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はじめに
現在、国の審議会では高等教育の将来像に関し、国公私の役割分担や設置形態を
超えた連携・統合について、踏み込んだ議論がなされています。
こうした政策動向を念頭に、本協会では平成26年度から総務省、文部科学省、全
国公立大学設置団体協議会とともに「公立大学の力を活かした地域活性化研究会」
を構成し、地方創生における政策立案に関わってきました。平成28年度からは協会
内の検討組織として「公立大学に関する在り方検討会議」を設置し、議論の方向性
について『時代をLEADする公立大学』に整理したところです。
続く平成29年度には、全公立大学の地域貢献の取組みの分析集『公立大学の地域
貢献機能 ―地域貢献プログラムの“LEAD”による事例分析』を作成するとともに、
公立大学の重要課題に関する意見交換を進めてきました。
その一方で、経済財政諮問会議等、国全体の基本方針を定める会議体においては、
急増した公立大学の成果を問う議論が活発化しています。公立大学は、その存在意義に
ついて説明を尽くすとともに、教育研究の質保証に主体的に取り組んでいることを社会
に明示しなければなりません。本協会では平成24年度から、公立大学法人評価や認証
評価制度に関する調査研究に取組み、その結果を踏まえた慎重な議論を経て、
現在、
「公立大学改革支援・評価研究センター」において、公立大学の支援に資する認証評価
機関の設立の取組みを進めています。
公立大学に関する行政（ガバメント）は、国と地方自治体で分離的に担われてお
り、公立大学には両行政をリードし、繋ぐことのできる「ガバナンス」が求められ
ます。平成30年度は、これまでの検討をまとめた『未来マップのための16の課題』
をもとに、必要な調査を実施したうえで、エビデンスに基づく議論を、学長をはじ
めとする公立大学の各層で進めます。
本事業計画では、4つの基本方針に基づいて、公立大学のプレゼンス向上や協会
の組織強化の方向を示し、創立70周年の記念事業に向けての歩みを進めることとし
ます。

Ⅰ 基本方針及び重点目標
平成30年度における４つの基本方針及びそれぞれの基本方針に関する重点目標
を以下に掲げる。
１ 公立大学のプレゼンス向上のため、関係方面への積極的な働きかけを行う。
①

高等教育の無償化をはじめとした国の政策課題への対応や、公立大学に関連した制度等へ
の改善の働きかけを積極的に行う。

② 公立大学のプレゼンス向上のために、公立大学に関する情報を広く社会に向けて発信する。
③ 「公立大学の政策に関する四者協議会」の実績を踏まえ、引き続き総務省、文科省、全国公
立大学設置団体協議会と連携をはかる。

２ 新たな認証評価機関のもとに結集し、公立大学の自律的改革を推進する。
① 新たな認証評価機関となる「公立大学改革支援・評価研究センター」を、公立大学が自ら
質保証を行うための拠点として位置づける。
② 公立大学改革支援・評価研究センターに、一般財団法人格を取得するための基本金の拠出
を行うとともに、当面の運営に関する人的、財政的支援を行う。
③ 自律的に大学改革を進めるために、新たな機関のもとに会員校が結集する。

３ 公立大学の将来構想に関する議論を深める。
① 公立大学の将来構想に関する議論を進め、各課題について常置委員会での調査研究を推し
進める。
② 調査研究の結果を学長会議、副学長等協議会、事務局長等連絡協議会及び、それぞれの分
科会等、様々な機会を通じて学習を深める。
③

課題研究の成果が明らかとなった場合は、積極的に政策提言を行う。

４ 公立大学協会の組織の強化に取り組む。
① 協会事務局について、関連の規程を整備するとともに、組織強化に取り組む。
② 協会創立 70 周年事業に向けて必要な準備を進める。

Ⅱ 年度計画
１ 委員会活動
① 常置委員会として第１委員会、第２委員会、第３委員会を置く。
② 各委員会の担当する課題及び重点事項等は下表のとおりとする。
③ 重点事項に関する各公立大学の現状及び課題の把握を行うため、「重点事項に関するアン
ケート」を実施し、その結果を各委員会における課題研究等に活用する。
表 各委員会の担当課題等（WG は専門事項に取り組むワーキンググループ等の設置）
委員会

