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令和２年度第２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２年７月２７日（月） 15：00～15：40 

■ 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 

        （１）公立大学法人青森公立大学令和元年度業務実績評価について 

        （２）公立大学法人青森公立大学第３期中期目標（素案）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 

 

■ 議事要旨 

≪１ 開会≫ 

○市：それでは、ただ今から令和２年度第２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１「公立大学法

人青森公立大学令和元年度業務実績評価について」、案件２「公立大学法人青森公立大学

第３期中期目標（素案）について」委員の皆様にご審議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（１） 公立大学法人青森公立大学令和元年度業務実績評価について≫ 

○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１の「公立大学法人青森公立大学令和元年度業務実績評価書」について、説明をお

願いします。 

○事務局：それでは、案件１について、お手元の資料に基づきまして説明させていただき

ます。資料１－１、１－２、１－３についてご説明させていただきます。資料１－１をご

覧ください。「公立大学法人青森公立大学令和元年度業務実績評価」についてでございま

す。評価方法につきましては、「公立大学法人青森公立大学事業年度評価実施要領」に基

づきまして、各委員の皆様から評価理由を明らかにしていただいたうえで、項目別評価と

して、それぞれ５段階評価に加えまして、記述式による全体評価を５名の委員全員に行っ

ていただきました。その結果が、資料の中ほどからの評点数一覧となっております。評点

数につきましては、項目ごとに平均値を出しまして、四捨五入をし、評価点数案としてお

ります。ただし、今回は、値としてはありませんでしたが、平均値が４．５以上５未満と

なった場合は、評価点数につきましては４点とすることとしております。この結果、中期

計画に掲げる７つの項目すべてにおきまして、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況に

あるとなったものでございます。次に資料１－２をご覧ください。まず、資料全体につい

てご説明させていただきたいと思います。各頁の表中の左側の欄に記載しております内容
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が実際に委員の皆様からいただいた意見を記載しております。右側の欄につきましては、

