自己点検・評価報告書

令和２年１０月

苫小牧工業高等専門学校

は

じ

め

に

本校では、平成６、１２、１８及び２４年度に、工学教育に関するその折々
の社会的動向を背景として、学校教育法第１０９条第１項に基づいた自己点検
評価を、第三者による外部評価をも含めて実施し、その結果を公表して来まし
た。令和元年度には、これらの４回に引き続き５回目となる自己点検・評価を
実施し、常設の運営諮問会議において外部評価委員からの意見及び提言を受け、
それらに対する本校としての対応も含めて、この度『自己点検書（本文編）及
び（資料編）』並びに『外部評価』を編纂しました。今回編纂した報告書は、
令和３年度に受審予定の機関別認証評価に備えた位置づけとして実施した自己
点検・評価に関するもので、本校のこの６年間の教育・研究、管理・運営、学
生支援、地域貢献等々について機関別認証評価基準ごとの詳細な点検・評価が
行われました。
本校では、平成２１年度に「苫小牧工業高等専門学校の点検・評価等に関す
る規則」を定めており、その中で実施すべき点検・評価を規定しております。
具体的には、今回の自己点検及び評価、機関別認証評価受審のための点検及び
評価、本校運営諮問会議開催のための点検及び評価等があります。これらの点
検・評価を効率的に実施することにより、学校改善・改革のためのPDCAサイク
ルを運用しております。今回の自己点検・評価の結果を受けて、今年度は来年
度に受審する機関別認証評価に向けての学校改善活動のための１年となります。
ただし、感染症の影響もあり外部委員への意見聴取に遅れが生じました。さ
らに、前期期間中は感染症対策へ多くの時間を要したことから、報告書の取り
纏め作業、学校改善活動についても対応に遅れが生じている状況ではあります
が、後期期間を中心として早急に取り組む所存でございます。
評価文化の醸成が謳われて久しくなりますが、本校のこれまでの取り組み状
況を鑑みますと、すでに定着している状況ではないかと思います。このような
各種の点検・評価の実施には、蓄積した膨大な資料の取り纏めの作業を始めと
して、多くの労力そして時間を要する点検業務が伴うことから、より効率的な
体制を構築することが望まれるところです。
今回の自己点検・評価及び報告書の編纂に関わった関係教職員の労苦に感謝
を申し上げると共に、大部な報告書に目を通され貴重なご意見・ご提言をいた
だきました外部評価委員の皆様にも厚くお礼申し上げます。
本校教職員には、本校の全ての活動を活性化させるため、本報告書を最大限
に活用してくれることを祈念するところです。
苫小牧工業高等専門学校
校長 小 林 幸 徳
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第１部『自己点検・評価』

自己点検書（本文編）
自己点検書（資料編）
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苫小牧工業高等専門学校
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Ⅰ

苫小牧工業高等専門学校の現況及び特徴
(1)

現況

１．

高等専門学校名

苫小牧工業高等専門学校

２．

所在地

北海道苫小牧市字錦岡 443 番地

３．

学科等の構成

準学士課程：創造工学科（2016 年度入学生から）
機械工学科、電気電子工学科、情報工学科、物質工学科、環境都市工学科
（2015 年度入学生まで）
専攻科課程：電子・生産システム工学専攻、環境システム工学専攻

４．

認証評価以外の第三者評価

等の状況

特例適用専攻科（専攻名：電子・生産システム工学専攻、環境システム工学専攻）
JABEE 認定プログラム（専攻名：「環境・生産システム工学」教育プログラム

）

その他（なし）
５．

(2)

学生数及び教員数

学生数：1,025 人

教員数：専任教員

76 人

助手数：0 人

特徴

苫小牧工業高等専門学校（以下、苫小牧高専あるいは本校と略す）は、昭和 39 年 4 月に、「深く専門の学芸を教授し、職業
に必要な能力を育成すること」を目的とした国立工業高等専門学校の第 3 期校として設置された。
設立時は本科のみで、機械工学科、電気工学科、工業化学科の 3 学科（学生総定員 600 名）構成であったが、昭和 44 年 4
月に土木工学科、平成 2 年 4 月に情報工学科が設置され、専門学科 5 学科（学生総定員 1,000 名）構成となった。以後、時代
の要請に応えるべく、平成 6 年 6 月には工業化学科から物質工学科への改組、平成 7 年 4 月には土木工学科から環境都市工学
科への改組が行われ、平成 12 年 4 月には電気工学科から電気電子工学科への学科名称変更が行われた。
また、平成 15 年 4 月には、「より高度な専門知識と技術を教授し、創造的な研究開発や先端技術に対応できる人材を育成す
ること」を目的として、電子・生産システム工学専攻および環境システム工学専攻の 2 専攻からなる専攻科（学生総定員 40
名）が設置された。平成 27 年度からは、（独）大学評価・学位授与機構の認定を受けた特例適用専攻科となり、特例適用専攻
科の修了見込み者に対する学士の学位の授与に係る審査が可能となった。
さらに、平成 28 年度からは、本科について、それまでの 5 学科体制（機械工学科、電気電子工学科、情報工学科、物質工
学科、環境都市工学科）から、1 学科 5 系制への改組を行った。現在は、創造工学科（機械系、都市・環境系、応用化学・生
物系、電気電子系、情報科学・工学系）の 1 学科 5 系体制（学生総定員 1,000 名）となり、第 4 学年まで学年進行している。
本校は、開校以来、「誠実な心情、友愛の精神、不屈の気力」という信条のもとに、一般科目と専門科目をくさび型に配置
して互いに有機的に関連させた教育課程によって、専門基礎を重視した教育、実験・実習・演習等を重視した実践的・創造的
教育を実施している。また、平成 16 年 4 月には、前年の専攻科開設を受けて、日本技術者教育認定機構（以下 JABEE と略
す）の基準に準拠した「環境・生産システム工学」教育プログラムを設置した。この教育プログラムは、本科 5 学科の 4・5
年生および専攻科 2 専攻の教育課程から構成され、「「専門分野横断型」の教育を通して複数の領域の知識と技術を持ち合わ
せ、複合領域に関する問題に対して創造性を発揮し解決できる実践的技術者を育成すること」を目的としている。平成 18 年 5
月には工学（融合複合・新領域）関連分野の教育プログラムとして JABEE による認定を受け、平成 22 年度、平成 28 年度には
継続認定を受けている。
さらに、平成 17 年度には「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（現代 GP）に採択された「学生参画型産学連携推進プロ
グラム」を立ち上げるとともに、他高専と合同の現代 GP「創造性豊かな実践的技術者育成コースの開発」、「高専間連携を活用
した体験型環境教育の推進」に参画、平成 19 年度には「実践的テーマによる国際産学連携 CE の推進」プログラムが文部科学
省の「国際化推進プログラム」に採択されるなど、さらなる教育改善に努めている。
近年では、平成 27 年度の「北海道における雇用創出・若者定着に係る協定」締結に伴う文部科学省「地（知）の拠点大学
による地方創生推進事業（COC+）」への参加や、平成 29 年度の北海道警察サイバーセキュリティ対策本部との「サイバーセキ
ュリティの分野における人材の育成に関する協定」締結とそれに関連した各種事業、平成 30 年度の国立高等専門学校機構
「KOSEN4.0 イニシアティブ」への「“とまなか”で実施するハイブリッド型イノベーション人材の育成」事業の採択など、新
たな人材育成事業にも力を入れている。
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地域社会・地域産業との交流・連携に関しては、地域共同研究センターを設置し、共同研究、技術開発相談、研究生・科目
等履修生制度、公開講座、小中学校への出前授業等の活動を通じ、地元産業界による苫小牧高専協力会とも連携して、その促
進を図っている。最近では、上記「KOSEN4.0 イニシアティブ」採択事業において、平成 30 年 10 月に、苫小牧高専サテライト
「C-base」を苫小牧経済センタービル内に開設している。また、地域共同研究センターの活動は、その設備の利用と併せて、
本科卒業研究・専攻科特別研究等、本校の教育面に対する直接・間接的な支援も行っている。
他教育機関との連携に関しては、国内については、北海道大学工学部・農学部、室蘭工業大学との単位互換協定、北海道大
学、室蘭工業大学、北見工業大学等との学術交流協定、海外については、EIT ホークスベイ校（ニュージーランド）、THEi（香
港）、モンゴル工業技術大学（モンゴル）、カセサート大学（タイ）との学術交流協定を結んでいる。
海外の教育機関との学術交流協定では、EIT ホークスベイ校、THEi での学生の語学研修制度、THEi、カセサート大学での短
期インターンシップ（派遣および受け入れ）が設けられており、本科・専攻科の全学年を対象とした英語統一テストの実施と
併せて、国際社会に対応できるコミュニケーション基礎能力育成の一助となっている。
また、学級担任によるクラス指導、定員総数 373 名（現状は男子学生 313 名、女子学生 60 名であるが、女子寮拡張に伴
い、令和 2 年度より女子学生の定員が 79 名となる）の学生寮における各種指導・支援、全員顧問制による課外クラブ活動支
援等、人間性涵養に関する教育活動も活発に行っている。
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Ⅱ

目的
１．目的
準学士課程（本科）
本校は、教育基本法の精神にのっとり、及び学校教育法に基づき、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成す
ることを目的とする。
（苫小牧工業高等専門学校学則第 1 条）
専攻科課程
専攻科は、高等専門学校における教育の基礎の上に、精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授
し、その研究を指導し、もって広く産業の発展に寄与する人材を育成することを目的とする。
（苫小牧工業高等専門学校学則第 56 条）

２．学科等の目的
旧 5 学科の目的の教育上の目的
(1) 機械工学科
機械工学科は、豊かで安全な未来を創造するために必要な、機械、エネルギー、環境などの技術に関する実践的な教育を行
い、豊かな人間性と自主性および広い視野を持った人材を育成する。
(2) 電気電子工学科
電気電子工学科は、豊かで安全な未来を創造するために必要な、エネルギー・制御、エレクトロニクス、情報・通信などの
技術に関する実践的な教育を行い、豊かな人間性と自主性および広い視野を持った人材を育成する。
(3) 情報工学科
情報工学科は、豊かで安全な未来を創造するために必要な、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどの情報技術に
関する実践的な教育を行い、豊かな人間性と自主性および広い視野を持った学生を育てる。
(4) 物質工学科
物質工学科は、豊かで安全な未来を創造するために必要な、物質の合成、物性および解析などの物質工学に関する実践的
な教育を行い、豊かな人間性と自主性および広い視野を持った専門技術者を育成する。
(5) 環境都市工学科
環境都市工学科は、豊かで安全な未来を創造するために必要な、自然と調和した社会基盤整備に関する実践的な教育を行
い、豊かな人間性と自主性および広い視野を持った人材を育成する。
（苫小牧工業高等専門学校学則第 7 条の 2 及び別表第 1（平成 26 年 4 月 1 日改定版））

創造工学科の教育上の目的
創造工学科は、工学分野共通の基礎を教育した上で、豊かで安全な未来を創造するための核となる専門分野とその周辺分
野の知識と技術に関する実践的な教育を行い、豊かな人間性と自主性及び広い視野をもった人材を育成する。
（苫小牧工業高等専門学校学則第 7 条の 2 及び別表第 1）

各専攻の教育上の目的
(1) 電子・生産システム工学専攻
準学士課程で修得した機械・電気電子・情報工学の知識や技術を基礎とし、境界領域を認識できる能力、「ものづくり」
の基礎となる幅広い分野の実践的・複合的能力を育成する。
(2) 環境システム工学専攻
準学士課程で修得した物質工学・環境都市工学の知識や技術を基礎とし、境界領域を認識できる能力、素材・材料、生物
機能、社会基盤に関する分野の実践的・複合的能力を育成する。
（苫小牧工業高等専門学校学則第 57 条の 2 及び別表第 4）
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３．学習目標
準学士課程（本科）
1.

人間性：正課、行事、課外活動等を通して、豊かな人間性と教養および自主自律の精神を身につける。

2.

実践性：創造力の基礎として、実践力および将来に向けて自らを向上させる学習習慣を身につける。

3.

国際性：世界に目を向ける姿勢と教養およびコミュニケーションの基礎能力を身につける。

専攻科課程
1.

人間性：正課、校外活動等を通して、豊かな人間性と教養および広い視野を身につける。

2.

創造性：複数の視点で物事をとらえて新しい技術を創造する基礎力を身につける。

3.

国際性：グローバルに活躍するための教養とコミュニケーション能力および相互理解の精神を身につける。
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基準１

教育の内部質保証システム

評価の視点
【重点評価項目】
１－１

教育活動を中心とした学校の総合的な状況について、学校として定期的に学校教育法第 109 条第１項に規定され

る自己点検・評価を行い、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るための教育研究活動の改善を継続的に行
う仕組み（以下「内部質保証システム」という。）が整備され、機能していること。
【重点評価項目】
観点１－１－①

教育活動を中心とした学校の活動の総合的な状況について、学校として定期的に自己点検・評価を実施す
るための方針、体制等が整備され、点検・評価の基準・項目等が設定されているか。

【留意点】
○

教育の活動を中心とした学校の教育研究活動の総合的な状況についての自己点検・評価の実施方針、実施体制、実施項
目を分析するための観点であり、重点評価項目として位置付けている。
（改善への取組については１－１－④で分析する。）

○

定期的に行うということは、７年以内ごとに実施する大学改革支援・学位授与機構（以下、
「機構」という。）の機関別
認証評価に対応した自己点検・評価以外に、計画的にモニタリング※や自己点検・評価を実施していることについて分析
すること。
※ 「モニタリング」として、教育プログラムの実施者がプログラムの現状について、定量的及び定性的なデータや情報
を定期的かつ体系的に把握・追跡し、継続的に情報共有を行う作業をいう。

○

実施方針とは、趣旨、実施時期、実施方法、評価結果の外部検証等が定められている学校内の規定を想定している。

○

実施体制には、委員会や担当部署のほか、自己点検・評価における責任の所在を明記していること。なお、実施体制の
「組織図」等があれば提示すること。

○

自己点検・評価の基準・項目には、機構の高等専門学校評価基準を活用することや、必要に応じて独自の評価の項目を
設定している場合も想定される。

○

実施体制、評価の基準・項目等は、実施方針の中で一体的に策定している場合も想定される。

関係法令

(法)第 109 条

(施)第 166 条

(設)第 2 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学校として定期的に自己点検・評価を実施するための方針

◇実施の方針が明示されている規程等

を定めているか。

資料１－１－①－（１）－１(p.1)

■定めている

「自己点検・評価を実施するための方針を明記した資料」

☐定めていない

資料１－１－①－（１）－２(p.2)
「自己点検・評価を実施するための具体的な方針を明記
した資料」
資料１－１－①－（１）－３(p.4)
「自己点検・評価を実施するための方針（実施時期）を明
記した資料」

(2) (1)の方針において、自己点検・評価の実施体制（委員会等） ◇実施体制等がわかる資料（組織構成図、関連規程等）
を整備しているか。

（再掲）資料１－１－①－（１）－１(p.1)

■整備している

「自己点検・評価を実施するための方針を明記した資料」

☐整備していない

資料１－１－①－（２）－１(p.1)
「自己点検・評価の実施体制の組織図」
資料１－１－①－（２）－２(p.2)
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「自己点検・評価の実施体制関連規程（運営委員会）」
資料１－１－①－（２）－３(p.3)
「自己点検・評価の実施体制関連規程（運営委員会自己点
検・評価対応部会）」
資料１－１－①－（２）－４(p.5)
「自己点検・評価の実施体制関連規程（総務委員会）」
資料１－１－①－（２）－５(p.6)
「自己点検・評価の実施体制関連規程（運営諮問会議）」
資料１－１－①－（２）－６(p.7)
「自己点検・評価の基準・項目と分担」
(3) (1)の方針において、若しくは同方針に基づいて、自己点検・ ◇自己点検・評価の基準・項目等がわかる資料（関連規程
評価の基準・項目等を設定しているか。

等）

■設定している

（再掲）資料１－１－①－（２）－６(p.7)

☐設定していない

「自己点検・評価の基準・項目と分担」

【重点評価項目】
観点１－１－②

内部質保証システムに基づき、根拠となるデータや資料に基づいて自己点検・評価が定期的に行われ、そ
の結果が公表されているか。

【留意点】
○

根拠となるデータや資料等とは、教育の状況について自己点検・評価を行うに当たり必要な教育活動に関する基礎的な
資料のことで、本評価書の右欄に明示された各種資料を想定している。自己点検・評価に活用できるように体系的に整理
しているかを分析すること。より体系的に実施するため、データブック等の策定や、ＩＲ（インスティテューショナル・
リサーチ）活動として実施している場合も考えられる。

○

定期的に行うということは、７年以内ごとに実施する大学改革支援・学位授与機構（以下、
「機構」という。）の機関別
認証評価に対応した自己点検・評価以外に、計画的にモニタリング※や自己点検・評価を実施していることについて分析
すること。
※ 「モニタリング」として、教育プログラムの実施者がプログラムの現状について、定量的及び定性的なデータや情報
を定期的かつ体系的に把握・追跡し、継続的に情報共有を行う作業をいう。（１－１－①の留意点の再掲。）

○

設定した自己点検・評価の基準・項目に基づいて、点検（分析）・評価されていること。（１－１－①(3)と関連。）

関係法令

(法)第 109 条

(施)第 166 条

(設)第 2 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 根拠となるデータや資料等を定期的に収集・蓄積している

◇収集・蓄積状況がわかる資料

か。

資料１－１－②－（１）－１(p.1)

■収集・蓄積している

「事務サーバーにおける自己点検・評価用基礎データ蓄

☐収集・蓄積していない

積状況 H27」
資料１－１－②－（１）－２(p.2)
「事務サーバーにおける委員会資料蓄積状況(1)」
資料１－１－②－（１）－３(p.3)
「事務サーバーにおける委員会資料蓄積状況(2)—運営委
員会の資料と議事録」
資料１－１－②－（１）－４(p.4)
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「事務サーバーにおける各種資料蓄積状況(1)」
資料１－１－②－（１）－５(p.5)
「事務サーバーにおける各種資料蓄積状況(2)—答案等保
存資料」

本校の運営・教育・研究に関する資料・記録は文書管理
規程に基づき、事務サーバーに適宜分類の上、集約されて
いる。

◇担当組織、責任体制がわかる資料
資料１－１－②－（１）－６(p.6)
「自己点検・評価用基礎データ蓄積に関する要項」
資料１－１－②－（１）－７(p.8)
「自己点検・評価用基礎データ蓄積に関する担当組織等」
資料１－１－②－（１）－８(p.9)
「法人文書の管理に関する規程」
資料１－１－②－（１）－９(p.15)
「学業成績の根拠資料の作成に関する取り決め」

