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第１０章 内部質保証 

 

１． 現状の説明 

 

（１）短期大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対

する説明責任を果たしているか。 

 

本学における自己点検・評価の実施とその結果の公表方法について現状を説明する。 

 短期大学の諸活動について点検・評価を行うとともに、その結果を社会に公表することに

ついては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」第５で、次のように策定し

ている（資料 10－１ 第５）。 

 

第５ 自己点検、評価及び情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実に関する目標 

大学の教育研究の質の向上を図るため、法人、大学の諸活動について多面的な自己

点検、評価を行いその結果を公表するとともに、教育研究活動や法人の業務運営の

改善に活用する仕組みを確立する。 

２ 情報公開の推進に関する目標 

公的資金を基盤として運営される公立大学法人として運営の透明性を高め、社会に

対する説明責任を果たすため、教育研究及び組織運営の状況に関する情報を積極的

に公開する。 

 

 以上のように自己評価点検とその結果の公表について、定めるとともに、これまで本学で

は表 10－１の通り、自己評価・点検を行った上で、外部評価を受けてきた。 

 
表 10－１ 本学の行った自己評価・点検と外部評価 
平成 15年度 

平成 19年度 
 

『自己点検・評価報告書』を作成 外部評価委員による外部評価を受ける 
『自己評価書』『選択的評価事項・自己評価書』を作成 独立行政法人大学 
評価・学位授与機構による認証評価を受ける 

 
本学では法人化以前に平成 15年度に『自己点検・評価報告書』を作成し、外部委員３名

から外部評価を受け、その結果については『外部評価報告書』にまとめられている。ついで

平成 19年度に『短期大学機関別認証評価・自己評価書』『選択的評価事項・自己評価書』を

作成し、独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価を受け、適合していると認定

された。 
以上のように本学は自己点検・評価を実施するとともに外部による評価を受けてきた。さ
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らに平成 15 年度の『自己点検・評価報告書』と『外部評価報告書』、平成 19 年度の『短期

大学機関別認証評価・自己評価書』『選択的評価事項・自己評価書』と『短期大学機関別認

証評価 評価報告書』『選択的評価事項に係る評価 評価報告書』を本学ホームページに掲

載し、社会に対して公表している。 
 
自己点検・評価のページ http://www.yone.ac.jp/outline/jikotenken/ 

  
 また、本学の教育情報についても、ホームページ上に公表している。但し、その内容の更

新については、十分に対応できていないのが現状である。 
 
 教育情報の公表のページ http://www.yone.ac.jp/outline/educational_info/main.html 
（資料 10－２） 
 
平成 21年度の法人化以降は、毎年、年度計画を策定するとともに、毎年度、「公立大学法

人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」を作成して、その年度の業務実績を整理

し、自己評価を行っている（資料 10－３）。そして、山形県公立大学法人評価委員会によっ

て評価がなされている。そして、本学ホームページの「財務に関する情報」に「公立大学法

人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」をもとに簡略化した「事業報告書」、「財

務諸表」、「決算報告書」、「監事監査報告書」を掲載して広く公開している。 
 
財務に関する情報 

http://www.yone.ac.jp/outline/corporation_info/financial_report.html （資料 10－４） 
 
また、情報公開については、山形県情報公開条例（平成９年 12月山形県条例第 58）に基

づいて「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学情報公開規程」を定めて（資料 10－５）

情報公開請求に応じている。 
 
（２） 内部質保証に関するシステムを整備しているか。 

 

本学における内部質保証に関するシステムとそれを掌る組織の整備状況については以下

の通りである。 

前掲の「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」第５－１（資料 10－１ 第

５－１）で、「大学の教育研究の質の向上を図るため、法人、大学の諸活動について多面的

な自己点検、評価を行いその結果を公表するとともに、教育研究活動や法人の業務運営の改

善に活用する仕組みを確立する」と定めている。これに基づいて内部質保証を図るために自

己評価改善・SDFD 委員会を設置している（資料 10－６）。委員会の委員は、同規程の第

http://www.yone.ac.jp/outline/jikotenken/�
http://www.yone.ac.jp/outline/corporation_info/financial_report.html�
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４条に次のように定めている。 

