財務状況や業務実績等をホームページで公表した。

　これらのことから、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は、十分に達成できるものと評価する。

Ⅴ　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

①　監事監査や青森市の財政援助監査、内部監査のほか、監査法人、税理士、社会保険労務士からの助言等について適切に対応し、法人運営の透明性・公正性
 の確保に努めた。



Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

１  施設設備の整備・活用等に
関する目標
大学の施設・設備については、
良好な教育研究環境が保持され
るよう、適切な維持管理を行う
とともに、地域貢献を図るため
に必要な図書館等の大学施設を
開放し、より一層の有効活用を
推進する。特に、国際芸術セン
ター青森及び交流施設について
は、かつて市の施設であった経
緯を踏まえ、小・中学生を含む
市民への利活用の促進を図る。

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
○教育内容に応じた施設や設備
の整備、改良を計画的に進め
る。
○サテライト施設の利活用につ
いての検証を行う。
○良好な教育環境を保持するた
め、本学施設・設備の維持管理
を適切に行う。
○地域貢献として図書館等の大
学施設を開放し、有効活用を図
る。
○施設の貸出基準や料金設定に
ついては、定期的に検証を行
う。
○国際芸術センター青森におい
て、青森市の次世代を担う小・
中学生を対象とした校外学習受
入れなどの教育プログラムの実
施や、広く市民を対象とした芸
術作品の展示及びワークショッ
プ等の実施により施設設備利用
の促進を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○施設・設備について、緊急性及び必要性を勘案しながら、整
備・改良、維持修繕を行った。
○平成28年度から大学施設（講義室、体育館など）の一般貸出
を実施した。
○キャンパス敷地内の全面禁煙化を継続して実施した。
○平成29年度に青森公立大学地域貢献のあり方検討会議を設置
し、大学の地域貢献の基本方針・指針を策定した。平成30年度
より基本方針・指針に基づき、まちなかラボについては大学の
サテライト施設としての機能に加え、地域連携センターの地域
活動の拠点としての機能を追加するとともに、公開講座等の映
像管理及び閲覧サービスを行う「メディアラボ」機能を追加、
青森市の政策研究のための会議の場を提供する環境を整えた。
○図書館の施設開放を行った。
○平成30年度に料金設定の見直しを行った。
○国際芸術センター青森においては、市内小学校を対象とした
教育プログラム「創作体験」の受入れを実施するとともに、定
期的な展覧会及びワークショップの開催、施設改修を行い、市
民の施設利用促進を図った。
＜国際芸術センター青森の状況＞
　　平成27年度　展覧会　　　　　 4回
　　　　　　　　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等　　　35回
　　　　　　　　創作体験受入れ　26校
　　平成28年度　展覧会　　　　　 4回
　　　　　　　　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等　    29回
　　　　　　　　創作体験受入れ　21校
　　　　　　　　「四季のｱｰｹｰﾄﾞ」改修
　　平成29年度　展覧会　         5回
　　　　　　　　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等　    27回
　　　　　　　　創作体験受入れ　22校
　　平成30年度　展覧会         　5回
　　　　　　　　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等　    45回
　　　　　　　　創作体験受入れ　23校

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、施設設備の整備・活用等に改善を図っていく。

まちなかラボの事業
検証を行い、体制及
び機能整理、新規事
業の実施を行うとと
もに、国際芸術セン
ター青森において、
市民参加事業の増加
を図ったことから、
自己評価をAとし
た。

Ａ

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由



Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

２  安全管理に関する目標
学生及び教職員の健康と安全の
確保を図り、良好な教育研究環
境を提供するため、防災、学内
セキュリティ、安全衛生等につ
いて必要な措置を講ずるための
取組を行う。

２ 安全管理に関する目標を達成
するための措置
○青森市との連携のもと、災害
発生時においては本学を避難場
所として地域住民に開放する。
○防災対策と危機管理体制を強
化する。
○学生、教員、事務職員の健康
管理に努め、定期的な健康診断
を実施するとともに、健康相談
や健康増進指導を図る。
○衛生委員会を運営し、学内の
安全衛生に関する検証・報告を
行う。
○学内の情報システムに係る管
理保護体制を構築し、ソフト
ウェアの不正使用防止や情報セ
キュリティの向上に努める。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○交流ホール及び体育館が青森市の避難所として継続して指定
されており、災害時は市の指示により避難所として開放する体
制をとった。
○教職員及び学生を対象とした消防訓練を実施するとともに、
職員を自衛消防講習や防火・防災管理者研修へ派遣し、自衛消
防隊の体制の強化を図った。
○教職員及び学生を対象に、ＡＥＤ講習会及び「さすまた」の
扱い方に関する講習会を実施し、危機管理体制の強化を図っ
た。
○学生のための健康診断を毎年度実施し、保健室において当該
結果を踏まえて、個別相談や指導の一助とした。
○教員・事務職員の健康診断の結果を産業医に報告し、診断指
導やアドバイスなどのフォローアップを実施した。
○衛生委員会を毎月開催し、安全衛生に関する検証・報告を
行った。平成28年度からストレスチェックを実施した。
○本学ネットワークのセキュリティ強化に向けて「情報セキュ
リティポリシー」を作成し、学内の教職員へ周知を図った上
で、ホームページで公開した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

