
他大学比較一覧 参考資料　１

大阪市立大学 大阪府立大学 国立大学 横浜市立大学 首都大学東京 北九州市立大学 名古屋市立大学

教育研究
に関する
事項につ
いての評
価の考え
方

【各年度終了時の評価の考え方】
教育・研究に関する事項については、
それぞれの特性に配慮し、認証評価機
関による評価を踏まえることとし、中期
目標期間中においては外形的な進行
状況の確認を行うこととする。

【公立大学法人大阪府立大学にかかる
年度評価の考え方について】
「教育研究等の質の向上」（「地域貢献
等に関する項目」及び「国際化に関する
項目」を除く）に関する項目について
は、教育研究の特性の配慮から、専門
的な観点からの評価は行わない。（法
第79条の規定に基づき、中期目標期間
終了時において、認証評価機関の評価
結果を踏まえて評価する。)

【国立大学法人及び大学共同利用機関
法人の第２期中期目標機関における各
年度終了時の評価に係る実施要領】

【横浜市公立大学法人評価委員会の評
価の考え方と進め方】
法人全体としての業務運営、財務内容
等の経営面を評価する一方で、教育研
究の状況についても、その特性に配慮
し、事業の外形的・客観的な進捗状況
を確認する。

【公立大学法人首都大学東京の業務実
績評価方針及び評価方法】
教育研究に関する事項については、そ
の質の向上に資する施策の達成状況
を評価する。
中期目標期間終了時の評価は、当該
期間終了時までに実施される認証評価
機関の評価も踏まえて実施する。

【公立大学法人北九州市立大学に対す
る評価指針】
教育研究の質の向上に関する事項に
ついて、専門的観点からの評価は行わ
ない。具体的には、「学士、修士及び博
士課程の教育内容・方法等」、「研究活
動と研究環境」については、客観的な
進行状況のみを把握する。

【公立大学法人名古屋市立大学の年度
評価実施要領】
大学の教育研究等の質の向上に関す
る項目のうち、その特性に配慮すべき
項目については専門的な観点からの評
価は行わないものとする。
（公立大学として地域社会とより密接な
連携が求められる社会貢献、附属病院
等の項目については、具体的な項目等
に関し、法人との協議のうえ、達成状況
の評価を行うものとする。）

小項目評
価
（法人の
自己評
価）

・特に進捗している
当該年度中に予定より早期に実施した
場合
中期計画期間中に予定より早期に実施
が見込める場合
成果の質又は量が当初の予定を大幅
に上回る場合
・進捗している
当該年度中に実施した場合
中期計画期間中の予定の時期に実施
が見込める場合
・おおむね進捗している
実施が翌年度の第1四半期にずれ込む
が確実な実施が見込める場合
中期計画期間中に、予定より１年程度
の遅れで実施が見込める場合
・実施にあたって課題がある
当該年度中に実施できなかった場合
中期期間中の実施について、計画設定
そのものに問題がある場合

Ⅴ：年度計画を大幅に上回ってる（特に
認める場合）
Ⅳ：年度計画を上回って実施している
Ⅲ：年度計画を順調に実施している
Ⅱ：年度計画を十分に実施できていな
い
Ⅰ：年度計画を大幅に下回っている

○教育研究等について※段階別評価
なし
年度計画の小項目（内容によっては複
数の項目）ごとの進捗状況の自己点検
を行い、業務実績報告書において、年
度計画の記載項目ごとに事業の外形
的・客観的な進捗状況を記述式により
記載する。（５段階による評価は行わな
い。）

