
　今年度の公立大学協会の事業計画
の重点課題のうち、第 3委員会は「大
学マネジメントの課題」と「分野・
領域別大学改革支援（芸術系分野の
課題）」を担当している。委員会は、
9 人で構成し、7 月 25 日に第 1 回委
員会を開催した。以下に、今年度の
委員会活動の概要を紹介する。

1　認証評価及び公立大学法人評
　価に関する調査・検討
　公立大学法人は、自治体が設置す
る評価委員会によって年度評価及び
中期目標期間の業務実績評価を受け
ることが定められている。しかし、
評価委員会の委員構成や評価方法は
自治体毎に異なるため、公立大学法
人共通の評価モデルが整備されてい
ないという問題がある。一方、認証
評価についても、大学評価・学位授
与機構と大学基準協会のいずれを選
択するかによって評価の項目や手順
が異なるため、各大学がそれぞれ認
証機関に対応しているのが現状であ
る。
　本委員会では、法人評価委員会の
構成、自治体・評価委員会・大学の
関係、目的積立金の認定、法人評価
における認証評価の位置付け、評価
の還元と活用等について調査し、公
立大学及び公立大学法人特有の課題
を整理した上で会員校に情報提供し
たい。

2　教育情報公表の推進
　文部科学省の「大学における教育
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公立大学は 81大学となりました。

公立大学協会副会長　第 3委員会委員長　浅田 尚紀（広島市立大学長）

情報の活用支援と公表の促進に関す
る協力者会議」が 6月から 8 月まで
計 6 回開催され、本協会からの特別
委員として出席した。本年 4月から
学校教育法施行規則に沿った教育情
報の公表が義務付けられ、大学教育
の質の保証・向上と社会に対する説
明責任の観点から、教育情報の公表・
活用について国公私立大学、短大、
高校、企業、大学評価機関等の委員
が意見交換を行った。
　本協会では、昨年度本委員会にお
いて教育情報公表のガイドラインを
作成し、組織的に教育情報の公表を
進めてきたこともあり、設置形態別
で見ると公立大学の対応が最も進ん
でいる。今後は、全会員校の協会
Web への登録を早期に実現し、定期
的な情報更新に向けた課題を整理す
るとともに、公立大学実態調査の実
施とその整理・公表についても検討
を進めたい。

3　人事制度に関する検討
　法人職員の交流研修については、
昨年度からの検討を継続し、公立大
学法人間に加えて文部科学省や本協
会との人事交流の必要性・実施状況
について情報を収集する。
　一方、教員の流動性については、
過去数年間の教員の転出・転入・退
職の状況を調査し、国公私立大学や
その他の研究機関との交流実績を分
析し、教員の流動性向上に向けた課
題を検討したい。

4　大学の危機管理
　入試業務（第 2委員会担当）を除
く大学運営全体の危機管理体制につ
いて、各大学の状況を調査し課題の
分析を行う。また、学内外の様々な
トラブル発生時の情報共有、指揮系
統、役割分担などについて各大学の
対応状況を調査し情報提供したい。

5　芸術系分野の課題
　芸術大学及び芸術系学部は公立大
学の特色の一つである。11 大学が参
加する芸術部会と連携し、芸術系分
野の課題解決に向けた支援を行いた
い。

＊　　＊　　＊
　なお、本委員会が所掌する SD セ
ミナーとして、7 月 20 日から 22 日
にかけて公立大学職員セミナーを、7
月 28 日から 8月 4日にかけて公立大
学法人会計セミナーを実施した。い
ずれも回を重ねるごとに内容が充実
し、参加者からも「公立大学職員が
交流する貴重な場であり職能向上に
資する」と高い評価を受けている。
今後は、SD作業部会と財務会計関連
の作業部会を立ち上げ、今年度の総
括と来年度の企画に向けて検討を進
めたい。

平成23年度 第3委員会の活動について

1995年より広島市
立大学情報科学部教
授。副学長等を経て、
2006年より学長。専
門領域は画像情報処
理。工学博士。
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シンポジウム開催報告
愛知県立大学 教育福祉学部
准教授　藤田博仁

