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平成24年 文部科学省「大学改革実行プラン」 

 
⑤ 国立大学改革 
 
⑥ 大学改革を促すシステム・基盤整備 
 
⑦ 財政基盤の確立とメリハリある資金配分の実施 
 
⑧ 大学の質保証の徹底推進 

 
① 大学教育の質的転換と大学入試改革 
② グローバル化に対応した人材育成 
③ 地域再生の核となる大学づくり(COC 構想) 
④ 研究力強化：世界的な研究成果とｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出 

Ⅰ.激しく変化する社会における大学の機能の再構築 

Ⅱ.大学の機能の再構築のための大学ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの充実・強化 

１．社会経済構造の変革を踏まえた大学改革の在り方 
 
２．求められる知識・技能の変化に対応した学修機会の充実  
 
３．大学の質保証の充実 
 
４．我が国の大学のグローバル化の促進 
 
５．大学のガバナンスの在り方 
  
６．短期大学の機能の充実 
 
７．大学院教育の在り方 
 
８．法科大学院教育の改善  
  
 
 
  
 
 
 
  

第7期中央教育審議会大学分科会 審議事項 

※平成25年４月４日 中央教育審議会大学分科会（第113回） 資料３
－３ 
本資料Ｐ．１９【参考資料】より抜粋 

個々の大学に求められる施策とマネジメント 

１．教育・研究・社会貢献を中心とした 
  将来ビジョンや中期目標・計画の策定 
 
２．上記と連動した自己点検・評価の継続～認証評価への対応 
 
３．ステークホルダー、社会への情報公開 
 
４．目標・計画の共有化による全学的なPDCAサイクルの確立 

学内の関連情報・データを一元管理・共有化
するしくみが不可欠 
全学・学部、年度ごとの目標・計画・実績を蓄
積・活用できるしくみが有効 
自己点検評価、認証評価に関わる付随業務
の効率的な実施が必要 

１ 大学の質保証に関する国の動向と個々の大学に求められる施策とマネジメント 
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ステークホルダー調査 

認証評価 

自己点検・評価 

中期目標・計画 

ベンチマーキング 

目標管理 

年度計画・年度評価 

広報・各種説明資料 

大学の様々なデータ・指標を一括して蓄積することにより― 
１）自己点検・評価、中期目標・中期計画策定・管理のコンテンツ・ツールとして利用できます。 
２）年度計画の進捗管理や年度評価の基礎データとして活用できます。 
３）ステークホルダー（学生、企業、教職員等）満足度、意識調査やアカウンタビリティのデータとして活用できます。 
４）貴学仕様に合わせた中期目標・計画、自己点検評価報告書の作成・格納・出力等の一元管理が可能です。 
５）データサービスの活用により、指標・データの体系的整備、学内での共有化、簡易な運用を提供します。 

中期目標・中期計画マネジメントシステム 

２ 中期目標・中期計画マネジメントシステムの機能 
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大学経営をマネジメントする仕組みの必要性 

①大学を『経営体』として捕らえ 大学経営『全体』のあるべき姿の経営戦略立案、 経営戦略進
行管理のためのマネジメントの仕組みが必要である。 

目指す教育・研究の充実・質の向上のためには、これまでのような予算の管理と業務運営だけで
は対応できない時代に来ている。 

②大学のステークホルダー（高校生、高校等、学生、卒業生、保護者、企業、地域・社会等）
を意識し、その実態･要望を可能な限り理解（データ取得・分析）し、大学の運営・業務を変え
て行く努力なしに 「競争に勝つ」あるいは「生き残る」などということは あり得ないという時代にあるこ
とを『全学的に認識』する。  

引用：2006年大学行政管理学会「大学経営評価指標研究会」 

（１）われわれの使命は何か？ 
（２）われわれの顧客は誰か？ 
（３）顧客は何を価値あるものと考えるか？ 
（４）われわれの成果は何か？ 
（５）われわれの計画は何か？  
 ピーター・F・ドラッカー「非営利組織の自己評価手法」より 

③目標・計画設定と実行にあたり、大学は以下のような視点から、教育・研究・社会貢献、学生
支援に取り組むとともに、PDCAサイクルを継続的・スパイラルに動かしていくことが求められている。 

3-1 (参考）本システムで活用する「大学経営評価指標」設定の背景 
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大学経営評価指標（ＵＭＩ）とは 
大学経営評価指標（ＵＭＩ）は 
「選ばれる大学づくり」のために必要な１２の使命群について 
その現状や達成度を測定するための指標を 
体系的にまとめたものです。 