 
第４条 委員会は、次の各号に定める委員で構成する。 
（１）学長の指名する委員長 １名 
（２）委員長所属以外の４学科から各１名の選出委員 ４名 
（３）事務局の選出委員 １名 
 

委員長は学長が指名し、その委員長の所属学科以外の全学科から１名の委員を選出し、事

務局からも委員を選出する形態を採用している。このように各学科から委員が１名は出るこ

ととなり、自己評価・点検が特定の学科に偏らないように配慮している。また、教員だけの

自己評価・点検にならないように、また、事務局の自己評価・点検も進めるために、事務局

からも委員を出している。以上のように内部質保証を全面的に行うための組織を整えている。 

 また、本学では毎年、「年度計画」（資料 10－７）を策定し、それに対する「公立大学

法人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」（資料 10－３）を作成している。「公

立大学法人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」は、その年の業務実績を年度計

画の項目ごとにまとめたもので、学科や学内委員会、事務局などの部局ごとに「年度計画」

に対してどの程度達成できたかを整理し、自己評価を行ったものである。これによって毎年

の「年度計画」に対する達成度を自己評価する仕組みが整備されている。そして、前述の通

り「公立大学法人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」は、山形県公立大学法人

評価委員会によって評価されている。 

さらに経営審議会、教育研究審議会を設置して法人運営にあたっているが、経営審議会に

は学外委員４人、教育研究審議会には学外委員３人を構成メンバーとしている（資料 10－

８ 経営審議会委員名簿 教育研究審議会委員名簿）。毎年の年度計画、並びに「公立大学

法人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」は両審議会の審議を経て、設置者であ

る山形県に提出されている。これによって学外の意見を取り入れるシステムが整えられてい

る。 
また、学生の要望や意見を本学の運営に取り入れるシステムも整備している。一つは、「学

生の声」アンケートを毎年前期と後期の２回実施している。本アンケートについては前期は

６月、後期は 11 月に実施している。アンケート内容は全くの自由記述方式で、学生からの

意見をアンケート用紙（資料 10－９）か適当な紙に記入して投書箱に投函するか、専用の

メールアドレスを設けているので、そのアドレスにメールを送信する形で行っている。そし

て、寄せられた「学生の声」に対しては、各学科や学内委員会、事務局、食堂、購買部、図

書館などの担当部局ごとに割り振って回答している。回答は一ヶ月後には学内の掲示板に一

覧表の形で掲示している（資料 10－10）。しかし、「学生の声」の全てに対して対応するこ

とはなかなか難しく、特に予算措置や施設設備の大きな改変を伴う場合には対応できないの

が現状である。 
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 さらに学生の意見などを大学運営に生かすシステムとして、学生と理事・両審議会委員と

の懇談会がある。毎年、12 月初旬に各学科の学生２名と理事長、理事、経営審議会・教育

研究審議会委員が昼食をとりながら、ざっくばらんに学内のことについて意見交換する懇談

会である。学外理事と審議会委員全員が揃うことは難しく、これまでも全員が揃ったことは

ないが、学生たちが直接、経営トップの理事長をはじめとする理事以下に意見や本学への要

望を言うことが出来る機会として有意義である。理事長以下も学生の声を直接聞くことが出

来る点で参考となっている。以上のように学生の意見や要望を改善につなげるシステムを整

えている。 
教育の質については、授業評価アンケートを前期と後期の各１回、実施している。現在は

特殊な科目を除いて基本的に全ての科目について実施している。授業評価アンケートは、科

目ごとにデータを集計して科目担当教員に学長から直接返している。また、各科目ごとの集

計結果は学内向けにパソコンで閲覧できるように公開している。現在のところ学外には公開

していないが、受講した在学生はいつでも閲覧できるようになっており、学生と教員との間

に良い緊張感をもたらす効果がある。さらに平成 23年度までは、授業評価アンケート用紙

は、講義系と実験・実習・演習系の２種類を用意していたが、質問項目が共有できることか

ら、事務手続を簡素化するために、平成 24年度から１枚のアンケート用紙に統一した（資

料 10－11）。これにあわせて自由記述欄も３箇所に設けられていたが、最後の１箇所にまと

めた。このように授業評価アンケートについても、点検を行って改善を図った。 
 
次に本学構成員のコンプライアンス（法令・モラルの遵守）意識の向上については次のよ

うな状況にある。 

本学の構成員のコンプライアンスについては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学

職員就業規則」を定め、その「第４章服務」で本学職員の服務について規定している（資料

10－12 第４章）。第 29条では、誠実義務と職務専念義務、第 30条では、法令等及び上司

の命令に従う義務、第 31条では、遵守事項を明確に定めている。さらに新規採用教員に対

しては、新規採用時の新任者研修において説明を行っている。 
ハラスメント対策については、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学におけるハラス