担当課題

第１委員会

公立大学の政策
に関する事項

○
○
○
○
○
WG

公立大学の将来構想に関する課題の研究
関係省庁、自治体との連携（四者協議）
公立大学の（先端）研究の推進
公立大学の地域連携
公立大学間の学生交流
公立大学の学生交流に関するワーキンググループ

第２委員会

公立大学の教学
に関する事項

○
○
○
○

公立大学の教育改革（学修成果の可視化、FD）
高大接続改革
公立大学の国際化の推進
公立大学の学生支援
（障害者差別解消法、授業料減免、就職）

第３委員会

公立大学の経営
に関する事項

○
○
○
○
○
○
○

教職員のSD活動の推進（集合型研修の実施）
公立大学法人経営（財務、人事、評価）
公立大学に関する調査及び広報
公立大学協会70周年事業の企画検討
公立大学改革についての調査研究
大学運営教職員研修（講師派遣）の実施
大学評価ワークショップの実施

公立大学の改革
に関する事項

担当事項

２ 地区協議会活動
① 各地区において地区協議会を開催する。
② 各地区協議会の判断により、設置団体にオブザーバー参加を呼びかける。
③ 各地区協議会の判断により、地区の公立大学教職員や設置団体職員が参加できる研修会を
実施する。

３ 部会活動
① 各部会の自主的な判断において協議テーマ等を設定し部会の開催を行う。
② 部会に積極的に働きかけ、公立大学改革支援・評価研究センターと連携しながら、公立大
学の行財政や大学改革の状況に関する講演、情報提供、教員等の資質向上のための事業に関
する連携を行う。

４ 学長会議、その他の協議会・研究会等
① 学長会議を年２回開催する。第１回については学生大会と同時開催とする。
② 副学長等協議会（全体会及び各分科会）、事務局長等連絡協議会を開催する。
③ 副学長等協議会の分科会から示された課題については、必要に応じ、委員会の議を経て、作
業部会を置き、課題に関する検討を進める。

５ 調査活動
① 公立大学実態調査を実施する。
② 調査活動によって得られた情報は、会員大学へ提供すると共に、教育情報の公表を推進する
立場から項目を選び公表する。
③ 公立大学の大学ポートレート参加状況等を把握するとともに、大学ポートレートとの連携
を視野に入れながら、公立大学実態調査の調査項目及び実施方法の改善を検討する。

６ 広報活動
① 協会ホームページの更新、充実をはかる。
② 各公立大学を紹介する冊子として「公立大学 2018」を作成し、Web 上でも公開する。
③ 時期を選び、一般公開のフォーラムやシンポジウム等を公立大学の問題意識に基づいたテ
ーマで実施する。

７ 研修活動
① 公立大学に関する基礎研修、公立大学職員セミナー、公立大学中堅職員研修等の公立大学
職員を対象とした、知識修得、意識啓発を目的とした多角的な研修事業を実施する。
② 法人会計、教務ほか、業務別の研修を行い、専門性の向上をはかる。
③ 公立大学協会事務局に会員校職員を研修生として受け入れるとともに、各公立大学におい
て研修生派遣のための制度化に向けた検討を行う。
④ 会員校の事業との連携、会員校教職員との連携、文部科学省が受け入れる研修生等との連携
等、多様な連携によるネットワークづくりを支援する。
⑤ 全国市町村国際文化研修所（JIAM）と連携し、設置自治体職員及び大学職員に向けた研修
に取り組む。

８ 渉外活動
① 国際交流活動としてJACUIE（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）、UMAP
（University Mobility in Asia and the Pacific；アジア太平洋大学交流機構）に参加す
る。
② 我が国の国公私立大学団体が共同で行う事業への参加等、必要な渉外活動を行う。

９ 定時総会・理事会
① 定時総会を5月28日に開催する。
② 理事会を7月4日、10月9日、1月24日に開催する。

平成 30 年度の主要事業（会員校に参加を呼びかける事業）
公立大学協会では、定款に定められた総会、理事会、諸委員会等を開催するほか、会
員校からの要望を踏まえ、会員校間の情報共有・研鑽の場として、協議会、研修会、セ
ミナー等の事業を順次充実させてまいりました。
大学運営に必要な能力・資質向上を図るための教職員の研修が法令により義務化され
たことを踏まえ、事業の充実をさらに図っていく予定ですが、現時点での情報として、
会員校に参加を呼び掛ける事業を整理し一覧でお示しいたしました。
注）各事業は会場も確保済みでありお示しした日程で開催する予定ですが、諸情勢を踏まえて変
更となる場合があります。各企画の開催通知（開催の１か月半前を目途に発出）により正式に
ご案内いたします。

