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【平成27年度】
・博士後期課程の完成後においても、
設置認可申請に基づいた教育を展開
する。
・博士前期課程を修了する学生に対す
るアンケートを実施し、博士前期課程教
育の検証を行う。

（成果指標）

【平成28年度】
・博士後期課程について、設置認可申
請に基づいた教育を引き続き展開す
る。
・博士前期課程を修了する学生に対す
るアンケートを実施し、博士前期課程教
育の検証を引き続き行う。
（成果指標）

・認可申請に基づいた教育を着実に推進し、
博士後期課程を完成させるとともに、大学院教
育全体の見直しを行う。

Ⅲ

Ⅲ

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

【平成24～26年度】
・両研究科において、予定していた科目を計画どおり開講した。
・平成26年度に完成した博士後期課程において、1期生の学位審査にあたり、審査の要領を策定し、学位審査の
結果、デザイン研究科において1名の学生へ博士の学位を授与した。
・博士前期課程における教育の検証のため、学部と同様に、原則、履修学生が5名以上の研究科連携科目及び専
門基礎科目（研究科連携科目６科目、デザイン研究科２科目、看護学研究科7科目）を対象に授業評価アンケート
を実施し、実施結果を科目担当者にフィードバックした。
・両研究科において、博士前期課程修了時の学生を対象として、ディプロマポリシーに基づくアンケートを実施し
た。

Ⅲ

【平成27年度】
・両研究科博士後期課程において、開講予定科目を計画どおり開講した。
・デザイン研究科博士後期課程において、平成27年9月に1名、平成28年3月に１名の学生へ博士の学位を授与し
た。
・看護学研究科博士後期課程において、平成28年3月に１名の学生へ博士の学位を授与した。
・平成28年3月に両研究科博士前期課程における修了時の学生を対象とするアンケートを実施した。

Ⅲ

【平成28年度】
・両研究科博士後期課程において、開講予定科目を計画どおり開講した。
・デザイン研究科博士後期課程において、平成28年9月に1名の学生へ博士（デザイン学）の学位を授与した。
・看護学研究科博士後期課程において、平成29年3月に１名の学生へ博士（看護学）の学位を授与した。
・両研究科博士前期課程において、修了時の学生を対象とする教育評価アンケートを平成29年3月に実施した。
また、平成27年度修了時の教育評価アンケートの集計結果を基に検証を行った。

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）
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【平成29年度】
・博士後期課程について、設置認可申
請に基づいた教育を引き続き展開す
る。
・博士前期課程を修了する学生に対す
るアンケートを実施し、博士前期課程教
育の検証を引き続き行う。

（成果指標）
・博士後期課程研究計画書の提出：各
研究科1件以上

○

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・各研究科博士前期課程おける修了時の教育評価アンケートを継続して実施し
ていく。

3

・両研究科博士後期課程において、教育課程が順調に機能し、学位の授与が
行われたことは高く評価できる。
・博士前期課程修了時のアンケートが継続実施されていることは高く評価でき
る。看護学研究科におけるアンケートの自由記述欄に記された意見は、教育課
程における教育・学習の実情を知る上で貴重な資料となる。特に、自由記述欄
に記された意見に対する対応を記した集計結果資料を作成しているが、これは
有用であり、このようなアンケートを通して学生・教職員間のコミュニケーションを
促進することは、より良い学習環境の構築に資するものであると考える。
・平成29年度の成果指標において、博士後期課程に係る成果指標が設定され
たことは、適切であり評価できる。
・看護学研究科においては、前期・後期の両課程における定員充足を確実にす
るため、広報活動の強化のほか、入学した学生の期待に応える適切な研究指
導とより良い学習環境を作り上げることが望まれる。

【中期計画に関する特記事項】
・博士後期課程の完成後も、認可申請に基づいた教育研究を実施し、博士の学位取得者を輩出した。
・博士前期課程においては修了時の教育評価アンケートを実施し効果検証を継続することで必要な見直しが図られた。
・平成29年度看護学研究科博士後期課程在籍者は7名であり、うち4名は研究計画書審査を前年度までに終了、1名は休学、1名は退学、1名は1年次であった。その
ため、研究計画書提出の対象者が0名であり、審査は行われなかった。
・デザイン研究科博士前期課程について教育内容の見直しを行い、従来の3分野を平成31年度から2分野に改編する。
・看護学研究科博士前期課程では、日本看護系大学協議会「高度実践看護師教育課程」38単位への移行を申請し、認定された（平成29年度）。従来のがん看護、精
神看護、小児看護、クリティカルケア看護に加えて、新たに在宅看護が認定を受け、平成30年度から5領域を開講する。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

（
Ⅲ

）

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・両研究科博士後期課程において、開講予定科目を計画どおり開講した。
・デザイン研究科博士後期課程において、平成30年3月に1名の学生へ博士（デザイン学）の学位を授与した。
・平成28年度修了時の教育評価アンケートの集計結果を基に両研究科博士前期課程の検証を行った。
・両研究科博士前期課程において、修了時の教育評価アンケートを平成30年3月に実施した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・博士後期課程について、完成後においても計画どおり運営されている。
・博士前期課程は、教育に対する総合的な満足度は向上がみられる。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・平成30年3月に実施した両研究科博士前期課程における修了時の教育評価アンケートの結果について検証す
る。

（成果指標の達成状況）
・デザイン研究科3件、看護学研究科対象者なし
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4 Ⅳ

◎

【平成27年度】
・すでに公表されているアドミッションポ
リシー（入学者受入の方針）と併せて、
策定されたディプロマポリシー（学位授
与の方針）、カリキュラムポリシー（教育
課程の編成・実施方針）を本学ホーム
ページ等で公表する。
・卒業時の学生に対するアンケート等に
基づき、学部学生の卒業時の学習到達
度の検証を継続して実施する。
・体系的にカリキュラムを整理するため、
学部に科目ナンバリングを導入する。

（成果指標）

【平成28年度】
・全学共通のディプロマポリシー（学位
授与の方針）、カリキュラムポリシー（教
育課程の編成・実施方針）及びアドミッ
ションポリシー（入学者受入の方針）を
策定する。
・両学部・助産学専攻科・両研究科の
ディプロマポリシー、カリキュラムポリ
シーについて、学生の理解を深めるた
めガイダンスで説明するとともに、引き続
きシラバス及び本学ウェブサイトで周知
する。
・卒業時の学生に対するアンケート等に
基づき、学部生の卒業時の学習到達度
の検証を継続して実施する。
・学部の科目ナンバリングに加え、専攻
科・研究科の科目ナンバリングをシラバ
スに掲載する。

（成果指標）

・第一期中期目標期間の教育課程の検証を通
じて、学部及び研究科におけるディプロマポリ
シー（学位授与の方針）を明文化するととも
に、カリキュラムポリシー（教育課程の編成・実
施方針）を見直す。時代に即した教育課程の
編成に際しては、産業界、保健・医療・福祉分
野のニーズへの対応、グローバル化社会への
対応、地域に根ざした人材育成に重点を置い
たものとする。
・学生の卒業時の学習到達度を検証する。

（成果指標）
・ディプロマポリシーの明文化：25年度
・カリキュラムポリシーの見直し：27年度
・学習到達度検証の試行：24、25年度
・学習到達度検証の本格実施：26年度

Ⅲ

【平成27年度】
・アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを平成27年度シラバス及び大学ウェブサイトで公
表した。
・平成28年3月の卒業・修了式に併せて、卒業・修了時の学生に対するアンケート調査を実施した。
・両学部の科目ナンバリングを導入し、平成27年度シラバスに掲載することで学生に公表した。
・両学部に加えて、助産学専攻科、両研究科の科目ナンバリングを策定した。

Ⅲ

【平成28年度】
・全学部共通のディプロマポリシー（学位授与の方針）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成・実施方針）及びアド
ミッションポリシー（入学者受入の方針）を策定した。
・両学部・助産学専攻科・両研究科のディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーを平成28年
度シラバス及び公式ウェブサイトなどで公表した。また、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーについては、ガイ
ダンスにおいて説明した。
・平成29年3月の卒業・修了式に併せて、卒業・修了時の学生に対するアンケート調査を実施した。
・両学部・助産学専攻科・両研究科の科目ナンバリングを、平成28年度シラバスに掲載し学生に周知した。

Ⅲ

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）
・卒業時アンケートを実施するとともに、研究科博士前期課程修了者を対象とするアンケートを実施し、検証す
ることとした。

【平成24～26年度】
・学部、研究科においては平成24年度に、助産学専攻科においては平成25年度に、ディプロマポリシーを策定し、
平成26年度には両学部、専攻科、両研究科において、ディプロマポリシーに基づき、カリキュラムポリシーを策定し
た。
・学部の卒業時アンケートの集計結果に基づき、学習到達度の検証を行った。
・学部卒業時、研究科博士前期課程修了時の学生に対するアンケートを実施した。

第二期中期計画 実施結果・判断理由等
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4

【平成29年度】＜重点取組事項＞
・全学部共通のディプロマ・ポリシー（学
位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教
育課程の編成・実施方針）及びアドミッ
ション・ポリシー（入学者受入方針）を踏
まえて各学部の3ポリシーの見直しを検
討する。
・各学部及び研究科のディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシーについて、
学生の理解を深めるためガイダンスで
説明するとともに、引き続きシラバス及
び本学ウェブサイトで周知する。
・卒業時の教育評価アンケート等に基
づき、学部生の卒業時の学習到達度の
検証を継続して実施する。
・科目ナンバリング導入効果を検証する
仕組みを検討する。

（成果指標）
・学部教育への満足度（回答平均値の
下限）：7.0（10段階評価）

◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・ディプロマ・ポリシーについて、ガイダンスや各科目においての周知に努めた。

【中期計画に関する特記事項】
・全学部共通3ポリシーを新たに策定した。
・策定した全学部共通3ポリシーを踏まえて、両学部の3ポリシーについても見直しを行い、修正した。

5

（
Ⅳ

）

・平成29年度の成果指標として、「学部教育への満足度（回答平均値の下限）」
を設定したことは適切であり評価できる。
・ディプロマポリシーについての学生に対する周知やその達成度の評価は、新
たな課題として、今後の計画の中で追求することを期待する。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

（成果指標の達成状況）
・学部教育への満足度は、デザイン学部、看護学部ともに8.2

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・中教審のガイドライン及び全学部共通3ポリシーを踏まえ、各学部3ポリシーを見直し修正した。
・ガイダンスや授業において、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを説明した。
・各学部及び研究科の3ポリシーを平成29年度シラバス及び公式ウェブサイトで公表した。
・平成29年3月に実施した卒業時の教育評価アンケートについて、集計結果を教務・学生連絡会議及び教授会で
確認した。
・学部及び専攻科における学生生活アンケートに、科目ナンバリングに関する設問を加えて調査を実施した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・卒業時の教育評価アンケートの集計結果から、ディプロマポリシーの認知度が向上していることを確認した。
・卒業時の教育評価アンケートに基づく学習到達度の検証の結果、デザイン学部では「コミュニケーション能力」の
向上が見られたものの、「人間や環境に配慮したデザイン能力」と「新たな価値を発見する発想力」において若干の
低下傾向が見られた。一昨年度の評価が高めであったことを踏まえ、引き続き傾向を分析する必要がある。また、
看護学部では例年の水準を維持していることを確認した。
・卒業時の教育評価アンケートの結果、学部教育への満足度の平均値は両学部共に8.2と高いことを確認した。
・学生生活アンケートの集計結果から、科目ナンバリングについての認知度が低いことがわかった。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについて、ガイダンスや授業等での周知を継続する。
・卒業時の教育評価アンケート等に基づき、卒業時の学習到達度の検証を継続して実施する。
・科目ナンバリングについて、平成30年度以降も調査、検証を継続する。