委員の皆様からいただいた意見を基に、実績の数値などを追加して評価意見としたものや、

また、各委員の皆様の評価として、同内容であると判断させていただいたものにつきまし

ては、まとめて評価意見として整理しております。委員の皆様からいただいた評価として、

全体評価の１、１頁には、「総評」及び「組織、業務運営等に係る改善事項等」について

記載しております。以降、２頁から７頁につきましては、項目別評価についての記載とな

っております。資料１－２については以上でございます。引き続き資料の１－３をご覧く

ださい。公立大学法人青森公立大学令和元年度、業務実績評価書（案）でございます。こ

ちらは、当評価委員会として作成する令和元年度の業務実績評価書の完成イメージとなり

ます。資料１－２に記載しております、右側の評価意見の内容を記載しているものでござ

います。評価書案につきまして、しばらくの間読み上げさせていただきますので、委員の

皆様におかれましては、ご確認のほどをお願い申し上げます。 

 評価書案の３頁からご覧ください。「２ 全体評価」、「１ 総評」、公立大学法人青森公

立大学は、教育・研究の一層の推進と活性化を図ることにより、青森市の発展のために必

要とされる有為な人材の輩出と、大学が持つ知的財産を市民に還元し、経営経済をはじめ

とする各分野において、市が掲げる施策の推進に貢献し、市民の生活及び文化の向上に寄

与していくことを使命としている。第２期中期目標期間の５年目となる令和元年度は、教

育研究の質向上に関する多くの取組を実施し成果を上げていること、大学院の入学者数も

増加してきていること、地域貢献も着実に推進されていることなど、多くの点で高く評価

できる。特に、就職率については、目標値９６％に対して、ここ数年９９％を上回る高い

実績を維持しており、学生の就職活動への高い意識と大学側の支援が成果を上げていると

評価できる。 

今後も、昨年度より全体的に評価が着実に実施されたことにより、青森市が掲げる施策の

推進に貢献し、市民生活及び文化の向上へ寄与することが期待される。 

 よって、令和元年度の年度計画については、中期計画の達成に向けて、ほぼ計画どおり

に実施したと評価できる。 

 「２ 業務の実施状況」、「教育研究等の質の向上（教育、研究及び地域貢献）」に関し

て、アクティブラーニング室における授業が平成３０年度の３２５コマから３３０コマへ

と増加しており、学生の主体的・能動的学習が実施されている。 

 食堂や売店等のサービス向上に向けたモニタリングやアンケート調査が実施されてい

る。 

 業務運営の改善及び効率化に関して、適切な業務の確保に係る必要な規程等の制定・改

正を行うことにより業務方法書に沿った内部統制システムが整備されている。 

 経営・財務内容の改善及び効率化に関して、事務・事業内容の検証により、施設管理業

務の外部委託が実施されている。 

 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供並びにその他の業務運営に関して、学部

において、ディプロマポリシー（学位授与方針）に示す学習成果を十分に把握するために

成績評価指標システムが構築されており、その他の事項についても着実に実施されている。 

 「３ 組織、業務運営等に係る改善事項等」、教員及び職員の人事評価については、着

実に前進してきており、出来るだけ早期に本格実施されることが期待される。 

 ４頁、「Ⅲ 項目別評価」、「１ 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（教育）」、評価４、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にある。２０２０年度

からの履修証明プログラムの開講に向け関連規程を制定するとともに、同プログラムの入
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門編としてパイロット講座を実施するなど、大学院における高度専門職業人の育成推進の

取組を行っていることは評価できる。 

 学生への支援として、２０２０年度から実施の高等教育無償化制度に適切に対応したこ

とは評価できる。 

 学生の受入に関して、大学院の定員を確保した点は高く評価できる。 

 大学院課程については、学生に対するキャリア支援の充実と、教育の実施体制及び内容

の見直し等を行うことが期待される。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 

 「２ 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（研究）」、評価４、

中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にある。戦略的研究助成事業を実施するとともに、

海外研究者を招聘した研究会や専任教員の海外学会への参加により、グローバルな視点か

らの研究を推進したことは評価できる。 

 青森市産学官連絡会議に参画し、公立大学が中心となり共同研究として「青森市内六大

学生の学生生活実態調査」、「共通学生管理システムの研究」を実施するなど、研究水準の

向上等に寄与したことは評価できる。 

 平成３０年９月に開設されたメディアラボを活用し６講座実施されるなど、教員の研究

成果の地域還元が実施された点は評価できるが、今後は、教員の研究成果の地域還元を推

進していくため、マスメディアを効果的に活用するなど、積極的に地域への情報発信を行

うことを求める。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 

 「３ 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（地域貢献）」、評価

４、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にある。新たに中泊町と連携協力協定を締結

し、「中泊町観光ビジョン策定支援事業」を受託したほか、風間浦村の鮟鱇に関する調査

を学生が実施し、その成果を「東北地域ブランド総選挙」で発表するなど、自治体との連

携強化を図ったことは評価できる。 

 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センターと連携し、創業・起業に係る学生向け

セミナーを開催したほか、青森市学生ビジネスアイディアコンテストへの出場等、学生の

創業・起業意識を醸成したことは評価できるが、地域での創業・起業を目指す方の支援を

行うスタートアップラボ事業については、利用登録者数が２人とその活動実績が限られた

ものとなったことから、今後の本格的な活動が期待される。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 

 「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」、評価４、中期

計画の達成に向けて順調な進捗状況にある。 

 事務・事業内容の検証により、施設管理業務の外部委託を実施するなど、事務の効率化

を図ったことは、評価できる。 

 人事評価については、教員にあっては、評価基準や評価項目等について検討し、次年度

の試行案を作成したこと、また、職員については、青森市の制度に準拠した人事評価の試

行の２回目を行ったことは評価できる。今後は、教員及び職員共に、早期に本格実施され

ることが期待される。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 
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 「５ 経営・財務内容の改善に関する目標を達成するための措置」、評価４、中期計画

