
第３期中期計画自己点検・評価（中間評価）

CD 要 約 計画内容 自己評価指標 達成状況 達成状況の説明 指標収集担当（窓口） 計算式等 単位 時点 H16 H19 H22 H23 H24 部局マトリックス

兵庫県立大学は平成16年４月の設立以来、第１期中期計画（平成16
～18年度）において基礎固めを、第２期中期計画（平成19～21年度）
においては総合大学としての新たな取組を展開してきた。
本計画では、第２期中期計画の点検・評価や社会のニーズを踏ま

え、各学部・研究科等が強みを活かし個性化・特色化を図るととも
に、教育・研究・社会貢献の各分野において自律的かつ効率的に大学
運営を展開し、学生や地域にとって魅力ある大学づくりを目指した方
策を推進するため、平成22年度から平成24年度の３カ年に取り組むべ
き具体的な計画を策定する。

CD 基本計画

統合による相乗効果と総合大学のもつ利点・特徴を最大限に生か
し、異分野間の融合を重視した教育と研究を行い、独創的・先駆的な
研究を推進して「新しい知の創造」に全力を尽くすとともに、新しい
時代の進展に対応し得る確固たる専門能力と幅広い教養とを備えた人
間性豊かな人材の育成に努め、地域の発展と我が国の繁栄、ひいては
世界・人類の幸せに貢献し得る大学となることを目指す。
<目指す大学像>

①教育の成果を誇り得る人間性豊かな大学
②先導的・独創的な研究を行う個性豊かな大学
③世界に開かれ、地域とともに発展する夢豊かな大学

Ⅰ 教育の一層の充実・強化

１ 教育体制・教育課程の充実強化

1 (1)
全学共通教育の充実のため
の総合教育センターの機能
強化

総合大学としての特長を生かし、全学共通教育を一層充実するた
め、総合教育センターの機能を強化し、各部局の積極的な参画の下、
「全県キャンパスプログラム」の推進をはじめ、共通教育のカリキュ
ラム改善、教員相互の評価・助言など、学部間、担当教員間の連携を
強化する。

全県キャンパスプログラムの開
講科目数、受講者数

○

全学的組織として、総合教育センターに総合教育推進委員会が設置されており、同委
員会の共通教育部会を中核として、各部局の参画・連携のもとで教養教育の編成、担
当教員の配置、および時間割等の授業計画を立案している。特に、全県キャンパスプ
ログラムは、21年度と比較して、科目数、受講者とも増加している。さらに、23年度か
ら、防災教育に係る共通教育も開講され、共通教育の充実が図られている。

・総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数

－ －
科目数34
人数1,471

科目数31
人数930

有

2 (2)
社会ニーズに対応した専門
教育への適正な教員配置

社会ニーズに対応した専門教育を実施するため、教育内容、教員当
たり担当科目数・学生数等にも配慮した適正な教員配置を行う。

教員当たり担当科目数・学生数 ○

第2次新行革ﾌﾟﾗﾝに基づき、各部局で教員定数の削減計画が実施されている状況に
ある。ただし、新たな教育研究のニーズに対応するため、23年度シミュレーション学研
究科の設置など、削減した定数の１/２に相当する５％程度が新事業枠として設けられ
ている。（また、国際的に活躍できる人材養成というニーズに合致する新任教員の新
規募集も行われている。） また、全ての部局で、社会ニーズを考慮して教育内容の充
実を図る為に、教員の配置、およびカリキュラムの見直しが行われている。

・全学専門教育委員会
・全学教育改革委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数

・1.75科目/教員
・4.47人/教員

・2.27科目/教員
・6.36人/教員

・2.30科目/教員
・6.99人/教員

・2.35目/教員
・7.11人/教員

有

3 (3)
各部局の特性を踏まえた教
員組織の見直し

教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担と相互の連携体制
を確保し、教育研究に係る責任体制が明確になるよう教員組織を編成
するため、各部局の目的や特性を踏まえ適宜点検を行い、必要に応じ
て教員組織の見直しを行う。

○

第２次新行革ﾌﾟﾗﾝにおいて、教員定数の10％程度を平成30年度までに削減すること
としていると共に、削減した教員定数の1/2に相当する教員を新規事業枠として設け
ている。これに基づき、各部局の状況を踏まえたうえで必要な教員組織の見直しが行
われている。そして、各部局や部局内のコースの中で、教員の適切な役割分担（各
コースにあってはコースごとに責任者を置くなど）、および部局間相互の連携体制を築
く努力がなされている。

4 (4)
ＴＡの業務内容の整理・充
実と適切な活用

教育課程を遂行するために必要なティーチングアシスタント（Ｔ
Ａ）の役割のみならず、ＴＡ自身への教育効果も考慮した業務内容の
整理を行い、ＴＡの資質向上を含めたその充実と適切な活用を図る。

○

経費節約から生じる予算措置上の問題もあって、部局により若干状況に差異がみら
れるが、多くの学部・研究科で大学院学生を教育補助者（ＴＡ）として配置しており、演
習、情報処理教育、実験、実習等の教育補助が行われている。そして、TAの業務に
ついても、事前教育の実施や、専門性の高い内容を指導する際の補助をさせるなど、
TA自身の資質向上についても配慮されている。今後も引続き、全学教育改革委員会
において、TAの職務内容等の改善と効率化を検討することとしている。

5 (5)
ネットワーク化された「教
育支援システム」の効率的
活用による教育効果の向上

ネットワーク化された「教育支援システム」を活用し、学生による
履修登録、教員によるシラバス登録、成績入力など、その利用促進を
図るとともに、学生情報等の効率的な運用に努め、教育効果の向上に
役立てる。

シラバスの公開状況 ○

全ての学部・研究科で「教育支援システム」が活用されて履修登録、成績入力が行わ
れており、また、教員によるシラバスが活用され、公開されている。これは、事務上の
負担軽減のみならず、受講生をいち早く把握できること、成績管理が容易になって履
修状況を常にチェックできることなどを通じて、教育面で効果を上げている。

・全学教育改革委員会
（学務企画課）

公開の有無
学部数、
研究科数

0学部・研
究科

15学部・研
究科

17学部・研
究科

18学部・研
究科

有

6 (6)
東西共通教育の統一カリ
キュラム編成等共通教育の
一体化の推進

東西両地区それぞれの事情や各学部・研究科の特性等を考慮しなが
ら、専門科目と共通教育の関係を見直し、並行カリキュラムを検討す
るとともに、夏季休業中の統一カリキュラム編成など、東西両地区に
おける共通教育の一体化を進める。
また、全学生に対して共通教育を一箇所で実施することの必要性・

実現可能性について、引き続き検討する。

夏季休業中の統一カリキュラム
（科目）数

○

教養教育に関する全学的組織である共通教育部会のもとに東西地区の作業部会を
設け、両地区のそれぞれの事情や各学部・研究科の特性等を考慮しつつ、平成23年
度夏季休業中の統一カリキュラムを20科目程度開講して共通教育の一体化を進める
ことなどを通じて、教養教育の全学的展開と充実を図っている。総合教育センターで
は、全県キャンパスプログラムの実施や、平成２３年度からは夏季休業中に防災教育
科目を開講することなどを通じて、統一科目の充実を図りながら、共通教育の一体化
を促進している。

・総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

科目数 － － 科目数１１ 科目数２０ 有

7 (7)
総合大学のメリットを生か
すための遠隔授業の改善

教養科目の選択肢や他専攻科目、教職関連科目等の履修可能範囲の
拡大など総合大学の学生としてのメリットを生かすため、キャンパス
間で行う「遠隔授業」について、学生の授業評価や担当教員間の意見
交換等を通じて授業内容・方法の改善・向上を図る。

遠隔授業の開講科目数
遠隔授業の受講者数
遠隔授業システムのトラブル発
生件数

○

平成22年度にシステムが一新されたため、学生にとっては画面が見やすくなり、教員
にとってはより使いやすいシステムに更新されている。教職科目や、他専攻向けに、
全学で、平成22年度には21科目、平成23年度には18科目が開講され、遠隔授業が活
用されている。（受講者数も順調である。） 部局によってシステムの不具合の頻度は
異なっているが、学術情報センターを中心に、遠隔授業の安定的な通信の確保が図ら
れ、技術指導やアドバイスが行われている。

学術総合情報センター
運営委員会
（情報ｼｽﾃﾑ課）
総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数
・件数

－ －
科目数21
受講者数2170

科目数18
受講者数
2576

有

8 (8)
教員養成課程の教育内容等
の充実

大学教育における教員養成課程の重要性を再認識し、学生が教員に
求められる資質・能力を確実に身につけるよう、大学全体としての組
織的な教育・指導体制を確立し、教職課程における教育内容・方法の
充実を図る。

○

総合教育センターでは、「総合教育推進委員会」のもとに設置している「教職課程部
会」において、本学における教員養成の基本理念を明確化して、全学的な共通理解の
もとで教員養成に取組んでいる。さらに、学部・学科ごとに教員養成理念を明確にし
て、学部・学科の特色を生かした教員養成に取組んでいる。また、大学院生について
も、研究科の講義科目から「教科に関する科目」を受講することによって、より高度な
教員免許が得られるよう整備されている。

9 (9)
グローバル社会で活躍でき
る人材育成のための海外留
学等の支援体制整備

グローバル社会で活躍できる人材を育成するため、協定交流大学と
の私費留学生に係る単位互換、単位認定制度について検討し、学生が
海外留学しやすい環境を整えるほか、海外研修・インターンシップ等
の海外体験、国際的な学生会議・セミナー等への参加を支援する体制
を整備する。

海外留学の状況 ○

各部局で状況は異なるものの、グローバル社会で活躍できる人材養成のための学生
の海外体験の促進や国際的な学術交流、セミナーへの参加、海外インターンシップの
取組みが積極的になされている。具体的には、海外の交流協定校との単位認定を伴
う交換留学、米国カーネギーメロン大学とのダブルディグリー制度などを通じて、学生
が海外留学をしやすい環境整備に努めている。さらに、大学コンソーシアムひょうご神
戸が実施する短期派遣プログラムを斡旋して海外体験の機会を提供している。また、
協定交流大学からの私費留学生に対して単位認定制度を設けて積極的な受入れを
図っている研究科もある。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

海外へ留学
した学生数

人数 60人 37人 ７８人 ３５人 有

10 (10)
基礎学力不足学生に対する
補習授業等の配慮

総合教育センター及び各学部・研究科は、基礎学力不足の学生に対
して、補習授業の開講、能力別講義の実施等の適切な配慮を行う。

標準修業年限卒業率（学部） ○

各学部・研究科の実情に応じて、基礎学力が不足している学生に対して、補習授業を
行ったり、特別のクラスを開講するなどの対策が講じられている。（具体的事例として
は、経済学部での、微分・積分を学習していない学生に対する「経済数学基礎」の特
別クラスの編成、また、工学部での、数学・物理・化学に関する「工学塾」の開講など。
そして、経営学部では「リメディアル教育」の一環として、ニーズに応じた「大学院生に
よる学力レベルアップ講座」が実施されている。） さらに、学術情報館の利用時間の
延長や、情報処理室にTAを配置することなどを通して、自主学習の便宜が図られてい
る。

・総合教育推進委員会
（学務企画課）

標準修業年限卒業
者数／
当該入学者数

％ － － 80.70% 有

中期計画 点検評価 自己評価指標
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第３期中期計画自己点検・評価（中間評価）

CD 要 約 計画内容 自己評価指標 達成状況 達成状況の説明 指標収集担当（窓口） 計算式等 単位 時点 H16 H19 H22 H23 H24 部局マトリックス

11 (11)
単位認定等の厳正化、GPA
制度・CAP制度の導入

学生が自らの学習姿勢を確かめつつ緊張感を伴って意欲的に学習に取
り組むよう、あらかじめ明示したシラバスや進級・卒業要件に基づ
き、単位認定及び進級・卒業認定を引き続き厳正に行う。成績評価基
準の見直しとともに平成22年度からGPA制度を導入する。また、単位
取得数の指針としてCAP制度の導入について検討を行う。

ＧＰＡ、ＣＡＰ制度導入学部・
研究科数

×

成績評価基準や卒業基準は学則や学部規則に明記されており、学生に周知してい
る。シラバスにおいて成績評価の方法、評価の基準を記載すると共に、平成21年度に
シラバスを改善して「到達目標」を掲げている。単位認定、および卒業認定とも公表さ
れた基準に基づいており、一定の厳格性および一貫性は担保されている。しかしなが
ら、部局により事情が異なるため、一部の部局でGPA制度は検討はされているが、実
施されていない（教室収容定員や履修登録取消に関わる実務上の課題があることな
どの理由による）。CAP制度についても同様である。

全学教育開発委員会
総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

学部数、
研究科数

6学部
6研究科

6学部
7研究科

6学部
8研究科

6学部
9研究科

有

２ 学生の受入

12 (1)
アドミッションポリシーの
積極的な広報

大学の教育理念を踏まえたアドミッションポリシーについて、イン
ターネットの活用、高校訪問やオープンキャンパス等のあらゆる機会
を捉えて積極的に広報し、本学の魅力・教育方針に対する理解を得
る。

競争率（倍率） ○

アドミッション・ポリシーについては、大学の教育方針と求める人材像として明確に定
め、各学部毎にその詳細を定めている。また、平成20年度には大学院研究科におい
てもアドミッションポリシーを整備した。これらは大学ホームページに掲載するととも
に、各学部案内等の刊行物の配付を通じて、学内外に広く公表・周知している。

入学試験協議会
（学務企画課）

志願者数／
定員＝競争率

倍率
・学部6.2倍
・研究科1.5倍

・学部5.5倍
・研究科1.4倍

・学部5.8倍
・研究科1.8倍

・学部5.6倍
・研究科1.6倍

有

13 (2)
優秀な学生確保のための入
試広報の充実

優秀な学生の確保を図るため、大学本部と各学部・研究科が連携
し、ホームページの充実や高校訪問活動のほか、オープンキャンパス
や大学説明会、高校進路相談会等を積極的に活用し、入試広報を充実
する。

各学部高校訪問件数
進路相談会等参加回数
オープンキャンパス参加者数

○

優秀な学生を確保するため、入学志願者、進路指導担当者等に対してオープンキャン
パス等の機会に大学での教育内容や入試の状況等の情報を提供するとともに、進路
相談会参加や高校訪問を行うなど、積極的な入試広報を行っている。また、オープン
キャンパスについては神戸学園都市キャンパスでは平成20年度から、姫路新在家
キャンパスでは平成22年度から事前予約制を廃止するなど、参加者の視点での見直
しを行っており、参加者は大幅に増加している。

入学試験協議会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・件数
・回数
・人数

・訪問件数98件
・参加回数

107回
・OP参加者数

2,591人

・訪問件数284件
・参加回数

136回
・OP参加者数

3,826人

・訪問件数321件
・参加回数

125回
・OP参加者数

5,916人

・訪問件数104件
・参加回数

91回
・OP参加者数

6,137人

有

14 (3)
教育開発センター入試部会
による入試選抜制度の検証
及び改善等

アドミッションポリシーにふさわしい資質を持った学生を受け入れ
るため、教育開発センターに入試部会を置き、各学部・研究科で実施
している一般選抜、推薦入学、ＡＯ入試等の入学者選抜制度を検証
し、順次その充実・改善を図る。

競争率（倍率） ○

推薦入学者の成績推移観察や入試種別毎の進級率・卒業率の追跡調査に基づく分
析を行うなど、アドミッションポリシーに相応しい資質を持った学生の受入が行われて
いるかを検証している。こうした結果をふまえ、各部局の入試制度委員会等で入学者
選抜方法を絶えず検討しており、募集定員・入試科目等の変更に反映している。具体
的には、23年度入試で経済学部が英語重視優先枠を設けている。また、経済学部と
経営学部では、ＡＯ入試と他の入試の間に際だった差異がみられないことから、25年
度入試からＡＯ入試の廃止を決定した。工学部大学院博士課程では８月入試(10月入
学)を、また経営研究科（ビジネスイノベーションコース）では9月入試(翌年４月入学)を
開始している。

全学教育改革委員会
入学試験協議会
（学務企画課）

志願者数／
定員＝競争率

倍率
・学部6.2倍
・研究科1.5倍

・学部5.5倍
・研究科1.4倍

・学部5.8倍
・研究科1.8倍

・学部5.6倍
・研究科1.6倍

有

15 (4)
AO入試と推薦入試の差別化
等による各種入試定員のバ
ランスの検討

ＡＯ入試と推薦入試の差別化を行い、それぞれの入試の特色を際立た
せるようにし、入学者の追跡調査により各種入試定員のバランスを検
討する。

×

各部局の入試制度委員会及び全学の入学試験協議会等において入試種別毎の実施
状況の分析を行うなどにより、適切な入試制度のあり方について検討を行っている。
経済学部、経営学部ではＡＯ入試と他の入試の間に際だった差異が見られないことか
ら25年度入試からＡＯ入試の廃止を決定したが、環境人間学部では、ＡＯ入試と推薦
入試を併願する受験生が多く差別化ができていない状況にある。

16 (5)
入試ミス未然防止のための
マニュアルの実効性ある運
用等

入試における様々なミスの未然防止、早期検出、早期対応のための
マニュアルの充実と実効性のある運用など、適切な入学者選抜手続き
等について常に改善を図る。

入試ミス件数 ×

平成19年度入試（平成18年度実施）に入試問題作成ミス防止に係るガイドラインを新
たに策定したが、平成22年度入試には環境人間学部及び工学研究科において、平成
23年度入試には環境人間学部において入試ミスが発生したため、入学者選抜を適切
に実施するよう、ガイドラインを再度周知するほか、相互チェック体制の強化や点検回
数を増やす等による改善を引き続き図る必要がある。

全学教育改革委員会
入学試験協議会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

件数 0件 4件 2件 1件 有

17 (6)
外国人留学生対象大学セミ
ナー等を活用した質の高い
留学生の確保

日本学生支援機構が主催する外国人留学生対象の大学セミナーなど
を活用して、質の高い留学生の確保に努めるとともに、出身国の多様
化を図る。

外国人留学生数
外国人留学生出身国数

×

大学セミナーでは毎年200人前後の留学生から質問を受けており、学部等での外国人
留学生の受入につながっている。特に、新研究科の設置等により、大学院に進学する
留学生が増加した。各部局では、日本学生支援機構が主催する進学説明会や日本
学校コミュニカ学院、神戸ＹＭＣＡ学院専門学校での進路相談会など、様々な機会を
利用して優秀な留学生を確保するための努力をしている。物質理学研究科、生命理
学研究科、応用情報科学研究科、経営研究科などでは4～6カ国と、留学生の出身国
も増加する傾向にある。しかし、環境人間学部では留学生確保の事業に取り組んでい
るものの留学生のほとんどが中国からの学生という状況であり、多様な出身国という
状況にない。また、看護学部でも広報活動を行っているが留学生は在籍していない

