
第３期中期計画に係る自己点検・評価（最終評価）〔要旨〕

兵庫県立大学第３期中期計画（H22 年度～H24 年度）を着実に推進し、本学の教育、研究、

社会貢献活動等の質の向上を図るとともに、大学運営の状況を明らかにし、社会への説明責任

を果たすため、第 3 期中期計画の推進状況について自己点検・評価を行った（平成 24 年８月 1
日現在の最終評価）。

最終評価では、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戦略的な大

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の計

画 188 項目について、平成 25 年度の公立大学法人化を見据えながら、自己評価委員会におい

て評価結果の取りまとめを行った。

評価方法は項目毎に、その達成度について以下の５段階評価を行った。

５：達成時期・内容において計画を上回って実施していると判断される。

４：計画のとおり推進中であると判断される。

３：計画が遅れ気味であると判断される。

２：計画が大幅に遅れており、取組状況に改善すべきところがあると判断される。

１：計画に対する取組が行われていないと判断される。

自己点検・評価の結果、評価点が「５」計画は 32 項目（17.1％）、評価点が「４」の計画は

137 項目（72.9％）で、計画本体 188 項目中 169 項目（89.9％）が「計画を上回って実施」な

いしは「計画のとおり推進」としていること、及び評価の達成度の平均点が 4.05 であり、４を

上回っていることから、概ね計画どおり推進されていると判断できる。

左記のうち計画どおり

推進している

項目数 (Ｂ )

推進できていない

項目数
区 分

項目数

（Ａ）

5 4 3 2 1

達成度

割合（％）

B/Ａ×100 

１ 教育の一層の充実・強化 83(16) 19(7) 57(8) 5(1) 2(0) 0(0) 91.6%(93.8%) 

２ 研究のさらなる発展・高度化 29(15) 6(4) 19(9) 4(2) 0(0) 0(0) 86.2%(86.7%) 

３ 社会貢献の積極的な展開 30(10) 5(3) 23(7) 1(0) 1(0) 0(0) 93.4%(100%) 

４ 自主的・自律的な管理運営体制の確立 46(10) 2(0) 38(7) 5(2) 1(1) 0(0) 87.0%(70.0%) 

合 計 188(51) 32(14) 137(31) 15(5) 4(1) 0(0) 89.9%(88.3%) 

自己評価ＧＰＡ（Grade Point Average）
〔５段階評価での達成度の平均点〕

－ － － － － － 4.05

※（  ）書きは主な項目 (51 項目 )に関する推進状況である。

【参 考】  
推進している

項目数 (Ｂ )
推進できていない

項目数区 分

項目数

（Ａ）
5 4 3 2 1

達成度

割合（％）

B/Ａ×100 
第 2 期中期計画（最終評価）での達成状況 192 5 162 16 7 2 87.0%

自己評価ＧＰＡ（Grade Point Average） － － － － － － 3.84



《主な５１項目の評価（案）》

１ 教育の一層の充実・強化

〔教育体制・内容の充実〕

(1)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等【評価 5】CD6

教養教育に関する全学的組織である総合教育推進委員会のもとに東西地区の作業部会

が設けられており、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。

平成 22 年から平成 24 年度にかけて、夏季休業中の共通教育の東西統一科目数は、毎年

度９科目となっている。総合教育センターでは、全県キャンパスプログラムを実施する

ことや、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。防災教育科目も東西統一カリキュラムの

一環として均一的な内容を提供するよう配慮されている。

■夏期休業中の統一カリキュラム（科目）数 H22：9 科目 H23：9 科目 H24：9 科目

(2)単位認定等の厳正化、ＧＰＡ制度・ＣＡＰ制度の導入【評価 4】CD11

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。GPA 制度・CAP 制度

は取り入れている部局ほとんどである。しかしながら、部局により事情が異なるため、

一部の部局では GPA 制度が検討はされたものの、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。

■ＧＰＡ、ＣＡＰ制度導入学部・研究科数 H22：6 学部 9 研究科 H23：6 学部 10 研究科

H24：6 学部 10 研究科

(3)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

【評価 4】CD20

大幅な非常勤の削減などによる１クラスあたりの人数増加等、不利な環境変化は存在

しつつも、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。こういった取り組みの下、平成 22 年度より、工学部においてＥＳＰの観点から西