の達成に向けて順調な進捗状況にある。 

 研究関連等に係る収入として、受託研究・受託事業等による外部資金を獲得したことは

評価できる。今後は、新たな研究領域を開拓しながら、受託研究・受託事業・助成金を増

加させることを求める。 

 寄附金の獲得が可能な団体等については、情報収集に留まらず、資金獲得に努めるよう

求める。 

 地域貢献事業や広報関連事業について、事業効果を見極めながら事業の見直しを図った

ほか、財務会計システムのマニュアルを整備し、業務の効率化・迅速化を図ったことは評

価できる。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 

 「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」、評価４、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にある。 

 平成３０年度業務実績報告書において計画を十分に実施していない項目のフォローア

ップを行い、公表したほか、評価委員会からの評価結果を踏まえ提案事項等に適切に対応

されていると認められる。 

 平成３０年度大学基準協会認証評価における課題４項目のうち、３項目について改善さ

れるなど着実な進捗状況にあると評価できる。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 

 「７ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置」、評価４、中期計画の

達成に向けて順調な進捗状況にある。 

 年５日の年休取得の勧奨や、同一労働・同一賃金に伴う非正規職員の待遇改善に係る規

則改正等、働き方改革関連法に沿った適正な労務管理を行っていることは評価できる。 

施設設備の整備・活用について計画的に実施されていると認められ、評価できる。国際芸

術センター青森については、その施設機能を学生の修学プログラムや課外活動などにおい

て、効果的に活用してくことが期待される。 

 全体として、中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にあると評価できる。 

 以上でございます。この後、委員の皆様からの修正追加等の意見を反映いたしまして、

調整してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上案件１につ

いて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、また、資料につきまして、皆様から、何かご意

見・ご質問はありませんか。 

〇委員：（資料１－３）３頁の全体評価、全体評価最初の１の総評、表現の仕方なのです

けども、４段落目、「今後も」とありますよね。「今後も、これこれにより、これこれに貢

献し、期待される。」１番の総評の１番後半の部分、「今後も」と書いている段落あります

よね。「今後も、昨年度より」という、そこの文章、「今後もこれこれによって、これこれ

を期待される。」「昨年度より全体的に評価が着実に実施されたことにより、期待される。」

ではないかな。昨年度よりも前のところに、文章がきて、その後に、今後もっていったら、

少しはつながるのかな。文章の作りなのですけど、それがちょっと気になったので。それ

はちょっと確認してください。今言ったのと、もう１点あります。２番の業務の実施状況
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なのですけども、最初の段落で、「アクティブラーニング室における授業が３２５コマか

