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中期目標期間
に係る業務実
績等について

　電子事務局計画の進捗状
況はどうなっているのか。

　推進５カ年計画を立て、順
次進行している。現在４年目
となり、システムの改善、人
員削減に伴うＩＴ化と各システ
ムの最適化を図ってきてい
る。特に第２期には、さらなる
システムの導入が想定される
ので、全体の体系化を考慮し
ながら、進めていきたい。

　本年度で最終年度を迎える電子
事務局計画（19～23年度）につい
ては、27項目にわたる行動計画を
実施して例えば、勤務時間管理の
システム化や大学情報データベー
スと教員評価システムの統合など
システムの最適化、業務改善に寄
与した。
　24年度以降については、これまで
の成果を検証して、更なる業務処
理の電子化の促進を目指して計画
を策定していく予定である。

平成２３年度
概算要求につ
いて

　『社会の食ニーズ対応型
社会人再教育プログラム』
は概要を読んでも内容を理
解していないとわかりにく
い。申請にあたり表現も工
夫した方がよいのではない
か。

　表現を検討した上で文科省
の担当課と協議して参りた
い。

　本プログラムは、平成２２年度か
ら３年間で事業を実施することで、
文部科学省の特別経費で予算措
置された。
　平成２３年度概算要求の際に、文
部科学省と相談したが、プログラム
実施期間中の事業名の変更はで
きないとのことであった。
　今後、概算要求時点において、
分かりやすい事業名にすることとし
た。

　環境マネジメントについ
て、学生が学部を越えて活
動していることは非常に効
果的。継続してほしい。

　環境実践力を養成する教育
プログラムを地域の企業や自
治体と連携して進めている。

　平成２４年３月１５日に学長から、
環境実践力を養成する教育プログ
ラムを修了した学部生６名に対し
て、岩手大学認定資格「環境管理
実務士」を授与した。
　環境省からの支援は平成２３年
度で終了するものの、岩手大学環
境マネジメント推進室を中心として
同プログラムは継続される。
　同プログラムは、フジサンケイグ
ループが主催する第２１回地球環
境大賞で岩手大学が文部科学大
臣賞を受賞した理由の1つとして挙
げられている。

　入学者を確保するための
戦略は何かあるのか。

　東北地域に留まらず、北海
道での広報活動や札幌や名
古屋に入試会場を設けて、県
外からの受験者増えるよう対
策をとっている。

ホームページを見やすいものに
改善し、入試情報発信の更なる充
実に向け取り組んでいる。また、高
校生へメールマガジンを発信し、岩
手大学の様々な情報を提供するこ
とで志願者の確保を図っている。
更に、後期試験においても名古屋
に試験場を設け、受験生の便を
図った。

経営協議会学外委員からのご意見等への対応について

平成２２年
６月３日

岩手大学が地
域に果たす役
割

平成２２年
９月９日
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平成２２年
９月９日

岩手大学が地
域に果たす役
割

　女性研究者支援モデル育
成プログラムの中に男性の
参加も組み込んでほしい。
ワークライフバランス相談室
の活動状況は如何か。

　男性の意識改革を柱の一
つにいれている。ワークライフ
バランス相談室には相談員
が２０ｈ／週在席して、相談に
応じている。件数は多くはな
いものの、育児休業のことな
ど問い合わせが来ている。

　岩手県子育てサポーターで看護
師、助産師の資格を持つ相談員
が、ワーク・ライフ・バランス相談に
関する様々な相談に応じた。
　平成２３年度に受けた相談件数
は延べ５６件（平成２４年１月現
在）。６月から７月にかけては、各
学部と附属学校の計９カ所をまわ
る「ワーク・ライフ・バランス出張相
談室」を開室し両住まい手当制度
や次世代育成支援休暇（孫育て休
暇）などの制度に関する情報提供
や相談活動を行った。
　また、学内保育スペースでは、平
成２３年１月から相談員が毎週金
曜日10時から13時に定期在室し、
ポップイン相談を受けられる体制を
整備した。

