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  １．開  会 

○事務局（早瀬企画課長） それでは、時間となりましたので、平成３０年度第１回札幌

市地方独立行政法人評価委員会を開会いたします。 

 皆様方には、大変お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 昨年度から引き続き事務局を担当いたします、まちづくり政策局政策企画部企画課長の

早瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 札幌市立大学は、平成１８年に開校いたしまして、中期計画の期間でいきますと、平成

３０年度で第三期目に突入するところでございます。まだまだ非常に若い大学といいます

か、歴史の少ない大学でありますけれども、第一期におきましては、大学の基盤の構築と

いうことで、大学院の設置や助産学専攻科の設置に取り組みまして、第二期につきまして

は、地域志向の大学づくりということで、ＣＯＣの事業の取り組みも進めてきたところで

ございます。 

 第三期は、私どもの中期目標として、一つ一つの成果を市民に実感していただける大学

になってほしいということを目標に掲げておりまして、大学の中期計画におきましては、

市民の誇りになる大学になりたいということが掲げられているところです。 

 若い大学ではございますが、一つ一つステップアップをしていくことが大事かと思いま

すし、そのステップアップには評価が極めて重要になりますので、委員の皆様方におかれ

ましても、ぜひお力添えをいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、以後は着座にてご説明させていただきます。 

 まず、本日の評価委員会は、委員５名全員のご出席をいただいておりますので、札幌市

地方独立行政法人評価委員会条例第６条第３項の規定により成立しておりますことをご報

告いたします。 

 なお、本日は、委員改選後の初めての会議ですので、委員長と職務代理者の選任までは

私が進行を務めさせていただきます。 

 

  ２．委員のご紹介 

○事務局（早瀬企画課長） 最初に、委員と事務局の紹介を行います。各委員のお名前を

お呼びいたしますので、お手数ですが、自己紹介をお願いいたします。 

 まず最初に、北海道大学名誉教授の安藤厚委員でございます。 

○安藤委員 安藤です。 

 ２０１０年まで北大の文学部でロシア文学を担当しておりました。最後の１０年くらい

は、国立大学の法人化等の動きがありまして、教育改革や大学評価などでいろいろな仕事

をさせていただいた関係で、この委員会のお声がかかりました。 

 今後とも、よろしくお願いいたします。 

○事務局（早瀬企画課長） 続きまして、日本赤十字北海道看護大学学長の河口てる子委



- 2 - 

 

員でございます。 

○河口委員 河口でございます。 

 私は、北海道に来て８年目でございます。その前は、東京の日本赤十字看護大学におり

ました。赤十字大学は全部で６大学あるのですけれども、九州から北海道までぽつぽつぽ

つと、東京の大学は別としても、どこも地方にございます。そういう中で、どういうご縁

か、委員をさせていただくことになりました。 

 札幌の大学は、高校生がみんな行きたがるところでございますので、私たちとしては、

地方にある大学をどうやって残そうかというところにかなり必死になっているところでご

ざいます。皆様方といろいろできればと思います。 

 評価に関しては、大学評価などは何回もさせてもらっておりますが、個の大学の評価と

いうのは、７年に１回のもの以外では初めてです。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（早瀬企画課長） 続きまして、はまなす公認会計士共同事務所の公認会計士の

倉知直美委員でございます。 

○倉知委員 公認会計士の倉知直美と申します。 

 財務面の専門家という立場で参加していると思うのですけれども、娘もいるので、どち

らかというと、大学のいろいろなお話を皆様から聞けるほうを楽しみにしております。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（早瀬企画課長） 続きまして、筑波技術大学産業技術学部教授の生田目美紀委

員でございます。 

○生田目委員 こんにちは。生田目と申します。 

 私は、産業技術学部というところに所属しておりますが、専門が情報デザインでして、

この評価委員会に関しましては、前任の先生とデザイン学会という学会を通じてご縁があ

りました。私は、恐らく市立大のデザイン系の教科をチェックするために選ばれたのだと

思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（早瀬企画課長） 続きまして、北海道中小企業家同友会の常任理事であり、三

晃化学株式会社の代表取締役社長の渡邊民嗣委員でございます。 

○渡邊委員 三晃化学の渡邊と申します。 

 中小企業家同友会というのは全国にございまして、会員数は約４万社、北海道で６，０

００社ございます。その中で、北海道の産学官連携をここ２０年ほどずっとやっておりま

して、同友会からこの評価委員という職責に誰かが行かなくてはいけないということで、

もう４年来ております。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございます。 

 委員会の庶務を担当します事務は、私、早瀬と、係長の田中、後ろにおります担当の小

玉の３名で委員の皆様を補佐してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたしま
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す。 

 

