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  １．開  会 

○事務局（成澤企画課長） ただいまから、令和元年度第１回札幌市地方独立行政法人評

価委員会を開会させていただきます。 

 本日は、大変お忙しい中をお集りいただきまして、ありがとうございます。 

 この４月に企画課長に着任しております事務局の成澤です。よろしくお願いいたします。 

 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、条例第６条第

３項の規定により、会議が有効に成立しておりますことをご報告いたします。 

 

  ２．委員の紹介 

○事務局（成澤企画課長） 第１回目の評価委員会となりますので、改めてではあります

が、各委員のご紹介を事務局からさせていただきます。 

 まず、北海道大学名誉教授の安藤厚委員長です。 

 次に、日本赤十字北海道看護大学学長の河口てる子委員です。 

 はまなす公認会計士共同事務所・公認会計士の倉知直美委員です。 

 筑波技術大学産業技術学部教授の生田目美紀委員です。 

 三晃化学株式会社代表取締役社長の渡邊民嗣委員です。 

 また、委員会の庶務を担当します事務局でございますが、政策企画部長の芝井、それか

ら、私、成澤と係長の岩間と担当の下坂で委員の皆様をサポートしてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 議事の前に、まちづくり政策局政策企画部長の芝井より、一言、挨拶を申し上げます。 

○芝井政策企画部長 政策企画部長をしております芝井と申します。 

 本日は、大変お忙しい中、委員会に参加していただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 また、日ごろから札幌市政にご理解とご協力をいただいておりますことに、この場をお

かりして改めて感謝申し上げます。 

 札幌市の人口は、今、１９６万人強いまして、１９７２年のオリンピックのときに政令

市になり、それ以来、ずっとふえてきたのですが、ここ二、三年くらいで減少局面に入っ

ていくだろうと私どもは推計しているところです。また、少子高齢化が進んでいくだろう

と見込んでおりまして、この４月の選挙で秋元市長が２期目に入ったのですけれども、そ

ういう時代背景から、これからは地域包括ケアシステムの充実と人手不足対策に力を入れ

ていかなければらないだろうということで、さまざまなことを進めていかなければいけな

いと思っております。 

 昨年から市立大学の３期目の中期目標がスタートして、皆様にもさまざまなアドバイス

をいただいてきたところですけれども、その中でも、専門職業人を育成するということと、

地域社会に積極的な貢献を果たしていくという大きな二つのことが掲げられたところであ

りまして、先ほど、人が少なくなってくるというお話をしましたが、市立大学の中島先生



- 2 - 

 

がＡＩの専門家であるということなので、そうした知見をいただいて、除雪やごみ収集な

ど、札幌市で課題となっているようなことについて、ＡＩ技術を使って効率化を図ってい

こうということもことしから始めようと思っております。 

 このように、地域社会への積極的な貢献という角度からも動き始めているところでござ

います。 

 先ほど来、人口減少ということを申し上げておりますけれども、市立大学の学生がＤ×

Ｎ（ディー・バイ・エヌ）の理念のもとで羽ばたいていっていただくことを期待している

ところでございます。 

 さて、今回の評価ですけれども、先ほど申し上げました第三期の中期目標祖、中期計画

の初年度となる平成３０年度の評価になりますので、この評価を通じて、法人、大学運営

がよりよいものとなりますように、忌憚のないご意見をいただければと思っております。

よろしくお願いしたいと思います。 

 簡単でございますけれども、私のご挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（成澤企画課長） それでは、この後の進行を安藤委員長にお願いしたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

○安藤委員長 それでは、本日の議題（１）平成３０事業年度評価について、事務局から

説明をお願いいたします。 

○事務局（岩間企画担当係長） まず、ファイルにある資料５をお開きください。 

 部長の芝井からもありましたが、本年度の評価は、第三期中期目標、中期計画に基づい

た平成３０事業年度計画でありますことから、おさらいの意味も含めまして、札幌市立大

学の第三期中期目標の概要について、まずはご説明させていただきたいと思います。 

 まず、開学は平成１８年４月です。 

 目的としては、学術研究の高度化等に対応した職業人の育成を行うとともに、知と創造

の拠点として札幌市のまちづくり全体により大きな価値を生み出しまして、地域社会に対

する積極的な貢献を果たしていくということとしております。 

 （３）学部等の構成ですが、４年制のデザイン学部と博士課程のデザイン研究科、看護

学部、１年制の助産学専攻科、さらに、看護学の博士課程の看護学研究科がございまして、

平成３０年５月１日の数字になりますが、定員８００人のところを８２１人の学生が在籍

しているところであります。 

 次に、２の中期目標の位置づけでありますが、設立団体の長である札幌市長が目標を定

めまして、法人が達成すべき業務運営に関する６年間の目標となります。 

 この法人は、中期目標に基づいて中期計画や年度計画を定めて業務を実施していくこと

になります。 
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 次に、３の第一期及び第二期の成果についてでございます。 

