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第１期中期計画の推進状況に関する自己点検・評価結果（要旨） 

 
 兵庫県立大学・中期計画（H16 年度～H18 年度）の着実な推進を図り、本学の教育、研

究、社会貢献活動等の質の向上に資するとともに、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、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 18
年９月現在）。 
 中期計画には、２１世紀にふさわしい県立大学の基礎を確立するための具体的な計画と、

開学初期における円滑かつ効果的な大学運営のあり方を定めることとして、合計 193 項目

の事項を掲げている。 

 自己点検･評価の結果、193 項目中、148 項目（76.7%）が「計画を上回って、又は順調に

実施している」と認められる一方、45 項目（23.3%）が実現に課題があるなど、｢計画を十

分に実施できていない｣状況にあり、今後、一層の努力が必要であると考えられる。 

 
 

Ⅰ．先導的・独創的な研究の推進 

 21 世紀 COE プログラムに採択された２件の研究は順調に進捗しており、ポスト COE への

応募に向けた研究体制の整備についても推進している。また、統合の利点を生かした部局

間での共同研究、産業界との連携による受託研究等の件数は増加している。地域ケア開発

研究所、インキュベーションセンター、自然・環境科学研究所「森林・動物系」など、新

たな研究拠点の整備も計画どおり進めている。一方、科学研究費補助金申請率については、

競争的研究資金の獲得に向けた体制づくりを進めているものの、目標（85％）には到達し

ていない。 

 

① 21 世紀 COE プログラムに採択されている次の２件については中間評価でＢ評価（５段

階評価）を得ており、他分野においてもポスト COE 獲得に向けた研究体制の整備を進め

ている。 

  ・構造生物学を軸とした分子生命科学の展開（生命理学研究科） 

  ・ユビキタス社会における災害看護拠点の形成（看護学研究科） 

 

② 兵庫県の有する地域特性や SPring-８などの研究基盤を生かしながら高度な研究を進

めるほか、地域の自治体、産業界等との連携を進め、地域社会の課題に対応する研究に

取り組んでいる。 

  ・SPring-８を活用したタンパク質の構造解析 

  ・「まちの保健室」活動を通じた地域看護ケアの開発 等 

 

③ 部局間の共同研究を促進するため、県立大学特別教育研究助成金による助成を行うと

ともに、その研究成果を学内で共有し、部局間連携に資する「研究発表会」を毎年開催

している。 

  ・特別教育研究助成金による共同研究件数 

   Ｈ16 年度；４件→ Ｈ17 年度；９件→ Ｈ18 年度；12 件 
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④ 新たな研究拠点等の整備・充実を図っている。 

・我が国初の看護学の本格的研究所として、「地域ケア開発研究所」を開設 

（Ｈ16 年 12 月開設） 

・産業界との研究交流を促進・支援する「インキュベーションセンター」の新設 

（Ｈ19 年２月開設予定） 

  ・兵庫県「森林動物研究センター（仮称）」の創設に合わせた自然・環境科学研究所の

部門「森林・動物系」の増設（Ｈ19 年４月開設予定） 

 

⑤ 部局の特性に応じて競争的研究資金の獲得に向けた体制づくりを進めており、科学研

究費補助金申請率（延申請件数／専任教員数）は年々、向上しているが、部局によりば

らつきがあり、全体として、目標（Ｈ19 年度：85％）に到達していない。 

  ・科学研究費補助金申請率 Ｈ16 年度：68％→Ｈ17 年度：74％→Ｈ18 年度：77％ 

 

⑥ 研究成果の評価システムについては、一部の部局において評価結果による研究費の重

点配分を行っているが、全部局での実施には至っていない。 

 

Ⅱ．創造力と活力を有する人材の育成 

 総合教育センターが中核となって、全学共通教育の充実や教育改革を推進しており、総

合大学としてのメリットを生かした「他専攻科目」の開講や、英語コア科目における少人

数クラス編成などを実現している。専門教育では、会計専門職大学院（Ｈ19 年４月予定）、

環境人間学研究科「共生博物部門」（Ｈ19 年４月予定）の開設など、社会ニーズに対応し

た専門教育を展開している。また、「学生による授業評価アンケート」や教員相互の授業参

観など、教育改革にも積極的に取り組んでいるが、デュアルディグリー制度や副専攻選択

制度といった新たな制度構築の面では、進展が不十分である。 

 入学者の受け入れでは、アドミッションポリシーの制定、入試専門員の配置等を行い、

全学部でＡＯ入試を実施している。 

 学生生活に対する支援については、各学部における少人数教育・指導や全学的カウンセ

ラー巡回のほか、学生部を中心とする手厚い学生支援体制を構築しているが、就職支援に

関する全学的支援体制は不十分である。 

 

（全学共通教育等） 

① 学生の情報処理能力・語学能力の向上を重視し、情報処理教育科目や少人数クラスに

よる英語コア科目を１年次に開設している。 

 