  ◎評価委員会業務の概略について 

○事務局（早瀬企画課長） 続きまして、議題に入る前に、評価委員会の業務の概略につ

きまして、事務局から説明を行います。 

○事務局（田中企画担当係長） それでは、資料３をごらんいただきたいと思います。 

 評価委員会の業務には、まず、法人の業務実績に関する評価がございます。 

 評価の対象となる期間が幾つかございまして、まず、①にありますように、各事業年度

についての評価をその事業年度の終了後に行うこととなっております。 

 また、②にありますように、この評価結果を法人へ通知すること、③にありますように、

この通知を市長へ報告するとともに公表することがございます。 

 このような単年度の評価等を毎年行っていただくとともに、④にありますように、６年

間の中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績の評価を中期目標期間の中間に行うこと、

また、⑦にありますように、６年間の中期目標期間の業務実績の評価を中期目標期間の終

了後に行うこととされております。 

 これらの中間や期間の終了後に行う評価についても、単年度の評価と同じように、法人

への通知や市長への報告等を行うこととされております。 

 資料の表で色塗りをしている①、②、③、⑦、⑧、⑨が今年度に予定されている評価委

員会の業務でございます。 

 業務実績の評価の具体的な方法については、後の議題で説明する予定でございます。 

 続きまして、２ページをごらんください。 

 評価委員会の業務には、市長への意見の申し出がございます。これは、⑩にありますよ

うに、市長が中期目標を作成する際、または、作成したものを変更する際、⑪にあります

ように、法人が中期計画を作成または変更し、市長に対して認可を求め、市長がこれを認

可しようとする際でございます。 

 また、⑫については、６年間の中期目標期間の終了時に市長が法人の業務を継続させる

必要性や業務全般にわたる検討を行って、これを反映させるための措置を講ずることとさ

れており、その際にも評価委員会の意見を聞くこととなっております。 

 ⑬は、法人の役員に対する報酬等の支給基準を変更する際に意見を申し出ることができ

るというものでございます。 

 ２ページに掲げている業務については、今年度は予定されておりません。 

 なお、表の下に記載しておりますが、地方独立行政法人法の改正により、本年４月１日

から、法人が評価結果を中期計画、年度計画並びに業務運営の改善に反映させること、反

映状況を公表することが義務化されております。 

 また、これまでは、法人の財務諸表の承認や剰余金の繰り越しの承認に当たっても、市

長が評価委員会に意見を聞くこととなっておりましたが、この規定がなくなっております。 
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 説明は、以上でございます。 

○事務局（早瀬企画課長） ただいま事務局から説明のありました内容につきまして、ご

質問等はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ３．議  題 

○事務局（早瀬企画課長） それでは、本日最初の議題でございますが、委員長の選任で

あります。 

 条例第５条第１項により、委員長は互選によって定めることとしております。 

 委員長は、会務を総理し、委員会の議長を務めていただきます。 

 ご提案、ご意見がございましたら、お願いいたします。 

○渡邊委員 引き続き、安藤委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか 

○事務局（早瀬企画課長） ただいま、渡邊委員から、安藤委員を委員長にというご推薦

がございました。 

 皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（早瀬企画課長） それでは、委員長につきましては、前期に引き続きまして、

安藤委員にお願いしたいと思います。 

 安藤委員は、北海道大学で高等教育の企画や大学評価に当たられ、経験も豊富であり、

また、この評価委員会でも委員長を２期務められておりまして、委員長として適任である

と私どもも考えているところでございます。 

 それでは、委員長に就任されました安藤委員に、一言、ご挨拶をお願いいたします。 

○安藤委員長 よろしくお願いいたします。 

 私は４年前から委員を務めさせていただいておりますけれども、その経験から言うと、

札幌市のほうも、大学のほうも、私どもが時にはやや思いつき的な意見をあれこれ申しま

しても、かなり丁寧に対応してくださって、４年間を無事に過ごすことができました。今

回は、新しい中期計画の時期に入りますし、大学の学長もかわっておられますので、新し

い気持ちで始めたいと思いますが、まずは、皆様から忌憚のないご意見を伺えたら、多少

は大学のためにもなるのではないかと思っております。 

 今後とも、よろしくお願いいたします。 

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございます。 

 また、条例第５条第３項では、委員長に事故があった場合に、委員長があらかじめ指名

する委員を職務代理者とすることが定められております。 

 安藤委員長、職務代理者はどなたにいたしますか。 

○安藤委員長 職務代理者は、渡邊委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 
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○事務局（早瀬企画課長） それでは、職務代理者は渡邊委員に決まりました。 

 では、ここからの進行を安藤委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○安藤委員長 それではまず、次第３の（２）年度評価と期間評価について、事務局から

説明をお願いいたします。 

○事務局（田中企画担当係長） それでは、机上に配付しております平成２９事業年度評

価及び第二期中期目標期間評価についてという資料を用いてご説明させていただきます。 

 ２ページをごらんください。 

 まず、評価の対象となる計画についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、中期目標がございまして、札幌市長が公立大学法人に対して指示する６年間の業

務運営に関する目標でございます。これに対して中期計画というものがございまして、こ

れは法人が策定する中期目標と同じ６年間の計画でございます。 

 最後に年度計画がございまして、法人が策定する年度ごとの計画でございます。 

 資料の下にありますけれども、中期目標期間の中間と終了後に６年間の計画について評

価するもので、中間に行うものを中間評価、終了後に行うものを期間評価と呼んでおりま

す。また、年度ごとに行うものを年度評価と申し上げております。 

 今回、委員の皆様には、第二期中期目標期間の期間評価と平成２９年度の年度評価を実

施していただくことになります。 

 ３ページをごらんください。 

 評価の流れについてご説明いたします。 

 まず、法人は、各事業年度の終了後の３カ月以内、つまり６月末までに報告書を評価委

員会に提出することとなっております。 

 今回の報告書には、年度計画に定めた項目については、１年間の業務実績について、中

期計画に定めた項目については、６年間の業務実績について、法人みずからが評価を行っ

た結果が記載されて提出される予定です。 

 評価委員会におかれましては、報告書の受領後、計画の実施状況の調査と分析をし、評

価を行っていただきます。その後、評価結果を法人へ通知するとともに、市長へ報告し、

公表いたします。その後、市長は、評価結果について議会に報告を行うこととなっており

ます。 

 ４ページをごらんください。 

 今回、皆様に評価いただく第二期中期計画についてでございます。 

 計画項目数は、４４項目あります。 

 主な取り組みとして、教育に関する事項では、デザインと看護の横断型連携教育の強化、

大学院における高度な教育の実施、時代に即した教育課程の編成、教員の資質向上、学生

のキャリア支援、研究に関する事項では、デザイン分野と看護分野の連携を特徴とした分

野横断的な研究の実施、以下、ごらんのとおりとなっております。 
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 ５ページをごらんください。 