ら３３０コマへと増加しており」と、５コマ増えたんですよね。５コマ増えたことで、学

生の主体的・能動的学習が実施されていると読むのか、もともと３００いくつのコマって、

そもそも多いから、多いから、それにもう一回さらに増加しているから、こういうふうに

実施されていると読み取るのか、これだけだと、単に５コマ増えて、その辺どうなのかな

っていうところを、評価された方がいらっしゃるので、ちょっと確認したかったんですけ

ど。このままだと、５コマ増えたからすごいとしか読めない。その２点です。 

〇委員長：コマ数が増えたことに対して。 

〇委員：増えたのは、私良いと思うんですけど、５コマだけ増えてますんで、５コマ増え

たことが、こういうふうに評価されているというのが、そもそも３００いくつのコマでや

っていること自体がすごくて、それでさらに５コマ増えていますっていう方がすごく説得

力あるような気がしたんですけど。 

〇事務局：業務の実施状況の点に関してなんですけど、こちらに関しては、委員の皆様か

らの、評価というものに関しては、今回はなかったので、そこは業務の実施状況というこ

とで、大学からの業務実績報告書に書いている実績をそのまま記載しているというのがま

ず１点でございまして、基準として、３２５自体が、そもそも特筆した実績というもので

はなくて、年々その活動の伸びが見られているというところでの、学生の主体的な能動的

学習が実施されている、という事実として整理しているところでございまして、昨年も同

様の文章を使って実績として整理しているところでございます。 

〇委員：そうすると、その前の、だんだんこう増えてきている、というのは、そういう表

現をされたと。 

〇事務局：はい。委員おっしゃられたうちの、後段の方、すでにその３２５コマという、

平成３０年度の数字自体が、やはりだいぶ大きい数字と捉えておりまして、スタートした

２７年度は未実施だったんですが、２８年度当初は、１７６コマでスタートしたものが、

ここ２年の間に３２５まで増加したと、倍増したという、まず実績がありまして、またそ

こからさらに増加してきているということで、評価しました。 

〇委員：すごい増えてきた。そうやって見せればいいのではないですか。 

〇事務局：はい。表現を修正します。 

〇委員長：ということでよろしいですか。 

〇委員：はい。 

〇委員長：はい、あと他にございませんでしょうか。 

〇事務局：先ほどの１点目で、文章の表現はご指摘のある、内容の部分ですが、中身とし

ましては、昨年度まで評価いただいた内容について、着実に実施されてきたということに

なりますので、表現が伝わりづらいような表現になっていますので、そこを修正させてい

ただきたいと思います。 

〇委員長：ということですが、これよろしいですか。そこのところは。 

〇委員：はい。 

〇委員長：これ、手順から行くと、今度議会に出すのでしたか。 

〇事務局：はい。議会に報告します。 

〇委員長：議会で議員の方々に見ていただく。ということなので、あと何かございますか。

よくがんばってまとめているなという感じがします。よろしいですか。それでは、今のご

意見を入れながら、若干の修正を加えるということで、よろしいですか。 

〇委員：はい。 

〇委員長：そこは修正することといたします。なお、記載につきましては、「てにをは」



 - 6 - 

については、委員長にご一任いただくということでよろしいでしょうか。では、修正を加

えましてということで決定したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

〇委員：はい。 

〇委員長：ありがとうございます。この件につきましては終了いたします。 

 

≪２（２） 公立大学法人青森公立大学第３期中期目標（素案）について≫ 

〇委員長：続きまして、案件２「公立大学法人青森公立大学第３期中期目標（素案）につ

いて」説明をお願いします。 

〇事務局：それでは、お手元の資料２－１をご覧ください。公立大学法人青森公立大学第

３期中期目標（素案）に対する意見への対応でございます。こちらに関しては、１回目の

評価委員会でも口頭で少し触れたところでございますが、改めてご説明の方を申し上げた

いと思います。表中の、左側が委員の皆様からのご意見、右側が中期目標素案に対しての

市の対応（案）、修正案をお示ししております。 

 修正内容につきましては、お手元の資料の２－２公立大学法人青森公立大学第３期中期

目標（素案）Ａ４の縦、両面でございますが、こちらの方に該当箇所が分かるようにお示

ししておりますので、併せてご覧いただければと思います。 

 まず、資料２－２の１頁でございます。前文と、大学の教育研究等の質の向上に関する

目標、２か所に出てくる言葉でございますが、「学際的」という言葉がございます。こち

らの方は、委員のご意見として、多数の学部間を横断するイメージがあり、経営学部と経

済学部では表現としてちょっと大げさではないかということでございましたが、一般的に、

委員からも、一般的に２つの学部についても使用されている言葉であればよろしいという

ことでございます。 

 これに関しては、学際という言葉が、一般的に研究や事業がいくつかの異なる学問分野

にまたがることというような定義となっておりまして、青森公立大学としましては、「公

立大学法人青森公立大学基本理念」の中で「経営学と経済学について」またがっていると

いうことについて、「学際的・総合的な思考力を備えた人材の養成を図る」というふうな

言葉を使っておりますので、中期目標の方にも同様の「学際的」という言葉を、そのまま

使いたいと思っております。 

 資料２－２の２頁をご覧ください。一番下の網掛けしてある「教育理念・目標」でござ

います。こちらに関しては、「教育理念・目標」とあるが、「理念」の次は「目的」が一般

的なのではないかというご意見でございまして、こちらの方、意味があって目標という言

葉を使っているのであればいいということでありました。こちらに関しましては、公立大

学の「アドミッションポリシー（入学者受入方針）」において、「教育理念、教育目標に合

致した学生を受け入れる」という言葉を使用しているところでございまして、中期目標の

中でも同様の言葉を使いたいと整理しております。 

 続きまして３頁をご覧ください。これに関しては、２の研究に関する目標の（２）の研

究水準及び研究成果に関する目標の中でございますが、委員のご意見としては、広報活動

にも関連するが、本県の産業や企業経営に関する教員の研究成果を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してほしいというご意見でございましたので、こ