 第一期は、大学基盤の構築として、共通教育、学部の専門教育の双方に取り組み、広い

視野を持つ人材を育成したほか、公開講座の開校や大学院の設置に取り組んできておりま

す。 

 続く第二期は、地域志向の大学づくりということで、学生が地域に出て学ぶ地域志向の

教育を充実させたほか、科研費の獲得など、研究を活性化させるとともに、まこまる内の

キャンパスを拠点として、地域貢献活動などを行うＣＯＣ事業を展開してきたところであ

ります。 

 次に、裏面をごらんください。 

 ４の第三期中期目標の概要についてでございます。 

 まず、基本的な考え方でございますけれども、札幌市立大学は、Ｄ×Ｎ（ディー・バイ・

エヌ）というデザインと看護の両分野が連携した特色のある教育・研究を行い、幅広い教

養と豊かな人間性を有する人材を育成するとともに、知的資源を活用した社会貢献に取り

組んできたところであります。 

 ただ、今日のグローバル化や人口減少、超高齢社会の到来といった社会経済情勢の変化

や、１８歳未満の人口減少などによる大学間競争の激化、国の高等教育政策への対応、さ

らには地方創生により一層寄与することが大学に求められております。 

 このような大学を取り巻く環境の変化に対応して、引き続き職業人の育成と地域社会へ

の積極的な貢献を目指して、第三期においては、実社会とのかかわりをより一層深めるこ

とによって、Ｄ×Ｎによる教育・研究・地域貢献の取り組みを磨き上げて、一つ一つの成

果を市民が実感できるものにしていくことを基本的な考え方としております。 

 次に、目標の各章について説明いたします。 

 まず、第１の目標期間については、平成３０年４月１日から平成３６年となっておりま

すが、元号が変わっておりますので、令和６年３月３１日までの６年間となっています。 

 次に、第２の教育に関する目標でございます。 

 なお、これ以降、下線を引いているのは第三期において新たに明記した項目となってい

ます。 

 まずは、幅広い分野におけるデザイン能力の活用や、地域包括ケアシステムの構築など

の多様なニーズや課題に対応し、社会で活躍できる実践能力を備えた専門職業人を育成す

ること、また、学生へのキャリア支援の充実を図ることに加え、経済的な事情を抱えた学

生や障がいを持った学生など、多様な学生が円滑に修学できるよう支援を行ってまいると

いうことであります。 

 次に、第３の研究に関する目標でございます。 

 Ｄ×Ｎの特色を生かした研究のほか、北海道や札幌市の特性や課題を踏まえた研究など、

社会において有用性の高い研究を推進することとしております。 

 あわせて、競争的研究資金の獲得にも積極的に取り組むということと、研究成果を国内
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外に公表し、研究機関としての地位を向上してまいります。 

 次に、第４の地域貢献に関する目標です。 

 産学官交流や知的財産の発掘・事業化、共同研究などを通じて、地域産業の振興や地域

医療の充実に貢献するとともに、地元就職を希望する学生に対して、インターンシップ等

により質の高い就業体験の機会を設け、地元定着を推進していきます。 

 また、生涯学習の振興や健康増進・福祉の向上、地域課題の解決など、地域コミュニテ

ィーの振興にも貢献することとしております。 

 次に、第５の大学運営に関する目標です。 

 多様な主体との連携を拡大するとともに、大学の教育・研究・地域貢献の成果をわかり

やすく発信して大学の認知度を向上させ、さらには、効果的な入試広報を通じて優秀な学

生を確保することとしております。 

 また、大学の教員や職員に関してワーク・ライフ・バランスの向上や職員のマネジメン

ト能力の向上を図り、事務局の強化を図ることとしています。 

 最後に、大学入試について、令和２年度から現行のセンター試験にかわって、記述式問

題を含む新しいテストの実施が検討されておりますので、このような制度改正にも対応し

ていくということを掲げております。 

 以上が第三期中期目標の概要になります。 

 次に、本題となりますが、評価の方法についてのご説明を差し上げたいと思いますので、

別紙１をごらんいただきたいと思います。 

 おめくりいただいて、２ページをごらんください。 

 計画体系です。先ほども触れましたが、中期目標がありまして、これは札幌市長が法人

に対して指示する６年間の業務運営に関する目標です。これに対して、中期計画というの

は、法人が策定するもので、中期目標と同じ６年間の計画です。最後に、年度計画とは、

法人が策定する年度ごとの計画になります。 

 資料の下に記述がありますが、中期目標期間の中間と終了後に６年間の評価を行うこと

になっておりまして、それを中間評価、期間評価と呼んでいます。また、年度計画につい

ては、年度終了後に評価することになっていまして、年度評価と呼んでおります。 

 繰り返しになりますが、今回の評価につきましては、平成３０年度の年度評価を実施す

ることになります。 

 ３ページをごらんください。 

 続いて、評価の流れについてでございます。 

 まず、法人は、各事業年度の終了後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います。 

 今回も報告書には、年度計画に定めた項目について、１年間の業務実績について法人が

みずから評価を行った結果が記載される予定です。 

 評価委員会では、報告書の受領後、計画の実施状況の調査と分析を行って評価を行いま
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す。その後、評価結果を法人に通知するとともに市長へ報告し、公表するという流れにな

ります。 

 その後、市長は、その評価結果について議会に報告をすることになります。 

 次に、４ページでございます。 

 こちらのページでは、第三期中期目標と中期計画の概要を書いております。 

 中期計画の中に盛り込んだ項目については下線を引いておりまして、企業等と連携した

課題設定を行う専門科目の実施など、４項目を新たな取り組みとして盛り込んでおります。 

 ５ページをごらんください。 

 ここでは、第三期中期計画を認可する上で、評価委員会の皆様方にご審議をいただいて、

今後もＰＤＣＡサイクルを丹念に回して１年ごとに大学が発展していくことを期待すると

か、年度計画においては重点項目を定めて計画にめり張りをつけることなど、１１項目に

ついて評価委員会から意見を付していたところでございます。 

 ６ページをごらんください。 

 こちらには、平成３０年度計画の概要ですが、項目数は４７ありまして、中期計画と同

じ項目と指標を設定し、全ての取り組みに指標を設定したということが大きな特徴になり

ます。市立大学では、重点的に取組項目として、ここに記載の四つの項目を定めていると

ころです。 

 ７ページをごらんください。 

 ここからは、評価の方法に関することです。 

 まずは、法人が行う年度評価ですが、緑色で囲っている欄に、市立大学が平成３０年度

に実施した内容や検証、今後の取り組み、まさにＰＤＣＡで、プランは最初にありますが、

それに対するＤＣＡを記載することになっております。 

 赤色で囲っている欄は、成果指標に対しての達成状況を記載するということで、二重丸、

丸、バツの三つで状況を示すことになっています。 

 法人が自己評価する成果指標の達成状況について、１０割を超えて、１００％以上にや

ったということであれば二重丸がつきますし、指標どおりまたは概ね指標どおりであれば

丸をつけることになるのですが、昨年度の評価方法では、ここを９割以上１０割以下の場

合に丸をつけることとしていました。つまり、９割以上やっていなければ丸はつけないと

いうことで評価をしていたのですが、今年度については、大学側が全ての項目に定量的な

指標を設けたこともございますので、８割以上であれば丸とするように変更しております。 

 次に、左側に黄色で囲っている欄がありますが、緑の自分たちの評価、赤の成果指標の

評価を踏まえて、法人が自己評価をⅠからⅣの段階で記載します。基本的には、十分に実

施しているというⅢの評価以上を目指すことになります。 

 青色で囲っている欄には、昨年度に評価委員から指摘した項目等についての対応状況を

法人側で記載していくことになります。 

 次に、８ページをごらんください。 
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 評価委員会が行う評価についてご説明いたします。 