指標 指標 指標 

指標（全体） 

１２の使命群 

上記の使命の現状や達成度を 
推測するてがかりになるもの 

ブ
レ
ー
ク 

ダ
ウ
ン 

選ばれる大学づくり 

約６０の施策／約２００の指標（目標） 

１.入試の多様化と募集広報の充実 
２.教育機能の充実 
３.学生生活の支援 
４.社会に期待され活躍できる 
 人材輩出 
５.知の創造と継承（研究推進） 
６.産学官連携の実践 

７.地域に貢献する大学づくり 
８.卒業生・保護者に愛される 
  大学づくり 
９.健全な財政基盤の確立 
10.大学行政管理の充実・高度化 
11.国際化への対応 
12.大学情報化の推進 

3-2  (参考）本システムで活用する「大学経営評価指標」の考え方 
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大
学
使
命 

内
部
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

使命 １ 魅力ある大学であると 
感じる高校生等の入学希望者が増加する 入試の多様化と募集広報の充実 

使命 ３ 授業以外の学生生活を貴重な時間として活用できる 
そのためのサポートが充実している 学生生活の支援 

使命 ４ 社会が求める能力を持ち、建学の精神を理解した 
人材を輩出する。進路が決定する。 社会に期待され、活躍できる人材輩出 

使命 ７ 地域の高等教育機関・地域交流の場 
として機能する 地域に貢献する大学づくり 

使命 ６ 産学官連携の増加と起業を促進し、 
社会、大学に貢献する 産学官連携の実践 

 

使命 ８ 卒業後も、母校に愛着を持ち、 
何らかのカタチでの支援者が増える 卒業生・保護者に愛される大学づくり 

大学行政管理の充実・高度化 使命 10 大学行政のﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙ人材が育成するシステムが 
構築・運用され、効果的効率的な組織運営がなされる 

使命 ９ 
資産（施設設備、基金等）を自己資金で整備しつつ 
消費支出超過をきたさない程度の財政体力を有しな 
がら、計画的な財政運営がされる 

健全な財政基盤の確立 

使命 ５ 先進・独創的な研究活動が絶え間なくされている 知の創造・継承（研究）              

使命 ２ 価値の高い教育が 受けられ、 
設定した学習目標が達成される 教育機能の充実              

3-3  (参考）大学経営評価指標（ＵＭＩ）－１２の大学使命と目的 

使命 11 国際化への対応 大学・学生が、世界各国との交流が活発化している 

使命 12 大学情報化の推進 ステークホルダーが、情報化が進み、利便性が高い大学と感じる 
職員・教員が情報化が進み効果的効率的に業務が推進できる 
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3-4  (参考）大学経営評価指標（ＵＭＩ）－使命3「学生生活の支援」 

目 的 

手 段 

7 



業務データ 

企業 
アンケート 

卒業生 
アンケート 

学生 
アンケート 

3-5 大学経営評価指標モデルの閲覧例 

8 

目的 

手段 



 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２章 □□□□□□□□□ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３章 □□□□□□□□□ 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