３  人権啓発に関する目標
セクシャルハラスメントやアカ
デミックハラスメント等によ
り、人権が不当に侵害され、教
育研究及び職場環境が損なわれ
ることのないよう、教職員に対
して人権意識の向上を図るため
の取組を行う。

３ 人権啓発に関する目標を達成
するための措置
○学生、教員、事務職員に対
し、人権意識の向上を認識させ
るとともに、各種ハラスメント
による人権侵害を抑制するため
の防止体制と相談体制の強化を
図る。
○ハラスメント防止対策委員会
を運営し、学内のハラスメント
に関する検証・報告を行う。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○学生及び教職員をはじめ委託業者など全関係者を対象に、ハ
ラスメント防止の取組やハラスメントに係る相談窓口を明記し
た「ハラスメントに関する手引き」を配布した。
○ハラスメント対策委員会を開催し、当該年度の活動実績の報
告・検証を行うとともに、次年度の活動計画を決定した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。



Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

４  法令遵守に関する目標
適正な業務運営の保持増進と社
会的信頼を確保するため、教職
員自ら法令遵守を徹底するとと
もに、大学教育の一環として学
生に対する啓発の取組を行う。

４ 法令遵守に関する目標を達成
するための措置
○定期的に実施する研修を通し
て、教員、事務職員の法令遵守
に対する意識の向上を図る。

【平成27年度～平成30年度までの実績】
○教員、事務職員の法令遵守の意識向上を図るため、ＦＤ研修
を実施した。
＜FD実施状況＞
　平成27年度（1回）
　　1回目：研究倫理について
　平成28年度（2回）
　　1回目：①公立大学の制度と課題
　　2回目：②研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　平成29年度（2回）
　　1回目：①発達障害への合理的配慮と授業力の向上
　　　　　 ②本学における障害学生への対応
　　　　　 ③FD活動としてのアクティブ・ラーニング実施
　　　　　　 方法の検討
　　　　　 ④研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：障害のある学生への修学支援
　平成30年度（2回）
　　1回目：①“学び続ける教員”の基礎を作る大学の教職
　　　　　　 課程の在り方
　　　　　 ②本学英語科における初年度教育
　　　　　 ③研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正
　　　　　　 使用の防止
　　2回目：大学院活性化プロジェクトについて
○法令に基づく手続き漏れを防止するため、地方独立行政法人
法チェックシートを作成した。

【令和元年度～令和2年度までの取組予定】
引き続き、計画に基づいた取り組みを実施していく。

Ｂ

計画に基づき、業務
を実施していること
から自己評価をBと
した。

Ａ：中期目標を上回って達成している 1

Ｂ：中期目標を十分に達成している 3

Ｃ：中期目標を十分には達成していない 0

Ｄ：中期目標を達成していない 0

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標



Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

中期目標 中期計画
実施事項及び内容 実施事項及び内容

業務の実績（見込）
自己
評価

備考自己評価の理由

備考

備考

特記事項

大項目評価（中期目標評価）

①　施設設備の整備・活用等に関する目標
　　施設・設備について、緊急性・必要性を勘案しながら、計画的に整備・改良・維持修繕を行った。
　　また、まちなかラボに大学のサテライト施設としての機能に加え、地域連携センターの地域活動の拠点としての機能や「メディアラボ」機能を追加したほ
　か、青森市の政策研究のための会議の場を提供する環境を整えた。さらには、国際芸術センター青森において、市内小学校を対象とした創作体験の受入れを
　実施するとともに、定期的に展覧会・ワークショップを開催するなど、市民の施設利用促進を図った。
②　安全管理に関する目標
　　災害時に交流ホール及び体育館を青森市の避難所として開放する体制を維持するとともに、教職員や学生を対象とした消防訓練を定期的に実施したほか、
　職員を自衛消防講習や防火・防災管理者研修に派遣し、自衛消防の体制を整備するなど防火対策・危機管理体制を強化した。
　　また、教職員の健康管理に努めるため、健康診断結果の産業医への報告やストレスチェックを実施するほか、衛生委員会を毎月開催し、安全衛生に関する
　検証・報告を行った。
③　人権啓発に関する目標
　　ハラスメント対策委員会を開催し、当該年度の活動実績の報告・検証を行うとともに、次年度の活動計画を審議した。
　　また、学生及び教職員を含めた全関係者に対し、ハラスメント防止の取組やハラスメントに係る相談窓口等を明記した「ハラスメントに関する手引き」を
　配布し、人権意識の向上を図った。
④　法令遵守に関する目標
　　教員、事務職員の法令遵守に対する意識の向上を図るため、ＦＤ研修を実施するとともに、地方独立行政法人法チェックシートを作成し、手続きの遺漏防
　止に努めた。

　これらのことから、その他業務運営に関する重要目標は、十分に達成できるものと評価する。

なし