ディスカッションでは学生からも多くの発言がありました

「東日本大震災復興支援学生ボランティア車座シンポジウム
～公立大学が連携した取組報告を中心に～」を開催
　10月2日に「東日本大震災復興支援学生ボランティア車座シンポジウム～公立大学が連携した取組報告を中心に～」を開催いたしました
（東京グランドホテルにて）。このシンポジウムを中心となって企画した「東日本大震災の復興に係る学生ボランティア等に関する作業部会」
の藤田博仁委員から開催報告を、また、同作業部会の竹内正吉主査から作業部会の活動について、ご寄稿いただきました。

　東日本大震災の被災地や被災者に
対し、各公立大学は大勢の震災復興
支援ボランティアを派遣してきまし
た。公立大学協会が公表している数
字を基に、参加大学や学生数を藤田
が集計した結果、32大学・延べ約2,350
人でした（平成 23 年 9 月 20 日現在）。
参加の報告がない大学もあり、今後
正確な人数が把握されれば、その数
はさらに増大するものと思われます。

■車座シンポ開催
　10 月 2 日（日）、東京グランドホテ
ルで震災復興支援ボランティアに参
加した学生を中心に、車座シンポジ
ウムが開催されました。当日は、教
職員、学生等、約 80 人が集まり、大
盛況でした。
　全体の構成は、最初に岩手県立大
学・佐々木民夫副学長より「いわて
GINGA-NETプロジェクト」を中心に
した 3・11 以降の同大の取組み状況を
中心に報告があり、次いで、8 大学

の学生から実際のボランティア活動
の内容と活動を通して感じた様々な
思いが報告されました。今回の車座
シンポは、ボランティア活動に参加
した学生の「率直な声」に耳を傾ける
ことを中心に企画されたものですが、
目的は十分果たせたと思います。
　学生の報告は、それぞれの派遣形
態ごとに行われました。福島県立医
科大学からは、震災や津波による被
災者に対する独自の医療活動、放射
能汚染に不安を抱える住民とのふれ
あい等、生々しい報告でした。宮城
大学、兵庫県立大学、大阪市立大学
からは、宮城県内を中心に、大学間
及び自治体との連携による「傾聴ボラ
ンティア」などについての報告があり
ました。岩手県立大学、静岡県立大学、
愛知県立大学、大阪府立大学からは、
「いわてGINGA-NETプロジェクト」
との連携によるコミュニティー作り
を目指した仮設住宅でのサロン活動
の報告でした。
　シンポジウムの後半は、各パネリ
ストからの意見や提案がありました。
文部科学省大学振興課・石橋晶課長補
佐からは、文部科学省が示した震災

ボランティアと単位認定について説
明を受けました。岩手県立大学・山本
克彦准教授からは震災ボランティア
活動と教育効果の関係について、愛
知県立大学・藤田は震災復興支援にお
ける大学の果たすべき意義と役割に
ついて、それぞれ提案がありました。

■特別企画シンポへの期待
　今回のシンポジウムでは、ボラン
ティア活動を通して、学生が 20 年前
後の人生で初めてといっても言い過
ぎではない経験を何とか言葉にして
力強く発する姿が熱気として伝わっ
てきました。参加者一同、学生の迫
力に圧倒される思いでした。今後、
学生が発したこのエネルギーを大学
教育の現場でどのような方向に導い
ていくか、正に公立大学の真価が問
われている気がしました。
　今回の車座シンポジウムが、11 月
10 日の特別企画シンポジウム「震災
復興とこれからの大学教育」（大阪国
際会議場にて開催）へとつながり、さ
らに活発な議論が展開されることを
願っております。