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

・人数
・国数

191人

10カ国

175人

15カ国

199人

13カ国

180人

15カ国
有

18 (7)
協定交流大学間の推薦入学
制度の推進

学位取得を目的とする留学を促進するため、協定交流大学間の推薦
入学制度の推進を図る。

×

経済学研究科は21年度に曁南大学との推薦入試制度をとりきめ、現在博士後期課程
に１名が所属している。応用情報科学研究科では<平成23年度からカーネギーメロン
大学との間でダブルディグリープログラムを開始した。経営研究科では協定校推薦を
実施し、平成22年度と23年度に各2名が入学している。しかし、全学的に見ると各部局
で努力をしているものの、協定交流大学間の推薦入学制度の推進には至っていない
のが現状である。

３ 全学共通教育の充実

19 (1)

グローバルコミュニケー
ション能力の向上のための
カリキュラム編成の見直し
及びコミュニケーション教
育の強化

グローバルコミュニケーション能力の向上を目的として実施している
「英語コミュニケーション科目」及び「情報関連科目」の充実を図る
とともに、カリキュラム編成については学部の関与を強め、学部特色
化の方向で見直しを図る。
それとともに、学部の状況に応じて、論理的な文章作成、発表、討

議能力を高めるための科目を置き、コミュニケーション教育を強化す
る。

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科目の状況 ○

経済学部では平成23年度より国際キャリアコースを開設し質の高い英語教育を推進
しており、各部局では、海外語学研修を実施するなど、コミュニケーション教育の強化
に努めている。また、全学的には総合教育推進委員会のもとに、「英語教育部会」及
び「情報教育部会」を設置し、英語教育・情報教育の充実を図っており、グローバルコ
ミュニケーション科目数は、23年度には55科目となっている。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

グローバル
コミュニケーション科
目開講数

開講数 開講数44科目
開講数
５０科目

開講数
５５科目

有

20 (2)
英語力向上のための少人数
教育の徹底、英語教育の客
観的評価及びESPの導入

学生の英語力を高めるため、できる限り少人数教育を徹底し、関係教
員が一層連携することによって、英語コミュニケーション科目のさら
なる充実を図る。同時に学部の目的に応じた英語教育を実施し、客観
的な評価を受けるものとする。また、それぞれの学部で独自の目標を
掲げ、海外大学からの招聘教員を含むＥＳＰ（English for Specific
Purposes）の導入を目指す。

学部別TOEIC受験者数・平均点
TOEICを成績評価に取り入れてい
る学部数
英語による授業数

○

各部局の状況に応じて英語教育の質を維持する努力を行っているが、大幅な非常勤
の削減などにより１クラスあたりの人数が増加傾向にある。総合教育推進委員会のも
とに「英語教育部会」を設置し、英語教育向上のための取り組みを検討するとともに、
各学部・教員間の連携など英語教育の充実を図っている。また、22年度より、工学部
においてＥＳＰとして西豪州カーティン大学からの教員招聘を実施し、「科学技術英語」
等の工学系専門英語に関する指導を行っている。経済学部では平成24年度からＥＳＰ
を導入の検討を開始する予定であり、経営学部では22年度から「Summer Intensive
Program」等の科目で英語の授業を取り入れている。また各部局でTOEICを活用する
とともに１クラス25名平均で講義を実施している。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・人数
・点数
・学部数
・授業数

・受験者675人
・平均点437点
・学部数5学部
・授業数 0

・受験者589人
・平均点464点
・学部数5学部
・授業数 1

・受験者 916人
・平均点 470点
・学部数 6学部
・授業数 8

・受験者 618人
・平均点 482点
・学部数 6学部
・授業数 10

有

21 (3)
情報科学に関する基礎的な
仕組みを理解した学生の育
成

情報機器を使いこなせるだけでなく、情報科学に関する基礎的な仕
組みを理解した学生を育成し、学部で必要な知識を身につけさせる。

○
情報関連科目は必修科目となっており、全ての学生が情報機器を使いこなせるだけで
なく、情報科学に関する基礎的な仕組みを理解する教育プログラムを構成している。

22 (4)

英語教育の改善のための教
育プログラムの再編検討及
び情報教育の再編成の効果
調査

英語関連教育の一層の改善を図るため、22年度以降に教育プログラ
ムの再編成について検討する。情報教育については、再編成の効果を
調査する。

再編成後の開講クラス、受講者
数

×

各部局の状況に応じて英語教育の質を維持する努力を行っているが、非常勤教員の
大幅な削減により１クラスあたりの人数が増加傾向にある。看護学部では、平成22年
度までは4クラス開講で１クラス25人程度であったが、23年度からは3クラスとなり1クラ
ス33人程度となっているのが現状である。今後、全学的な共通教育の再編検討にあ
わせ、英語教育や情報教育プログラムの再編成についても検討する必要がある。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数

－ －

・情報
科目数32
人数 2,172人

・英語
科目数206
人数 8,306人

・情報
科目数31
人数2227人

・英語
科目数181
人数8,104人

有

23 (5)

全県キャンパス構想の展開
等教養科目の充実及び学生
の選択幅を広げるためのカ
リキュラムの設定

学生が幅広い教養や豊かな人間性を養えるよう、教養科目を充実させ
る。また、「全県キャンパス構想」の展開による新たな科目の開講に
努める。さらに遠隔授業の活用や夏季休業中の統一カリキュラムの設
定など学生の選択の幅を拡げる。

全県キャンパス構想開講科目
数、受講者数

夏季休業中の統一カリキュラム
（科目）数

○

「全県キャンパスプログラム」として位置付けられた科目として、22年度は34科目、23
年度は31科目を開講している。その内容は多岐にわたっており、課題別教養科目、共
通教養科目などとして開講され、また23年度からは防災教育関連科目の一部が課題
別教養科目として開講されている。遠隔授業についても22年度は19科目、23年度は
18科目で実施されている。夏期休業中統一カリキュラムとしても多様な科目が開講さ
れ、相当数の学生が受講している。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数

－ －

・科目数 34
・人数 1292
・夏季休業中の
統一カリキュラム

11科目

・科目数 31
・人数 976
・夏季休業中の統
一カリキュラム

20科目

有

2



第３期中期計画自己点検・評価（中間評価）

CD 要 約 計画内容 自己評価指標 達成状況 達成状況の説明 指標収集担当（窓口） 計算式等 単位 時点 H16 H19 H22 H23 H24 部局マトリックス

24 (6)
課題別教養科目の内容の充
実

社会における現代的・発展的課題を扱う「課題別教養科目」を開講
し、テーマに応じて学外の実践家の活用や少人数の演習を行うなどそ
の内容の充実を図る。

課題別教養科目開講数
学外の実践家の活用数

○

課題別教養科目を毎年開講しており、22年度は74科目、23年度は81科目が開講して
いる。これらは学生のニーズに応じたテーマを集約・選定しており、複数部局の教員に
よるオムニバス形式や、地域の専門家を講師とした科目を設けるなど、内容の充実を
図っている。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数

・開講数84科目
・活用数7人

・開講数92科目
・活用数20人

・開講数74科目
・活用数10人

・開講数 81科目
・活用数 9人

有

25 (7)
他専攻科目の充実及び履修
促進

総合大学としてのメリットを生かし、学生の多様な関心に応えるた
め、学生が自らの専攻以外の科目を選択して履修する「他専攻科目
（専門教育科目等）」の充実及び他学部専門科目の履修促進を図る。
また、文系学生に自然科学の特定科目を、自然科学系学生に人文・社
会科学の特定科目の開講を検討する。

他専攻科目開講数・受講者数 ○

学生が他学部の専門基礎科目を受講できるよう「他専攻科目」を開講し、遠隔授業シ
ステムも活用しつつ提供している（「基礎科学」・「臨床看護学」等）。これにより、文科
系学生が自然科学系の専門基礎科目を、自然科学系学生が人文・社会科学系の専
門基礎科目を履修できるようにしている。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・科目数
・人数

・開講数11科目
・受講者数

1,664人

・開講数13科目
・受講者数475人

・開講数 8科目
・受講者数 226人

有

26 (8)
演習・フィールドの場とし
ての附置研究所の活用

総合大学としてのメリットを生かし、演習やフィールドの場として
附置研究所を有効活用する。

○

「共生博物学」など、課題別教養科目として、附置研究所教員による講義が開講され、
その一部において研究所が主体となったフィールドワークが行われている。また、一部
の附置研究所では、生涯学習プログラムを実施し、授業以外でも学習の場を提供して
いる。多くの部局が附置研究所を有効活用しており、23年度新設したシミュレ－ション
学研究科においても自然・環境科学研究所との協力を検討している。

27 (9)
全人格的教育（リベラル
アーツ教育）の充実

将来性が高く、地域・国際社会から要請される人材を育成するた
め、特に倫理観や人間性も重視した全人格的教育（リベラルアーツ教
育）の充実を図る。

○

幅広い教養や豊かな人間性を養うとともに、課題探求能力を高めることを目的として、
21年度から「全県キャンパスプログラム」を開講するなど、多彩な教養科目を開講して
いる。これらは、文化・社会・自然の諸分野から精選された「共通教養科目」と、社会に
おける現代的かつ発展的な課題を扱う「課題別教養科目」で構成されている。また、学
生の論理的な文書作成能力と発表・討議能力を高めるため、少人数制の「基礎演
習」・「基礎ゼミナール」を開講している。

28 (10)
スクールバスの運行などの
環境整備

学生が共通教育等科目履修を円滑に行うためにスクールバスの運行
など環境の整備に努める。

○

学生からのニーズの高い「明石キャンパス・神戸学園都市キャンパス」間でスクールバ
スの運行を行っている。書写、新在家、播磨光都キャンパス間ではスクールバスの運
行は行われていないが、通学時間を考慮したカリキュラム編成、極力キャンパス間移
動が生じないような年次配当に沿った科目履修指導を行っている。

29 (新) (11)
他大学と相互単位認定する
教養科目等の共同化

大学共同利用施設（UNITY）等を活用し、他大学と相互単位認定す
る教養科目等の共同化の充実を図る。

相互単位認定科目数 ×

神戸学園都市キャンパスでは、神戸学園都市に立地する５大学との間でUNITYを活用
した授業が行われており他大学と相互単位の認定を行っている。しかし「大学コンソー
シアムひょうご神戸単位互換事業」については、その参加が決定されたものの具体の
検討は進展していない状況にある。

総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

科目数 29科目 157科目 ５３科目 ６１科目 有

４ 社会ニーズに対応した専門教育の展開

30 (1)
技術管理を含めた質の高い
専門教育の構築

各学部・研究科において、技術管理（マネージメントオブテクノロ
ジー ＭＯＴ）、サービス管理（マネージメントオブサービス ＭＯ
Ｓ）等を含めた社会的ニーズを踏まえながら、教育内容の改善・充実
に取り組み、より質の高い専門教育プログラムの構築を図る。

○

工学部の専門科目(知的財産権、工業経済論など)や経営学部の他専攻科目(ベン
チャー経営論、経営戦略入門など)の開講を通じて、MOTやMOSに関わる学部専門科
目を理工系の学生も履修できる環境を整えるなど、社会的ニーズや各部局の特性を
踏まえながら教育内容の改善・充実に取り組んでいる。

31 (2)
「学部・大学院一貫コー
ス」の導入の検討

大学院への進学率が高い分野などでは、大学院を含めた体系的な教
育カリキュラムを継続的に見直すなど、「学部・大学院一貫コース」
の導入を検討する。

○

経済・経営両学部では３年次卒業による実質的な大学・大学院５年教育を実施し、大
学院の講義の一部を学部生が受講できる仕組みを平成21年度から導入している。エ
学研究科では、学部・大学院一貫教育を考慮したカリキュラム編成とし、学部.4年次生
に一部科目の受講を認め、大学院進学時には履修単位として認定している。また、物
質・生命両理学研究科においても、同様の仕組みを導入している。

32 (3)
学内部局間交流の積極的な
促進による連携講義の実施
等

学内部局間交流を積極的に促進し、関連部局の相互乗り入れ講義、
共同研究成果に基づく連携講義等を行うほか、他学部の授業科目の履
修を促す。

部局が連携する講義の開講数 ○
複数部局共同の課題別教養科目の提供や他部局授業科目の活用、附置研究所教員
による大学教育への参画など、関連部局を中心とした部局間交流と教育プログラムの
実施を進めている。また、学内に留まらず一部県行政部局との交流も行われている。

・全学教育改革委員会
・全学専門教育委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

科目数 開講数53科目 開講数51科目
開講数
６科目

開講数
12科目

有

33 (4)
地域連携教育やインターン
シップ等の実践・体験型教
育の積極的な活用

学生が高度な知識を習得するとともに、その応用能力を高めること
ができるよう、各学部・研究科の特性に応じて地域の自治体や産業界
と連携し、地域連携教育やインターンシップ等の実践・体験型教育の
積極的な活用を進める。

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの状況 ○

地域と連携した教育活動を全県的な規模で展開することにより、自主的な学習を促進
するとともに、地域社会への理解を深め、併せて地域活性化にも貢献するため、平成
21年度から「全県キャンパス構想」（現在は「全県キャンパス・プログラム」）に基づく一
連の講義を開講しているところである。また、インターンシップについても、ほとんどの
学部・研究科で実施されている。一部の部局では科目として開講されており、必須科
目となっている。

・全学教育改革委員会
・全学専門教育委員会
（学務企画課）

インターンシッ
プ参加者数

人数 29人 157人 143人 134人 有

34 (5)
地域の有為な人材を活用し
た講義・体験学習等を活用
した実践的な教育の充実

各学部・研究科は、それぞれがつながりのある分野の産学官との連
携を推進し、地域の有為な人材を活用して、専門家を講師とする講
義、課題解決型体験学習等のより実践的な教育プログラムの充実を図
る。

外部の専門家等を講師とする講
義数
学部・研究科の連携部門の教員
数

○

県内各地の行政機関や企業等と連携し、政策研究やフィールドワークを実施している
ほか、地域密着型の企業や近隣の国公立の関係機関等の有為な人材を講師とする
講義やセミナーを行うなど実践的な教育プログラムを展開している。平成21年度から
は、「全県キャンパス構想」（現在は「全県キャンパス・プログラム」）として、フィールド
スタディを中心とした科目を開講するなど、実践的な教育プログラムの提供を行ってい
る。外部の専門家を講師とする講義数も第2期に比して着実に増加している。

・全学教育改革委員会
・全学専門教育委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り（他大学の教員は
除く）

講義数
・外部専門家講

義数114
・連携教員数0

・外部専門家講
義数122

・連携教員数0

・外部専門家講
義数127

・連携教員数32

・外部専門家講
義数139

・連携教員数32
有

35 (6)
各学部・研究科の特性に応
じた単位の実質化

各学部・研究科の特性に応じ、学生の主体的な学習を促し、授業時
間外の学習のための工夫や組織的な履修指導を行うなど、単位の実質
化を図る。

○

多くの学部・研究科では履修登録単位数の上限設定（CAP制度）を行い、単位の実質
化を図っており、年度、学期毎にガイダンスを実施してシラバスに記載されている授業
の到達目標、予習の課題や復習の励行を再確認させ、学習への動機付けと単位の実
質化に役立てている。また、全ての学部・研究科において、学生の主体的な学習を促
し、授業時間外の学習のための工夫を各々の特性を活かして行っている。

36 (7)
国際的に魅力ある大学院教
育を推進するための体系的
組織的な教育の実施

国際的に魅力ある大学院教育を推進するため、研究科(又は専攻)ご
とに教育研究上の目的を明確にし、これを公表するとともに、各研究
科の特性に応じて体系的に教育課程を編成し、組織的な教育を行う。

教育研究の目的の公表状況 ○
全ての研究科において、大学院学則でアドミッションポリシーとして、教育研究上の目
的を定め、WEB上で公開している。また、各研究科に国際社会で活躍しうる人材育成
を目的としたカリキュラム編成も行っている。

・全学教育改革委員会
・全学専門教育委員会
（学務企画課）

公開の有無
学部数、
研究科数

0学部・研究科 9学部・研究科 17学部・研究科 18学部・研究科 有

37 (8)
各学部の特性に応じた法律
科目の開講

現代社会における法律知識の必要性の高まりに対応するため、各学
部の特性に応じ、関係する法律科目の開講に努めるとともに、全学的
な法律学習環境の充実を図る。

法律関連科目の開講状況 ○
全般的には法律知識の必要性は認知されており、狭義の法律科目だけではなく、各
学部に特有の法律関連科目が開講されている。法律関連科目の講義数は全体として
第2期に比して着実に増加している。

・全学教育改革委員会
・全学専門教育委員会
（学務企画課）

法律関連科目
の開講数

科目数 8科目 9科目 12科目 15科目 有

38 (新) (9)
「国際エコノミストコース
（仮称）」の開設（平成23
年度）

国際的な企業等で活躍する人材を育成するため、英語得点上位者の
優先選抜や英語による講義、英語集中トレーニングを実施し、経済学
の専門知識はもとより異文化環境の理解と対応力を備えた人材を育成
する「国際エコノミストコース（仮称）」を平成23年４月に経済学部
に開設する。

英語による授業科目数、ＴＯＥ
ＩＣ平均点

○
経済学部では、22年度には、高い英語力を有した学生を集めるための入試の変更、
国際キャリアコース（入学者数50名）のPR活動およびカリキュラム改革を実施して、23
年度から同コースを開設した。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

・科目数
・点数

－ － －
・15科目
・562.0点

有

39 (新) (10)
大学院経済学研究科に「地
域公共政策専攻（仮称）」
の設置（平成23年度）

WEB遠隔授業を導入するなどして、地域に根ざした実践的教育を展
開し、公共政策、地域政策に関する先端的・学際的な教育・研究・交
流拠点として、大学院経済学研究科に「地域公共政策専攻（仮称）」
を平成23年４月に設置する。

入学者数、地域連携による共同
研究成果論文数

○

経済学研究科に「地域公共政策専攻」を平成23年４月に設置した。当初期待されてい
た通り複数の地方自治体職員がこの専攻に入学した。この専攻は、WEBによる遠隔
授業を導入するなどして、「地域に根ざした実践的教育」を念頭に、公共政策の論理と
倫理、政策分析に関する先端的・学際的な教育・研究を行っている。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

・人数
・論文数

－ － －
・11人
・論文数0

有
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40 (新) (11)
経営学部と大学院の５年一
貫教育等による高度専門職
業人の育成

経営学部と大学院（経営研究科・会計研究科）との５年一貫教育体
制を確立するとともに、多様な連携先との協力関係の下に高度専門職
業人の育成を図る。

各研究科入学者数、学部からの
入学者数（内３年生入学者数）

○
公認会計士等の資格取得を目指す専門職大学院である会計研究科、さらには平成22
年度開設の専門職大学院である経営研究科への進学を見据えて、経営学部では学
部・大学院を通した実質的な5年一貫教育の制度を設けている。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