 評価委員会が行った第二期中期計画の中間評価の結果と、中間評価以降の平成２７年度、

平成２８年度の評価の結果を抜粋しております。 

 中間評価では、おおむね計画どおりに進捗しているとの評価になっており、以降の年度

評価についても、年度計画を十分に達成しているという評価となっておりました。 

 ６ページをごらんください。 

 こちらには、平成２９年度計画の概要を記載しております。 

 項目数は５６項目で、重点取組項目は、各学部のポリシーの見直しなど、合計７項目ご

ざいました。 

 ７ページをごらんください。 

 こちらのページでは、参考までに、平成３０年度から３５年度までの６年間の計画であ

る第三期中期目標と中期計画の概要を抜粋しております。 

 第三期の初年度に当たる平成３０年度の年度計画では、中期計画と同じ項目、指標が設

定されているところでございます。 

 続きまして、８ページをごらんください。 

 以降は、評価の具体的な方法に関することでございます。 

 まず、法人が行う自己評価のうち、年度評価の方法についてご説明させていただきます。 

 表の左側の項目番号、年度計画の内容、その成果指標の項目に関して、前年度に評価委

員会が行った指摘等が記載されております。 

 表の右側の緑色で囲っている欄に、法人が平成２９年度に実施した内容や検証、今後の

取り組み等を記載します。 

 赤色で囲っている欄には、成果指標を設定している場合に、その達成状況を記載すると

ともに、二重丸、丸、バツで状況を示します。 

 黄色で囲っている欄には、緑、赤の欄を踏まえ、法人の自己評価をローマ数字のⅣから

Ⅰの段階で記載します。 

 この４段階の評価については、Ⅳが年度計画を上回って実施している、Ⅲが年度計画を

十分に実施している、Ⅱが年度計画を十分には実施していない、Ⅰが年度計画を実施して

いないとなっており、基本的にはⅢ評価以上を目指すものでございます。 

 青色で囲っている欄には、前年度に評価委員から指摘された事項に対する対応状況を法

人が記載します。 

 続きまして、９ページをごらんください。 

 次に、法人が行う自己評価のうち、期間評価の方法についてご説明します。 

 表の左側に項目番号、中期計画の内容が記載されております。 

 表の右側の緑色で囲っている欄は、過去の評価書から抜粋した平成２８年度以前の年度

計画の内容、評価、実施状況です。一番上が、中間評価の対象である２４年度から２６年

度についてでございまして、中間評価の結果と具体的な実施状況を記載しております。そ
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の下に、２７年度の計画、評価、実施状況、その下に、２８年度の実施状況を記載してお

ります。 

 なお、過去の評価のⅣからⅠは、評価委員会によるものでございます。 

 赤色で囲っている欄は、前のページでご説明した平成２９年度の年度計画の欄でござい

ます。 

 青色で囲っている欄には、年度評価で記載したことのほか、実施状況や指標に関し、記

載すべき事項がある場合に法人が記入する欄となっております。 

 黄色で囲っている欄には、これらの期間全体を踏まえた自己評価をⅣからⅠの段階で法

人が記載します。 

 なお、中期計画の１項目に対し、年度計画の項目が複数ひもづくものもございますが、

期間評価としては、それらを全て踏まえて、中期計画の一つの項目に対し、ⅣからⅠの評

価が一つつくということになっております。 

 １０ページをごらんください。 

 ここからが、評価委員会が行う評価についてでございます。 

 評価委員会では、法人が記載した実施状況や参考資料等をもとに評価を行っていただき

ます。 

 黄色で囲っている欄に、年度計画の記載項目ごとの事業の進捗状況についての評価をⅣ

からⅠの段階で記載していただきます。 

 青色で囲っている欄には、指摘、意見等を記載していただきます。指摘、意見の記載は

任意でございますが、法人と異なる評価をした場合、例えば、法人がⅢ評価としている項

目をⅡ評価とする場合は、必ずその理由を記載いただきたいと思います。 

 なお、このページには年度評価の記載欄を掲載しておりますが、期間評価も同様の方法

となります。この記載欄は、法人の自己評価の表の隣に設ける予定でございます。年度計

画の評価の欄には、平成２９年度の業務実績の評価を、期間評価の欄については、６年間

の業務実績の評価を記載いただくというものでございます。 

 また、年度計画や中期計画の項目全てを全委員に評価していただくのではなく、分担し

て行っていただいております。これについては、後の議題でご説明する予定でございます。 

 １１ページをごらんください。 

 これ以降は、１０ページで説明した委員の評価を事務局で取りまとめたものになります。 

 項目別評価とありますが、資料には、平成２８年度の評価書の一部を載せております。 

 ３－１に大学の教育研究の質の向上に関する項目とありますが、このように、計画の章

構成に沿った評価を項目別評価と呼んでいます。 

 黄色で囲った箇所にありますように、評価委員会の評価結果を事務局が集計します。こ

の大学の教育研究の質の向上では、２３の項目を設定しておりまして、そのうち１６項目

がⅢ評価で、７項目がⅣ評価でした。 

 この結果をもとに、赤で囲った箇所のとおり、ＳからＤの５段階で評価結果を記載しま
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す。 