 評価委員会では、法人が記載してきた実施状況、検証等や参考資料をもとに評価を行っ

ていただきます。後ほどご説明しますが、６月の中旬には、未定稿ではありますが、法人

の自己評価の評価書を委員の皆様にお送りできると思っています。 

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

らⅣの４段階で記載いただきたいと思います。 

 青色で囲っている欄には、指摘事項や意見等を記載していただきたいと思います。指摘・

意見の記載は任意ですが、法人と異なる評価をした場合、例えば、法人がⅢ評価としてき

たものにⅡ評価をつけるというように評価を変える場合は、必ずその理由をご記載くださ

い。 

 先ほど計画の項目は４７あると言いましたが、その全てを評価していくのではなくて、

役割分担をしたいと思います。それは、後ほどお諮りさせていただきます。 

 続いて、９ページをごらんください。 

 これ以降は、８ページでご説明した委員の皆様の評価を事務局側で取りまとめていく際

の記載の方法になります。 

 項目別評価となっていますが、資料には平成３０年度の評価書の一部を載せております。

大学の教育研究の質の向上に関する評価について、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して、

大学の教育研究の質の向上というところには２３の項目がぶら下がっているのですが、そ

のうちの１３項目がⅢ評価、９項目がⅣ評価でありました。ⅣまたはⅢの割合が１００％

であったということです。 

 この結果をもとに、赤で囲ったところにあるように、ＳからＤの５段階で評価結果を記

載しております。 

 この５段階評価ですが、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

ということで、この場合は全てがⅣまたはⅢであったのでＡの評価になっています。 

 法人としては、Ｂ評価以上を目指すということであります。 

 １０ページをごらんください。 

 ９ページでごらんいただいた例を用いますと、対象となった２３項目に対しまして、皆

様に記載いただいた指摘・意見などを事務局が「特筆すべき点」「注目される点」「遅れ

ている点」などに分類し、評価書に記載していきます。 

 １１ページをごらんください。 

 次に、全体評価です。 

 全体評価は、各項目別評価の結果全てを踏まえて、この計画の進捗状況全体について総

合的に評価を行うもので、皆様の評価をもとに事務局が案を作成していきたいと思います。 

 １２ページをごらんください。 
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 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すが、法人、

評価委員会双方がお互いの考えについて理解を深めて、よりよい法人運営、大学運営に向

けた意見交換の場としていきたいと考えております。 

 後ほど、スケジュールについてご審議いただきますが、今年度は第２回評価委員会を７

月２５日に実施する予定で、そこでヒアリングをできればと思っております。 

 ヒアリングには、理事長や副学長なども出席予定でありますので、いろいろなことをお

聞きいただければと思います。 

 参考までに、昨年度のヒアリングでどんなことを聞いたのかというものを載せておりま

すが、その際の議事録もつけておりますので、詳細についてはそちらをごらんいただける

とありがたいです。 

 最後の１３ページになります。 

 ヒアリングの考え方ということでございます。これまでご説明してきた評価の方法とと

もに、ヒアリングの方針についてこの委員会で決定いただきたいと思いますが、その後、

法人の報告書を見た上で、各委員でヒアリング事項を決定いただいております。 

 そこで、五つの項目を出させていただいておりまして、今回は、第三期中期計画のスタ

ートとなる平成３０事業年度の評価でありますことから、ヒアリングの項目としては、①

第三期中期計画にて新たに設けた項目、②第三期中期計画の申請認可に当たって評価委員

会から意見した項目、③平成30事業年度計画の重点取組項目、④平成２９事業年度評価に

おいて評価委員会が意見、指摘等を行った項目、⑤その他、委員の皆様が確認を希望する

項目、これらを中心にヒアリングをしていくとよろしいなと思っていますが、もちろん、

これに縛られることなく評価していただければと思っております。 

 なお、各委員からの質問は２問程度というふうに考えております。 

 説明については以上でございます。 

○安藤委員長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から説明がありました今回の評価の方法とヒアリングの方針案について、

ご意見、ご質問等がございましたらご発言をお願いいたします。 

 基本的には去年のやり方とそう変わっていないと思いますが、そのご経験も踏まえてご

意見をお願いいたします。 

○渡邊委員 令和元年度第１回とありますが、事業評価については、平成３１年度が４月

に１カ月間だけありますね。それについては、令和元年で統一されるということでよろし

いでしょうか。 

○事務局（岩間企画担当係長） そういう認識でおります。あくまでも年度は４月から来

年の３月までという考え方です。 

○渡邊委員 我が社でも、面倒くさいから西暦に直してしまっていますが、今回は令和元
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年と平成３１年度が一緒ということですね。 

○事務局（岩間企画担当係長） 今年度の評価は平成３０年度の評価になりますが、今、

市立大学では、次の年度計画は２０１９年度計画としようということで検討しています。 

○安藤委員長 新しい第３期の中期目標、中期計画の評価は我々が初めてになるわけです

から、去年と同じということだけでは済まないと思っています。 

○事務局（岩間企画担当係長） そうですね。今年度は３期目の中期目標、中期計画が始

まって、それに基づいての年度計画の評価ですので、３期目の初めてということになろう

かと思います。 

○河口委員 始めたばかりですから、お手並み拝見ということで。 

○安藤委員長 私の記憶では、去年は、評価基準の指標を設定してくださいというところ

で細かく申し上げた結果、大分ごたごたしたと思っています。それは去年の一過性のこと

ですから、整理されて出てくるのではないかと思っていますが、基準を設けると、大学の

自己評価が低過ぎるのではないかなど、随分といろいろな意見が出た記憶があります。こ

としは、大学もそういうやり方に沿って出していただけるものと思っております。 

 そのほか、特にお気づきのことはありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○安藤委員長 それでは、本件につきましては、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 そのようにお願いします。 