平成２２年
１１月３０日

平成２２年度
中間決算につ
いて

　研究関連収入が前年度と
比較し６百万円ほど減収と
なっている。岩手大学の強
みは産学官連携であり、研
究関連収入が伸びないのは
産学官連携の強みが薄れ
てきているのではと懸念さ
れる。岩手大学のよさを追
求していくうえにおいて、こ
のような収入を伸ばしていく
努力が大事である。

　共同研究の件数が減ったこ
と、加えて一件あたりの研究
経費も減少している。ＪＳＴサ
テライトからの研究経費が事
業仕分けによりなくなり、その
分の目減りが大きい。
　科研費の申請件数が減少
気味だったため、申請の強化
を施し、昨年度比２５％増の
底上げを行った。

　平成２３年度における外部資金
の受入額は、1月末現在、全体（科
研費を除く）で、１３６%の増収となっ
ている。とりわけ、共同研究収入及
び補助金収入においては、主に、
震災復興支援事業関連経費の受
入により、それぞれ、前年度比１５
７％、２５４％の増収となっている。
　また、科学研究費補助金につい
ては、今年度、１人１件申請（申請
率１００％）することを目標に掲げ、
申請率の向上にむけて取り組んだ
結果、過去最高の申請率（９８．
３％）となった。
　現在、外部資金の獲得に向け
て、定年退職教員の活用、プロジェ
クト支援室の設置、アドミニストレー
ターの導入について検討を行って
いることろである。

　防災意識（安全意識）や非
常時にこそ活用できる技術
など、教育の場を通して学
生に身につけさせるような
努力が必要ではないか。

　今後の教育研究活動に反
映させていきたい。

　いわて高等教育コンソーシアム
が主体となり、平成２４年度から
「ボランティアとリーダーシップ」、
「危機管理と復興」を開講予定であ
る。講義には、全国大学コンソーシ
アム協議会の協力を得て、長崎県
立大学や鹿児島大学など１３大学
の教員が参画予定である。講義の
他ワークショップなども予定してお
り、震災復興に関する総合的科目
のモデルを目指している。

　教員養成学部の学生やも
のづくりの現場に就職する
工学部の学生等は積極的
にボランティアにいく必要が
あるのではないか。

　ボランティア活動は現在も
継続している。

　三陸復興推進本部教育支援部門
学習支援班では教育学部の学生
を中心となって、１２月から３月まで
被災地である釜石市と大槌町の受
験生（中学３年生）に学習支援ボラ
ンティアを実施した。

平成２３年
６月２１日

平成２２事業
年度に係る業
務の実績につ
いて
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　継続して概算要求する事
業の進捗状況が不明。既存
の事業を一時中断して資源
を集中する判断も必要では
ないか。

　既存事業のロードマップや
進捗状況の把握は必要であ
る。中間評価もあるので予算
的に逼迫しないよう進めてい
きたい。

　これまで、継続事業については、
概算要求時点において、事業の進
捗状況を「進捗状況報告書」によ
り、把握していた。
　今後、事業の進捗状況を「進捗状
況報告書」のほか、中間報告会の
実施などを検討したい。

　実践的産業動物臨床教育
の構築による専門職業人養
成プログラムの進捗状況は
どうなっているか。

　２３年度開始の事業であり
スタートしたばかりである。

　本プログラムは、平成２３年度か
らスタートし、初年度の今年度は、
基盤的な環境整備を実施してい
る。
　今後、次年度以降、プログラムの
試行、検証などを行っていく予定で
ある。

　復興支援プロジェクトは大
学のキャパシティーを越えて
いないか。戦力を集中した
ほうが充実するのではない
か。

　エクステンションセンターは
連携していただける自治体と
協力し進めたい。被災地の期
待も大きい。

　平成２３年１０月に釜石サテライト
を設置するとともに、平成２４年度
は久慈市・宮古市・大船渡市にエク
ステンションセンターを設置する予
定である。
　また、水産分野の復興のために
東京海洋大学、北里大学と連携協
定を締結した。エクステンションセ
ンターの設置や他大学との連携を
行うことにより、岩手大学の特徴を
発揮していきたい。