・人数 －

(会計研究科)
・入学者数42人
・学部からの入学者27
人

（うち3年生入学者19
人）

(会計研究科)
・入学者数40人
・学部からの入学者16人

（うち3年生入学者4人）
(経営研究科)
・入学者数45人
・学部からの入学者7人

（うち3年生入学者3人）

(会計研究科)
・入学者数40人
・学部からの入学者14人

（うち3年生入学者6人）
(経営研究科)
・入学者数48人
・学部からの入学者4人

（うち3年生入学者1人）

有

41 (新) (12)

高度化・複雑化する医療に
対応するための大学院看護
学研究科のコースの改編・
新設

高度化･複雑化する医療に対応するため、大学院看護学研究科博士
前期課程の「高度実践看護コース」を国際基準に準拠した教育カリ
キュラムに改編するとともに、マネジメント能力を備えた人材育成を
目的とした「看護・保健マネジメントコース（仮称）」を新たに設置
する。また、海外からの要請が強い分野においては、博士後期課程の
研究コースで留学生の受入体制を検討する。

○

高度化･複雑化する医療に対応するため、大学院看護学研究科博士前期課程の「高
度実践看護コース」を国際基準に準拠した教育カリキュラムに改編した。マネジメント
能力を備えた人材育成を目的とした「次世代看護リーダー育成コース（仮称）」の新た
な設置を検討している。また、海外からの要請が強い分野においては、博士後期課程
の研究コースで留学生の受け入れを企画検討している。

42 (新) (13)

米国カーネギーメロン大学
と大学院応用情報科学研究
科との「ダブルディグリー
プログラム」の開設（平成
23年度）

情報セキュリティを含む社会情報システムの安全性、信頼性などに
関する教育の充実を図るため、高信頼情報科学コースを設けるととも
に、より高度な能力を備えた職業人、研究者を育成するため、米国
カーネギーメロン大学（ＣＭＵ）と大学院応用情報科学研究科との
「ダブルディグリープログラム」を平成23年度に開設する。

コース入学者数、ダブルディグ
リープログラム受講者数

○

既存の政策経営およびヘルスケア情報科学コースに加え、平成23年4月から高信頼
情報科学コースが開設され、同時に米国カーネギーメロン大学（ＣＭＵ）とのダブル
ディグリープログラムも実施されている。現在、両方とも順調に全カリキュラムが進行
中である。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

・人数 － － －
・入学者18人
・受講者6人

有

43 (新) (14)
地域環境マネジメント人材
を育成する独立大学院構想
の検討

多種多様な分野領域融合を前提として、世界に類例のない日本オリ
ジナルの新たな学問分野・教育体制を創造する、行政連携等の地域環
境マネジメントに関わる独立大学院の構想を検討・推進する。

○

自然・環境科学研究所が中核となり、生物多様性と地形や地質の多様性との関係解
明、そしてそれらを持続可能な資源として調和を重視しつつ活用し地域の発展に資す
る総合的な研究・教育分野の創立について構想を進めており、今後その実現に向け
て取り組んでいる。

44 (新) (15)

自然・環境科学研究所の大
学院機能の拡充や宇宙天文
系と連携した専門教育の充
実

自然・環境科学研究所の各系を活用した教育研究機能の拡充を図る
ため、大学院生の受入拡大など大学院機能の強化や宇宙天文系におけ
る他部局と連携した専門教育の充実について検討を行う。

大学院入学者数、専門教育科目
数（宇宙天文系）

○
22年度、23年度において、自然・環境科学研究所関連の大学院生入学者数と専門教
育科目数（宇宙天文学）は着実に推移している。また昇任人事等により大学院の担当
教員構成の充実を図った。

（企画課）
自己評価指標のとお
り

・人数
・科目数

－ －
５人
２科目

６人
２科目

有

45 (新) (16)

次世代スーパーコンピュー
タを活用した大学院「先端
計算科学研究科（仮称）」
の開設（平成23年度）

次世代スーパーコンピュータの神戸への立地にあわせ、計算科学分
野における先端的な研究者・技術者を育成するため、大学院「先端計
算科学研究科（仮称）」を平成23年４月に開設する。

入学者数 ○
平成23年４月にシミュレーション学研究科を開設しており、同23年度の入学者数は23
名である。

（学務企画課・企画課）
ｼｭﾐｭﾚ-ｼｮﾝ学研究所
（仮称）の入学者数

・人数 － － － ・23人 有

46 (新) (17)
阪神・淡路大震災の経験と
教訓を生かした防災等の専
門教育の検討

阪神・淡路大震災の経験と教訓を生かし、防災や安全・安心な社会
システムづくりのための人材を育成するため、新たな専門教育のあり
方について検討を行う。

○
平成23年４月に防災教育センターを設置し、全学共通科目（6科目）を開講した。
また、同年8月には「人と防災未来センター」内に教育・研究の拠点を設置した。
さらに平成24年度からはユニット方式による専門教育を開始予定である。

47 (18) 学生のキャリア形成の促進
学生自らの能力形成や各種資格取得への取組に対してインセンティ

ブを与えるしくみを検討するなど、学生のキャリア形成を促進する。
ｷｬﾘｱ形成関連ｶﾞｲﾀﾞﾝｽの実施状況 ○

キャリア支援システムの開設、TOEICの単位認定や各種資格取得関連講座の開講
等、学生の資格取得に対する意欲を高める取り組みを行っている。また、キャリアガイ
ダンスについては、各学部の就職状況に即した取り組みがなされているところである。

・キャリアセンタ－
運営会議

（学務企画課）

ｷｬﾘｱ形成関連ｶﾞｲﾀﾞ
ﾝｽの実施回数

・回数 － 5回 43回 実施中 有

48 (19)
成績評価等の正確さを担保
する仕組みの検討

成績評価基準の厳格化、公平性の確保、学生への評価基準の周知、
模範解答の公表、答案の返却、不服申立制度等、成績評価等の正確さ
を担保する仕組みの向上について検討する。

成績評価基準の策定状況 ○
全ての部局でシラバスその他に成績評価基準を明記している。成績評価に対する不
服申出制度についても、履修の手引き等により周知している。また、試験採点後の返
却や模範解答の公表など、成績評価等の正確さを担保する仕組みを構築している。

・全学教育開発委員会
（学務企画課）

成績評価基準
の有無

学部数、
研究科数

6学部 8研究科 6学部 9研究科 6学部 11研究科 6学部 12研究科 有

５ 学生の支援

49 (1)

｢学生生活実態調査｣の定期
的実施及び事務部と教員が
密接に連携した学生指導・
支援

全学生を対象とする｢学生生活実態調査｣を引き続き定期的に実施
し、学生ニーズ等の把握に努めるとともに、社会情勢や他大学の状況
等も踏まえ、事務部と教員が密接に連携し、充実した学生指導・支援
を行う。

学生生活実態調査実施回数・回
収率

×
「学生生活実態調査」は、過去、平成17年度及び平成19年度の２回実施したが、平成
20年度以降は実施していない。次の調査は、センサスからサンプル調査への調査手
法の変更など調査のあり方を含めた検討を行ったうえで実施する予定である。

学生生活委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとおり（複
数回実施している場合の
回収率は、平均回収率）

・回数
・回収率

－
・実施回数1回
・回収率56.7%

－ － 有

50 (2)
各キャンパスでのきめ細か
く、責任ある学生生活支援

学生部長を補佐する学生副部長及び各学部に置く学部学生部長によ
る密接な連携の下、各キャンパスにおけるきめ細かく、かつ責任ある
学生生活支援を行う。

○
学生部長、学生副部長及び学部学生部長等で構成する全学学生生活委員会を定
期的に開催し、学生生活の状況把握、情報の共有化に努めるとともに、学生生活
支援に関わる全学的な方針決定を行っている。

51 (3)
学生との面談やオフィスア
ワーの充実

きめ細やかな履修指導や進路相談等学生に対する助言・指導を充実
するため、学生との面談時間の拡大に努めるとともに、オフィスア
ワーの充実を図る。

ｵﾌｨｽｱﾜｰの実施状況 ○
各学部・研究科ともオフィスアワーを設け学生からの履修指導や進路相談等に対応し
ている。加えて、オフィスアワーに限らず、学生から相談があれば、随時、助言や指導
に当たっている。

学生生活委員会
（学務企画課）

オフィスアワー
実施の有無

学部数、
研究科数

6学部 8研究科 6学部 9研究科 6学部 11研究科 6学部 12研究科 有

52 (4)
基礎ゼミナールや学生担任
教員制度の強化

学生の適性に対応した的確な初年次教育と進路指導を行うため、各
学部・研究科の実績に応じて、「基礎ゼミナール（１年生に対する少
人数教育・指導）」の強化や学生担任教員制度の強化を図る。

担任教員制度等の実施状況 ○
1年次から少人数教育が可能な「基礎ゼミナール」「パイロットゼミ」や「クラス担任制」
を導入するなど、学生に対する助言・指導体制を構築している。

学生生活委員会
（学務企画課）

担任教員制度
等の有無

学部数、
研究科数

6学部 6研究科 6学部 7研究科 6学部 9研究科 6学部 10研究科 有

53 (5)
学生の心身の健康相談の充
実のための専門家によるカ
ウンセリング体制の確保

学生の心身の健康相談を充実するため、専門家によるカウンセリン
グ体制を確保するとともに、保健師（看護師）及びカウンセラーと学
生副部長及び学部学生部長等が密接な連携を図り、適切な学生対応を
行う。また、保健師連絡会議の開催によりキャンパス間の連携を図る
とともに、学生生活委員会で調整を図りながら全学的な対策を実施す
る。

ｶｳﾝｾﾗｰの派遣日数・受診件数 ○

各キャンパス保健室において、看護師等による健康管理を行うとともに、臨床心理士
による定期的なカウンセリングを実施している。また、看護師（保健師）、カウンセ
ラー、学部学生部長等が連携して学生の健康管理に対応するなどの取り組みを行っ
ている。

学生生活委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・日数
・件数

－
・派遣日数160日
・受診件数406件

・派遣日数164日
・受診件数479件

・派遣日数77日
・受診件数252件

有

54 (6)
セクシュアル・ハラスメン
ト、アカデミック・ハラス
メントガイドラインの周知

セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど人
権侵害防止に関するガイドラインを学生・教職員に周知し、人権侵害
防止意識の一層の徹底を図る。

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを知っている学生割合 ×

平成20年度以降、学生に対して、ガイドライン・ハラスメント対策を知っているかどうか
の調査を行っていないが、各キャンパスにおいて、ハラスメント研修を開催している
他、相談員の充実、学生参加による人権啓発ポスターの作成や教職員へのドア・ス
トッパーの配布等、ハラスメントの防止、人権啓発に努めている。引き続き、ハラスメン
ト事案の防止に向け、学生・教職員への啓発活動を強化していく必要がある。

人権啓発委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

％ － 26.70% - - 有

55 (7)
特別な支援を必要とする学
生に対する適切な対応

留学生、社会人学生、障害のある学生等、特別な支援を必要とする
学生に対し適切な対応を行うため、対象となる学生およびニーズ等の
把握に努めるとともに、それら学生に対する支援が適切に行われてい
るか等を分析し、不十分なものについては対応を検討していく。

○
障がいを有する学生に対する支援については、所属する学部・研究科において適
切な支援が行われているところである。今後も、学部・研究科ごとに支援を必要とす
る学生のニーズ把握に努め、引き続き、きめ細やかな対応を行う。

56 (8)
教職員が連携した学生の生
活相談

各キャンパスの実情に応じて、教職員が密接に連携し、学生の生活
相談に対応する。

生活相談件数 ○
各学部・研究科とも学生からの相談に対応する体制を整えており、教員、職員、カウン
セラー、保健師、学校医間で連携しながら対応に当たっている。

学生生活委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

件数 4,141件 2,413件 2,579件 1,045件 有

57 (9)
奨学金情報の周知及び新た
な奨学金制度の開拓

奨学金情報を組織的に収集し、インターネットの活用等効果的に学
生に周知するとともに、新たな奨学金制度の開拓に努める。

民間奨学金募集団体数
奨学金受給者数

○
奨学金情報は、本部で集約を行い、各キャンパスで周知を行っている。奨学金受給者
は増加傾向にあり、奨学金情報のきめ細かな提供に努めている。

学生生活委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・団体数
・人数

・140団体
・313人

・207団体
・2,377人

・58団体
・2875人

・52団体
・3,038人

有

58 (10)

経済的支援を要する学生に
対する経済支援措置や成績
優秀学生へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの検
討

成績優秀かつ経済的支援を要する学生に対して、授業料免除制度を
活用・充実するなど、適切な経済支援措置を講じるほか、成績優秀な
学生のインセンティブを高めるための方策を検討する。

授業料免除の状況 ×

授業料免除制度の学生に対する周知及び実施は行われている。成績優秀な学生に
対するインセンティブの付与に関しては、授業料免除制度はないが、経済学部、経営
学部、会計研究科、経営研究科おいて学業成績優秀者顕彰制度（表彰及び１～３万
円の奨励金）として制度化されている。それ以外の学部・研究科においては実施して
おらず、検討も行われていない。

学生生活委員会
（学務企画課）

授業料免除
の件数

件数 － － － － 有
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59 (11)
プロ意識の醸成と経済的支
援を行うための「リサーチ
アシスタント制度」の導入

研究者となる意欲と能力を有する大学院博士後期課程在籍学生に対
して、研究活動補助を通じたプロ意識の醸成と経済的支援を行うた
め、「リサーチアシスタント（ＲＡ）制度」の導入に努める。

ﾘｻｰﾁｱｼｽﾀﾝﾄ制度の状況
RA数

×
実施要領を策定しているが、財源上の課題もあり、グローバルCOEプログラムに基づ
いて実施している研究科以外では実施に至っていない。

（総務課）
（財務課）

自己評価指標のとお
り

人数 24人 23人 20人 20人 有

60 (12)
「就職支援センター（仮
称）」設置の検討

就職情報の収集・提供、個別相談、ガイダンスの開催など、学生の
就職活動への支援、関連する産業界への教育理念等の発信など、全学
的に対応するため「就職支援センター（仮称）」の設置を検討する。

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽの実施状況 ○

平成22年10月に全学キャリアセンターを設置し、全学的かつ学部横断的な取り組みを
推進して「合同企業等説明会」を開催している。また、平成23年12月には各キャンパス
キャリアセンターと連携したキャリア支援システムを導入し、各キャンパスに情報端末
を設置して、就職情報の提供やガイダンスの開催を行っている。

キャリアセンタ－
運営会議
（学務企画課）

ｷｬﾘｱ形成関連ｶﾞｲﾀﾞ
ﾝｽの実施回数

・回数 － 5回 43回 24回 有

61 (13)

人的ネットワークの共有、
同窓会との連携等、学生の
多様な進路選択の仕組みの
構築

これまで蓄積してきた就職関連情報や人的ネットワークを学内で共
有し、同窓会等との連携による就職支援、社会で活躍する卒業生との
交流機会の提供等、本学の学生が多様な進路を選択できる仕組みを構
築する。

○

従来から各キャンパスで行っているOB・OG組織からの協力や、就職アドバイザーによ
る支援に加えて、平成23年12月からは本学に届いた求人情報や就職実績のある企業
等の情報を盛り込んだ「キャリア支援システム」を導入し、各キャンパスに端末を配置
し、情報の共有と提供が行えるようになった。

62 (14)
クラブ活動や統一大学祭へ
の協力等交流環境の整備

学生が他キャンパスの学生との交流を深めることができるよう、学
生自治会や後援会等と連携を図りながら、クラブ活動や統一大学祭へ
の協力、スクールバスの運行など交流環境の整備に努める。

合同活動を行うｸﾗﾌﾞ等数 ○

各地区学生副部長と学生自治会との懇談会を定期的に実施しており、クラブ活動の
合同活動や大学祭の東西両地区学生自治会の連携による同一日程開催など，学生
間の交流が図られつつある。また、学生歌の制定や学園都市キャンパス・明石キャン
パス間のスクールバス運行など、交流環境の整備に努めている。

学生生活委員会
（学務企画課）

連盟等への統合登録、
合同演奏会の開催等を
実施しているクラブ数

・クラブ数 9ｸﾗﾌﾞ 18ｸﾗﾌﾞ 11ｸﾗﾌﾞ 11ｸﾗﾌﾞ 有

63 (15)
生活協同組合の円滑な運営
等についての協力と支援

学生等の勉学、日常生活、就職活動等を支援する生活協同組合の円
滑な運営について、必要な協力と支援を行うとともに、事業レベルで
の連携・協力関係を強化する。

○
教職員が生活協同組合の役員（理事・監事）に就任しているほか、生活協同組合幹部
と学長・副学長等の幹部教職員による意見交換を実施するなど、綿密な連携を図って
いる。

64 (16)
学生寮の快適な生活環境の
確保

学生寮に入居している学生の快適な生活環境を確保するため、学生
寮施設の適切な維持管理や各種福利厚生施設の充実に努める。また、
安全確保の点から防災施設管理の徹底を図るため、学生自身による自
治会活動を活性化し、自立的な防犯活動や自衛消防活動を強化する。

自主的防犯活動等実績 ○

緊急連絡網を整備するとともに、全寮棟各階に自治会委員を配置し、緊急時に対応で
きる体制を整えている。また、寮生による防災訓練、自衛消防活動など、自律的な学
生寮施設の維持管理に努めている。また、これらの他、ハトよけネットの設置や寮案
内板の増設を行うとともに、地デジ対応のため、各寮に地デジ対応アンテナ及びBSア
ンテナの設置を行い、日常的な生活環境の確保にも努めている。

学生生活委員会
（学務企画課）

播磨科学公園
都市C学生寮
での防犯活動
・自衛消防活
動等の回数

・回数 1回 1回 1回 1回 有

65 (17) 卒業者データベースの整備
学生が卒業後も大学との継続的な交流を可能とするため、平成24年

度までに卒業者データベースの整備と大学情報の提供などネットワー
クの構築を図る。

×
データベースの構築はできていない。なお、構築に当たっては、セキュリティ上の問題
を担保しつつ、利用しやすいものとなるよう検討する必要がある。

６ 学術情報環境の充実

66 (1)

学術総合情報センターによ
る計画的な教育研究資料の
整備やネットワークの再整
備

「学術総合情報センター」が中心となり、計画的に教育研究資料の
整備・保存・活用、自習環境の充実、情報処理教育の推進を図るほ
か、ネットワークの再整備と安定稼動を図る。