② 各学部において、入学当初から少人数教育制度によるきめ細かい履修・進路指導等を

行っている。 

  ・「基礎ゼミナール」、「パイロットゼミ」、「クラス担任制」等 

 

③ 遠隔授業による提供科目の拡充により、全学共通教育科目の充実を図っている。（遠隔

授業開講科目 Ｈ16 年度；28 科目→Ｈ17 年度；31 科目→Ｈ18 年度；31 科目） 
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（専門教育） 

④ 会計専門職業人を育成する「会計専門職大学院」を平成 19 年度に開設すべく、カリキ

ュラムや施設の整備を行っている。 

 

⑤ 大学院環境人間学研究科の自然環境分野を充実し、教育研究内容の深化を図るため、

同研究科と自然・環境科学研究所が連携し、平成 19 年度に新たな部門（共生博物部門）

を設置すべく準備を進めている。 

 

⑥ 遠隔授業システムを活用し、国内外の大学と連携した新たな教育プロジェクトを展開

している。 

  ・応用情報科学研究科と大阪大学、タマサート大学（タイ）との遠隔講義の単位認定 

 

⑦ 社会ニーズを踏まえ、実践的な教育プログラムの充実を図るため、各学部の特性に応

じた専門教育の改善・充実に取り組んでいる。 

  ・国際化に対応した英語重視の専門教育 

  ・地方自治体と連携した地域学習 

  ・先端的企業や機関と連携した実践的教育 等 

 

⑧ 工学部、応用情報科学研究科等において、企業等との連携によるインターンシップ等

を実施している。特に応用情報科学研究科は、文部科学省の「派遣型高度人材育成協同

プラン」（Ｈ17 年度）に採択されている。 

 

⑨ 「他専攻科目」については、他学部の専門基礎科目から精選して開講しているが、学

生が専攻以外の分野を体系的に履修することのできる「副専攻選択制度（仮称）」につ

いては、未だ充分な検討が出来ていない。 

 

⑩ 複数の学位を修得できるデュアルディグリー制度の導入については、応用情報科学研

究科において委員会を設置して検討しているが、他の部局においては本格的な検討に至

っていない。 

 

（教育改革） 

⑪ 全開講科目を対象とした「学生による授業評価アンケート」や教員相互の授業参観等

を実施するほか、大学の理念等を周知するため、新規採用教員を対象とした県立大学概

要説明・研修会を開催するなど、全学的な FD（Faculty Development）を推進している

が、大学教育の活性化のために重要な取組であるため、今後も、一層積極的な推進が必

要である。 

 

⑫ 大学及び各学部のアドミッションポリシーを確立し、平成 17 年度（Ｈ18 年度入試）

から、全学部において AO 入試を導入した。また、新たに入試専門員を配置し、事務局

体制の強化も図っている。 

 

⑬ 学生の意見等を教育改革に生かすため、学生と部局長等との懇談会を開催しているの
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は理学部のみであり、他部局においても実施する必要がある。 

 

⑭ 文部科学省の支援施策である「特色ある大学教育支援プログラム」、「現代的教育ニー

ズ取組支援プログラム」等には、採択実績がなく、より積極的な取組が必要である。 

 

（学生生活等） 

⑮ 各学部に学部学生部長を配置し、学生部長、学生副部長等との連携の下、きめ細かい

学生生活支援を行っている。 

 

⑯ 学生生活委員会が中心となり、学生生活の充実やキャリア形成支援等に取り組んでい

るが、就職支援の体制は不十分である。 

  ・臨床心理士によるカウンセリング 

  ・キャリアデザイン講習会 

 

⑰ 「兵庫県立大学ハラスメント対策に関するガイドライン」（Ｈ17 年３月）を策定し、

各部局に相談窓口を設置するなど、人権侵害防止啓発の徹底を図っている。 

 

⑱ 分散する６キャンパスの学術情報館の図書システムを統合し、Web を通じたサービス

等を実施している。 

  ・統合目録サービス 

  ・全学的な貸出返却サービス 等 

 

（附属高校） 

⑲ 附属高校では、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール指定の成果を踏まえた

教育課程編成や教育改善に取り組むとともに、平成 19 年度からの中高一貫教育の導入

に向けた準備を進めている。 

 

Ⅲ．地域社会や国際社会の発展への貢献 

 生涯学習交流センターが中心となって高度な学習機会の提供である「知の創造シリーズ

フォーラム」を開催するなど、知的活動の成果を社会に積極的に還元している。産学連携

センターでは、コーディネーターを配置し、地元自治体や企業等との連携を進めるほか、

研究者データベースを構築し、本学の研究シーズを広く公開している。また、知的財産ポ

リシーを策定し、知的財産本部の下で、効率的に知的財産の管理と運用を進めている。こ

の他、国際交流センターでは、国際交流戦略を策定し、海外大学との国際交流協定の締結、

留学生の受入支援など、国際社会への貢献を積極的に行っている。 
 
① 産学連携センターを中心に、地方自治体、企業等との連携を推進するほか、教員が各

種審議会・委員会等に学識委員として積極的に参画し、また、行政課題の解決や政策判

断の基礎となる調査についても研究受託を行っている。 
  ・産学連携コーディネーターの配置 
  ・産学連携センターと姫路市、姫路商工会議所、姫路信用金庫等との産学連携協定 
  ・経営学部と養父市商工会との事業連携協定 
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  ・環境人間学部と旧美方町・旧但東町・旧神崎町・上郡町との地域連携協定 
  ・研究者データベースの構築及び公開 
 
