
 

 

         平成１７年度第４回鳥取大学評価委員会議事録 

 

日 時 平成１７年１２月２０日（火）１０時３０分～１２時１５分 

場 所  鳥取地区：事務局第１会議室（ＴＶ会議） 

        米子地区：病院ＴＶ会議室（第２中央診療棟３階） 

出席者  中村副学長（委員長） 

             中野委員，福井委員，辻本委員，土井委員，押村委員，西田委員，佐藤委員，

森委員，北野委員，山本委員，前田委員，難波委員，雑賀委員（代理：小沢

講師）,大谷委員，佐々木委員，清水委員，萩原委員，吉田委員 

(事務局) 中村評価制度係長，米花評価調査係長       

 

  議事に先立ち，委員長から，第３回評価委員会議事録及び資料１の差し替え，また，

追加資料として資料２－３を机上配付したい旨説明があり，平成１７年度第３回評価

委員会議事録について確認した。 

 

報 告 

  １．評価委員会委員の交替について 

      委員長から，資料１の評価委員会名簿のとおり，平成 17 年 11 月 16 日付け笠原

教授から佐藤教授に，また，平成 17 年 12 月 16 日付け重政教授から北野教授に委

員の交替があった旨報告があった。 

 

２．平成 16 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

  委員長から，平成 16 年度に係る業務の実績報告書については，各委員等の協力

を得て，報告書を作成し６月末に国立大学法人評価委員会あて提出した。国立大

学法人評価委員会において，書面審査，ヒアリング（7/21）を経て，評価結果の

素案（H17.9.1 付）の通知とそれに対する意見等の照会があり，誤字・脱字等の

修正を依頼するとともに，特段の意見はない旨回答した。その後，各委員等には

既に周知しているとおり，H17.9.16 付評価の結果が通知され公表された旨口頭報

告があった。 

  なお，この評価結果において指摘されている事項については，役員連絡会（10

/4）でその対応について提案し，当該部局等でその改善に向けて検討・実施を願

っている旨説明があった。 

 

３．平成 17 年度自己点検・評価報告書「大学教育の現状と課題」の刊行について 

  委員長から，平成 17 年度本学の自己点検・評価については，平成 16 年度から

「大学教育」について，清水委員を中心に作業部会を設け，平成 16 年度は「大学

教育に関するアンケート調査」を卒業生も含めて実施し，その集計結果を「大学

教育に関する調査（中間報告書）」として作成した。本年度は，その集計結果を

分析し，自己点検・評価を実施してきました。先般，その報告書が完成したので，

各部局長及び各教員等に配付した旨報告があり，有用に活用願いたい旨依頼があ

った。 

また，このことについて，清水作業部会委員長から，アンケート調査の回収数

が少なかったこと，次回からの調査においては，全学的協力体制のもと外部評価

を意識しながら回収率を増やす工夫が必要である旨補足説明があった。 

 

 ４．大学情報データベースの試行的構築について 

   委員長から，大学情報データベースの構築については，大学評価・学位授与機



 

 

構において，平成 14 年度から検討がなされてきているが，この度，資料２－１の

ように大学情報データベースの試行的構築への協力の依頼及びこれに関する意向

についての照会があり，各部局等の事務担当者への説明及びその対応についての

意見集約を行い，本学としては部分的に協力できる旨回答した旨報告があり，大

学情報データベースの調査項目については，資料２－２の大学情報データベース

項目等一覧（総評）を参照願いたい旨説明があった。 

   また，大学評価・学位授与機構から，資料２－３（机上配付）のように大学情

報データベースの試行的構築のための協力校として正式に依頼があり，12 月 22

日に同機構の職員が来学し，試行的構築のための具体的な説明会が行われること

になっている旨報告があった。 

 