議事録、委員会資料等については、文書管理規程によっ
て担当組織が定められている。また、答案等保存資料のよ
うな教育関係の資料については、教務委員会等の関係委
員会が資料収集についての責任を負っている。
(2) 自己点検・評価を定期的に実施しているか。

◇自己点検・評価報告書等、実施状況がわかる資料（何年

■実施している

ごとに実施しているかがわかる資料も含む。）

☐実施していない
◆何年ごとに実施しているかを明確にしつつ、現在の実
施頻度が適切かどうか、データや資料を活用して行われ
ているかについて、資料を基に記述する。
（再掲）資料１－１－①－（１）－３(p.4)
「自己点検・評価を実施するための方針（実施時期）を明
記した資料」
資料１－１－②－（２）－１(p.1)
「学校教育法に基づく自己点検及び評価の実施状況が分
かる資料」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2014/03/self_assessment_h24.pdf
資料１－１－②－（２）－２(p.5)
「機関別認証評価に基づく自己点検及び評価の実施状況
が分かる資料（１）」
https://www.tomakomaict.ac.jp/outline/steering/h19
資料１－１－②－（２）－３(p.6)
「機関別認証評価に基づく自己点検及び評価の実施状況
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が分かる資料（２）」
https://www.tomakomaict.ac.jp/outline/steering/h26

本校では、資料１－１－①－（１）－１に示す、
「点検・
評価等に関する規則」を定めており、学校教育法に基づい
た自己点検・評価を、運営諮問会議による外部評価を含め
て、平成 6・12・18 及び 24 年度に実施している。
資料１－１－①－（１）－３に示す「自己点検関係スケ
ジュール」からも分かるように、基本 6 年毎の自己点検・
評価を定めているが、平成 31 年度の自己点検・評価につ
いては、機関別認証評価の基準変更を考慮して、実施を通
常のサイクルから 1 年延期している。
自己点検・評価にあたっては、事務サーバーに蓄積され
ている委員会関係資料、教育関係資料等を活用し、各委員
会等で分担して自己点検・評価報告書（第 1 版）を作成す
る。その後、運営委員会による総括、運営諮問会議による
外部評価を経て、自己点検・評価報告書（最終版）を作成・
公表している。
現状では、学校教育法に基づいた自己点検・評価の２年
後に、機関別認証評価に基づく自己点検及び評価を行っ
ている。さらに、専攻科の状況審査、特例適用審査、運営
諮問会議による外部評価を自己点検関係スケジュールに
組み込んでいることから（JABEE については、2022 年度の
継続審査は受審しない）、自己点検・評価の頻度は適切で
あると判断する。
(3) (2)の結果を公表しているか。

◇公表状況がわかる資料（ウェブサイトのアドレスの明

■公表している

示でも可。）

☐公表していない

資料１－１－②－（３）－１(p.1)
「学校教育法に基づく自己点検及び評価の公表」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/assessment

【重点評価項目】
観点１－１－③

学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており、それらの結果が自己点検・評価に反映され
ているか。

【留意点】
○

学校の構成員及び学外関係者の意見を聴取する方法、内容、実施状況等についての分析を含め、聴取した意見がどの
ような形で教育の状況に関する自己点検・評価に反映されているか分析すること。

○

特に学外関係者からの意見聴取は、準備等に時間がかかることが想定されるため、計画的な実施が望まれる。

○

「第三者評価」とは、評価対象機関とは独立した第三者組織によって選定された評価者・評価項目等によって行われ
る評価を指す。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
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自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 自己点検・評価の実施に際して、次の各者の意見を反映す

◇各意見聴取の実施状況がわかる資料（実施方法、回数、

るようになっているか。
（該当する選択肢にチェック■する。） 意見内容の例、アンケート結果集計表等。
）
■教員

資料１－１－③－（１）－１(p.1)

■職員

「アンケート調査による各者の意見聴取の要項」

■在学生
■卒業（修了）時の学生

■教職員アンケート

■卒業（修了）から一定年数後の卒業（修了）生

資料１－１－③－（１）－２(p.3)

■保護者

「教職員アンケート調査による意見聴取－アンケート項

■就職･進学先関係者

目」
資料１－１－③－（１）－３(p.4)
「教職員アンケート調査による意見聴取－アンケート集
計結果」

■在学生アンケート
資料１－１－③－（１）－４(p.7)
「学生アンケート調査による意見聴取－アンケート項
目」
資料１－１－③－（１）－５(p.11)
「学生アンケート調査による意見聴取－アンケート集計
結果」

■卒業・修了時の学生アンケート
資料１－１－③－（１）－６(p.15)
「学習・教育到達目標の到達度アンケート実施要項」
資料１－１－③－（１）－７(p.16)
「学習・教育到達目標の到達度アンケート集計結果（本
科）」
資料１－１－③－（１）－８(p.17)
「学習・教育到達目標の到達度アンケート集計結果（専
攻科）」

■卒業生・修了生アンケート
資料１－１－③－（１）－９(p.18)
「卒業生・修了生アンケート調査による意見聴取－アン
ケート項目」
資料１－１－③－（１）－１０(p.22)
「卒業生・修了生アンケート調査による意見聴取－アン
ケート集計結果」

■進路先アンケート
資料１－１－③－（１）－１１(p.29)
「進路先アンケート調査による意見聴取－アンケート項
目」
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資料１－１－③－（１）－１２(p.33)
「進路先アンケート調査による意見聴取－アンケート集
計結果」

■保護者アンケート
資料１－１－③－（１）－１３(p.38)
「アンケート調査による保護者からの意見聴取（１）－
アンケート項目」
資料１－１－③－（１）－１４(p.40)
「アンケート調査による保護者からの意見聴取（２）－
アンケート項目」
資料１－１－③－（１）－１５(p.42)
「アンケート調査による保護者からの意見聴取（２）－ア
ンケート集計結果」

■授業アンケート
資料１－１－③－（１）－１６(p.43)
「授業アンケート実施要項」

なお、各アンケート結果については、データとしては古
くなっており、再度アンケートを実施する必要がある。

◇自己点検・評価結果報告書等の該当箇所
資料１－１－③－（１）－１７(p.47)
「自己点検・評価への聴取意見の反映箇所」
(2) 自己点検・評価の実施において、聴取された意見の評価結

◇各評価結果等を踏まえて自己点検・評価が行われてい

果及び他の様々な評価の結果等を踏まえて行っているか。
（該

ることを示す報告書等の該当箇所

当する選択肢にチェック■する。）

（再掲）資料１－１－③－（１）－１７(p.47)

【在学生の意見聴取】

「自己点検・評価への聴取意見の反映箇所」

■学習環境に関する評価

資料１－１－③－（２）－１(p.1)

■学生による授業評価

「教職員アンケート分析による自己点検」

■学生による教育・学習の達成度に関する評価
（進級時等、卒業（修了）前の評価）

【在学生の意見聴取】

☐学生による満足度評価

資料１－１－③－（２）－２(p.3)

（進級時等、卒業（修了）前の評価）

「学生アンケート分析による自己点検」

☐その他

資料１－１－③－（２）－３(p.6)

【卒業（修了）時の意見聴取】

「学生による授業評価に基づく授業改善（１）」

■卒業（修了）時の学生による教育・学習の達成度に関する評
価

資料１－１－③－（２）－４(p.7)
「学生による授業評価に基づく授業改善（２）」

☐卒業（修了）時の学生による満足度評価
☐その他

なお、在学生による満足度評価は、今後、実施する必要

【卒業（修了）後の意見聴取】

がある。

■卒業（修了）後の学生による学習成果の効果に関する評価
■卒業（修了）後の就職・進学先等による学生の学習成果の効
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【卒業（修了）時の意見聴取】

果に関する評価

資料１－１－③－（２）－５(p.8)

☐その他

「学習・教育到達目標の到達度アンケート集計結果の報

【外部評価】

告（本科）」

■外部有識者の検証

資料１－１－③－（２）－６(p.9)

■教育活動に関する第三者評価

「学習・教育到達目標の到達度アンケート集計結果の報

（機関別認証評価、JABEE 等。）

告（専攻科）」

■設置計画履行状況調査
☐その他

なお、卒業（修了）時の学生による満足度評価は、今後、
実施する必要がある。

【卒業（修了）後の意見聴取】
資料１－１－③－（２）－７(p.10)
「卒業生・修了生アンケート分析による自己点検」
資料１－１－③－（２）－８(p.13)
「進路先アンケート分析による自己点検」

【外部評価】
資料１－１－③－（２）－９(p.16)
「外部有識者の検証に関する資料（１）」
資料１－１－③－（２）－１０(p.18)
「外部有識者の検証に関する資料（２）」
資料１－１－③－（２）－１１(p.20)
「教育活動に関する第三者評価（１）」
資料１－１－③－（２）－１２(p.21)
「教育活動に関する第三者評価（２）」
資料１－１－③－（２）－１３(p.22)
「設置計画履行状況調査」

◆その他の項目をチェックした場合は、当該評価の内容
を記述するとともに、上記◇と同様に該当箇所を明示す
ること。
【重点評価項目】
観点１－１－④

自己点検・評価や第三者評価等の結果を教育の質の改善・向上に結び付けるような組織としての体制が
整備され、機能しているか。

【留意点】
○

改善・向上のための組織体制には、委員会や担当部署のほか、改善・向上の取組のための責任の所在が明確になって
いること。組織図等があれば提示すること。
１－１－①－(2)と同じ組織体制を充てる場合であっても、自己点検・評価の実施と改善・向上の取組の両方の役割を

それぞれ明確に規程等で整理できているかを分析すること。
○

第三者評価等とは、機構が実施する機関別認証評価や、ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）によるＪＡＢＥＥ認
定プログラムの認定、機構が実施する特例適用専攻科の認定等のほか、第三者評価ではない、自己点検・評価の外部有
識者による検証を含み、外部者が検証・評価した結果等の全てを想定しており、そこで指摘された改善事項等への対応
を事例として想定している。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 自己点検・評価や第三者評価等の結果を教育の質の改善・

◇実施体制がわかる資料（組織相互関連図、関連規程、議

向上に結び付けるような体制が整備されているか。

事要旨、活動記録等）

■整備されている

（再掲）資料１－１－①－（２）－１(p.1)

☐整備されていない

「自己点検・評価の実施体制の組織図」
（再掲）資料１－１－①－（２）－２(p.2)
「自己点検・評価の実施体制関連規程（運営委員会）」
資料１－１－④－（１）－１(p.1)
「教育の質の改善・向上に関連する組織の規程（運営委員
会ＦＤ部会）」
資料１－１－④－（１）－２(p.3)
「運営委員会による自己点検・評価に基づいた改善活動
（１）」
資料１－１－④－（１）－３(p.4)
「運営委員会による自己点検・評価に基づいた改善活動
（２）」
資料１－１－④－（１）－４(p.5)
「運営委員会による自己点検・評価に基づいた改善活動
（３）」
資料１－１－④－（１）－５(p.6)
「運営委員会ＦＤ部会による教育改善活動（１）」
資料１－１－④－（１）－６(p.7)
「運営委員会ＦＤ部会による教育改善活動（２）」

なお、令和 2 年度からは、新たな点検・改善システムを
構築する予定である。
(2) 前回の機関別認証評価における評価結果について、「改善

◇対応状況がわかる資料

を要する点」として指摘された事項への対応をしているか。

資料１－１－④－（２）－１(p.1)

■対応している

「前回の機関別認証評価における『改善を要する点』と

☐対応していない

して指摘された事項」

☐指摘を受けていない

資料１－１－④－（２）－２(p.4)
「「教職員に対する「学校の目的」
「アドミッションポリシ
ー」の周知状況の把握」
「教員のシラバス活用状況の把握」
「授業以外の自学自習状況の把握」に対する取組」
資料１－１－④－（２）－３(p.6)
「成績評価等の規定に対する学生の周知状況を把握する
取組」
資料１－１－④－（２）－４(p.7)
「卒業生・修了生に対する学校の学習目標に関する意見
聴取」
資料１－１－④－（２）－５(p.9)
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「進路先関係者に対する学校の学習目標に関する意見聴
取」
資料１－１－④－（２）－６(p.11)
「試験における同一問題使用に対する取組」

なお、「一般科目及び専門科目を担当する教員間の連
携に関する学校としての機能的な取組」を始めとする未
対応の「改善を要する点」については、対応および対応
結果についての審議を行うべきである。
(3) (2)以外で、実際に、自己点検・評価や第三者評価等の結果

◇自己点検・評価結果報告書や第三者評価等の該当箇所

に基づいて改善に向けた取組を行っているか。

資料１－１－④－（３）－１(p.1)

■改善に向けた取組を行っている

「JABEE 審査結果【2016H28】」

☐改善に向けた取組を行っていない

資料１－１－④－（３）－２(p.4)
「平成２８年度運営諮問会議における提言と対応」

◇評価結果を受けた改善の取組がわかる資料
資料１－１－④－（３）－２(p.4)
（再掲）「平成２８年度運営諮問会議における提言と対
応」

JABEE 審査結果に対する対応および対応結果について
の審議を行うべきである。
１－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特
色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
１－２

準学士課程、専攻科課程それぞれについて、卒業（修了）の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課

程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリ
シー）（以下「三つの方針」という。）が学校の目的を踏まえて定められていること。
（準学士課程）
観点１－２－①

準学士課程の卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が学校の目的を踏まえて明確に定めら
れているか。

【留意点】
○

ガイドラインとは、下記関係法令に示す平成 28 年３月 31 日に決定されたガイドラインのことをいう。

○

「卒業の認定に関する方針」（ディプロマ・ポリシー）については、ガイドラインの３ページ上段の基本的な考え方
や、同５ページ下半分の三つのポリシー相互の関係、同６ページのディプロマ・ポリシーについて等、ガイドラインの
内容を参照の上、適切に定められていることを分析すること。

○

教育する立場からみた教えるべき内容ではなく、教育を受ける側（＝学習者＝学生）の立場に立って「何を身に付
け、何ができるようになったか」という学習の成果が明確にわかる、具体的な内容となっていることを分析すること。

○

学校教育法施行規則第 172 条の２第 1 項第 1 号の規定により学校の目的を、高等専門学校設置基準第３条の規定によ
り学科ごとの目的を、それぞれ定めることが義務付けられており（本評価書のⅡ目的に記載するもの。）、それぞれの目
的と卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が、内容的に齟齬がないなど整合性を有していることを分析す
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ること。
○

卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）の策定の単位は、準学士課程全体で一つのポリシーを定めること
や、学科ごとに定めることが考えられるところであり、学校・学科の目的や教育課程の編成及び実施に関する方針（カ
リキュラム・ポリシー）との整合性を踏まえて、学校ごとに策定単位を明確にすることが求められる。

関係法令

(法)第 117 条

(施)第 165 条の 2

(設) 第 17 条第 3～6 項、第 17 条の 2、第 17 条の 3、第 18 条、第

19 条、第 20 条
「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラ
ム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関する
ガイドライン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) ガイドライン等を踏まえ、卒業の認定に関する方針（ディ

◇策定した卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリ

プロマ・ポリシー）を定めているか。
（該当する選択肢にチェ

シー）

ック■する。）

資料１－２－①－（１）(p.1)

■準学士課程全体として定めている

「準学士課程ディプロマ・ポリシー」

■学科ごとに定めている

https://www.tomakomai-

☐その他

ct.ac.jp/outline/purpose/hondp

(2) 卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が、
「何
ができるようになるか」に力点を置いたものであり、かつ準

◆その他の項目をチェックした場合は、策定単位を具体

学士課程全体、各学科の目的（本評価書Ⅱに記載したもの。） 的に記述する。
と整合性を有しているか。
■整合性を有している
☐整合性を有していない
(3) 卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）の中で、
学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力、並びに、養成し
ようとする人材像等の内容を明確に示しているか。
■示している
☐示していない
観点１－２－②

準学士課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）が、卒業の認定に関す
る方針（ディプロマ・ポリシー）と整合性を持ち、学校の目的を踏まえて明確に定められているか。

【留意点】
○

ガイドラインとは、下記関係法令に示す平成 28 年３月 31 日に決定されたガイドラインのことをいう。

○

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）については、ガイドラインの３ページ上段の基本
的な考え方や、同５ページ下半分の三つのポリシー相互の関係、同６ページカリキュラム・ポリシーについて等、ガイ
ドラインの内容を参照の上、適切に定められていることを分析すること。

○

特に、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）は学校教育法施行規則第 165 条の２第２項
において、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と整合性を有して定めることが求められていることか
ら、両ポリシーの内容が整合的であることを分析すること。

○

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）の策定の単位は、準学士課程全体又は学科ごとに
定めることが想定されるところであり、学校・学科の目的や卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）との整
合性を踏まえて、学校ごとに策定単位を明確にすることが求められる。（卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ
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ー）と策定単位が一致していることが原則であると想定されるが、各高等専門学校の判断で策定単位を一致させていな
いことも想定されることから、整合性を分析する際には、形式的に留まらず内容的整合性を分析することが求められ
る。）
○

（３）の選択肢のうち、「その他」以外のものについては、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ
リシー）に必ず含むものとして想定している。

関係法令

(施)第 165 条の 2

(設)第 15 条、第 16 条、第 17 条（第 7 項）、第 17 条の 2

「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラ
ム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガ
イドライン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) ガイドライン等を踏まえ、教育課程の編成及び実施に関す

◇策定した教育課程の編成及び実施に関する方針（カリ

る方針（カリキュラム・ポリシー）を定めているか。
（該当す

キュラム・ポリシー）

る選択肢にチェック■する。）

資料１－２－②－（１）(p.3)

■準学士課程全体として定めている

「準学士課程カリキュラム・ポリシー」

■学科ごとに定めている

https://www.tomakomai-

☐その他

ct.ac.jp/outline/purpose/honcp

(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ
リシー）は、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ

◆その他の項目をチェックした場合は、策定単位を具体

ー）との整合性を有しているか。

的に記述する。

■整合性を有している
☐整合性を有していない
(3) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ
リシー）は、どのような内容を含んでいるか。
（該当する選択

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
し、その状況がわかる資料を提示する。

肢にチェック■する。）
■どのような教育課程を編成するかを示している
■どのような教育内容・方法を実施するかを示している
■学習成果をどのように評価するかを示している
☐その他
観点１－２－③

準学士課程の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）が学校の目的を踏まえて明確
に定められているか。

【留意点】
○

ガイドラインとは、下記関係法令に示す平成 28 年３月 31 日に決定されたガイドラインのことをいう。

○

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）については、ガイドラインの３ページ上段の基本的な考
え方や、同５ページ下半分の三つのポリシー相互の関係、同６ページのアドミッション・ポリシーについて等、ガイド
ラインの内容を参照の上、適切に定められていることを分析すること。

○

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）の策定の単位は、準学士課程全体で 1 つのポリシーを定
めることが考えられるが、学科ごとに定めることも可能である。