4 ページ
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10 Ⅲ

◎

【平成27年度】
・平成26年度後期から調査項目を改善
して導入した授業評価アンケートを継続
して実施するとともに、卒業時の学生に
対する調査を実施し、その結果を教員
へフィードバックする。

（成果指標）
・授業評価アンケート 学期ごと実施
・卒業時の学生に対する調査 年1回実
施

◎

【平成28年度】
・授業評価アンケートを継続して実施す
るとともに、卒業時の学生に対するアン
ケートを実施し、その結果を教員へ
フィードバックする。

（成果指標）
・授業評価アンケート 学期ごと実施
・卒業時の学生に対するアンケート 年1
回実施

◎

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

・授業評価アンケートの充実を図り、授業の内
容及び方法の改善に役立てる。

Ⅲ

【平成24～26年度】
・前期・後期授業評価アンケートを実施し、前期集計結果を担当教員へフィードバックした。
・両学部・専攻科・両研究科博士前期課程において、卒業・修了時の学生に対するアンケート調査を卒業式・修了
式に併せて実施した。
・デザイン学部の既卒者を対象としたアンケート調査を実施した。

（成果指標の達成状況）
・授業評価アンケート（学期ごと）及び卒業時の学生に対する調査（年1回）を実施した。

（成果指標の達成状況）
・適切に実施した。

（成果指標の達成状況）
・適切に実施した。

（成果指標）
・授業評価アンケート見直し：25年度（以降毎
年度検証）

Ⅳ

【平成27年度】
・平成27年3月に実施した卒業・修了時の学生に対するアンケート調査の結果を教授会又は教員会議で確認した。
・平成28年3月に両学部・助産学専攻科・両研究科において、卒業・修了時の学生に対するアンケート調査を実施
した。
・授業評価アンケートについては、平成26年度に改善した内容で前期・後期の科目について実施し、その結果を科
目責任者へフィードバックした。
・授業評価アンケートの集計結果の経年変化について、共通教育科目、デザイン学部専門教育科目、看護学部専
門教育科目の区分ごとに、各学部教務委員会、学部 教務・学生連絡会議で確認した。

Ⅲ

【平成28年度】
・平成28年3月に実施した卒業・修了時の学生に対するアンケート調査の結果を両学部の教授会又は教員会議で
報告・共有した。
・授業評価アンケートについては、前期・後期にそれぞれ実施し、その結果を科目責任者へフィードバックの上、所
見の提出を求めた。
・両学部・助産学専攻科・両研究科において、卒業・修了時の学生に対するアンケート調査を平成29年3月に実施
した。
・各学部の教務委員会、教務・学生連絡会議において、授業評価アンケートの集計結果により、共通教育科目と専
門教育科目の区分ごとの経年変化を確認した。

5 ページ
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【平成29年度】
・授業評価アンケートを継続して実施す
るとともに、卒業時の教育評価アンケー
トを実施し、その結果を教員へフィード
バックする。

（成果指標）
・授業評価アンケートの実施：学期ごと
に1回
・卒業時の学生に対するアンケートの実
施：年1回

◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・卒業・修了時の教育評価アンケートについて、以下の設問を新設し、両学部の
共通性を高めた。
　デザイン学部：「地域に貢献する態度・姿勢」「地域の課題を発見する能力」
「地域にある課題を解決する方法を提案する能力」の設問、自由記述欄
　看護学部：異文化理解に関する設問
・Ⅾ×Ｎのアンケートについては、連携教育科目の終了後毎に実施しており、そ
の意義や影響についての回答が得られている。卒業生の動向調査を企画して
おり、Ｄ×Ｎに関する科目の中・長期的評価を行う予定である。

12

（
Ⅲ

）

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・平成29年3月に実施した卒業・修了時の教育評価アンケートの結果を教授会又は教員会議で確認した。
・授業評価アンケートについては、前期・後期の科目について実施し、その結果を科目責任者へフィードバックした。
・デザイン学部において、授業評価アンケートの「授業の分かりやすさ」の項目で高得点であった教員2名を講師とするFD研
修会を開催した。
・両学部・助産学専攻科・両研究科において、卒業・修了時の教育評価アンケート調査を平成30年3月に実施した。
・各学部教務委員会、学部 教務・学生連絡会議において、授業評価アンケートの集計結果により、共通教育科目と専門教
育科目の区分ごとの経年変化を確認した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・前期の授業評価アンケートの集計結果を科目担当教員へフィードバックし、所見を提出させることにより、次年度以降の授
業の改善に役立てている。
・授業評価アンケートについて、回収率の低下や全体的な数値に低下傾向がみられる。特に予習復習や授業への積極的な
参加に関する設問での低下が目立った。
・授業評価アンケートの結果に基づくFD研修会は教員の教育力向上や授業改善に効果があることをFD後に実施したアン
ケートから確認した。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・平成30年3月に両学部・助産学専攻科・両研究科において実施した卒業・修了時の教育評価アンケート調査の結果を分析
する。
・授業評価アンケートの集計結果の分析については、平成30年度も継続的に行う。
・予習復習や授業への積極的な参加を促すために、平成30年度シラバスに事前事後学習の欄を追加する。
・授業評価アンケートの結果を踏まえ、平成30年度に授業改善に向けたFD研修会を企画する。

（成果指標の達成状況）
・授業評価アンケート：学期ごとに１回実施した。
・卒業時の教育評価アンケート：年１回実施した。

・授業評価アンケートや卒業時アンケートを継続実施し、その結果を教員へ
フィードバックする活動が定着してきたことは高く評価できる。
・アンケート項目が12項目となった平成27年度以降、学部については、全項目
の平均値の前期・後期での差が減少する等、安定化の傾向がみられることは好
ましい。
・授業評価アンケートが定着してきたため、その結果に基づき、優秀な教員を表
彰する制度等の創設も今後の検討課題になるものと思われる。
・卒業・修了時のアンケートにおいて、デザインと看護の両学に共通する設問を
用意することで、今後の全学的授業計画が一層充実するものと考えるため、両
学における積極的な検討が望まれる。
・卒業・修了時のアンケートにおいて、Ｄ×Ｎについての設問があると、学生か
ら、4年間を振り返ってのＤ×Ｎの意義や影響についての回答が得られ、本学に
おけるＤ×Ｎの教育成果がより明らかになるものと考える。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【中期計画に関する特記事項】
・授業評価アンケートについて、平成25年度に調査票の質問項目を見直し、以降は集計結果の検証を行った。

6 ページ
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【平成27年度】
・平成24年度に採択された文部科学省
の補助事業「産業界のニーズに対応し
た教育改善・充実体制整備事業」の3年
間の取組の成果をもとに、両学部の特
性に合わせて教育改善を継続して行う
とともに、平成26年度に採択された産業
界ニーズ事業（テーマB）でインターン
シップ等の取組を拡大し、キャリア支援
にかかるコンソーシアムの構築を図る。

（成果指標）
・キャリア支援にかかるコンソーシアム構
築：27年度

◎

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）
＜デザイン学部＞
・小樽商科大学と、インターンシップのコーディネーターとして学生と企業の橋渡しを行っているNPO法人北海
道エンブリッジの関係を軸としながら、参加大学同志がそれぞれの持つ産業界とのパイプを紹介し合い、イン
ターンシップマッチングが実現するなど、ゆるやかなつながりが出来た。
・連携大学間のつながり以外でも、本学独自の中小企業家同友会等の産業界とのつながりや、デザイナー向
け公募型インターンシップ推進の取組が充実してきている。
＜看護学部＞
・地元医療機関・施設と看護コンソーシアムを立ち上げ、連携のための協議を数多く行うことができた。

Ⅳ

【平成27年度】
＜デザイン学部＞
・産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業（テーマA）は終了したが、キャリア支援委員会が中心と
なり、ポートフォリオのアンケート実施、OB・OG講演会実施など、一部の取組を継続して行った。
・テーマBについては、グループ内5大学（幹事校：小樽商科大学）が連携して推進しており、実務担当者向け研修
会等への参加、マッチング・イベントへの学生参加、ワークショップ型インターンシップ体験講座の開催、企業見学
バスツアーへの学生参加などを実施した。
・その他既存の取組として、学外実習A（インターンシップ）では、札幌商工会議所との連携も行いながら、52の企
業・団体の協力を得、73名の学生が参加し、成果報告会には、派遣先の実習担当者や人事担当者も参加した。
＜看護学部＞
・テーマAの3年間の取組の成果として、看護コンソーシアム会議を立ち上げた。
・看護コンソーシアム会議を開催し、地元医療機関・施設との意見交換会・討論会を継続して実施した（開催回数5
回、延べ施設数31か所、延べ人数84名）。
・連携する医療機関に対し、臨地教授称号授与を行った（4施設4名）。また、大学と医療機関の連携について意見
交換を行った。
・卒業生を対象としたシャトル研修を2回開催した（①11/13、東京14名、②11/19、札幌35名）。
・地元医療機関から卒業生をインストラクターとして招聘し、4年生及び助産学専攻科生を対象としたスキルアップト
レーニングを継続して行った（2/23～3/1、学生58名、卒業生10施設23名）。

・産業界、保健・医療・福祉分野とのコンソーシ
アム（共同事業体）構築による全学的なキャリ
ア支援を目指すとともに、卒業生への支援を
含めた多様なキャリア支援に取り組む。支援に
ついては、大学が実務家の育成に貢献し、か
つ実務家から大学が教育支援を受けるという、
大学と社会との間の循環的な人材育成の一環
として取り組む。

（成果指標）
・キャリア支援にかかるコンソーシアム構築：27
年度

Ⅲ

【平成24～26年度】
本学の全学的なキャリア支援を目的としたコンソーシアム構築に向け、産業界、医療施設、行政などと連携について引
き続き協議を行うとともに、学外実習Ａ（インターンシップ）、学外実習Ｂ（フィールドスタディ）、国家試験説明会や「産業
界ニーズ事業（テーマA）」等の取組を実施した。
＜デザイン学部＞
・産業界ニーズ事業の取組みでは、前期の取組に加え、建築デザイナー、地域の産業界と連携している外部講師、イ
ンハウスデザイナー、ノンフィクションライター、クリエイティブ企業経営者等による講演会・ワークショップ等を開催した。
・札幌市、北海道庁、北海道中小企業家同友会、札幌市内企業等と連携したインターンシップを実施した。
・地元研究機関から講師を招聘し、産業界と連携大学との協働のための意見交換の場を創出するために講演会を実
施した。
＜看護学部＞
・看護学部ではコンソーシアム構築に向けた医療機関・施設との意見交換会・討論会を継続して実施した。また、コン
ソーシアム構築に向けてこれまでの取組及び討議内容について、成果報告会（公開フォーラム）で発表した。
・連携する医療機関に対し、臨地教授称号付与を行ったほか、大学と医療機関の連携について意見交換を行った。
・医療機関に勤務する卒業生（卒業後１・2・3年目）を対象にシャトル研修を実施したほか、国家試験対策模擬試験を
実施した。
・地元企業から講師を招聘し、キャリア支援に関するFD研修会・学生向け講演会を実施した。