 次に進ませていただきます。 

 議題（２）のヒアリング等の役割分担について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（岩間企画担当係長） 別紙２をごらんください。 

 表の右側に、各項目の担当委員のお名前を書かせていただいております。皆様の専門分

野と評価する項目数を考慮して、評価の役割分担について割り振りをしておりますととも

に、先ほどのヒアリング方針案に基づいて事務局案として抽出したヒアリング項目が網か

けをしたものです。 

 ヒアリング項目抽出の考え方ですが、上段の囲みをごらんください。 

 先ほど、第三期中期計画で新たに設けた項目など５点について着目してはいかがでしょ

うかというご提案を差し上げましたが、５点の項目の中から複数該当するような項目です

ね。例えば、第三期で新たに設けた項目であり、法人側が重点的に取り組むと掲げている

取組項目などを抽出していくとちょうど１０個になりまして、その１０個について抽出し

ました。 

 ２月の時点でメールをさせていただいて、どんな項目についてご質問をしたいかとお聞

きしたときにご回答いただいたものを質問項目として入れさせていただいております。 

 例えば、１番目の両学部の学生が協働して地域課題に取り組む地域志向科目の実施につ
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いては、重点取組項目と２９年評価意見、また、ここは事前に質問をしたいというご意見

もいだいておりました。 

 また、右側のヒアリング分担（案）というところも書かせていただいております。 

 同様に、８番についてもヒアリングをしております。 

 １７番、２０番、２２番、その次に、２７番、２９番、３２番、３８番、３９番という

ところをヒアリングの項目案として掲げさせていただきました。 

 お手元のファイルの１６番をごらんください。 

 これは、１枚にまとめたイメージです。 

 Ⅰの教育に関する目標については、安藤委員長、生田目委員、河口委員にご評価をいた

だきたいと考えております。 

 Ⅱの研究に関する目標については、河口委員、生田目委員、倉知委員にお願いしたいと

考えております。 

 以降については、読み上げを省略させていただきます。 

 これで割り振りますと、下段の表にありますとおり、１８から２０項目くらいの評価を

いただくことになります。 

 続きまして、資料１７をごらんください。 

 こちらは、別紙２でご説明したものを１枚にまとめており、ヒアリングのテーマ、分担

案、各委員２項目で計１０項目のヒアリング項目をお示しさせていただいております。 

 次のページから、具体的なヒアリング内容の案をつけておりますが、先ほども申し上げ

ましたとおり、この案に縛られるものではありませんので、事務局からの提案という形で

出させていただいております。 

 一つだけご紹介しますが、１のデザインと看護の連携促進という観点でのご質問をいた

だきました。中期計画の中では、デザイン学部と看護学部の学生が協働して地域の現状や

課題を知り、その解決手法を提案する地域志向科目を連動させることにより、地域に貢献

できる人材を育成するということが計画に掲げられております。この計画に基づいて、平

成３０年度にどんなことをやるのかというのが次の年度計画のところですが、要は、この

学生が協働して地域課題に取り組み、専門性を理解しながら異分野連携に必要な基礎的な

知識・技術・態度を習得する学部連携基礎論という授業、これは２年生の前期ですので、

それを踏まえて３年生の後期に学部連携学習をしていくということが年度計画に掲げられ

ております。 

 また、これについては、学部連携演習の成果について、卒業時の教育評価アンケートを

もとに経年的な検証を行いますということを市立大学が掲げております。 

 成果指標としては、卒業時に地域の課題発見、解決提案する能力が身についたと認識し

た学生の割合を６５％にしますということが目標となっています。 

 ここで、質問案として書いていますが、本項目は、デザイン学部、看護学部の量学生が

それぞれの専門性を理解しながら異分野連携について学んでいくという、まさにＤ×Ｎ推
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進の取り組みであるので、これをより効果的な授業としていくためにも、教育評価アンケ

ートなどを活用して、教育成果の評価を適切に行うとともに、経年的に分析、検証し、効

果的に見直しを行っていくことが非常に重要であろうということです。 

 そこで、この重点取り組み項目でもある本項目の成果として、デザインと看護の連携が

進んできていると感じる事例についてまず聞かせてくださいということです。 

 そして、評価アンケートの分析結果や実際の授業を通じて見えてきた課題や、その課題

を受けて、どのように見直しを行ったか。さらに、学部連携基礎論というのは平成２９年

度から実施しているということであり、まだ数字が出ていないのかもしれないけれども、

経年的な評価分析を行っていれば、その結果についてもお聞かせいただきたいということ

を書いております。 

 以降についてのご説明は省略させていただきますが、この１０個の項目について案とい

うことで事務局から出させていただいております。 

 また、この案に縛られるものではありませんので、ヒアリングの項目、内容については、

後日、６月の中ごろに報告書を提出いたしますので、その内容を見ていただいて、質問内

容をご判断いただければと思っております。 

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

ですし、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もちろん可能でご

ざいます。 

 各委員の役割分担とヒアリングの説明については、以上でございます。 

○安藤委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、事務局からご説明がありました。各委員の役割分担、ヒアリング項目の質問

の案までつくっていただいておりますけれども、それらについてご意見やご質問がござい

ましたらご発言をお願いいたします。 

 まずは、それぞれご関心のものが当たっているか、確認していただければと思います。 

○渡邊委員 この形でいいのではないかと思います。事務局のほうで、今年度から初めて

のものに質問しないのもおかしいですが、そうかといって、だらだらと何十項目も質問し

たら大学のほうも大変だと思います。 

○安藤委員長 成果指標を数字で随分挙げていただくことになっていますが、達成されて

いますね、結構でございますで終わってしまいそうな気もします。質問の内容については、

まずは報告書が出てからお考えいただくことになると思います。 

 会議を減らすといっていた話はどうなったのでしょうか。 

○河口委員 大体は、新しいことを始めたら会議がふえますよね。 

○安藤委員長 そうですね。会議を減らすための会議が必要になります。 

○渡邊委員 会議についても、報告会の会議と、一堂に会して新しいものをつくっていく

会議がありますね。報告会の会議は、ネットで報告する一つのパターンをつくり上げれば、

会議そのものは減ると思います。 
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 我々の会社もそうですが、前月の数字の報告をずっとするわけです。そんなものは全部