○

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）には、「入学者選抜の基本方針」と「求める学生像（受け
入れる学生に求める学習成果を含む。）」の両方を定めているかを分析すること。なお、受け入れる学生に求める学習成
果として、「学力の３要素」に沿った成果の内容が明示されていることを分析すること。
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○

「学力の３要素」とは、１知識・技能、２思考力・判断力・表現力等の能力、３主体性を持って多様な人々と協働し
て学ぶ態度のことである。

関係法令

(法)第 57 条、第 118 条 (施)第 165 条の 2
「卒業認定・学位授与の方針」
（ディプロマ・ポリシー）
、
「教育課程編成・実施の方針」
（カリキュラム・
ポリシー）及び「入学者受入れの方針」
（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドラ
イン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) ガイドライン等を踏まえ、入学者の受入れに関する方針

◇策定した入学者の受入れに関する方針（アドミッショ

（アドミッション・ポリシー）を定めているか。（該当する

ン・ポリシー）

選択肢にチェック■する。）

資料１－２－③－（１）(p.7)

■準学士課程全体として定めている

「準学士課程アドミッション・ポリシー」

■学科ごとに定めている

https://www.tomakomai-

☐その他

ct.ac.jp/outline/purpose/honap

(2) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシ
ー）は、学校の目的や学科の目的（本評価書Ⅱに記載したも

◆その他の項目をチェックした場合は、策定単位を具体

の。）、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、

的に記述する。

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ
シー）を踏まえて策定しているか。
■目的・方針等を踏まえて策定している
☐目的・方針等を踏まえて策定していない
(3) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシ
ー）には、「入学者選抜の基本方針」を明示しているか。
■明示している
☐明示していない
(4) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシ
ー）には、「求める学生像（受け入れる学生に求める学習成
果を含む。）」を明示しているか。
■明示している
☐明示していない
(5) 受入れる学生に求める学習成果には「学力の３要素」に係
る内容が含まれているか。
■含まれている
☐含まれていない
（専攻科課程）
観点１－２－④

専攻科課程の修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が学校の目的を踏まえて明確に定めら
れているか。

【留意点】
○

観点１－２－①の留意点に準ずるものとする。

関係法令

(法)第 119 条第 2 項

(施)第 165 条の 2

(設) 第 17 条第 3～6 項、第 17 条の 2、第 17 条の 3、第 18

条、第 19 条、第 20 条
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「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラ
ム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガ
イドライン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) ガイドライン等を踏まえ、修了の認定に関する方針（ディ

◇策定した修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリ

プロマ・ポリシー）を定めているか。（該当する選択肢にチ

シー）がわかる資料

ェック■する。）

資料１－２－④－（１）(p.9)

■専攻科課程全体として定めている

「専攻科課程ディプロマ・ポリシー」

☐専攻ごとに定めている

https://www.tomakomai-

☐その他

ct.ac.jp/outline/purpose/sendp

(2) 修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が、
「何ができるようになるか」に力点を置き、専攻科課程全

◆その他の項目をチェックした場合は、策定単位を具体

体、各専攻の目的（本評価書Ⅱに記載したもの）と整合性を

的に記述する。

有しているか。
■整合性を有している
☐整合性を有していない
(3) 修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）の中
で、学生が修了時に身に付ける学力、資質・能力、並びに、
養成しようとする人材像等の内容を明確に示しているか。
■示している
☐示していない
観点１－２－⑤

専攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）が、修了の認定に関す
る方針（ディプロマ・ポリシー）と整合性を持ち、学校の目的を踏まえて明確に定められているか。

【留意点】
○

観点１－２－②の留意点に準ずるものとする。

関係法令

(施)第 165 条の 2

(設)第 15 条、第 16 条、第 17 条（第 7 項）、第 17 条の 2

「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラ
ム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関する
ガイドライン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) ガイドライン等を踏まえ、教育課程の編成及び実施に関す

◇策定した教育課程の編成及び実施に関する方針（カリ

る方針（カリキュラム・ポリシー）を定めているか。（該当

キュラム・ポリシー）がわかる資料

する選択肢にチェック■する。）

資料１－２－⑤－（１）(p.10)

■専攻科課程全体として定めている

「専攻科課程カリキュラム・ポリシー」

☐専攻ごとに定めている

https://www.tomakomai-

☐その他

ct.ac.jp/outline/purpose/sencp
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(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ
リシー）は、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ

◆その他の項目をチェックした場合は、策定単位を具体

ー）との整合性を有しているか。

的に記述する。

■整合性を有している
☐整合性を有していない
(3) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ
リシー）は、どのような内容を含んでいるか。（該当する選

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
し、その状況がわかる資料を提示する。

択肢にチェック■する。）
■どのような教育課程を編成するかを示している
■どのような教育内容・方法を実施するかを示している
■学習成果をどのように評価するかを示している
☐その他
観点１－２－⑥

専攻科課程の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）が学校の目的を踏まえて明確
に定められているか。

【留意点】
○

観点１－２－③の留意点に準ずるものとする。

関係法令

(法)第 119 条第 2 項(施)第 165 条の 2、第 177 条
「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラ
ム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガ
イドライン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) ガイドライン等を踏まえ、入学者の受入れに関する方針

◇策定した入学者の受入れに関する方針（アドミッショ

（アドミッション・ポリシー）を定めているか。（該当する

ン・ポリシー）

選択肢にチェック■する。）

資料１－２－⑥－（１）(p.13)

■専攻科課程全体として定めている

「専攻科課程アドミッション・ポリシー」

☐専攻ごとに定めている

https://www.tomakomai-

☐その他

ct.ac.jp/outline/purpose/senap

(2) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシ
ー）は、学校の目的や専攻科課程の目的（本評価書Ⅱに記載

◆その他の項目をチェックした場合は、策定単位を具体

したもの）、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ

的に記述する。

ー）、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ
ム・ポリシー）を踏まえて策定しているか。
■目的・方針等を踏まえて策定している
☐目的・方針等を踏まえて策定していない
(3) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシ
ー）には、「入学者選抜の基本方針」を明示しているか。
■明示している
☐明示していない
(4) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシ
ー）には、「求める学生像（受け入れる学生に求める学習成
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果を含む。）」を明示しているか。
■明示している
☐明示していない
(5) 受入れる学生に求める学習成果には「学力の３要素」に係
る内容が含まれているか。
■含まれている
☐含まれていない
１－２

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特
色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
１－３

学校の目的及び三つの方針が、社会の状況等の変化に応じて適宜見直されていること。

観点１－３－①

学校の目的及び三つの方針が、社会の状況等の変化に応じて適宜見直されているか。

【留意点】
○

(2)の点検の実施については、改組転換といった教育組織の見直しや教育課程の充実（外国語科目の充実や、実務教育
科目の充実等。）により、三つの方針の全体若しくはいずれかの見直しを行っていることについて、分析すること。

関係法令

(法)第 109 条

(施)第 166 条

(設)第 2 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学校の目的及び三つの方針について、社会の状況等を把握

◇点検を行う体制がわかる資料（関連規定等、三つの方

し、適宜点検する体制となっているか。

針の内容を点検し、必要に応じて見直すことについて定

■なっている

めているもの。
）

☐なっていない

（再掲）資料１－１－①－（２）－６(p.7)
「自己点検・評価の基準・項目と分担」

なお、アドミッション・ポリシーについては入学試験委
員会、カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシ
ーについては教務委員会で点検と改正を行うことが、教
務主事より明言されたため、体制は整ったと判断する。今
後、その体制について規程等で明文化する必要がある。

(2) 学校の目的及び三つの方針について、社会の状況等を把握

◇点検の実情に関する資料（実績）

し、適宜点検しているか。

資料１－３－①－（２）－１(p.1)

■点検して、改定している

「三つの方針の設定（１）」

☐点検した上で、改定を要しないと判断している

資料１－３－①－（２）－２(p.2)

☐点検していない

「三つの方針の設定（２）」
資料１－３－①－（２）－３(p.7)
「アドミッション・ポリシーの点検と改定」
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なお、アドミッション・ポリシーについては入学試験委
員会、カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシ
ーについては教務委員会で点検と改正を行うことが、教
務主事より明言された。
１－３

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特
色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準１
基準に対する総括と評価
教育活動を中心とした学校の総合的な状況について、学校として定期的に学校教育法第 109 条第 1 項に規定される
自己点検・評価を行い、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るための教育研究活動の改善を継続的に行う仕
組みが整備され、機能している。
準学士課程、専攻科課程それぞれについてディプロマ・ポリシー）、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ
リシーが学校の目的を踏まえて定められている。
上記の三つのポリシーについては、担当を決めて見直しを行うことが明言され、アドミッション・ポリシーについて
は、令和元年度に見直しを行っている。
以上の内容を総合して、「基準 1 を満たしている」と判断する。
優れた点
「点検・評価等に関する規則」を定め、学校教育法に基づいた自己点検・評価を、運営諮問会議による外部評価をも
含めて、定期的に実施している。
自己点検・評価にあたっては、事務サーバーに蓄積されている委員会関係資料、教育関係資料等を活用し、各委員会
等で分担して自己点検・評価報告書（第１版）を作成した後、運営委員会による総括、運営諮問会議による外部評価を
経て、自己点検・評価報告書（最終版）を作成・公表している。
また、令和 2 年度からは、新たな点検・改善システムの構築を予定している。
改善を要する点
・学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取に関する各アンケート結果については、データとしては古くなっており、
再度アンケートを実施する必要がある。また、在学生による満足度評価は、今後、実施する必要がある。
・前回の機関別認証評価、並びに JABEE 審査の審査結果に対する未対応事項への対応が望まれる。
・アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーの点検と改正の体制について、
規程等で明文化する必要がある。
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基準２

教育組織及び教員・教育支援者等

評価の視点
２－１

学校の教育に係る基本的な組織構成が、学校の目的に照らして適切なものであること。また、教育活動を展

開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。
観点２－１－①

学科の構成が、学校の目的に照らして、適切なものとなっているか。

【留意点】
○

準学士課程の目的と卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）において、全ての学科に関係する記述が
明確になっていることを分析すること。

○

学科ごとの目的が、高等専門学校設置基準の規定に適合しているかどうかとともに、本評価書Ⅱに記載した学校
の目的に適合しているかについて分析すること。

関係法令

(法)第 116 条

(設)第 4 条、第 4 条の 2、第 5 条、第 27 条の 3

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学科の構成が学校の目的（本評価書Ⅱに記載したも

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◆学校の目的及び卒業の認定に関する方針（ディプロ

の。）及び卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリ

マ・ポリシー）と整合性を有した学科の構成となってい

シー）と整合性がとれているか。

ることについて、資料を基に記述する。

■整合性がとれている

資料２－１－①－（１）－１(p.1)

☐整合性がとれていない

「苫小牧工業高等専門学校の目的」
資料２－１－①－（１）－２(p.2)
「創造工学科の目的」
資料２－１－①－（１）－３(p.3)
「苫小牧工業高等専門学校の学科構成」
（再掲）資料１－２－①－（１）(p.1)
「準学士課程ディプロマ・ポリシー」
https://www.tomakomaict.ac.jp/outline/purpose/hondp

本校では、学則第 1 条で「苫小牧工業高等専門学校の
目的」を定め、それを受けて学則第 7 条の 1 で「学科構
成」、第 7 条の 2（学則別表第 1）で学科の目的を定めて
いる。学科構成は創造工学科の 1 学科の下に、機械系、
都市・環境系、応用化学・生物系、電気電子系、情報科
学・工学系の 5 系を置く構成となっており、ディプロ
マ・ポリシーは創造工学科としてのものと、各系のもの
を設定している。
よって、学科及び系の構成は学校の目的及び卒業の認
定に関する方針と整合性がとれている。
観点２－１－②

専攻の構成が、学校の目的に照らして、適切なものとなっているか。

【留意点】
○

専攻科課程の目的と修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）において、全ての専攻に関係する記述が
明確になっていることを分析すること。
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○

専攻ごとの目的が、学校教育法の規定に適合しているかどうかについて分析すること。

関係法令

(法)第 119 条第２項

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 専攻の構成が学校の目的（本評価書Ⅱに記載したも

◇本評価書Ⅱに記載したもの以外に専攻科規程等があれ

の。）及び修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリ

ば、それがわかる資料

シー）と整合性がとれているか。

資料２－１－②－（１）－１(p.4)

■整合性がとれている

「苫小牧工業高等専門学校専攻科委員会規程」

☐整合性がとれていない

資料２－１－②－（１）－２(p.5)
「苫小牧工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修に関
する規程」

◆学校の目的及び修了の認定に関する方針（ディプロ
マ・ポリシー）と整合性を有した専攻の構成となってい
ることについて、資料を基に記述する。
（再掲）資料２－１－①－（１）－１(p.1)
「苫小牧工業高等専門学校の目的」
資料２－１－②－（１）－３(p.6)
「専攻科の目的」
資料２－１－①－（１）－４(p.7)
「苫小牧工業高等専門学校専攻科の専攻構成」
資料２－１－①－（１）－５(p.8)
「各専攻の目的」
（再掲）資料１－２－④－（１）(p.9)
「専攻科課程ディプロマ・ポリシー」
https://www.tomakomaict.ac.jp/outline/purpose/sendp

本校では、学則第 1 条で「苫小牧工業高等専門学校の
目的」、学則第 56 条で「専攻科の目的」を定め、それを
受けて学則第 57 条の 1 で「専攻構成」、第 57 条の 2（学
則別表第 4）で各専攻の目的を定めている。専攻構成
は、電子・生産システム工学専攻、環境システム工学専
攻の 2 専攻を置く構成となっており、ディプロマ・ポリ
シーは両専攻の目的を包含したものとなっている。
よって、専攻の構成は学校の目的及び修了の認定に関
する方針と整合性がとれている。
観点２－１－③

教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され、教育活動等に係る重要事項を審議す
るなどの必要な活動が行われているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制を

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇教育活動を有効に展開するため必要と考えられる教

整備しているか。

務・学生支援・入試等の委員会の組織体制がわかる資料

■整備している

（当該事項を審議するための組織の構成図、運営規程

☐整備していない

等）
資料２－１－③－（１）－１(p.9)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の組織体制（１）運営委員会」
資料２－１－③－（１）－２(p.10)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の組織体制（２）教務委員会」
資料２－１－③－（１）－３(p.11)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の組織体制（３）専攻科委員会」
資料２－１－③－（１）－４(p.12)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の組織体制（４）学生委員会」
資料２－１－③－（１）－５(p.13)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の組織体制（５）入学試験委員会」
資料２－１－③－（１）－６(p.14)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の組織体制（６）組織図」

(2) (1)の体制の下、必要な活動を行っているか。

◇活動が行われている実績がわかる資料（当該事項の審

■行っている

議内容を記した会議の議事要旨等）

☐行っていない

資料２－１－③－（２）－１(p.15)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の議事録等（１）運営委員会」
資料２－１－③－（２）－２(p.16)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の議事録等（２）教務委員会」
資料２－１－③－（２）－３(p.17)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の議事録等（３）専攻科委員会」
資料２－１－③－（２）－４(p.18)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の議事録等（４）学生委員会」
資料２－１－③－（２）－５(p.19)
「教育活動を有効に展開するため必要と考えられる委員
会の議事録等（５）入学試験委員会」

２－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
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や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
２－２

教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されていること。

観点２－２－①

学校の目的を達成するために、準学士課程に必要な一般科目担当教員及び各学科の専門科目担当教
員が適切に配置されているか。

【留意点】
○

本評価書Ⅱに記載した学校の目的に沿って編成された教育課程を展開するために、必要な教員が配置されている
ことを分析すること。
（例１）目的に「国際的コミュニケーション能力を育成する」を掲げている場合、英語担当教員の配置の充実
や、ネイティブスピーカーの配置の充実等。
（例２）目的に「実践的技術者を育成する」を掲げている場合、技術資格を有する者や実務経験を有する者を効
果的に配置するなど。

○

(1)(2)に関し、専任教員数には助教の数も含めることができる（助手は除く。）。

○

(4)(5)については、非常勤講師についても分析すること。

関係法令

(法)第 120 条

(設)第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 一般科目担当の専任教員を法令に従い、確保してい

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
◇【別紙様式】高等専門学校現況表

るか。

資料２－２－①－（１）－１

■確保している

「高等専門学校設置基準

☐確保していない

（再掲）資料２－１－①－（１）－１（p.1）

(2) 専門科目担当の専任教員を法令に従い、確保してい

第二章第六条２」

「苫小牧工業高等専門学校の目的」

るか。

資料２－２－①－（１）－２

■確保している

「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」

☐確保していない

資料２－２－①－（１）－３

(3) 専門科目を担当する専任の教授及び准教授の数を法

「苫小牧工業高等専門学校における教員の選考に関する

令に従い、確保しているか。

取扱い（校長裁定）」

■確保している

資料２－２－①－（１）－４

☐確保していない

「専任教員の専門分野・学位・技術資格と担当科目一覧表」
資料２－２－①－（２）
「高等専門学校設置基準

第二章第六条３」

（再掲）資料２－２－①－（１）－２
「苫小牧工業高等専門学校教員選考規定」
（再掲）資料２－２－①－（１）－４
「専任教員の専門分野・学位・技術資格と担当科目一覧表」
資料２－２－①－（３）
「高等専門学校設置基準

第二章

組織編成（抜粋）」

（再掲）資料２－２－①－（１）－４
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「専任教員の専門分野・学位・技術資格と担当科目一覧表」

(4) 適切な専門分野の教員が授業科目を担当している
か。

◇【別紙様式】担当教員一覧表等
（再掲）資料２－２－①－（１）－４

■担当が適切である

「専任教員の専門分野・学位・技術資格と担当科目一覧表」

☐担当が適切でない
(5) 適切な教員配置について専門分野以外に配慮してい

◆配慮事項として掲げる博士の学位、ネイティブスピー

ることがあるか。（該当する選択肢にチェック■する。）

カー、技術資格、実務経験、海外経験、その他の具体的

■博士の学位

な内容について、資料を基に記述する。

☐ネイティブスピーカー（担当する言語を母国語とす

（再掲）資料２－２－①－（１）－４

る）

「専任教員の専門分野・学位・技術資格と担当科目一覧表」

■技術資格
■実務経験（教育機関以外の民間企業等における勤務
経験者等）

実践的・創造的技術者として工学専門分野の知識と技
術を教授するために、専門系科目を担当する専任教員の

■海外経験

53 人中 45 人が博士の学位を有している。技術資格（技

☐その他

術士）を有する教員は 3 名おり、機械系科目担当教員に
1 名、都市・環境系科目担当教員に 1 名、電気電子系科
目担当教員に 1 名いる。
また、国際性を有する人材を育成するために海外経験
を有する専任教員 17 人を配置している。さらに、実践的
技術者を育成するために民間企業等に開ける勤務経験を
有する専任教員を 29 人配置している。