上・下：活動報告を発表する学生
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第 3回作業部会の様子

学生に対し行ったアンケート用紙。合
計 1,000名以上から回答を得た。

　本誌前号でも紹介のあったとおり、
本作業部会は公立大学協会の震災復
興支援特別委員会のもとに設置され、
学生ボランティアの派遣支援や学生
の復興支援活動の教育的効果に関す
る調査・研究に取組んでいます。
　7月 13 日には第 1回作業部会を大
阪で開催し、公立大学における大学
独自の学生ボランティア派遣の取組
みや、派遣に向けた事前研修等の実
施状況が報告され、学生ボランティ
アを派遣する際の問題点などについ
て議論を行いました。
　派遣する際の問題点としては、被
災地のニーズ情報の取得方法、学生
の安全確保、派遣にかかる費用調達
などが考えられ、被災県にある公立
大学との連携を強化する必要がある
との意見の一致をみました。また、
本年の夏休みの学生ボランティア派
遣事業としては岩手県立大学の「いわ
て GINGA-NET プロジェクト」の支
援を行い、同時に同事業に参加した
学生に対するアンケート調査の実施
を決定しました。このアンケートの
目的は、災害ボランティアの経験を
通した大学生の意識の変化を調査し、
今後の大学教育を考える課題として
検証することです。また、学生たち
の意見交換の場からも検証を進めよ
うと、復興支援ボランティアに参加
した学生によるシンポジウムを、10
月 2 日に東京で行うことが決まりま
した。

　第 2 回作業部会は 9 月 6 日に岩手
県立大学アイーナキャンパスで開催
し、「いわてGINGA-NETプロジェク
ト」の実施状況、アンケート調査の進
捗状況について、経過報告を受けま
した。さらに 10 月 2 日のシンポジウ
ムの内容について協議し、被災地（岩
手、宮城、福島）にある公立大学の学
生に続き、被災地以外の公立大学の
学生の報告を行った後、報告した学
生によるパネルディスカッションを
行うことが決まりました。最後に学
生の復興支援活動の教育的効果に関
する調査・研究については、学生に対
するアンケート結果を踏まえて検討
を進めることとなりました。
　第 3回作業部会は、10 月 2 日シン
ポジウム当日の午前中に開催、まず
公立大学が組織として取組む事業の
課題を整理するために会員校に対す
る調査を実施することとしました。
　防災や災害復興支援に関する教育
の重要性についても検討を行い、教
育組織など条件が異なったとしても、
全学的な取組みとして防災教育、復
興支援教育が必要ではないかとの結
論に至りました。また、日常的に活
動する学生ボランティア組織の果た
す役割について意見交換を行いまし
た。最後に、災害復興時における対
応も公立大学に求められる重要な役
割であり、それぞれの公立大学が何
にどう取り組めるのか、社会に広く
発信しておくべきだとの意見もあり

ました。
　東日本大震災の発生からすでに
8 ヶ月が過ぎようとしています。今
回の被災地は広範囲に亘り、特に福
島県では原発事故で復興が遅れてい
ることもあり、被災地ではこれから
も復興に向けた支援を必要としてい
ます。本作業部会は、災害復興支援
における大学生の取組みの可能性と
課題を大切に受け止め、災害復興支
援活動から見えてくる大学教育の進
むべき方向性についてしっかりと検
討を進める予定です。

プレゼンテーション資料より（いわてGINGA-NET
プロジェクトの活動「お茶っ子サロン」）

東日本大震災の復興に係る学生ボランティア等に関する作業部会の活動経過報告
東日本大震災の復興に係る学生ボランティア等に関する作業部会　主査　竹内正吉 （大阪府立大学副学長）

【プログラム】
1　開会挨拶　竹内正吉　　（大阪府立大学副学長・学生センター長）
2　状況報告　佐々木民夫　（岩手県立大学副学長）
3　公立大学生による活動報告と問題提起
　　①「震災直後の医大生としてのボランティア活動」（福島県立医科大学）
　　②「自治体連携・大学連携による支援」（宮城大学／兵庫県立大学／大阪市立大学）
　　③「いわて GINGA-NETプロジェクトの取組み ― 多くの大学の連携」
　　　（岩手県立大学／静岡県立大学／愛知県立大学／大阪府立大学）
4　パネルディスカッション
　　モデレータ :大阪府立大学　竹内正吉 副学長・学生センター長
　　パネリスト :岩手県立大学　山本克彦 准教授・災害復興支援センター副センター長
　　　　　　　   愛知県立大学　藤田博仁 准教授
　　　　　　　   文部科学省　　石橋 晶　大学振興課 課長補佐
　　　　　　　   学生発表者の皆さん 
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公立大学の職員を対象に 2つのセミナーを開催
　7月20日（水）～22日（金）、東京・国立オリンピック記念青少年総合センターにて公立大学職員セミナーを、7月28日（木）・8月1日（月）～4
日（木）には、大阪と東京をそれぞれ会場にして公立大学法人会計セミナーを開催いたしました。
　各セミナーで講師を務めていただいたお二人と、職員セミナーに参加された方に感想をご寄稿いただきました。