メントの防止に関する指針」を定め（資料 10－13）、その具体的な対応は「公立大学法人山

形県立米沢女子短期大学におけるハラスメントの防止及び措置に関する規程」で定めている

（資料 10－14）。また、ハラスメント対策研修会を毎年１回開催している。 
 また、FD 活動については、FD ネットワーク“つばさ”に連携校として参加している。

FD ネットワーク“つばさ”とは、山形大学を中心として連携する大学･短大･高専における

ファカルディ･ディベロップメントの立ち上げ･確立･発展を目指す組織である。このネット

ワークを通じて他の大学・短大・高専などとの連携を図っている。 
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（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。 

 

本学における組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活動について現状を説明する。 

内部質保証システムは上記の通り整えられているとともに、毎年自己評価や点検を繰り返

し継続して行うこととなっている。前述の内容と重なる部分もあるが、整理して示すと以下

の通りである。 
 まず、毎年の「年度計画」に対する自己評価を各学科、各委員会、事務局など各部局ごと

に行い、「公立大学法人 山形県立米沢女子短期大学 業務実績報告書」にその結果をまと

めている。これによって法人化以降、本学全体としての自己評価・点検を毎年繰り返し定期

的に行ってきている。この毎年の「年度計画」と「業務実績報告書」による自己評価によっ

て、実際に次のような顕著な成果も上がっている。第６章で詳しく述べたところではあるが、

冬期間の通学バスの運行である。米沢市は山形県内でも雪が多い豪雪地域であり、冬期間に

は米沢駅と本学との間を登下校することはバスなどの公共交通がないため極めて困難な状

況となる。そこで本学独自の財源を捻出することで冬期間だけ登下校バスの運行を開始した。

その後、平成 23年度からは米沢市などの協力で公共の路線バスが運行されることとなった。

このように本学の学生の登下校だけではなく一般市民にも利用できる路線バスが開通した。

まさに本学の改善策が地域住民にも大きな貢献をした事例と言える。 
また、各教員個人レベルの自己評価のうち、教育改善については前述したところの各教員

の担当科目の授業評価アンケートがある（資料 10－11）。具体的な改善については、現在は

各教員に任せられているが、自らの授業について点検するための良い機会となっている。 
 
次に教育研究活動のデータ・ベース化の推進についても述べておく。 

教育研究活動のデータ・ベース化については、全教員に毎年度の「教育研究業績書」（資

料 10－15 様式第３号 教育研究業績書）の提出を義務づけている。デジタル・データと

して学内共通フォルダに年度ごとに蓄積している。これについては自己評価改善・SDFD
委員会が担当している。 

 
教育研究業績書の書式 

様式第３号 

教 育 研 究 業 績 書 

 

                                                              年 月 日現在 

                                                              氏 名   印 

Ⅰ．教育活動   

Ａ．担当授業科目 

Ｂ．主な授業科目についての教育上の工夫 
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Ｃ．指導した卒業研究の題目 

Ｄ．ＦＤ授業改善活動 

Ｅ．正規課程以外の教育活動、学生支援 

 

Ⅱ．研究活動 

  Ａ．最近の研究テーマ 

  Ｂ．研究業績 

著書・学術論文の 

名称 

単著、 

共著の

別 

発行又は発表 

の年月 

発行所・発表 

雑誌等又は発

表学会等の名

称 

 

概    要 

(１)著書及び編著     

     

(２)学術論文     

     

(３)その他     

     

  Ｃ．研究費などの助成（申請中を含む） 

 

Ⅲ．大学運営における活動 

 