3-6 本システムの基本構造 

ID
大学経営評価指標

'データ名称
分類名 単位 登録形式

1 資料請求件数 業務数値 人 全学のみ

2 入試会場数 業務数値 箇所 全学のみ

3 同一学部・学科の入試可能回数 業務数値 回 全学のみ

4 各種説明イベント参加者総数 業務数値 人 全学のみ

5 教員による体験授業開催数 業務数値 回 学部学科別

6 職員による訪問説明会開催数 業務数値 回 全学のみ

7 高校訪問総件数 業務数値 件 全学のみ

8 出願実績校数 業務数値 校 全学のみ

9 学生募集経費 業務数値 千円 全学のみ

10 実志願者数 業務数値 人 全学のみ

11 志願者数 業務数値 人 学部学科別

12 障がい者受験者数 業務数値 人 学部学科別

13 入試形態数 業務数値 形態 学部学科別

14 第1希望で入学した学生の割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

15 受験にあたり大学に関する説明会、イベント等の満足度 新入学者アンケート ％ 学部学科別

16 受験にあたり大学に関する質問などに対しての対応満足度 新入学者アンケート ％ 学部学科別

17 教育内容に「魅力」を感じた割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

18 入学後発見した魅力がある割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

19 入学案内の広報物が入学理由になった割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

20 図書館施設環境の満足度 学生アンケート ％ 学部学科別

21 学習目標に対して達成・計画どおり進行している学生割合 学生アンケート ％ 学部学科別

22 年度ごとの学習目標を設定していない学生割合 学生アンケート ％ 学部学科別

23 受講している授業や授業内容、進め方についての満足度 学生アンケート ％ 学部学科別

24 教育の仕組み教育施設についての学生満足度 学生アンケート ％ 学部学科別

25 授業選択等にあたりシラバスの整備に満足している学生割合 学生アンケート ％ 学部学科別

26 採用企業満足度 企業アンケート ％ 学部学科別

27 本学学生を積極的に採用したいと思う企業割合 企業アンケート ％ 学部学科別

28 企業が教育に熱心だと思う大学印象度 企業アンケート ％ 学部学科別

29 卒業生からみた在学当時の学生生活充実度 卒業生アンケート % 学部学科別

30 卒業生からみた大学時代に学んだことの役立ち度 卒業生アンケート ％ 学部学科別

31 自分の子供、身内に本学への進学を勧めたい卒業生割合 卒業生アンケート 学部学科別

ID
大学経営評価指標

'データ名称
分類名 単位 登録形式

1 資料請求件数 業務数値 人 全学のみ

2 入試会場数 業務数値 箇所 全学のみ

3 同一学部・学科の入試可能回数 業務数値 回 全学のみ

4 各種説明イベント参加者総数 業務数値 人 全学のみ

5 教員による体験授業開催数 業務数値 回 学部学科別

6 職員による訪問説明会開催数 業務数値 回 全学のみ

7 高校訪問総件数 業務数値 件 全学のみ

8 出願実績校数 業務数値 校 全学のみ

9 学生募集経費 業務数値 千円 全学のみ

10 実志願者数 業務数値 人 全学のみ

11 志願者数 業務数値 人 学部学科別

12 障がい者受験者数 業務数値 人 学部学科別

13 入試形態数 業務数値 形態 学部学科別

14 第1希望で入学した学生の割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

15 受験にあたり大学に関する説明会、イベント等の満足度 新入学者アンケート ％ 学部学科別

16 受験にあたり大学に関する質問などに対しての対応満足度 新入学者アンケート ％ 学部学科別

17 教育内容に「魅力」を感じた割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

18 入学後発見した魅力がある割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

19 入学案内の広報物が入学理由になった割合 新入学者アンケート ％ 学部学科別

20 図書館施設環境の満足度 学生アンケート ％ 学部学科別

21 学習目標に対して達成・計画どおり進行している学生割合 学生アンケート ％ 学部学科別

22 年度ごとの学習目標を設定していない学生割合 学生アンケート ％ 学部学科別

23 受講している授業や授業内容、進め方についての満足度 学生アンケート ％ 学部学科別

24 教育の仕組み教育施設についての学生満足度 学生アンケート ％ 学部学科別

25 授業選択等にあたりシラバスの整備に満足している学生割合 学生アンケート ％ 学部学科別

26 採用企業満足度 企業アンケート ％ 学部学科別

27 本学学生を積極的に採用したいと思う企業割合 企業アンケート ％ 学部学科別

28 企業が教育に熱心だと思う大学印象度 企業アンケート ％ 学部学科別

29 卒業生からみた在学当時の学生生活充実度 卒業生アンケート % 学部学科別

30 卒業生からみた大学時代に学んだことの役立ち度 卒業生アンケート ％ 学部学科別

31 自分の子供、身内に本学への進学を勧めたい卒業生割合 卒業生アンケート 学部学科別

□□大学 
中期目標・計画 

貴学の特徴、独自性を
踏まえた評価指標デー
タ等の追加、修正 

全学教職員で活用できる
貴学版のマネジメント 
システム 

大学の現況を可視化する 
体系的な300項目の 
大学経営評価指標 

貴学、認証機関の 
自己点検・評価項目 
＆中期目標・計画 × ＋ ＝ 

大学機関別認証評価　自己評価基準

基準１　大学の目的　

基準２　教育研究組織（実施体制）

基準３　教員及び教育支援者

基準４　学生の受入

基準５　教育内容及び方法　

基準６　教育の成果　

基準７　学生支援等　

基準８　施設・設備　

基準９　教育の質の向上及び改善のためのシステム　

基準10　財務　

基準11　管理運営　

大学評価基準　

1 使命・目的

2 教育研究組織

3 教員・教員組織

4 教育内容・方法・成果

41
教育目標、学位授与方針、教育課程
の編成・実施方法

42 教育課程・教育内容

43 教育方法等

44 教育成果

5 学生の受け入れ

6 学生支援

7 教育研究環境

8 社会貢献・社会貢献

9 管理運営・財務

91 管理運営

92 財務

10 内部質保証

大学基準協会　評価基準　点検・評価項目

点検・評価項目詳細　目次

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２章 □□□□□□□□□ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３章 □□□□□□□□□ 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・ 