学生１人当たりＰＣ設置台数
全学の蔵書数（図書冊数、雑誌ﾀ
ｲﾄﾙ数）

○

学術情報センターが中心となって教育研究環境の整備に努めており、計画的に教育
研究資料の整備・保存・活用、自習環境の充実、情報処理教育の推進を図っている。
平成24年3月の神戸学園都市キャンパス情報処理システムの更新に伴い、ネットワー
クの再整備を行うこととし、構築に向けた作業を行っている。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

・台数
・冊数

・0.15台
・890,145冊
・8,514ﾀｲﾄﾙ

・0.19台
・938,723冊
・9,370ﾀｲﾄﾙ

・0.17台
・982,120冊
・9,942ﾀｲﾄﾙ

・0.19台
・995,185冊
・10,061ﾀｲﾄﾙ

有

67 (2)
電子ジャーナル等コンテン
ツの充実

外国雑誌の購入形態が電子化へと大きくシフトする中、価格上昇へ
の対応や、タイトル選定の仕組みづくりを工夫しつつ電子ジャーナル
等コンテンツの充実を図る。

電子ジャーナル導入タイトル数 ○

学生や教員の利便性向上のため、引き続きタイトル選定を工夫しつつ、電子ジャーナ
ル等コンテンツの充実を図っている。価格上昇に対応するため、従来より本学は公私
立大学図書館コンソーシアム(PULC）に参加し、出版社との価格交渉はコンソーシア
ムを通して行っている。また、平成23年４月からはPULCと国立大学図書館コンソーシ
アムを統合した大学図書館コンソーシアム（JUSTICE）が発足し、さらに強化されたコ
ンソーシアムが出版社との価格交渉に当たっている。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

タイトル数 44ﾀｲﾄﾙ 3,663ﾀｲﾄﾙ 4,527ﾀｲﾄﾙ 4,515ﾀｲﾄﾙ 有

68 (3)
学術情報館の利用時間の延
長など利用者の利便性の向
上

学術情報の利用に関するガイダンスを充実するとともに、学術情報
館の利用時間の延長など利用者の利便性の向上を図る。

学術情報館利用者数（入館者
数、貸出冊数）
開館時間延長の状況
説明会・講習会の参加者数

○

神戸ポートアイランドを除く学術情報館では、有人で開館時間の延長を行っている（神
戸ポートアイランドではカードキーによる無人開館時間延長）。来館せずに利用できる
電子ジャーナル等の利用も含め、学術情報の利用に関するガイダンスを充実させるな
ど、引き続き利用者の利便性の向上を図っていく。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

・人数
・冊数
・時間数

･入館者
388,340人

・86,160冊
・1,469時間/年
・参加者430人

･入館者
411,499人

・104,279冊
・2,293時間/年
・参加者958人

･入館者
353,395人

・104,137冊
・2,260時間/年
・参加者1,018人

･入館者
172,445人

・49,858冊
・1,146時間/年
・参加者920人

有

69 (4)
各地区学術情報館の整備・
充実

全学的かつ効率的な図書管理を行うとともに、各地区の専門分野に
応じた特色ある情報拠点として各地区学術情報館の整備・充実を図
る。

専門図書蔵書数
教育用図書蔵書数 ○

学術総合情報センター運営委員会（図書部会）において全学的な課題に取り組み、効
率的な図書管理を行っている。また、各キャンパスにおいて地区別の図書部会を開催
し、各地区の専門分野に応じた特色ある情報拠点として各学術情報館の整備・充実を
図っている。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

・蔵書数

･専門図書
543,868冊

・教育用図書
346,276冊

･専門図書
569,105冊

・教育用図書
369,618冊

･専門図書
591,953冊

・教育用図書
381,199冊

･専門図書
596,579冊

・教育用図書
402,026冊

有

７ 積極的な大学教育改革の推進

70 (1)
教育活動状況に関する定期
的な自己点検・評価

教育活動の実態を示すデータ・資料（学生の単位取得状況、シラバ
ス、授業評価結果等）を収集・蓄積するとともに、学生や学外関係者
の意見等も反映しながら、教育の状況に関する定期的な自己点検・評
価を行う。

○

学生の単位取得状況等については、学生情報システムに蓄積され、指導の必要な学
生に対して個別に指導する体制をとっている。授業評価アンケートは前期と後期に各
１回実施しており、アンケート結果を教員にフィードバックし、継続的な教育状況の把
握・改善を行っている。また、自己評価委員会による中期計画自己点検評価や認証評
価においても教育の状況について点検評価を行っている。

71 (2)
「学生による授業評価」に
よる教育方法の改善

全講義を対象とした「学生による授業評価」において、授業内容、
授業方法、学生の自己評価などのアンケートを実施し、その結果を各
教員に通知することで、講義内容や教育方法の改善につなげる。ま
た、アンケート集計結果を学内で共有し教育改革に反映させる。

授業評価ｱﾝｹｰﾄ実施回数・回収率 ○
授業評価アンケートは全講義（ゼミ等を除く）について前期と後期に各１回実施しており、学生の
プライバシーに配慮した集計を行っている。アンケートの結果は担当教員に通知され、授業内容
と教育方法の改善に役立てている。なお、アンケート結果は、学術情報館で公開している。

全学教育改革委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとおり
（複数回実施している場
合の回収率は、平均回
収率）

・回数
・％

・実施回数2回
・回収率63.7%

・実施回数2回
・回収率61.3%

・実施回数2回
・回収率64.5%

実施中 有

72 (3)
学生と部局長等との懇談会
の開催

学生の意思等を教育改革の参考等とするため、学生と部局長等との
懇談会を開催する。

懇談会実施回数・参加者数 ○
各部局の実情に応じ、学生と部局長等との懇談会の実施など学生からの意見を直接
聞く機会を積極的に設けている。

全学教育改革委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・回数
・人数

・実施回数2回
・参加者０人

・実施回数10回
・参加者96人

・実施回数12回
・参加者95人

・実施回数7回
・参加者72人 有

73 (4)
授業内容、教育方法の継続
的改善、教育技術の向上

教育の状況に関する自己点検・自己評価の結果に基づき、教育開発
センター及び各学部・研究科は教育課程の見直し等を常に検討すると
ともに、各教員は授業内容、教育方法の継続的改善、教育技術の向上
に努める。

授業評価ｱﾝｹｰﾄの授業理解度（身
に付いたかという設問）

○

授業評価のアンケート結果の基づいて、教員間で項目ごとの評価結果を分析・検討し、その結
果を「授業評価を受けて」という冊子に取りまとめている。「授業評価を受けて」は、学術情報館
で全学に公表されており、これらの手続きを通して授業内容とそれの基づく教育改善への取り
組みを学生にフィードバックさせるとともに、教員相互間のアフターセッション等によって授業の
改善を図っている。

全学教育改革委員会
（学務企画課）

身に付いたと回答した
学生
数／ｱﾝｹ-ﾄした学生数

％ - - - - 有

74 (5) 全学的なＦＤの推進

「教育開発センター」が中心となり、教育方法の改善を目的とした
授業改善懇談会、教員相互授業参観、教員研修会等を企画・開催す
る。また、ＦＤ推進月間等の導入を検討し、全学的なＦＤ（Faculty
Development）の推進を図る。

教員研修会開催回数・参加者数
授業参観参加者数 ○

各学部・研究科で教員相互の講義の聴講（授業参観）やFD講演会を開催しているほ
か、教員研修会についても毎年開催している。また、教育開発センターにおいて、FD
を全学的に推進しているところである。

全学教育改革委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・回数
・人数

・開催回数0回
・研修参加者0人
・授業参観52人

・開催回数1回
・研修参加者32人
・授業参観141人

・開催回数1回
・研修参加者23人
・授業参観74人

・開催回数1回
・研修参加者30人
・授業参観実施中

有

75 (6)
各学部・研究科における専
門教育を教授する教員の能
力・資質の維持向上

各学部・研究科は、教員研修等の機会を積極的に設けるなど、それ
ぞれの専門教育を教授する教員の能力・資質の維持向上を図るための
措置を講じる。

教員研修会等への参加教員数 ○
各学部・研究科において、FDフォーラム、FDセミナー、公開授業等を開催し、教員の
能力・資質向上に向けた取り組みを進めている。また、教育開発センターにおいて、
FDを全学的に推進しているところである。

全学教育改革委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・回数
・人数

・開催回数0回
・研修参加者0人
・授業参観52人

・開催回数1回
・研修参加者32人
・授業参観141人

・開催回数1回
・研修参加者23人
・授業参観74人

・開催回数1回
・研修参加者30人
・授業参観実施中

有

76 (7)
各教員の研究活動や研究業
績等の明確化

教育の目的を達成するための基礎として、各教員は教育内容等と関
連する研究活動を行い、その研究活動や研究業績等を明らかにする。 ○

全学的な研究発表会である県立大学シンポジウムを開催し、研究成果の共有と部局
を超えた研究者のつながりを強化する他、研究者データベースや研究者マップにより
研究活動や業績等を公表している。

77 (8)
文部科学省「大学教育・学
生支援推進事業」等への積
極的な応募・活用

先進的な教育改革プログラムの開発・改善を進めるとともに、各種
審議会からの提言や社会的要請の強い政策課題に対応した教育プログ
ラムの開発に取り組み、文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」
等に積極的に応募・活用する。

文部科学省「大学教育・学生支
援推進事業等」の採択件数 ○

平成22年度に工学部が「大学生の就業力育成支援事業」に申請を行い、採択された
ところである。今後も大学教育や学生支援に関する事業への取り組みを積極的に進
めていく。

全学教育改革委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・件数 0件 0件 1件 0件 有
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78 (9)
「副専攻選択制度（仮
称）」の創設の検討

各学部・研究科の特色に応じ、適切な履修モデルを示すことによ
り、学生が専攻以外の分野について、副専攻として系統的に履修する
ことが可能となる「副専攻選択制度（仮称）」の創設を引き続き検討
する。

× 全学的な取組として、「副専攻選択制度」の検討は行われていない。

79 (10)
ダブルディグリー制度等の
導入検討

各学部・研究科の特色に応じ、ダブルディグリー制度等、複数の学
位を与えることのできる制度の導入を検討する。

×
各学部・研究科での取り組みには差異が大きい。導入実績としては応用情報科学研
究科が平成23年4月より新たにカーネギーメロン大学（CMU）との連携によるダブル
ディグリープログラムを開始し、円滑な推進がなされている。

８ 教育の成果

80 (1)
教育の成果についての検
証・評価

各学部・研究科は、学生が身に付ける学力、資質、能力や養成しよ
うとする人材像についての方針を明らかにするとともに、単位修得状
況、学生による評価、卒業（修了）後の進路の状況等、教育の成果に
ついて引き続き検証・評価する。

○
養成しようとする人材像については、大学ウェブサイト、学生募集要項、学生便覧等で
明示している。また、授業評価や卒業生に対するアンケート調査がおこなわれ、それら
の結果を公表するとともに授業の改善に役立てている。

81 (2)
ＪＡＢＥＥ等外部教育課程
認定制度を活用した教育成
果の検証

各学部・研究科の特性に応じて、ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定
機構）による日本技術者教育認定など、外部の教育課程認定制度を活
用し、教育成果の検証を行う。

○

工学部では機械システム工学科で既にＪＡＢＥＥによる日本技術者教育認定をうけた
教育を実践し、また看護学部が保健師・助産師・看護師養成教育の認定を、同研究科
が日本看護系大学協議会の専門看護師として認定をうけた教育に取り組んでいる。
その他部局においては、認証評価制度等を活用することで教育成果の検証に取り組
んでいる。

９ 中高大連携教育の実施

82 (1)
附属中学・附属高校による
６年間の計画的・継続的な
教育活動の展開

附属中学・附属高校による中高一貫教育校として、６年間の計画
的・継続的な教育活動を展開し、大学の各学部、附置研究所等との連
携・協力関係の強化を図りつつ、生徒の個性や才能を伸ばし、高等教
育への接続を図る。また、完成年次を迎えた附属中学校の検証を行う
とともに、その基本方向を明確にする。

大学と連携した授業の回数
特別推薦入学者数

○

附属中学校は平成22年4月に第1回卒業生が附属高校へ進学した。ここでは高校での
学習内容の一部を授業に取り入れ、県立大学との連携授業の実施、附属高校から県
立大学への特別推薦入学制度の活用等、中高大連携の充実を図っている。附属中学
校教育活動検討委員会において、開校時の基本計画に基づく検証を行い、課題がま
とめられた。

附属学校委員会
（本部）

自己評価指標のとお
り

・回数
・人数

・授業回数24回
・入学者数50人

・授業回数15回
・入学者数37人

・授業回数48回
・入学者数55人

・授業回数６回 有

83 (2)
中高６年間の理数教育プロ
グラムの一層の充実

スーパーサイエンスハイスクール事業の成果を生かし、中高一貫教
育校として、中学生・高校生の科学への関心を高め、中高６年間の理
数教育プログラムの一層の充実を図る。

附属中学・高校の競争率（倍
率）

○

附属高校におけるスーパーサイエンスハイスクールでの研究成果を生かし、附属中学
校では附置研究所等との中高・大連携講座の実施やサイエンス・パートナーシップ・プ
ロジェクトの採択など、科学技術、理科・数学に対する生徒の興味関心を高め、知的
探求心の育成に役立っている。ただし、附属中学校・高等学校ともに入学志願者が減
少しており、より魅力ある理数教育の充実に努力する必要がある。

附属学校委員会
（本部）

自己評価指標のとお
り

・倍 ・附属高校1.77
・附属高校1.36
・附属中学10

・附属高校1.35
・附属中学6.15

・附属高校1.0
・附属中学4.95

有

Ⅱ 研究のさらなる発展・高度化

１ 研究体制の充実強化

84 (1)
基礎研究から応用研究まで
対応できる体制の展開

総合大学としての特色、各研究分野の個性を生かし、保持している
多様な研究資源を効果的に活用しつつ、基礎研究から応用研究まで対
応できる体制を展開する。

○
各部局ではそれぞれ個性を活かして連携を図りながら、教育と研究のための人的資
源を活用する取り組みを行っている。

85 (2)

他大学やＳＰｒｉｎｇ－８
等との連携による最先端の
知識や技術の蓄積と地域へ
の還元

他大学やＳＰｒｉｎｇ－８、次世代スーパーコンピュータ、ＷＨＯ
神戸センターなど県内の研究機関等との連携を行い、最先端の知識や
技術の蓄積と地域への還元を図る。

県内研究機関等との共同研究・
受託研究件数

○

ＳPring-８は工学部、物質・生命理学研究科などが活用しており、スーパー
コンピュータを活用するための取り組みはシミュレーション学研究科をはじめ
とする部局で行われている。また、多くの部局では他大学や研究施設との連携
体制を構築するとともに、県内研究機関等との連携も進めている。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数
・共同研究43件
・受託研究53件

・共同研究81件
・受託研究50件

・共同研究100件
・受託研究65件

・共同研究94件
・受託研究52件

有

86 (新) (3)
計算科学分野における人材
育成や共同研究等を行う大
学連携拠点の形成

計算科学分野における国内外の大学や研究機関等と協力を図りつ
つ、人材育成や共同研究等を行う大学連携拠点の形成を目指す。

連携する大学・研究機関数 ○

シミュレーション学研究科では国内では計算科学振興財団(FOCUS)と産学連携協力
協定を、国外ではシンガポール政府貿易産業省科学技術研究庁高度計算科学研究
所と学術協力協定を締結し、計算科学分野における大学連携拠点の形成に努めてい
る。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

大学・研究
機関数

－ － ・3機関 ・６機関 有

87 (4)
研究成果の共有と部局を越
えた幅広い共同研究の推進

各研究分野の個性と多様な研究資源を効果的に活用しつつ、研究成
果の共有と部局を越えた研究者のつながりを強化し、幅広い共同研究
を推進する。

共同研究件数 ○
県内研究機関等との共同研究と受託研究件数は増加している。全学的な研究発表会
である県立大学シンポジウムが毎年開催され、研究成果の共有と部局を超えた研究
者のつながりを強化している。

（社会貢献課）
自己評価指標のとお
り

件数
・共同研究43件
・受託研究53件

・共同研究81件
・受託研究50件

・共同研究100件
・受託研究65件

・共同研究94件
・受託研究52件

有

88 (5)

産学官共同研究の中核拠点
としての機能の充実及びイ
ンキュベーションセンター
の活用による共同研究の推
進

各部局においては、それぞれの領域における産学官共同研究の中核
拠点としての機能の一層の充実を図る。特に工学研究科等において
は、姫路書写キャンパスに整備したインキュベーションセンターの活
用等により、新規起業につながるような共同研究を推進する。

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ利用状況 ○

インキュベーションセンターでは工学研究科の7研究グループ他、高度産業技術研究
所１研究グループが企業との共同研究を実施している。また、「ナノ･マイクロ構造科学
研究センター」が同施設を使用して、東北大学の客員研究室を置き、共同研究を行っ
ている。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

利用研究部屋数
／利用可能な研究部
屋数

％ － 100% 100% 100% 有

89 (6)
外部評価や自己点検・評価
による研究の質の向上

各分野の研究に関する外部評価や自己点検・評価等により研究活動
の状況を検証し、その質の向上・改善を図る。

○
平成21年度に受けた大学評価・学位授与機構による認証評価、中期計画に対する自
己点検・評価及教員評価を活用して研究活動の質の向上を図っている。

90 (7)
研究推進に関する施策の企
画・立案等を行う体制の整
備

重点研究分野の設定、学際研究プロジェクトの促進、萌芽的研究の
支援など、大学としての研究推進に関する施策の企画・立案等を行う
体制の整備を図る。

×
総合大学である県立大学の研究分野は多岐にわたり，大学としての研究推進に関す
る施策の企画・立案を行う全学的な組織体制の整備は非常に困難である。

２ 新たな研究拠点の整備・充実

91 (1)
「ピコバイオロジー研究
所」の充実強化

グローバルCOEプログラムの採択を受けたピコバイオロジーに係る
世界最高水準の研究拠点である「ピコバイオロジー研究所」の充実強
化を図る。

○

ピコバイオロジー研究所では，各部門間および研究科との密接な連携のもとに研究を
展開しつつあり、著名国際雑誌に研究成果を発表するとともに、その一部をホ－ムペ
－ジで発信している。また、平成23年には姫路市で開催の市民公開講演会にて最新
の研究成果を市民に紹介した。さらに、新たな展開に向けて「フォトンサイエンスが拓く
次世代ピコバイオロジー」という課題で博士課程教育リ－ディングプログラムに申請を
行い、平成23年11月に採択されている。

92 (新) (2)
「ナノ・マイクロ構造科学
研究センター（仮称）」の
創設（平成23年度）

世界最高レベルの超微細加工技術の高度化と革新的な応用研究開発
を推進するため、次世代スーパーコンピュータ及びSPring-8、Ｘ線自
由電子レーザー（XFEL）施設の活用、東北大学との大学連携を積極的
に取り入れ、大学院工学研究科に「ナノ・マイクロ構造科学研究セン
ター（仮称）」を平成23年度に創設する。