　通常の大学運営を行いな
がらプロジェクトを進めるの
は大変ではないか。

　専門研究分野の広がりを持
つようにかつ、通常の教育・
研究活動を基本としてオー
バーワークにならないよう進
めたい。

　水産分野では、東京海洋大学、
北里大学との連携協定のほか、青
森県産業技術センターとの復興に
関する覚書を締結。さらには愛媛
大学社会連携推進機構南予水産
研究センター教授を客員教授とし
て招聘するなど、他機関との連携
を積極的に行っている。

平成２３年
１１月３０日

東日本大震災
復興支援に係
る取組につい
て

　被災地の現状を受けて、
岩手大学の強みを復興支援
活動の中からどのように育
てていくのか、そういう視点
も考えてみる必要があるの
ではないか。

　水産部門については実績
がとぼしいこともあり連携を
図りながら進めたい。
　生活支援や教育支援につ
いては文系学部があること、
農学・工学部にも地域づくり
に関わるスタッフが多いこと
など総力を挙げて参画でき
る。

　教育支援部門、生活支援部門、
水産業復興推進部門、ものづくり
産業復興推進部門、農林畜産業復
興推進部門、地域防災教育研究部
門の６つの部門からなる「岩手大
学三陸復興推進本部」を設置し、
四学部の教員が学部横断的に参
画し、各種取組を実施している。

平成２３年
６月２１日

平成２４年度
概算要求につ
いて
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平成２３年
１１月３０日

東日本大震災
復興支援に係
る取組につい
て

　被災者の意欲を活かす形
でタイミング良く活動を進め
てほしい。

　実状に即した推進計画の在
り方、サポートが求められて
おり、そのことも心がけながら
進めたい。

　三陸復興推進本部生活支援部門
地域コミュニティ再建支援班では、
平成２４年度から被災地にスタッフ
を常駐させ、コミュニティーセンター
のコミュニティ調査を継続的に実施
し、被災者の要請にそった具体的
な支援を行うとともに、復興後の新
たなコミュニティ形成への提言を行
う計画である。

平成２５年
６月２８日

平成２４事業
年度に係る業
務の実績につ
いて

シラバス作成について改善
を要するとされているが，科
目の内容によって作成が難
しいのか，あるいは教育を
進めながら講義内容を構築
するなど授業のポリシーに
よるのか，どのような理由が
あるのか。

一部には作成していない科
目もあるが，その理由はシラ
バス作成が学内システムで
の入力作業が必要であり，非
常勤講師等においては学外
からセキュリティ上アクセス出
来ないというハード面での制
約により，進んでいないこと
による。また，集中講義科目
についても，入力締め切り日
において講義内容等がまだ
定まっていないことがあるた
め，未入力となる場合があ
る。

シラバスの登録率は上がったもの
の100％ではないので継続して取り
組みを進めている。

平成２５年
６月２８日

平成２４事業
年度に係る業
務の実績につ
いて

５月２３日・２４日に盛岡で開
催された経済同友会セミ
ナーにおいて，米国のルー
ス大使による基調講演で３
つの視点として，①起業家
に役立つ環境整備，②女性
に投資してより多くの機会を
与え活用する，③若者が国
際的な視野で物事を考えら
れる人間の育成の必要性が
延べられた。
自己評価に限らず，岩手大
学の在り方を考えていく場
合に，この３つの視点を持ち
合わせていることが非常に
大事ではないか。若者が国
際的視野で考えられる指導
を行っていただきたい。ま
た，そういう視点で評価して
いく必要がある。

ルース大使におかれては，経
済同友会セミナーの講演に
先立ち，大学に立ち寄り学生
との対話が行われた。学生か
らは，非常に触発・啓発され
る内容の話し合いができたと
聞いており，特にチャレンジ
精神についてアピールされて
いたとのことであった。これか
らは学生のみならず教職員も
グルーバル化，イノベーショ
ン創出を重要な課題として取
り組んでいきたい。
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平成２５年
６月２８日