Ⅳ：年度計画を上回って実施している
Ⅲ：年度計画を十分に実施している
Ⅱ：年度計画を十分には実施できてい
ない
Ⅰ：年度計画を実施していない

○教育研究等について※段階別評価
なし
「教育研究等の質の向上の状況」につ
いては、業務実績報告書の「全体的な
状況｝欄に総括して記載する。

A：年度計画を上回って実施している
B：年度計画を順調に実施している
C：年度計画を十分に実施できていない
D：年度計画を実施していない

S：年度計画を予定より大幅に上回って
いる（顕著な実績又は特に優れた成果
が認められるもの）
A：年度計画を予定どおり実施（達成度
がおおむね９０％以上と認められるも
の）
B：年度計画の実施状況が当初予定を
下回っている（達成度が６０％以上９
０％未満と認められるもの）
C：年度計画の実施状況が予定を大幅
に下回っている。若しくは年度計画を実
施していない（達成度が６０％未満と認
められるもの）

Ⅳ：年度計画を上回って実施している
Ⅲ：年度計画を概ね順調に実施してい
る
Ⅱ：年度計画を十分に実施できていな
い
Ⅰ：年度計画を実施していない

Ⅳ年度計画を上回って実施している
Ⅲ年度計画を順調に実施している
Ⅱ年度計画を十分に実施できていない
Ⅰ年度計画を大幅に下回っている

○教育研究等について※段階別評価
なし
業務実績報告書において、年度計画の
小項目ごとに自己点検を行い、事業の
外形的・客観的な進捗状況を記載す
る。

大項目評
価
（評価委
員会評
価）

―
（項目別に総合的に評価）

S：特筆すべき進捗状況（特に認める場
合）
A：計画どおり（すべてⅢ～Ⅴ）
B：おおむね計画どおり（Ⅲ～Ⅴが９割）
C：やや遅れている（Ⅲ～Ⅴが９割未
満）
D：重大な改善事項あり（特に認める場
合）

○教育研究等について※段階別評価
なし

・中期計画の達成に向けて特筆すべき
進捗状況にある（特に認める場合）
・中期計画の達成に向けて順調に進ん
でいる（すべてⅢ～Ⅳ）
・中期計画の達成に向けておおむね順
調に進んでいる（Ⅲ～Ⅳが９割）
・中期計画の達成に向けてはやや遅れ
ている（Ⅲ～Ⅳが９割未満）
・中期計画の達成のためには重大な改
善事項がある（特に認める場合）

※上記判断基準は目安であり、各法人
の諸事情を勘案して総合的に判断す
る。
※各法人がウェイト付けした事項を勘
案し、評価する。
※学士・修士・博士・専門職学位課程ご
との収容定員の充足率が一定程度
（90％）以上となっているかどうか勘案
し、評価する。

○教育研究等について※段階別評価
なし

A：年度計画を上回って実施している
B：年度計画を順調に実施している
C：年度計画を十分に実施できていない
D：年度計画を実施していない

１：年度計画を順調に実施している
２：年度計画をおおむね順調に実施して
いる
３：年度計画を十分実施できていない
４：業務の大幅な見直し、改善が必要で
ある（特に認める場合）

S：特筆すべき進捗状況（特に認める場
合）
A：計画どおり（すべてⅣまたはⅢ）
B：おおむね計画どおり（ⅣまたはⅢが
９割）
C：やや遅れている（ⅣまたはⅢが９割
未満）
D：重大な改善事項あり（特に認める場
合）

S特筆すべき進捗状況（特に認める場
合）
A計画どおり（すべてⅣまたはⅢ）
Bおおむね計画どおり（ⅣまたはⅢが９
割）
Cやや遅れている（ⅣまたはⅢが９割未
満）
D重大な改善事項あり（特に認める場
合）

※小項目が数が10未満の大項目で「Ⅲ
～Ⅳが９割未満」の場合については、
Ⅱ以下となった項目の重要性・計画の
実施状況を等を勘案したうえで、評価
委員会が総合的に評価し決定する。

○教育研究等について※段階別評価
なし

○教育研究に関する事項の評価の考え方について ○小項目評価について
・大阪府立大学・国立大学・名古屋市立大学 ・大阪府のみ５段階で評価している。他大学は４段階評価を実施している。
　教育研究について、教育研究の特性の配慮から専門的な視点からの評価は行わない。 ・首都大学東京は達成度（％）にて評価している。
　年度項目の記載項目ごとに外形的・客観的な進捗状況を記載する。