データで出ているのです。しかし、それを聞かないと落ちつかないという人たちがたくさ

んいるのです。そういうものは全部やめて、データをアップしてあるから、それを見てく

れ、来月はどうするかということに関してだけ意見を聞きたいというふうにすると、月１

回の会議が物すごく短くなるのです。それまでは朝から晩までやっていた会議が午前中く

らいで終わってしまって、昼からはもう帰りましょうとなりました。 

 ですから、報告の会議と本当に議論しなければいけない会議を分けていただくことが大

事になってくると思います。 

○河口委員 実際に会議の場に出ているわけではないから、そういうふうになっているか

どうかわかりませんけれどもね。 

○倉知委員 成果指標とありますが、ここに法人のほうで設けた成果指標がある前提で、

どうしてこの成果指標なのかということはおいておいて、あくまでもこれに基づいて評価

するという話ですね。 

○河口委員 ８割以上を達成することを目標にとなっていますね。 

○倉知委員 これは何だろうと思っても、そこはおいておいて、これに対してということ

ですね。わかりました。 

○安藤委員長 今までも、達成されているかどうかというところでは、計画がもとになっ

ていますが、それ以外に気がついたことは指摘というところに書いておけば、それなりに

翌年度に対応してもらっているように思います。評価する立場としては、気がついたこと

をどんどん書いていいのではないかと思っております。 

○渡邊委員 あとは、せっかく札幌市立大学に入学したのですから、せめて札幌で１０年

くらいは働いてほしいですね。 

○河口委員 そういう数字が欲しいですね。 

○渡邊委員 もしくは、道内で働いていただけるとかね。 

○河口委員 国公立はつらいところがありますね。 

○安藤委員長 前に、看護でもどこかに行ってしまう人が多くてという話を聞いたことが

あります。 

○河口委員 名寄市立は、財政基盤が小さいところで頑張って公立をやっているのですが、

道外からたくさん入って、卒業すると同時に消えてしまうのです。名寄市に残らなくて、

仕方がないから、旭川大学などに、どうぞうちに来てくださいと。地域枠でも設けたらと

言いたくなります。 

○渡邊委員 看護の先生に聞いたら、道外の病院の動きは物すごく早いのだそうです。卒

業のずっと前から決まっているけれども、道内の病院は１２月ぐらいにどうかという連絡

が来るので、学生としては早く決まってほしいという思いがあるということはおっしゃっ

ていました。 

 これは、デザインのほうも一緒です。道内に立派な中小企業はたくさんあるのですが、
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テレビコマーシャルをしない会社はだめなのです。認知がないからです。ですから、コマ

ーシャルをしている全国の企業に勤めたらどうだろうかと考えて、そういうところから応

募があったらすぐに行きますね。でも、東京に行って、家を建てて、結婚して、子どもの

教育を考えたら、北海道であれば東京の給与の半分以下で暮らせるのです。学生はそうい

うこともわかっていないのです。 

 初年度に５００万円を出すけれども、うちの会社に勤めるには、歩いて２０分以内に住

まいを求めてくださいと言うと、家賃だけで月２０万円くらいかかるのです。そうすると、

２４０万円はとられるから、残るお金は半分しかないのです。そういうことが全然わかっ

ていなくて、目の前のお金だけでという話です。 

 それは、我々企業側ももう少し真面目に宣伝するというか、いい会社と悪い会社はここ

で見分けるとか、それは倉知さんのほうですぐにおわかりになると思います。財政的には

いい会社です、将来的には経営者を見てくださいということも一部必要になってきますね。 

 普通の親は、ＡとＢの会社のどっちがいいのかわかりませんから、名前が売れているほ

う、売り上げが大きいほうがいい会社になってしまうのです。そのあたりも、学生さんに

もう少し説明をしてあげながら、こことここを見ながら道内の会社を見に行ったらいかが

ですかと。 

○倉知委員 行きっ放しの人が多いのでしょうか。 

 北海道の人は、東京に行っても何年かしたら戻ってくる人が多いと思いますが、そうい

うものは大学で把握されているのですか。 

○事務局（芝井政策企画部長） 大学では、Ｕターンまでは把握していないと思います。 

○事務局（岩間企画担当係長） 北海道内、札幌市内の就職率の数字はありますし、外に

どれだけ出て行っているかという数字もあると思います。ただ、卒業した後に行って戻っ

てきているかどうかは、もしかしたらわからないかもしれません。 

○安藤委員長 ただ、これから大学の入試も変わりますし、就職のほうも就職協定を廃止

だというような議論になっているから、また随分変わってくるでしょうね。 

○渡邊委員 極論すると、１年生からでも会社に来てくれていいよというくらいです。そ

うすると、４年間インターンをしているから、卒業して来たときにはばりばりです。 

○河口委員 インターンで、自分と合っているとか、合っていないとか、これは成長株だ

と思うかどうかとかを判断して就職すればいいのです。 

 今宣伝されて有名な就職先が２０年後にどうなっているかということで言うと、今まで

の経験から、２０年前には上位でも今は１０位にすら入っていないという会社があるわけ

です。それよりも、自分に合ったとか、おもしろいと感じるものとか、そういうものでや

ったほうが自分のためだと思います。 

○渡邊委員 ゲームをつくって、課金制度で売っている会社は、物すごく利益を出してい

るのです。売り上げが即利益ですからね。それらは今から２０年前には何もないです。し

かし、これから２０年たったときにその会社が残っていたとしても、全然違う形になって
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いると思うのです。そういうことも選択するときの考え方として教えてあげることは大事