○

平成23年4月に東北大学との大学連携を積極的に取り入れ，大学院工学研究科に
「ナノ・マイクロ構造科学研究センター」を設立した。2研究部門を置き、4名の教員を採
用し、現在15名の工学研究科教員が同センタ－を兼任して教育研究を支援している。
また、平成23年9月にキックオフフォーラムを開催し，内外に同センターの今後の活動
方針や研究内容の紹介を行った。

93 (3)
「社会応用情報科学研究セ
ンター（仮称）」の開設

応用情報科学研究科が推進してきた「産学連携による実践型人材育
成事業（文部科学省）」の成果を継承・発展させ、情報科学技術の社
会応用における高度人材育成や研究成果の社会への還元を行うため、
「社会応用情報科学研究センター（仮称）」を平成22年度に開設す
る。

○

情報科学技術の社会応用での高度人材育成や研究成果の社会還元を行うことを目
的とした「社会応用情報科学研究センター」は，予定通り平成22年度に開設した。基
本的な組織・体制についてもその構築を終え，本研究科と他の医・産・官・学期間との
具体的な連携活動が開始されたところである。

94 (新) (4)
経済経営研究所の「政策科
学研究所（仮称）」への改
組（平成22年度）

学術研究が中心であった経済経営研究所を改組し、政策提言や産学
公民連携による地域貢献等の機能を高めるため、「政策科学研究所
（仮称）」を平成22年度に設置する。

政策連携研究プロジェクト数、
政策連携研修実施数

○

政策科学研究所設置年度である平成22年度において，研究所実施プロジェクトは10
回，研究所主催セミナーは11回である。平成23年度においてはプロジェクトは16回，セ
ミナーは3回（23年度中にさらに2回を予定）であり、研究所実施プロジェクトについて
は主に国際ワークショップ、国際英文学術雑誌の創刊，明舞団地まちなかラボにおけ
る地域住民との協働研究・社会実験などを実施した。また，兵庫県ビジョン課との共同
事業も本格稼働しつつある。セミナーでは県民参加型とし，内外の研究者の報告，研
究所の成果についても報告している。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

件数
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ10件
・研修11件

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ16件
・研修3件

有
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第３期中期計画自己点検・評価（中間評価）

CD 要 約 計画内容 自己評価指標 達成状況 達成状況の説明 指標収集担当（窓口） 計算式等 単位 時点 H16 H19 H22 H23 H24 部局マトリックス

95 (5)

地域ケア開発研究所におけ
る「子育て支援」「訪問看
護」「遠隔看護」等の新た
な分野開発

看護学系実践研究所である地域ケア開発研究所は、看護学部等との
連携のもとに、「まちの保健室」「国際地域看護」等に取り組んでき
たが、今後は「子育て支援」「訪問看護」「遠隔看護」などの分野の
開発をめざす。
また、看護学研究科と地域ケア開発研究所は、21世紀ＣＯＥプログ

ラムの研究成果を継承、発展させるため、災害看護の世界拠点として
「ＷＨＯ指定研究協力センター」の体制整備を推進する。

「まちの保健室」開催回数 ○

子育て支援分野の開発に向けた地域向けの講座の実施、遠隔看護については日本
遠隔医療学会と連携した日本国内での診療報酬制度導入の可能性についての検討
調査、訪問看護については訪問看護従事者等に対する講義を行ってきた。
WHO看護協力センターとしては、日本国際機構JICA兵庫との連携において、1ヶ月の
「災害看護コーディネーター」研修等を企画・実施してきた。また、平成23年度中に
WHO看護協力センターグローバルネットワーク会議等の開催予定であり、今後もWHO
看護協力センターとして平成23年6月に再認証を受けたことを踏まえ引き続き、その体
制整備を推進している。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

回数
・一般 16回
・専門 75回

・一般 18回
・専門 74回

・一般 55回
・専門 23回

・一般 34回
・専門 6回

有

３ 研究の高度化・重点化

96 (1)

ポスト・グローバルＣＯＥ
の採択を視野に入れた国際
的に卓越した教育研究拠点
への取組推進

大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、ポスト・グローバルＣ
ＯＥの採択も視野に入れながら、社会のあらゆる分野で活躍する創造
的な人材育成を図るとともに、国際的に卓越した教育研究拠点となり
得る取組を積極的に推進する。

グローバルCOE申請数・採択数 ○

多くの部局において，社会のあらゆる分野で活躍する創造的な人材育成を図るととも
に，国際的に卓越した教育研究拠点となり得る取組を積極的に推進している。さらに、
新たな展開に向けて「フォトンサイエンスが拓く次世代ピコバイオロジー」という課題で
博士課程教育リ－ディングプログラムに申請を行い、平成23年11月に採択されてい
る。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

件数 －
・申請件数 1件
・採択件数 1件

・申請件数 0件
・採択件数 0件

・申請件数 0件
・採択件数 0件

有

97 (2) 特別教育研究の充実
引き続き、独創的・先導的な研究を推進するとともに、領域を越え

た「部局横断的共同研究」や将来の発展が期待できる「萌芽的研究」
を奨励する。

推奨する分野（部局横断的共同
研究、萌芽的研究）の応募実績 ○

平成22年度の申請は，共同研究が22件，先導的プロジェクト研究が7件，萌芽的研究
（奨励研究）が55件であり，平成23年の申請は，共同研究が17件，先導的プロジェクト
研究が7件，萌芽的研究については，若手研究者の意欲的研究を一層促すため，若
手研究者枠を設けた事による申請増で67件となり，全体としてH23/H22対比は108.3%
となっている。

（財務課・社会貢献課）

部局横断的共同研
究、萌芽的研究の申
請件数・金額、決定
件数・金額

・件数
・金額

・申請件数0件
・採択件数0件

・申請68件、
137,402千円

・採択32件、
35,750千円

・申請84件、
152,982千円

・採択24件、
21,800千円

・申請91件、
198,350千円

・採択40件、
25,900千円

有

98 (3)
専門領域の連携による学際
的研究の推進

総合大学の特長を活かし、専門領域の連携による学際的研究を引き
続き積極的に行う。

○
多くの部局では，それぞれの専門領域の連携による学際的研究を積極的に実施して
いる。

99 (4)
コウノトリ野生復帰など兵
庫県の特性を踏まえた地域
課題に対処する研究の推進

兵庫県の地域特性を踏まえ、コウノトリ、恐竜化石、ジオパーク構
想等の地域課題や県民のニーズに対処する研究並びに地域再生に資す
る人材の育成を引き続き積極的に行う。

県政課題の解決に向けたプロ
ジェクト等への参画数

○
自然・環境科学研究所は，コウノトリ野生復帰プロジェクト，丹波竜を中心とした兵庫
県ならではの特産資源の学術的研究に取り組んでいる。また、政策科学研究所は，
兵庫県における政策課題について，「地域協働研究」として，実施している。

（企画課）
自己評価指標のとお
り

件数 8件 8件 8件 6件 有

100 (5)
「地域ケア開発研究所附属
バースセンター（仮称）」
の設立の検討

看護学部・看護学研究科・地域ケア開発研究所の連携のもとに、
「地域ケア開発研究所附属バースセンター（仮称）」の設立を検討す
る。
このセンターにおいては、助産師の役割を活用した安全で安心な出

産を普及するため、妊娠から分娩、育児までの一貫した質の高いケア
を提供し、助産の看護ケア技術の開発、研究、教育に実践的に取り組
む。

○
県立大学の研究所を、院内助産所を有する病院内に設立する方向で本構想が進んで
いる。現在、設置先病院の選定や組織・スペース等、より具体的な計画立案に移行し
ている。

101 (6)
総合的な教員評価に基づく
研究費の重点配分制度の検
討

各部局の特性に応じて、中期研究計画書の提出を制度化するなど目
指すべき研究課題等を部局ごとに設定し、点検・評価を継続して行う
など研究成果の目標設定と各研究の特性に応じた評価基準に加え、学
内委員会への貢献など総合的な教員評価に基づく評価結果を研究費の
重点配分に反映する制度を検討する。

評価結果を研究費の配分に反映
する仕組みの状況

×
一部の部局では検討を進めているが、全体としては研究費の重点配分を行う前提と
なる研究課題の設定、点検・評価の仕組みが整備されていない。

教員評価制度検討
委員会
（総務課）
（財務課）

評価結果を研
究費の配分に反映す
る仕組みの有無

学部・
研究科

有

４ 共同研究の推進と外部研究資金の確保

102 (1)
客員研究制度の活用と産学
連携による連携大学院の推
進

外部の研究者との連携など学術交流を奨励し、研究会や学会への参
加、学外研究機関との共同研究や客員研究員制度の活用を積極的に進
めるとともに、産学連携による連携大学院を推進する。

共同研究数・基礎研究の共同研
究数（論文と国内外学会発表の
共同研究）、客員研究員受入数

○
専門分野毎に積極的な学術交流や学外研究機関との共同研究を行っており、共同研
究件数、客員研究員受入数は増加している。また、産学連携による連携大学院につ
いては、一部部局により取り組みを推進している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

・件数
・人数

・共同研究数 43
・基礎研究の共
同件数 69
・客員研究員受
入数 35

・共同研究数
81
・基礎研究の共
同件数 114
・客員研究員受
入数 42

・共同研究数
106
・基礎研究の共
同件数 155
・客員研究員受
入数 93

・共同研究数 95
・基礎研究の共同
件数 107
・客員研究員受入
数 94

有

103 (2)
提携大学との研究拠点形成
等の国際共同研究の積極的
な推進

海外研究者との情報交換や提携大学との研究拠点形成を図るなど、
国際共同研究に積極的に取り組む。

在外研究（出張）数
外国人研究者との共著論文数及
び外国人研究者との共同による
学会発表数

○
在外研究（出張）数、外国人研究者との共同論文数、外国人研究者との共同による学
会発表数は増加している。

国際交流委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数
研究数 109件
共著論文 42件
学会発表 34件

研究数 136件
共著論文 75件
学会発表 67件

研究数 217件
共著論文 83件
学会発表160件

研究数 93件
共著論文 86件
学会発表 63件

有

104 (3)

競争的研究資金の獲得を図
るための戦略的な研究体制
の構築及び公募型研究事業
への積極的な申請

競争的研究資金の獲得を図るため、各部局又は部局横断的にＣＯＥ
検討委員会を設置するなど戦略的な研究体制の構築に取り組むととも
に、国や民間等の公募型研究事業に積極的に申請する。
科学研究費補助金申請については、平成24年度には申請者率（全専

任教員に占める申請者の割合）を各部局において75％以上とすること
を目指す。併せて、採択率の向上に努める。

科学研究費補助金申請者率・採
択率・獲得額、科学研究費補助
金以外の外部資金の獲得件数・
獲得額

×
国や民間等の公募型研究事業には積極的に申請しているが、平成24年度の科学研
究費補助金の申請者率（全専任教員に占める申請者の割合）は73.7％で目標（75%以
上）を達成していない。

（財務課）
自己評価指標のとお
り

・申請率（％）
・採択率（％）
・獲得額

（千円）
・獲得件数

（科学研究費補助金）
・申請率68.3%
・採択率19.6%
・獲得額

(同費以外)
・獲得件数 296件
・獲得額 936,397千

円

（科学研究費補助
金）

・申請率72.8%
・採択率27.2%
・獲得額

(同費以外)
・獲得件数 340件
・獲得額1,013,093千

円

（科学研究費補助金）
・申請者率74.9%
・採択率22.4%
・獲得額 651,506千円

(同費以外)
・獲得件数 388件
・獲得額 978,813千

円

（科学研究費補助金）
・申請者率 75.3%
・採択率 29.3%
・獲得額 717,065千円

(同費以外)
・獲得件数 266件
・獲得額 722,446千円

有

105 (4)
寄附講座制度の活用による
教育・研究の活性化

寄附講座制度を活用し、企業等からの奨学寄附金による教育・研究
の活性化を図る。

寄附講座金額 ×
インキュベーションセンター内に寄附講座（１講座）が開設されているが（19年度に高
度産業科学技術研究所からインキュベーションセンターに移設）、寄附講座金額は21
年度から減少している。全学的に見ると、成果は上がっていない。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

寄附講座の
件数、金額

・千円
・件数

・１件
・17,500千円

・１件
・28,000千円

・１件
・17,000千円

・１件
・13,000千円

有

106 (5)
地方自治体、同窓会等との
連携による地域貢献の推進

地方自治体、同窓会等との連携を深め、多様な外部資金の獲得を図
るとともに、地域に貢献する。

○
教育・研究成果を発表し、産学連携を推進するため、全学的な取り組みとして実施す
る「兵庫県立大学シンポジウム」については、地方自治体、商工会議所等の経済団
体、同窓会等から財政的支援等を得るなど、多様な外部資金の活用を図っている。

５ 研究支援

107 (1)
「産学連携センター」が中
心となった研究助成金等公
募情報等の収集・周知

各種研究助成金等の公募情報や企業等の研究ニーズに関する情報等
について、「産学連携センター」が中心となり収集し、広く学内に周
知する。

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる助成金情報提供
件数

○

産学連携機構のコーディネーターが関係機関等との研究発表会、シーズ発表会、技
術相談会等の場で、積極的に教員の研究成果や研究シーズを紹介している。国や独
立行政法人等の競争的資金については、コーディネーターが教員に積極的に申請を
促すとともに、申請書類作成にあたって的確・迅速なアドバイスを行い、外部資金の貢
献に獲得している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数 120件 144件 179件 79件 有

108 (2)

「産学連携センター」の
コーディネーターを中心と
したさらなる外部資金の受
入の推進

「産学連携センター」のコーディネーターを中心に、本学の研究活
動状況を積極的に情報発信するとともに、国等の先導的大型研究プロ
ジェクト申請に当たっての的確、迅速なアドバイスを行うことによ
り、さらなる外部資金の受入を推進する。

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる助成金情報提供
件数

○

産学連携機構のコーディネーターが関係機関等との研究発表会、シーズ発表会、技
術相談会等の場で、積極的に教員の研究成果や研究シーズを紹介している。国や独
立行政法人等の競争的資金については、コーディネーターが教員に積極的に申請を
促すとともに、申請書類作成にあたって的確・迅速なアドバイスを行い、外部資金の貢
献に獲得している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数 120件 144件 179件 79件 有

109 (3)
研究者データベースの活用
による共同研究体制の構築

課題対応型研究など複数の研究者による研究拠点形成を目指す研究
において、研究者データベースを積極的に活用し、主体的に共同研究
体制を構築するなど、研究者のコーディネート能力の向上を促進す
る。

部局間共同研究の状況 ○
研究者データベースに加え新たに研究者マップを作成し、共同研究の促進を図ってい
る。平成22年度以降、部局間共同研究の件数が増加傾向にある。

（社会貢献課）
部局間共同
研究の件数

件数 2件 2件 6件 3件 有

６ 研究成果の公表と社会への還元

110 (1)
研究成果の社会還元及び公
開・発信

研究成果をセミナー、シンポジウム等を通じて社会に還元するとと
もに、様々な媒体により公開・発信する。

学外における講演・セミナー数
出版物

○

各部局とも、セミナーやシンポジウム等の様々な機会を活用して、研究成果の社会へ
の還元を図っている。シリーズセミナー「よくわかる研究」において、ものづくりシーズ紹
介や、兵庫県立大学シンポジウムにおいて、産業界のニーズに即した研究内容等を
発表している。また、大学のホームページや「産学連携機構年報」等においても、情報
の公開・発信を行っている。

（社会貢献課）

学外における
講演・セミナ
－数、出版数

件数
・講演・セミナー
数 243件
・出版数 429件

・講演・セミナー
数 264件
・出版数 553件

・講演・セミナー
数 1,543件
・出版数 553件

・講演・セミナー数
688件
・出版数 287件

有
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111 (新) (2)
災害看護教育・研究の成果
を発信できる体制の強化

世界的な災害看護拠点形成を図るため、兵庫県内にある国際機関と
の連携を強め、かつ災害看護教育・研究の成果を発信できる体制を強
化する。

○

看護学部と災害看護におけるWHO研究協力センターである地域ケア開発研究所が協
働し、災害看護の教育、研究に取り組んでいる。学部教育においては「災害看護学」
を、大学院修士課程に「災害看護」を開設している。また、WHO神戸センターと、地域
防災に関するフォーラムを合同で平成23年11月に実施した。

112 (3)
「研究者データベース」登
録率100％及び内容の充実

学内全研究者の研究業績をホームページを通じて公開する「研究者
データベース」の研究者登録率を100％とする。
また、搭載する研究内容を充実するとともに、常に情報を更新する

など、より効果的・効率的に活用できる体制とする。

研究者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録率 ×
研究者データベースの登録率は99.3%であり、100%に到達していない。100%の登録を
目指し、新規教員や未登録教員に対し登録要請を行っている。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

・登録率＝登録者/
教員数
・H17.9に整備

％ － 88.70% 98.20% 99.30% 有

Ⅲ 社会貢献の積極的な展開

１ 地域社会との交流・連携

113 (1) シンクタンク機能の発揮

地方自治体や国等の各種審議会・委員会等への委員就任や調査研究
受託等によるシンクタンク機能を一層発揮する。また、地方自治体・
公益団体・金融機関等と協定を締結し、大学の知的資源を活かして、
地域づくりや地域課題の解決を支援する取り組みを一層推進する。

連携協定締結件数、受託調査研
究の件数、地方自治体や国等の
各種審議会・委員会等への委員
就任数、地方行政等との共同プ
ロジェクトやプログラムの実施
件数

○

連携協定締結件数は、平成16年度から増加し、地方自治体、金融機関等との連携協
定は着実に進んでいる。宍粟市における各種プロジェクト策定委員会等への就任、姫
路商工会議所における技術開発研究会からの受託調査等を実施するとともに、23年
度からは豊岡市等と全学の連携協定を締結するなど、地域づくりや地域課題の解決
を支援している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

・件数
・人数

・連携件数 10件
・受託件数 33件
・委員数 150件
・共同数 5件

・連携件数 24
件
・受託件数 36
件
・委員数 193件
・共同数 8件

・連携件数 29件
・受託件数 37件
・委員数 635件
・共同数 37件

・連携件数 34件
・受託件数 25件
・委員数 409件
・共同数 24件

有

114 (2)

地域連携のための企画・立
案、部局間の調整等を行う
「地域連携センター(仮
称)」のあり方検討

地域との交流・連携を全学的に促進し、連携活動の企画・立案、部
局間の調整等を行うための全学組織として、「地域連携センター（仮
称）」のあり方を平成23年度までに検討する。