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

する指導を始めたのを例として､経済学部､経営学部､理学部においても英語による専門

科目の授業を実施するなど，ESP 教育の推進，総合的英語運用能力の向上にむけた具体

的な努力が続けられている。また各部局で TOEIC を活用するとともに１クラス 30 名前

後で講義を実施するなど、客観的評価､少人数教育の維持に努めている。

■学部別 TOEIC 受験者数 H22：916 人 H23：845 人 H24：727 人

■平均点 H22：470 点 H23：495 点 H24：483 点

■TOEIC を成績評価に取り入れている学部数 H22：6 学部 H23：6 学部 H24：6 学部

■英語による授業数 H22：8 H23：10 H23：20 
 

(4)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【評価 5】CD23

「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、24 年度は 39 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。

■全県キャンパス構想開講科目数 H22：34 科目 H23：31 科目 H24：39 科目

■受講者数 H22：1292 人 H23：976 人 H24：951 人

■夏季休業中の統一カリキュラム（科目）数 H22：11 科目 H23：11 科目 H24：11 科目

(5)国際的な企業等で活躍できる人材を育成する「国際エコノミストコース(仮称)」の開設(平

成 23 年度)【評価 5】CD38

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。23 年度には経済学専門のネイティヴ教員を増員し、英語

関連講義の開講数の増加を図った。

■英語による授業科目数 H22：－ H23：15 科目 H24：29 科目

■ＴＯＥＩＣ平均点 H22：－ H23：562 点 H24：555 点

(6)地域に根ざした実践的教育を展開する大学院経済学研究科「地域公共政策専攻（仮称）」

の開設（平成 23 年度）【評価 5】CD39

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、当初の期待通り複数

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。

■入学者数 H22：－ H23：11 人 H24：11 人

■地域連携による共同研究成果論文数 H22：－ H23：0 H24：0

(7)経営学部と専門職大学院の５年一貫教育及び多様な連携先との協力による高度専門職業

人の育成【評価 5】CD40

経営学部は、会計専門職業人の養成を目的とした大学院会計研究科（平成 19 年度設置）、

経営専門職業人の養成を目的とした経営研究科（平成 22 年度設置）と連携し、学部 3 年

での早期卒業の制度と併せ、高度専門職業人養成のための 5 年一貫教育体制を確立して

いる。両研究科の修了生は、プロフェッショナル、スペシャリストとして就職している

ことから、当初の目的を達成しつつあると判断される。尚、早期卒業による当該２研究

科へ進学実績は、順調に推移している。

■各研究科入学者数 会計研究科 H22：40 人 H23：40 人 H24：34 人

経営研究科 H22：45 人 H23：48 人 H24：50 人

■学部からの入学者数（内３年生入学者数）

会計研究科 H22：16 人（4 人） H23：14 人（6 人）H24：10 人（3 人） 
経営研究科 H22：7 人（3 人） H23：4 人（1 人）H24：7 人（3 人）  

(8)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【評

価 4】 CD41

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」を平成 25 年度に開設す

ることとなった。



(9)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）による社会情報システムに関する高度な能力を備えた人材の