総会・学長会議等
①定時総会（新任学長懇談会、新任事務局長等懇談会）

②学長研修会

※H29 年度は 5/23 に実施

対象：学長、事務局長等
日程：5 月 28 日（月）
場所：学士会館

対象：学長
日程：5 月 29 日（火）、1 月 25 日（金）
場所：学士会館（5/29）、調整中（1/25）

協会の最高意思決定機関であるとともに関係省
庁や設置団体から年度当初に情報提供を受ける
機会としている。総会当日の午前には、新任学長
懇談会及び新任事務局長等懇談会を研修の位置
づけで開催する。

定時総会翌日及び第 2 回学長会議翌日に、テーマ
別学長研修会を開催する。

③第 1 回公立大学学長会議

④第 2 回公立大学学長会議

※H29 年度は 10/9～10 に実施

※H29 年度は 1/25 に実施

対象：学長
日程：10 月 8 日（月・祝）～9 日（火）
場所：静岡県立大学ほか

対象：学長
日程：1 月 24 日（木）
場所：学士会館

公立大学の学長の情報交換、研鑽の場。公立大学
の在り方や高等教育政策等について情報提供を
踏まえ、議論を深める。例年同様、全国公立大学
学生大会を並行開催する予定。

新たな年度に向けて文部科学省及び総務省から
の政策説明を受けるとともに、協会の主要な事業
等の進捗状況を報告し、次年度の活動の方針を定
める等の機会とする。

⑤地区協議会（6 地区）

⑥部会（13 部会）

※日程等は各地区協議会議長において調整の上決定

※日程等は各部会長により調整の上構成校に案内される予定です

対象：学長、事務局長等
日程：8 月～9 月（各地区で日程調整）
場所：各地区議長校、副議長校等

対象：各部会構成校の学部長、教員
日程：（各部会で調整）
場所：各部会長校等

各地区協議会がそれぞれ日程やプログラムを定
めて開催する。各地区の会員校から提示されたテ
ーマで協議や意見交換を行う。各地区の判断によ
り、教職員の研修や、設置団体との共同企画を行
うことがある。

各部会がそれぞれ日程やプログラムを定めて開
催する。各部会における重要な課題について協議
や意見交換を行う。部会の要請に応じて公立大学
の現状と課題について協会より情報提供を行う。

大学運営に関する協議会
⑦副学長等協議会（全体会）（第３委員会）

⑧公立大学事務局長等連絡協議会

※H28 年度は 7/18 に実施

※H29 年度は 11/8 に実施

対象：副学長をはじめとする大学運営役員等
日程：7 月 17 日（火）
場所：東京グランドホテル
副学長ほか、公立大学の運営をつかさどる役員等
の参加を求め、公立大学における政策、教学、経
営の課題全般について協議を行うとともに、必要
に応じ公立大学協会活動に対して要望を行う。

対象：事務局長をはじめとする大学運営役員等
日程：11 月 9 日（金）
場所：東京グランドホテル
事務局長等の事務運営責任者の参加を求め、事務
局運営、設置自治体との連携、職員育成等の課題
等を中心に協議し、必要に応じ公立大学協会活動
に対して要望を行う（協議会開催前の時間に公立
大学法人評価に関する課題勉強会を実施予定）。