 この５段階の評価ですが、Ｓは特筆すべき進捗状況、Ａは、全ての項目がⅣまたはⅢで

あり、計画どおりの進捗、ＢはⅣまたはⅢの割合が９割以上おおむね計画どおり進捗とし

ており、Ｃ、Ｄとだんだん悪くなっていきますが、法人としてはＢ評価以上を目指すもの

でございます。 

 １２ページをごらんください。 

 １１ページでごらんいただいた例の続きですが、対象となった２３項目に対し、委員の

皆様に記載いただいた指摘、意見等を事務局が、特筆すべき点、注目される点、おくれて

いる点などに分類し、評価書に記載いたします。 

 １３ページをごらんください。 

 次に、評価書の中の全体評価についてでございます。 

 全体評価も、項目別評価の全ての結果を踏まえて、計画全体の進捗状況について総合的

に評価を行うもので、委員の皆様の評価をもとに、事務局が案を作成いたします。 

 なお、評価書は、今回は年度評価と期間評価のそれぞれで作成いたします。 

 １４ページをごらんください。 

 認証評価とは、全ての大学等が定期的に文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評

価を受ける制度でございまして、学校教育法に規定されているものでございます。 

 中期目標期間の業務実績を評価する際は、認証評価期間の評価を活用することと地方独

立行政法人法で定められております。 

 直近の認証評価結果としては、大学基準に適合しているとの評価であり、本ページでは

長所として特記すべき事項とされたものを掲載しております。 

 認証評価は資料に添付してありますので、評価の際にごらんいただきますようお願いい

たします。 

 １５ページをごらんください。 

 次に、ヒアリングについてでございます。 

 評価委員会では、法人に対するヒアリングを例年行っております。ヒアリングは、評価

委員会が行う評価の妥当性を高めるために行うものであり、また、法人、評価委員会の双

方がお互いの考え方について理解を深め、よりよい法人運営、大学運営に向けた意見交換

の場でございます。 

 後ほどスケジュールについてご審議いただきますが、今年度は７月１７日に実施する予

定でございます。 

 ヒアリングには、理事長（学長）、副学長などが出席予定となっております。 

 資料に記載しているのが昨年度の質疑応答の要約の抜粋でございます。当時、平成２８

年度の計画に掲げていた新カリキュラム導入に関し、新カリキュラムの特徴や着実に実行

したと自己評価したポイントなどを尋ねる質問と、それに対する回答でございます。 

 １６ページをごらんください。 
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 最後に、ヒアリングの考え方についてご説明させていただきます。 

 これまで説明してきた評価の方法とともに、ヒアリングの方針を委員会でご決定いただ

き、その後、法人の報告書を見た上で、各委員にヒアリング事項を決定いただいておりま

す。 

 今回は、６年間の期間評価を行うこともあり、資料に書いている方針として、第二期中

期計画の主な取り組みであったり、前の期間評価の評価書に課題として記載された事項に

関する項目、平成２９年度計画の重点取り組み項目など、そのほか、報告書において確認

が必要な項目を方針の案として提示させていただくものでございます。 

 これらの項目の業務実績、成果、検証結果、考えなどを法人に対して質問していただく

ことを考えております。 

 なお、各委員２問程度を想定しております。 

 この方針に基づくヒアリング事項の案と分担については、後の議題でご説明する予定で

ございます。 

 この資料の説明については以上ですが、これまでの説明に関する資料をお配りしており

ますので、それらの所在について補足させていただきます。 

 資料５は、第二期中期計画の本文でございます。 

 資料６は、平成２９年度の年度計画でございます。 

 資料７は、第二期の中期目標の項目と中期計画の項目、さらに平成２９年度の年度計画

の項目がどのように対応するかをあらわしたものでございます。 

 資料８は、第三期の中期目標と中期計画の項目と平成３０年度の年度計画の項目がどの

ように対応するかをあらわしたものです。第三期や３０年度は評価の対象ではありません

が、参考につけております。 

 資料９は、認証評価機関が行った大学評価結果でございます。 

 資料１０は、これまで説明した評価方法の案を要領の形式で記載したものでございます。 

 ここでは、改めて、１の評価の基本方針と２の評価に当たっての留意事項を読み上げさ

せていただきます。 

 １の評価の基本方針は、（１）法人の自己点検・評価に基づいて評価を行うことを基本

とする。（２）中期目標の達成に向けた中期計画又は年度計画の実施状況を確認する観点

から行うものとする。（３）法人運営の継続的な改善・質的向上に資するものとするとし

ています。 

 ２の評価に当たっての留意事項は、（１）大学の教育研究の特性に配慮し、専門的な観

点からの評価は行わず、外形的・客観的な実施状況を確認する。（２）中間評価又は期間

評価では、法人が（公財）大学基準協会から受けた直近の評価も参考資料とする。（３）

評価に関する作業が法人の過重な負担にならないように留意するとしております。 

 以降、資料１１から１５は参考にお配りしたものですが、資料１１は、法人が提出する

報告書のイメージでございます。先ほどの資料でもご説明したものでございますが、中の
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表は、法人が行う自己評価を記載するものです。これに対して、評価委員会の方に記載い

ただくのは、右側が年度計画の項目に関する評価の欄、左側が期間で６年間のものという

形でございます。 

 資料１２は、平成２８事業年度のものですが、自己評価を記載した報告書とともに、法

人から送付される資料の一覧でございます。評価の際は、項目に関係する参考資料をごら

んいただくことがあるかと思います。 

 資料１３は、平成２８年度の項目ごとの評価でございます。 

 資料１４は、評価書の本体でございます。 

 資料１５は、ヒアリングを行った際の平成２８年度の業務実績についての議事録でござ

います。 

 評価方法の説明につきましては、以上でございます。 

○安藤委員長 ただいま事務局からご説明がありましたが、今回の評価方法とヒアリング

の方針の案について、ご意見やご質問を伺いたいと思います。 

 まず、説明の資料が膨大ですから、少し時間を置いてごらんいただいて、ご発言をいた

だけたらと思います。 

 前期から継続の委員もおられるわけですけれども、前期までと比べて大きな変更点はご

ざいますか。 

○事務局（田中企画担当係長） 特にございません。 

○河口委員 評価に直接かかわることではないですが、この結果は、例えば、ホームペー

ジとか、何らかの形で公表されるということでいいですか。 

○事務局（早瀬企画課長） はい。 

○河口委員 そのときは、総評の最後にあるⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの形で出るわけですか。 

○事務局（田中企画担当係長） 市から議会に提出する際は総評のほうの本文で出すので

すが、個別の評価のほうも、大学のほうで受け取ったものを公表している形にはなってい

るので、どちらも実際は公表される形になっております。 

○河口委員 つまり、かなり細かいところも公表されるという考えですか。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。 

○河口委員 わかりました。 

 もし低い評価が出たらペナルティー的なものはあるのですか。 

○事務局（田中企画担当係長） 全体の項目別評価について、ⅣやⅢやⅡの割合がＳ、Ａ、

Ｂ、Ｃにかかわっておりまして、低い評価が出た場合、札幌市では剰余金が出た場合の繰

り越しの承認という別な業務があるのですが、その際に、「大学としてきちんと業務をや

っていないのではないか」と受け取ることもあるというところが、ペナルティーとなるか

と思います。ただ、１項目だけでは実際には至らないかなという状況でございます。 

○河口委員 前例はあるのですか。 

○事務局（田中企画担当係長） 過去に、評価委員会でⅡ評価をおつけいただいたことは
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あります。ただ、全体でⅢ、Ⅳの評価が９割を切っておらず、Ⅱの評価がついた項目の割