7 ページ



12

【平成28年度】
・「産業界のニーズに対応した教育改
善・充実体制整備事業」によるコンソー
シアム構築を通じて培われた産業界と
のつながりを活用し、適切に連携しなが
らインターンシップ推進を含めたキャリア
支援を継続する。

（成果指標） （成果指標の達成状況）

Ⅲ

【平成28年度】
＜デザイン学部＞
・NPO法人北海道エンブリッジが主催するプロジェクト型インターンシップマッチングイベント「Summer Job Festain
札幌市立大学」を学内で開催し、12名の学生が参加した。そのうち4名の学生が、イベント参加企業のインターン
シップに参加した。
・中小企業家同友会会員企業の経営者と本学教員の懇談会を開催した。2件の講演の後、参加した経営者20名と
本学教員によるグループディスカッション形式の意見交換を行った。
・キャリア支援委員会が中心となり、ポートフォリオアンケート、デザイナー職・企画職として活躍している卒業生によ
る講演会などを実施した。
・その他既存の取組として、学外実習A（インターンシップ）では、50の企業・団体の協力を得て、62名の学生が参
加した。また、履修者全員によるポスター発表形式の成果報告会を開催した。
・卒業生によるＯＢ・ＯＧ講演会を2回開催した。
・（株）東芝のデザイナーによるスケッチ講習会、三菱電機（株）のデザイナーによるワークショップ型インターンシッ
プ体験及びポートフォリオ講習会を開催した。
＜看護学部＞
・平成27年度の看護コンソーシアム会議に参加した医療施設に対し、平成28年度の参加継続について意思確認し
た（平成28年度は札幌市内9の医療施設から14名が参加）。
・医療施設に勤務する卒業生（卒業後１年目）を対象にシャトル研修を実施した（11月、平成28年度は札幌会場の
みで26名が参加）。
・市内医療施設から卒業生をインストラクターとして招聘し、4年次生及び助産学専攻科生を対象としたスキルアッ
プトレーニングを継続して実施した（3月、卒業生14施設33名、学生66名が参加）。

8 ページ
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（成果指標）
・デザイン学部　学外団体（中小企業家
同友会等）と連携した取組の実施：2回
・看護学部　地元医療機関と連携した取
組の実施：2回

◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
第三期中期計画において「看護コンソーシアムに参加する施設等と連携すると
ともに、臨地教員が関わる授業を積極的に行い、臨床現場で活躍できる看護職
を育成する。」を掲げた。

・看護コンソーシアムについて、第三期中期計画期間に向けた取組みが検討さ
れていることは評価できる。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

14

（
Ⅲ

）

（成果指標の達成状況）
＜デザイン学部＞
・札幌市や中小企業家同友会等の学外団体と連携した取組を4回実施した。
<看護学部>
・地元医療機関と連携した取組を6回実施した。

【平成29年度】
・「産業界のニーズに対応した教育改
善・充実体制整備事業」によるコンソー
シアム構築を通じて培われた産業界と
のつながりを活用し、適切に連携しなが
らインターンシップ推進を含めたキャリア
支援を継続する。
・デザイン学部においては、新カリキュラ
ムにおけるキャリア教育科目の講義内
容を確定する。

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
＜デザイン学部＞
・専門教育科目の学外実習A（インターンシップ）において、36の企業・団体の協力を得、46名の学生がインターンシップに参
加した。成果報告会では、インターンシップ受入企業等の担当者を招き、履修者全員によるポスター発表を行った。
・北海道中小企業家同友会会員企業の経営者と本学教員の懇談会を開催した。2件の講演の後、経営者26名と本学教員に
よるグループディスカッション形式の意見交換を行った。
・札幌市と連携し、ビジネスＥＸＰＯ見学バスツアーを実施した。
・（株）本田技術研究所のデザイナーによるスケッチ講習会、三菱電機（株）のデザイナーによるワークショップ型インターン
シップ体験及びポートフォリオ講習会を開催した。
・前期・後期キャリアガイダンスにおいて、デザイナー職・企画職等の卒業生による講演会を実施した。
・キャリア支援委員会において、ポートフォリオ作成状況アンケートを継続するとともに、新カリキュラムにおけるキャリア教育科
目「キャリアデザイン」の講義内容を確定した。
<看護学部>
・平成29年度の看護コンソーシアム会議を開催し、市内8か所の医療施設から9名が参加の上、今後の取組について意見交
換を3回行った。
・中堅看護師研修を、前年度よりも研修時間を拡大(7.5時間→12.8時間）の上、3回実施した。
・医療施設に就職した卒業後６か月の卒業生を対象にシャトル研修を実施し、道外在住の卒業生を含む47名が参加した。
・札幌市内医療施設10施設から卒業生23名をインストラクターとして招聘し、卒業を間近に控えた4年次生及び助産学専攻
科生を対象としたスキルアップトレーニングを5日間実施した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
＜デザイン学部＞
・学外実習A（インターンシップ）において、学生に対しては就業意識を醸成し、企業に対しては実習及び成果報告会をとお
して本学学生の学びについて知る機会を設けることができた。
・北海道中小企業家同友会との懇談会では、デザイン学部における人材育成、企業におけるデザインの役割、大学と企業と
の連携等について、相互の考えを共有することができた。
・ビジネスEXPO見学バスツアーでは、学生が道内企業について知る機会を提供できた。
・企業のデザイナーによる講習会やデザイナー職・企画職等の卒業生による講習会をとおして、現場で求められる能力を知
り、仕事に対する理解を深める機会を提供できた。
・主に3年次生を対象とした卒業生による講演会では、これから就職活動を行う学生に対し、卒業後のイメージを抱かせる機
会を提供できた。
・平成30年度シラバスに「キャリアデザイン」の講義内容を記載し、授業開始の準備が整っていることを確認した。
<看護学部>
・看護コンソーシアム会議における参加医療施設との意見交換を通じて「中堅看護師の支援に向けた研修の在り方」が大き
なテーマであることを確認した。
・シャトル研修における近況報告では、職場での悩みや困っていること等を共有することで、「元気が出た」との感想があっ
た。また、参加者アンケートでは、本研修が「役に立った」との意見が多数を占めた。以上のことから、有益な研修であることを
確認できた。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
＜デザイン学部＞
・学生の就業意識を醸成するため、インターンシップを継続する。
・中小企業家同友会等の学外団体との連携、企業のインハウスデザイナーを講師とする講習会、卒業生による講演会を継続
する。
・新カリキュラムにおけるキャリア教育科目「キャリアデザイン」を開講する。
<看護学部>
・看護コンソーシアムによる医療施設との連携協力を継続し、中堅看護師のキャリア支援を協働して行う。
・本学卒業の新人看護職者を対象にシャトル研修を継続し、メンタルヘルス面を含めた支援を継続する。
・市内医療施設に就職した卒業生を招聘し、卒業・修了直前の学生を対象としたスキルアップトレーニングを継続する。

・産業界、保健・医療・福祉分野とのコンソーシ
アム（共同事業体）構築による全学的なキャリ
ア支援を目指すとともに、卒業生への支援を
含めた多様なキャリア支援に取り組む。支援に
ついては、大学が実務家の育成に貢献し、か
つ実務家から大学が教育支援を受けるという、
大学と社会との間の循環的な人材育成の一環
として取り組む。

（成果指標）
・キャリア支援にかかるコンソーシアム構築：27
年度

9 ページ
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20 Ⅳ

【平成27年度】
・学内の地域貢献に関わる情報の集約
と発信に積極的に取り組む。その際、本
学の地域貢献の事例を分かりやすく学
外に発信する。
・産業界とのネットワークを活用し、産学
連携等に関わる情報を入手し、学内に
発信する。

（成果指標）

【平成28年度】
・学内の地域貢献に関わる情報の集約
と発信に積極的に取り組む。その際、本
学の地域貢献の事例を分かりやすく学
外に発信する。
・産業界とのネットワークを活用し、産学
連携等に関わる情報を入手し、学内に
発信する。
・札幌市の地域課題の取組（オリンピッ
ク・パラリンピックや札幌国際芸術祭な
ど）に協力する。また、周辺市町村と連
携し、地域創生に向けた諸活動に取り
組む。
・看護系大学教員や臨床看護師との研
究を推進するとともに、看護コンソーシ
アム共同研究拠点の整備について検討
を行う。

（成果指標）

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワークを構築し、新産業創出支援、札幌市
民、北海道民の福祉の向上に向けたサービ
ス・商品・製品の開発支援などの研究や地域
の諸活動への参加などを通じまちづくりに貢献
する。特に大学院の先端的かつ実践的な研究
により、複合的な地域課題の解決に積極的に
取り組む。

Ⅲ

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

【平成24～26年度】
 ・学内の地域貢献に係る情報の集約のため、地域貢献活動について可能な限り大学公式ページに掲載するよう、
対象となる教員に個別に働きかけを行っている。また、協力依頼があったものについては、事業終了後に報告書を
提出してもらい、実態を把握することとしている。
・産業界とのネットワークについては、引き続き、HoPE（中小企業家同友会異業種研究会）への参加、北海道の産
学官連携のプラットフォームであるHiNTへの参加、北海道医療福祉産業研究会への継続参加をしている。これら
のネットワーク等を通じて得た競争的資金の情報等を学内に配信している。
・平成27年度学内HPで地域貢献活動について協力依頼一覧を掲載するため、様式を再整備した。

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数：100件以上／年
・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワーク構築：26年度

Ⅲ

【平成27年度】
・学内の地域貢献に関わる情報の集約のため、地域貢献活動について可能な限り大学ウェブサイトに掲載するよ
う、対象となる教員に個別に働きかけを行った。また、協力依頼があったものについては、事業終了後に報告書及
び大学ウェブサイト掲載依頼書を提出してもらい、実態を把握するとともに広報を行った。
・産業界とのネットワークについては、引き続き、中小企業家同友会の異業種研究会であるHoPEへの参加、北海道
の産学官連携のプラットフォームであるHiNTへの参加、北海道医療福祉産業研究会への継続参加を行った。ま
た、これらのネットワーク等を通じて得た競争的資金の情報等を学内に配信した。
・平成27年度の大学ウェブサイトリニューアルに伴い、地域貢献に係る活動の報告を地域連携研究センターのペー
ジにおいても閲覧できるよう整備した。

Ⅲ

【平成28年度】
・学内の地域貢献に関わる情報の集約と発信について、公式ウェブサイトに掲載するよう対象教員に働き掛けた。
本学に対する地域産学連携協力依頼については、原則として終了報告書とともにHP（ホームページ）掲載依頼書
を提出するものとし、公式ウェブサイトにより学外に発信した。また、学生が参加した活動の掲載に当たっては、掲
載許諾を得るようＨＰ掲載依頼書を工夫した。
・HoPE（北海道中小企業家同友会産学官連携研究会）、北海道の産学官連携のプラットフォームであるHiNT、北
海道医療福祉産業研究会とのネットワークを通じて得た競争的資金の情報等を学内に発信した。また、産学官連
携支援事業やシンポジウムなどの情報を集約し、教職員へ周知した。
・札幌市からの依頼を受け、地域課題の取組に関する委員会の委員として教員を派遣した。また、オリンピック・パ
ラリンピックの招致に向けて公開講座を開催した。
・看護系大学教員や臨床看護師との研究を推進するとともに、看護コンソーシアム共同研究拠点の整備について
検討を行った。