副学長等協議会 課題別分科会
各課題別に、国による政策情報の提供、会員校からの取り組み事例報告、相互の意見交換等を行います。

⑨入学者選抜分科会（第 2 委員会）

⑩研究促進分科会（第 1 委員会）

※H29 年度は 11/13 に実施

※H29 年度は 7/3 に実施

対象：入試担当の副学長、組織の長、担当者
日程：秋に開催予定
場所：東京都内
（別途「入学者選抜に関する研究会」を開催）

対象：研究担当の副学長、組織の長、担当者
日程：6 月 20 日（水）
場所：I-site なんば

テーマ例：
高大接続改革の進捗状況、各大学における入試
改革、入試広報における課題

テーマ例：
研究推進のための組織整備、資金配分
URA の活用等の研究促進方策
研究倫理の遵守等、研究者の育成

⑪教育改革分科会（第 2 委員会）

⑫国際化分科会（第 2 委員会）

※H29 年度は 7/18 に実施

※H29 年度は 6/7 に実施

対象：教学担当の副学長、組織の長、担当者
日程：7 月 17 日（火）
場所：東京グランドホテル（副学長等協議会（全
体会）と同日開催）

対象：国際化担当の副学長、組織の長、担当者
日程：7 月 31 日（火）
場所：I-site なんば

テーマ例：
３ポリシーの作成とカリキュラム改革
FD 活動、アクティブラーニング
教養教育、専門教育、卒論・ゼミ活動

テーマ例：
教育の国際化
留学生の派遣・受入
担当職員の育成

⑬地域連携分科会（第 1 委員会）

⑭財務分科会（第 3 委員会）

※H29 年度は 9/4 に実施

※H29 年度 11/20 に実施

対象：地域連携担当の副学長、組織の長、担当者
日程：9 月 3 日（月）
場所：東京グランドホテル

対象：財務担当の副学長、組織の長、担当者
日程：11 月 9 日（金）
場所：東京グランドホテル（事務局長等連絡協議
会と同日開催）

テーマ例：
雇用創出・若者定着の取組み
地域のニーズと大学シーズのマッチング
学生派遣に関する課題（費用、安全面等）

テーマ例：
財務諸表の法人運営への活用等の課題
自主財源の獲得

事務職員を対象とした研修等
⑮公立大学に関する基礎研修（2 会場）

⑯公立大学協会担当者研修会

※H29 年度は 5/12,15 に実施

※H29 年度は 6/12 に実施

対象：公立大学職員一般（特に異動初年次の方）
日程・場所： （東京会場） 5 月 14 日（月）・メルパルク東京

対象：会員校における公立大学協会担当者
日程：6 月 18 日（月）
場所：東京グランドホテル

（大阪会場） 5 月 16 日（水）・I-site なんば

公立大学の基礎的研修の位置づけとして、公立大
学に関する制度及び法令、公立大学職員の果たす
役割等の基礎的な事項について講義形式で行う。

会員校と公立大学協会相互の円滑な情報交換を促
進するために、公立大学協会の窓口担当者に対し、
高等教育行政、公立大学協会の事業等についての
理解を深める。

⑰公立大学職員セミナー

⑱公立大学法人会計セミナー

※H29 年度は 7/10～12 に実施

※H29 年度は 9/11～13 に大阪で実施

対象：公立大学職員一般（特に若手職員）
日程：7 月 11 日（水）～13 日（金）
場所：オリンピックセンター

対象：公立大学法人会計実務担当者
日程：8 月 29 日（水）～31 日（金）
場所：ハリウッド大学院大学

公立大学関係者による講演、公立大学の行財政制
度に関する集中講義のほか、ワークショップ形式
のセッションで参加者間の議論と交流を深める。
自大学理解のための事前課題が課される。

公立大学法人の会計業務担当者が対象。①簿記や
大学財務の基本事項を学び初任者向け、②公認会
計士の講義により固定資産等の会計業務を学ぶ中
上級者向け、の２コースを設定する。

⑲中堅職員研修（１）公立大学運営

⑳教務事務セミナー（年 2 回）

※H29 年度は 9/19～20 に実施

（首都大学東京 共催）
※H29 年度は 6/2,11/22 に実施

対象：公立大学職員一般（特に中堅職員）
日程：9 月 18 日（火）～19 日（水）
場所：オリンピックセンター
公立大学中堅職員の継続的な研修。各公立大学に
おける大学運営の経験やノウハウを持ち寄り、公
立大学運営に資する学びを深める場とする。運営
協力者を募り、企画を行う。

対象：教務事務担当者
日程・場所：
第 1 回 7 月 9 日（月） 首都大学東京
第 2 回 11 月頃
東京都内を予定
教務事務担当者を対象に開催。教務に関する話題
提供を受けたうえで、課題提起、グループ協議等
により、教務事務スキルの向上をはかる。