 ５．大学機関別認証評価について 

   委員長から，大学機関別認証評価については，第２回評価委員会で審議願った

とおり，平成 18 年度の申請は行わないこととしているが，大学評価・学位授与機

構から，「平成 18 年度に実施する大学機関別認証評価に関する自己評価担当者等

研修会の開催（12 月 21 日）」の案内があり，各委員や各部局等に周知し，参加

希望者の照会をした。本学としては，平成 19 年度以降に機関別認証評価を受ける

にしても，今後の認証評価に活用できるものと考え，事務局から評価監査課２名，

教育支援課１名の担当係長が参加する旨報告があった。 

 

議 題 

  １．「鳥取大学における教員の個人業績評価の実施要項」等の改正案について 

      委員長から，本学の「教員の個人業績評価」については，第３回評価委員会で

説明したとおり，「実施要項」等の見直しについては，ワーキング委員会を設け

て検討することとしていたが，資料３－１～資料３－５のように，検討ワーキン

グ委員会の検討結果としての改正案が提示されていますので，ワーキング委員会

の西田委員長からそれぞれの資料に基づいて説明願い，審議したい旨提案があっ

た。 

ワーキング委員会の西田委員長から，これまでのワーキング委員会で検討して

きた経緯について，以下のように概略説明があった。 

・ワーキング委員会の委員は，中野委員，井上委員，西田委員，辻本委員，若

委員，吉田委員で，委員長に西田委員を選出した。また，これまでの見直し

についての種々の意見を取りまとめること。次の委員会までに，平成 16 年度

の教員の個人業績評価について，各部局長（評価者）の意見を聴取すること。

（第１回） 

・教員の個人業績評価の実施要項等に係る問題点，見直しすべき点等を踏まえ

て審議・検討し，次回に改正案等のたたき台を作成して検討すること。（第

２回） 

・「改正の骨子」，「評価フロー図」，「個人目標申告書」・「活動実績報告

書」及び「個人業績評価結果報告書」の様式，「記入要領」，「実施要項（新

旧対照表）」の改正案について検討。検討したそれぞれの改正案について，

各部局等に還流して意見を聴取するとともに，評価委員会委員にも周知した。

（第３回） 

・それぞれの改正案についての意見等について審議・検討し，資料３－１～資

料３－５にまとめて，本評価委員会に上申する。また，平成 17 年度の個人業

績評価の方法について審議した結果，各部局長（評価者）の判断に委ねて実

施願うこととした。（第４回） 

続いて，資料３－１～資料３－５について概要説明があった。 



 

 

     

 