合がそこまで多くはなかったということで、繰り越し承認は行っております。 

○河口委員 ありがとうございます。興味本位で伺いました。 

○渡邊委員 大学がⅢと評価したものが正しいかどうかという評価なのです。これがⅡや

Ⅰになるということを評価委員として明確に言わなければいけないので、評価委員として

は非常に大変だと思います。 

 ただ、過去にそういうことを言われた方がいらっしゃるということなので、そういう方々

はすごく読み込みをされていたと思いますが、普通に読んでいたら、Ⅲと言われたら、そ

うですよねと。Ⅳと言われたときに、本当にⅣですかと疑問に思うときが時々あるのです

けれども、目標に対して１１０ぐらい達成していればⅣでもいいかなということが今まで

の経験ではありました。 

○安藤委員長 国立大学ですと、この大学評価に基づいて、数％の範囲ですが、交付金の

額が上下するというふうに実際に動いていますけれども、市立の場合はそんなに厳しくは

ないのですか。 

○事務局（田中企画担当係長） そうですね。これまで、予算を連動させるほどの低い評

価をいただいていないので、予算に影響するという事態にはなっていないと考えています。

ですから、全く活用していないということではないと思います。 

○事務局（早瀬企画課長） 剰余金の繰り越し承認ができませんというのはすごく大変な

ことですので、細かく予算面で見るというより、そういうペナルティーになると本当に大

変だという考え方でしょうね。ですから、そうはならないようにしっかりやってください

というところがあるかと思います。 

○安藤委員長 ４年間の経験で言いますと、計画を立てたのに何もやっていないではない

かということは余りありませんでした。 

○河口委員 実現可能性の高い項目立てになると。 

○事務局（早瀬企画課長） お気づきの点は、評価ということもありますし、ご意見やご

指摘をいただく欄もありますので、そうした形でもしっかり頂戴できるとありがたいと思

っております。 

○安藤委員長 これまでは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの段階評価はともかくとして、細かいところにつ

いての意見は、その翌年以降でいろいろ考えていただいていたように思います。むしろ、

何も書いていないのも困るわけです。 

○倉知委員 本当によく対応をしてくれますね。何げなく書いたことも対応していただけ

るので、申しわけありませんみたいな感じになります。 

○河口委員 大学評価のときは、根掘り葉掘り聞かれますものね。 

○安藤委員長 はい。 

 あとはいかがでしょうか。何かございますか。 

○生田目委員 年度評価というのは、まずは平成２９年度の年度評価でよろしいのですね。 
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○事務局（早瀬企画課長） はい。 

○生田目委員 先ほどの平成２９年度のご説明ですと、大学全体の大きな目標としては、

成果を市民に還元するとか、割と地域寄りのところに学長のポリシーがあって、地域貢献

のようなものに力を入れられたと認識しているのですけれども、そこまではよろしいでし

ょうか。 

○事務局（早瀬企画課長） はい。 

○生田目委員 そうしましたら、これから実際に評価を行っていくに当たって、年度評価

の中の年度計画というのは、割と総花的に多方面から、学生のカリキュラムから何から書

かれると思うのですけれども、例えば地域貢献のところに焦点を当てて評価をしていくと

いうことは必要になるのでしょうか。あるいは、総花的に幅広く立てられた計画を一つず

つ精査していくことが大事なのでしょうか。 

 うまく説明できていないのですが、一つずつの柱をきちんと見ていくことが大事な評価

なのか、それとも、今年度の一番大きな目標に対しての評価が最も大切になるのか、どち

らに重きを置くものなのでしょうか。 

○事務局（田中企画担当係長） 委員の皆様には、まず、一つ一つの項目についての評価

を全体を通してやっていただきます。その評価をする中で、先ほどの話にもつながるとこ

ろがあるのですけれども、うまくいかなかったものやⅡ評価のものが出てきて、その評価

をもって全体的にだめとするか検討する際に、重点取組項目に掲げているところを見て、

その実施状況を勘案して、総合的に評価していただくことになります。総合的に評価した

重点取組項目の中では、特に地域貢献を意識して書かれているところがありますので、最

後のトータルを見るときに、重点というところや大きなテーマはチェックするのですが、

まずは一つ一つの項目を皆さんに分担して見ていただくということをしております。 

○生田目委員 フェーズが分かれているという認識ですか。 

○事務局（田中企画担当係長） フェーズという言い方をすると、委員にやっていただく

作業が２段階に分かれている形になってしまうかもしれませんが、まず、委員にやってい

ただくところは１段階目の全体です。大学全体としての地域貢献ということを念頭に置い

て評価されるということは、それはそれでよろしいと思うのですけれども、これまでは全

項目について等しく見ていくというやり方をとっていました。 

○事務局（早瀬企画課長） 最終的には、当然、評価結果の全体の内容を見渡してご議論

いただきますので、そうしたときに大事にしているところはどうなっているのですかとい

うことは、その視点として大きく持っていただくことにはなると思います。繰り返しにな

りますが、まずは全体をしっかり見ましょうという仕組みになっています。 

○生田目委員 わかりました。ありがとうございます。 

○安藤委員長 この後、各項目ごとの分担役割をご審議いただきますので、極論すれば、

自分の担当になったところだけはきちんと見ていただくということです。ただ、そのとき

の意見の言い方としても、全体の様子を踏まえないと、突出して厳しいというのも後で取
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りまとめるときに困ることだろうと思います。 

 では、個別の評価を出していただいて、それを大項目にまとめていくようなところは事

務局にお願いします。最低限、一つの項目について２人の委員の意見のすり合わせになっ

ていくということです。 

 あとはいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○安藤委員長 そうしましたら、今の評価の方法とヒアリングの方針案については、原案

のとおり行うということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○安藤委員長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 議題（３）の役割分担について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（田中企画担当係長） ファイルの資料１６をごらんください。 