□□大学 
平成22年度 
事業計画 
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４ 中期目標・中期計画マネジメントシステム 運用イメージ 

各大学のネットワーク上から～ 
◆ユーザーIDとパスワードで 
全教職員による閲覧ができます。 
◆特定ユーザーIDとパスワードで 
担当部分の編集ができます。 
◆セキュリティは、①ドメイン制限  
②ユーザーID ③パスワードの三重制
御で確保しています。 

１）ログイン 
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２）トップ画面 

トップ画面のメニュ構成は各大学の 
仕様により制作することになります 

４ 中期目標・中期計画マネジメントシステム 運用イメージ 
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認証評価項目を目次立
てとした閲覧・編集 

大学データ、ＩＲデータの
閲覧・編集機能 

本学で設定している 
評価指標の閲覧・編集 

本学で設定している 
評価指標の基データの閲
覧・編集 

各種アンケート等の集計
結果、参考資料の 
閲覧・管理 

※カスタマイズ 
自己点検・評価報告書
の部局・章別管理等 

３）ボタン分類別機能 

４ 中期目標・中期計画マネジメントシステム 運用イメージ 

12 

※カスタマイズ 
中期目標・計画の閲覧、
年度報告書の部局・章
別管理等 



１）ボタン分類選択（「自己点検・評価項目」一覧へ） 

５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 
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２） 点検・評価項目選択（「５．学生の受け入れ」へ） 

14 

５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 

2017年度以降は 
新基準になりますが 
構造等は同じです。 
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評価項目・評価の
視点に関して本学
の目指す姿を描く 

目指す姿に対しての進捗
や成果を計測する指標を
設定する 

経年、学部別、指標別の成果を把
握・評価する 

評価項目 
評価の視点 

関連する 
大学基礎

データのリンク 

３） 点検・評価項目閲覧（「５．学生の受け入れ」-５０１へ） ー全学経年比較 

全学経年変化 

５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 
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評価項目・
評価の視点
に関して、目
指す姿 

目指す姿に対しての
進捗や成果を計測す
る指標を設定する 

 
経年、学部別、指標別の成果を把握・評価する 

評価項目 
評価の視点 

関連する 
大学基礎
データのリ

ンク 

４） 点検・評価項目閲覧（「５．学生の受け入れ」-５０１へ） ー年度学部間比較 

年度学部比較 

５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 
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評価項目・評価の
視点に関して、目
指す姿を描く 

目指す姿に対しての進捗
や成果を計測する指標を
設定する 

経年、学部別、指標別の成果を把
握・評価する 

評価項目 
評価の視点 

関連する 
大学基礎

データのリンク 

５） 点検・評価項目閲覧（「５．学生の受け入れ」-５０１へ） ー学部経年比較 

学部経年変化 

５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 
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指標数値の基データ、関
連資料を格納・閲覧 

指標の担当課を設定 指標の分類、算定式を定義づけ 指標データの 
管理・編集 

Excel出力機能 
グラフ化機能 

６） 点検・評価項目閲覧画面での主な機能 

５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 
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５ 自己点検・評価項目 運用イメージ 

7） 点検・評価項目閲覧画面での主な機能~関連サイトへのリンク 

受験生の方へ 

教育目標     在学生からのメッセージ     学部・学科の特色 

オープンキャンパス情報 



６ 「データ集」の管理機能 

20 
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分類：大学基礎データ、ＩＲ
データ等の区分設定が可能 

６ 「データ集」の管理機能 



７ 「自己点検・評価報告書」の管理機能 

22 
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７ 「自己点検・評価報告書」の管理機能 

１） 一覧画面から特定項目×該当部局の選択 （５ 学生の受け入れ×政治経済学部） 
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７ 「自己点検・評価報告書」の管理機能 
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７ 「自己点検・評価報告書」の管理機能 

自己点検・評価シートの
編集・閲覧機能 

報告のエビデンス（根拠
資料）の格納・閲覧機能 

記載されたシートの 
検索出力機能 



８ 「中期目標・中期計画」の管理機能 

26 
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８ 「中期目標・中期計画」の管理機能 

目次・章立は 
大学ごとに作成 
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８ 「中期目標・中期計画」の管理機能 