10 ページ
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（成果指標）
・地域産学連携協力依頼：33件 ◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
今後も情報発信を活発に行い、地域貢献事業の増加を図る。

24

（
Ⅳ

）

（成果指標の達成状況）
・地域産学連携協力依頼：57件

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等
・学内の地域貢献に関わる情報発信を活発にするための方策が効果を上げ、
情報発信が増えていることは評価できる。

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・地域貢献活動について公式ウェブサイトに掲載するよう対象教員に依頼した。また、地域産学連携協力事例は、
原則として事業終了後の報告書とともに、公式ウェブサイトでわかりやすく学外に発信した。
・北海道中小企業家同友会産学官連携研究会（HoPE）、北海道の産学官連携のプラットフォームであるR&Bパーク
札幌大通サテライト（HiNT）、北海道医療福祉産業研究会とのネットワークを通じて得た競争的資金の情報等を学
内に発信した。また、産学官連携支援事業やシンポジウムなどの情報を集約し、教職員へ周知した（イントラサイト
への掲載96件）。
・地域課題の取組に関する委員会（188件）の委員として教員（延べ200名）を派遣した。また、札幌国際芸術祭にお
いて、委員派遣や、芸術の森キャンパスを会場として提供するなどの協力を行った。また、厚真町や栗山町、小樽
市などの周辺市町村と連携し、地域創生に向けたまちづくり活動に取り組んだ。
・看護コンソーシアム会議を3回開催し、今後の取組について意見交換を行った。中堅看護師研修を前年度よりも
研修時間を拡大(7.5時間→12.8時間）の上、3回実施した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・地域産学連携協力依頼の終了報告書とともにHP掲載依頼書を提出するよう周知したことにより、公式ウェブサイト
において地域貢献に関わる多数の情報を発信することができ、取組は積極的であることを確認した。
・HoPE、HiNT等のネットワークにより得た競争的資金、産学官連携支援事業、シンポジウムなどの情報は、イントラ
サイトで96件の掲載があり、教員へ発信できている。
・札幌国際芸術祭の広報媒体に本学の情報が掲載されるなど、地域貢献を通じて本学のＰＲにもつながった。
・看護コンソーシアム会議における参加医療施設との意見交換を通じて「中堅看護師の支援に向けた研修の在り
方」が大きなテーマであることを確認した。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・学内の地域貢献活動に関わる情報の集約と発信に継続して取り組む。
・産学連携等に関わる情報を入手し、学内に発信する。
・札幌市及び周辺市町の地域課題の取組に協力する。
・看護コンソーシアムによる医療施設との連携協力を継続し、特に各施設の院内教育担当者（企画担当者）と具体
的な内容について検討し、中堅看護師のキャリア支援を協働して行う。

【平成29年度】＜重点取組事項＞
・学内の地域貢献に関わる情報の集約
と発信に積極的に取り組む。その際、本
学の地域貢献の事例を分かりやすく学
外に発信する。
・産業界とのネットワークを活用し、産学
連携等に関わる情報を入手し、学内に
発信する。
・札幌市の地域課題の取組（オリンピッ
ク・パラリンピックや札幌国際芸術祭な
ど）に協力する。また、周辺市町村と連
携し、地域創生に向けた諸活動に取り
組む。
・看護系大学教員や臨床看護師との研
究を推進するとともに、看護コンソーシ
アム共同研究拠点の整備について検討
を継続する。

・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワークを構築し、新産業創出支援、札幌市
民、北海道民の福祉の向上に向けたサービ
ス・商品・製品の開発支援などの研究や地域
の諸活動への参加などを通じまちづくりに貢献
する。特に大学院の先端的かつ実践的な研究
により、複合的な地域課題の解決に積極的に
取り組む。

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数：100件以上／年
・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワーク構築：26年度

11 ページ
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◎

【平成27年度】
・学内のシーズ発掘に取り組むととも
に、教員の研究成果の公表等、ネット
ワークづくりに向けた取り組みを進める。
・北海道立総合研究機構や北海道医療
福祉産業研究会等と連携して研究に取
り組むとともにセミナーや講演会等を開
催する。

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数 100件以
上／年

◎

【平成28年度】
・学内のシーズ発掘に取り組むととも
に、教員の研究成果の公表等、ネット
ワークづくりに向けた取組を進める。
・北海道立総合研究機構等と連携して
研究に取り組むとともに、セミナーや講
演会等を開催する。

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数 100件以
上／年

◎

・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワークを構築し、新産業創出支援、札幌市
民、北海道民の福祉の向上に向けたサービ
ス・商品・製品の開発支援などの研究や地域
の諸活動への参加などを通じまちづくりに貢献
する。特に大学院の先端的かつ実践的な研究
により、複合的な地域課題の解決に積極的に
取り組む。 Ⅲ

【平成24～26年度】
・学内のシーズ発掘に取り組むために、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）から派遣されている知的
財産アドバイザーが積極的に教員の研究について聞き取り、相談対応を行っている。
・教員の研究成果の公表については「研究成果報告集」を発行した他、「環境広場さっぽろ」「ものづくりテクノフェ
ア」「けんこうフェスタinちゅうおう」及び「ビジネスEXPO」に参加し、本学のブースを展示し、教員の研究成果を紹介
した。
・教員の研究活動や社会貢献活動等の概要を中心とした「研究活動事例集」を発行した。
・「災害」をテーマとしている北海道立総合研究機構の研究者と本学研究者の情報交換会や研究交流会を開催し
た。
・研究成果を紹介し、産学官連携、新規産業の創出支援や製品化へのマッチングをすることを目的として、「SCU産
学官研究交流会」開催し、本学だけではなく産学官連携の研究発表及び教員の研究成果を発表した。

（成果指標の達成状況）
・まちづくりに貢献した事例のうち、地域の委員等への派遣数は125件であった。
・北海道医療福祉産業研究会、HoPE（中小企業家同友会異業種研究会）等を通じてネットワークを構築した。

（成果指標の達成状況）
・まちづくりに貢献した事例数のうち、地域の委員等への派遣数は169件であった。
・北海道医療福祉産業研究会、HoPE（中小企業家同友会異業種研究会）等を通じてネットワークを構築した。

（成果指標の達成状況）
・まちづくりに貢献した事例数について、地域の委員等として教員を派遣した数が225件であった。

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数：100件以上／年
・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワーク構築：26年度

Ⅳ

【平成27年度】
・学内のシーズ発掘に取り組むために、INPIT（独立行政法人工業所有権情報・研修館）から派遣されている知的
財産アドバイザーが積極的に教員の研究について聴き取り、相談対応を行っている。
・教員の研究成果の公表については「研究・活動事例集2014」を発行したほか、教員の研究分野を紹介するため
の「教員研究紹介2014」を発行した。
・「環境広場さっぽろ」や「ものづくりテクノフェア」に参加し、教員の研究成果を紹介した。
・道外（東京開催）展示会の「イノベーションジャパン2015」に初めて参加し、特許申請中案件の紹介を行い、その
後企業との専用実施権契約を締結した。
・学内研究交流会を開催した際、北海道立総合研究機構の研究者の参加も奨励し、研究交流を促進した。
・研究成果を紹介し、産学官連携、新規産業の創出支援や製品化へのマッチングを目的として、「SCU産学官研究
交流会」を開催し、本学だけではなく産学官連携の研究発表及び教員の研究成果を発表した。また、ポスター発表
展示についても本学だけではなく、産学官民から募集し展示を行った。

Ⅳ

【平成28年度】
・「研究・活動事例集」（600部）及び「教員研究紹介」（600部）を発行し、学外関係者へ配布した。
・学外展示会の「環境広場さっぽろ」や「ものづくりテクノフェア」に参加し、教員の研究成果を展示するとともに、研
究・地域貢献活動の紹介など広報活動を行った。
・北海道立総合研究機構から関係者を招聘し、視察研究交流会を実施した（参加者数35名、7月）。
・教職員11名が北海道立総合研究機構（北方総合研究機構、林産試験場）を視察し、各専門研究への理解を深め
た（9月）。
・「SCU産学官研究交流会」を開催し、産学官連携による産業創出等を目的とする共同研究へのマッチングを行っ
た（参加者数97名（学外者71名、本学関係者26名）、11月）。
・指標である「まちづくりに貢献した事例数」のうち、地域の委員等として教員を派遣した数が225件であった。

12 ページ



20

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数：100件以
上

◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・次期中期計画において、指標に関わる実績については、できる限りわかりやす
く集約を行う。
・「研究・活動事例集」「教員研究紹介」は発行した冊子以外にも、ホームページ
上での公開を行っており、ニーズに合わせて使い分けることにより、効果的に活
用できた。
・平成29年度から公式ウェブサイトにCMSを新たに運用し、研究成果の発信を
強化した。

25

（
Ⅳ

）

・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワークを構築し、新産業創出支援、札幌市
民、北海道民の福祉の向上に向けたサービ
ス・商品・製品の開発支援などの研究や地域
の諸活動への参加などを通じまちづくりに貢献
する。特に大学院の先端的かつ実践的な研究
により、複合的な地域課題の解決に積極的に
取り組む。

（成果指標）
・まちづくりに貢献した事例数：100件以上／年
・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネッ
トワーク構築：26年度

（成果指標の達成状況）
・まちづくりに貢献した事例数について、地域の委員等として教員を派遣した数が188件であった。

・まちづくりに貢献した事例数が、平成25年度に比べて、ほぼ倍増し、成果指標
を大幅に上回ったことは高く評価できる。なお、「委員就任等」の実績について
は、件数の増加に伴い、自治体委員、学会委員、非常勤講師等の累計別の件
数等の表を添えて、理解しやすいものとすることが望まれる。また、項目24と25
については、「地域貢献」に関する項目として1項目にまとめることもできるものと
思われるため、今後の中期計画・年度計画の策定に当たっては、項目の設定を
できる限りシンプルにするよう配慮されたい。
・教員の研究成果の公表等の方法について、「研究・活動事例集」「教員研究紹
介」の発行等により広く学外に発信されていることは評価できるが、ホームペー
ジ上でも公開する等による一層の拡大を期待する。
・これまでの実績に鑑み、成果指標の引き上げを期待する。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・学内のシーズ発掘を兼ねて「研究・活動事例集2017」（600部）、「教員研究紹介2017」（600部）を学外関係者に配布した。
・「ものづくりテクノフェア」「けんこうフェスタ」「ビジネスEXPO」「イノベーションジャパン2017」に出展し、教員の研究成果を示
すとともに地域貢献活動の紹介など広報活動を行った。また、「Maching HUB Otaru」において、産業界に向け、本学の地域
産学連携協力依頼制度を周知した。
・地域課題の取組に関する委員会（188件）の委員として教員（延べ200名）を派遣した（年度NO.24再掲）。
・教職員8名が北海道立総合研究機構を視察し、連携した研究に向けて交流を行った。
・「SCU産学官金研究交流会」を開催し、本学関係者37名と学外者83名が参加の上、産学官連携による産業創出等を目的と
する共同研究へのマッチングを行った。