○大項目評価について
・大阪市立大学は段階別評価を行わず、総合的に評価している。
・大阪府立大学・国立大学・北九州市立大学・名古屋市立大学
　５段階で評価している。小項目評価の数により評価が決まる。
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参考資料 ２ 

各年度終了時の評価の考え方 

 

１ 評価の基本方針 

（１） 中期目標の達成に向け、年度計画の評価を通じて、公立大学法人大阪市立大学

（以下「法人」という。）の中期計画の進行状況を確認する。 

（２） 評価を通じて、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示す。 

（３） 法人の業務運営の改善・向上に資する。 

（４） 教育・研究に関する事項については、それぞれの特性に配慮し、認証評価機関に

よる評価を踏まえることとし、中期目標期間中においては外形的な進行状況の確

認を行うこととする。 

 

２ 評価方法 

評価は「項目別評価」と「全体的評価」による。 

（１） 項目別評価（５項目） 

年度計画に掲げる各項目について、進捗状況の確認及び評価を行う。 

①教育研究等の質の向上を達成するための措置 

②業務運営の改善及び効率化に関する措置 

③財務内容の改善に関する措置 

④自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

⑤その他業務運営に関する重要事項 

※ 教育・研究に関する事項については、当該年度において計画が達成された場合を除

き、外形的な進行状況の確認を行う。 

評価については、大学の教育･研究･地域貢献の活性化、法人の業務運営の改善

等に資するよう、簡潔な表現で示すとともに、必要に応じて理由等を付すことを

基本とする。 

なお、法人は小項目ごとに計画と取組実績を勘案し、次に掲げる記入要領によ

り自己評価を記入する。 

ただし、中期計画期間の最終年度の自己評価については、次の下線（波線）部

分を削除する。 

 

「特に進捗している。」 

・当該年度中に、予定より早期に実施した場合 

・中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合 

・成果の質又は量が当初の目標を上回る場合 

「進捗している。」 

・当該年度中に実施した場合 

・中期計画期間中の予定の時期に実施が見込める場合 

「おおむね進捗している」 

・実施時期が次年度の第１四半期にずれこむが確実な実施が見込める場合 

（次年度の年度計画に影響しない場合に限る。） 

・中期計画期間中に、予定より１年度程度の遅れで実施が見込める場合 
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参考資料 ２ 

「実施にあたって課題がある」 

・当該年度中に実施できなかった場合 

・中期計画期間中の実施について、計画の設定そのものに問題がある場合 

 

（２）全体的評価 

項目別評価の結果を踏まえ、教育･研究及び大学運営について簡潔な文章で総合的

な評価を行う。 

 

３ 評価結果の活用 

法人は、教育・研究及び大学運営にかかる業務改善等について、評価結果を活用する。 

 

４ 評価の進め方 

（１） 法人は当該事業年度における「業務実績報告書」を翌年度５月末までに評価委員

会に提出する。 

 法人は、評価の参考として、全学評価委員会が作成した「自己点検・自己評価

報告書」を併せて提出する。 

（２） 公立大学法人評価委員会は、法人が提出した業務実績報告書及び自己点検・評価

報告書に基づき、年度計画の実施状況の確認及び評価を行い、評価結果を公立大

学法人に通知するとともに、市長に報告する。 
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参考資料 ３ 

各年度終了時の評価手順について 

 

公立大学法人大阪市立大学（以下「法人」という。）にかかる各年度の業務実績評価は、

教育・研究の特性や大学運営の自主性・自律性などを考慮し、以下に示す方法により実施

する。 

 

１ 項目別評価 

（１） 小項目評価 

① 法人の自己評価 

法人は、業務実績報告書に、年度計画の小項目ごとに当該年度の「取組実績」を

記入する。なお、法人として特に力を入れた取組があれば、その旨を注記する。 

また、法人は、計画及び取組実績を勘案し、次に掲げる記入要領により自己評価

を記入するとともにその判断根拠を示す。 

ただし、中期計画期間の最終年度の自己評価については、次の下線（波線）部分

を削除する。 

 