Ⅳ．学界・社会における活動 

  Ａ．所属学会及び学会における役職等 

  Ｂ．学会・研究会等における口頭報告 

Ｃ．市民講座、公開講座、講演会等 

Ｄ．各種審議委員等 

Ｅ．その他の社会活動 

 

さらに学外者からの意見への対応状況と認証評価機関等からの指摘事項への対応状況等

についても説明する。 

 学外からの意見などに対する対応状況については、経営審議会、教育研究審議会で学外委

員から常に貴重な意見や助言をいただいている。しかし、本学の置かれた状況からその全て

に対応して処置できない部分も存在するのが現状である。また、前回に受けた平成 19 年度

の独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価では、その評価結果が「短期大学機

関別認証評価 評価報告書」「選択的評価事項に係る評価 評価報告書」として同機構によ

ってまとめられた。その中で改善を要する点と更なる向上が期待される点として、下記の点
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が指摘された。 
 
「短期大学機関別認証評価 評価報告書」で改善を要する点としてあげられた点 
①従前から短期大学の教育方針や各学科の求める学生像に基づいて、入試及びその検証を行

ってきた経緯があるが、社会に向けてのより明確なアドミッション・ポリシーの制定が平成

18 年度以降であったため、アドミッション・ポリシーに基づいた入試及びその検証実績が、

いまだ不十分な状態にある。 
②一定の施設・設備が整っており、またその維持や清掃が行き届いているが、一部の校舎に

ついては、老朽化が進んでいる。（資料 10－16 Ｐ５） 

③シラバスの個々の記載内容に精粗が見られる。（資料 10－16 Ｐ21） 

 

「選択的評価事項に係る評価 評価報告書」で更なる向上が期待される点としてあげられた

点 
○県立の短期大学という特性もあって、県や市に協力するという形での地域貢献が積極的に

行われているが、昭和 28 年度から当該短期大学に設置されている附属生活文化研究所の存

在意義と活動目的を市民へアピール（広報活動）すること、及び当該研究所がより主体的に

なって地域貢献活動をすることがさらに一層期待される。（資料 10－17 Ｐ５） 
 
「短期大学機関別認証評価 評価報告書」で改善を要する点としてあげられた点に対して

は、次のような対応状況となっている。 
①のアドミッション・ポリシーに基づいた入試及びその検証実績については、第５章 学

生の受け入れ ２．点検・評価の項で詳細な点検・評価がなされている。アドミッション・

ポリシー策定以降、本学における入試の推移とその理解度について分析を行っている。その

結果、本学のアドミッション・ポリシーが受験生に着実に浸透してきており、これに基づい

た入試も定着してきていることが確認された（第５章 学生の受け入れ ２．点検・評価）。 
②一部の校舎については、老朽化が進んでいるという指摘に対しては、残念ながら校舎の

改築や新築といった抜本的な改善は行うことが出来ていない。これは本学が山形県の設置し

た法人であるという特性があり、山形県当局の意思に左右されるものであるからである。し

かし、この間、平成 23年度には、一番古い校舎である A 号館に対して、暖房設備の改修を

行うとともに耐震補強工事を行った。なお、施設・設備の現状については、第７章 教育研

究等環境 評価項目（２）を参照されたい（第７章 教育研究等環境 評価項目（２））。 
③シラバスの個々の記載内容に精粗が見られるという指摘については、現在もあまり統一

が取られている状況にはない（資料 10－18）。これは本学が文系から理系、さらには幅広い

教養を身につけることを目指したカリキュラムであるために、一つ一つの科目の個性を殺す

ことがないように配慮しているためである。そうした状況でも最低限の項目などは統一感を

出せるように努力しているところである。 
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「選択的評価事項に係る評価 評価報告書」で更なる向上が期待される点としてあげられ