◆その他の項目をチェックした場合は、具体的な配慮事
項を記述する。
観点２－２－②

学校の目的を達成するために、専攻科課程に必要な各分野の教育研究能力を有する専攻科担当教員
が適切に配置されているか。

【留意点】
○

本評価書Ⅱに記載した目的や修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいて編成された教育課程
を展開するために必要な教員が配置されていることを分析すること。
（例）目的に「応用開発型技術者を育成する」を掲げている場合、博士取得者、技術資格を有する者や実務経験
を有する者を効果的に配置するなど。

○

本評価書Ⅰ(1)４．において、特例適用専攻科について記載した場合は、その結果を利用できる。利用する場合
は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この結果を踏まえた根拠理由を記述
すること。自己点検・評価結果欄の各項目について、個別の記入は要しない。

関係法令

(法)第 119 条第 2 項

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
満たしていると判断する場合であって、特例適用専攻科の認定に係る結果を利用する場合は、当該結果が利用で
きると判断した根拠理由を記述すること。なお、利用しない場合は、下記の自己点検・評価結果の各項目について
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分析すること。
専攻科の各科目に適合した専門分野の教員を配置している事及び研究実績・教育指導を行う能力を有する教員
を専攻科担当教員として配置している事は、本校の専攻科が平成 27 年度に大学改革支援・学位授与機構から特例
適用専攻科として認定された際に確認されている。
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 専攻科の授業科目担当教員を適切に確保している

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇【別紙様式】担当教員一覧表等

か。
☐適切に確保している

◆左記について、資料を基に記述する。

☐適切に確保していない
(2) 適切な専門分野の教員が授業科目を担当している
か。
☐担当が適切である
☐担当が適切でない
(3) 適切な研究実績・研究能力を有する教員が研究指導
を担当しているか。

◇適切な研究実績・研究能力を有する教員が研究指導を
担当していることがわかる資料

☐担当が適切である
☐担当が適切でない
観点２－２－③

学校の目的に応じた教育研究活動の活性化を図るため、教員の年齢構成等への配慮等適切な措置が
講じられているか。

【留意点】なし。
関係法令

関係法令

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教員の配置について、教育研究水準の維持向上及び教

◇教員の年齢構成がわかる資料（観点４－３－①の、教員

育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の

組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関

年齢に著しく偏ることのないよう配慮しているか。

する根拠資料を流用してもよい。）

■配慮している

資料２－２－③－（１）－１

☐配慮していない

「教員公募要項」
資料２－２－③－（１）－２
「教員の年齢構成」

◆配慮の取組について、資料を基に記述する。
教員の年齢構成を考慮して、新規採用職種（およその年
代）を決定するように配慮している。その結果、年齢構成
における著しい偏りは見られない。
(2) (1)以外に配慮している措置はあるか。（該当する選

◇左記でチェックした項目について、実施状況がわかる

択肢にチェック■する。）

資料

■教育経歴

（再掲）資料２－２－①－（１）－２

■実務経験

「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」

■男女比

（再掲）資料２－２－③－（１）

☐その他

「教員公募要項」
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教員の実務経験・海外経験の情報は、「別所様式、担当
教員一覧表」を参照のこと。

◆その他の項目をチェックした場合は、内容を列記し、
その状況がわかる資料を提示する。
(3) 在職する教員に対して教育研究水準の維持向上及び

◇左記でチェックした項目について、実施状況がわかる

教育研究の活性化を図るために行っている措置等はあ

資料

るか。（該当する選択肢にチェック■する。）

（再掲）資料２－２－①－（１）－２

☐学位取得に関する支援

「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」

☐任期制の導入

（再掲）資料２－２－①－（１）－３

■公募制の導入

「苫小牧工業高等専門学校における教員の選考に関する

■教員表彰制度の導入

取扱い（校長裁定）」

☐企業研修への参加支援

（再掲）資料２－２－③－（１）

■校長裁量経費等の予算配分

「教員公募要項」

☐ゆとりの時間確保策の導入

（再掲）資料２－２－③－（２）

☐サバティカル制度の導入

「女性限定を記述した教員公募要項」

☐他の教育機関との人事交流

資料２－２－③－（３）－１

☐その他

「苫小牧工業高等専門学校教職員表彰規程」
資料２－２－③－（３）－２
「教育能力等評価基準（校長裁定）」
資料２－２－３－（３）－３
「在職教員に対して教育研究水準の維持向上および教育
研究の活性化を図るために行っている校長裁量経費等の
予算配分を決めた委員会の議事録」
資料２－２－③－（３）－４
「在職教員に対して教育研究水準の維持向上および教育
研究の活性化を図るために行っている校長裁量経費等の
予算配分」

◆その他の項目をチェックした場合は、内容を列記し、
その状況がわかる資料を提示する。
２－２

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
２－３

全教員の教育研究活動に対して、学校による定期的な評価が行われていること。また、教員の採用及び昇格

等に当たって、明確な基準や規定が定められ、それに従い適切な運用がなされていること。
観点２－３－①

全教員の教育研究活動に対して、学校による定期的な評価が行われており、その結果が活用されて
いるか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 全教員（非常勤教員を除く。）に対して校長又はその

◇教員評価に係る規程等がわかる資料

委任を受けた者による教育上の能力や活動実績に関す

（再掲）資料２－２－①－（１）－２

る評価を定期的に行い、その結果を基に給与・研究費

「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」

配分への反映や教員組織の見直し等の適切な取組を行

（再掲）資料２－２－①－（１）－３

う体制を整備しているか。

「苫小牧工業高等専門学校における教員の選考に関する

■整備している

取扱い（校長裁定）」

☐整備していない

（再掲）資料２－２－③－（３）－２

(2) (1)の体制の下、教員評価を実施しているか。

「教育能力等評価基準（校長裁定）」

■実施している

（再掲）資料２－２－③－（３）－３

☐実施していない

「在職教員に対して教育研究水準の維持向上および教育
研究の活性化を図るために行っている校長裁量経費等の
予算配分を決めた委員会の議事録」
（再掲）資料２－２－③－（３）－４
「在職教員に対して教育研究水準の維持向上および教育
研究の活性化を図るために行っている校長裁量経費等の
予算配分」
資料２－３－①－（１）－１
「教員自己評価シート提出依頼メール」

◇給与や研究費配分に活用することとしているか、教員
組織の見直し等に活用することとしているかがわかる資
料
資料２－３－①－（２）
「教員活動実績確認表」
(3) 把握した評価結果を基に、行っている取組はある
か。（該当する選択肢にチェック■する。）

◆その他の項目をチェックした場合は、内容を列記し、
その状況がわかる資料を提示する。

■給与における措置
☐研究費配分における措置

◆評価結果を具体的にどのように活用しているのか、資

■教員組織の見直し

料を基に記述する。

■表彰
☐その他

本校の全教員の活動実績に関する評価は、国立高等専門
学校機構の教員顕彰の時期に合わせて教員の作成する教
員自己評価シート、教員による総合評価、学生による教員
評価および校長手持ち資料（非公開資料）に基づいて校長
が行っている。それらの結果をもとに優秀教員の勤勉手当
や昇級の判定に反映している。

(4) 非常勤教員に対し教員評価を実施しているか。
☐実施している
■実施していない

◇教員評価に係る規程等を定めた資料
本校では、非常勤講師に対する教育能力等評価基準は
定められていない。そのため、規則等の作成及び非常勤
講師の評価の実施については検討中である。
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◇実施していることがわかる資料
観点２－３－②

教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ、適切に運用されているか。

【留意点】
○

(3)の◆の自己評価において、採用や昇格等に関する規程が高等専門学校設置基準に適合することについて、採
用や昇格に関して教育上の能力を考慮していることについても言及すること。

関係法令

関係法令

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教員（非常勤教員を除く。）の採用・昇格等に関する

◇定めている規程がわかる資料（採用・昇格に関する体

基準を法令に従い定めているか。

制、方法、教員の資格、能力や業績に関する基準等が明

■定めている

記されているもの。）

☐定めていない

（再掲）資料２－２－①－（１）－２
「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」
資料２－３－②－（１）－１
「教員選考（内部昇格）に関する評価の基準（校長裁
定）」

(2) (1)で定められている基準等では、教育上の能力等を

◇実施・確認していることがわかる資料

確認する仕組みとなっているか。（該当する選択肢にチ

（再掲）資料２－２－①－（１）－２

ェック■する。）

「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」

■模擬授業の実施

資料２－３－②－（２）

■教育歴の確認

「教員選考委員会議事録の抜粋」

■実務経験の確認
■海外経験の確認

◆その他の項目をチェックした場合は、内容を列記し、

☐国際的な活動実績の確認

その状況がわかる資料を提示する。

☐その他
(3) (1)の基準等に基づき、実際の採用・昇格等を行って

◆左記について、採用・昇格の実績を踏まえ、資料を基

いるか。

に記述する。

■行っている

（再掲）資料２－３－②－（２）

☐行っていない

「教員選考委員会議事録の抜粋」
校長が専任教員の選考を必要と認めた場合にはその都
度選考委員会を設置して、ホームページ等で教員の公募に
ついて情報を公開している（資料２－２－③－（１）およ
び資料２－２－③－（２）参照）。応募者には所定の書類
の提出を求め、それに基づいて選考委員会で一次審査（書
類選考）を実施する。一次審査合格者については、二次審
査（面接審査）を実施する。
なお、面接では（２）の基準等に基づいた内容の質疑（資
料２-３－②－（２）－１参照）を行っている。面接後、
選考委員会で採択・昇格の可否を協議している。

(4) 非常勤教員の採用基準等を定めているか。
■定めている

◇非常勤教員の採用基準等の規程がわかる資料
資料２－３－②－（４）
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☐定めていない
２－３

「苫小牧工業高等専門学校教員選考規程」（抜粋）

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
２－４

教員の教育能力の向上を図る取組が適切に行われていること。また、教育活動を展開するために必要な教育

支援者等が適切に配置され、資質の向上を図るための取組が適切に行われていること。
観点２－４－①

授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（ファカルティ・ディベロップメン
ト）が、適切な方法で実施され、組織として教育の質の向上や授業の改善が図られているか。

【留意点】なし。
関係法令

(設)第 17 条の 4

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学校として、授業の内容及び方法の改善を図るため

◇関係する委員会等の組織関係図、役割と責任が把握で

にファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」

きる資料、関連規程

という。）を実施する体制を整備しているか。

資料２－４－①－（１）－１

■整備している

「苫小牧工業高等専門学校運営委員会部会要項」

☐整備していない

資料２－４－①－（１）－２
「組織図」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/organization

◇実施体制・実施方針・内容・方法がわかる資料
資料２－４－①－（１）－３
「FD 活動の流れ」
資料２－４－①－（１）－４
「授業アンケートに関して」
資料２－４－①－（１）－５
「授業アンケート結果」
資料２－４－①－（１）－６
「校内研究授業について」
資料２－４－①－（１）－７
「授業見学報告書」
資料２－４－①－（１）－８
「第 3 回
(2) 定期的にＦＤを実施しているか。

FD 部会」

◇実施状況（参加状況等。）がわかる資料

■実施している

資料２－４－①－（２）－１

☐実施していない

「第一回校内研究授業の実施結果について」
資料２－４－①－（２）－２
「第１回教員連絡ネットワークの実施結果について」
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◇ＦＤに関する報告書等の該当箇所等
（再掲）資料２－４－①－（１）－５
「授業アンケート結果」
（再掲）資料２－４－①－（１）－７
「授業見学報告書」
(3) (2)のＦＤを実施した結果が、改善に結びついている

◆ＦＤの結果、改善に結びついた事例で組織として把握

か。

している取組について、資料を基に記述する。

■結びついている

資料２－４－①－（３）－１

☐結びついていない

「授業アンケート結果報告書」
授業アンケート、校内研究授業、教員間連絡ネットワー
クや FD 講演会の 3 つを柱として PDCA サイクルを回すよ
うに FD 活動を続けてきた結果、例えば資料２－４－①
－（１）－７の校内研究授業報告書においては、授業の
進め方・教材等に多くの工夫が見られるようになってい
ることが報告されている。
また、授業アンケート結果については、資料２－４－
①－（１）－５のように集計し教員間で結果を共有し、
結果の改善を図ってきた。この結果として、資料２－４
－①－（３）－１に示される様に、多くの授業において
授業法について学生から高い評価を得られるようになっ
ている。

観点２－４－②

学校における教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者等が適切に配置
されているか。

【留意点】
○

助手を配置している場合には、組織、人数、支援内容等の配置状況がわかる資料を提示すること。

関係法令

(法)第 120 第 1 項第 1 号、2 号、7 号

(設)第 7 条、第 10 条、第 25 条第 2 項

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教育支援者等（事務職員、技術職員、図書館職員、

◇【別紙様式】高等専門学校現況表、教育支援者に関す

助手等。）を法令に従い適切に配置しているか。

る事務組織図、役割分担がわかる資料

■配置している

資料２－４－②－（１）－１

☐配置していない

「事務組織図」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/organization
資料２－４－②－（１）－２
「事務組織の配置を示す規程」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2014/03/kitei/ks2360.pdf
資料２－４－②－（１）－３
「事務組織の所掌事務を示す規程」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wp-
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content/uploads/2014/03/kitei/ks2370.pdf
事務部は事務部長の下、総務課及び学生課の 2 課を置
き、各課には課長の下に複数の係を配置している。
主に学生課が教育活動の大部分を担っており、教育支
援を行うべく、適切に職員を配置している。
資料２－４－②－（１）－４
「技術教育支援センターの組織を示す規程」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2014/03/kitei/ks7130.pdf
資料２－４－②－（１）－５
「技術教育支援センターの所掌業務を示す規程」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2014/03/kitei/ks2340.pdf
技術教育支援センターは全 3 グループに組織され、技
術職員はいずれかのグループに所属し、主に実験・実
習、演習、情報処理等各学科において円滑な教育が行わ
れるための支援を行っている。
資料２－４－②－（１）－６
「教育支援者等の配置を示す組織図」
(2) 図書館に司書等の専門的職員を法令に従い適切に配
置しているか。

（再掲）資料２－４－②－（１）－６
「教育支援者等の配置を示す組織図」

■配置している

図書館において、司書は配置していないが、専門的知

☐配置していない
観点２－４－③

識を有している職員を配置している。

教育支援者等に対して、研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に行われているか。

【留意点】
○

スタッフ・ディベロップメント（管理運営等の研修）への取組は観点４－２－⑤で分析するため、ここでは、Ｆ
Ｄに関連した教育の質の向上や授業の改善に関する教育支援者に対する取組を分析すること。ＦＤへの取組の中で
教員と教育支援者双方を対象とするものも想定される。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

(1) 教育支援者等（事務職員、技術職員、図書館職員、

◇研修等の実施状況（参加状況等。）の取組がわかる資

助手等。）に対して、研修等、その資質の向上を図るた

料

めの取組を適切に行っているか。

資料２－４－③―（１）－１

■行っている

「技術教育支援センターの FD 活動の実施状況一覧」

☐行っていない

資料２－４－③－（１）－２
「事務職員の研修等の参加状況一覧」
資料２－４－③－（１）－３
「教育支援者等の科研費申請状況一覧」

２－４

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。
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基準２
基準に対する総括と評価
学校の教育に係る基本的な組織構成が、学校の目的に照らして適切である。また、教育活動を展開する上で必要な運
営体制が適切に整備され、機能している。
教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されている。
全教員の教育研究活動に対して、学校による定期的な評価が行われている。また、教員の採用及び昇格等に当たっ
て、明確な基準や規定が定められ、それに従い適切な運用がなされている。
教員の教育能力の向上を図る取り組みが適切に行われている。また、教育活動を展開するために必要な教育支援者
等が適切に配置され、資質向上を図るための取り組みが適切に行われている。
以上の内容を総合して、「基準 2 を満たしている」と判断する。
優れた点
各教員が抱えている業務量の「見える化」を図るために、令和元年度から「教員活動実績確認表」を毎年作成・提出
することとした。これにより、各教員が活動をまとめ、振り返ることで個人の活動改善に繋がる事が期待できる。ま
た、各教員が互いの業務を理解する事で学内のサポート体制を構築し易くなる事が期待できる。その結果、学内の活性
化に繋がるとともに適切な教員評価への参考となる。
改善を要する点
・非常勤講師に対する教育能力等評価基準は定められていないため、早急に規則等の作成および非常勤講師の評価体
制を整備する必要がある。
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基準３

学習環境及び学生支援等

評価の視点
３－１

学校において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、適切な安全・衛生管

理の下に有効に活用されていること。また、ＩＣＴ環境が適切に整備されるとともに、図書、学術雑誌、視聴
覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されていること。
観点３－１－①

学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、適切
な安全・衛生管理の下に有効に活用されているか。

【留意点】
○

(4)の専用の施設とは、高等専門学校設置基準第 23 条に規定する施設のことである。

関係法令

(設)第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 27 条の 2、(施)第 172 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 校地面積を法令に従い適切に確保しているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇【別紙様式】高等専門学校現況表

■確保している
☐確保していない
(2) 校舎面積を法令に従い適切に確保しているか。

◇【別紙様式】高等専門学校現況表

■確保している
☐確保していない
(3) 運動場を設けているか。
■校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けている

◇設置状況がわかる資料
資料３－１－①－（３）「運動場の設置状況」

☐その他の適当な位置に設けている
☐設けていない

◆その他の適当な位置に設けているをチェックした場合
は、その設置場所を具体的に記述する。

(4) 高等専門学校の校舎に専用の施設を法令に従い適切
に備えているか。

◇設置状況がわかる資料
資料３－１－①－（４）「専用の施設の配置状況」

■備えている
☐備えていない
(5) 学科の種類に応じ、附属施設を法令に従い適切に整
備しているか。（該当する選択肢にチェック■する。）

◇設置状況がわかる資料
資料３－１－①－（５）「付属施設の設置状況」

■実験・実習工場
☐練習船

◆その他の項目をチェックした場合は、その施設を具体

☐その他

的に記述する。

(6) 自主的学習スペースを設けているか。
■設けている

◇設置状況がわかる資料
資料３－１－①－（６）「自主的学習スペース」

☐設けていない
(7) 教育研究環境の充実を図るため、(3)～(6)以外の施

◇設置状況がわかる資料

設・設備を設けているか。（該当する選択肢にチェック

資料３－１－①－（７）－１

■する。）

「厚生施設（鵬翔会館）、コミュニケーションスペース（図

■厚生施設

書館ロビー・コミュニケーションスペース）」

■コミュニケーションスペース
■その他

◆その他の項目をチェックした場合は、その施設を具体
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的に記述する。
資料３－１－①－（７）－２
「ICT 環境の充実」
アクティブラーニングの必要性が認識され、学生が利用
可能なデスクトップパソコンを学術情報センターCAI 室
に 50 台、視聴覚室に 47 台、演習室に 25 台、端末室に 22
台、CAD 室にパソコン 46 台、および授業で使用するタブ
レット 44 台、ChromeBook 84 台を設置している。また、
CAD 室にはパソコン 43 台が設置されている。
各ホームルームにキャンパス Wifi が利用可能な設備を
設置した。これにより、BlackBoard や Office365 を活用
した授業資料の配付や閲覧が容易に出来るようになり、自
学自習の利便性を向上させることが出来ている。
(8) 施設・設備の安全衛生管理体制を整備しているか。