「特に進捗している。」 

・当該年度中に、予定より早期に実施した場合 

・中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合 

・成果の質又は量が当初の目標を上回る場合 

「進捗している。」 

・当該年度中に実施した場合 

・中期計画期間中の予定の時期に実施が見込める場合 

「おおむね進捗している」 

・実施時期が次年度の第１四半期にずれこむが確実な実施が見込める場合 

（次年度の年度計画に影響しない場合に限る。） 

・中期計画期間中に、予定より１年度程度の遅れで実施が見込める場合 

「実施にあたって課題がある」 

・当該年度中に実施できなかった場合 

・中期計画期間中の実施について、計画の設定そのものに問題がある場合 

 

② 公立大学法人評価委員会の評価 

公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、年度計画の小項目

ごとに、法人の記入した自己評価を検討し、その妥当性について確認を行う。 

法人の自己評価の妥当性に疑義のある場合はその旨を項目別評価に盛り込む。 

 

（２）大項目評価 

評価委員会は、小項目ごとの取組実績、法人の自己評価等を総合的に勘案し、次に掲

げる大項目ごとに、簡潔な文章により、総合的な評価を行う。 

 

①教育研究等の質の向上を達成するための措置 
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参考資料 ３ 

②業務運営の改善及び効率化に関する措置 

③財務内容の改善に関する措置 

④自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

⑤その他業務運営に関する重要事項 

 

なお、法人の経営や大学の教育研究活動について特筆すべき点や、今後の取組にかか

る課題がある場合には、簡潔な文章による意見を付す。 

 

２ 全体的評価 

評価委員会は、中期計画の進行状況について、特筆すべき点や課題がある点を中心に、

簡潔な文章により評価を行う。 
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参考資料 ４ 

 

公立大学法人大阪市立大学 平成23年度業務実績報告書 

及び第一期中期目標（平成18～23年度）に係る業務実績報告書 作成要領 

 

本要領は、大阪市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）に対し、公

立大学法人大阪市立大学（以下「法人」という。）が平成24年度に提出する業務実績報告

書の記載方法等について、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 全体的留意事項 

評価委員会は、平成24年度中に法人の平成23年度評価（年度評価）、第一期中期目標

に係る評価（中期目標評価）を同時に行うこととしている。いずれも法人の業務実績報

告書を基とする評価であることから、次の各点に十分留意すること。 

・ これまで評価委員会が指摘してきた点を踏まえ、統一的、客観的な自己点検及び評

価を徹底すること。（「５ その他留意事項」も参照のこと。） 

・ 同じく、中期計画・年度計画の具体的な達成水準を意識し、それを明示すること。 

また、それぞれの達成状況を具体的に示すため、業務実績の記載は、数値指標又は具

体的な記述（優れた成果を出した取組、注目すべき質の向上がある、特色ある取組）

により行うこと。 

・ “取組実績”と“判断根拠”を明確に書き分け、また、真に判断根拠となる挙証資

料を添付すること。（「４ 附属資料」も参照のこと。） 

・ 法人が大阪市民への説明責任を果たす観点から、簡潔・明瞭かつわかりやすい記載

とすること。 

 

２ 様式 

業務実績報告書は、23年度実績分・第一期中期目標実績分を合わせて一体の様式（別

紙）として作成する。報告書の構成要素は、次項のとおり、原則として過年度の様式と

同一とする。 

 

３ 記述方法 

(1) 大学の概要 

原則として、過年度の業務実績報告書の例（下記）に従い記載すること。 

【記載項目】 

Ⅰ 現況 

①大学名 ②所在地 ③役員の状況 ④学部・研究科の構成 

⑤学生数・教職員数（平成23年５月１日現在） 

Ⅱ 大学の基本的な目標等 

 