以下のような質疑応答等の審議の結果，資料３－１～資料３－５について承認

した。また，平成１７年度については，どのように評価を実施するのかも含めて

各部局等に一任することとした。（○委員長，☆委員） 

○ ワーキング委員長から説明のとおりで，重要なのは資料３－１の改正の骨

子及び資料３－２の評価フロー図です。この改正の視点は，本来あるべき自

己申告及びその評価のあり方から，言葉が悪いかもしれないが，一歩後退し

ているかも知れないが，その代わりにあまり労力を掛けずに，かつ実施可能

なものを目指して出来上がったものです。事前にお目通し願っていると思い

ますので，ご意見を伺います。 

☆ 非常にやりやすいようになってきたと思う。ただ，評価というのはいつも

何のためにやるのか，そこが明確になると評価の項目が決まってくるという

ことで，やりやすいということが先になるということは分かるが，常に何の

ために評価するのかということを全面に出された方が良いと感じている。 

○ 評価の最大の目的は，働かざる者は食うべからず，そして一生懸命にやっ

た人が報われるというフェア（公正）を狙うことによって，組織体としての

アクティビティをトータルとして上げることで，評価が足を引っ張ったり，

仕事の邪魔をしたり，差別化するということが本来の目的ではない。そうい

うことを狙って，本学のような地方大学としての生き残りというのも，こう

いったアクティビティにリベンドオンしているのではなかろうかと考える。 

☆ 骨子としては非常に良くできていると思う。 

○ 最大公約数を取ると，どうしても曖昧さも残った気もします。例えば，１

７年度はどうするのか，活動目標も書かずに，書いたところもあるが，部局

間でバラバラになっている。活動目標もなくて実績を書いて一体何だという

ことになる。今急いで審議しているのは，平成１８年度には確実に実施した

いと願っているからで，そのためのスケジュールを逆算すると，１月の教育

研究評議会には通したいと思っている。１８年度はいいとしても，１７年度

はどうするのかというと，ワーキング委員長の提案は，各部局で決裁してほ

しいということです。各部局で従来ようにバラバラでもいいけども「評価」

というアクションを。悪く言えば，新しい方式の「審査」ではなく「確認」

というものでも構わないし，未完成のものでも構わない，自己申告のまま評

価者はそのまま評価結果を出すというような色んなケースもありましたが，

バラバラのものでも１７年度は実施願いたい。学長のコメントは，「評価」

という作業を途絶えさせたくない，今年度だけはやらなかったということは

したくない。まだ，これを読んでも細かいところが分からないということが

あるかも知れない。例えば，実際に行うとして，オール「ＡＡ」を付けてい

いのかというようなベースが不揃いになるかも知れない。そう言ったことは，

文章として書くのを憚ったものだから，メモみたいな落書きを残そうかと独

り言を考えている。 

☆ 現状では，これを連結した形で，インセンティブ等に繋げるということは

大変難しい。ただ，将来的にこれを一歩進めて，インセンティブ等に結び付

けるというような考えを持っているのかどうか。というのは，５年で 80 名の

定員削減をするといった時に，一人一人の業務のボリュームを多くしていく

ということが執られる訳で，ただ単に評価だけして，その結果が活かせない

となると，一体何をしているのかということに成りかねないので，現状でど

う考えておられるのかお聞かせください。 

○ 中期計画では勿論評価をすることになっているが，就業規則にまで職員の



 

 