◇安全衛生管理体制がわかる資料

■整備している

資料３－１－①－（８）－１

☐整備していない

「苫小牧工業高等専門学校総務委員会規程」
資料３－１－①－（８）－２
「苫小牧工業高等専門学校安全衛生委員会規則」

◇設備使用に関する規定、設備利用の手引き等
資料３－１－①－（８）－３
「安全管理マニュアル等、実験実習工場での安全管理」
資料３－１－①－（８）－４
「各実験実習工場の緊急連絡先」
(9) (8)の体制が有効に機能しているか。
■機能している
☐機能していない

◆安全(指導)管理に係る講習会等が行われている実例に
関する資料を基に記述する。
学校医あるいは苫小牧緑が丘病院医院長等による健康
哉メンタルヘルスに関する講演会を教職員対象に 2 年に 1
回実施している。また、定期的に職場巡視を実施して作業
環境の安全管理を図るとともに、改善点があれば改善策を
立案･実行し、改善報告を義務づけている。
資料３－１－①－（９）－１
「安全衛生委員会活動計画および活動報告（抜粋）」
資料３－１－①－（９）－２
「作業場巡視」
資料３－１－①－（９）－３
「安全衛生に関する講演会」
資料３－１－①－（９）－４
「定期的に職場巡視を行って安全管理に関する注意喚起」

(10) 施設・設備のバリアフリー化への配慮を行っている
か。

◇施設・設備の整備状況・整備計画等のバリアフリー化
への取組を示す資料

■行っている

資料３－１－①－（１０）－１

☐行っていない

「障害者への支援（バリアフリー）を示す資料（玄関のス
ロープ、トイレ、エレベーターの設置など）」
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資料３－１－①－（１０）－２
「苫小牧工業高等専門学校キャンパスマスタープラン新
旧対照表」

本校では、施設・設備等のバリアフリー化に取り組んで
いるが、十分とは言えない状況である。今後もキャンパス
マスタープランに則って継続して整備する必要があると
認識している。
(11) 整備された教育・生活環境の利用状況や満足度等を

◇体制に関する規程等の資料

学校として把握し改善等を行う体制を整備している

資料３－１－①－（１１）－１

か。

「教育･生活環境の利用状況や満足度が分かる資料（図書

■整備している

館･保健室･相談室・相談室等の利用人数）」

☐整備していない

資料３－１－①－（１１）－２
「学生の満足把度握する体制を示す資料」

学校長と学生会役員との懇談会の前には評議委員会を
通して全学生の学校への改善要望を収集している。ま
た、学生寮においては、寮務寮生会懇談会や階長会議を
通して全寮生の改善要望を収集している。
(12) (11)の体制において、教育・生活環境の利用状況や
満足度等を把握し、改善等を実際に行っているか。

◇教育・生活環境の利用状況や満足度等が把握できる資
料

■行っている

（再掲）資料３－１－①－（１１）－２

☐行っていない

「学生の満足把度握する体制を示す資料」

◆左記について、改善を行った事例があれば、その事例
の内容がわかる資料を基に記述する。
学生の教育･生活環境の改善事例の一例として、次の例
が挙げられる。
「寮内清掃を依頼している業者の人手が減った事によ
り清掃に要する時間が長くなるようになった。その結果、
女子寮の昼食時間帯に食事を摂っている多目的ホールの
清掃がなされるようになり、女子寮生から改善して欲しい
旨の意見が出た。そこで清掃業者と検討し、昼食時の清掃
箇所を変更することで対応した。」
観点３－１－②

教育内容、方法や学生のニーズに対応したＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理の下に適切に整備
され、有効に活用されているか。

【留意点】
○

この観点のＩＣＴ環境とは、無線・有線ＬＡＮやパソコン等の活用環境等のネットワークシステムの整備状況
（利用可能なエリアの状況も含む。）の概要を想定しており、ネットワークシステムの具体的な方式等については
資料として求めていない。

○

この観点では、ハードウェアの側面から捉えたＩＣＴ環境について分析するものとし、ソフトウェアの側面から
構築された成績確認や学習相談等に関するシステムの整備については、観点３－２－②で分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教育内容、方法や学生のニーズに対応したＩＣＴ環

◇ＩＣＴ環境の整備状況がわかる資料（学校内ネットワ

境を適切に整備しているか。

ーク環境の整備状況、授業内外で学生が利用可能なパソ

■整備している

コンの台数、情報処理センターの組織規程等。）

☐整備していない

資料３－１－②－（１）－１
「情報処理施設利用案内」
資料３－１－②－（１）－２
「苫小牧工業高等専門学校学術情報センター規程」
資料３－１－②－（１）－３
「eduroamAP 設置個所一覧」

(2) ＩＣＴ環境のセキュリティ管理体制を適切に整備し

◇セキュリティ管理に関する規程等、セキュリティポリ

ているか。

シー、セキュリティシステムの概要、ＩＣＴ環境の管理

■整備している

体制及び業務内容、講習会等がわかる資料

☐整備していない

資料３－１－②－（２）－１
「苫小牧工業高等専門学校情報セキュリティ組織体制に
関する規程」
資料３－１－②－（２）－２
「苫小牧工業高等専門学校情報セキュリティ管理規程」
資料３－１－②－（２）－３
「苫小牧工業高等専門学校情報セキュリティ推進規程」
資料３－１－②―（２）－４
「ネットワーク利用の手引き」

(3) ＩＣＴ環境は有効に活用されているか。

◇ＩＣＴ環境の利用状況がわかる資料

■活用されている

資料３－１－②－（３）－１

☐活用されていない

「平成３０年度情報処理施設利用実績」
資料３－１－②－（３）－２
「iPad 貸出簿」
令和元年度で、延べ約 100 回の稼働実績。
資料３－１－②－（３）－３
「学生用 365 掲示板使用例」
資料３－１－②－（３）－４
「blackboard の活用例」

(4) (3)について学生や教職員のＩＣＴ環境の利用状況や
満足度等を学校として把握し改善等を行う体制を整備

◇体制に関する規定等の資料
現状は整備されていないため、今後に向けて満足度を

しているか。

把握し、改善を行う体制を整備することを検討してい

☐整備している

る。

■整備していない
(5) (4)の体制が機能しているか。
☐機能している

事例の内容がわかる資料を基に記述する。

■機能していない
観点３－１－③

◆左記について、改善を行った事例がある場合は、その

上述の(4)の説明のとおり。

図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されており、有
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効に活用されているか。
【留意点】
○

教育課程、学科の種類、学年区分に応じて、教育研究上必要となる図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他の資料
が系統的（学科構成に対応した系統性、学習内容に対応した分野やレベル等の系統性。）に収集、整理されている
かについて分析すること。また、活用面について、これらの資料の教職員や学生による利用状況等について分析す
ること。

○

図書等の整備方針、整備状況及び図書館等の開館時間がわかる資料を提示すること。

関係法令

(設)第 25 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 図書館の設備を法令に従い備えているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇整備状況がわかる資料

■備えている

資料３－１－③－（１）－１

☐備えていない

「苫小牧工業高等専門学校学生便覧(p.82)」
資料３－１－③－（１）－２
「高専設置基準第 25 条」

(2) 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必

◇整備方針、整備状況（内訳、冊子等のデータ）がわか

要な資料を系統的に収集、整理しているか。

る資料

■系統的に収集、整理している

資料３－１－③－（２）－１

☐系統的に収集、整理していない

「蔵書内訳

分類等」

資料３－１－③－（２）－２
「図書選定結果（一部抜粋）」
資料３－１－③－（２）－３
「図書選定結果（議事録）」
(3) (2)の資料は、教職員や学生に有効に活用されている

◇図書館等の教職員や学生による利用状況（図書等貸出

か。

数、図書館入館者数）がわかる資料

■活用されている

資料３－１－③－（３）－１

☐活用されていない

「貸出統計１、貸出統計１、貸出統計１」
資料３－１－③－（３）－２
「入館統計１、入館統計２」

(4) (2)の資料が有効に活用されるための取組を行ってい

◇図書館等の利用サービスに係る取組（開館時間への配

るか。

慮、職員等によるガイダンス等）がわかる資料

■行っている

資料３－１－③－（４）－１

☐行っていない

「図書館の公開、開館時間等」
資料３－１－③－（４）－２
「図書館利用案内」
資料３－１－③－（４）－３
「新入生向けガイダンス資料」

３－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

40

評価の視点
３－２

教育を実施する上での履修指導、学生の自主的学習の相談・助言等の学習支援体制や学生の生活や経済面並

びに就職等に関する指導・相談・助言等を行う体制が整備され、機能していること。また、学生の課外活動に
対する支援体制等が整備され、機能していること。
観点３－２－①

履修等に関するガイダンスを実施しているか。

【留意点】
○

入学時や授業登録時等において実施しているガイダンスについて、学校全体に対するものか、学年全体に対する
ものか、学科・専攻ごとに実施するものか、それぞれの内容が適切なものかについて分析すること。

○

図書館、実験・実習工場等の利用に関するガイダンスの実施について分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 教育を実施する上でのガイダンスをどのような対象

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇実施状況がわかる資料

に対して実施しているか。（該当する選択肢にチェック

資料３－２－①－（１）－１

■する。）

「新入生入学式当日の時間配当表」

■学科生

資料３－２－①－（１）－２

■専攻科生

「新入生（専攻科）入学式当日の時間配当表」

■編入学生

資料３－２－①－（１）－３

■留学生

「新入生（留学生）入学式当日の時間配当表」

☐障害のある学生

資料３－２－①－（１）－４

☐社会人学生

「2019 年度第１学年オリエンテーション実施要領」

☐その他

資料３－２－①－（１）－５
「2019 年度第１学年オリエンテーションアンケート結
果」
資料３－２－①－（１）－６
「2019 年度第２学年オリエンテーション実施要項」
資料３－２－①－（１）－７
「専攻科ガイダンス（１年生）日程表」
資料３－２－①－（１）－８
「専攻科ガイダンス（２年生）日程表」
資料３－２－①－（１）－９
「2019 年度インターンシップ事前研修会実施要項」

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
し、その状況がわかる資料を提示する。
観点３－２－②

学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され、学生の自主的学習を進める上での相談・助言等
を行う体制が整備され、機能しているか。

【留意点】
○

(1)の相談・助言体制については、学生への周知状況（刊行物、プリント、ウェブサイト等の該当箇所。）につい
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ても分析すること。
○

相談・助言体制やニーズ把握の仕組みが機能しているかを確認するため、それぞれの体制の利用状況や、ニーズ
を把握するための仕組みについて分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生の自主的学習を進める上で、どのような相談・

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇チェックした選択肢に関する状況がわかる資料

助言体制を整備しているか。（該当する選択肢にチェッ

資料３－２－②－（１）－１

ク■する。）

「平成 31 年度校務分担表（抜粋）」

■担任制・指導教員制の整備

資料３－２－②－（１）－２

■オフィスアワーの整備

「平成 31 年度前期授業時間割（抜粋）」

■対面型の相談受付体制の整備

資料３－２－②－（１）－３

☐電子メールによる相談受付体制の整備

「第 1 学年学修強化時間帯と「高専での学習のヒケツ」に

■ＩＣＴを活用した成績確認や学習相談等に関するシ

ついて」

ステムの整備

資料３－２－②－（１）－４

■資格試験・検定試験等の支援体制の整備

「学生相談室案内」

☐外国への留学に関する支援体制の整備

（再掲）資料３－１－②－（３）－４

☐その他

「blackboard の活用例」
資料３－２－②－（１）－５
「平成 30 年度英語学力テスト実施要項」

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
し、その状況がわかる資料を提示する。
(2) (1)は、学生に利用されているか。

◇各種相談助言体制の利用状況（実績・相談対応例等）

■利用されている

がわかる資料

☐利用されていない

資料３－２－②－（２）－１
「学生相談室の利用状況について」
資料３－２－②－（２）－２
「平成 31 年度学習強化時間帯出欠簿」

(3) 学習支援に関して学生のニーズを把握するための制

◇制度がわかる資料

度があるか。（該当する選択肢にチェック■する。）

（再掲）資料３－２－②－（１）－１

■担任制・指導教員制の導入

「平成 31 年度校務分担表（抜粋）」

■学生との懇談会

（再掲）資料３－２－②－（１）－２

■意見投書箱

「平成 31 年度前期授業時間割（抜粋）」

☐その他

資料３－２－②－（３）－１
「学生の要望に関する手続き」
資料３－２－②－（３）－２
「学生との懇談会について」
資料３－２－②－（３）－３
「意見投書箱について」

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
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し、その状況がわかる資料を提示する。
(4) (3)は、有効に機能しているか。

◇制度の機能状況がわかる資料

■機能している

資料３－２－②－（３）－２

☐機能していない

（再掲）「学生との懇談会について」

観点３－２－③

特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援及び生活支援等を適切に行うことができる体制が
整備されており、必要に応じて支援が行われているか。

【留意点】
○

障害者差別解消法への対応については、学校独自の取組のほか、設置法人が当該学校を対象として対応している
ものについても、資料として提示すること。

○

(10)については、必須入力欄ではないことに留意し、該当する取組が行われている場合のみ、「行っている」に
チェック■し、右欄にそれに関して記述すること。
教育基本法第４条第２項（教育の機会均等）

障害者差別解消法第５条（社会的障壁の除去の実施につ

いての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）及び第７条（行政機関等における障害を理由とする
関係法令

差別の禁止）又は第８条（事業者における障害を理由とする差別の禁止）第９条～11 条
※障害者差別解消法とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十
五号）」の略称のこと。

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 留学生の学習及び生活に対する支援体制を整備して
いるか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇整備状況がわかる資料
資料３－２－③－（１）「外国人留学生規則」

■整備している
☐整備していない
(2) (1)の体制において、留学生の支援を必要に応じて行

◇留学生を支援する取組（留学生指導教員の配置、留学

っているか。

生チューターの配置等）がわかる資料

■行っている

◇支援の実施状況がわかる資料

☐行っていない

資料３－２－③－（２）－１
「入学式当日の時間配当〔留学生〕」
資料３－２－③－（２）－２「留学生科目シラバス」
資料３－２－③－（２）－３「外国人留学生一覧」
資料３－２－③－（２）－４「留学生懇談会」

(3) 編入学生の学習及び生活に対する支援体制を整備し
ているか。
■整備している
☐整備していない
(4) (3)の体制において、編入学生の支援を必要に応じて

◇整備状況がわかる資料
資料３－２－③－（３）「教員組織等規程」
学級担任及び副担任の配置により、編入学生に対する
支援体制が整備されている。
◇編入学生を支援する取組がわかる資料

行っているか。

◇入学前の指導を行っている場合には、指導スケジュー

■行っている

ル、指導内容等が記載された資料

☐行っていない

◇入学後に補習授業や学習相談等を行っている場合に
は、実施状況及びその内容（担当教員、実施科目、対象
者別実施回数、使用教材等。
）
◇支援の実施状況がわかる資料
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資料３－２－③－（４）－１
「編入学生入学前送付文書」
入学前に編入学生に対して、資料を送付することで事前
学習、準備が可能となるよう支援を行っている。
資料３－２－③－（４）－２
「入学式当日の時間配当〔編入生〕」
入学式当日は編入学生用の時間配当を行うことで、編入
学生及び保護者との懇談時間を確保している。
資料３－２－③－（４）－３「オフィスアワーについて」
各科目においてオフィスアワーを設定し、編入学生の修
学支援を行っている。
(5) 社会人学生の学習及び生活に対する支援体制を整備
しているか。

◇整備状況がわかる資料
（再掲）資料３－２－③－（３）「教員組織等規程」

■整備している

学級担任および副担任の配置により、社会人学生に対

☐整備していない
(6) (5)の体制において、社会人学生の支援を必要に応じ

する支援体制が整備されている。
◇社会人学生を支援する取組（情報提供（電子メール、

て行っているか。

ウェブサイト等。））がわかる資料

■行っている

◇社会人学生に対する学習相談の制度が把握できる資料

☐行っていない

（オフィスアワー一覧表、配付プリントの該当箇所
等。）
◇支援の実施状況がわかる資料
（再掲）資料３－２－③－（３）－２
「オフィスアワーについて」
各科目においてオフィスアワーを設定し、社会人学生
の就学支援を行っている。

(7) 障害のある学生の学習及び生活に対する支援体制を

◇整備状況がわかる資料

整備しているか。

資料３－２－③－（７）－１

■整備している

「学生の就学支援に関する要項」

☐整備していない

資料３－２－③－（７）－２
「発達障害等就学支援委員会規程」

(8) (7)の体制において、障害のある学生の支援を必要に

◇障害のある学生を支援する取組（ノートテーカー、チ

応じて行っているか。

ューターの配置）がわかる資料

■行っている

◇支援の実施状況がわかる資料

☐行っていない

資料３－２－③－（８）
「支援サポートチームメンバー一覧」

(9) 障害者差別解消法第５条及び第７条又は第８条（第

◇対応状況がわかる資料

９条、第 10 条、第 11 条の関係条項も含む。）に対応

資料３－２－③－（９）

しているか。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

■対応している
☐対応していない
(10) 上記以外の特別な支援を行っているか。
☐行っている

◆左記について、該当する取組があれば、資料を基に記
述する。

■行っていない
観点３－２－④

学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言等を行う体制が整備され、機能しているか。
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【留意点】なし。
関係法令

(法)第 12 条

学校保健安全法第 8 条、第 13 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学生の生活や経済面における指導・相談・助言等の