かと思います。 

 看護のほうは、専門性がちょっとずつ変わってくるのでしょうけれども、ずっと続いて

いく職種です。 

○河口委員 でも、看護も変わったのです。私が看護の道に入ったときは、看護の大学は

１０校くらいしかなかったのです。高校の先生を養成するところが６校くらいと、あと４

校くらいしかなかったのです。今は２８０校くらいあるのです。この２５年くらいの間に

１０校から２８０校までがっとふえたのです。そんなことを私が入ったころの３０年前に

誰が想像していたでしょうか。 

 ３０年くらい前は、看護が４年制化するなんて誰も信じていなかったのです。文科省は

しないと言っていました。ずっとそう信じられていて、ある日突然、４年制化しますとい

うことで、毎年、国立を３校ずつつくり、公立もがんがんつくり、それにあわせて私立が

つくられ、はたと気がついたら、医療系のない大学まで看護学部をつくり出したのです。

誰がそれを２５年前に予測したでしょうか。 

○渡邊委員 それは、国のほうで、看護の従事者が絶対的に足りなくなるという読みでふ

やしたのでしょうか。 

○河口委員 数もふえていますが、それよりは４年制化したということです。 

○安藤委員長 北大などは、３年制の短大だったのを４年制にした。 

○河口委員 短大は激減して、ほとんど４年制になって、看護学校も４年制になって、医

療系が何もなかったところも看護学部をつくったのです。激変の世界です。 

○安藤委員長 つくり過ぎであぶれてしまうということはないのでしょうか。 

○河口委員 ピークは２０２５年などと言っていますが、それ以降は減るはずです。人口

そのものが減るので、看護も減るはずですが、こんなつくって、この後、大丈夫なのでし

ょうかと思います。実を言うと、看護学校も減っていないのです。看護学校も増えている

し、大学もふえているのです。しかし、１８歳人口は激減します。あとはどうなると考え

ているのでしょうか。 

 みんなの予想では、文科省は自然淘汰を考えているということです。 

○渡邊委員 あとは、自然淘汰で、質のいいところだけを残していくということでしょう

か。 

○河口委員 あとは倒産するということになっているのでしょうか。 

○安藤委員長 それでは、今ご説明のありました案については、本件原案のとおりでよろ

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、そのように決めさせていただきます。 

 先に行かせていただきます。 

 ３番目は、今後のスケジュールについてです。事務局から連絡をお願いいたします。 
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○事務局（岩間企画担当係長） 資料１８をごらんください。 

 今後のスケジュールでございます。 

 資料の中段が評価委員の皆様のスケジュール、上は札幌市のスケジュール、下が市立大

学のスケジュールです。 

 真ん中の欄を見ていただきたいのですが、まず、本日５月３０日に第１回委員会を開催

させていただきまして、６月１２日ごろに、未定稿ですが、市立大学業務実績報告書をご

送付できると考えております。そして、６月末に最終的な業務実績報告書の提出がありま

す。この未定稿からもし変更点がありましたら、その部分はきちんとわかるようにしてご

送付させていただきたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、法人から提出のあった業務実績報告書や資料をもとに

評価作業を行っていただきまして、ヒアリング内容については７月５日までに事務局にご

提出いただければと思います。 

 評価結果については、７月１１日までに事務局宛てにご提出いただければと思います。 

 ご提出いただいた評価結果を事務局で取りまとめまして、第２回会議の開催予定の７月

２５日の１週間ほど前には委員の皆様にまたお送りしたいと思っております。 

 ７月２５日の評価委員会については、午前９時３０分から１２時３０分までということ

で、お昼の時間にかかってしまうスケジュールで大変申しわけないですが、その時間帯で

開催したいと思っております。９時３０分から１０時４５分までくらいの時間で法人に対

してヒアリングを行いまして、その後、１５分休憩した後、１１時から１２時３０分の時

間で、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、ヒアリングの内容の

評価書への反映の審議をしていきたいと思っております。 

 その後は、ヒアリングや委員の皆様のご意見、指摘事項、期待することなどを反映した

評価書の最終案を事務局でつくりまして、後日、委員の皆様にご確認いただきたいと考え

ております。 

 その後、評価書を市立大学へ提示しまして、８月中旬までに法人から意見を受けつける

予定になっています。 

 市立大学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、３回目の評

価委員会を開催することになりますが、そういうことがなければ、２回目の評価委員会で

終了ということで考えております。 

 ８月末までに評価結果を確定し、札幌市長への報告を行って、市長が９月に議会に対し

報告を行うことになっております。 

 次に、資料１９をごらんください。 

 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。 

 繰り返しになってしまいますが、ヒアリング内容の提出方法についてですが、ワードフ

ァイルに項目番号と質問文を記載した上で、７月５日までにｅ－ｍａｉｌでいただけると

ありがたいと思います。 
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 なお、質問については、市立大学に事前にお知らせをすることになります。 