管理職や経営者に責任がありますの
で、職員の育成方針や方法について
各大学で十分に議論することと、個々
の職員の育成プランを作成すること
が必要です。
　職員組織の活性化の身近な方法と
しては、各セクションでのマニュア
ル作成とOJTが、どんなに忙しくて
も必要です。特に、ルーチンが多い
セクションでは有効です。また、公
立大学協会の HP の中で OJT やマ
ニュアル事例集を掲載したり、情報
交換のための SNS も、同様な問題を
抱えている大学には効果があります。
　危機管理、職員の活性化、外部資
金獲得、受験生確保などの課題別研
修、事務局長、課長、係長などの階
層別研修は、共通のテーマですから、
公立大学で行うと効率的でしょう。

公立大学職員育成の機は熟して来た
愛知県立大学
春日井 隆司

　先の公立大学職員セミナーの壇上
で、参加者の皆さんの何かをつかも
うという真剣な表情やリアクション
に興奮させられました。また、その
後の分科会でのディスカッションや
セミナー終了後の意見交換から、研
修プランと実施方法をまとめること
の必要性を実感しました。
　多くの公立大学は設置団体からの派
遣、プロパー職員、契約職員など多様
な職種構成になっています。また、職
員のキャリアやスキルの活用、育成プ
ログラムが十分だとは言えません。こ
のような環境が、職員組織の停滞や職
員の孤立化、政策提案力の欠如など、
組織力の低下の原因になっているので
はないかと考えられます。
　大学改革や特色化のために職員組
織の活性化は欠かすことができませ
ん。それにはまず、多様な職員のキャ
リア・スキルを活用し育てることで
す。これはマネジメントですから、

　一方、各大学では、課題解決の中
で職員を育成すれば、即戦力を身に
つけさせることができます。特に、
ワーキンググループでの課題検討、
予算や権限を委譲したプロジェクト
を使い分けすることも有効です。
　「職員の情熱や多様なキャリア・ス
キルを活かし育てるため」の具体策を
教職員で議論し、育成プランを策定・
実行すべき時期が来ています。

会計セミナーでの講演を終えて
名古屋市立大学
内山 達雄

　今年度の会計セミナーでは、各大
学からの要望を受けて、初の試みと
して経理担当初級者向きのセミナー
を行いました。そのセミナーの講師
を、協会からの依頼を受けて私が引
き受けることになりました。
　セミナーのテキストは、名古屋市
立大学で実際に利用している研修資
料を公立大学法人全体で利用できる
よう加筆修正して作成しました。
　今回のセミナーは、名古屋市立大

の先生方との連携は、完成した研修
資料を確認していただくに留まりま
した。会計セミナーは、「Ⅰ 会計事
務の概要」「Ⅱ 会計制度の基礎」
「Ⅲ 会計事務の実際」と連続して
開催されたため、研修資料作成の段
階でもっと意見交換を行い、連続性
の保てる研修資料が作成できれば良
かったと思います。
　最後になりましたが、今回の研修
にご協力いただきました公認会計士
の先生方や公立大学協会の皆さん、
研修に参加していただいた皆さん、
そしてセミナー講師としての派遣に
ご理解をいただきました名古屋市立
大学の皆さん、本当にありがとうご
ざいました。