○
大学教員が個別に行ってきた地域連携活動の情報、県政や県の保有する地域課題
に関する情報を学内外で共有化し、必要に応じて相談、マッチング等を行う活動拠点
としての地域創造機構の平成24年度設立に向けて準備を進めている。

115 (3)
地方自治体、産業界、ＮＰ
Ｏ等との間での教員や研究
員等の交流推進

各キャンパスの特性に応じて、関連する地方自治体、産業界、NPO
等との間で教員や研究員等の交流を推進し、これからの地域社会にお
いて取り組んでいかなければならないテーマに関する共同プロジェク
トやプログラムを広く展開する。

教員や研究員の交流件数、教員
や研究員が実施した産業界、NPO
等との共同プロジェクト、プロ
グラムの実施件数

○

工学研究科、応用情報科学研究科、シミュレーション学研究科、高度産業科学技術研
究所等の播磨産学交流会への参画等、部局の特性を生かしながら、研究者交流を積
極的に推進している。また、エコ・ヒューマン地域連携センター（環境人間学部）や産学
人材育成センター（経営研究科）等、共同プロジェクトやプログラムを実施しやすい環
境が整備されている。教員や研究者の交流件数、教員や研究員が実施した産業界、
NPO等との共同プロジェクト、プログラムの実施件数は、増加している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数

・交流件数
28件
・共同プロジェクト
件数 8件

・交流件数
34件
・共同プロジェク
ト件数 17件

・交流件数
226件
・共同プロジェクト
件数 68件

・交流件数
249件
・共同プロジェクト
件数 63件

有

116 (4)
学術情報館や附置研究所等
が保有する資料等の一般公
開

県民の文化・教養の向上に資するとともに、研究者や専門家に対す
る情報利用環境の向上を図るため、学術情報館や附置研究所等が保有
する資料等の一般公開に努める。

利用者数、視察・相談数、学術
情報の公開プロジェクト件数

○
各学術情報館では県民への図書の閲覧を実施しており、インターネットホームページ
で利用方法の広報を行う等、積極的に地域貢献に取り組んでいる。また、附置研究所
においても通常公開あるいは可能な限りにおいての公開を行っている。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

・人数
・件数

・利用者数
4,113人

・相談数 －
・公開数 －

・利用者数
3,951人

・相談数 －
・公開数 －

・利用者数
3,694人

・相談数 －
・公開数 －

・利用者数
1,841人

・相談数 －
・公開数 －

有

117 (5) 大学施設や研究室の公開
県民等の本学に対する理解を深めるため、セミナーや各種イベント

その他の様々な機会をとらえて、大学施設や研究室を公開する。
施設公開事業の実施状況 ○

各部局とも、受験生および保護者を主な対象としたオープンキャンパスで大学施設等
を公開している。また、セミナー、研修会等を通じて公開を行っている。高度産業科学
技術研究所ではSpring-8公開時にニュースバルの一般公開を行い、自然・環境科学
研究所では実験室の作業を差し障りのないものは基本的に訪問者にも見える場所で
行い県民等の大学・研究への理解を深めている。

（社会貢献課）
オープンｷｬﾝ
ﾊﾟｽ実施日数

日数 10日間 12日間 15日間 16日間 有

118 (6)
県民等との多様な交流機会
の創出

科学技術その他の専門分野に関心のある県民等との語り合いや健康
相談への対応など、県民等との多様な交流機会の創出を図る。

関連事業開催件数 ○

各部局の特色を活かした各種セミナー、研修会、「まちの寺子屋師範塾」等を実施して
いる。その他、環境人間学部ではNPO関連事業（千姫プロジェクトなど）の立ち上げと
その実施、町並み・まちづくり（銀の馬車道など）ネットワークの立ち上げとその実施を
行い、経済学部、政策科学研究所では明舞団地プロジェクトにおいて県民等との交流
を深めている。また、地域ケア開発研究所では「まちの保健室」の継続により健康相
談へ対応している。

（社会貢献課）
まちの保健室
開催件数

件数
・一般 16回
・専門 75回

・一般 18回
・専門 74回

・一般 55回
・専門 23回

・一般 34回
・専門 6回

有

119 (7)
学生の課外活動としてのボ
ランティア活動の促進

大学教育と社会との連携を推進しつつ、学生の教養・経験を深める
ため、ボランティアに関する情報提供や意識啓発等を図り、学生の課
外活動としてのボランティア活動を促進する。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加者数 ○
平成23年３月に発生した東日本大震災の被災地支援の一環として、本学とひょうごボ
ランタリープラザが協働し、宮城県石巻市に学生ボランティアを派遣した。現地では、
宮城大学の学生ボランティアとともにがれきの除去等の清掃活動を実施した。

学生生活委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

人数 21人 0人 0人 73人 有

120 (8)
大学共同利用施設等を活用
した科目提供など高大連携
の推進

従来実施してきた高等学校との連携を推進しつつ、高校生の進路選
択の参考になる科目等を大学共同利用施設（UNITY）等において提供
する。

高大連携等推進事業（授業科目
数）

○
大学共同利用施設UNITYに経済学部・経営学部・看護学部が参加し、２３年度には高
大連携科目として８科目を提供しているほか、県教委が進める兵庫県高大連携等推
進事業には１２科目の授業科目提供を行っている。

（学務企画課）

自己評価指標のとお
り（特別、学内、教委
の毎に）

科目数 17科目 18科目 19科目 20科目 有

121 (新) (9)

環境と人間の共生に関する
知的資源を発信し、新たな
地域連携機能を備えた「環
境コミュニティ連携セン
ター（仮称）」の設置

環境人間学部が有する環境と人間の共生に関する知的資源を発信
し、地域住民・教育機関・NPO・自治体等と、学生・教職員の協働に
よる地域貢献の窓口機能、地域における研究フィールドの開拓・提供
機能、新たな地域連携研究手法の開発機能を備えた「環境コミュニ
ティ連携センター（仮称）」を平成22年度に同学部内に設置する。

センター設置後の連携実績 ○

平成23年３月にエコ・ヒューマン地域連携センターという名称で設立し、平成23年度か
ら具体的な活動を開始したところである。平成23年度上半期は兼務教員のみの活動
となったため、活動方針の内、学生主体の地域連携活動の支援・活性化に重点を置
いて行ってきた。マンスリー・ワークショップの実施、県の地域連携活動支援プログラ
ムへの参加などにより、今後の成果が期待できる。下半期に入って専任教員１名が赴
任するとともに、地域の各団体からの連携要請が増加しており、地域のニーズ、研究
のシーズとのマッチングを開始する予定である。

（学務企画課・企画課）
自己評価指標のとお
り

件数 － － － ・10件 有

２ 生涯学習の支援

122 (1)

社会人のリカレント教育や
高度な教養教育等県民の
ニーズに応える多様な生涯
学習機会の提供

「生涯学習交流センター」の企画・調整機能を高めつつ、大学の専
門的教育・研究資源を活用し、社会人のリカレント教育や高度な教養
教育等県民の多様な生涯学習ニーズに応えるべく、生涯学習コンセプ
トに基づき、各種公開講座はもとより、他大学等との連携による講座
の実施により、より一層、高度で体系的かつ多様な生涯学習機会を提
供する。

公開講座開催回数・受講者数 ○
生涯学習推進委員会で公開講座等の実施計画を検討し、質の高い生涯学習の継続的な提供
を行っている。第２期中期計画時に比べて受講者数に減少がみられるが、県内幅広い地域で実
施したことによるものである。

生涯学習推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

・回数
・人数

・9回
・412人

・11回
・648人

・１２回
・440人

・6回
・66人

有

123 (2)
各学部等の専門分野が連携
融合した公開講座の企画・
実施

総合大学としてのメリットを生かし、各学部等の専門分野が連携融
合した内容の公開講座等を企画・実施していく。

各学部等が連携する公開講座数 ○
毎年度公開講座での連携・融合講座を計画的に開催する等、各学部等の専門分野が連携した
複合的かつ質の高い講座を定期的に開催し、受講者の知識の向上を図っている。

生涯学習推進委員会
（社会貢献課）

各学部が連携
する公開講座
開催回数・受
講者数

・回数
・人数

・0回
・0人

・0回
・0人

・１回
・20人

・１回
・12人

有

124 (3)
授業や公開講座等のホーム
ページによる公開

情報技術の進展を踏まえ、県立大学の授業や公開講座等について、
ホームページに電子情報を掲載する等、公開講座当日以外でも学習で
きる方法について検討する。

ホームページに掲載した資料数 ○
公開講座の開催や、実施結果のレポートをホームページに掲載する等情報の提供を行い、県民
への定期的な情報発信や知識の提供を図っている。

生涯学習推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

・件数 ２５回 １８回 有

125 (4)
生涯学習事業の質の向上・
改善

生涯学習事業の展開において、参加者確保の状況、県民等参加者か
らの満足度など事業の成果を検証し、その質の向上・改善を図る。

定員に対する受講者率 ○

アカデミックツーリズム等の体験型学習講座を計画的に実施することで、受講者の学習意欲や
受講率の向上を図っている。受講者のニーズに適合するテーマの講座を積極的に提供するとと
もに、積極的に参加する受講生を生涯学習マスターに認定する等受講者の学習意欲の促進に
努めている。

生涯学習推進委員会
（社会貢献課）

公開講座受講率
＝受講者数/定員

％ 51.50% 88.20% 81.40% 59.40% 有

３ 地域産業との交流・連携

126 (1)
産学連携センターの企画・
調整能力の向上等と産業界
との交流推進

産学連携センターの企画・調整能力を高めるとともに、各部局にお
ける産学連携機能も活用し、大学と産業界との交流を促進し、地域社
会に開かれた大学としてその有する研究成果を産業界との共同研究や
シンポジウム・セミナー等を通じて地域に還元する。

産学交流会の回数 ○

産学連携機構運営委員会委員に、学内各部局からの代表の委員の他、新産業創造研究機構
（NIRO）、県立工業技術センターからの参画を経て、関係機関との連携を密にしながら産学連携
事業を推進している。産学連携機能強化を図るため、平成23年4月に産学連携機構を開設し、
産学連携機構開設記念講演会、兵庫県立大学シンポジウム、国際フロンティア産業メッセ、シ
リーズセミナー「よくわかる研究」等の機会に研究成果を地域に還元している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

回数 22回 46回 44回 21回 有

127 (2)
知的財産の適切な保護・管
理と活用

知的財産ポリシーに基づき、知的財産本部が本学の創出する知的財
産を適切に保護・管理する。原則機関帰属とする本学の知的財産につ
いては、技術移転機関（ＴＬＯ）等関係機関と連携しながら、研究成
果の移転・実用化を促進するとともに、大学発ベンチャーの立ち上げ
等を支援する。

機関帰属化した知的財産件数 ○
知的財産本部において、大学で創出される知的財産を適切に保護・管理するとともに、技術移
転機関（TLO）等関係機関と連携しながら、研究成果の移転・実用化を着実に進めている。ま
た、インキュベーションセンターを活用し、大学発ベンチャーの支援を行っている。

・知的財産本部運営
委員会

・産学連携機構運営
委員会

自己評価指標のとお
り

件数 － 24件 52件 15件 有

8
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128 (3)
中小企業の創業・第二創業
の支援や専門知識を生かし
た技術指導

経営技術の提案等による中小企業の創業・第二創業の支援や専門知
識を生かした技術指導など、各部局の特性に応じて研究成果を地域・
社会に還元し、地域の振興と社会の発展に寄与する。

産学連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが対応した技
術指導の件数
各部局において実施した地域産
業との共同プロジェクトやプロ
グラムの実施件数

○

中小企業の創業・第二創業の支援を始め、共同研究による技術支援・還元、経営革新計画の認
証支援、地域活性化のための人材育成塾、専門分野別セミナーなど、各部局の特性に応じて、
企業との共同研究、技術指導、情報提供など様々な形で研究成果の地域への還元を行ってい
る。全学的には、兵庫県立大学シンポジウムやはりま産学交流会などの機会に研究成果の発
表を通じて情報提供を行っている。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数
・指導件数142件
・共同件数 6件

・指導件数129件
・共同件数 4件

・指導件数122件
・共同件数 38件

・指導件数 46件
・共同件数 34件

有

129 (4)
地域産業界からの技術相談
等に対する「産学連携セン
ター」の積極的な対応

地域産業界からの技術相談等の要請に対して、「産学連携セン
ター」が窓口となり、学内関係部局のほか、公設試験研究機関やＮＩ
ＲＯ等関係機関との連携を図りながら、積極的に対応する。

産学連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが対応した技
術相談件数

○

技術相談については、産学連携コーディネーターが技術相談会、イベント出展時や電話、来訪
時等に応じている。また、技術相談を受け、学内に適当な研究員がいない場合は、工業技術セ
ンターや（公財）新産業創造研究機構等関係機関への紹介・斡旋を行い、また紹介を受けるな
ど関係機関との連携を積極的に進めている。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数 ・指導件数142件 ・指導件数129件 ・指導件数122件 ・指導件数 46件 有

130 (5)
インキュベーションセン
ター等の活用による次世代
産業の育成支援

インキュベーションセンター等を活用して、産業界からのニーズに
対応した共同研究等を推進し、その研究成果を産業界に積極的に移転
することにより、次世代産業の育成を支援するとともに、大学発ベン
チャー創出のための環境を整備する。

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ利用状況
ﾍﾞﾝﾁｬｰ起業件数

○

インキュベーションセンターは、平成19年度の供用開始から常時、全室利用状況であり、産業界
のニーズに対応した共同研究等の利用を推進している。また、ベンチャー企業数も19年度以降
は3件を維持しており、その内2社が当該施設を利用するなど、大学発ベンチャーの育成にも貢
献している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

・利用研究部屋数／

利用可能な研究部屋数

・ﾍﾞﾝﾁｬ-企業件数

・％
・件数

・利用状況
・起業件数 2件

・利用状況100%
・起業件数 3件

・利用状況100%
・起業件数 3件

・利用状況100%
・起業件数 3件

有

131 (新) (6)
ニュースバル産業用分析
ビームラインを活用したも
のづくり産業基盤の支援

ニュースバル産業用分析ビームラインを活用して、ものづくり産業
の基盤を支える分析企業や材料産業界の技術開発を促進する。

ニュースバル産業用分析ビーム
ラインＢＬ-５の産業利用実績

○

ニュースバル産業用ビームラインBL-5の整備が逐次進み、ものづくり産業基盤を支える分析会
社や材料産業界の利用が増加しつつある。利用時間も平成21年度は52時間、22年度は100時
間（内、トライアルユースは38時間）と増加しており、分析企業や材料産業界の技術開発に貢献
している。

産学連携機構運営
委員会
（社会貢献課）

産業用ビ－ムライ
ンの利用時間

時間 － － 100時間 37時間 有

132 (7)
ニュースバルの整備充実と
利用環境の整備

本学独自の高度研究資源を地域に還元し、微細加工技術のほか分
析・材料評価等の産業利用技術の高度化に資するため、ニュースバル
の整備充実とともに、利用環境の整備を図る。

ﾆｭｰｽﾊﾞﾙの民間利用状況 ○
ニュースバルを利用する民間企業数は減少しているが、工学研究科の「ナノ・マイクロ構造科学
研究センター」が主体となった国際会議において、ニュースバルの見学会を実施するなど、利用
の拡充のための活動も行っている。

産学連携センタ－運営
委員会

ニュースバル利用
企業数

企業数 33件 24件 21件 ４件 有

４ 国際交流の推進

133 (1)
学術・教員・学生交流及び
留学生の受入等の一層の推
進

「国際交流センター」は各部局と連携し、ホームページ等により内
外に情報を発信するとともに、国際的な学術・教員・学生交流及び留
学生の受入等を促進することにより、より一層大学の国際化を推進す
る。

留学生の状況 ○
学術交流協定校との教員交換、日韓国際交流セミナー（合同研究発表会）等による

学術交流及び交換学生の受入・派遣による学生交流を行っている。また、大学のホー
ムページの英語化を進めるなど、国内外に向けた情報の発信を活発化している。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

受け入れ留学生数 人数 191人 173人 １９０人 １６６人 有

134 (2)

海外大学等との学術交流協
定やＨＵＭＡＰの有効活用
による共同研究や国際学術
集会の開催

海外大学等との学術交流協定やＨＵＭＡＰ（兵庫・アジア太平洋大
学間交流ネットワーク）を有効に活用し、学生・研究者交流や共同研
究を推進するとともに、国際セミナーその他の国際学術集会等を開催
する。（大学コンソーシアムと連携した海外インターンシップの実施
など）

海外大学との学術交流協定数
国際ｾﾐﾅｰ等開催回数

○

交流協定大学数を増やし、学生・研究者交流等の活動の機会を促進している。ＨＵ
ＭＡＰやＨＯＲＮ制度を活用した留学生、外国人研究者の計画的な受入や研究交流を
継続的に実施している。また、交流協定校と連携して公開型国際シンポジウムを開催
し県立大学の国際交流や研究活動等の促進を図っている。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

協定数
回数

協定数 15件
ｾﾐﾅ-回数 4回

協定数 22件
ｾﾐﾅ-回数 1回

協定数 28件
ｾﾐﾅ-回数 10回

協定数 32件
ｾﾐﾅ-回数 8回

有

135 (3) 協定交流大学との連携推進
学術交流協定を締結している海外大学（協定交流大学）等との連携等
を推進し、交流事業の多様化と充実を図る。

国際交流事業等件数 ○

学術交流協定大学との教員交換や日韓国際交流セミナーの開催など学術交流を行
うとともに、平成19年度には蘇州大学、平成20年度にはカーティン大学、平成21年度
からはハワイ大学への新たな短期語学研修を企画するなど、海外大学との交流協定
件数を計画的に増やし、協定校との学生・研究者の派遣・受入等計画的な学生交流・
学術交流の促進を図っている。また、書写キャンパスにカールスルーエ工科大学のサ
テライトオフィスを開設する等研究拠点の形成の促進を図っている。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

回数 4件 19件 １２件 ９件 有

136 (4)
兵庫県に集積する国際関係
機関との連携強化

兵庫県に集積する国際関係機関（国際協力機構（ＪＩＣＡ）兵庫国
際センター、ＷＨＯ神戸センター、国際エメックスセンター等）との
連携を深め、本学の知的資源を生かして国際貢献に寄与する。

国際関係機関との連携状況 ○
ＪＩＣＡの研修会等に本学の教員を派遣する等国際関係機関との連携・協力を図って

いる。
国際交流推進委員会
（社会貢献課）

国際関係機関への
参画等の件数

件数 1件 1件 ２件 ２件 有

137 (5)
先駆的・独創的研究成果を
基礎とする学際的国際交流
の推進

本学で得られた先駆的・独創的研究成果を基礎とする学術的国際交
流を推進する。

国際会議・国際学会等における
発表及び海外の大学等における
講義・講演数
国際共同プロジェクト数

○

教員による国際会議での発表や交流協定大学（曁南大学、エバーグリーン州立大
学等）等での講義・講演活動等を計画的・持続的に実施することにより、学術・研究活
動の成果を発信している。また、ＪＩＣＡ等国際機関と連携して海外からの研修生等へ
の講義・講演活動も実施している。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数
発表数 170件
講義講演 18件
プロジェクト 16