育成【評価 5】CD42

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。

■コース入学者数 H22：－ H23：18 人 H24：15 人

■ダブルディグリープログラム受講者数 H22：－ H23：6 人 H24：7 人

(10)多様な分野を融合した地域環境マネジメントに関わる人材を育成するための独立大学院

構想の検討【評価 4】CD43

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、その実現に向けて取り組んで

いる。（地域資源マネジメント研究科（仮称）の設置）

(11)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)【評価 4】CD45

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、同 24 年度の入学者数は 22 名である。

■入学者数 H22：－ H23：23 人 H24：22 人

(12)阪神・淡路大震災の経験と教訓を生かした専門教育の検討【評価 4】CD46

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・研究の拠点として「兵庫県立大

学防災教育センター」を開所した。さらに平成 24 年度からはユニット方式による専門

教育を開始した。

■防災教育科目開講数 H22：－ H23：6 H24：8
■単位取得者数 H22：－ H23：1,421 人 H24：－

〔学生の受入と支援〕

(13)｢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【評

価 3】CD49

「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。

また、部局の特性に応じ、学部長等と学生の懇談会等で、授業・留学・クラブ活動・

キャンパスの環境等について学生との意見交換を行い、定期的にニ－ズの把握に努めて

いる。

■学生生活実態調査実施回数・回収率 H22：－ H23：－ H24：－

(14)就職情報の提供等の全学的な対応を行う「就職支援センター（仮称）」設置の検討【評価

4】CD60

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。

■キャリアデザインガイダンスの実施状況 H22：43 回 H23：30 回 H24：9 回

〔積極的な大学教育改革の推進〕

(15)政策課題等に対応した先進的な教育改革プログラムの開発【評価 5】CD77

本中期計画期間において、以下のとおり文部科学省に事業採択され、社会の要請に応

える教育の質の保証と向上等に取り組んでいる。

平成 22 年度 ・「大学生の就業力育成支援事業」（工学部）

平成 23 年度 ・博士課程教育リーディングプログラム「フォトンサイエンス

が拓く次世代ピコバイオロジー」（生命理学研究科）

・「専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業」（看護学部）

平成 24 年度 ・「がんプロフッショナル基盤推進プラン」（看護学部）

・博士課程教育リーディングプログラム「災害看護グロ－バル

リ－ダ－養成ブログラム」（看護学部）

・大学間連携共同教育推進事業「コミュニティ・プランナー育成

のための実践的教育課程の構築」、「教員養成高度化システ

ムモデルの構築・発信」

・産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業（工学部）

■文部科学省「大学教育・学生支援推進事業等」の採択件数 H22：1 件 H23：2 件

H24：1 件

(16)教育開発センターを中心とする全学的なＦＤの推進【評価 4】CD74

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。ま

た、教育開発センターにおいて、新任教員の研修会の開催や近畿地区の大学研修会に参

画するほか、平成 23 年度より同センターに専任教員を配置して FD を全学的に推進して

いる。

■H22：教員研修会開催回数 1 回・研修参加者数 23 人・授業参観参加者数 74 人

H23：教員研修会開催回数 1 回・研修参加者数 30 人・授業参観参加者数 108 人

H24：教員研修会開催回数 1 回・研修参加者数 27 人・授業参観参加者数実施中

２ 研究のさらなる発展・高度化

〔研究体制の充実・強化〕

(1)「ピコバイオロジー研究所」の充実強化によるグローバルＣＯＥプログラムの推進【評価

5】CD91

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。

(2)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【評価 4】CD86

シミュレーション学研究科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。

■連携する大学・研究機関数 H22：3 機関 H23：6 機関 H24：7 機関



(3)「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）による超微細加

工技術の高度化【評価 5】CD92

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 名の准教授を採

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 9 日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。24 年度には工業技術センター内にサテライト研究室

を設置した。

(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)による政策提言機能

の強化【評価 5】CD94

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 5 回開催した。国際領域においては，チェコ共和国パルデゥビッツェ大学と

の国際ワークショップ，国際英文学術雑誌 Japan Social Innovation Journal の創刊，

地域協働研究では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協働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。

■政策連携研究プロジェクト数 H22：10 件 H23：16 件 H24：16 件

■政策連携研修実施数 H22：11 件 H23：5 件 H24：3 件

〔研究の高度化と共同研究の推進〕

(5)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【評価 4】CD96

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、

生命理学研究科が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

月に採択されたほか、平成 24 年 9 月には、看護学研究科が「災害看護グロ－バルリ－ダ

－養成プログラム」として博士課程教育リ－ディングプログラムに採択された。

■グローバル COE 申請数 H22：0 件 H23：1 件 H24：0 件

■採択数 H22：0 件 H23：1 件 H24：0 件

(6)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や県民ニーズに対処する研究

の推進【評価 4】CD99

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。

■県政課題の解決に向けたプロジェクト等への参画数 H22：8 件 H23：10 件 H24：12 件

(7)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【評価 4】CD88

インキュベーションセンターでは全室が利用されており、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。他の部局においても、それぞれの分野の特性に応じて、共同研