 次に、評価書の提出方法ですけれども、本日配付している資料１０に今までご説明しま

した詳細版が入っていますが、それをもとに評価をいただければと思っております。 

 この評価書はエクセルファイルでお送りしたいと思いますが、項目がわかるようにして

いただければ、エクセルファイルに記載することがなく、ワードファイルでも構いません

ので、結果を７月１１日までにｅ－ｍａｉｌにいただけるとありがたいです。 

 説明は以上です。 

○安藤委員長 ただいま事務局からご説明がありました今後のスケジュール、ヒアリング

の内容や評価書の提出方法について、ご意見やご質問がありましたらお願いいたします。 

○倉知委員 ２５日にヒアリングとありますが、それより前に評価をするときに参考とす

る資料は、打ち出したものを郵送で送っていただけるのですね。 

○事務局（岩間企画担当係長） そうです。評価する対象のものは送付させていただきま

して、記載いただく書類についてはワードやエクセルのファイルでということです。 

○渡邊委員 全体評価は、委員長にお任せでやっていただくのですね。 

○安藤委員長 事務局で基本的な整理をして、最終的には私が責任を持ちますということ

です。 

○渡邊委員 それはそれでよろしいのですね。７月２５日にヒアリングをして、それまで

に各項目は自分たちでしているのですが、それを統括して大学に出すときの全体評価につ

いては安藤委員長に全てお任せするということですね。 

○安藤委員長 今のやり方になったのは去年からだったと思います。それ以前は、ヒアリ

ングが終わってからです。昔は、ヒアリングが終わってから、さて考えるかという調子で

したが、去年からは、ヒアリングの前に基本的なところは書いていただいて、ヒアリング

で確認した上で、その日のうちに委員会で決めて、細かい調整は事務局と私のほうで、も

ちろん各委員にもフィードバックしながらですが、それで大体はうまくいくのではないか

ということだと思います。 

 大学側の意見と重大な対立が生じたら、また大変ですけれどもね。 

○河口委員 そもそも、大学側が目標を決めて、それに対して自己評価しているわけです

から、大きなそごは出てこないはずです。 

○安藤委員長 数値目標も挙げてもらっていますし、達成不可能な極端な数値は出さない

ようにということも申し上げていますから、大体はスムーズに行くのではないかと思って

おります。 

 そうすると、委員としてはすることがないような感じは若干ありますが……。 

○河口委員 そういう評価をすると、小さくまとまってしまうのがちょっと心配です。評

価ががんと下がるのをおそれてチャレンジしなくなるというのも不安なところがあります。 

○安藤委員長 数値目標というのは、計画や目標のごく一部を切り取ったものですから、

それだけで済むわけではないことはわかっています。そこは、評価書のその他の意見のと
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ころでいろいろ補足していただければ、将来の役に立つのではないかと思います。 

 スケジュールと評価書の提出方法については、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 では、そのようにさせていただきます。 

 本日審議していただく議題については以上です。 

 そのほか、各委員からご意見、ご質問があれば、ご自由にお願いします。 

○生田目委員 第三期に当たるので、こちらで評価する一つのポイントとしては、実社会

とのかかわりをより一層深めるような内容になっているかどうか、第三期中期目標により

近づけるためにどうしたらいいという気持ちで評価をするか、そういうところを心がけて

いくとよりいいということでいいのですね。 

○事務局（岩間企画担当係長） そのとおりです。まさに新しい目標に向かって、この１

年間、どうやったのかということです。 

○河口委員 目標が第１、第２、第３といろいろあるのですが、確かに私たちもこういう

ふうに書くのです。幾つもの項目があって、それぞれに目標を立てるのですが、大学とし

て全ての項目で達成しようとしたら、どんぐりさんくらいにしかならないわけです。大学

として、これとこれを重点としてやろうとしているということが明確にわかることで、成

長していく、発展していく内容だと思いますが、そこはまだよくわからないです。 

 学長先生がＡＩのご専門というのは目玉かと思いますが、そんな感じで受けとめておい

てよろしいでしょうか。 

○渡邊委員 中島学長は、道総研とのコラボをするとか、函館市立大学と一緒にやるとい

うことで、どんどん始められています。そういう意味では、重点項目はＡＩにフォーカス

されていると思います。それがどんどん進んでいるので、しばらくはＡＩで進んでいくと

思います。それを見て、ＡＩではないだろうと言うか言わないかは別ですが、お話を伺っ

たら、マスコミが流すＡＩの問題はほとんど意味のないものだとおっしゃるのです。ＡＩ

をちゃんと勉強しないとだめで、今までの世の中の仕事は幾らでも切りかわってきたのに、

ＡＩが出たら職を奪われるみたいなことを言っているけれども、ＡＩによってまた新たな

職がどんどん出てくるのだから、そんなことを気にする必要はないというということでし

た。ただ、時代に合わせた仕事が出てくるので、それに対して大学人もカリキュラムなど

を進めていく必要があるというお話をされていました。 

○河口委員 ＡＩは見えないところで結構使われていて、進んできているのだと思います。

スポットライトを当てていなかっただけなのでしょうね。 

○安藤委員長 去年のヒアリングのときは、学長先生が就任したばかりで、まだエンジン

がかかっていないという感じがありました。また、新しい学長は新しい計画にはかかわっ

ていないというのはちょっと妙な感じがありましたけれども、ことしはもう少しまとまっ

た話を伺えるのではないかと思っています。 
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○生田目委員 ＡＩの話で気になるのは、札幌市立大のベースに理系がないのにどうする

のかということが心配です。ほかの大学とコラボするということですが、本体に理系がな

くてどうやってどう経営していくのか、ＡＩをどう強めていくのかというところが気にな

りました。 

○渡邊委員 デザインは理系なのです。今は、絵を描くだけのデザインなんてありません

で、データベースに基づいていろいろなことがデザイン化されています。そういう意味で

は、デザインをする際のＡＩの活用は、そんなに困らないと思います。 

○河口委員 普通に考えると、工学部や理学部などとコラボしたら、もっと大きなものが

できそうな気がします。 

○渡邊委員 それは既に始められています。デザインをしながら、その中にこういうもの

を入れたらいいよねというときの詰め込み方は、デザインの人もわかるし、工学部の人も

わかります。それは、これから非常におもしろくなる世界だと思います。その両方をご存

じのデザインの皆さんと中島先生がコラボされるので、非常におもしろい世界が始まって

くるのではないかと思います。 

○河口委員 必要な人がいなければ、工学部を持っているところと共同でするという案も

出てきますね。 

○生田目委員 教育機関なので、人材育成を考えていくと、単位互換をしていくようなこ

とも必要になると思います。 

○河口委員 何かをつくり上げるのは共同が一番かと思います。 

○渡邊委員 とりあえず、函館とは共同します。ひょっとしたら、単位の互換をやるとい

う話まで上がっているかもしれません。道総研と組むことが決まっていまして、実験施設

等は全て道総研にありますので、そこへ行ってものづくりはできます。 

 そういうベースはほとんどでき上っているので、あとは、ＡＩのことをわからない学生

に学長が教えていったら、びっくりするようなものができ上ると思っております。 

○河口委員 スタートしたばかりですからね。ここは人材がもっと必要だと思ったら、コ

ラボされるのではないか、次の目標を立てられるのではないかと思っております。 

○安藤委員長 それでは、事務局からの連絡事項がもう一つありますので、お願いします。 

○事務局（岩間企画担当係長） 資料３をごらんください。 

 情報提供ということで、事務局からご説明させていただきたいと思います。 

 今年度から、ＡＩを活用した公共事業の最適化に関する研究を中島先生のもとで行って

いただくという事業を始めております。 

 左上の背景からご説明します。 

 人口減少、少子高齢化、生産年齢人口の減少に伴うさまざまな業種での担い手不足の発

生は、札幌市においても喫緊の課題であります。 

 特に、除排雪などの公共事業の分野では、労務単価の上昇などによる人件費の高騰や将

来的な担い手不足など、本当に多くの課題を抱えている状況です。 
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 一方で、ＡＩの技術革新が非常に進展しており、ＡＩの活用によって将来的な担い手不