学の研修資料や運用をベースとして
いるため、運用も異なる他大学の職
員の方に本当に役立つのか、最後ま
で不安でしたが、実際に研修を行っ
た後の感想では、「大学の現場目線
に立っていて分かりやすかった」
「経理担当課の職員だけではなく、
現場に所属している職員にも受講さ
せたかった」等、概ね好評をいただ
きました。一方で、「内容の割りに
は時間が少ない」といった意見もあ
り、この点については、研修内容を
精査するか、もう少し講義の時間を
取るか、検証する必要があるかと思
います。
　今回の会計セミナーでは、準備す
る時間が短かったため、公認会計士

平成 23年度公立大学職員セミナーの主なプログラム（敬称略）
7月 20日（水）～ 22日（金）
■講演「地域と連携した教育実践と公立大学職員への期待～職員の政策形成能力を活かす大学づくり」
　　高崎経済大学　副学長　大宮 登
■ワークショップ「公立大学職員の課題発見」
■講演「公立大学職員の課題」　愛知県立大学　春日井 隆司
■講演「地域が求める大学づくり～大学職員の使命とは？」　高知工科大学　福田 直史
■分科会　（初任者分科会／企画・総務・人事系分科会／教務・学生系分科会）
■講演「大学と地域との連携～地方行政の視点から～」　石川県企画振興部　次長　石丸 成人
■地区別分科会（6地区）　「地域の大学職員の連携について」

44名が参加した企画・総務・人事系分科会の一コマ
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●秋田県立大学　立石 真

　上司に勧められ参加したので、講演や他大学職員
との交流を通して多くのものを持ち帰ることができ
ればという心持ちでいました。
　今まで受けたセミナーと異なり、講演の内容や
ワークショップのテーマがすべて大学に関係してい
ることをとても新鮮に感じました。中でもワーク
ショップで、所属や雇用形態、職歴が違う方々と意
見交換ができたことは、大学の特色や組織構造の違
いを実感するとともに、多くのことに気が付くこと
ができ、とても有意義でした。また、疑問に対して
の有益な情報や考え方を教えていただき、セミナー
に参加した意義を強めることができました。
　一方で、自身の大学や所属にも目を向け、勤めて
いる大学がどのような事をしているのか、何が強み
なのかをきちんと理解すること、そしてそれらを紹
介する能力を身につける重要性と、その機会を無駄
にしない努力が必要だと感じました。
　今後も機会があればぜひ参加したいと思います。

●首都大学東京　谷川 美の理
　「新卒・入職後3ヶ月」という時期の参加は、私
にとって大きな意味がありました。
　本法人職員や都内の私立大学の方との交流はあっ
ても、他の公立大学の方々とお話をしたことはあり
ませんでした。社会人生活はもちろん、大学職員な
らではの悩みが生じ始めていた頃に、同じ公立大学
の方々とお話できたことで、「公立大学」に共通の
課題を知ることができ、「困っているのは自分だけ
じゃない」と肩の力を抜くこともできました。悩み
を単なる不満で終わらせず、この先への課題として
働きかけて行きたいと考えています。
　各講演では公立大学をリードする事例をお話いた
だき、「本学に足りないものは何か」「事例に負け
ない本学の強みは何か」といったことを自分なりに
考えるきっかけも生まれました。目の前のことから
時には離れて、角度を変えて考える重要性を改めて
学んだ気持ちです。
　これからも他大学の皆さまとのご縁を大切にし、
よりよい公立大学を創って行きたいと思います。

●山梨県立大学　倉田 洋和

　この４月から大学に勤務した私にとって、今回が
公立大学に関する知識を基礎から学ぶ初めての機会

グループセッションでは課題を整理し共有することから始めました 話し合いの結果はグループ全員で発表

職員セミナー 参加者の声―本セミナーには46大学より102名の参加がありました。その感想の一部をお届けします。
でした。
　初日は台風の影響で情報交換会からの参加でした
が、翌日午前の講演は、どちらも講師のわかりやす
い語り口と例示とが相まって、地域連携、教職協働
やSDなどに係る現状と課題が浮き彫りとなり、思
わず身を乗り出して聴き入ったところです。その日
の午後と最終日の分科会でも、積極的でざっくばら
んなメンバーからの発言を通じ、同じ悩みに共感し
たり、思いがけず課題解決のヒントを得ることもあ
りました。
　このような大変有意義な機会を設けていただいた
関係者のご尽力に深く感謝するとともに、ここで得
た知識と経験、そして人とのつながりを、今後の職
務遂行に存分に活かしたいと考えています。
　これからの季節、山梨では、ぶどう、ワイン、B
級グルメ優勝の甲府鳥モツ煮などの味覚を堪能でき
るイベントが開催されます。みなさんお揃いでご来
県いただき、情報交換会の続きはいかがでしょう？