C（検証・課題：Check）
・「研究・活動事例集」と「教員研究紹介」の冊子2種類の編纂を通して学内ニーズの発掘に取り組み、展示会等において来
訪者のニーズに合わせた紹介ができている。
・学外展示会等の参加や北海道立総合研究機構の視察・交流を通して地域産学連携協力依頼が1件あった。また、余市町
主催の地域活性活動に対する補助金の獲得を目指し、企業及び小樽商科大学と連携を開始できたことは、交流の成果であ
る。
・地域の委員等として教員を派遣する数が年々増加しており、まちづくりに貢献する大学として、ネットワークづくりに向けた取
組が図られている。

A（今後の取組：Action）
・シーズ発掘を兼ねて、研究成果や社会貢献活動等の概要を紹介する「研究活動事例集2018」、研究内容を紹介する「教員
研究紹介2018」を発行する。
・学外展示会等において教員の研究成果を紹介する。
・地域の委員等として教員を派遣し、まちづくりに貢献する。
・産学官金連携の強化を図ることを目的に「SCU産学官金研究交流会」を開催し、教員の研究成果を紹介する。特にポス
ターセッションの時間帯を拡大し、交流の更なる活性化を促進する。

【中期計画に関する特記事項】
・産業界及び保健・医療・福祉業界等とのネットワーク構築として、北海道医療福祉産業研究会、HoPE（中小企業家同友会異業種研究会）等を通じたネットワークを平
成26年度に構築した。
・産業界に向け地域産学連携協力依頼制度を積極的に周知した。その結果、毎年度計画の成果指標を大幅に上回ることができた。
・デザイン研究科の地域プロジェクト演習（２年次必修科目）では、先端的かつ実践的な研究により、複合的な地域課題の解決に取り組んだ。

【平成29年度】
・学内のシーズ発掘に取り組むととも
に、教員の研究成果の公表等、ネット
ワークづくりに向けた取組を進める。
・北海道立総合研究機構等と連携して
研究に取り組むとともに、セミナーや講
演会等を開催する。
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中期
NO.

自己
評価

年度
NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

24 Ⅲ

【平成27年度】
・「地（知）の拠点整備事業」及び「産業
界のニーズに対応した教育改善・充実
体制整備事業（テーマＢ）」を活用し、第
二期経営戦略で掲げた「地域創成の核
となる大学づくり（Center of
Community）」を推進するとともに、地域
課題の解決に資するため、他大学と連
携した取り組みを引き続き検討し、将来
的な大学間ネットワークの形成につなげ
ていく。

（成果指標）

【平成28年度】
・これまでの「地（知）の拠点整備事業」
や「産業界のニーズに対応した教育改
善・充実体制整備事業」において連携
した大学や、「地（知）の拠点大学による
地方創生推進事業」により協定を締結し
た大学を中心に、連携した取組を引き
続き検討し、大学間ネットワークの形成
を進める。

（成果指標）

【平成24～26年度】
・文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）」に採択された本学の「ウェルネス×協奏型地域社会の担い
手育成『学び舎』事業」の計画に基づき、デザイン学部と看護学部の学生が、「スタートアップ演習」や「学部連携演
習」において札幌市南区でフィールドワークを行い、少子高齢化が急速に進む地域の現状や課題を学修するため
に、地域の活性化につながる提案を目指して取り組んだ。
・「第７回 SCU まちの教室 公開講座 『真駒内のまちづくりを考える』」では、「市民参加」「大学の関わり」に着目し
ながらヨーロッパの先進事例を紹介し、南区住民を対象とした「健康に関するニーズ調査結果報告会」では、地域
住民のウェルネス向上を図るなど、様々な取組を行った。
・GP（テーマA、B)において、北海道・東北地区の大学とインターンシップを中心に連携し、ネットワーク構築に取り
組んだ。

【平成28年度】
・「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」について、文部科学省による平成28年度評価（中間
評価）として面接評価を受け、他大学との連携状況などこれまでの「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」を説明の
上、大学間ネットワークの形成等を含め意見交換した。
・オホーツク地域創生シンポジウムin北見工大（10月）、「オール北海道雇用創出・若者定着プロジェクト」シンポジウ
ム in Chitose（3月）に参加した。

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

・大学間連携協定に基づく大学間ネットワーク
を形成し、単位互換や共同研究の実施に向け
て取り組む。特に異分野の大学との連携を進
める。

Ⅲ

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標）
・連携協定締結大学：２校／中期目標期間中

Ⅲ

【平成27年度】
・「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」について、まこまる（旧真駒内緑小学校）内に地域活動拠点としてのCOC
キャンパス「まちの学校」を開設し、公開講座の実施や談話室・健康応援室の開室など、地域住民を対象とした
様々な地域貢献活動を行った。
・COC事業の発展型である「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」に協力校として参加する
こととし、代表校の室蘭工業大学のほか小樽商科大学、稚内北星学園大学と連携協定を締結した。
・「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業（テーマＢ）」について、インターンシップのマッチング・
イベント「SUMMER JOB FESTA」やインターンシップ等実務者研修会への参加など、道内5大学（幹事校：小樽商
科大学）が連携して取り組んだ。

Ⅲ
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24

【平成29年度】
・これまでの「地（知）の拠点整備事業」
や「産業界のニーズに対応した教育改
善・充実体制整備事業」において連携
した大学や、「地（知）の拠点大学による
地方創生推進事業」により連携協定を
締結した大学を中心に引き続き連携し、
大学間ネットワークの形成を進める。

（成果指標）
・連携協定締結大学によるシンポジウム
等への参加

◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・特にCOC+を通して連携協定締結大学とのネットワークが形成できた。

・大学間連携協定に基づく大学間ネットワーク
を形成し、単位互換や共同研究の実施に向け
て取り組む。特に異分野の大学との連携を進
める。

【中期計画に関する特記事項】
・COC+を通して連携協定締結大学（室蘭工業大学、小樽商科大学、稚内北星学園大学）とのネットワークが形成できた。

32

（
Ⅲ

）

・COC事業が着実に成果を積み上げ、また、大学間ネットワークの形成に進展
がみられたことは評価できる。

（成果指標の達成状況）
・COC+の連携協定締結大学等によるシンポジウムに参加した（3月）。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）について、代表校である室蘭工業大学からの定期的なメー
ル配信により、連携協定締結大学等の活動状況を共有した。
・室蘭工業大学で開催された「COC+コンソーシアム教育プログラム開発委員会」において、本学の地（知）の拠点
整備事業（COC）を説明し、意見交換を行った。
・小樽商科大学で開催された「COC/COC+北海道合同会議」に参加し、連携協定締結大学等の教育実務担当者
24名と意見交換を行った。
・小樽商科大学が主催（本学及び北海道COC+コンソーシアムが後援）した大学や高等専門学校等と企業等との
マッチングイベント「Matching HUB Otaru 2017」に参加し、連携協定締結大学を含め意見交換を行った。
・旭川工業高等専門学校が主催（旭川市及び北海道COC+コンソーシアムが共催）したシンポジウムに参加した。

C（検証・課題：Check）
・今後も様々な機会を捉えて参加し、大学間ネットワークの形成を進めるとともに、具体的な取組につながるよう深
化させる必要がある。

A（今後の取組：Action）
・引き続き、連携協定締結大学との交流を通して大学間ネットワークの形成に努める。

15 ページ



中期
NO.

自己
評価

年度
NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

◎

【平成27年度】
・平成27年度末に、市派遣職員を１名
減員し、それに伴う職員の採用を行う。

（成果指標）
・札幌市派遣職員の引揚げ　1名/年 ◎

【平成28年度】
・平成28年度末に、市派遣職員を1名減
員し、プロパー職員1名を採用する。

（成果指標）
・札幌市派遣職員の引揚げ　1名/年 ◎

【平成29年度】
・平成29年4月1日付で1名、市派遣職
員を減員しプロパー職員を補充採用す
る。

（成果指標）
・札幌市派遣職員の引揚げ：1名 ◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

28

（成果指標）
・札幌市派遣職員の引揚げ：１名／年

Ⅲ

【平成27年度】
・平成27年度末に、札幌市派遣職員1名（部長職）の減員を行った。
・札幌市派遣職員の減員に伴い、期限付き職員1名の採用を決定した。

Ⅲ

【平成28年度】
・市派遣職員（課長職1名）の引揚げ及びプロパー職員1名の退職補充に伴い、期限付き職員2名の採用を決定し
た。

36

Ⅲ
Ⅲ

【平成24～26年度】
・札幌市派遣職員を毎年1名ずつ引揚げを実施した。
・派遣職員の引揚げに伴って減ずる職員数について、計画通りに採用している。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

・札幌市派遣職員を計画的に引き揚げることと
し、引き揚げ分はプロパー職員の計画的な採
用で補う体制とする。

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・平成29年4月1日付けで市派遣職員1名を引揚げた。
・平成29年4月1日付けでプロパー職員2名（市派遣職員の引揚げに伴う補充採用1名、プロパー職員の中途退職
による補充採用1名）を採用した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・プロパー職員について次期中期計画において平成30年度から平成32年度までの間に1名増員となったが、その
一方、32年度末をもって退職する1名の補充採用を行わない見込みとなっていることから、引き続き札幌市に33年
度以降の増員を求める必要がある。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・増員予定であるプロパー職員1名の採用時期を決定し、手続きを進める。

【中期計画に関する特記事項】
・なし

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

（成果指標の達成状況）
・計画どおり派遣職員の引揚げが行われ、それに伴う期限付職員の採用を行った。

（成果指標の達成状況）
・部長職1名の減員を行った。

（成果指標の達成状況）
・市派遣職員（課長職１名）の引揚げを決定した（平成29年4月で１名減）。

（成果指標の達成状況）
・市派遣職員（課長職1名）の引き上げを行った。

（
Ⅲ

）
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中期
NO.

自己
評価

年度
NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

29 Ⅲ

◎

【平成27年度】
・平成24年度に策定した人材育成基本
方針に基づき、研修受講機会を適切に
提供する。
・研修受講履歴等を活用し、管理職から
職員のスキルに合わせた研修受講の勧
奨を行う。
・平成25年度に始めた研修成果発表会
を継続して開催し、研修受講者が研修
成果を自ら振り返る機会を設けるととも
に、他の事務局職員へのフィードバック
を行う。

（成果指標）

【平成28年度】
・各職員の研修受講歴を考慮しつつ、
人材育成基本方針に基づき、研修受講
機会を適切に提供する。
・プロパー職員が、直接、市所管部局職
員との事務折衝や情報・意見交換を行
う機会を増やしていくことなどを通して、
市派遣職員の減員に応じたプロパー職
員の育成に努める。

（成果指標）

（成果指標）
・人材育成基本方針策定：24年度

Ⅲ

【平成27年度】
・人材育成基本方針に基づき、受講可能研修一覧を策定し、職員に研修機会を提供するとともに受講の勧奨を行
い、延べ20名の職員が、クレーム対応やプレゼンテーション、マネジメント等の研修を受講した。
・研修受講者3名による成果報告をスタッフブログに掲載することにより、他職員への研修成果のフィードバックを
行った。

Ⅲ

【平成28年度】
・人材育成基本方針に基づき、受講可能研修一覧を策定し、職員に研修機会を提供するとともに受講の勧奨を
行った。
・札幌市政策企画部との合同勉強会を開催し（5月・10月）、プロパー職員と市所管部局職員との情報・意見交換を
行った。