評価をすると具体的ではないが条文に書いてある。そう言う意味では，評価

は部局長にとって業務の最大重要事項である。それは組織の活性化，総力を

挙げていくためであって，部局長たるもの，我が教育や研究だけを行ってい

ればいいという立場では無いことは，口を酸っぱくして役員会や教育研究評

議会等で言っているところです。そのように追求していくと，評価という作

業が極めて組織体としては重要なことであるという前提においては，行って

いる作業の実りということで，インセンティブを与えることによって，より

活動を活発にしょうという部分は，今でも変わらない訳ですが，現実的には

頓挫してしまった。今委員長及び学長が考えていることは，今回の改正で数

年実施してみて，更に見直そうと考えている。具体的にはまだ予測が付かな

いが，今の「ＡＡ」「Ａ」「Ｂ」という３段階を５段階にしょうということ

もあるかも知れない。各部局の足並みを揃えようということが出てくるかも

知れない。もっと情報開示をして，これを研究費の配分や教育研究表彰以外

に，処遇に反映するために人事委員会でもっと明確に評価結果を活用すると

いうように，どんどん利用を厳しくしてくると責任が重くなってくる。悪平

等を脱しようとなってくると，先ほど言われた 80 名の対象者は，定年退職者

だけではなくて，ボトムの人を対象にしようという人が，トップクラスの人

から出てくるだろうと思う。トップクラスの人は，何でボトムの人と同じ扱

いにされているのだと言って文句が出てくるだろうと思う。ただし，今回の

改正案は，そこまで細かくないので，むしろ評価というものが当たり前にな

るように部局長も一般教員も。現在の部局長は選挙で選ばれているので，年

配の教員や元部局長も評価するということで，これを非常にやりづらいと言

われる部局長がいる。何も人間評価をするのではなく，仕事の成果が実りあ

ったものか，大学の中期目標や計画に沿っているものか，そして貢献度が大

きく，多くの人を喜ばせたかと言うような視点でのみ評価するというように

割り切れないものか思う。 

☆ これで全ての評価をすると言うことではない。教育は教育用の評価を別に

きちんとしたもので，自己申告ではなく項目を詰めた形で行うというように。

これは自分の中で何に重点をおいてやっていくのか，私は教育に，私は研究

にというような比重のかけ方，そういうことが自己申告においては重要だと

思う。 

○ 自己申告をするということは，人によってレベルが違うかも知れないが，

緊張感を伴う作業で，自己申告を考えることは自らを律するという意味で，

価値があると思う。 

☆ 評価結果の開示は，希望しない限り開示してもらえないのか。どうして全

教員に評価結果を開示しないのか。全教員に開示して，それで不服があった

ら言ってくださいということをせずに，自分がどうなっているか必ず分かる

ようにしては。 

○ それは正論ではあるが，部局長の立場から言うと，聞きにくる方には応え

るのだから，全部に開示しなくてもいいのでは。 

☆ ワーキング委員会としては，そのような形で議論してきたが，全員開示に

ついては，総合点を付ける訳ではないのでそこまではやめようということ。

活動実績報告書に開示請求のチェックを付けてはどうかいう意見があったが，

チェック欄を設けると全教員がチェックをつけてくるのではないかというこ

とでチェック欄はやめて，本人が開示を求めて来たときに開示するというこ

とで，積極的に開示する方向での議論ではなかった。 

 

 



 

 