29 

８ 「中期目標・中期計画」の管理機能 

該当学部や部署 
主担当・関連部署 

該当学部や部署の中期計画 
関連する大学基準 
中期計画推進にあたっての留意
点等 

年度計画・実績報告 
年度計画の進捗状況自己評
価 

年度実績報告のエビデンス 
（根拠資料）の格納・閲覧 

平成28年度以降の年度計画・
度実績報告記載欄 
必要に応じた中間評価・総括
評価欄 

★
シ
ー
ト
の
記
載
項
目
や
構
成
は 

大
学
ご
と
の
仕
様
に
よ
り
作
成 
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８ 「中期目標・中期計画」の管理機能 

出力日時：2016/08/17 6:36:38

日本能率大学　中期目標・中期計画　【平成27（2015）年度～平成32（2020）年度】

政治経済学部

計画 実績 年度計画進捗状況

自己評価

５　学生の受け入れ

１．×××××××××××××××

×××××××××××××××××

×××××××××××××××××

×××××××××××××××

入試・広報課 IR室室 １．××××××××××××××××××××

×××××××××××

１）××××××××××××××××××××

×××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

３）×××××××××××××××××××

１．×××××××××××××××××××

××××××××××××

１）×××××××××××××××××××

××××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

３）×××××××××××××××××××

B

２．×××××××××××××××

×××××××××××××××××

×××

入試・広報課 IR室室 ２．××××××××××××××××××××

×××××××××××

２．×××××××××××××××××××

×××××××××××× A
３．×××××××××××××××

××××

入試・広報課 IR室室 ３．××××××××××××××××

１）××××××××××××××××××××

×××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

３．××××××××××××××××

１）×××××××××××××××××××

××××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××
C

４．×××××××××××××××

××××

教務課 入試・広報課 ４．××××××××××××××××××××

×××××××××××

４．×××××××××××××××××××

×××××××××××× B
５．×××××××××××××××

××××

教務課 入試・広報課 ５．××××××××××××××××××××

×××××××××××

１）××××××××××××××××××××

×××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

５．×××××××××××××××××××

××××××××××××

１）×××××××××××××××××××

××××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

B

６．×××××××××××××××

××××。

教務課 入試・広報課 １．××××××××××××××××××××

×××××××××××

１）××××××××××××××××××××

×××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

３）×××××××××××××××××××

１．×××××××××××××××××××

××××××××××××

１）×××××××××××××××××××

××××××××××××××××

２）×××××××××××××××××××

３）×××××××××××××××××××

A

１．学の学生の受入方針（アドミッションポリシー）を明確にし

て，×××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

××××。

２．××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××。

３．××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××

×××。

H27（2015）年度中期目標 中期計画 担当1 担当2



１）自己点検・評価に必要な様々な指標、データ、報
告書等を一元管理するとともに、全教職員で活用できま
す。 

８．自己点検・評価マネジメントシステムの特色と業務上のメリット 

本システムの特色 

２）データベースに格納された評価シートや年度報告書
等は年度別、学部別、章ごとなど検索・出力が可能です。 

業務上のメリット 

５）本システムは、クラウド方式（ＪＭＡへのアクセスに
より稼働する）ですので、データに関しては、充分なバッ
クアップ（毎日）を実施しており、データ棄損等のリスク
は極めて低くなっています。 

３）既存の「大学経営評価指標」約200項目に加え
て、貴学独自の指標の追加等により、教育・研究・社会
貢献・学生支援等に関わる定量的なデータが体系的な
指標として管理・活用することが可能です。 

１）自己点検・評価の実施、報告書執筆の際に必要
なエビデンス（根拠データ）を誰でも閲覧・加工するこ
とができ、データ収集等の業務や時間が大幅に削減さ
れます。 

２）学内委員会や外部向け資料等の編集、印刷など
の業務量が著しく低減するとともに、即時性をもった業
務対応が可能です。 

３）必要データを担当課に確認したり、作成依頼する
のではなく、必要なデータを予め設定することにより、迅
速なＩＲなどのデータ分析や改善案の策定に寄与しま
す。 

４）整備された指標、データ、報告書等は、データベー
スで管理されていますから、特定条件を設定し、ホーム
ページ等での情報公開への活用も可能です。 

４）情報公開や広報のためのホームページ作成等の
業務を大幅に削減できます。 

５）新たなハード・ソフトの購入の必要はありません。シ
ステムメンテナンスやデータバックアップに関わる新たな人
員等は必要ありません。 

◆本システムならびに「大学経営評価指標」は、国公私立20大学以上で継続的に運用されています。 
◆活用形態は大学ごとの要望を採り入れたものとなっていますので、様々なご要望に対応できます。 
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