・人材育成基本方針を策定し、ＳＤ等によるプ
ロパー職員育成を計画的、体系的に行う。

（成果指標の達成状況）
人材育成基本方針を平成25年２月に策定した。

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

Ⅲ

【平成24～26年度】
・平成25年2月に人材育成基本方針を策定し、「事務局職員向け研修一覧」を作成して職員に配布・周知し、職員
に積極的な研修への参加を勧奨した。
・本学、札幌市芸術文化財団および札幌国際プラザの3団体合同による職員研修「アサーティブコミュニケーション
研修」を実施したほか、文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐（兼）公立大学専門官を招き、「公立大学を
取り巻く社会環境について」のSD研修会を実施した。
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【平成29年度】＜重点取組事項＞
・各職員の研修受講歴を考慮しつつ、
人材育成基本方針に基づき、研修受講
機会を適切に提供する。
・プロパー職員が、直接、札幌市所管部
局職員との事務折衝や情報・意見交換
を行う機会を増やしていくことなどを通し
て、市派遣職員の減員に応じたプロ
パー職員の育成に努める。

（成果指標）

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

【中期計画に関する特記事項】
・平成24年度に人材育成基本方針を策定した。また、本方針と合わせて、より実践的な研修を実施するための研修体系を取りまとめ、職員の研修受講歴を管理すると
ともに計画的な研修の実施を図り、研修の機会を適切に提供した。

（
Ⅲ

）

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・人材育成基本方針に基づき受講可能研修一覧を策定し、職員に研修機会を提供するとともに受講の勧奨を行っ
た。
・プロパー職員が大学の中期計画策定事務などについて札幌市所管部局との事務折衝や情報・意見交換を行う
機会を増やした。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・前年比で研修メニューは2件の増、受講者は1名の増（16件の研修に、延べ45名が参加）となっており、受講機会
の充実が図られている。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・各職員の研修受講履歴及び業務状況を踏まえ、引き続き研修受講の勧奨を行う。
・新入職員や異動職員を対象としたOJTを継続的に行うなど、プロパー職員の育成を推進する。

（成果指標の達成状況）

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

37
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中期
NO.

自己
評価

年度
NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

32 Ⅲ

◎

【平成27年度】
・大学ウェブサイトのリニューアルを行
い、学内情報の共有促進や学内外への
情報発信力を強化するなど、広報戦略
の行動計画に基づき広報の充実に引き
続き取り組む。

（成果指標）

【平成28年度】
・リニューアル後の大学ウェブサイトを適
切に管理・運営するとともに、よりよいサ
イトを目指し適宜更新・改良する。また、
学内情報の共有促進や学内外への情
報発信力を強化するなど、広報戦略の
行動計画に基づき広報の充実に引き続
き取り組む。

（成果指標）

32

【平成29年度】
・大学ウェブサイトを適切に管理・運営
するとともに、コンテンツ・マネジメント・
システム（CMS）を活用するなど積極的
な情報発信を行う。また、学内情報の共
有促進や学内外への戦略的な情報発
信力の強化など、広報戦略に基づき広
報活動の充実に引き続き取り組む。

（
Ⅲ

）

【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・広報室の運営効率化を図るため、公式ウェブサイトの改良や大学パンフレット等の制作実務を担当する広報制作
チームを設置した。
・公式ウェブサイトについて、CMSを活用し、大学の様々な取組を情報発信した。また、障がい者や高齢者を含む
誰もが支障なく利用できるサイトを目指すウェブアクセシビリティについて、JIS規格（JIS X 8341-3:2016）に適合す
るよう公式ウェブサイトの改修を行った。
・2019大学パンフレットについて、これまでなかった英語版を制作した。
・メディア展開について、北海道新聞の全15段広告やテレビ欄横広告の掲載、道新プラザDO-BOXにおける教員
の研究成果展示会の開催、ラジオ「AIR-G'」のスポット広告40本や学生の番組出演など、広報活動を行った。
・事務局各課メンバーで構成する事務局内広報チームが、広報戦略カレンダーに情報を集約し、イントラサイトにて
毎月配信の上、学内情報の共有促進を図った。

C（検証・課題：Check）
・公式ウェブサイトについて、アクセスが集中すると閲覧しにくくなる事象があることから、今後の対応策を検討する
必要がある。
・大学の認知度を向上させるため、多岐に渡るメディアを活用した広報活動を継続的かつ効率的に行う必要があ
る。

A（今後の取組：Action）
・公式ウェブサイトについて、誰もが支障なく見やすいサイトを目指し、関係者と連携しながら改善を図る。
・大学の認知度を向上させるため、メディアを活用した広報活動を継続的に行うとともに、積極的なプレスリリースを
行う。

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

・受験生向け、産業界及び保健・医療・福祉業
界向け、市民向けの広報戦略を作成し、情報
を収集、蓄積、分析し、学内外へ発信する。

Ⅲ

【平成24～26年度】
・先進事例調査、学内委員会等への聴き取り調査やアンケート、学外見識者との意見交換（2回）等を実施した上
で、平成26年３月に「広報戦略」及び「実行計画」を策定した。
・平成26年4月に広報室を設置し、広報戦略・行動計画に基づいた取組を進めた。
・パンフレットの制作、大学のキャッチコピーの公募・選定及び活用などを行ったほか、学生を公募し、学生広報誌
を発行した。
・各課メンバーで構成される事務局内広報チームにおいて情報を集約し、月1回の広報戦略カレンダーの学内配
信を行うなど、学内の情報収集および発信のしくみを整えた。
・広報室に実務を担うワーキンググループを設置し、具体的な検討を行った。

（成果指標の達成状況）
・平成25年度に広報戦略を策定した。

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

40

Ⅲ

【平成28年度】
・広報室に大学広報全般を所管する広報企画部門と、公式ウェブサイトや大学案内等を所管する広報制作部門を
設置し、それぞれ定例的に部門会議を開催の上、広報の充実に取り組んだ。
・公式ウェブサイトについて、新着情報の更新等を含め適切に管理・運営するとともに、サイトマップやデザイン等を
適宜改良した。
・学内情報の共有を促進するため、事務局各課メンバーで構成する事務局内広報チームが、広報戦略カレンダー
に情報を集約し、イントラサイトにて毎月配信した。
・学内外への情報発信力を強化する一環として、本学の特長である「D×N」について、学外者が理解しやすく、教
職員もわかりやすく的確に説明するための方策を検討した。

（成果指標）
・広報戦略の策定：25年度

Ⅲ

【平成27年度】
・大学ウェブサイトのリニューアルについて、サイトマップやデザインなど幅広く検討のうえ、3月に公開した。
・2016大学案内を発行するとともに、2017大学案内の企画・編集・制作を行った。
・学生スタッフが手掛ける学生広報について、編集会議をサポートし、インタビュー記事をウェブサイトに掲載した。
・事務局各課メンバーで構成する事務局内広報チームにおいて、広報戦略カレンダーに情報を集約し、スタッフブ
ログにて毎月学内配信した。

・受験生向け、産業界及び保健・医療・福祉業
界向け、市民向けの広報戦略を作成し、情報
を収集、蓄積、分析し、学内外へ発信する。

（成果指標）
・広報戦略の策定：25年度
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（成果指標）
・大学ウェブサイトアクセス数：30万アク
セス

○

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・広報活動の実効性をより担保できるようにするため、第三期中期計画では成果
指標として「本学の認知度」「公式ウェブサイトへのアクセス数」「プレスリリース
数」を設定した。

・大学ウェブサイトの管理・運営面について、広報戦略の行動計画に基づき、広
報の充実に取り組んでいることは評価できる。
・今後は、広報活動の実効性をより担保できるようにするため、何らかの客観的
な数値による成果指標の設定がなされることを期待する。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

（成果指標の達成状況）
・大学ウェブサイトアクセス数：28万7,847アクセス

【中期計画に関する特記事項】
・なし
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中期
NO.

自己
評価

年度
NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

33 Ⅳ

◎

【平成27年度】
・科学研究費補助金を含む外部資金の
募集情報に関して、e-Radなどの情報提
供手段を教員に対して周知する。

（成果指標）
・教員向け情報提供 年3回実施 ◎

【平成28年度】
・外部資金の募集情報について、e-Rad
などの情報提供サービスを用いて教員
に周知する。

（成果指標）
・教員向け情報提供 年3回実施 ◎

【平成29年度】
・外部資金の募集情報について、e-Rad
などの情報提供サービスを用いて教員
に周知する。

（成果指標）
・教員向け情報提供：3回 ◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

（成果指標）
・外部資金の獲得額：中期計画予算達成（第
一期比10％増）

Ⅲ

【平成27年度】
・外部資金の獲得を促進するため、教員にe-Radなどの情報を電子メールで、平成27年度中に3回（7月、1月、3
月）提供した。
・科学研究費助成事業を含む外部資金及び助成金等の募集情報82件（平成26年度79件）を教職員用学内ホーム
ページ（スタッフブログ）に掲載し、学内に情報提供した。

Ⅲ

【平成28年度】
・外部資金の獲得を促進するため、教員に府省共通研究開発管理システム（e-Rad）などの情報を電子メールによ
り提供した（7月、10月、3月）。
・科学研究費助成事業を含む外部資金の募集情報55件をイントラサイトに掲載し、学内に情報提供した。
・掲載した募集情報のうち札幌市都市政策研究事業について、事務局が教員の各研究分野を踏まえてマッチング
を行い、5件が申請となった。

41

（
Ⅲ

）

・外部資金の募集情報の提供及び申請支援
策を強化し、外部資金の獲得額を増加させ
る。

Ⅲ
（成果指標の達成状況）
・教員向け情報提供:年3回実施

（成果指標の達成状況）
・教員向け情報提供 年3回実施

（成果指標の達成状況）
・教員向け情報提供：3回

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【平成24～26年度】
・各年度において、外部資金の獲得を促進するため、教員にe-Radなどの情報を電子メールで提供した。
・科学研究費助成事業を含む外部資金ならびに助成金等の募集情報を教職員用学内ホームページ（スタッフブロ
グ）に掲載し、学内に情報提供した。

【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・府省共通研究開発管理システム「e-Rad」にて募集中の外部資金情報について、イントラサイトにリンクを掲載の
上、教員に3回周知した。
・科学研究費助成事業を含む外部資金の募集情報85件をイントラサイトに掲載した。

C（検証・課題：Check）
・外部資金に関する情報提供を行った結果、2件の応募があったが、いずれも不採択であった。
・教員向け情報提供は適切に行われている。

A（今後の取組：Action）
・外部資金の獲得に向け、教員にe-Radなどの情報を引き続き周知するとともに、募集情報等を提供する。

（成果指標の達成状況）
・教員向け情報提供 年3回実施

第二期中期計画 実施結果・判断理由等
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33

【平成27年度】
・科学研究費補助金の申請支援の強化
策として、引き続き、以下の支援策を展
開する。
-科学研究費補助金採択者の了承を得
た申請書の公開
-原則全教員が参加する教員会議の場
等を活用した申請の促進
-事務局内の科学研究費補助金申請支
援担当者による申請書の確認
-科学研究費補助金獲得に向けたセミ
ナーの実施

（成果指標）

【平成28年度】
・科学研究費補助金の申請支援の強化
策として、引き続き、以下の支援策を展
開する。
-科学研究費補助金採択者の了承を得
た申請書の公開
-原則全教員が参加する教員会議の場
等を活用した申請の促進
-事務局内の科学研究費補助金申請支
援担当者による申請書の確認
-科学研究費補助金獲得に向けたセミ
ナーの実施