平成２６年度
概算要求につ
いて

「次世代航空宇宙推進エン
ジンの研究開発拠点形成」
は，どの程度の内容である
のか。

航空エンジンの翼化型という
のが重要となっており，本学
では要素研究で　ＩＨＩ，東芝な
どとの共同研究があり，角度
とか材質の効率化を行ってい
る。大学単独で航空宇宙研
究所を作るのではなく，要素・
基礎研究を中心に行っていく
ものである。
国内の代表的メーカーと大き
な共同研究を行っている研究
者に加え，その分野の研究
者を新たに採用したので，あ
る意味で拠点を作っていきた
い。

第2期中期目標期間における支援
制度の成果について、科研費等外
部資金の獲得実績及びそれに基
づく費用対効果、Sレベル以上の研
究評価獲得実績等の面から分析を
行った。

平成２５年
６月２８日

平成２６年度
概算要求につ
いて

釜石サテライトが完成したと
いうことで，事業関係者及び
産業界は非常に期待してい
る。岩手大学では水産業分
野はないが，これを機会に
様々な形で参入することに
期待感がある。釜石サテラ
イトは４月から５人の職員が
配置されているが，その５人
だけで仕事をするものでは
ないと思う。盛岡市から行っ
て，仕事をすることになると
思うが，交通機能のアクセ
スの問題も含めて，このサ
テライトをどう活かしていくか
の展望はあるのか。

水産に関しては，SANRIKU
（三陸）水産研究教育拠点形
成事業に基づき，釜石サテラ
イトに特任研究員が配置され
ている。この事業は平成２４
から２７年度の４年間の事業
であるので，事業が終了した
以降にどのように繋げていく
かが今後の課題である。

水産系教育研究組織の設置に向
けて、先進諸外国の水産系教育研
究組織の実態の調査、及び国内の
水産系教育研究組織を有する高等
教育機関調査を実施し、これらを
踏まえてカリキュラム等の検討を
行った。
「地域活性化の中核的拠点」とし
て、地域の再生・活性化に資する
ため、農学部に水産システム学
コースを新設する改組を行った。

平成２５年
１２月２６日

国立大学改革
プランについ
て

岩手大学が，全国国立大学
のトップを切って改革を進め
て欲しい。少子高齢化がこ
れからどんどん進んでいく
わけであり，１０年・２０年先
のことを考えれば，自ずと結
論は見える。そういう中で
あって，岩手大学が存続す
るためにどうしていくかは，
今こそ真っ先に改革に取り
組んで先頭を切ることであ
る。それが出来るかどうか，
実現できるかどうかが問わ
れている。やるべきことは明
確に示されているので，そ
れをやるのか，周りの様子
を見ながら，やむを得なくや
らなければならないとするの
か，そこの選択だと思う。

学長のリーダーシップの発揮
を高めるための特別措置とし
て，平成２６年度予算におい
て１０３億円が措置され、新し
い改革をする法人へ配分さ
れる。来年度には，計画書を
作成することとなるが，従来
の予算取りとは違ったガバナ
ンス改革に踏み込むようなも
のを取り入れることが強く謳
われている。

平成27年度一般運営費交付金（学
長裁量経費）として交付された261
百万円について、支出予算のシー
リング制度導入によって学長裁量
経費を大幅に増額し、戦略的・効
果的な予算配分による学長のリー
ダーシップの強化を図った。
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平成２６年
３月１９日

平成２６年度
国立大学法人
岩手大学年度
計画について

平成２６年度年度計画の策
定に関して新執行部はどの
くらい関わりを持っているの
か。多岐にわたる１０７項目
を計画しているが，これを全
て行うには大変なスタミナが
いる。ある程度重点項目を
絞り込んで実施していかな
ければならない。

年度計画の策定に関しては１
２月頃から作業を始めてお
り，平成２６年度は第２期中
期期間中６年間の５年目にあ
たるため，現役員が責任を
持って頭出しから携わってき
た。１０７項目中でどれを重点
項目とするかは新執行部で
決めていただきたいと考えて
いる。１０７項目全て達成する
ということが最低限必要であ
り，その中から重点項目を決
め実施していくことが必要で
ある。

平成２６年度年度計画１０７項目か
ら以下６項目を重点項目として取り
組むこととした。
・年度計画１６　環境人材育成プロ
グラム
・年度計画２８　学内カンパニー活
動
・年度計画３９　女性研究者への研
究支援
・年度計画４０　女性研究者の裾野
拡大
・年度計画４９　三陸復興推進
・年度計画５２　いわてｱｸﾞﾘﾌﾛﾝﾃｨｱ
ｽｸｰﾙ