◇それぞれの体制の整備状況がわかる資料（生活指導の

体制に関し、どのように整備しているか。（該当する選

体制、指導内容、組織図、関連規程、委員会等。）

択肢にチェック■する。）

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記

■学生相談室

し、その状況がわかる資料を提示する。

■保健センター

資料３－２－④－（１）－１「学生委員会規程」

■相談員やカウンセラーの配置

資料３－２－④－（１）－２「専攻科委員会規程」

■ハラスメント等の相談体制

資料３－２－④－（１）－３「学生相談室規程」

■学生に対する相談の案内等

資料３－２－④－（１）－４「学生相談室ポスター」

■奨学金

資料３－２－④－（１）－５

■授業料減免

「ハラスメントの防止等に関する要項」

☐特待生

資料３－２－④－（１）－６

■緊急時の貸与等の制度

「奨学金、災害給付、授業料免除等の支援」

☐その他

資料３－２－④－（１）－７「臨時採用の周知」

(2) 健康診断及び健康相談・保健指導を定期的に実施し

◇各取組の実施状況がわかる資料

ているか。

資料３－２－④－（２）－１「健康診断の実施について」

■実施している

資料３－２－④－（２）－２「保健室だより」

☐実施していない
(3) (2)以外で、(1)の体制に基づいた学生の生活や経済

◇相談実績（相談・対応例）
、各体制に係る委員会等の

面における指導・相談・助言等の活動が実際に学生に

実施状況がわかる資料

利用されているか。

◇奨学金等の利用状況がわかる資料

■利用されている

資料３－２－④－（３）－１

☐利用されていない

「学生相談室について 平成３０年度総括」
資料３－２－④－（３）－２
「授業料免除及び奨学金について」

観点３－２－⑤

就職や進学等の進路指導を含め、キャリア教育の体制が整備され、機能しているか。

【留意点】
○

資格試験や検定試験のための補習授業や学習相談を行っている場合には、担当教員、受講者数、実施科目、対象
者別実施回数、使用教材、配布プリント等、概要がわかる資料を根拠資料として提示すること。また、資格試験・
検定試験の受験者数、合格者数等の実績から機能しているかを分析すること。

○

資格取得による単位修得の認定を行っている場合には、関連規程、単位認定実績等を根拠資料として提示するこ
と。

○

外国留学に関する手続きの支援、単位認定、交流協定の締結等を行っている場合には、内容が把握できる資料や
関連規程、留学実績等を根拠資料として提示すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
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自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 就職や進学等の進路指導を含め、キャリア教育の体

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇体制の整備状況がわかる資料

制を整備しているか。

資料３－２－⑤－（１）

■整備している

「苫小牧工業高等専門学校キャリア教育センター規程」

☐整備していない

https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/kitei

(2) (1)の体制の下、就職や進学等の進路指導を含めたキ

◇左記でチェック■した取組状況がわかる資料

ャリア教育に関して、学校としてどのような取組を行

資料３－２－⑤－（２）－１

っているか。（該当する選択肢にチェック■する。）

「2019 年度キャリア教育実施計画」

■キャリア教育に関する研修会・講演会の実施

資料３－２－⑤－（２）－２

☐進路指導用マニュアルの作成

「平成 31 年度「創造工学Ⅰ」における「キャリアパス講

■進路指導ガイダンスの実施

話」実施要領」

■進路指導室

資料３－２－⑤－（２）－３
「2019 年度インターンシップ事前研修会実施要項」

■進路先（企業）訪問

（再掲）資料３－２－⑤－（１）
「苫小牧工業高等専門学校キャリア教育センター規程」

■進学・就職に関する説明会

資料３－２－⑤－（２）－５
「COC+企業説明会」について

☐資格試験や検定試験のための補習授業や学習相談

資料３－２－⑤－（２）－６

■資格取得による単位修得の認定

「2019 年度企業訪問スケジュール表（抜粋）」

■外国留学に関する手続きの支援、単位認定、交流協

資料３－２－⑤－（２）－７

定の締結等

「2019 年度進学ガイダンス実施要項」

☐その他

資料３－２－⑤－（２）－８
「2019 年度就職ガイダンス実施要項(案)」

◆その他の項目をチェックした場合は、具体的な内容を
列記し、その状況がわかる資料を提示する。
(3) (2)の取組が機能しているか。

◇それぞれの取組の（活用）実態がわかる資料

■機能している

資料３－２－⑤－（３）

☐機能していない

「平成 30 年度卒業者進路状況」

観点３－２－⑥

学生の部活動、サークル活動、自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整備され、適切な責任
体制の下に機能しているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学生の課外活動に対する支援体制を整備している

◇課外活動に関する規程、組織図、施設の整備状況がわ

か。

かる資料

■整備している

資料３－２－⑥－（１）－１「学生委員会規程」

☐整備していない

資料３－２－⑥－（１）－２
「〔１〕課外活動指導に対する申し合わせ」
資料３－２－⑥－（１）－３
「〔２〕クラブ顧問の受諾について」
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資料３－２－⑥－（１）－４
「課外活動に係る活動方針」
資料３－２－⑥－（１）－５
「課外活動施設配置図」
(2) (1)の体制において、責任の所在が明確になっている

◇(1)の体制において、責任の所在がわかる資料

か。

資料３－２－⑥－（２）

■なっている

「2019 年度

クラブ・同好会顧問一覧表」

☐なっていない
(3) 学校としての支援活動の内容からみて、(1)の体制が

◇課外活動に対する支援活動の内容がわかる資料

機能しているか。

資料３－２－⑥－（３）－１「年間活動表（抜粋）」

■機能している

資料３－２－⑥－（３）－２

☐機能していない

「全道・全国大会及びこれらにつながる大会への出場に
ついて」

観点３－２－⑦

学生寮が整備されている場合には、学生の生活及び勉学の場として有効に機能しているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
☐学生寮を整備していないので、該当しない（→この場合は、(1)以下の記入は不要）
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生寮を整備しているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇整備状況がわかる資料

■整備している

資料３－２－⑦－（１）－１

☐整備していない

「苫小牧工業高等専門学校学則」（抜粋）
資料３－２－⑦－（１）－２
「苫小牧工業高等専門学校ホームページ

学生生活＞学

生寮＞施設案内」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/campus_life/dorm/annai

(2) 生活の場として整備しているか。

◇生活支援の内容がわかる資料（談話室、補食室等の整

■整備している

備状況等。）

☐整備していない

資料３－２－⑦－（２）「学生寮平面図」

(3) 勉学の場として整備しているか。

◇学習支援の内容がわかる資料（自習室の整備状況、自

■整備している

習時間の設定状況等の整備面での工夫等。
）

☐整備していない

資料３－２－⑦－（３）－１「日課表」
（再掲）資料３－２－⑦－（２）「学生寮平面図」

(4) (2)(3)について、有効に機能しているか。

◇入寮状況がわかる資料

■機能している

資料３－２－⑦－（４）－１「寮生数一覧表」

☐機能していない

資料３－２－⑦－（４）－２
「入寮者選考に関する申合せ」
◇勉学の場としての活用実績がわかる資料
〇男子寮
（再掲）資料３－２－⑦－（３）－１「日課表」
資料３－２－⑦－（４）－３「自習時間」
資料３－２－⑦－（４）－４「自習室」
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資料３－２－⑦－（４）－５「鍵貸出簿」
〇女子寮
資料３－２－⑦－（４）－６「自習時間」
資料３－２－⑦－（４）－７「多目的ホール」
(5) 管理・運営体制を整備しているか。

◇学生寮の管理規程等の資料

■整備している

資料３－２－⑦－（５）

☐整備していない

「苫小牧工業高等専門学校寄宿舎規則」

３－２

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準３
基準に対する総括と評価
学校において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、適切な安全・衛生管理の下
に有効に活用されている。また、ICT 環境が適切に整備されるとともに、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研
究上必要な資料が系統的に収集、整理されている。
教育を実施する上での履修指導、学生の自主的学習の相談・助言等の学習支援体制や学生の生活や経済面並びに就
職等に関する指導・相談・助言等を行う体制が整備され、機能している。また、学生の課外活動に対する支援体制が整
備され、機能している。
以上の内容を総合して、「基準 3 を満たしている」と判断する。
優れた点
低学年からキャリア教育を推進するために、キャリア教育センターが中心となって「ジョブトーク」、「地元企業人
によるキャリア講演」、「進路指導ガイダンス」、「進学・就職ガイダンス」、「企業説明会」等を実施している。
改善を要する点
・ICT 環境に対する教職員の要望を把握する体制が整っていないため、早急に改善する必要がある。
・校舎内のバリアフリー化への取り組みを行っているが、十分な状況ではない。今後も継続してキャンパスマスター
プランに則り、推進する必要がある。
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基準４

財務基盤及び管理運営

評価の視点
４－１

学校の目的を達成するために、教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤

を有しており、活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定され、履行されていること。ま
た、学校の財務に係る監査等が適正に実施されていること。
観点４－１－①

学校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を
有しているか。

【留意点】
○

学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できるよう校地、校舎等の資産を保有しているか、経常的な収
入が確保できているか、債務超過や支出超過の状態がある場合、運営上問題とならないものか等の状況について分
析すること。

関係法令

(設)第 27 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 過去５年間の貸借対照表等による財務状態は適切な

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇過去５年間の貸借対照表等の財務諸表

状況となっているか。

資料４－１－①－（１）－１

■なっている

「平成２６年度から平成３０年度貸借対照表」

☐なっていない

資料４－１－①－（１）－２
「平成２６年度から平成３０年度損益計算書」

◇長期未払金、長期借入金がある場合は、その内容を確
認できる資料
資料４－１－①－（１）－３
「長期未払金等の内容を確認できる資料」

◇臨時利益又は臨時損失が計上されている場合は、その
内容が確認できる資料
資料４－１－①－（１）－４
「平成２６年度から平成３０年度臨時損失・臨時利益内訳」

(2) 校地、校舎等の資産を保有しているか。

◇その内容を確認できる資料

■保有している

資料４－１－①－（２）

☐保有していない

「令和元年度本校の所有地及び施設・設備」

(3) 過去５年間において運営費交付金、授業料、入学

◇過去５年間の運営費交付金、授業料、入学料、検定料

料、検定料等の経常的な収入を確保しているか。

等の収入状況

■確保している

資料４－１－①－（３）

☐確保できない年があった

「平成２６年度から平成３０年度収入状況一覧表」

◆確保できない年があった場合は、実状を踏まえて、資
料を基に記述する。
(4) 過去５年間の収支状況において支出超過となってい
ないか。

◇過去５年間の資金収支計算書及び消費収支計算書
「利益分析」
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■支出超過となっていない

資料４－１－①－（４）

☐支出超過となった年があった

「平成２６年度から平成３０年度決算報告書」

◆支出超過となった年があった場合は、実状を踏まえ
て、資料を基に記述する。
観点４－１－②

学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定され、関
係者に明示されているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 収支に係る方針、計画等を策定しているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇収支に係る方針や計画策定に関する予算関連規程等

■策定している

資料４－１－②－（１）－１

☐策定していない

「収支に係る方針や計画策定に関する予算関連が示された規程」

◇予算配分や収支に係る方針、計画等がわかる資料
資料４－１－②－（１）－２
「予算配分方針」
(2) (1)を関係者（教職員等）へ明示しているか。

◇予算の関係者（教職員等）への明示状況を把握できる

■明示している

資料

☐明示していない

資料４－１－②－（２）
「収支に係る方針、計画について関係者に明示しているこ
とがわかる資料」

観点４－１－③

学校の目的を達成するため、教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）に対しての資源配分
を、学校として適切に行う体制を整備し、行っているか。

【留意点】
○

予算配分の方針が定められ、その方針に則り実際の予算配分が行われているか、プロセス（手続きの流れ）の適
切性も含めて分析すること。

○

予算の配分状況と、その実績（執行状況）を対比させて分析すること。

○

校長裁量経費等の重点配分経費の配分基準等の策定状況（手続き、経路、決定機関等。）についても併せて分析
すること。

関係法令

(設)第 27 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学校の目的を達成するために、教育研究活動に対し

◇予算配分実績(教育経費、研究経費、施設設備費の配分

て適切な資源配分を決定する際、明確なプロセスに基

実績）

づいて行っているか。

資料４－１－③－（１）－１

■行っている

「予算配分実績がわかる資料」

☐行っていない
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◇校長裁量経費等の重点配分経費を設定している場合
は、その資源配分が把握できる資料
資料４－１－③－（１）－２
「校長裁量経費の配分について」

◇予算関連規程等
資料４－１－③－（１）－３
「予算配分が審議・決定する機関が示されている規程」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2014/03/kitei/ks2040.pdf

◇予算配分に係る審議状況がわかる資料（議事録等）
（再掲）資料４－１－②－（２）
「収支に係る方針、計画について関係者に明示しているこ
とがわかる資料」

◇施設・設備の整備計画の全体像がわかる資料（学内全
体のマスタープラン等。）
資料４－１－③－（１）－４
「令和２年度施設整備に係る概算要求状況」
資料４－１－③－（１）－５
「施設の整備計画」
資料４－１－③－（１）－６
「設備の整備計画」
(2) 資源配分が、４－１－②の収支に係る方針、計画と

◆資源配分と収支に係る方針、計画との整合性、執行状

整合性を有しているか。

況との対応について、資料を基に記述する。その際、資

■整合性がある

源配分の決定プロセスの整合性についても言及する。

☐整合性がない

（再掲）資料４－１－②－（１）－２
「予算配分方針」
（再掲）資料４－１－③－（１）－１
「予算配分実績がわかる資料」
本校の予算配分方針は、教育研究活動の目標達成のため
の事項を考慮してスタッフ会議で検討し、運営委員会で審
議決定している。この方針に基づき、予算配分が審議され、
適切な予算配分が行われ、適切に執行されている。

資料４－１－③－（２）
「予算の執行状況」
（再掲）資料４－１－③－（１）－２
「校長裁量経費の配分について」
また、重点的・弾力的な予算執行を図るため、校長裁量
経費を設定し、教育研究活動の活性化のため各科・教員か
ら教育・研究プロジェクトを募り、予算配分をしている。
(3) 資源配分の内容について、関係者（教職員等）に明

◇予算の関係者（教職員等）への明示状況を把握できる
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示しているか。

資料

■明示している

（再掲）資料４－１－②－（２）

☐明示していない

「収支に係る方針、計画について関係者に明示している
ことがわかる資料」

観点４－１－④

学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。また、財務に係る監査等が適正
に行われているか。

【留意点】
○

設置者の説明責任を果たすという観点から、財務書類の公表状況について分析すること。

○

会計監査の実施状況についても分析すること。

関係法令

独立行政法人通則法第 38 条、第 39 条
諸表に関する各種法令等

私立学校法第 47 条

私立学校振興助成法第 14 条

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第 12 条

報公開に関する法令等、それぞれの設置形態別に定められた法令
振興助成法第 14 条第 3 項

その他財務

地方自治法第 199 条

私立学校法第 37 条第 3 項

その他情
私立学校

その他会計監査等に関する各種法令等

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 設置者は、法令等に基づき、財務諸表等を作成・公

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇作成・公表状況がわかる資料

表しているか。

資料４－１－④－（１）

■作成・公表している

「財務諸表等の作成」

☐作成・公表していない

https://www.kosenk.go.jp/about/release/index.html#zaimu_shohyo

(2) 財務に係る監査等を実施しているか。

◇学内会計監査規程（科学研究費助成事業等の外部資金

■実施している

に関する監査規程も含む。）

☐実施していない

資料４－１－④－（２）－１
「財務に係る監査を実施していることがわかる資料」
資料４－１－④－（２）－２
「財務に係る学内監査を実施していることがわかる資
料」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2018/04/ks4170.pdf

◇外部監査、学内監査の監査報告書、国立高等専門学校
の場合は、国立高等専門学校間の相互監査報告書
資料４－１－④－（２）－３
「学内監査を実施していることがわかる資料」
資料４－１－④－（２）－４
「高専間の相互監査を実施していることがわかる資料」
補足：資料中に記載の【確認】については、要改善に
は至らないが会計処理について助言・アドバイスがあっ
た項目である。
４－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。
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評価の視点
４－２

学校の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され、機能していること。また、外部

の資源を積極的に活用していること。
観点４－２－①

管理運営の諸規程が整備され、各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し、効果的に活動して
いるか。

【留意点】
○

観点２－１－③の教育に係る組織等を除き、管理運営に係る体制について、分析すること。

○

組織図については、観点２－１－③の教育に係る組織等を含む、学校全体の教育研究及び管理運営全体がわかる
ものの提示が望ましい。

○

議事録又は議事要旨等については、過去１年分提示すること。

○

役割分担が適切であるとは、各種委員会及び事務組織等がそれぞれの役割分担において責任を有しつつ協力して
円滑な管理運営の実現に資する状況にあることを想定している。

関係法令

(法)第 120 条第 3 項

(施)第 175 条

(設)第 10 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 管理運営体制に関する規程等を整備しているか。
■整備している
☐整備していない

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇管理運営に関する諸規程、整備状況がわかる資料
資料４－２－①－（１）－１
「苫小牧工業高等専門学校の諸規程の整備」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/kitei
資料４－２－①－（１）－２
「苫小牧工業高等専門学校の各種委員会の役割」

(2) 委員会等の体制を整備しているか。

◇諸規程、整備状況がわかる資料（組織図等）

■整備している

資料４－２－①－（２）

☐整備していない

「委員会等の体制を示す組織図」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/organization

(3) 校長、主事等の役割分担が明確になっているか。

◇役割分担がわかる資料

■なっている

資料４－２－①－（３）－１

☐なっていない

「役割分担」
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2020/01/kitei/ks1010.pdf
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2014/03/kitei/ks2010.pdf
主事の役割
学則第 9 条及び教員組織等規程第 5 条及び第 6 条で規定
副校長の役割
教員組織等規程第 4 条で規定
センター長の役割
教員組織等規程第 10 条及び第 11 条で規定
主事補、副センター長の役割
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教員組織等規程第 8 条、第 9 条及び第 12 条、第 13 条で
規定
(4) 事務組織の体制を規程等に基づき整備しているか。

◇規程等、整備状況がわかる資料

■整備している

（再掲）資料２－４－②－（１）－２

☐整備していない

「事務組織の配置を示す規程」
（再掲）資料２－４－②－（１）－３
「事務組織の役割を示す規程」

(5) 教員と事務職員等とが適切な役割分担の下、必要な

◇規定等、教員と事務職員が構成員として構成されてい

連携体制を確保しているか。

る会議体がわかる資料

■確保している

（再掲）資料４－２－①－（１）－２

☐確保していない

「苫小牧工業高等専門学校の各種委員会の役割」

(6) (1)～(5)の体制の下、効果的な活動を行っている

◇活動状況がわかる資料（会議の開催回数、議事要旨

か。

等。）

■行っている

資料４－２－①－（６）－１

☐行っていない

「各委員会の活動状況」
ファイルサーバに各委員会資料及び議事要旨をフォル
ダ毎に保存し、教職員が閲覧できるようにしている。
資料４－２－①－（６）－２
「各委員会の開催状況」

観点４－２－②

危機管理を含む安全管理体制が整備されているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校として、責任の所在を明確にした危機管理を含

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇規程等、整備状況がわかる資料

む安全管理体制を整備しているか。

資料４－２－②－（１）－１

■整備している

「危機管理等の規程」

☐整備していない

http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2018/04/ks2530-1.pdf
http://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2019/08/kitei/ks8010.pdf
リスク管理及び情報セキュリティ管理について、本校
HP 上で公表している。
資料４－２－②－（１）－２
「危機管理体制」