（成果指標）

・外部資金の募集情報の提供及び申請支援
策を強化し、外部資金の獲得額を増加させ
る。

Ⅲ

【平成24～26年度】
 ・新任の教員等を対象とした文部科学省「科学研究費助成事業（研究活動スタート支援）」について、該当者に周
知し、申請を促した。
・科学研究費助成事業（科研費）への応募を促すため、公募要領や申請期限等の情報を教職員用学内ホーム
ページ（スタッフブログ）に掲載するなどの情報提供したほか、科研費獲得・申請率向上に向けたセミナー、学長か
らの働きかけや科研費申請について解説するＤＶＤ視聴の機会を設け、申請を促した。
・申請書類は事務局内の科学研究費補助金申請支援担当が内容を確認し、記載方法・内容等について支援し
た。また、科研採択者からの助言を促し、教員同士の学びを促進した。
・過去の採択課題のうち研究代表者から了解が得られた申請書を、閲覧希望者に貸与した。

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標）
・外部資金の獲得額：中期計画予算達成（第
一期比10％増）

Ⅲ

【平成27年度】
・新任の教員等を対象とした「科学研究費助成事業（研究活動スタート支援）」について、該当者に周知し、申請を
促した。
・科研費の公募情報についてスタッフブログにて周知した。
・9月に文部科学省が開催した科研費の公募説明会について、学内に周知した。
・平成26年度未応募の教員を対象に、科研費採択者の教員3名を講師とした勉強会を9月に開催した。
・勉強会の様子をDVDに記録し、希望者に貸与する体制を整え、3名に貸与した。
・10月に科研費の公募について教員に対して再度メール周知を行った。
・過去採択者の研究計画書を貸与した（37件分、7名に貸し出し）。
・申請書類は、事務局内の科学研究費助成事業申請支援担当者が内容を確認し、記載方法等について支援し
た。また、科研費採択者からの助言を促し、教員同志の学びを促進した。

Ⅲ

【平成28年度】
・新任の教員等を対象とした「科学研究費助成事業（研究活動スタート支援）」について、該当者に周知し、申請を
促した。
・科研費の公募情報についてイントラサイトにて周知するとともに、教員にメールにて再度周知した。
・文部科学省が開催した科研費の公募説明会について、学内に周知した（9月）。
・科研費採択者の教員を講師とした科研費勉強会を開催した（9月）。勉強会の様子をDVDに記録し、希望者11名
に貸与した。
・過去採択者の研究計画書を17名に貸与した。
・事務局内の科学研究費補助金申請支援担当者が申請書類の内容を確認し、記載方法等について支援した。

（成果指標の達成状況）
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33

【平成29年度】＜重点取組事項＞
・科学研究費助成金（科研費）の申請支
援の強化策として、引き続き、以下の支
援策を展開する。
①科研費採択者の了承を得た申請書
の公開
②原則全教員が参加する教員会議の
場等を活用した申請の促進
③事務局内の科研費申請支援担当者
による申請書の確認
④科研費獲得に向けたセミナーの実施

（成果指標）
・申請支援強化策（①～④）の実施：各1
件

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

42

（
Ⅲ

）

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・過去採択者の研究計画書の公開を行い、希望者9名に貸与した。
・新任の教員等を対象とした「科学研究費助成事業（研究活動スタート支援）」について周知し、申請を促した。
・科研費の公募情報についてイントラサイト及びメールにて教員に周知した。
・文部科学省が開催する科研費の公募説明会について、学内に周知した。
・学長から教授会前に全教員に対して科研費の応募を奨励した。
・事務局内の科研費申請支援担当者が申請書類の内容を確認し、記載方法等について支援した。
・科研費採択者の教員を講師とした科研費勉強会（セミナー）を開催した。また、勉強会の様子をDVDに記録し、希
望者25名に貸与した。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）
・申請支援強化策（①～④）について、適切に提供されていることを確認した。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・教員の学習会等、新規申請及び継続申請の支援を継続する。

【中期計画に関する特記事項】
・科研費の申請支援を中心に外部研究資金の獲得を図った結果、第二期中期計画期間に獲得した外部研究資金は321,307千円（第一期中期計画期間186,888千
円、71.9％増）となり、成果指標を大幅に上回った。

（成果指標の達成状況）
・申請支援強化策（①～④）の実施：各1件

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

・外部資金の募集情報の提供及び申請支援
策を強化し、外部資金の獲得額を増加させ
る。

（成果指標）
・外部資金の獲得額：中期計画予算達成（第
一期比10％増）
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中期
NO.

自己
評価

年度
NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

34 Ⅳ

【平成27年度】
・寄附金等を活用した基金について、指
標である平成28年度の設置に向けて継
続して検討を行う。

（成果指標）

【平成28年度】
・寄附金等を活用した修学支援基金（開
学10周年記念基金）について、多くの
賛同が得られるよう募集活動を展開す
る。
・設置された「KANAえる基金」につい
て、適切かつ効果的な運用を図るた
め、実施要領等を検討のうえ、速やかに
活用できるよう体制を整える。
（成果指標）

【平成29年度】
・修学支援基金（開学10周年記念基金）
について、ウェブサイト等により寄附の
募集活動を展開する。
・「KANAえる基金」の適切かつ効果的
な運用を図るため、実情に応じて実施
要領等の見直しを適宜行う。

（成果指標）

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・修学支援基金は別名「開学10周年記念基金」であり、記念式典に併せて寄附
の募集活動を積極的に行ったが、継続的な募集活動は今後の課題であり、卒
業生や市民、企業などさまざまなルートの開拓など効果的な方法を検討する。

・教育・研究環境の充実にかかる基金の設置
など、自主財源の充実に向けた取り組みを推
進する。 Ⅲ

（成果指標）
・基金の設置：28年度

Ⅳ

【平成27年度】
・開学10周年の記念として、災害等により修学継続が一時的に困難となった学生に対する支援を行う「修学支援基
金」を設置した。
・看護系の寄附金を原資に、看護学に関わる教育研究活動の充実や人材育成を通じた社会貢献等を図る「KANA
える基金」を設置した。

Ⅳ

【平成28年度】
・修学支援基金について、開学10周年記念式典の案内に併せて寄附を依頼した。また、公式ウェブサイトに基金の
概要を掲載し、広く寄附を呼び掛けた。
・「KANAえる基金」における助成事業の公募要領を策定し、看護学部教員に周知した。また、審査区分A（教育研
究費・活動経費）については1件を採択し、審査区分B（その他）については随時応募を受け付けた。

43

（
Ⅲ

）

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

【中期計画に関する特記事項】
・学生の修学支援に係る修学支援基金、看護学部教員の教育・研究の充実に係るKANAえる基金について、成果指標を１年前倒して平成27年度に設置した。

（成果指標の達成状況）

・開学10周年記念式典に付随し、効果的に寄附金を集めることができたが、この
ような特殊事情が生じない場合でも、継続的に寄附金が集まり、基金が長期的
に維持され、適切な運用が図られることを期待する。
・単年度寄附のみならず、複数年度にわたる寄附を呼び掛けるような取組みに
ついても、検討の余地があるものと考える。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【平成24～26年度】
・学内基金制度設置の根拠となる規程類の整備を行った。さらに、この根拠規程類の整備を受けて、平成23年度に
研究支援目的で受け入れた寄附金を原資として、寄附者の名を冠した「田村ＩＣＴ基金」を設置し、本基金を活用し
て研究を実施した。

（成果指標の達成状況）

【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・修学支援基金について、公式ウェブサイトに基金の趣旨や目的等を掲載し、広く寄附を呼び掛けた。
・「KANAえる基金」の適切かつ効果的な運用を図るため、看護学部内で聞き取りを行った。

C（検証・課題：Check）
・修学支援基金について、寄附の申込みがあった場合、手続きをわかりやすく説明するとともに、迅速に進める必
要がある。
・「KANAえる基金」に関する聞き取りを行った結果、区分内容がわかりにくいことが判明したため、審査委員会にて
区分Aを「教育研究活動等の教育研究費」、区分Bを「社会貢献活動等の事業経費」に表現を改めた。また、区分A
の公募を年2回に増やし応募数の増加を図ることとした。

A（今後の取組：Action）
・修学支援基金について、引き続き広く寄附を呼び掛けるとともに、寄附の申込みがあった場合には適切に対応す
る。
・改訂した公募要領により「KANAえる基金」の公募を行う。
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NO.

自己
評価
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NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

35 Ⅳ

【平成27年度】
・引き続き、教育経費、教育研究支援経
費、一般管理費について、その執行の
際に義務的経費の抑制に努め、捻出さ
れた経費を優先度の高い事業等へ充
当する。

（成果指標）

【平成28年度】
・予算シーリングへの対応や戦略的な
経費の確保に向けて、非常勤職員等人
件費、施設管理経費、印刷製本費等の
削減を図る。
・決算見込みを基に、適正な予算の執
行管理を行う。

（成果指標）

（成果指標）
・一般管理費からの経費捻出額：6年間累計
1,000万円

Ⅲ

【平成27年度】
・事務局職員の時間外労働の縮減による時間外勤務手当の削減をはじめ、義務的経費（消耗品費、備品購入費、
印刷製本費、光熱水費等）の抑制を図った。
・経営会議において予算執行管理のため決算見込みの分析等を行った。

Ⅲ

【平成28年度】
・戦略的な経費の確保に向けて経費節減に努めた結果、2,000万円を捻出し、両キャンパスの安全対策・教育研究
備品等の整備費用として活用した。なお、予算シーリングは実施されなかった。
・決算見込みにおいて節減が見込まれた予算について、必要な教育研究備品等の購入に充当し、適正な予算執
行を行った。

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

・学内諸経費の支出状況の検証を通じ、管理
的経費の抑制に努めることで、戦略的な経費
を生み出す。

Ⅲ

【平成24～26年度】
・事務局職員の時間外勤務の縮減や事務用品の購入など、教育経費、教育研究支援経費、一般管理費の中の義
務的経費の抑制を行った。
・基幹ネットワークシステムの更新に伴い、リース費用が約65万円（月額）減額となり、第二期中期計画終了年度の
平成29年度までの約3年半（平成26年11月～平成30年3月）で約2,681万円の経費を削減できることとなった。

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）
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35

【平成29年度】
・戦略的な経費の確保に向けて、施設
管理経費、印刷製本費等の削減を図
る。
・決算見込みを基に、適正な予算の執
行管理を行う。

（成果指標）

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応
・必要な項目に必要な予算を配分できるよう札幌市と予算査定の方法について
継続的に協議していく。

44
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Ⅲ

）

【平成29年度】
Ｄ（実施状況：Do）
・引き続き戦略的な経費の確保に向けて、事務局職員の時間外労働の縮減をはじめ経費節減に努めた結果、
2,900万円を捻出し、両キャンパスの安全対策・教育研究備品等の整備費用として活用した。
・決算見込みを活用し、適正な予算の執行管理を行った。

Ｃ（検証・課題：Ｃｈｅｃｋ）　※平成28年度と平成29年度の額を比較
H29.4～Ｈ30.3月　117,146千円（時間外手当 19,915千円、消耗品・備品・印刷製本費　13,697千円、光熱水費
83,534千円）
H28.4～Ｈ29.3月　119,335千円（時間外手当 26,121千円、消耗品・備品・印刷製本費17,206千円、光熱水費
76,008千円）
・光熱水費については前年度比増となった。外壁工事及び原油価格等の燃料単価の上昇が要因である。

Ａ（今後の取組：Ａｃｔｉｏｎ)
・光熱水費については、節電期間を設けるなど抑制に努めたが、施設の改修工事による使用量の増加や燃料単価
の上昇により十分な成果が得られなかったため、電気事業者の変更なども視野に入れながら引き続き検討してい
く。
・平成30年度以降についても年度途中における決算見込みなどを活用し、経費の管理、抑制に努める。

（成果指標の達成状況）

・経費節減努力の結果、戦略的な経費が確保されている現状は理解できるが、
本来は、当初予算編成段階において、必要な項目に必要な予算を配分するこ
とが望ましい。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【中期計画に関する特記事項】
・一般管理費の抑制に努めたことにより、予算対比で6年間累計115百万円の経費を捻出した。業務の効率化やリース契約の見直し等により、削減できた部分も大きい
が、平成27年度以降、光熱水費については燃料単価の大幅な変動により、予算との乖離が生じていることも影響している。なお、平成30年度予算については、直近3
か年の決算平均額をもって予算査定がされているため、予算との乖離は縮小する見込みである。

・学内諸経費の支出状況の検証を通じ、管理
的経費の抑制に努めることで、戦略的な経費
を生み出す。

（成果指標）
・一般管理費からの経費捻出額：6年間累計
1,000万円
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NO.
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NO.