平成２６年
３月１９日

平成２６年度
国立大学法人
岩手大学年度
計画について

地域連携推進センターは岩
手大学として全国的に知ら
れているが，地域連携推進
と研究推進というように分け
ることはデメリットよりもメ
リットが大きいと判断された
ことと思うが，メリットがある
と判断した大きな理由は何
か。

地域連携推進センターは，従
来，産学連携が主体であり共
同研究のマッチングが大きな
仕事であった。現在は，生涯
学習や学び直しが注目され
ており，工学・医学系の共同
研究等は研究という位置付け
で学内の研究を含めて一緒
に実施し，学び直し・生涯学
習については別途専門に行
うこととした。特に地域連携推
進センターでは，ＪＳＴ等の補
助を受け地域と連携して子供
たちへの科学教育等を行って
いる。
研究・地域をそれぞれ所管理
事等が担当し，実施すべき内
容を明確化し利点を伸ばして
いきたい。

再建途上の三陸復興と人口減少
にある岩手県のまち・ひと・しごとの
創生を目指して、「三陸復興・地域
創生推進機構」を設置し、新たな地
域創生モデルの構築と地域の持続
的発展に貢献することとした。

平成２６年
３月１９日

学務関係等報
告について

一般的に志願者が増えるこ
とは歓迎することであるが，
志願者が増えると学生の質
が上がるのかあるいは志願
者が減じると学生の質が下
がるのか，志願者数と学生
の質には有意の関係がある
のか。

前期日程入試で２倍，後期日
程入試で３倍の志願者がな
いと大変厳しい状況となる。
今回は一部の学部で大変厳
しい状況があった。志願者が
少ない場合であっても合格上
位者については特に問題が
ないが，合格ライン上の学生
の質が若干落ちるという問題
がある。

入試センターと広報室との連携に
より入試広報を充実させた。オープ
ンキャンパスにおいては平成28年
度の学部改組にともなう「全学改組
説明会」を開催し、参加者も過去最
多となった。また、26年度に引き続
き函館と札幌において、学長によ
るトップセールスの「岩手大学説明
会」を開催した。

平成２６年
１２月２５日

第３期中期目
標・中期計画
の策定につい
て

計画の文章で「岩手大学」
の文言を他大学の名前に変
えても違和感はないような
印象を感じる。岩手大学なら
ではの特徴を入れた方が良
いと思う。

震災復興の取り組みを通じ
て、大学の教育・研究に生か
していくというのがあり、とり
わけ研究については、今まで
岩手の地域に根付いた取り
組みがいろいろあるので、社
会に寄与する形で発展させる
というのが今後の取り組みに
なろうかと思う。それらを文章
化して、正式なものにまとめ
ていく中で具体的に書き込ん
でいきたい。

第３期中期目標・中期計画の策定
にあたっては岩手大学の特徴であ
る「地域を先導する」大学であるこ
とを明確にし、以下のような方向性
を示した。
・グローカル（グローバル×ローカ
ル）な視点も含めた教育・研究・社
会貢献等の活動を展開
・東日本大震災による被災を受け
た地域として復興推進活動を継続
・大学構成員が岩手大学という一
つの組織体としてのアイデンティ
ティを確立



会議開催日  議題・報告事項 委員からの質問・意見 会議席上における本学からの回答 その後の対応等

平成２７年
６月１９日

平成２６事業
年度に係る業
務の実績に関
する報告書
(案)について

１０７項目で評価Ⅲ以上が１
００％となっている。民間が
事業に挑戦する時、相当の
努力をしても達成できない
項目が出てくる。１００％達
成を目的とすると、チャレン
ジ的なことが少なくなり、平
凡的な取組になってしまう恐
れがあるのではないか。