(2) 危機管理マニュアル等を整備しているか。

◇危機管理マニュアル等の資料

■整備している

資料４－２－②－（２）

☐整備していない

「危機管理マニュアル等」
ファイルサーバにマニュアル等を保存し、閲覧可能と
している。

(3) (1)(2)に基づき、定期的に訓練を行うなど、危機に
備えた活動を行っているか。

◇訓練や講習会等の実施状況がわかる資料
資料４－２－②－（３）－１
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■行っている

「防災訓練」

☐行っていない

資料４－２－②－（３）－２
「標的型メール対応訓練」
資料４－２－②－（３）－３
「危機管理テーブル訓練」

観点４－２－③

外部資金を積極的に受入れる取組を行っているか。

【留意点】
○

過去５年間の外部資金について、明確な獲得方策（獲得のための取組。）を有するか、十分な獲得実績があるか
等について、分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 外部の財務資源（科学研究費助成事業による外部資

◇過去５年間の科学研究費助成事業による外部資金、受

金、受託研究、共同研究、受託試験、奨学寄附金、同

託研究、共同研究、受託試験、奨学寄附金、同窓会等か

窓会等からの寄付金等）を積極的に受入れる取組を行

らの寄付金等、外部の財務資源の受入れへの取組及び受

っているか。

入実績に関する資料

■行っている

資料４－２－③－（１）－１「科学研究費補助金一覧」

☐行っていない

資料４－２－③－（１）－２「共同研究等一覧」
資料４－２－③－（１）－３
「科学研究費助成事業に関する説明会」
資料４－２－③－（１）－４
「科研申請インセンティブ配分」
資料４－２－③－（１）－５「2018 年度活動報告表」
資料４－２－③－（１）－６「CD 活動報告」
資料４－２－③－（１）－７「協議会運営体制」

(2) 公的研究費を適正に管理するシステムが整備されて
いるか。

◇管理体制がわかる資料（規程等）
資料４－２－③－（２）－１「管理体制等」

■整備されている
☐整備されていない
観点４－２－④

外部の教育資源を積極的に活用しているか。

【留意点】
○

高等専門学校の教育研究の基盤としての、地域や同窓会等を中心とする外部教育資源、又は退職技術者を含む企
業人等の教育研究的資源の活用について分析すること。

○

「社会とともに次世代の技術者を育成する」協働教育の理念を実践する活動例について分析すること。

○

財務的資源については、観点４－２－③で分析し、ここでは教育資源、研究的資源について分析すること。

○

提示する資料の例としては、次のものを想定している。（全ての取組を求めているものではない。）

・

高等教育機関の間で締結している学生・教員交流等、外部の機関の持つ教育力の活用例の資料（協定等を含

む。）
・

産学連携関係の共同研究や共同教育の実施例の資料

・

地域や同窓会等の有識者や経験者による授業、実習、課外活動等の指導支援に関する資料

・

地域にある教育設備（図書館、博物館等。）、体育施設の利用及び支援がわかる資料

・

地域の催事等を含む地域社会との交流体験実施例の資料
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観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 外部の教育・研究資源を活用しているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇活用状況がわかる資料

■活用している

資料４－２－④－（１）－１(p.1)

☐活用していない

「苫小牧高専協力会」
https://www.tomakomaict.ac.jp/collaborate/cooperative
資料４－２－④－（１）－２(p.2)
「苫小牧高専協力会によるイベント」
資料４－２－④－（１）－３(p.3)
「“とまなか”で実施するハイブリッド型イノベーション
人材の育成」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/wp01/wpcontent/uploads/2018/09/initiative2018.pdf
資料４－２－④－（１）－４(p.4)
「ＣＯＣ＋北海道」
http://cocplus.hokkaido.jp/%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81
%93coc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7
%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%a8%e3%81%af/%e4%ba%8b%e6%a
5%ad%e5%ae%9f%e6%96%bd%e4%bd%93%e5%88%b6/
資料４－２－④－（１）－５(p.5)
「専攻科における共同教育」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/date/2017/12
資料４－２－④－（１）－６(p.6)
「創造工学Ⅰにおけるジョブトーク」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/date/2018/12
資料４－２－④－（１）－７(p.7)
「北海道警察サイバーセキュリティ対策本部とのサイバ
ーセキュリティの分野における人材の育成に関する協定」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/date/2018/03
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/date/2019/02
資料４－２－④－（１）－８(p.9)
「Ｋ－ＳＥＣ事業」
https://www.seccon.jp/2019/beginners/about-secconbeginners.html
資料４－２－④－（１）－９(p.10)
「産学官等との連携協定」
資料４－２－④－（１）－１０(p.11)
「連携協定による事業の一例」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/news/13300.html
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/date/2019/02
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観点４－２－⑤

管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研修等、管理運営に
関わる職員の資質の向上を図るための取組（スタッフ・ディベロップメント）が組織的に行われてい
るか。

【留意点】
○

ファカルティ・ディベロップメントに関連した教育の質の向上や授業の改善に関する教育支援者に対する取組は
観点２－４－③で分析するため、ここでは、スタッフ・ディベロップメント（以下「ＳＤ」という。）への取組を
分析すること。

○

ＳＤとは、事務職員等のほか、教授等の教員や校長等の執行部に対し、教育研究活動等の効果的な運営を図るた
め、必要な知識及び技能を習得させ、その能力及び資質を向上させるための研修（管理運営等の研修）のことをい
う。

関係法令

(設)第 10 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) ＳＤ等を実施しているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇規程等の資料

■実施している

資料４－２－⑤－（１）－１

☐実施していない

「独立高等専門学校機構教職員就業規則および独立高等
専門学校機構教職員の研修に関する規則」

◇実施状況（参加状況等）がわかる資料
資料４－２－⑤－（１）－２
「平成３０年度男女共同参画推進意識啓発講演会の開催
案内および講演会参加報告」
資料４－２－⑤－（１）－３
「平成３０年度ハラスメントに関する講演会の開催案内
および講演会参加者出欠表」
資料４－２－⑤－（１）－４
「平成３０年度苫小牧高専 SD 研修会の開催通知および講
演会参加者出欠表」
４－２

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
４－３

学校の教育研究活動等の状況やその活動の成果に関する情報を広く社会に提供していること。

観点４－３－①

学校における教育研究活動等の状況についての情報（学校教育法施行規則第 172 条の２に規定され
る事項を含む。）が公表されているか。

【留意点】
○

高等専門学校の教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報を、わかりやすい表現やアクセスしやすい
手段を用いて、社会に発信しているか分析すること。

関係法令

(施)第 172 条の 2、(施)第 165 条の 2、学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（通
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知）22 文科高第 236 号平成 22 年 6 月 16 日
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 教育情報を法令に従い適切に公表しているか。（該

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇刊行物の該当箇所がわかる資料

当する選択肢にチェック■する。）

資料４－３－①－（１）－１(p.1)

■高等専門学校の教育上の目的及び学校教育法施行規

「学生便覧目次」

則第 165 条の２第１項の規定により定める方針

資料４－３－①－（１）－２(p.4)

■教育研究上の基本組織

「学生便覧奥付（学校の目的）」

■教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び

資料４－３－①－（１）－３(p.5)

業績
■入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

「学生便覧（専攻科）目次」
資料４－３－①－（１）－４(p.6)

又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数そ

「学校要覧目次」

の他進学及び就職等の状況

資料４－３－①－（１）－５(p.7)

■授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の
計画
■学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当
たっての基準
■校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研
究環境
■授業料、入学料その他の高等専門学校が徴収する費
用
■高等専門学校が行う学生の修学、進路選択及び心身

「学校要覧（教員一覧）」
資料４－３－①－（１）－６(p.8)
「researchmap による教員業績の公表」
https://researchmap.jp/researchers
資料４－３－①－（１）－７(p.9)
「Web シラバスによる授業方法、授業計画の公表」
https://syllabus.kosenk.go.jp/Pages/PublicDepartments?school_id=02&lang=j
a

の健康等に係る支援
なお、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポ
リシー、ディプロマポリシーについては、令和 2 年度か
らは、学校要覧にも掲載予定である。
また、授業料等については、本校ホームページにも掲
載されている。
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/exam/tuition

◇【別紙様式】ウェブサイト掲載項目チェック表
(2) 特に、高等専門学校の教育上の目的及び学校教育法

◇周知状況がわかる資料

施行規則第 165 条の２第１項の規定により定める方針

（再掲）資料１－１－③－（１）－３(p.4)

について、学校内の構成員への周知を行っているか。

「教職員アンケート調査による意見聴取－アンケート集

■行っている

計結果」

☐行っていない

（再掲）資料１－１－③－（１）－５(p.11)
「学生アンケート調査による意見聴取－アンケート集計
結果」
資料４－３－①－（２）－１(p.10)
「教員会議における目的・三つの方針の周知」
資料４－３－①－（２）－２(p.11)
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「ホームルーム掲示による学習目標の周知」

なお、令和 2 年度からは、常勤職員、非常勤教職員への
当該方針の周知も行う予定である。
また、令和 2 年度からは、本校の目的、アドミッション・
ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマポリシー
について、学生便覧にも掲載する予定である。
４－３

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準４
基準に対する総括と評価
学校の目的を達成するために、教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を有し
ており、活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定され、履行されている。また、学校の財務に係る
監査等が適正に実施されている。
学校の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され、機能している。また、外部の資源を積極
的に活用している。
学校の教育研究活動等の状況やその活動の成果に関する情報を広く社会に提供している。
以上の内容を総合して、「基準 4 を満たしている」と判断する。
優れた点
本校の目的を達成するために予算配分方針を策定し、適正かつ計画的な執行に対する努力を行っている。
また、2019 年度以降の教育経費の配分方法の見直しを行い、運営費交付金の算定ルール（業務費△1％、一般管理費
▲3％）が今後も引き続き適用される場合でも、教育経費の予算確保が柔軟に対応できる体制を整備した。
さらに、地域の自治体等と協働で積極的に各種取組を実施し、有効に活用している。
改善を要する点
・教育上の目的及び学校教育法施行規則第 165 条の 2 第 1 項で定められている方針について本校 HP 上で公表している
が、学校内の構成員への周知という点において工夫が必要である。
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基準５

準学士課程の教育課程・教育方法

評価の視点
５－１

準学士課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、教育課程が体系

的に編成されており、その内容、水準等が適切であること。
観点５－１－①

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、授業科目が学年ごと
に適切に配置され、教育課程が体系的に編成されているか。

【留意点】
○

観点１－２－②の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえた授業科目の配置
となっているか分析すること。

関係法令

(設)第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 17 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ

◇カリキュラム一覧表、授業科目系統図等の授業科目配

ム・ポリシー）を踏まえて、適切な授業科目を体系的に

置状況がわかる資料

配置しているか。

資料５－１－①－（１）－１

■配置している

「カリキュラム一覧表」

☐配置していない

資料５－１－①－（１）－２
「科目系統図」

(2) 一般教育の充実に配慮しているか。

◇配慮していることがわかる資料

■配慮している

資料５－１－①－（２）

☐配慮していない

「一般選択希望調査について」

(3) 進級に関する規定を整備しているか。

◇進級に関する規定の整備状況がわかる資料

■整備している

資料５－１－①－（３）

☐整備していない

「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の
修了及び卒業の認定に関する規程（抜粋）」

(4) １年間の授業を行う期間を定期試験等の期間を含

◇35 週が確保されている状況が確認できる資料（学年暦

め、35 週確保しているか。

等。）

■確保している

資料５－１－①－（４）

☐確保していない

「平成３１年度行事予定表」

(5) 特別活動を 90 単位時間以上実施しているか。

◇特別活動の実施状況がわかる資料（学年暦等。）

■実施している

（再掲）資料５－１－①－（４）

☐実施していない

「平成３１年度行事予定表」
資料５－１－①－（５）
「平成 31 年度前期授業時間割（抜粋）」

観点５－１－②

教育課程の編成及び授業科目の内容について、学生の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会から
の要請等が配慮されているか。

【留意点】
○

例えば、国際的に活躍できる技術者の養成が目的に含まれる場合には、外国語の伝達と読解の基礎能力育成につ
いて分析するなど、目的や卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして授業科目の内容の工夫を
行っているか分析すること。

○

この観点では教育課程の編成について分析するものであり、正規の教育課程とは別に実施しているもの（例え
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ば、補習や補講等。）は、この観点の対象ではないことに留意すること。
関係法令

(設)第 19 条、第 20 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学生の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会から

◇チェックした配慮項目に関して、実施状況がわかる資

の要請等を踏まえ、教育課程における具体的な配慮と

料

してどのようなことを行っているか。（該当する選択肢

資料５－１－②－（１）－１

にチェック■する。）

「インターンシップ（学外研修）シラバス」

☐他学科の授業科目の履修を認定

資料５－１－②－（１）－２

■インターンシップによる単位認定

「数学補習について」

■正規の教育課程に関わる補充教育の実施

資料５－１－②－（１）－３

☐専攻科課程教育との連携

「英語特論 A シラバス」

■外国語の基礎能力（聞く、話す、読む、書く）の育

資料５－１－②－（１）－４

成

「室蘭工業大学との単位互換に関する協定」

■資格取得に関する教育

資料５－１－②－（１）－５

■他の高等教育機関との単位互換制度

「令和元年度第一回校内研究授業の実施結果について」

■個別の授業科目内での工夫

資料５－１－②－（１）－６

■最先端の技術に関する教育

「平成３１年度第４学年総合研修旅行予定一覧」

■その他
◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
し、その状況がわかる資料を提示する。
創造工学Ⅰでは、資料５－１－②－（１）－７「創造工
学Ⅰガイダンス資料」のとおり、1 年生全員に対して、工
学基礎教育（ダイソンの掃除機分解や固体燃料ロケットの
打ち上げ等）、情報教育（北大 1 年生と同等の Python プロ
グラミング、北海道警察と共同での情報セキュリティ教育
等）、2 年生からの専門系を選ぶためのキャリア教育等を
実施している。また、毎回ランダムで編成されるグループ
での活動を通じて、コミュニケーションやプレゼン能力も
育成している。
創造工学Ⅱでは、資料５－１－②－（１）－８「創造工
学Ⅱ前期ガイダンス資料」、資料５－１－②－（１）－９
「創造工学Ⅱ後期ガイダンス資料」のとおり、各専門分野
における技術教育に加えて、2 年生全員に対して情報教育
（Arduino を用いたプログラム教育、情報セキュリティ教
育）、ワークシートや講演会を通したキャリア教育、幅広
い工学的視野を涵養するための他専門分野の実験・演習、
地域産業に対する理解を深めるための工場見学を実施し
している。また、まとめとして実施する系混合グループで
実施する PBL 型授業において、ディスカッション能力やプ
レゼンテーション能力、課題発見能力を育成している。
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創造工学Ⅲでは、資料５－１－②－（１）－１０「創
造工学Ⅲ前期ガイダンス資料」、資料５－１－②－（１）
－１１「創造工学Ⅲ後期ガイダンス資料」のとおり、さ
らに幅広く工学的視野を育成するために他専門分野の実
験・演習に取り組ませるほか、卒業生による講演会や地
域企業の社会人との座談会によるキャリア教育、3 年生
全員に対して共通の情報教育を実施している。また、半
年を通して行う PBL 型授業では、系混合グループにおい
て地域の課題発見／解決に取り組ませることで、地域理
解の向上を図るほか、協働能力、プレゼンテーション能
力、体系的思考能力、情報活用能力、ニーズ発見能力の
育成をしている。
(2) 他の高等教育機関との単位互換制度を設けている場

◇単位互換制度の内容がわかる資料

合、法令に従い適切に取り扱っているか。

資料５－１－②－（２）

■適切に取り扱っている

「室蘭工業大学との単位互換に関する協定実施要項」

☐適切に取り扱っていない
☐単位互換制度を設けていないので、該当しない
観点５－１－③

創造力・実践力を育む教育方法の工夫が図られているか。

【留意点】
○

創造力を育む教育方法の工夫がわかる資料には、ＰＢＬ型の授業や創造型の演習等においての具体的な教育方法
の工夫がわかる資料を提示すること。

○

創造力を育む教育方法の工夫については、学校としてどう捉え、どう展開しているかを踏まえて分析すること。

○

実践力を育む教育方法の工夫がわかる資料には、インターンシップの活用等の具体的な教育方法の工夫がわかる
資料を提示すること。

（注）ＰＢＬとは、プロジェクト課題を学生にグループ単位で与え、その課題を達成するためのアイデアの創出、計
画立案、実現等を学生自身に遂行させることにより、学生の学習意欲、知識の活用能力、計画立案・遂行能
力、ディベート能力、プレゼンテーション能力、組織運営能力等の向上を図るための学習・教育の方法のこ
と。Problem‐based Learning 又は Project‐based Learning の略。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 創造力を育む教育方法の工夫を行っているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇創造力を育む教育方法の工夫がわかる資料（ＰＢＬ型

■行っている

の授業や創造型の演習の実施等）

☐行っていない

資料５－１－③－（１）－１
「創造工学Ⅰシラバス」
資料５－１－③－（１）－２
「創造工学Ⅱシラバス」
資料５－１－③－（１）－３
「創造工学Ⅲシラバス」
資料５－１－③－（１）－４
「創造工学Ⅰ教材作成 PBL 概要」
資料５－１－③－（１）－５
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「創造工学Ⅱ5 系混合グループワークについて」
資料５－１－③－（１）－６
「創造工学Ⅲ後期ガイダンス」

◇実施状況がわかる資料
資料５－１－③－（１）－７
「2019 高専フォーラム OS 発表資料（抜粋）」

◆工夫を行った結果、学生が創造力を発揮し、あげた成
果や効果があれば具体的に、資料を基に記述する。
第 1 学年の創造工学Ⅰ、第 2 学年の創造工学Ⅱ、第 3
学年の創造工学Ⅲといった学年進行に応じた PBL 教育を
体系的に整備し、目的を達成するためのプランニング、
グループ内での役割分担、スケジュール管理を含め、課
題に対する新たなアイデアを創出することが取り組める
授業構成として取り組んでいる。
また、課題内容として SDGs 達成に対しての企画作り
や、地域商店会の課題解決のための企画作りといった地
域創生に関する内容を取り入れ、社会的なニーズデザイ
ン能力の向上を図っている。加えて、より効果的に協働
能力を向上させることを大きな狙いとして、分野横断型
グループで上記のことを実施している。年度末に評価が
決定するが、学生は活発に取り組んでいる。
(2) 実践力を育む教育方法の工夫を行っているか。