ちらに関しましては、目標の本文上で、「それらの成果を国内外に積極的に情報発信する」
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という中で、整理させていただいているというところでございますが、これに関するより

具体の内容につきましては、この後、大学が作成します中期計画や年度計画の中に盛り込

むように指示して参りたいと思います。 

 続きまして、４頁でございます。網掛けしております、第４の業務運営の改善及び効率

化に関する目標の、４の事務等の効率化・合理化に関する目標でございます。こちらに関

しましては、平成３０年１１月に中央教育審議会から答申された「２０４０年に向けた高

等教育のグランドデザイン」の中で、１８歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や

地域配置等について言及されていると。このことを踏まえて、組織の在り方等について検

討するなどの記載はありませんが、必要ないでしょうか、というご意見でございました。

これに関しましては、文章の中で、二重線のアンダーラインを引いているところの部分、

「将来の人口減少を踏まえ、事務局等組織の在り方や」という言葉を追加して、整理して

修正させていただいたところでございます。 

 続きまして、５頁をご覧ください。第５、経営・財務内容の改善に関する目標の中の、

２の経費の抑制に関する目標でございます。これに関しましては「２予算の適正かつ効率

的な執行に関する目標」としてはいかがでしょうかということと、さらに本文の中で、「予

算を適正かつ効率的に執行する」というような内容を加えたらいかがでしょうかというよ

うな、２つのご意見でございますが、項目自体に関しましては、市としては、厳しい財政

状況の中、大学運営に関する経費としては、本市から交付されている運営費交付金が市税

から賄われていることを大学に十分認識してもらうことが重要であるという思いの中で、

「２ 経費の抑制に関する目標」ということ整理させていただいたところでございます。 

 本文につきましては、委員のご意見を踏まえて、「経費を抑制し、予算を適正かつ効率

的に執行することにより」という言葉を加えて、修正させていただいたところでございま

す。 

 続きまして、６頁をご覧ください。最後になりますが、第７、その他業務運営に関する

重要目標の中の、安全管理に関する目標でございます。こちらは、安全管理に関して、感

染症対策が必要と思われるというようなご意見でございました。これに関しましては、二

重線でお示ししておりますが、「感染症対策などの安全衛生等について」ということで、

「感染症対策」という言葉を、本文の中に追加させて、整理させていただいたところでご

ざいます。また、具体的な内容については、この後大学が作成する、中期計画及び年度計

画の方にも盛り込むような調整、指示をして参りたいと考えております。 

 案件２についての説明は以上でございます。 

○委員長：皆様から、何かございますか。こっちの方から指摘したことについて、こうい

うことにしたいということでございますけれど。 

〇委員：表現の仕方なのですけど。最初、前文で、「市は」とあるじゃないですか。後半

になると「青森市」という言葉が出てくるんですけど、これは意味、使い分けてるんでし

たっけ。「市」と「青森市」。前文の、一番最初、「市は」とありますよね。３段落目に「併

せて、「青森市はもとより」、「青森市」という言葉が出てくるんですけど、「市」と「青森

市」を使い分けているのか。何かこう意味合いを変えたりっていう、そのへんの表現の仕

方。 

〇事務局：使い方としては、「市」も「青森市」も同じ「青森市」という意図で使ってお
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りますので、そこは統一させて、「青森市」で統一させていただければと思います。 

〇委員長：ということでよろしいですか。 

〇委員：はい。 

〇委員長：他にご意見ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。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２「公立大学法人青森公立大学

第３期中期目標（素案）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２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≫ 

○事務局：若井委員長始め、委員の皆様ありがとうございました。今後、「令和元年度業

務実績評価書」及び「公立大学法人青森公立大学第３期中期目標」については、本日の審

議結果を踏まえ、確認等を行いまして、委員長に了解をいただいた後、委員の皆さまへ送

付させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、「令和２年

度第２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。 