足の解消や人件費の節減にもつながるということが期待されているところです。 

 ２番の現状と課題ですが、まずは除排雪についてです。 

 雪堆積場は都市化の進展により郊外化しているという現象があります。また、１０年後

には除雪のオペレーターが２割程度減少するということが予想されているところです。 

 この表を見ていただきたいのですが、除雪にどれくらいのお金がかかっているのかとい

うものをまとめています。 

 実は、平成２４年度については１５０億円くらいで、そのうちの半分は排雪です。平成

３０年はどうだったかというと、２００億円を超えてしまっておりまして、この６年間で

５０億円がふえたということです。課題としては、除排雪の費用の急激な増加や、将来的

な担い手不足ということが大きな課題になります。 

 次に、ごみ収集ですが、ごみステーションについては、ステーション管理の負担軽減と

いう観点から、今、ごみステーションが小規模化している状況にあります。その結果とし

て、ごみステーションの数はふえていきます。ただ、この数がふえても収集車は全部を回

らなければなりませんので、作業効率が低下し、配車の台数もふやさなければいけないと

いう現状があります。 

 こういうことから、車両の増加による経費の増加や、これ以上の増車には耐えられない

という業者の意向も聞いております。 

 上の３の目的と事業内容ですが、目的としましては、ＡＩの技術を活用して、交通、経

路に着目した作業効率の向上・適正化、作業環境の改善、ひいては経費の節減に資する仕

組みを研究して、事業の効率性を高めることで市民サービスの維持、向上につなげていく

ということを目的として掲げております。 

 予算的には３，５００万円で、中島先生のもとで研究していくということですが、これ

は３カ年の研究を考えておりまして、本年度は、翌年度に実際にシステムをつくっていく

上でどういうものをつくればいいのかという基礎的な研究をしていきます。 

 テーマは二つで除排雪とごみ収集と書いていますが、研究イメージとしては、除排雪は

シーズンを通じた排雪現場から雪堆積場までの運搬経路等の最適化などを掲げております。 

 実際にやる仕事については、（１）から（５）まで掲げておりますが、（１）にある事

業の効率性を高める効果的な手法、課題の整理ということで、研究イメージと書かれてい

ますが、一番効果的な手法は何なのかというところから考えていこうということです。 

 その手法をやっていくために分析をしていくということで、データの収集も行っていく

ということです。その収集したデータを、ＡＩの技術を活用して最適化を導き出していく

ということです。 

 （４）の連携企業の選定ということで、出口として実際に企業も巻き込んで事業をして

いく報告をしてくださいということで、この５点についてやっていただこうと思っており

ます。 
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 ４の実施体制です。 

 研究室については、（仮称）札幌市立大学地域連携研究センターＡＩラボという名前で、

南１条西６丁目にあるジョブキタビルに入る予定です。 

 研究者は、中島先生を筆頭に、准教授と助教が２名の４名の先生たちでやっていただこ

うと思っております。 

 連携ということですが、ジョブキタビルというのは、オープンデータと言いますが、デ

ータを外に公開していくような取り組みをしている札幌圏地域データ活用推進協会や、Ｓ

ＡＰＰＯＲＯ ＡＩ ＬＡＢという研究者や民間企業が入るような拠点として機能してい

く方向で進めておりますので、頻繁に打ち合わせをするという意味でも、役所からも近い

まち中に研究室を設けるということで考えています。 

 ５の役割分担は、我々内部の話ですので、飛ばします。 

 ６のスケジュールについては、今年度は基礎的な研究でありますが、翌年度については

試作のシステムをつくっていって、その翌年度には実用化に向けたシステムをつくってい

きたいという事業を行い始めたところです。 

 以上でございます。 

○河口委員 事業に准教授や助教を入れられるようですが、任期制で入れられるのですか。 

○事務局（岩間企画担当係長） 特任という形で、任期制で入ります。 

○河口委員 任期は５年ですか。 

○事務局（岩間企画担当係長） ５年だと思います。 

○安藤委員長 ３カ年の研究予定ということですよね。 

○事務局（岩間企画担当係長） 確認いたします。３年かもしれません。 

 ただ、まだ完全に雇用という形になっていません。我々としては、長いスパンで考えて

ということはお伝えしていますが、実際に研究者とどう折り合うかというところだと思い

ます。 

○安藤委員長 除雪も、そのうち自動運転でできるようになるのでしょうか。 

○渡邊委員 自動運転でやるには、過去のデータと目の前のデータがすごく必要なのだそ

うです。ここにお地蔵さんがあるとか、５センチ高いとがーんと行くのだそうです。それ

は、オペレーターの長年の勘なのだそうです。ですから、同じところしか回れないのだそ

うです。そのかわり、物すごいスピードで走ります。それをＡＩで全て記憶させたら、同

じようなスピードで除雪して走れるようになるかもしれません。 

○安藤委員長 高速道路だったら、自動運転でももう少し効率的にできそうですね。 

○渡邊委員 高速道路は、比較的路面がいいので、随分走れるようです。 

○河口委員 人もいませんしね。 

○安藤委員長 生活道路は無理ですけれどもね。 

○渡邊委員 生活道路は、日々、いろいろなものが出てくるので、データで処理し切れな

いのだそうです。そうすると、本当に見てやるということですね。ですから、雪の下まで
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見えるようなセンサーでなければ役に立たないのです。これができたら、即、世界中に売

れると思います。 

○河口委員 都市部で言うと、札幌は世界で一番雪が多いようです。 

○渡邊委員 雪に２００億円も使っているのは世界でも札幌だけだそうです。 

 

  ６．閉  会 

○安藤委員長 それでは、本日の会議は以上で終わります。 

 ご協力、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