●滋賀県立大学　高谷 美穂
　平成21年度から開催されている本セミナーには
以前から関心を持っていました。私立大学から転職
した私には、公立大学ならではの状況（自治体の交
付金による運営、入学者確保等の競争意識の薄さ、
勤続年数の長い大学職員の不在等）を前に、今後ど
のように公立大学で働き、進んだらよいのか、道が
見えないような不安感があったからです。
　プログラムでは、大学職員として自覚を促す内容
の講演と、解決策を探すワークショップを繰り返す
構成で、参加者同士の連帯感と、自身のモチベー
ション向上の効果がありました。セミナーを終える
頃には、情報収集力、ネットワーク構築力の必要性
と大学職員に求められるスキルの高さを強く感じ、
焦りにも似た気持ちを抱き、それはセミナーから
戻った今も続いています。
　一方、経歴もスキルも多彩な人材が集まる場で、
公立大学に共通した特有の課題があること、それを
悩みながらも大学をもっとよくしたいという情熱を
持っている職員が全国にいることを知り、大変励ま
されました。さらに、公大協事務局の方ともお会い
でき、公立大学の発展のためにサポートしてくだ
さっていることを実感しました。
　セミナーは、特に公立大学職員として働くことに
不安や自身の未熟さを感じている方におすすめしま
す。参加後には大学の発展に寄与したいと強く感じ
るはずです。

●広島市立大学　伊藤 亮
　大学執行部教員、自治体派遣職員、法人採用職
員、自治体職員など異なる立場の方々から、事例を
交えた講演をいただき、公立大学の置かれた現状を
幅広く確認する良い機会となりました。
　特に印象に残っているのは、大学による地域貢献
の事例です。高崎経済大学大宮副学長の講演では、
教員による計画策定等の行政活動への積極的な参画
や学生による地域貢献活動等の紹介があり、また、
石川県石丸次長の講演では、行政主催の国際イベン
トで発揮された教員の国際的スキルや過疎地域にお
ける学生の活動等の紹介がありました。これらの事
例から、行政との信頼関係の構築や学生の地域活動
に対する大学の支援等は、公立大学の使命の一つと
も言える地域貢献の推進に必要不可欠なものであっ
て、今後重点的に取り組むべきものと考えていま
す。また、教員、学生、行政、地域住民等のそれぞ
れの活動をつなぐパイプ役として、情報発信や行政
との調整等の能力に長けた職員の役割は、今後一層
重要になっていくものと感じました。

●宮崎公立大学　田辺 邦晃
　本法人に採用され1年間の経験を積み、様々な課
題を知った中で、他大学の事例を吸収したいと考
え、上司に自ら志願し、参加に至りました。
　今回2つの大きな収穫を得ました。1つ目は、各
種成功事例の講演です。私は民間企業出身者とし
て、大学改革の遅度に戸惑っていましたが、先駆的
な大学の存在を知り、我々にも不可能はないと確信
を持てました。
　もう1つは、公立大学職員同士のネットワークで
す。本職に就いて、過去2度、全国規模のセミナー
等に参加しましたが、人脈作りは容易ではありませ
んでした。今回、それを可能にしたのは、主催者の
入念な準備と、セミナー成功への熱意によるものに
他ならないでしょう。ただ、初日、初対面の挨拶が
てら参加者が苦労話ばかりを交わしていたのが気に
なりました。自ら反省し、翌日からは前向きな話を
するよう心がけましたが、多くの大学で公立ならで
はの苦労があることの表れだったように思います。
　またいつか本セミナーに参加できるならば、好事
例の話で溢れる3日間にしたいです。そのために、
公立大学は、横の連携を大切にしながらも、各々が
縦に力強く伸びる組織になる。私たちならできる、
その自信が持てるセミナーでした。
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公立大学協会の主な活動の記録　（H23.6.1～ H23.9.30） 役職名組織名は全て日付当時