続いて委員長から，不服審査委員会の設置が認められたので，資料３－６の不

服審査委員会の設置要項（素案）について，部局長が不服のあった教員と対峙し

ていたのでは，仕事にならないだろうとして，第三者機関として，評価委員会委

員長を長とする数名の不服審査委員会を設けて，ここで申し受けようする考えで，

重要な事は，委員全員の出席をもって開催し，不服申立のあった教員の該当する

委員は席をはずして審議する。また，不服申立のあった教員及びその部局長の両

者から個別にヒアリングを行ない，決裁を不服審査委員会が行う等の趣旨説明が

あり，審議願いたい旨提案があった。なお，承認が得られれば，評価委員会承認

として，教育研究評議会にも上申したい旨説明があった。 

以下のような質疑応答等の審議の結果，一部修正を加えることとし承認した。

（○委員長，☆委員） 

☆ 「全員出席」「全員の合意」というのは如何なものか。 

☆ 多数決で何名以上だったらいいとか，「全会一致」はこの場合は難

しいのでは。 

☆ 何故このように全員の出席，全員の合意がなされたかは，審議をき

ちんと最後まで行ってほしいという意図があるように思われるが，議

論が咬み合わなくて反故にされるのは問題があるとは思いますが，不

服だから審議を余計慎重に行うということでこのようになっていると

思われるが，その点についてお聞かせ願えればはっきりとすると思い

ますが。 

☆ タイトルに設置要項（素案）にしているのは，不服審査委員会なる

ものがこの評価委員会に出たのも今回が初めてで，いきなり成案に近

いものを出すのは如何なものかということで，委員長とも相談しなが

ら作成したもので，主に事務サイドの考え方が強い素案である。そう

いう意味で，特に「委員全員の出席」「全員の同意」，また，ただし

書きにあるように「意見申立のあった教員の所属する部局等の委員は

出席しない」のこの３点が疑問を残しながら作成したのもので，この

点を議論して頂ければと思っています。 

○ 委員会は２／３以上の出席をもって開くものとするとして，ただし

書きのところは如何ですか。 

☆ 利益代表の委員会でないのでとってもいいのでは。 

☆ 部局長が補助者を頼めるようになるので，その場合，副学部長が補

助者に頼まれることを想定して，むしろ当事者になることも考えられ

るので，それを避けるためにはこのまま残した方がいいのでは。 

○ これでスタートさせてみたら，１年間に１回も開かない可能性もあ

るので，まずはこれでスタートさせて頂きたい。「意見申立のあった

教員の所属する部局等の委員は，出席しないものとする」するとして，

内規ですので，不十分な点があれば直すことにする。次の「委員会の

議事は，出席した委員の全員の同意」のところは如何しましょうか。 

☆ ２／３以上でいいのでは。 

○ 委員会の議事は，出席した委員の２／３以上の同意を持って決する

ことにします。 

☆ ２／３以上の出席で，意見申してのあった当該部局の委員は除かれ

ることになるが，その場合の定足数の母数はどうなるか。 

○ 定足数の母数は，もともと抜けるかもしれない委員も含めてという

ことにします。 

☆ 第５第１項の「意見申立のあった教員の所属する部局等の委員は，

出席しないものとする。」の意図をお聞きしたい。 



 

 

○ 当事者である可能性が大きいから。 

☆ 当事者であったとしても，例えば，自書というようなものが細かく

提示されている訳ですか？どういうような申立書の中味にもよるが，

一番よく知っている当事者が出席しないと言うことは，片方だけの資

料の中で審議していいものか疑問があるが。 

○ 不服申立の書面が出されると，それに基づいて委員会を開催します。 

委員会では書類だけで審査します。審査の結果，本人から意見を聞か

なければならない。本人に一方的に聞いては良くないので，部局長か

らも別個に意見を聞くというように両者から意見を聞くということで

す。 

☆ そうすると担当の部局長にも聞き，かつ本人からも聞くとして，そ

こでの審議の中には，当該部局の委員は入らないと言うことですか。 

☆ 不服審査委員会が第三者の立場に立っているということ。不服申立

のあった教員の当該部局の副学部長が入っていたら，第三者ではなく

て当事者が入って審議しているではないかと見られる。第三者である

以上，当事者等の副学部長は入っていないし，それ以外の委員で審議

していますというように第三者の機関であることを明確にするために

は，この方がきちんとしていると思う。 

☆ ヒアリングの仕方とかの方法論が確立していないと，今言われたこ

とはよく分かるが，ヒアリングをどういう形でやっていくのか，具体

的な手続きのところで，この中には記載されていないので，意外とそ

う言う質問があるのではないかと思う。本人の意図が，あるいはそこ

の部局の中での考え方でもっと吸い上げられる形もあるのではないか

と思う。 

☆ 書類で出てきたものについて審議していく時に，当該の本人及び部

局長から話を聞いたり，あるいはこのような事について照会をして書

類を出してもらうというようなことに付いては，ここには書いていな

い。 

○ ヒアリングというと概算要求のときを想像してもらえば。不服審査

委員会のメンバーが６人程こちら側にいて，当該の部局長が「じつは，

本人が不服を申し立てているのは，私がこういう評価をしたからであ

って，私の視点はこういうことで・・」と説明する。両方からそう言

うことを行う。このような事を想定しているが，手続き論的な細かい

ことは，ここには書いていない。 

☆ 一般的にはそういうやり方をするのでは。第三者的な機関であると，

対外的にも対内的にも言われているように見えにくいので，どちらか

と言うと今言われた方法を取らざるを得ないと思う。それを取ってい

かないと，逆に何のための客観的な評価と言われたときに，非常に微

妙な立場になるので，ネガティブという考え方で，運用上も含めて，

そういう考え方を運用上に反映させることをしないといけないと思う。 

○ 細かい手続きとか，どのような対応でやるかということは，ここと

は別個に考えていきたいと思う。 

☆ 意見の聴取の第６に「部局等の長から意見を聴取する機会を設ける」

とあるが，「部局長等から」に変更した方が部局長以外からの意見も

聴取できると思うが。 

☆ 部局等での評価の責任者は，「部局等の長」と言うことですから，

「部局等の長」にした方が，責任のある判断ができると思う。 

○ 要するに責任者は「長」なので，代理者ではなくて，忙しいところ



 

 