年度計画
Ｐ（計画：Plan）

評価
結果

36 Ⅳ

【平成27年度】
・マネジメントサイクルに基づく自己点
検・評価を実施し、半期（中期計画大項
目第４、第５、第７にかかる計画は四半
期ごと）の年度計画の進捗管理を行う。

（成果指標）

【平成28年度】
・マネジメントサイクルに基づく自己点
検・評価を実施し、半期（中期計画大項
目第4、第5、第7にかかる計画は四半期
ごと）の年度計画の進捗管理を行うとと
もに、学内に適時適切なフィードバック
を行う。

（成果指標）

【平成29年度】
・PDCAサイクルに基づく自己点検・評
価を実施し、半期（中期計画大項目第
4、第5、第7に係る計画は四半期）ごと
の年度計画の進捗管理を行うとともに、
学内に適時適切なフィードバックを行
う。

（成果指標）
・年度計画の進捗管理：半期ごと（中期
計画大項目第4、第5、第7に係る計画は
四半期ごと）

◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

第二期中期計画 実施結果・判断理由等

・マネジメントサイクルによる自己点検・評価を
適切に実施し、次回の認証評価に向けた準備
を進めるとともに、認証評価等の結果を適宜大
学運営に反映していく。
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）

【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・平成29年度年度計画について、PDCAマネジメントサイクルに基づく自己点検・評価を半期ごと（中期計画大項目
第4、5、7に係る計画（21小項目）は四半期ごと）に実施した。点検結果は学内に速やかにフィードバックし、年度計
画の各取組を着実に達成するよう促した。

C（検証・課題：Check）
・PDCAマネジメントサイクルに基づく自己点検・評価が学内に浸透し、各学内委員会等において適切な進捗管理
が行われている。

A（今後の取組：Action）
・PDCAマネジメントサイクルに基づく自己点検・評価を適切に実施する。

Ⅲ

【平成24～26年度】
・自己点検・評価委員会において、年度始めに四半期及び半期ごとの点検項目について決定し、担当部署へ周知
した。また、それらについて、年度計画の進捗状況を半期（中期計画の大項目のうち、第4、第5、第7にかかる項目
は四半期）ごとに学内委員会等から報告を受け、各項目の進捗状況の点検を行った。点検結果については今後の
取組に反映できるよう学内にフィードバックするとともに、取組が遅れている項目については、担当の学内委員会等
に対して早急に取組を進めるよう働きかけを行った。

（成果指標）
・半期ごとの年度計画進捗管理（中期計画大
項目第４、第５、第７にかかる計画は四半期ご
と）

Ⅲ

【平成27年度】
・自己点検・評価委員会を開催し、平成27年度年度計画のうち中期計画の大項目第4、5、7にかかる計画（21小項
目）については四半期ごと、その他は半期ごとに進捗状況の点検を行った。点検結果については学内にフィード
バックし、年度計画の着実な達成に向けて活かすよう周知するとともに、今後着手する予定の項目については、遅
れることのないよう担当の学内委員会等に対して働き掛けを行った。

Ⅲ

【平成28年度】
・第二期中期計画の指標のとおり、平成28年度年度計画について半期ごと（中期計画大項目第4、5、7に係る計画
（21小項目）は四半期ごと）に、PDCAマネジメントサイクルに基づく自己点検・評価を実施した。点検結果について
は、速やかに学内にフィードバックし、年度計画の各取組を着実に達成するよう促した。

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）

（成果指標の達成状況）
・年度計画の進捗管理を半期ごと（中期計画大項目第4、第5、第7に係る計画は四半期ごと）に実施した。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等
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36

【平成27年度】
・札幌市地方独立行政法人評価委員会
の評価結果を受け、改善が必要な事項
については、適宜大学運営に反映させ
る。

（成果指標）

【平成28年度】
・札幌市地方独立行政法人評価委員会
の評価結果を受け、改善が必要な事項
については、適宜大学運営に反映させ
る。

（成果指標）

【平成29年度】
・札幌市地方独立行政法人評価委員会
の評価結果を踏まえ、改善が必要な事
項については、適宜大学運営に反映す
る。

（成果指標）

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

46
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【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・平成28年度の業務実績に関する札幌市地方独立行政法人評価委員会の評価結果は、56項目全てⅢ評価以上
であり、Ⅳ評価は10項目であった。受領後、教授会等において速やかに学内共有を図り、平成29年度計画の各取
組に適宜反映するよう周知した。
・平成28年度評価委員会からの指摘を受けて項目ごとに成果指標を設定した。

C（検証・課題：Check）
・評価内容を各取組に反映することにより、PDCAマネジメントサイクルによる改善が図られている。
・成果指標の評価区分を数値によるものと数値以外の指標に分けて評価することで、達成状況を意識した明瞭な
記述になっている。

A（今後の取組：Action）
・成果指標に基づく適切で客観的な評価結果を、適宜大学運営に反映し取り組む。

（成果指標の達成状況）

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

・マネジメントサイクルによる自己点検・評価を
適切に実施し、次回の認証評価に向けた準備
を進めるとともに、認証評価等の結果を適宜大
学運営に反映していく。

Ⅲ

【平成24～26年度】
・平成23年度に受審した認証評価における指摘事項（努力課題）については、平成24年3月修了予定者向けの学
位（修士）申請の手引きにおいて、デザイン研究科の学位論文審査基準を学生に明示するとともに、平成24年度に
学部・研究科において、平成25年度に助産学専攻科においてそれぞれディプロマポリシーを策定した。
・平成24年度年度計画の法人評価の結果を受けて、ＦＤ委員会においてＦＤマップの作成に取り組んだ。
・平成25年度年度計画の法人評価の結果を受けて、評価委員会から指摘があったＦＤの開催件数に関する指標の
見直し等を次年度の年度計画に反映させた。

（成果指標の達成状況）

（成果指標）
・半期ごとの年度計画進捗管理（中期計画大
項目第４、第５、第７にかかる計画は四半期ご
と）

Ⅲ

【平成27年度】
・平成26年度年度計画に対する札幌市地方独立行政法人評価委員会の評価結果を踏まえて、平成27年度年度
計画の各取組に適宜反映させるよう周知した。

（成果指標の達成状況）

Ⅲ

【平成28年度】
・平成27年度の業務実績に関する札幌市地方独立行政法人評価委員会の評価結果について、受領後、教授会
等において速やかに学内共有を図り、各取組に適宜反映するよう周知した。
・評価結果については、Ⅳ評価の項目が開学以来最も多かったが、今後は項目ごとに成果指標を設定すべきなど
の意見が付されたことから、平成29年度年度計画への反映を検討した。

（成果指標の達成状況）
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【平成27年度】
・自己点検・評価委員会は、認証評価
機関の評価項目及び評価基準に基づ
き、次回の認証評価の実施に向け必要
な資料を作成、蓄積する。

（成果指標）

【平成28年度】
・認証評価機関の評価項目及び評価基
準に基づき、次回の認証評価の実施に
向け必要な資料を作成、蓄積する。

（成果指標）

【平成29年度】＜重点取組事項＞
・認証評価を受審し、評価機関からの質
問事項や実地調査等に対して適切に
対応する。

（成果指標）
・大学基準の「適合」認定 ◎

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等に対する対応

47

（
Ⅳ

）

【平成29年度】
D（実施状況：Do）
・（公財）大学基準協会の認証評価を受審し、質問事項や実地調査等に対して適切に対応した結果、大学基準「適
合」の認定を受けた。

C（検証・課題：Check）
・評価結果において指摘・意見となる事項も一切なかったが、方針・ポリシー等に係る教職員の情報共有や卒業
生・就職先アンケートの実施など、評価内容を踏まえて今後の大学運営に反映していく。

A（今後の取組：Action）
・PDCAマネジメントサイクルによる自己点検・評価を適切に実施し、適宜大学運営に反映する。

（成果指標の達成状況）
・大学基準の「適合」認定を受けるとともに、指摘・意見となる事項もなかった。

平成28年度の実績に関する評価委員会からの指摘事項等

【中期計画に関する特記事項】
・成果指標のとおり、半期ごと（中期計画大項目第４、第５、第７にかかる計画は四半期ごと）に年度計画進捗管理を実施し、遅延することなく各取組を推進した。特に、
平成29年度計画においては、「教育研究」「地域貢献」の項目は必須として各項目に成果指標を設定して取り組んだ。
・平成29年度には（公財）大学基準協会から大学基準「適合」の認定を受けるとともに、「長所として特記すべき事項」として①デザインと看護の異分野が連携した学
部・研究科教育科目の設定、②看護学部における市民と共同した教育体制（OSCE）、③地域連携研究センターの設置による専門性を生かした社会連携・社会貢献
について評価を受けた。また、大学基準に照らして自己点検・評価活動を行う過程で、「本学が求める教員像の明文化」を課題として抽出し、改善に取り組むことがで
きた。

・マネジメントサイクルによる自己点検・評価を
適切に実施し、次回の認証評価に向けた準備
を進めるとともに、認証評価等の結果を適宜大
学運営に反映していく。

Ⅲ

【平成24～26年度】
・自己点検・評価委員会において、認証評価機関の評価項目と第二期中期計画の項目の対応関係を整理し、第
二期中期計画に含まれない認証評価機関の評価項目について検証を行った。
・各年度の大学基本データ集を作成し、次回の認証評価受審に備えた。

（成果指標の達成状況）

（成果指標）
・半期ごとの年度計画進捗管理（中期計画大
項目第４、第５、第７にかかる計画は四半期ご
と）

Ⅲ

【平成27年度】
・自己点検・評価委員会において、認証評価機関の評価項目と第二期中期計画の項目の対応関係を確認し、第
二期中期計画に含まれない認証評価機関の評価項目について検証を行った。
・平成27年度の大学基本データ集を作成し、次回の認証評価の受審に備えた。

（成果指標の達成状況）

Ⅲ

【平成28年度】
・（公財）大学基準協会の大学基準及び点検・評価項目に基づき、詳細な自己点検・評価を行った。
・自己点検・評価の結果を報告書にまとめるとともに、平成29年度の認証評価の受審に向け必要な資料を作成の
上、同協会に提出した。

（成果指標の達成状況）
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