6月
2日（木）★公立大学協会図書館協議会（中田事務局長
講演）〔ホテル北野プラザ六甲荘〕

8日（水）★第 1回東日本大震災の復興支援について
の懇談会〔岩手県立大学〕

17日（金）★県立広島大学フィールドセンター開所式
（中田事務局長出席）★第 1回大学における教育
情報の活用支援と公表の促進に関する協力者会議
（以下協力者会議）〔学術総合センター〕

21日（火）★第 1回高等教育政策検討特別委員会〔協
会事務局〕★第 2回運営会議〔協会事務局〕

27日（月）★第 2回協力者会議〔学術総合センター〕
7月
1日（金）★看護・保健医療部会〔神戸市看護大学〕★大
学分科会〔東海大学校友会館〕

4日（月）★公立大学実態調査表作成説明会〔東京グラ
ンドホテル〕★教育振興基本計画部会文科省ヒア
リング・被災地域等における中長期的視点から特
に重要と考えられる教育復興の在り方などについ
て（佐々木副会長発表）〔文科省〕

5日（火）★大学教育部会〔文科省〕
6日（水）★第 3回協力者会議〔学術総合センター〕
7日（木）★全国公立大学設置団体協議会総会（奥野武
俊会長講演）〔ホテル金沢〕

12日（火）★ UMAPワーキング G会議〔学術総合セ
ンター〕

13日（水）★第 1回東日本大震災の復興に係る学生
ボランティア等に関する作業部会（以下、Ｖ作業
部会）〔大阪ガーデンパレス〕

事務局より
　各種の照会については、いつもご協力あり
がとうございます。集計結果や回答一覧はま
とまり次第、メールにて発信及び協会Web
に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

20日（水）～ 22日（金）★公立大学職員セミナー〔国
立オリンピック記念青少年総合センター〕

21日（木）★第 4回協力者会議〔学術総合センター〕
25日（月）★総務大臣宛要望書提出「公立大学が東日
本大震災で被災した学生の授業料減免等の修学支
援を行った場合の地方財政措置について（要望）」
（奥野武俊会長、浅田尚紀副会長、中田事務局長）
〔総務省〕★文部科学大臣宛要望書提出「東日本大
震災で被災した学生の授業料免除等の修学支援に
対する財政措置について（要望）」（奥野武俊会長、
浅田尚紀副会長、中田事務局長）〔文部科学省〕★
第 3回運営会議〔協会事務局〕★第 1回第 2委員
会〔航空会館〕★第 1回第 3委員会〔協会事務局〕
★第 2回理事会〔協会事務局〕

27日（水）★大学分科会〔文科省〕
28日（木）★公立大学法人会計セミナーⅠ①〔損保
ジャパン道修町ビル〕

29日（金）★医科歯科部会〔ホテルクラウンパレス小
倉〕★大学教育部会〔文科省〕★第 2回就職問題懇
談会〔文科省〕

8月
1日（月）～ 4日（木）★公立大学法人会計セミナーⅠ
② ,Ⅱ ,Ⅲ〔メルパルク東京〕

5日（金）★第 5回協力者会議〔学術総合センター〕
22日（月）★大学教育部会〔文科省〕
24日（水）★大学分科会〔文科省〕
25日（木）★第 2回高等教育政策検討特別委員会〔ホ
テル新大阪〕★第 2回震災復興支援特別委員会〔ホ
テル新大阪〕★第 4回運営会議〔ホテル新大阪〕