 事務局において、委員の皆様の専門分野と項目数を考慮して割り振りをいたしました。 

 Ⅰの大学の教育研究等の質の向上に関する目標のうち、１の教育に関する目標について

の（１）を安藤委員長と河口委員に、（２）を安藤委員長と生田目委員に、（３）を倉知

委員と生田目委員にお願いしたいという見方でございます。 

 以降は読み上げを省略させていただきますが、各委員の担当項目数は下の表のとおりで

ございます。 

 続きまして、資料１７をごらんいただきたいと思います。 

 こちらは、ヒアリング事項の案でございます。 

 先ほどのヒアリングの方針の案に基づいて、また、資料１６の分担の案に基づいて、項

目と委員を割り振りさせていただいております。各委員２項目、計１０項目のヒアリング

項目をお示ししております。 

 次のページからは、具体的なヒアリング内容の案でございます。 

 色をつけたところが質問案で、それに関する中期計画であったり、年度計画の中身を先

に抜粋しております。こちらについては、当然ながら、内容の変更やご自身の意見、考え

を反映していただいて、質問していただくものでございます。ヒアリングの項目、内容に

ついては、後日、法人の報告書を見てご確認いただいて質問内容をご判断いただくという

ものでございます。 

 なお、ヒアリングは、法人から返ってきた答えに対して、さらに質問を行うことも可能

でございます。一つのテーマに関して、ほかの委員からの関連質問を行うことも可能でご

ざいます。 

 また、資料にはありませんが、ヒアリングの最後に、この４月に新理事長が着任されて

おりますので、ヒアリングとは別に、今後の法人運営についての展望をお話しいただくの

もよろしいのではないかと考えております。 
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 各委員の役割分担とヒアリングの案の説明については、以上でございます。 

○安藤委員長 ただいまご説明がありました各委員の役割分担とヒアリング事項等につき

まして、ご意見、ご質問をお願いいたします。 

 質問案が書いてありますけれども、これはもちろん事務局の案ですから、そのままでは

なくて、ご自分の言葉でつくっていただくことになります。 

 質問案は、ヒアリングの前に事務局にお伝えしておく必要があるのですか。 

○事務局（田中企画担当係長） そうですね。スケジュールのほうでもご説明しようと思

っていましたが、６月２８日までにヒアリング項目をお知らせいただきたいと思っており

ます。それは、６月１１日に法人から報告書が来ますので、その内容を見ていただいて、

評価作業をしていただいて、その中で質問があって聞きたいと思うことをご検討いただく

形でございます。 

○渡邊委員 ヒアリングは、中期計画だけのヒアリングということになるのでしょうか。

以前は単年度と両方あったような気がしたのです。この案だと中期計画だけのヒアリング

を行うように見えますが。 

○事務局（田中企画担当係長） ヒアリングについては、中期計画と年度計画を分けて実

施しなくてもいいと考えています。６年間の期間評価の質問が大きなテーマになると思っ

ていますが、平成２９年度、単年度の実施状況についての質問でも全く構いません。 

○渡邊委員 わかりました。 

○安藤委員長 まず、資料１６は報告書全体についての役割分担ですね。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。 

○安藤委員長 これについては、去年までに比べると、割と細かく配慮して分けてあるよ

うな気がしますけれども、これについて、私はこんなことは得手でないということがなけ

れば、これでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○安藤委員長 その上で、資料１７、１８については、最終的には大学からの自己評価の

報告書が出てからご判断いただくことだと思いますけれども、今の段階で何かご意見があ

りましたらお願いします。 

○河口委員 分担に関しては、この案のとおりでいいと思います。 

○安藤委員長 先ほどのお話だと、報告書がまとまって出てくるのが６月１１日とおっし

ゃっていましたか。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。 

○安藤委員長 我々の意見を伝えるのが６月２８日でしたね。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。 

○安藤委員長 それでは、ただいまの各委員の役割分担とヒアリング事項等について、原

案のとおり進めてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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○安藤委員長 それでは、原案のとおりということで、ご理解いただいたということにし

たいと思います。 

 続きまして、議題（４）の今後のスケジュールについて、事務局から連絡をお願いいた

します。 

○事務局（田中企画担当係長） 資料１８をごらんください。 

 資料１８は今後のスケジュールでございまして、中段が評価委員の皆様のスケジュール

になります。 

 ６月１１日に法人から業務実績報告書の提出がありますので、事務局から委員の皆様に

送付させていただきます。こちらに「未定稿」とありますが、内容は最終版と同様になる

予定のものでございます。 

 ６月２０日に法人から最終的な業務実績報告書の提出がある予定でございまして、こち

らで変更点等がありましたら、それを明らかにしてご連絡させていただきたいと思います。 

 ６月１１日の業務実績報告書をもとに、委員の皆様におかれましては、評価作業を行っ

ていただきたいと思います。その中で、まず、６月２８日にヒアリングの項目に対する質

問を事務局にお知らせいただきたいと思います。 

 また、各項目の評価結果については、７月３日までにご提出いただきたいと思っており

ます。ご提出いただいた評価結果を事務局で取りまとめ、第２回会議の１週間ほど前に評

価書の案を委員の皆様に送付させていただきたいと思います。 

 その後、第２回評価委員会を７月１７日に開催しまして、午前の会議では法人に対して

ヒアリングを行います。午後の会議では、事務局で取りまとめた評価書の案をもとに、項

目を分担した委員の間で評価が分かれている場合の審議や、分担外も含めた評価に関する

疑義等の審議、また、午前のヒアリングの内容の評価書への反映の審議、そして、午前の

ヒアリングの内容を事務局が振り返り、説明をしまして、委員のご意見を確認することを

予定しております。 

 こちらは、ヒアリングまたは午後の会議において示された委員のご意見、ご指摘、期待

することなどを反映した評価書の最終案を第２回の会議後に事務局で作成し、後日、委員

の皆様にご確認いただくという予定でございます。 

 その後、評価書案を法人へ提示し、８月２２日までに法人から意見を受け付ける予定で

ございます。 

 法人から評価の根幹を覆すような異議の申し立てがあった場合などは、評価委員会を開

催してご審議いただくことを考えておりますが、過去に、意見の申し立てというのは、先

ほどおっしゃっていたⅡ評価がついた項目に対して、大学から意見があったことはありま

した。これについては、結局、会議は開催せず、その意見内容に対する評価委員会の考え

をメールや電話等で確認し、法人に改めて通知しております。ちなみに、その際はⅡ評価

を変えず、確定しました。 

 これらを経まして、評価結果を確定し、札幌市長へ報告します。 
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 そして、札幌市長が議会に報告するのが９月という予定でございます。 