外部機関と提携して行う研修、研究会等
21 中堅職員研修（２）公立大学政策
○

共同研修、研究会等（必要に応じ開催）

※JIAM主催研修「公立大学を活かしたまちづくり」への参加

対象：公立大学職員一般（特に中堅職員）
日程：5月9日（水）～11日（金）
場所：JIAM全国市町村国際文化研修所（滋賀県）
公立大学中堅職員の発展的な研修。公立大学と自
治体との連携方策や政策課題について丁寧に学び
ます。総務省、文部科学省、設置団体との協働の
もとで、公立大学協会が企画をコーディネート。

本協会と会員校等が共催で全公立大学に公開する
研修や研究会を開催する。
テーマ例：
教務（教育関係法規等の基礎知識）
評価（公立大学（法人）に関わる評価の実質化）
外部資金獲得

※JIAM全国市町村国際文化研修所＝全市町村共同の全国的な研修機関

平成30年度 公立大学協会主要事業（日程順）

会員校における研修・運営等への支援

大学改革支援研究会（2 会場）（第３委員会）
※H29 年度は 5/12,5/15 に実施

対象：ＳＤ担当者
日程・場所：（東京会場） 5 月 14 日（月）・メルパルク東京
（大阪会場） 5 月 16 日（水）・I-site なんば

大学の教職員の資質・能力の向上について見識を
有する講師の講演を受けたうえで、参加者が抱え
る人材育成に関する問題意識に関し、講師との意
見交換の場を設ける。

会員校への個別支援

Ａ 大学運営教職員研修
会員校内で既に行っている SD 活動（研修会等）
へ、本センターから講師派遣を行う。講演内容は
「公立大学の現状と課題」を基本的なテーマとす
るが、会員校の希望に沿って調整も可能。公立大
学の仕組を知ることで、教職員の意識啓発を促
し、特に教員を対象とする SD としての効果が期
待される。

Ｂ 大学運営支援
本センターの専門委員が公立大学内又は公立大
学法人内の重要会議へ出席し、公立大学運営（大
学改革、法令改正への対応、中期計画の策定など）
への助言を行うことにより、会員校の運営方針策
定を支援する。1 度の会議出席のみならず、継続
的な会議出席による支援についても相談に応じ
て対応可能。

Ｃ 大学評価ワークショップ
会員校の内部質保証に資することを目的として、
本センターが外部評価としてのワークショップ
を行う。教職員・学生のプレゼンテーションや評
価者とのディスカッションから構成され、評価結
果は「大学ピアレビュー」として大学に提供され、
認証評価や法人評価に活用できる。

日時・場所

事業名

5/9（水）～5/11（金）
全国市町村国際文化
研究所（滋賀県）
5/14（月）
メルパルク東京

公立大学中堅職員政策研修（JIAM主催）

大学改革支援研究会／公立大学に関する
基礎研修

5/16（水）
I-siteなんば

大学改革支援研究会／公立大学に関する
基礎研修

5/28（月）
学士会館

定時総会（新任学長懇談会、新任事務局
長等懇談会）

6/4（月）
一橋講堂

入学者選抜に関する研究会

6/18（月）
東京グランドホテル

公立大学協会担当者研修会

6/20（水）
I-siteなんば

研究促進分科会

7/9 (月)
首都大学東京
南大沢キャンパス
7/11（水）～7/13（金）
オリンピックセンター

教務事務セミナー（第1回）

7/17（火）
東京グランドホテル

副学長等協議会（全体会）
教育改革分科会

7/31（火）
I-siteなんば

国際化分科会

8～9月頃
各地区

地区協議会（6地区）

8/29 (水) ～8/31(金)
ハリウッド大学院大学

公立大学法人会計セミナー

9/3（月）
東京グランドホテル

地域連携分科会

9～10月
調整中（東京都内）

入学者選抜分科会

9/18（火）～9/19（水）
オリンピックセンター

公立大学中堅職員研修

10/8（月・祝）～10/9（火）
静岡県立大学ほか

第1回公立大学学長会議

11月頃
（東京都内を予定）

教務事務セミナー（第2回）

11/9（金）
東京グランドホテル

公立大学事務局長等連絡協議会

11/9（金）
東京グランドホテル

財務分科会

1/24（木）
学士会館

第2回公立大学学長会議

公立大学職員セミナー