(2) 業務実績報告書の概要 

23年度実績については、原則として、過年度の業務実績報告書の例に従い作成するこ

と。（総括、項目別の特筆事項） 
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あわせて、第一期中期計画の全体的な取組実績について、総括的に記載すること。 

 

(3) 小項目（中期計画）別の状況 

ア 23年度実績 

「１ 全体的留意事項」に留意した上で、過年度の業務実績報告書の例に従い、「各

年度終了時の評価手順」に則って作成すること。ただし、法人自己評価については、次

に掲げる記入要領により行うこと。 

特に進捗している 

・ 当該年度中に、予定より早期に実施した場合 

・ 成果の質又は量が当初の目標を上回る場合 

進捗している 

・ 当該年度中に実施した場合 

おおむね進捗している 

・ 実施時期が次年度の第１四半期にずれこむが確実な実施が見込める場合 

（次年度の年度計画に影響しない場合に限る。） 

実施にあたって課題がある 

・ 当該年度中に実施できなかった場合 

・ 中期計画期間中の実施について、計画の設定そのものに問題がある場合 

 

イ 第一期中期目標期間の実績 

「１ 全体的留意事項」に留意した上で、中期計画ごとに具体目標を明記し、計画と

取組実績を勘案して、次に掲げる記入要領により法人自己評価を行い、その取組実績・

判断根拠を記載すること。 

Ⅳ：中期計画を上回って実施した 

・ 具体目標の水準を上回って実施した場合 

Ⅲ：中期計画を十分に実施した 

・ 具体目標の水準を確実に実施した場合 

Ⅱ：中期計画を十分には実施できなかった 

・ 事前評価実施以降の課題発生等により、具体目標の水準を下回っている場合 

（課題等を明記すること） 

Ⅰ：中期計画を実施していない 

・ 実質的に実施に至っていない場合（課題等を明記すること） 

 

・ 中期目標の達成状況を確認する観点から、18年度以降の実績の変化を、可能な限り

数値で示し、18年度との比較を意識した記述とすること。 

・ 各学部・研究科等の取組に関する事項については、中期計画に記載している目標・

水準との関連付けを充分考慮した上で、法人全体として、中期計画の達成状況の自

己評価を行うこと。 

・ 教育・研究に関する項目については、中期計画上の外形的な取組実績だけでなく、
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「第一期中期目標期間において、質的にどの程度向上・改善が図られたか」という

観点からの記載を盛り込むこと。 

 

４ 附属資料 

評価委員会における評価作業を効率的・効果的に実施するため、本体業務実績報告書

に添付して、以下の附属資料を提出すること。 

【23年度実績・第一期中期目標実績共通】 

・ 法人（大学）の基本的な統計データ（経年比較可能なもの） 

・ 判断根拠の挙証資料 

※ ただし、23年度実績の資料をもって説明可能である場合は、第一期中期目標

実績分を重複して提出する必要はない。 

・ 部局別取組実績報告書 

 

【23年度実績関係】 

・ 22年度評価において意見指摘された個別項目の取組状況 

 

５ その他留意事項 

平成23年度、及び第一期中期目標に係る業務実績報告書の作成に際して、特に次の点

について留意すること。 

・ それぞれの判断根拠を記載するにあたっては、それぞれの計画や達成水準と実績と

を比較し、自己評価を導いた根拠を的確に記載すること。 

・ 年度評価における「進捗している」、第一期中期目標評価における「Ⅲ：中期計画

を十分に実施した」以外の自己評価とする際には、どの取組が、あるいはどの数値

が、上回った（あるいは、下回った）のかが分かるように記載すること。また、下

回っている場合には、課題と、第二期中期目標期間に向けた今後の対応方針を記載

すること。 

・ 「４ 附属資料」は、これまで各年度の業務実績報告書に添付された膨大な関連資

料をそのまま出す必要はなく、取組実績の内容や成果を証明する資料のみを精査し

て添付すること。省力化のためにも、実質的に関係のない資料は極力つけないこと。 
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