 なお、このスケジュールをご決定いただいた場合、第３回として予定していた８月９日

については会議を行いません。この８月９日に行う内容を７月１７日の午後に移動させた

という形になっております。 

 今回、スケジュール案をご提示するに当たり、改めて委員の皆様や法人の負担、特に夏

休みの時期における拘束、事務発生を軽減できないか検討しまして、このように変更いた

しました。ご迷惑をおかけしました。 

 次に、ヒアリングの内容及び評価書の提出についてご説明いたします。 

 まず、ヒアリング内容の提出方法についてですが、法人から提出された業務実績等報告

書をご確認いただき、ワードファイルに項目番号と質問文を記載いただいた上で、事務局

のアドレスまで、Ｅメールで送付いただきたいと思います。 

 なお、質問については法人に事前にお知らせする予定でございます。 

 次に、評価書の提出方法でございますが、評価書をエクセルファイルでお送りする予定

でございますが、項目番号を記載し、項目が判別できるようにしていただければ、ワード

ファイルに評価結果をご記入いただいても構いません。こちらもＥメールで送付いただき

たいと思います。 

 説明は、以上でございます。 

○事務局（早瀬企画課長） 若干の補足をさせていただきますと、まず、先ほどの議案の

ところにも絡むのですが、各委員の皆様の役割分担というところで、昨年と比較をすると、

期間評価が加わっていまして、項目数だけを見ると倍ぐらいにふえているように見えるか

と思いますが、基本的には、資料１６をごらんいただきますと、年度計画と書いてある部

分をそれぞれご確認いただきますと、それを土台にして期間評価をやりますので、年度計

画をしっかりとやっていただければ、取りまとめは事務局である程度させていただいて、

取りまとめた後のものを確認いただくようなスタイルになっていくと思いますので、負担

が去年より倍になるというイメージではないということは一つ申し上げておきたいと思い

ます。 

 その上で、スケジュール的には去年とほぼ同等ですが、３回目については、先ほど田中

から申し上げましたとおり、時期的なことも勘案していることと、もう一つは、ヒアリン

グに際し、どういう内容についてヒアリングをするかということをお考えいただいており、

当然、評価についてもある程度行っていただいているという前提で、ヒアリングをして、

新鮮な頭のままでその後の評価についてご議論いただくのが良いのではないかと考えまし

て、そこは去年とスケジュールを変えさせていただきました。ご迷惑をかけましたが、よ

ろしくお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○安藤委員長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明がありました今後のスケジュールとヒアリングの内容、それか
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ら、評価書の提出方法について、特に継続の委員にとっては、去年までのやり方とちょっ

と違っていて、やや作業が前倒しになる面があります。そういうことも含めて、ご意見、

ご質問をいただきたいと思います。 

○生田目委員 確認させていただきたいのですが、６月２８日が提出期限のヒアリング内

容を立てるに当たっての書類は、６月１１日の未定稿書類で進めることができるという意

味ですね。 

○事務局（田中企画担当係長） そうです。 

○渡邊委員 ペーパーは一切出てこないのですね。 

○事務局（田中企画担当係長） ペーパーも大学からいただけますので、データとともに

分厚い報告書と資料集が届きます。 

○渡邊委員 それで、来年の議会に報告されて、札幌市が合意をすれば、その資料は機密

書類でも何でもないので、一般的に全部処分してもよろしいということでよろしいですか。

シュレッダーをかけなさいということはありませんか。 

○事務局（田中企画担当係長） 確認させてください。 

○渡邊委員 会社にたくさんたまっているのです。 

○事務局（早瀬企画課長） 文書の保管としては、当然、私どもが持っておりますし、基

本的に公表されている事柄ですので、廃棄していただいて全く構わないかと思いますが、

念のため確認をして、後ほど皆様にご連絡を差し上げます。 

○河口委員 大学評価とか何かは、組織のところに全部戻して、シュレッダー処理とか溶

解という形で何も残さないというのが一般的ですが、そこまでしなくてもいいのですか。 

○事務局（田中企画担当係長） 資料集の中に、そんなに公開されていないものもあると

聞いていますので、確認して、もしそういうことであれば事務局に一旦お戻しいただいて

という形もあると思います。確認させていただきます。 

 タイミングとしては、今年の９月に一旦結果が出るので、来年ではなくて、今年でよろ

しいと思います。 

○安藤委員長 うちにたまっている４年分の書類をそちらに送り返せば、そちらで処分し

ていただけるということですか。 

○事務局（早瀬企画課長） はい。 

○河口委員 送り返します。 

○安藤委員長 あとはいかがでしょうか。 

○河口委員 スケジュールなどは全部了解ですけれども、中を読んでいて一つだけ意味が

よくわからない言葉がありました。 

 この文書の中に、札幌市派遣の職員を引き揚げて、プロパー職員を計画的に採用という

言葉が出てきました。私は、プロパー職員という言葉が余り耳なれないのです。私は医療

職だったものですから、企業の言うプロパーのイメージが強いのですが、どういう意味で

すか。 
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○事務局（田中企画担当係長） 法人で直接採用する職員ということです。 

○河口委員 それをプロパー職員と呼んでいるのですか。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。正職員のほかにも非常勤職員などがいますけれど