発表数 211件
講義講演 18件
プロジェクト 25

発表数 309 件
講義講演 43件
プロジェクト 53

発表数 132 件
講義講演 20件
プロジェクト 45

有

138 (6)
海外でのリエゾンオフィス
機能の強化

海外大学等との学術交流協定締結の促進、学生交流の支援、研究成
果の情報発信等を行うため、(財)兵庫県国際交流協会の協力を得なが
ら、海外でのリエゾンオフィス機能の強化を図る。

海外大学との学術交流協定数 ○
㈶兵庫県国際交流協会や県海外事務所との連携に関しては、カーティン大学との学

生派遣・受入や国際交流セミナー（合同研究発表会）の開催等において、兵庫県海外
事務所が仲介・調整等を積極的に行い、リエゾンオフィス機能を果たしている。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数
協定数 15件
ｾﾐﾅ-回数 4回

協定数 22件
ｾﾐﾅ-回数 1回

協定数 28件
ｾﾐﾅ-回数 10回

協定数 32件
ｾﾐﾅ-回数 8回

有

139 (7)
県内外の国際関係機関との
連携による国際協力の推進

各部局の特性と大学の総合力を活かした国際協力への参加を促進す
るため、県内外の国際関係機関との連携を図り、国際協力を推進す
る。

○
ＪＩＣＡの研修会等に本学の教員を派遣する等国際関係機関との連携・協力を図って

いる。

140 (8)
留学生住宅機関保証システ
ム等の活用による受入留学
生の宿舎確保

国際的な研究・教育体制の充実のため、外国人研究者及び留学生の
継続的な宿舎確保を進める。

外国人研究者等の宿舎状況、
留学生住宅機関補償ｼｽﾃﾑ活用状
況

○

国際交流相談員による留学生・研究者の宿舎の確保や、キャンパス所有の研究員
宿舎の提供を図る等宿舎の手配・確保等を図っている。また、交換留学生住宅総合保
障制度に加入させるとともに、私費留学生に対しても同制度に加入するよう学生に指
導している。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

・外国人研究者等
の宿舎入居数
・留学生住宅機関
補償システム活用数

・人数
・件数

宿舎入居 2件
システム ０件

宿舎入居 2件
システム ０件

宿舎入居 2件
システム ０件

宿舎入居 2件
システム ０件

有

141 (9)
国際交流相談員による学生
支援及び日本語能力向上の
ための支援等

受入留学生が生活習慣等の違いを克服し、快適で充実した学生生活
を送れるよう、国際交流相談員を配置し、様々な生活相談に対応する
など柔軟できめ細やかな学生支援を行うとともに、日本語能力向上の
ための支援、研究能力向上のための支援を行う。

国際交流相談員相談件数 ○
専任相談員によるキャンパス巡回相談や、留学生からの生活相談等について随時

受け付けるとともに、キャンパス間の留学生の交流事業や、留学生と日本人学生の交
流会等の定期的な開催を図っている。

国際交流推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

件数 66件 117件 ７６件 ５２件 有

142 (10)
帰国外国人留学生や研究者
に関するデータベースの構
築検討

国際的な人的ネットワークの形成を図り、長期的な国際交流・国際
貢献に資するため、帰国外国人留学生や研究者に関するデータベース
の構築を検討する。

×
データベース化する研究内容やその活用方法、効率的な個人情報の管理方法等に

ついて検討するとともに、対象となる外国人研究者、留学生に本システムの積極的参
加を呼びかけていく。

Ⅳ 自主的・自律的な管理運営体制の確立

１ 戦略的・機動的な大学運営の推進

143 (1)
学長のリーダーシップの
下、学長副学長会議での大
学運営の基本方針の検討

学長のリーダーシップの下で、戦略的な大学運営を行うため、副学
長がそれぞれ「教育」「研究」「社会貢献」を担当し、全学委員会委
員長及び各センター長を兼務するとともに、学長副学長会議において
大学運営に係る基本方針を検討する。

学長副学長会議審議事項数 ○
毎週月曜日の午前に「学長・副学長会議」を開催し、大学運営の基本的方向性等を

協議している。また、「学長・副学長会議」を経て部局長会議で検討した議題数も５議
題/月程度である。

（企画課）
自己評価指標のとお
り

件数 34件 46件 83件 45件 有

144 (2)
学長の指示による全学的な
特定課題を処理する学長特
別補佐の設置

学長の指示に基づき、全学的な特定課題を処理する学長特別補佐を
必要に応じて設置し、機動的かつ円滑な大学運営に努める。

学長特別補佐設置状況 ○
「企画・調整担当」、「研究開発」、「国際交流担当」など,学長を補佐して全学的な課題
の処理に当たる学長特別補佐３名を置き、必要な課題の検討・解決に当たっている。

（総務課） 年度延べ人数 人数 ０人 4人 4人 3人 有

145 (3)
運営協議会やマスコミ懇談
会を通じた社会の意見の大
学運営への反映

学外有識者を構成員に含む「運営協議会」に加え、マスコミ等との
懇談会を開催するなど、引き続き、社会の意見を大学運営に反映する
とともに、戦略的かつ円滑な意思形成を図る。

運営協議会等の開催回数 ○
産業界等を代表する人材の学外委員としての参画を得て運営協議会を毎年２回開催
している。また、マスコミとの懇談については、県下のマスコミ１３社が加盟する兵庫県
編集部との懇談を平成２１年度から継続して年１回開催している。

（企画課）
自己評価指標のとお
り

回数 1回 2回 3回 1回 有

146 (4)
「部局長会議」や各種全学
委員会等を通じた学内合意
形成を円滑化

｢評議会｣議案の事前調整や学長の諮問事項の協議を行う「部局長会
議」や各種全学委員会等を通じて、学内合意形成を円滑化し、全学的
な取組を迅速かつ効果的に推進する。

○

毎月第１水曜日に開催する「部局長会議」において、評議会に付議する議案の整理・
調整を行うとともに、学長から諮問のあった事項についての協議を行い、評議会審議
の円滑化行っている。また、全学委員会における検討結果については、直近の評議会
において委員長が説明を行っている。

147 (5)
新設統廃合を含めた全学委
員会のあり方の見直しと柔
軟で機動的な運用

全学的課題について審議・調整する「全学委員会」について、各委
員会運営状況を踏まえ、新設又は統廃合を含めて順次そのあり方を見
直すとともに、委員会機能を充分発揮できるように柔軟で機動的な運
用に努める。

全学委員会数・委員会開催回数 ○
平成２５年度に公立大学法人化へ移行することが決定されたのを受けて、自立的・効
率的な大学運営を推進するために、全学委員会の見直しを検討する予定である。

（企画課） 回数
17委員会
41回開催

19委員会
51回開催

23委員会
52回開催

24委員会
16回開催

有
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148 (6)
学生部及び各センターの体
制・機能強化

学部横断的な取組を必要とする教育改革、総合教育、学生支援、学
術情報管理、生涯学習、産学連携及び国際交流を積極的に展開するた
め、「教育開発センター」、「総合教育センター」、「学生部」、
「学術総合情報センター」、「生涯学習交流センター」、「産学連携
センター」及び「国際交流センター」において、それぞれその企画立
案と総合的推進を図るとともに、その体制・機能の強化を図る。

○
各センター等の運営に係る重要事項を審議する委員会を定期的に開催し、学部横断
的な取り組みに関する企画立案を行うとともに、総合的な推進を図っている。

149 (7)
各副センター長、学生副部
長の補佐機能による円滑な
業務運営

教育開発センター、総合教育センター及び学生部にあっては、キャ
ンパスが広く分散していること、１年生の全学共通教育を東西２キャ
ンパスで行うことから、東西地区それぞれに置く副センター長又は学
生副部長がセンター長又は学生部長を補佐し、円滑な業務運営を行
う。

副ｾﾝﾀｰ長及び学生副部長が参画
する委員会開催数

○
東西地区の総合教育副センター長および学生副部長が,総合教育推進委員会や全学
教育改革委員会、学生生活委員会に参画し、センター長等を補佐するなど、センター
又は学生部の円滑な運営に貢献している。

・総合教育推進委員会
・総合教育推進委員会
（学務企画課）

自己評価指標のとお
り

・委員会
開催数

14回 20回 10回 4回 有

150 (8)
部局長の補佐体制の整備と
部局長を中心とした部局運
営

全学的な運営方針を踏まえつつ、各部局の機動的な運営を推進する
ため、部局内委員会の役割の明確化、事務職員の企画立案への参画な
ど部局長の補佐体制の整備を図り、部局長を中心とした部局運営を行
う。

○
部局の特性に応じて、事務局も参加する部局連絡調整会議,部局内委員会等を設け,
部局内の意思疎通を図りつつ、部局長を中心とした運営を行っている。

151 (9)
社会ニーズ等に対応した展
開を図るための人員・予算
配分の仕組みの検討

新たな時代潮流や社会ニーズ等に対応した教育・研究・社会貢献等
の展開を図るため、学内の人員、予算の重点的、効果的な配分を行う
仕組みを検討する。

○
第２次新行政プランにおいて削減した教員定数の1/2に相当する教員を、新たな教
育・社会ニーズに対応するための新規事業枠として設け,新研究科の設置等、再配置
や重点化を行っている。

152 (10)
姫路工業大学の責任ある執
行体制の維持

姫路工業大学が併存する間の部局長は、兵庫県立大学の関係部局長
等が兼ね、それぞれの学生が在籍する間、責任ある執行体制を維持す
る。
また、閉学の際には当該部局教授会による廃止決定、及び文部科学

省に対する「廃止認可申請」を遅滞なく行う。

○

物質理学・生命理学両研究科において、現在、姫路工業大学が併存しているが,両研
究科長をはじめ各教員は、姫路工業大学教員を兼務している。さらに、教授会も両大
学教授会として開催しており、責任ある執行体制を維持している。なお、姫路工業大
学は平成２３年度末の閉学の予定であり、教授会による廃止決定や、文部科学省へ
の廃止認可申請を遅延なく行う予定である。

153 (11)
他の大学法人の成果課題等
の検証と県立大学運営への
反映

県立大学の組織・財政・活動状況の自己点検・評価に併せ、国立大
学法人・公立大学法人の運営状況を調査し、法人化の成果と課題等を
検証するとともに、県立大学の運営に反映させる。

本学の運営に取り入れている国
立大学法人等の取組

○

組織・財政・活動状況の点検については、法人化制度を先取りして策定した中期計画
に対する自己評価などの過程で実施している。また、大学法人制度の調査について
は、法人化検討作業のなかで国公立大学を対象にした訪問調査や文書照会などの情
報収集を行い、大学運営の自立性、意思決定の迅速化などのメリットを今後の県立大
学の法人制度構築に活かすことにしている。なお、本学運営に取り入れている公立大
学法人等の取り組みについては、平成２２年１０月に「キャリアセンター」を設置し、
キャリア教育や就職支援の充実に努めるなど、増加の傾向にある。

（大学改革課）

「公立大学の法人化
による特色ある取組」
文部科学省高等教育
局大学振興課調査の
項目

件数 12件 12件 20件 20件 有

154 (12)
個性・特色の明確化と広報
の充実による大学知名度の
向上

各部局等の歴史や伝統を踏まえ、教育・研究上の特色化、社会貢献
活動の活性化等により、その個性・特長の明確化を図るとともに、
「広報の方策」を毎年度見直して充実を図り、さらなる知名度向上と
浸透を図る。

○

平成２２年度の大学の特色化に向けた取り組みをスタートさせ、広報についても公立
大学としての具体的なブランド化に向けた取り組みが求められている。当面は、ホー
ムページの充実を中心にメールマガジンの登録促進、地元マスコミ関係者とのネット
ワーク作り、ＯＢ会の積極的な活用等により、地域社会の求めるニーズを集約して、総
合大学としてのブランド化を目指すことを内容とした「当面の広報の方策」を平成２２年
度に広報委員会において策定した。

155 (13)
「兵庫県立大学名誉教授
会」の運営

本学の名誉教授のほか、神戸商科大学、姫路工業大学及び兵庫県立
看護大学の名誉教授を会員とする「兵庫県立大学名誉教授会」を運営
する。

名誉教授会会員数 ◯

第２期の初年度に当る平成19年度に兵庫県立大学名誉教授会を設置し、以後，第
３期に入ってからも含め運営規則である「兵庫県立大学名誉教授会の運営について」
に基づいて名誉教授会を毎年度１回ずつ（平成19年7月４日，平成20年5月18日，平
成22年2月24日，平成22年11月24日）開催しており、会員数も年々増加している。

（総務課） 延べ人数 人数 92人 122人 144人 146人 有

156 (14)
学内における交流機会・情
報提供の推進と学報のさら
なる充実

総合大学としての一体感の醸成や分散するキャンパス間の相互理解
と情報交流を促進するため、全学的会議や研究発表会を開催する等、
学内交流機会・情報の提供に努めるとともに、学報の編集方法を工夫
するなど、広報誌のさらなる充実を検討する。

ｷｬﾝﾊﾟｽ別の全学会議の開催回数 ◯

平成16年度の開学以降，毎年１回、本部以外のキャンパスで評議会、研究発表会を
開催しており、 第３期に入った平成22年度には11月に明石キャンパスで開催、平成
23年度は1月に神戸学園都市キャンパスで開催した。また、学報については，学内に
おける情報交流のための媒体として毎年度３回ずつコンスタントに発行してきている．

（企画課、総務課）
自己評価指標のとお
り

回数 1回 1回 1回 0回 有

157 (15)
後援会・同窓会会員への情
報提供と交流の促進

後援会及び同窓会に対して、大学における教育研究の活動状況を定
期的に情報提供するとともに、大学幹部と後援会・同窓会会員との親
睦と交流の促進を図る。

後援会等との交流事業回数 ◯

第２中期の初年度に当る平成20年２月に設立された全学同窓会組織である学友会
は，平成20年度に入って５月の開学記念日に設立記念行事等を開催したのを皮切り
に，平成21年度には「キャンパス巡りバスツアー」を企画・開催した．第３中期に入ると
この「キャンパス巡りバスツアー」はさらに活発化してすでに３回（平成22年度には２
回，平成23年度にもすでに１回）開催され，学友会会員が県内に散らばるキャンパス・
附置研究所を視察し，それぞれの現スタッフらと交流し親睦を深める機能を果たして
いる．

（総務課、学務企画課）
自己評価指標のとお
り

回数 0回 0回 2回 1回 有

２ 教育研究環境の整備

158 (1)
耐震改修やバリアフリー化
にも配慮した施設・設備の
計画的な整備

教育研究環境の改善・充実を図るため、施設・設備の整備について
中長期的な視点に立った検討を行い、耐震改修やバリアフリー化にも
配慮した施設・設備の更新など施設・設備の計画的な整備に努める。

耐震改修面積、施設整備面積、
設備更新状況

×

耐震改修は、第２中期では平成20年度に姫路の新在家キャンパスのみで実施された
（耐震改修対象となった面積は932 m2）、それ以降は第３中期に入ってからも含め（平
成24年度に未改修の姫路書写キャンパスについて、建て替えも含めた検討がなされ
る予定であるものの）、少なくとも平成23年12月までの時点では全く行われていない。
なおバリアフリー化については、学生が全ての教室等に車いすで行けるよう、エレベー
ターやスロープを整備し、盲人用点字案内や歩道の案内ブロック等も整備してきてい
る。

（財務課）

・耐震改修面積
・施設整備面積
・施設更新執行経費

・㎡
・千円

・耐震面積 0㎡
・施設面積 3,373㎡
・施設経費

86，806千円

・耐震面積 0㎡
・施設面積 4,458㎡
・施設経費

138，041千円

・耐震面積 0㎡
・施設面積 0㎡
・施設経費

0千円

・耐震面積 0㎡
・施設面積 0㎡
・施設経費

0千円

有

159 (2)
「学術総合情報センター」
を中心とした情報ネット
ワーク運用体制の整備

「学術総合情報センター」を中心として、人的支援体制の充実も含
めた情報ネットワーク運用体制の整備を図るとともに、ネットワーク
環境、情報処理環境及びマルチメディア環境の充実に努める。

学生１人当たりＰＣ設置台数 ◯

本学の情報ネットワークは兵庫情報ハイウェイを経由してキャンパス間を複数のVLAN
（仮想的ネットワーク）で接続することによりセキュリティーを確保している．また姫路書
写キャンパスに常駐する上級SEのほか，東地区（神戸学園都市，明石，神戸ポートア
イランドの各キャンパス）と西地区（姫路書写，姫路新在家，播磨光都の各キャンパ
ス）に常駐のSEを配置し，それぞれが連携することで安定した情報ネットワークの運用
を行っている。学生一人当たりのPC設置台数は，第２中期末の21年度では0.18であっ
たものが第３中期はじめの22年度には0.17とやや下がったものの，23年度には0.19と
微増している。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

台数 0.15台 0.19台 0.17台 0.19台 有

160 (新) (3)
「機関リポジトリ」に係る
情報収集、調査等

大学が有する教育研究成果等に係る知的生産物を電子的形態で集
積・保存し、自ら発信する電子アーカイブシステム「機関リポジト
リ」に係る情報収集、調査等を行う。

◯
兵庫県立大学図書館協議会が設置する「機関リポジトリ支援のためのワーキンググ
ループ」に学術情報館職員が参加するなど，機関リポジトリの構築や運用に係る情
報収集，調査等を継続して行ってきている。

161 (4)
情報セキュリティポリシー
の全学的周知徹底

情報セキュリティを確保するため、情報セキュリティポリシー等に
基づき、学生及び教職員の意識啓発を進め、全学への徹底を図る。

研修会等の実施状況（開催回
数、参加者数）

◯

情報セキュリティの意識啓発のため，新入教職員への研修会時の説明項目に，情報
セキュリティポリシーに関するものを必ず盛り込むようにしている．こうした研修会は第
２中期に引き続き第３中期でも，各年度に必ず一回は開催してきている，加えて各学
部学生に対しても，１回生の情報処理演習等の最初の時間に，情報セキュリティポリ
シーの周知・徹底を図っている。さらに大学のホームページに情報セキュリティポリ
シーや情報システム利用等に関するガイドラインを掲載し，全学への周知徹底を図っ
ている。

学術総合情報センタ－
運営委員会
（情報システム課）

自己評価指標のとお
り

・回数
・人数

-
・2回
・52人

・1回
・23人

・1回
・50人

有
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162 (5)
シンポジウム、講演会等へ
の遠隔授業システムの積極
的な活用