万難を排して出てきて欲しいということで，「部局等の長」というこ

とにする。 

☆ 第５第１項のただし書きのところで，例えば，地域学部からそうい

う事例が出たときは，副学長はどういうことになるか。 

☆ ここの意味としては，不服審査委員会のメンバーとも関係する訳で

すが，「副学長」ということで出て頂くという意味で，分かりやすい

表現に直させて頂きたい。 

 

 ２．平成 17 年度に係る業務の実績報告について 

   委員長から，平成 17 年度の年度計画については，各部局等でその実施に向けて

取り組みを進めて頂いているところですが，平成 17 年度に係る業務の実績に関す

る報告書の作成に向けて準備を進める必要があります。国立大学法人評価委員会

においても，平成 16 年度の評価を踏まえて，資料４－１のように検討されている

旨説明があった。また，第２期国立大学法人評価委員会及び臨時委員の委員名簿

等は，資料４－２のとおりである旨報告があった。 

   今後国立大学法人評価委員会等で具体的な方法等が検討され，後日説明会が予

定されることも考えられますが，本学として，昨年の評価作業を踏まえて，資料

４－３のとおり進めてはどうかと考えているので，意見をお伺いしたい旨説明が

あった。 

   事務局から，昨年より実績報告書の作成作業を早めて実施したい旨提案があり，

平成 17 年度の業務関する実績報告書の作成及び評価スケジュール（案）の概要及

び報告書提出期限等について説明があった。 

審議の結果，資料４－３のスケジュールに沿って作業を進めていくこととした。 

 

 ３．本学が実施する自己点検・評価について 

 ４．評価スケジュール（案）について 

   委員長から，本学が実施する自己点検・評価については，これまで資料５のと

おり実施してきた。平成 18 年度に実施する自己点検・評価については，次の議題

４の評価スケジュール（案）との関連があるので，一緒に検討願いたい旨提案が

あった。 

また，本学の「中期目標」では，評価の充実に関する目標として， 

１）全学的に係わる自己点検は，原則として毎年項目を定め評価委員会が行う。 

２）分野別の教育研究に係わる自己点検評価は，期間中少なくとも１回は行い，

そのうち１回は外部評価を受けるものとする。ただし，この外部評価は独立

行政法人大学評価・学位授与機構が行う評価は含まない。 

３）年毎の部局毎の自己評価資料を大学で集中管理するシステムの構築

を図る。 

と中期目標に掲げている。平成 16 年度から平成 17 年度にかけて，「大学

教育」に関するアンケート調査，調査結果を分析し，自己点検・評価報告

書を作成して公表した旨説明があった。 

 ついては，資料６－１のように評価スケジュール（案）を提示していま

すが，平成 18 年度以降，第１期の中期目標期間の残り期間で，どのような

課題（テーマ）で自己点検・評価を行うのか，外部評価はいつの時期に実

施したらいいのか，大学機関別認証評価は何年度に受けたらいいのか，ま

た，国立大学法人評価委員会においては，資料６－２のように「中期目標

期間終了時の評価」について検討がなされているところですが，平成 18

年度以降どのような評価スケジュールで本学の評価事業を進めていったら

いいのか各委員の意見を伺いたい旨説明があった。 



 

 

 審議の結果，平成 18 年度に本学が実施する自己点検・評価については，

「研究」に関する事項で実施することとし，次回の評価委員会で１８年度

の計画を確定することとした。 

また，外部評価及び機関別認証評価については，資料６－２の別紙「中

期目標期間評価の想定されるスケジュール」のように，２０年度（５年目）

に暫定評価の実施，２１年度（６年目）は次期中期目標・計画策定作業，

２２年度には本評価の実施というスケジュールが国立大学法人評価委員会

及び大学評価・学位授与機構で検討されていることを考えると，資料６－

１のように，大学機関別認証評価は１９年度に申請して２０年度にうける，

外部評価は１９年度に実施というようなスケジュールが予定されるという

ことを承知願うこととした。 

  

 

 
  