も、正職員のうち、法人で直接雇って、札幌市立大学の中でずっと勤務される方のことを

プロパー職員と言います。 

○河口委員 つまり、大学採用職員ということですね。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。 

○安藤委員長 今、職員については、市からの一定期間の出向という方の数が結構多いと

いうことでしょうか。 

○事務局（田中企画担当係長） 今は５名います。２年から３年くらいはそちらに派遣さ

れて、戻ってきて、また別な者が行くという形になっております。 

 第２期においては、市から派遣する人数をだんだん抑えていって、当然、プロパーの採

用数をふやしていったという経緯はございます。 

○河口委員 大学の正規採用職員という理解ですね。 

○事務局（田中企画担当係長） はい。 

○渡邊委員 市立大学は、最初は職員がいないので、札幌市から大量に行って学校を運営

していたのですが、大学のオリジナルの職員を増やしていかないと熱を入れて仕事をしな

いのではないかということがずっと昔に議論されたようです。それからは、札幌市の職員

を減らして、プロパーとなる正職員をふやしていったという経緯があるようです。 

○河口委員 どこでも大体そういう感じになるのですが、プロパーという言葉の意味がよ

くわからなかったのです。医療関係は、製薬会社とか何かの人たちをプロパーと呼んでい

たのです。 

○渡邊委員 あれは派遣みたいなものですね。 

○河口委員 はい。それで、このプロパーという言葉が理解できなかったのです。 

○安藤委員長 このスケジュールに関しては、私、個人的には、去年までですと、８月の

初めにもう一回委員会がありましたので、ヒアリングが終わってからばたばたと評価書を

書いていました。今回は、ヒアリングの前に評価書を基本的にはつくっておかなければな

らないということで、やや戸惑うところもありますが、それはそれで対応したいと思って

います。今回は、ヒアリング前に評価書の基本的なところを書いてしまうので、ヒアリン

グが形式的なものになるのではないかという議論は可能ですけれども、余り内容がよくわ

からないまま、押っ取り刀でヒアリングをしてというのとどちらがいいかと思うと、むし

ろ、このやり方で実のあるものにできるかと思っています。 

○渡邊委員 ７月にヒアリングをして、その後にいろいろと議論をします。その結果、総

評等については、特段、集まって話をすることなく、安藤委員長に一任するということで

よろしいのでしょうか。 

○事務局（田中企画担当係長） 総評についてですが、これまでも評価委員の評価書をも
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とに最終形までつくっていました。今回も、７月３日にいただいたもので、７月１７日ま

でに可能な限りですけれども、事務局で一旦の評価書の案をつくります。それをもとにし

つつ、かつ、７月１７日の午前のヒアリングをもとに、総評はヒアリングを受けてこう変

えたほうがいいのではないかとか、こういう意見を言ったほうがいいのではないかという

ことを午後に言っていただければ、それを反映して、最終形を作成します。そこは、集ま

らずに、皆さんにメール等で確認いただいて完成という形を考えております。 

○河口委員 つまり、書類等で草案をつくって、疑問点があるところはヒアリングで確認

して、そこで微調整が入るなり何なりして最終のものという手順と考えていいですか。 

○事務局（早瀬企画課長） あらかじめ想定していた評価の内容に加えてヒアリングをし

ていただいて、当然、修正が入ると思いますから、それは午後の部でご意見をいただいて、

文書を修正するところまで行けばいいですが、そこまで行かないところについても、いた

だいたご意見を踏まえて我々のほうで整理をして、そこは積み残しになりますけれども、

改めてメール等で確認をさせていただくような段取りと思っております。 

○安藤委員長 これについては、評価書の特に個々の委員の意見の部分もヒアリングまで

に書いていただくことになっています。ですから、午前中にヒアリングをして、午後に審

議をして決定するのですが、文言の最後まで詰めることはできないわけです。去年までの

例でいきますと、特に自分の部分はともかくとして、２人ずつで評価をした場合、パート

ナーのもう１人はその日に初めて見るということが多いわけで、調整が必要になる場合も

あろうかと思うのです。それは、今までの例でも、結局は委員長にご一任いただく形で、

事務局を通して調整をしていただくことでやってきていますので、それぞれの意見を適切

に反映できるのではないかと思っています。 

 ヒアリングで思いがけないような答えが出てきたら、または考えなければなりませんけ

れどもね。 

○河口委員 ヒアリングで聞けば、ここは原案どおりでいいねとか、ここはもうちょっと

変えたほうがいいねという意見を出して、あとは事務局のほうでという感じですね。 

○事務局（田中企画担当係長） そうです。 

○安藤委員長 それでは、本件につきましては、基本的に原案のとおりということでよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○安藤委員長 それでは、お認めいただいたことといたします。 

 

  ４．その他質疑、意見交換 

○安藤委員長 続きまして、その他の質疑、意見交換です。 

 本日の議事については以上ですが、どのようなご意見でも結構ですから、委員の皆様か

らご意見、ご質問をいただければと思います。 

 先ほどのプロパーの話ではありませんけれども、それぞれの分野で当然と思っているこ
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とがほかの人は全くわからないということがあり得ますので、自由に意見交換をなさって

いただいたほうがいいと思います。 

 このスケジュールも、８月の夏休みに委員会で駆り出されるということもありますが、

７月は、特に大学にお勤めの方は一番忙しい時期なので、恐縮でございます。 

○河口委員 そうです。６月、７月は大変なのです。 

○安藤委員長 それでは、特にご発言はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ５．事務局からの連絡事項 

○安藤委員長 それでは、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

○事務局（田中企画担当係長） 本日の午後ですが、新しく委員になられました河口委員、

生田目委員におかれましては、札幌市立大学にご視察をしていただきます。その詳細につ

いては、終わってからご説明させていただきたいと思います。 

 第２回会議については７月１７日で、場所は札幌市立大学のサテライトキャンパスでご

ざいます。場所については、別途、地図等をご送付させていただきたいと思います。開始

時間は１０時の予定でございます。 

 また、第２回については、午前１０時からヒアリングを行いまして、午後１時から評価

委員会でご審議いただきます。これについても、先ほど申し上げたサテライトキャンパス

でそのままできる予定でございます。 

 連絡事項は、以上でございます。 

○安藤委員長 今の件について、質問等はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ６．閉  会 

○安藤委員長 それでは、以上をもちまして、平成３０年度第１回札幌市地方独立行政法

人評価委員会を終了とさせていただきます。 

 ご協力をありがとうございました。 

                                  以  上   