文部科学省からも、大学にお
いてもチャレンジングな取組
を出していただきたいという
要望があるので、今後、チャ
レンジ的な項目を盛り込んで
いきたい。

平成２８事業年度の年度計画を策
定する際には、１０６項目中チャレ
ンジ的な項目を４項目立てて取り
組むこととした。
・年度計画６０　学部横断型教育プ
ログラム「IHATOVOグローバル
コース」の開設準備
・年度計画６１  「IHATOVOグロー
バルコース」の学修成果可視化の
ための整備の開始
・年度計画６２ Global Mileageシス
テムの整備の開始
・年度計画９０　三陸復興・地域創
生推進機構の設置

平成２７年
６月１９日

第３期中期目
標・中期計画
(素案)の提出
について

岩手大学の特徴をこの６年
間の中でもっと明確にしてい
ただきたい。
 ＩＮＳや地域連携などは岩手
大学を特徴づける一つで
あったが、他大学も追随して
きて、先行していたメリットが
充分生かせなくなっている
のではないかと危惧してい
る。

産学連携については、今回、
産学連携や地域連携という
表現ではなく、我々は地域を
先導するという表現をもって、
新しい取組を進めていきた
い。男女共同参画などについ
ても、岩手大学をモデルとし
て地域の企業、自治体に範を
示す。そういう意味での先導
というイメージを持っている。
産学共同研究だけが地域連
携ではなく、もっと広い意味
で、芸術、スポーツ、文化を
含めて大学としては進めてい
きたい。

産学連携や地域連携以外の本学
の特色を表す取り組みとして、以下
の中期計画を盛り込み取り組むこ
ととした。
中期計画２５　女性研究者支援
中期計画２６　地域社会の活性化
を先導するため・・・芸術文化・ス
ポーツ活動等を実施。

平成２７年
１２月１５日

ＣＯＣ＋事業
について

県内の高等教育機関のほと
んどがこういう形の共通の
目標を掲げてプロジェクトを
組むということ自体、野心的
な試みだと思う。県内の高
等教育機関同士が連携し合
うというプロジェクトの運営
自体の経験というものは将
来残ると思うので、ぜひご努
力いただきたい。

いわて高等教育コンソーシア
ムが平成２０年から活動して
きたという実績を持っていて、
ある程度の情報交換は可能
となっている。

平成２８年２月６日開催のいわて高
等教育コンソーシアム理事会にお
いて、COC+事業との連携について
意見交換を行った。

平成２８年
１２月８日

岩手大学財務
レポート2016
について

「貸借対照表のポイント」は
注釈とせず、項目立てて名
称を記載した方が良いので
はないか。

一般の方が見ても分かりや
すいよう改善したいと考えて
いる。

岩手大学財務レポート2017（平成
29年11月27日開催経営協議会議
題）では、「貸借対照表のポイント」
を項目立てて名称を記載すること
で、分かりやすいように改善した。



会議開催日  議題・報告事項 委員からの質問・意見 会議席上における本学からの回答 その後の対応等

平成３０年
１月２９日

平成３１年度
概算要求への
対応について

戦略1「いわて協創人材」育
成の基盤形成」に関する概
算要求資料は、抽象的であ
りアピールが難しい。可能で
あれば海外の大学との具体
的交流事例や、イメージが
湧くような成功事例を加えた
記載とした方が良いのでは
ないか。

具体事例としては、アイスラ
ンドの大学と協定を結び、研
修として毎年約5人の学生が
交流している。アイスランドで
は、地熱発電や水力発電等
の再生エネルギーについて
学び、その経験をもとに岩手
県における地域課題の実践
的な解決に向けて取り組んで
いる。文部科学省への概算
要求の説明では、このような
実績に基づくグローカル教育
の充実についてアピールした
いと考えている。

経営協議会での意見を参考に、関
係機関との連携を強化して国際研
修プログラムを充実させるととも
に、大学全体のグローカル教育の
質を向上させ、更なるネットワーク
拡大と教育環境整備の充実を図る
こととし、概算要求を行った。

平成３０年
１１月１４日

岩手大学財務
レポート２０１８
について

授業料免除と運営費交付金
の関係を明確に記載した方
が良い。

いただいたご意見を踏まえて
来年度は財務レポートを作成
したい。

岩手大学財務レポート２０１９で
は、授業料免除と運営費交付金の
関係を明確に記載した。