究を推進している。

■インキュベーションセンター利用状況 H22：100% H23：100% H24：100% 
 
(8)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【評価

4】CD85

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。

■県内研究機関等との共同研究 H22：99 件 H23：115 件 H24：21 件

■受託研究件数 H22：65 件 H23：78 件 H24：45 件

(9)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【評価 4】CD104

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）を達成していないが、各部局において、申請書の書き方ガイダ

ンス講習会を催したり、申請率のアップのための取り組みを進めている。なお、科学研

究費補助金以外の外部資金の獲得件数は増加し、金額についても増加傾向にある。

■科学研究費補助金申請者率 H22：74.9% H23：75.3% H24：73.7% 
■採択率 H22：22.4% H23：29.6% H24：25.3% 
■獲得額 H22：651,506 千円 H23：738,223 千円 H24：637,778 千円

■科学研究費補助金以外の外部資金の獲得件数 H22：388 件 H23：398 件 H24：205 件

■獲得額 H22：978,813 千円 H23：1,128,572 千円 H24：758,613 千円

(10)「産学連携センター」のコーディネーターを中心とした情報発信と更なる外部資金の受

入推進【評価 4】CD108

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。本計画期間中に件数は増加している。

■コーディネーターによる助成金情報提供件数 H22：179 件 H23：164 件 H24：80 件

(11)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【評価 3】CD101

制度化には至っていないが、各部局の特性に応じて、教員評価結果を研究費の配分に

反映する取り組みを進めている。具体的には、複数項目で教員の総合評価を行い、それ

に基づき配分している部局、そして教員評価の実施に加えて、一部を当該部局の教育・

研究目的達成に貢献したレベルに応じて配分することによって、さらに貢献度の評価を

勘案する工夫をしている部局もある。

(12)「地域ケア開発研究所附属バースセンター（仮称）」の設立検討【評価 4】CD100

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み、ま

た、平成 27 年度より周産期ケア研究センタ－（仮称）を設置することが具体化してい

る。そして、現在では、県・本学からの支援のもとに、さらなる事業推進に向けた検討

が行われている。



〔研究成果の公表と社会への還元〕

(13)「研究者データベース」の内容充実と効果的・効率的な活用体制の構築【評価 3】CD112

研究者データベースの登録率は 99.1%である。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。

■研究者データベース登録率 H22：98.2% H23：99.3% H24：99.1% 
 
(14)国際機関との連携による災害看護教育・研究成果を発信できる体制の強化【評価 4】CD111

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、

大学院修士課程には「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」と「災害に強い病院作り」に関するフォーラムを合同で開催し、さらに WHO 神

戸センター協力の下、地域ケア開発研究所主催で international conference を開催し、

同学会において災害関連の情報発信を行った。

(15)セミナー・シンポジウム等による研究成果の社会還元及び公開・発信【評価 5】CD110

各部局とも、その部局の専門性・特質に応じて、学会、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積極的に図っている。また、シリー

ズセミナー「よくわかる研究」でのものづくりシーズ紹介や、兵庫県立大学シンポジウ

ムでの産業界のニーズに即した研究内容等を発表してもいる。そして、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。