全国公立大学設置団体協議会総会
7月7日　石川県で開催

平成23年度地区協議会、各地区で開催される
　平成 23 年度の地区協議会は、近畿地区（9月 5日）を皮切りに開催され、例年行われている構成大学からの提案議
題について協議が行われたほか、東日本大震災復興支援の取組み発表会、地域文化行政と大学との関わりについての
座談会、大学職員向けのセミナーを開催するなど工夫を凝らした取組みも行われました。

　全国から公立大学の設置団体の担
当者が集う全国公立大学設置団体協
議会の平成 23 年度総会が開催されま
した。
　公立大学協会からは奥野武俊会長
が設置者・設立団体の政策と大学改革
について講演を行い、また岩手県立
大学・宮野孝志企画室長が、東日本大
震災後の対応と復興支援活動の現状
等について発表を行いました。

「東日本大震災復興支援の取組み発表会」

各地区協議会の開催日程及び議題等

26日（金）★第 1回 UMAP日本国内委員会〔学術総
合センター〕

30日（火）★地域実践活動に関する大学教員ネット
ワーク〔政策研究大学院大学〕

9月
3日（土）、4日（日）★大学行政管理学会〔ホテル金沢、
金城大学〕

5日（月）★近畿地区協議会〔ホテルグランヴィア和歌
山〕★外国語学・国際関係系部会〔北九州市立大学〕

6日（火）★第 2回 V作業部会〔岩手県立大学〕
8日（木）★関東・甲信越地区協議会〔山梨県立大学〕★
大学入試センター来局〔協会事務局〕

9日（金）★第 1回第 1委員会〔協会事務局〕★文科省
高等教育企画課義本課長来局★大学入試センター
来局〔協会事務局〕

13日（火）★中国・四国地区協議会〔高知工科大学〕
15日（木）★北海道・東北地区協議会〔岩手県立大学〕
20日（火）★東海・北陸地区協議会〔金沢美術工芸大学〕
26日（月）★大学教育部会〔霞山会館〕
30日（金）★生活科学・環境学系部会〔ホテルメトロ
ポリタン秋田〕

■理事会提案議案
○一般社団法人公立大学協会定款案について
○公立大学の東日本大震災の復旧・復興のための　
取組みについて

○「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援事　
業」の成果について

【北海道・東北地区協議会】議長校：岩手県立大学
9月15日（木）岩手県立大学
○協議会
・教員評価結果等の給与への反映方法について
・年俸制の導入について
・大学職員の育成について　他
○東日本大震災復興支援の取組み発表会
　発表者
　　塩野悦子（宮城大学教授）
　　阿部正文（福島県立医科大学副学長）
　　山本克彦（岩手県立大学准教授）
【関東・甲信越地区協議会】議長校：山梨県立大学
9月8日（木）山梨県立大学
○協議会
・少子化社会における、これからの公立大学のあ 
　り方について

・中央教育審議会教育部会における検討状況　他
【東海・北陸地区協議会】議長校：金沢美術工芸大学
9月20日（火）金沢美術工芸大学、金沢21世紀美術
館シアター21

○協議会
・入学者の県内・県外比率について

・県外出身学生に対する就職支援について
○講演「車座による座談会～地域文化行政と大学　
　　　との関わり～」

　講師：秋元雄史氏（金沢21世紀美術館館長）
【近畿地区協議会】議長校：和歌山県立医科大学
9月5日（月）ホテルグランヴィア和歌山
○会計セミナー
　講師：大川幸一氏（公認会計士）
○基調講演
　演題：「改革とリーダーシップ」
　講師：橋本信夫氏（独立行政法人国立循環器病　
　　　研究センター理事長・総長）

○協議会
・独立行政法人化後の大学改革の推進について
・学部学科再編の推進（社会ニーズに合わせた組　
織改編の進め方について）

・共通教育の見直しと、教養教育の再構築　他
【中国・四国地区協議会】議長校：高知工科大学
9月13日（火）高知工科大学
○協議会
・地域課題解決のための研究の推進について
・施設の整備について
・授業アンケートの活用について　他
【九州・沖縄地区協議会】議長校：宮崎公立大学
10月５日（水）宮崎公立大学
○協議会
・大学の評価事務（法人評価）について
・自然災害時における学生の安全確保のための取　
組みについて



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