② 生涯学習交流センターを中心に、従来から実施している各種公開講座等に加えて、新

たな事業を展開し、本学の知的活動の成果を地域社会へ積極的に還元している。 
  ・社会人プロフェッショナルコース 
  ・知の創造シリーズフォーラム 
  ・アカデミック・ツーリズム・プログラム 
 
③ 知的財産ポリシー（Ｈ17 年２月）を策定し、知的財産本部（H17 年４月）を設置し

た。知的財産に係る権利帰属決定の迅速化を図るとともに、TLO の専門的ノウハウ等を

活用して、本学発明の技術移転を推進している。 
  ・機関帰属化した知的財産件数 Ｈ16：０件→Ｈ17：30 件→Ｈ18 上期：17 件 
 
④ 国際交流センターを中心に、国際交流を積極的に推進している。 
  ・海外提携大学との国際交流事業（教員・学生交流、単位互換、共同ｾﾐﾅｰ等）の展開 
  ・国際交流相談員による留学生への生活支援 
  ・国際交流戦略の策定 等 
 
Ⅳ．大学運営における自主性・自律性の確立 

 学長特別補佐の配置や運営協議会への産業界・学界等を代表する有識者の参画など、学

長のリーダーシップの下で、機動的・戦略的な企画立案機能の強化を図っている。また、

公募による教員採用や、任期制の導入など、柔軟で多様な教員人事制度の構築を進めてい

るが、評価結果に基いた定員・予算の配分やサバティカル制度等については十分な検討が

出来ていない。 
 
① 学長のリーダーシップの下で、機動的・戦略的な企画立案機能を強化している。 
  ・「学長・副学長会議」を毎週開催 
  ・学長特別補佐の設置 
  ・特定課題のプロジェクトチームの設置 
  ・学長裁量経費による教育・研究の活性化 等 
 
② 大学本部とキャンパス間の一層の意思疎通を図り、実状を踏まえた適切な大学運営を

行うため、学長・事務局長と各部局長による個別懇談会を開催している。 
 
③ 「運営協議会」の学外委員として、産業界や学界等を代表する多彩な有識者の参画を

得て、戦略的な大学運営を進めている。 
 
④ 大学の活性化につながる教員人事制度を導入している。 
  ・原則公募による教員採用 
  ・新規採用の助手、地域ケア開発研究所及び自然・環境科学研究所（森林・動物系）

の新規採用の教員を対象とした任期制の導入 
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⑤ 教員の評価を踏まえた処遇方策等（サバティカル制度など）について、早急に検討を

進める必要がある。 
 
⑥ 中長期的な視点に立った適切な人員管理を行うため、一定の教員定数を大学全体で管

理運用する制度について、早急に検討を進める必要がある。 
 
⑦ 教育研究環境の改善･充実を図るため、建物の建替、改修等について、情報化や耐震化

も含めた整備計画について、早急に検討を進める必要がある。 
 
Ⅴ．３大学統合によるメリットの発揮と課題の解消 

 遠隔授業システムの活用による他学部科目の受講や、部局を越えた学際的研究グループ

による共同研究など、統合に伴う成果も認められるが、総合大学としてのメリットの発揮

は十分ではない。また、学生自治会、後援会、同窓会の全学的な組織作りも進んでいない。 
 
① 分散するキャンパスの学生が、他のキャンパスの多様な科目を受講できる遠隔授業シ

ステムの活用が進んでいる。 
  （遠隔授業開講科目 Ｈ16 年度；28 科目→Ｈ17 年度；31 科目→Ｈ18 年度；31 科目） 

 
② 総合大学教職員としての相互理解と連帯意識を高めるため、合同研究発表会等を実施

している。 
 
③ ３県立大学が蓄積してきた就職関連情報や人的ネットワークの把握、同窓会の連携方

策については、具体的な仕組みの構築に至っておらず、学生自治会、後援会などの全学

組織化を含め、積極的な取組が必要である。 
 
Ⅵ．大学情報の積極的な公開・提供及び広報の充実 

 ホームページを重点的広報メディアと位置づけ、全学ホームページのリニューアルを行

い、迅速かつ積極的な情報の提供を行っている。 
 
① 平成 17 年４月に大学ホームページのリニューアルを行い、インターネットによる情

報発信を充実した。 
  ・情報更新が容易なホームページへの改善 
  ・全部局トップページの見直し 
  ・各部局等の英語版ページの開設（要約版） 等 
 
② 教員の研究成果等を検索できる「研究者データベース」の運用を平成 17 年度より開

始し、インターネット上で本学の研究シーズを積極的に公開している。 