■学外における講演・セミナー数 H22：1,322 件 H23：1,521 件 H24：491 件

■出版物 H22：465 件 H23：487 件 H24：148 件

３ 社会貢献の積極的な展開

〔地域社会との交流・連携〕

(1)シンクタンク機能の発揮による地域課題解決の推進【評価 5】CD113

第 2 期中期計画最終年の平成 21 年度と平成 23 年度を比較すると、地方自治体や金融機

関等との連携協定締結件数は 28 件から 39 件に、各種審議会・委員会等への委員就任数は

188 から 813 に、地方行政等との共同プロジェクトは 12 から 64 にそれぞれ増加している。

このように、大学全体として取り組みを一層推進し、シンクタンク機能を果たしている。

■連携協定締結件数 H22：29 件 H23：39 件 H24：45 件

■受託調査研究の件数 H22：37 件 H23：40 件 H24：34 件

■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 H22：635 件 H23：813 件

H24：567 件

■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 H22：37 件 H23：64 件

H24：43 件

(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【評価 4】CD114

大学の専門的知見を活用し、地域課題の解決や新たな地域作りをより一層進めるため、

教員のシーズ情報や県の保有する地域情報などをデータベース化し、教員間で共有を図

るとともに、地域に情報を提供することにより地域連携活動を支援するため平成 24 年 4

月に地域創造機構を設置した。同機構では必要に応じて地域連携活動主体などの相談に

応じるとともに地域と大学のマッチング等を行うことにより、社会貢献、教育及び研究

の充実を図ることとしており、平成 24 年 10 月には、オープニングイベントを実施した。



(3)環境と人間の共生に関する知的資源を発信し、地域連携を行う「環境ｺﾐｭﾆﾃｨ連携ｾﾝﾀｰ（仮

称）」の設置【評価 5】CD121

平成 23 年 3 月にエコ・ヒューマン地域連携センターを設立し、具体的な活動を開始し

た。同年上半期は兼務教員のみの活動となったため、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い、学生団体は 14 団体、140 名が参加するところまでになった。

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急増している。また、学生活動支援により、多くの学生団

体が地域に関わる活動を開始している。さらに自治体や地域団体に対して平成 23 年度で

59 件、116 名からの相談業務を受け、地域のニーズ、研究のシーズとのマッチングを行

っている。これらの活動を通じて、平成 23 年度は 15 件、24 年度 (8 月時点 )は 18 件の連

携実績をあげている。

■センター設置後の連携実績 H22：－ H23：15 件 H24：18 件

〔生涯学習の支援〕

(4)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【評価 4】CD122

生涯学習センターで策定した生涯学習のコンセプトに基づき、公開講座、特別公開講

座（但馬、丹波）、社会人プロフェッショナルコース、アカデミック・ツーリズム・プロ

グラム、知の創造シリーズフォーラム等、多様な講座を体系的に提供し、毎年内容の充

実を図り、質の高い生涯学習の継続的な提供を行っている。なお、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。

■ 公開講座開催回数 H22：12 回 H23：15 回 H24：3 回

■ 受講者数 H22：440 人 H23：462 人 H24：69 人

(5)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【評価 4】CD123

部局横断的な公開講座として、工学研究科、理学研究科、高度産業科学技術研究所に

よる公開講座を実施している。これに加えて、平成 23 年度は経営学部、環境人間学部、

緑環境景観マネジメント研究科による特別公開講座（但馬）をはじめとする部局横断的

な公開講座が 4 講座に増加、24 年度も 23 年度に引き続き連携・融合型の公開講座を 4 講

座実施する予定であり、部局横断的な連携・融合講座の実施を図っている。

■各学部等が連携する公開講座数 H22：1 回 H23：4 回 H24：1 回

■各学部等が連携する公開講座数 H22：20 人 H23：75 人 H24：30 人

〔地域産業との交流・連携〕

(6)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相談・指導などによる研究成

果の還元 【評価 5】CD128

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。

■産学連携コーディネーターが対応した技術指導の件数 H22：122 件 H23：122 件 H24：41 件

■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

H22：38 件 H23：48 件 H24：44 件



(7)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【評価 4】CD130

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 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。

■インキュベーションセンター利用状況 H22：100% H23：100% H24：100% 
■ベンチャー起業件数 H22：3 件 H23：3 件 H24：3 件

(8)ニュースバル産業用ビームラインを活用したものづくり産業基盤の支援【評価 4】CD131

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）、23 年度は 185 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。