学術総合情報センターによる技術的支援の下に、シンポジウム、講
演会等に遠隔授業システムを積極的に活用する。

各種会議での遠隔授業ｼｽﾃﾑ利用
回数

×

遠隔授業システムの安定的な通信の確保を図るほか，遠隔授業システム利用に当っ
ての技術的支援やアドバイス等を行うなど，システムを活用するための技術面での環
境の改善を図っている．しかしながらこのシステムを活用した各種会議開催の実績
は，少なくとも現時点で把握されている数字の上からは第２期中期計画期間（計17
回，平均5.7回/年度）に比べた場合に減少傾向が認められ，22年度は3回のみ，23年
度は９月1日の時点でまだひとつも開催されていない。

・学術総合情報センタ－
運営委員会

（情報システム課）
・生涯学習推進委員会
（社会貢献課）

自己評価指標のとお
り

回数 1回 7回 3回 0回 有

163 (6)
施設・設備の有効活用を図
るための利用者への案内・
周知

施設・設備の有効活用を図るため、施設等の運用方針又は利用手引
き等を整備するとともに、学外利用者への案内・周知を行う。

◯
学内関係者には、学生便覧等で大学施設の利用手続きを案内しており，学外者に
対しては，ホームページ等で学術情報館の利用時間等の案内を行っている。

164 (7)
安全な環境の維持とキャン
パスの美化

省エネや緑化など環境保全に積極的に取り組み、安全な環境の維持
とキャンパスの美化を進める。

光熱水費の執行状況
緑化事業費額

◯

安全な教育研究環境の維持に努め，「宝くじ協会緑化推進事業」を活用したキャンパ
ス内の緑化や美化の向上に計画的に取り組んでいる．自己評価の指標となる光熱水
費ならび緑化事業費のうち，前者は第３中期最初の22年度には第２中期の各年度と
ほぼ変わらぬ421,668千円が執行されており，23年度も9月1日の時点ですでに，
160,113千円が執行されている．いっぽう緑化事業費は，23年度については9月1日の
時点で未執行であるが，22年度ではそれまでと変わらぬ5,250千円が執行されてい
る。

（財務課）
自己評価指標のとお
り

円

・光熱水費
469,532千円

・緑化事業費
5,250千円

・光熱水費
421,244千円

・緑化事業費
5,250千円

・光熱水費
421,668千円

・緑化事業費
5,250千円

・光熱水費
160,113千円

・緑化事業費
0千円

有

165 (8) 危機管理体制の強化

全学及び各キャンパスの危機管理体制を強化し、緊急時の対応マ
ニュアルの作成、防災訓練の実施等を計画的に行うとともに、災害や
学生生活における様々な事件・事故など緊急時には、関係組織間で連
携し、必要な情報(感染症の発生状況等)の提供その他の迅速かつ的確
な対応を行う。

防災訓練等の実施状況 ×

兵庫県立大学危機管理指針を毎年度更新することで，災害や学生生活における様々
な事件や事故などの緊急時に必要となる情報の提供を欠かさぬようにしており，その
ほかの迅速かつ的確な対応ができるように準備を整えている．さらに学生の危機に係
る内容や程度を勘案し、必要に応じ対策マニュアル等も作成している．しかしながら自
己評価の指標となる防災訓練等の実施状況に関しては，第２中期計画期間ではほと
んどないし全てとなる5～7キャンパスで年度ごとに行われていたのに対し、第３期中期
計画期間最初の22年度には3キャンパスでしか実施されず，23年度も9月1日の時点
ではあるが，2つのキャンパスでしか実施されていない。

学生生活委員会
（総務課、学務企画課）

防災訓練等の
実施回数

回数 7回 5回 3回 2回 有

166 (9)
セクシュアル・ハラスメン
トやアカデミック・ハラス
メント等の意識向上と防止

学生及び教職員のセクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハ
ラスメント等に関する意識を高め、その防止に努めるとともに、相談
員等の解決機能の充実を図る。

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対応相談員等の配置状況
研修会の回数

×

平成21年よりハラスメント対応相談員の数は増加しており、キャンパス単位でハラスメ
ント研修を開催することになっているが、Ｈ22年度は半数のキャンパスしか実施してい
ない。学生参加による人権啓発ポスターの作成などの努力はしているが、学生・教職
員への啓発強化をしていくために全キャンパスで研修を実施する必要がある。

人権啓発委員会
（学務企画課、総務課）

自己評価指標のとお
り

・人数
・回数

-
・相談員67人
・研修会1回

・相談員78人
・研修会6回

・相談員92人
・研修会2回

有

167 (新) (10)
共同研究における間接経費
制度の検討

研究環境の改善や大学全体の研究機能強化に繋げるため、共同研究
においても企業が負担する研究費の一定割合を大学に間接経費として
納付することの制度化を検討する。

×
共同研究において、企業が負担する研究費の一定割合を大学の間接経費として納付
することについては、具体的な検討は行われていない。

３ 柔軟で多様な教員人事制度の構築

168 (1) 教員採用の「公募」の原則
教員採用にあたっては、優秀な専任教員を確保するため「公募」を

原則とし、適格者を広く国内外から求める。
全採用教員数及び公募による採
用者数

○ 全部局において、教員の採用は公募で行っている。 （総務課）
自己評価指標のとお
り

人数
・全採用56人
・公募採用55人

・全採用46人
・公募採用46人

・全採用30人
・公募採用30人

・全採用41人
・公募採用41人

有

169 (2)
任期制教員の範囲拡大の検
討

社会の変化に即応した教育・研究が柔軟に継続できる体制を確保す
るため、新規採用の全ての助教及び助手並びに一部の研究科、附置研
究所の教員に導入した「任期制」を適切に運用するとともに、部局の
特性に応じた任期制適用教員の範囲の拡大を検討する。

任期制適用教員数 ○

各部局で新規採用する助教・助手のほか、平成23年度に新たに設置したシミレーショ
ン学研究科、緑環境景観マネジメント研究科、地域ケア開発研究所、自然・環境科学
研究所においては原則、全教員について任期制が採用されている。また、任期制採
用の拡大を検討している部局もある。

（総務課）
自己評価指標のとお
り

人数 ・12人 ・48人 ・115人 ・132人 有

170 (3)
教員の採用基準及び昇格基
準の明確化及び適切な運用

教員の採用及び昇格等を適切に行うため、教員の採用基準及び昇格
基準を明確にし、その運用に当たっては、学士課程における教育上の
指導能力や大学院課程における教育研究上の指導能力等の評価を考慮
するなど、適切な運用を行う。

○
教員選考基準により、各学部・研究科等に設置された教員選考委員会において適切
な採用・昇格人事が行われている。

171 (4)
教員の教育活動に関する定
期的な評価

学生による授業評価や教員の自己評価等を参考に教員の教育活動に
関する定期的な評価を行うとともに、その結果を踏まえ、必要な改善
を図る。

○
各部局では、学生による授業評価や教員の自己評価を実施しており、それらの結果を
有効に活用するとともに必要な改善を行っている。

172 (5)
教員評価を踏まえた柔軟な
処遇のあり方検討

教員の教育・研究・社会貢献・学内業務等の活動に対して、その多
様性に配慮した評価結果を踏まえた柔軟な処遇のあり方について検討
する。

○

平成21年度に初めて部局による教員の個人評価を試行実施した。そこで明らかに
なった課題等について、平成22年度に設置した教育評価制度検討委員会で検証を行
い、部局による教員の個人評価の結果を、査定昇給や勤勉手当、任期制における業
績・能力判定等の参考にしている。

173 (6)
教員の一定数を大学全体で
運用する制度や教員の再配
置のあり方等の検討

教育・研究・社会貢献等いずれかを重点的に取り組む教員配置制度
や新しい学問分野等に対応し、教員の一定数を大学全体で運用する制
度や教員の再配置のあり方等について検討する。

○
第２次新行革プランにおいて、教員定数の10％程度を平成30年度までに削減すること
としており、削減した教員定数の1/2に相当する教員を新研究科の設置や他大学との
連携等の新規事業枠として設け、再配置や重点化を行っている。

174 (7)
学外の人材を活用した人事
交流の促進

学外の人材を活用し、教育・研究の活性化を図るため、国内外研究
機関、民間企業等から非常勤講師を採用するなど、人事交流の促進を
図る。

出身団体別の非常勤講師任用状
況
出身団体別の客員教員任用状況

○
各部局の実情に応じて、民間企業や研究機関から非常勤講師や客員教授を積極的
に受け入れるなど、人事交流による教育研究の活性化を図っており、非常勤講師の
民間団体等出身率は60％前後の高い水準で推移している。

（総務課）
・非常勤講師数
・客員教員任用数

人数
・非常勤講師

226人
・客員教員 5人

・非常勤講師
204人

・客員教員14人

・非常勤講師
269人

・客員教員 47人

・非常勤講師
261人

・客員教員 46人
有

175 (8) 女性研究者の積極的な登用
多様で優れた研究者の活躍を促進するため、女性研究者の候補を広

く求めるとともに、組織の意思決定過程への積極的な登用に努める。
女性教員比率 ○

教員の採用は、全て公募によって実施しており、男女を問わず広く内外から研究者を
求めている。部局によりばらつきがみられるが、大学全体の女性教員比率は20％前
後で推移している。

男女共同参画推進
委員会
（総務課）

女性教員数/
教員数

％ 17.9% 19.1% 20.6% 20.0% 有

176 (9) 男女共同参画の推進

「第３次男女共同参画兵庫県率先行動計画－ひょうごアクション８
－」の趣旨を踏まえ、本学においても教職員一人ひとりが能力を発揮
できる職場環境づくりを実践し、男女共同参画推進の地域の核となる
よう努める。

女性教職員比率 ○

女性教職員比率は、23％前後である。平成21年5月に男女共同参画推進委員会を設
置し、平成22年度には同委員会を4回開催し「男女共同参画推進方策」を策定すると
ともに、平成23年度には「男女共同参画室」を設置し、男女共同参画のより一層の推
進を図っている。

男女共同参画推進
委員会
（総務課）

女性教職員数/
教職員数

％ 21.1% 22.6% 23.2% 22.0% 有

４ 事務組織の機能強化と業務の効率化

177 (1)
教員組織と事務組織が両輪
となった円滑な大学運営の
推進

事務組織を事務局長の指揮下で一元化し、事務職員の各種委員会へ
の参画など、教員組織と事務組織が両輪となり、円滑な大学運営の推
進を図る。

事務職員が構成員を務める全学
委員会の状況

○
すべての全学委員会に教員と事務局職員が委員として参画しており、教職員が一体

となって諸課題について議論することにより円滑な大学運営の推進に努めている。
（総務課）

事務職員が構成員
となっている全学委
員会数

委員会数 16委員会 18委員会 21委員会 22委員会 有

178 (2)
事務組織に関する柔軟な組
織編成及び人員配置

事務の円滑化・効率化を図り、機動的な大学運営に資するため、事
務組織に関する自己点検・評価を実施し、本部事務局とキャンパス事
務部の業務分担等を見直すとともに、柔軟な組織編成及び人員配置を
図る。

○

事務組織については、平成２３年度の新研究科設置準備課の廃止や大学改革課の
設置など直面する課題に対応した柔軟かつ機動的な整備を行っている。また、平成23
年度の本部の学園都市キャンパス移転に伴い、本部と同キャンパス事務部の重複す
る事務について事務分掌の見直しを行った。

179 (3)
学外の専門家（知的財産・
法人化関連等）等の活用

高度な専門性を必要とする事務については、学外の専門家（知的財
産・法人化関連等）等の活用を図る。

外部専門家への委託状況 ○

知的財産本部の職務発明審査会評価専門部会においては、TLOひょうごの専門家
が学外委員として参画しているほか、発明届に係る技術評価についてもTLOひょうご、
JSTに依頼している。さらに、外部の産学連携機関のコーディネーターを本学のコー
ディネーターとして委嘱することなどにより、産学連携コーディネーター機能の強化に
努めている。

・知的財産本部運営
委員会

・職務発明審査会
（社会貢献課）

弁理士への相談
件数＋TLOへの
技術評価件数

件数 - 33件 48件 21件 有
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180 (4)
外部委託等による効率的な
事務執行

情報化の推進、定型業務の集約化、効果的な外部委託などの具体化
を図り、効率的な事務執行に努める。

大学維持管理費の決算額 ○

事務の改善・改革推進委員会での検討結果を踏まえ、平成22年度から清掃委託等
の東西地区各一括入札の実施、契約等一部業務分担の見直しを行った。また、平成
23年度には本部を神戸ハーバーランドビルから学園都市キャンパスに移転させたこと
により、警備業務委託及び清掃業務委託を節減した。

（財務課）
・事務執行効率化の

事例件数、節減額
・事務事業費（決算額）

・件数
・千円

・4件
・4,560千円

・12件
・13,254千円

･2件
・2,533千円

・2件
・6,783千円

有

181 (5)
省エネ・ペーパレス化の推
進

環境率先行動計画に基づき、昼休みの消灯、トイレ未使用時の消
灯、事務の電子化やペーパーレス化を図るとともに、会議の資料等に
ついては、両面複写化を徹底し、コピー用紙発注量を削減し、平成２
２年度末には２０年度比７％の削減を図るとともに、２４年度末には
２０年度比10％の削減を図る。

ｺﾋﾟｰ用紙発注量
光熱水費

×
各キャンパスにおいて、昼休みやトイレ未使用時の消灯、エレベーターの使用制限

等、積極的に光熱水費の節減を図っているが、コピー枚数については、平成22年度実
績で20年度比111％となっており、目標率までは至っていない。

（財務課）

・ｺﾋﾟｰ用紙発注量
・光熱水費
・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ額（科研
費補助金間接経費
額）

・枚数
・千円

・発注量8,792枚
・光熱水費

469,532千円
・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ額

6,510千円

・発注量9,064枚
・光熱水費

421,244千円
・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ額

79,230千円

・発注量7,885千枚
・光熱水費

322,874千円
・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ額

136,480千円

・発注量3,648千枚
・光熱水費

120,024千円
・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ額

75,008千円

有

182 (6)
積極的な遠隔会議システム
の活用

全学委員会や事務部長会議その他の会議に、積極的に遠隔会議シス
テムを活用し、効率的・合理的な運営に努める。

×
平成22年度は、学術総合情報センター運営委員会等の会議で、遠隔会議システム

が活用された実績はあるが、平成23年度は、本中間評価の時点（平成23年9月1日時
点）では、活用実績がない。

５ 点検・評価と情報の公開

183 (1)
中期計画の評価や認証評価
への適切な対応及びPDCAサ
イクルの確立

全学及び各部局の自己評価委員会が連携し、中期計画に係る評価や
認証評価への適切な対応を行うとともに、その評価結果を大学運営に
生かすＰＤＣＡサイクルを確立する。

○

平成21年度の大学評価・学位授与機構による認証評価結果において、改善を要す
る点として大学院の一部の研究科において入学定員充足率が低いとの指摘を受けた
ことに対して、アドミッションポリシ－を大学ホ－ムペ－ジに掲載するとともに各研究科
を案内する刊行物の配付等入学定員の確保に積極的に対応している。また、第３期
中期計画に対する自己点検評価として、平成23年度は中間評価を実施、平成24年度
は最終評価を予定しており、評価結果を公立大学法人移行後の中期計画の策定に適
切に反映させていく予定となっている。

184 (2)
兵庫県立大学評価委員会の
評価を反映した大学の質の
向上

兵庫県立大学評価委員会による評価を受け、評価の結果を大学の業
務運営に反映させるとともに、評価結果等の公表を通じて大学の質の
向上に生かす。

○

第２期中期計画について兵庫県立大学評価委員会から、今後各学部等の個性・特
色の発揮することが必要との提言を受けたことから、平成22年度の外部有識者が参
画した特色化推進委員会を設置するなど適切に対応している。今後も、兵庫県立大学
評価委員会からの提言内容を次期中期計画に盛りこむ等大学運営に適切に反映して
いく予定となっている。

185 (3)
「広報の方策」に基づく全
学的な広報活動の更なる強
化

広報委員会で作成した「広報の方策」に基づき、ワーキンググルー
プで機動的に課題解決に当たるなど、広報体制を確立し全学的な広報
活動の更なる強化を推進する。

○

平成２２年度に「広報の方策」をリニューアルした「当面の広報の実施方針」を策定
し、全教職員に広報マンとしての自覚を促すとともに、広報委員会のワーキンググ
ループを活用し、ホームページの充実化やメ－ルマガジンの毎月発行（平成２２年１０
月～）等全学的な広報活動の強化を行った。

186 (4)
ホームページや積極的な記
者発表による広報の充実

県民に支えられる大学として県民や社会への説明責任を果たし、地
域社会からの理解を得るために、教育・研究・社会貢献その他の活動
状況について、ホームページや学報等により情報を随時公開・提供す
るとともに、マスコミとの懇談会の開催や、より積極的な記者発表な
ど、広報活動のさらなる充実を図る。

記者発表（資料配付）件数 ○

記者発表（資料配付）の積極的な活用を広報委員会委員及び各キャンパス事務部
に依頼するとともに、平成21年度からマスコミとの懇談会を継続的に開催するなど、積
極的な大学情報の発信に努めている。また、ホームページにおいてリアルタイムな情
報提供を行うため、ＣＭＳを導入する方針を平成23年度の広報委員会で決定した。

広報委員会
（企画課）

記者発表・資料配付
件数/月

件数 4.1件 4.9件 3.6件 2.6件 有

187 (5)
外国語ホームページの拡充
等海外への情報発信

外国語ホームページを拡充するなど、海外に対しても大学の情報を
積極的に発信するとともに、大学ホームページ全体の充実を図る。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新HTML数 ○

日経BPコンサルティングが全国主要大学を対象に実施した「全国大学サイト・ユー
ザビリティ調査2010/2011」の調査結果では、本学のホームページは「総合スコア」で
国公立大学85校中10位であり、アクセシビリティは調査対象大学211校中23位であっ
た。ホームページ更新数についても順調に推移している。また、ホームページにおいて
リアルタイムな情報提供を行うため、ＣＭＳを導入する方針を23年度の広報委員会で
決定した。

広報委員会
（企画課）

本部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新
HTML等数/月

件数 2.4件 31.7件 33.4件 32.8件 有

188 (6)
各部局ビジョンの進行管理
及び点検評価

各部局等は、それぞれのビジョンを実現するため、具体的な推進方
策を策定するとともに、部局長等が責任を持って、その推進状況の管
理及び自己点検・評価を行う。

各部局ﾋﾞｼﾞｮﾝに係る自己点検・
評価の状況

○
各部局が、それぞれのビジョンを実現するため、具体的な推進方策を策定して進行

管理を行っている。
（企画課）

自己評価指標のとお
り(点検・評価してい
る部局数)

部局数 - - 15部局 16部局 有

12