た点は、「附属生活文化研究所の存在意義と活動目的を市民へアピール（広報活動）するこ

と、及び当該研究所がより主体的になって地域貢献活動をすることがさらに一層期待され

る」ということである。これは改善を要する点ではなく、更なる向上を期待された事項とい

うことになる。そこで、本学では「よねたんマル得活用ブック」（資料 10－19）を作成し、

本学教員による地域貢献のための情報を積極的に発信している。その他、公開講座の実施に

ついては、第８章 社会連携・社会貢献でも述べている通り、参加者からは好感触を得てお

り、今後も講座の内容や開講曜日・時間帯などを改善していく（第８章 社会連携・社会貢

献）。 
 
 
２．点検・評価 

 
短期大学の諸活動の点検・評価については、平成 15年度に外部評価委員による評価を受

け、平成 19 年度には独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価を受け、また、

法人化以降は毎年、「業務実績報告書」として自己評価を行い、さらに経営審議会と教育研

究審議会の審議を経て山形県公立大学法人評価委員会において評価がなされている。また、

その結果はホームページ上で公表されている。このように点検・評価を行い、公表するとい

う点は充足している。また、内部質保証に関するシステムも、自己評価改善・SDFD 委員

会を設置するとともに経営審議会・教育研究審議会、山形県公立大学法人評価委員会など、

何重にも組織を整備している。そして、そうしたシステムにしたがって、毎年の自己評価な

どが行われるサイクルが定着している。 
 
①効果が上がっている事項 
 平成 21年度の法人化以降、毎年の「年度計画」を策定し、年度ごとに点検・評価を行っ

て「業務実績報告書」を作成してきた。当初は戸惑う部分もあったものの、この作業も定着

しつつある。このように自己評価・点検を毎年繰り返す体制が整ってきたことは評価できよ

う。 
 
②改善すべき事項 
 本学では、上にも述べた通り、毎年の自己評価･点検を行ってきている。内部質保証とい

う点では、こうした毎年の自己評価・点検に甘んじることなく、絶えず自己点検を行う必要

がある。 
内部質保証の基本となる「教育研究業績書」については、提出期限が必ずしも守られてい

ないのが現状である。これについては、所轄している自己評価改善･SDFD 委員会が提出を
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求めてきたが、実際には期限通り提出されない点が課題である。 
 
 
３．将来に向けた発展方策 

 
①効果が上がっている事項 
 毎年の「年度計画」の策定とその自己評価・点検を「業務実績報告書」としてまとめ上げ

る作業も定着しつつある。こうした作業の積み重ねが重要であろうから、今後も継続してい

く。 
 
②改善すべき事項 
 上記のように、本学では毎年の自己評価･点検を積み重ねており、今後も継続していくこ

とで内部質保証を維持していくしかない。 
 また、各教員の「教育研究業績書」の提出については、提出期限を厳守するように繰り返

し依頼するほかないのが現状である。これまでは教授会の場で自己評価改善･SDFD 委員会

委員長から提出を依頼してきたが、次の方策として各学科の自己評価改善･SDFD 委員を通

して学科内の未提出者に対して提出を催促していく。 
 
 

４．根拠資料 

10－１ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標（既出１－８） 

10－２ 教育情報の公表のページ

http://www.yone.ac.jp/outline/educational_info/main.html 
10－３ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 23年度 業務実績報告書 

（既出２－４） 
10－４ 財務に関する情報

http://www.yone.ac.jp/outline/corporation_info/financial_report.html  
10－５ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学情報公開規程 
10－６ 山形県立米沢女子短期大学自己評価改善・SDFD 委員会規程（既出３－８） 
10－７ 平成 23 年度年度計画 

10－８ 経営審議会委員名簿 教育研究審議会委員名簿 
10－９ 「学生の声」アンケート用紙 
10－10 平成 23 年度「学生の声」アンケート平成 23年度前期・後期集計結果 
   （既出４－４－６、４－４－７） 
10－11 授業評価アンケート（既出３－10） 
10－12 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学職員就業規則（既出９－１－19） 

http://www.yone.ac.jp/outline/corporation_info/financial_report.html�
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10－13 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学におけるハラスメントの防止に関する 
指針（既出６－９） 

10－14 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学におけるハラスメントの防止及び措置に 

関する規程（既出６－10） 

10－15 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員の人事に関する手続規程 

（既出３－５） 
10－16 短期大学機関別認証評価 評価報告書 
10－17 選択的評価事項に係る評価 評価報告書 
10－18 平成 24 年度講義計画書〈SYLLABUS〉（含授業時間）（既出２－５） 
10－19 よねたんマル得活用ブック（既出８－８） 