■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 H22：100 時間 H23：185 時間

H24：102 時間

〔国際交流の推進〕

(9)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海外インターンシッ

プの実施【評価 4】CD134

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。ＨＵＭＡ

Ｐ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おり、交流協定及びセミナー回数とも増加の傾向を

呈している。

■海外大学との学術交流協定数 H22：28 件 H23：30 件 H24：29 件

■国際セミナー等開催回数 H22：10 回 H23：11 回 H24：2 回

(10)学術交流協定締結大学との連携推進と交流事業の多様化【評価 4】CD135

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、また、書写キャンパ

スにはカールスルーエ工科大学のサテライトオフィスを開設し、研究拠点形成の促進を

図るなど学術交流の推進に努めている。学生交流では豪州・カーティン大学と米国ハワ

イ大学には毎年、中国・蘇州大学と曁南大学にはそれぞれ隔年毎に短期語学研修団を派

遣している。24 年度は新たに国立台湾大学、アイオワ州立大学等と提携を結ぶなど、交

流協定件数を増やし、学生・研究者の派遣・受入等、学生交流・学術交流の促進を図っ

ている。

■国際交流事業等件数 H22：12 件 H23：9 件 H24：5 件

４ 自主的・自律的な管理運営体制の確立

〔戦略的・機動的な大学運営の推進〕

(1)運営協議会やマスコミ等との懇談会を通じた社会の意見の大学運営への反映【評価 4】

CD145

運営協議会では産業界を代表する人材の参画を得て毎年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年度から年１回開催している。

■運営協議会等の開催回数 H22：3 回 H23：3 回 H24：0 回



(2)各学部等の個性・特色の明確化と広報の充実による大学知名度の向上【評価 4】CD154

平成２２年度に大学の特色化に向けた取り組みをスタートし、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を進めている。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平成２２年度に策定した「当面の広報の方策」を

継続実施し、法人化を契機とした広報戦略の確立を目指している。

〔教育研究機構の整備〕

(3)災害等の緊急時に迅速かつ的確な対応を行う危機管理体制の強化【評価 3】CD165

兵庫県立大学危機管理指針を毎年度更新し、災害や学生生活における様々な事件・事

故など緊急時に必要となる情報の提供、その他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。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

も作成しているが、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、平成 22 年

度は 5 キャンパス、23 年度は 3 キャンパス、24 年度は 1 キャンパス（8 月 1 日時点）で

の実施にとどまっている。

■防災訓練等の実施状況 H22：5 回 H23：3 回 H24：1 回

(4)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

【評価 3】CD166

平成 21 年よりハラスメント対応相談員は増員され、キャンパス単位でハラスメント研

修の開催が計画されたが、Ｈ23 年度は半数のキャンパスのみの実施であった。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。

■ハラスメント対応相談員等の配置状況 H22：66 人 H23：89 人 H24：91 人

■研修会の回数 H22：4 回 H23：3 回 H24：2 回

(5)研究機能の充実強化のため、共同研究における間接経費制度を検討【評価 2】CD167

共同研究における間接経費制度については、法人化を契機に具体化することとして、

現在検討中である。

〔柔軟で多様な教員人事制度の構築〕

(6)任期制の適切な運用と任期制適用教員の範囲拡大の検討【評価 4】CD169

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。

■任期制適用教員数 H22：115 人 H23：132 人 H24：143 人

(7)教員評価を踏まえた柔軟な処遇のあり方検討【評価 4】CD172

平成 21 年度に初めて部局による教員の個人評価を試行した。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。



(8)女性研究者の積極的な登用など男女共同参画の推進【評価 4】CD175

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。(H23 年度学校基本調査では、全国の大学の平均女性教員比率は 20.6%) ま

た、工学研究科において平成 22 年 4 月段階では女性教員は 0 人であったが、平成 24 年 4

月までに 2 名の女性教員を採用するなど、各部局の特性に応じ女性教員の登用に努めて

いる。

■女性教員比率 H22：20.6% H23：20.0% H24：20.0% 

〔点検・評価と情報の公開〕

(9)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【評価 4】CD183

第２期中期計画の自己評価結果を第３期中期計画策定に反映させたほか、兵庫県立大

学評価委員会の提言を踏まえて特色化戦略を推進するなど、ＰＤＣＡサイクルの確立が

図られている。また、平成 23 年度に実施した第３期中期計画の全学自己評価委員会の中

間評価結果に基づき、取り組みの遅れている部局に対し各自己評価委員を通じて勧告を

行い、最終評価では一定の改善がなされるなど、全学及び各部局の自己評価委員会が適

切に連携した取り組みがなされている。

(10)ホームページや積極的な記者発表による広報の充実【評価 4】CD186

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導入の検討を進めている。

■記者発表（資料配付）件数 H22：3.6 件 H23：2.6 件 H24：0.5 件