◇実践力を育む教育方法の具体的な工夫がわかる資料

■行っている

（インターンシップの実施等。）

☐行っていない

（再掲）資料５－１－②－（１）－１
「インターンシップ（学外研修）シラバス」

◇実施状況がわかる資料
資料５－１－③－（２）－１
「平成３１年度学外実習実施状況」
資料５－１－③－（２）－２
「フロンティアコースの具現化に関する第２次答申（抜
粋）」
資料５－１－③－（２）－３
「機械設計製図Ⅲ

シラバス」

◆工夫を行った結果、学生が実践力を発揮し、あげた成
果や効果があれば具体的に、資料を基に記述する。
５－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。
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評価の視点
５－２

準学士課程の教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。

観点５－２－①

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に照らして、講義、演習、実
験、実習等の授業形態のバランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導上の工
夫がなされているか。

【留意点】なし。
関係法令

(設)第 17 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇授業形態の開講状況（バランスを含む。
）がわかる資

ム・ポリシー）に照らして、講義、演習、実験、実習等

料

の適切な授業形態が採用されているか。

（再掲）資料５－１－①－（１）－１

■採用されている

「カリキュラム一覧表」

☐採用されていない

（再掲）資料５－１－①－（１）－２
「科目系統図」
資料５－２－①－（１）
「科目統括表」

◆授業形態のバランスが適切であることについて、資料
を基に記述する。
一般科目と専門科目のバランスはいわゆるくさび形と
なっており、高学年には選択科目が配置されている。また、
分野別に基礎から応用へ段階的に科目が配置され、専門性
に照らした体系性をもった教育課程となっている。なお、
全学科ともに、実験・実習・演習・製図・卒業研究などの
実技系科目が、学年ごとに配置されている。
(2) 教育内容に応じて行っている、学習指導上の工夫に

◇チェックした項目の実施状況がわかる資料

は、どのような工夫があるか。（該当する選択肢にチェ

（再掲）資料５－１－③－（１）－１

ック■する。）

「創造工学Ⅰシラバス」

■教材の工夫

（再掲）資料５－１－③－（１）－２

☐少人数教育

「創造工学Ⅱシラバス」

■対話・討論型授業

（再掲）資料５－１－③－（１）－３

■フィールド型授業

「創造工学Ⅲシラバス」

■情報機器の活用

（再掲）資料５－１－③－（１）－４

■基礎学力不足の学生に対する配慮

「創造工学Ⅰ教材作成 PBL 概要」

■一般科目と専門科目との連携

（再掲）資料５－１－③－（１）－５

☐その他

「創造工学Ⅱ5 系混合グループワークについて」
（再掲）資料５－１－③－（１）－６
「創造工学Ⅲ後期ガイダンス」
資料５－２－①－（２）－１
「「フィールドワークⅠ」シラバス」
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資料５－２－①－（２）－２
「iPad と Chromebook の利用について」
資料５－２－①－（２）－３
「数学補習について」
資料５－２－①－（２）－４
「令和元年度第１回教員連絡ネットワーク」

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記
し、その状況がわかる資料を提示する。
観点５－２－②

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）の趣旨に沿って、適切なシラバ
スが作成され、活用されているか。

【留意点】なし。
関係法令

(設)第 17 条、第 17 条の 3

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
☐満たしていると判断する
■満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ

◇シラバスの作成要領や具体例等の左記内容がわかる資

ム・ポリシー）を踏まえて適切に設定された項目に基

料

づきシラバスを作成しているか。（該当する選択肢にチ

資料５－２－②－（１）－１

ェック■する。）

「シラバス作成手順」

■授業科目名

（再掲）資料５－１－③－（１）－１

■単位数

「創造工学Ⅰシラバス」

■授業形態
■対象学年

◆その他の項目にチェックした場合は、具体的な内容（項

■担当教員名

目）を記述する。

■教育目標等との関係
■達成目標
■教育方法
■教育内容（１授業時間ごとに記載）
■成績評価方法・基準
■事前に行う準備学習
■高等専門学校設置基準第 17 条第 3 項の規定に基づく
授業科目か、4 項の規定に基づく授業科目かの区別の
明示
■教科書・参考文献
☐その他
(2) 教員及び学生のシラバスの活用状況を把握し、その

◇活用状況がわかる資料

把握した状況を基に改善を行っているか。
☐改善を行っている

◆改善を行った事例があれば、改善内容について、資料

■改善を行っていない

を基に記述する。
平成 31 年度後期に実施する授業アンケートに当該項目
を盛り込み、状況の把握及び改善を実施する予定として
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いる。

(3) 設置基準第 17 条第 3 項の 30 単位時間授業では１単

◇状況が確認できる資料（学年暦、時間割等。）

位当たり 30 時間を確保しているか。

（再掲）資料５－１－①－（４）

■確保している

「平成３１年度行事予定表」

☐確保していない
(4) (3)の 30 単位時間授業では、１単位時間を 50 分とし

◆１単位時間を 50 分以外で運用している場合は、標準

ているか。

50 分に相当する教育内容を確保していることについて、

☐１単位時間＝50 分で規定・運用

学校の現状を踏まえ、資料を基に記述する。

■１単位時間＝50 分で規定、45 分で運用

令和 2 年度から、90 分（45 分×2）の授業時間で運用
する。これにより、出欠確認、教材や機器等の準備・後
片付け作業が一度で済み、標準 50 分×2 に相当する教育
内容を確保する。
資料５－２－②－（４）
「授業時間の変更について」

(5) １単位の履修時間が授業時間以外の学修と合わせて

◇シラバス集、履修要項等の明示状況がわかる資料

45 時間である授業科目を配置している場合には、授業

資料５－２－②－（５）

科目ごとのシラバス、あるいはシラバス集、履修要項

「「苫小牧工業高等専門学校学則」（抜粋）」

等に、１単位の履修時間は授業時間以外の学修等を合
わせて 45 時間であることを明示しているか。
■明示している
☐明示していない
(6) (5)の履修時間の実質化のための対策としてどのよう

◇チェックした方策の具体的な内容がわかる資料

な方策を講じているか。（該当する選択肢にチェック■

資料５－２－②－（６）

する。）

「生産工学

シラバス」

■授業外学習の必要性の周知
☐事前学習の徹底

◆その他の項目にチェックした場合は、具体的な内容を

☐事後展開学習の徹底

記述する。

☐授業外学習の時間の把握
☐その他
５－２

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
５－３

準学士課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム･ポリシー）並びに卒業の認定に関する

方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、成績評価・単位認定及び卒業認定が適切に行われており、有効なも
のとなっていること。
観点５－３－①

成績評価・単位認定基準が、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に
従って、組織として策定され、学生に周知されているか。また、成績評価・単位認定が適切に実施さ
れているか。

【留意点】なし。
関係法令

(設)第 17 条の 3
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観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 成績評価や単位認定に関する基準を、教育課程の編成

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇成績評価や単位認定に関する規程等の該当箇所

及び実施に関する方針（カリキュラム･ポリシー）に基

資料５－３－①－（１）

づき、策定しているか。

「「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の

■策定している

修了及び卒業の認定に関する規程」（抜粋）」

☐策定していない
(2) 成績評価や単位認定に関する基準に基づき、各授業

◇成績評価の組織内でのチェック等、成績評価が適切に

科目の単位認定等を行っているか。

実施されていることがわかる資料

■行っている

資料５－３－①－（２）

☐行っていない

「第１～４学年の進級認定について」

(3) １単位の履修時間が授業時間以外の学修と合わせて

◇学校として把握していることがわかる資料

45 時間である授業科目を配置している場合、授業時間

（再掲）資料５－２－②－（６）

以外の学修についての評価がシラバス記載どおりに行

「生産工学

われていることを学校として把握しているか。

資料５－３－①－（３）－１

■把握している

「生産工学課題採点一覧」

☐把握していない

資料５－３－①－（３）－２

シラバス」

「生産工学成績採点表」
(4) 成績評価や単位認定に関する基準を学生に周知して

◇周知を図る取組の内容（学生の手引きへの掲載、ウェ

いるか。

ブサイトでの明示等。）がわかる資料

■周知している

資料５－３－①－（４）

☐周知していない

「「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の
修了及び卒業の認定に関する規程」（抜粋）」
Web シラバス
https://syllabus.kosenk.go.jp/Pages/PublicDepartments?school_id=02&lang=ja

(5) (4)について、学生の認知状況を学校として把握して

◇認知状況がわかる資料

いるか。

資料５－３－①－（５）

☐把握している

「2019 年度

■把握していない

後期授業アンケートの実施に関して」

平成３１年度後期に実施する授業アンケートに当該項
目を盛り込み、状況の把握及び改善を実施する。

(6) 追試、再試の成績評価方法を定めているか。

◇追試、再試の成績評価の規程等がわかる資料

■定めている

（再掲）資料５－３－①－（４）

☐定めていない

「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の
修了及び卒業の認定に関する規程」（抜粋）」

(7) 成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会が

◇成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会の規

あるか。

程等がわかる資料

■ある

資料５－３－①－(７)－１

☐ない

「平成３０年度後期答案返却日スケジュール」
定期試験において答案返却日を設定し、全ての科目の
答案を確認する機会を設けている。
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資料５－３－①－(７)－２
「前期成績の訂正について」
(8) 成績評価等の客観性、厳格性を担保するため、どの

◆実施状況や成績分布を踏まえて、成績評価や単位認定

ような組織的な措置を行っているか。（該当する選択肢

における基準の客観性・厳格性を担保するための措置

にチェック■する。）

が、有効に機能しているかどうかについて、資料を基に

■成績評価の妥当性の事後チェック

記述する。

■答案の返却

資料５－３－①－(３)「答案保存資料点検結果につい

■模範解答や採点基準の提示

て」により、教員相互が各科目の成績評価の点検を行って

☐ＧＰＡの進級判定への利用

いる。

☐成績分布のガイドラインの設定
☐複数年次にわたり同じ試験問題が繰り返されていな
いことのチェック

資料５－１－①－(４)「平成３１年度行事予定表」のと
おり、答案返却日を設けて答案を返却している。
資料５－３－①－(８)「模範解答例について」のとお

■試験問題のレベルが適切であることのチェック
☐その他

り、模範解答を学生に周知している。
資料５－３－①－(３)「答案保存資料点検結果につい
て」により、各科目の成績評価の平均点、試験及びその
評価方法は適切であるか等により、試験問題のレベルを
確認している。

◆その他の項目にチェックした場合は、具体的な内容を
記述する。
観点５－３－②

卒業認定基準が、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に従って、組織として策定さ

れ、学生に周知されているか。また、卒業認定が適切に実施されているか。
【留意点】なし。
関係法令

(法)第 117 条

(設) 第 17 条第 3～6 項、第 17 条の 2、第 17 条の 3、第 18 条、第 19 条、第 20 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学則等に、修業年限を５年（商船に関する学科は５

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇学則等の該当箇所がわかる資料

年６月。）と定めているか。

資料５－３－②－（１）

■定めている

「「苫小牧工業高等専門学校学則」（抜粋）」

☐定めていない
(2) 卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

◇定めている該当規程や卒業認定基準

に基づき、卒業認定基準を定めているか。

資料５－３－②－（２）

■定めている

「「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の

☐定めていない

修了及び卒業の認定に関する規程」（抜粋）」

(3) 卒業認定基準に基づき、卒業認定しているか。

◇関係する委員会等の会議資料

■認定している

資料５－３－②－（３）

☐認定していない

「卒業認定について」

(4) 卒業認定基準を学生に周知しているか。

◇周知を図る取組の内容（学生の手引きへの掲載、ウェ

■周知している

ブサイトでの明示等。）がわかる資料

☐周知していない

（再掲）資料５－３－②－（２）
「「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の
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修了及び卒業の認定に関する規程」（抜粋）」
(5) (4)について、学生の認知状況を学校として把握して
いるか。

◇学生の認知状況を把握していることがわかる資料
現状、卒業認定基準の認知状況は学校として把握できて

☐把握している

いない。今後、学生へのアンケート調査を実施し認知状況

■把握していない

の確認を行う。

５－３

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準５
基準に対する総括と評価
本校における教育課程は、カリキュラム・ポリシーに基づいた体系的な編成となっており、内容や水準についても学
生のニーズや学術的・社会的動向を踏まえた適切なものとなっている。
また、この教育課程に合わせて授業形態や学習指導法についても様々な工夫がなされており、成績評価・単位認定お
よび卒業認定についてもディプロマ・ポリシーに基づき適正になされている。
以上の内容を総合して、「基準 5 を満たしている」と判断する。
優れた点
1 年生～3 年生の全系共通科目である創造工学 I～Ⅲという講義において、ICT 教育、キャリア教育、分野横断型グ
ループによる PBL 教育等を実施し、低学年時より分野横断型能力の育成と幅広い分野に対応できる工学基礎能力の育
成を図っている。
また、個別の授業においてもグループワークなどの AL 型教育の導入の工夫がなされている。加えて、情報機器を
活用した教育の充実化がなされており、授業内において Ofiice365 や Blackboard が積極的に活用されている。
改善を要する点
・現状では、学生のシラバス活用状況や単位認定等の基準の認識状況を学校として把握できていない。そのため、平
成 31 年度後期より、アンケートにより学校としての状況把握を行い、これを改善に授業改善等に活かしていく予
定である。
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基準６

準学士課程の学生の受入れ

評価の視点
６－１

入学者の選抜が、入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な方法で実施さ

れ、機能していること。また、実入学者数が、入学定員と比較して適正な数となっていること。
観点６－１－①

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な入学者選抜方法が採用
されており、実際の学生の受入れが適切に実施されているか。

【留意点】
○

合否判定基準については、提示できるものがあれば、提示すること。自己評価書での提示が不可能な場合は、訪
問調査時に提示すること。

関係法令

(設)第 3 条の 2

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポ

◇入学者選抜要項、面接要領、合否判定基準、入学試験

リシー）、特に入学者選抜の基本方針に沿った入学者選

実施状況等がわかる資料

抜方法（学生募集の方針、選抜区分（学力選抜、推薦

資料６－１－①－（１）－１

選抜等。）、面接内容、配点・出題方針等。）となってい

「入学試験委員会議事録」

るか。

資料６－１－①－（１）－２

■なっている

「令和２年度学生募集要項（抜粋）」

☐なっていない
観点６－１－②

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生を実際に受入れているか

どうかを検証するための取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。
【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 検証及び検証結果を改善に役立てる体制を整備して

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇検証する体制に関する資料

いるか。
■整備している

◇改善に役立てる体制に関する資料

☐整備していない

資料６－１－②－（１）
「入学試験委員会規程」

(2) (1)の体制の下、 実際に入学した学生が、入学者の

◇検証を行っていることがわかる資料

受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に

資料６－１－②－（２）

沿っているかどうかの検証を行っているか。

「入学動機に関するアンケート調査

■行っている
☐行っていない
(3) (2)の検証の結果を入学者選抜の改善に役立てている

◆検証の結果に基づいた具体的な改善の実施状況を踏ま

か。

えて、検証の結果を改善に役立てている状況について、

■改善に役立てている

資料を基に記述する。

☐改善に役立てていない

アドミッション・ポリシーを入学者選抜に反映させる
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取組みは、平成 18 年度学生募集から始めている。アドミ
ッション・ポリシーに沿った学生の受入となっているか
どうかの検証は入学生に対するアンケート結果（資料６
－１－①－（２）「入学動機に関するアンケート調査」）
を元に行われており、検証の結果、今のところ変更を要
しないと判断している。
観点６－１－③

実入学者数が、入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足している状況になっていないか。また、そ
の場合には、入学者選抜方法を改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係
の適正化が図られているか。

【留意点】
○

(2)の体制の整備は、必ずしもこの取組に特化した組織を整備することを求めているのではなく、既存の委員会
で対応することとしている場合には、当該委員会に関する規定の所掌において定員と実入学者数との関係の把握と
必要な改善のための取組が明示されていることを分析すること。

○

(3)の入学定員に対する入学者数は、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準に照
らして、分析すること。

関係法令

(設)第 4 条の 2、第 5 条第 2 項

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準

（平成 15 年３月 31 日文部科学省告示第 45 号）
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生定員を学科ごとに１学級当たり 40 人を標準とし

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇学則の該当箇所

て、学則で定めているか。

資料６－１－③－（１）

■定めている

「「苫小牧工業高等専門学校学則」（抜粋）」

☐定めていない
(2) 学科ごとの入学定員と実入学者数との関係を把握

◇体制の整備に係る規程等がわかる資料

し、改善を図るための体制を整備しているか。

（再掲）資料６－１－①－（１）－１

■整備している

「入学試験委員会議事録」

☐整備していない
(3) 過去５年間の学科ごとの入学定員に対する実入学者

◇【別紙様式】平均入学定員充足率計算表

数が適正であるか。
■適正である
☐超過又は不足がある
(4) 過去５年間で、実入学者数が、入学定員を大幅に超

◆大幅に超過、又は大幅に不足している状況にあった場

過、又は大幅に不足している状況にあった場合は、改

合には、該当する学科について、実入学者数の改善に資

善の取組を行っているか。

する取組や教育環境等の改善により教育等に支障が生じ

☐行っている

ないように取った対応等、実際に行った事例がわかる資

☐行っていない

料を基に記述する。

■過去５年間で大幅に超過、大幅に不足していないの
で、該当しない
６－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。
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基準６
基準に対する総括と評価
本校における入学者選抜では、アドミッション・ポリシーに沿った適切な方法において実施されており、実入学者数
と入学定員との関係は適正化がなされている。
以上の内容を総合して、「基準 6 を満たしている」と判断する。
優れた点
入学定員と実入学者数との関係が適正化されるように検討・改善を図る体制に優れている。そのため、過去 5 年間
において実入学者数と入学定員の関係は常に適正に保たれており、安定した学校運営や教育が行われている。
改善を要する点
・現状、改善を要する点はないと判断する。
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基準７

準学士課程の学習・教育の成果

評価の視点
７－１

卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして、学習・教育の成果が認められること。

観点７－１－①

成績評価・卒業認定の結果から判断して、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿
った学習・教育の成果が認められるか。

【留意点】
○

学生の成績（卒業時のＧＰＡ値等。）や原級留置の状況、単位修得率（登録授業単位数に対する修得単位数の
率。）等、成果を総合的に分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力につい

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇体制の整備状況がわかる資料

て、成績評価・卒業認定の結果から学習・教育の成果

資料７－１－①－（１）－１

を把握・評価するための体制を整備しているか。

「「苫小牧工業高等専門学校学業成績の評価並びに課程の

■整備している

修了及び卒業の認定に関する規程」（抜粋）」

☐整備していない
(2) 学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力につい

◇成績評価・卒業認定等に関するデータ・資料

て、成績評価・卒業認定の結果から学習・教育の成果

◇把握・評価の実施状況がわかる資料

を把握・評価しているか。

資料７－１－①－（２）－１

■把握・評価している

「教員会議卒業認定について」

☐把握・評価していない
(3) (2)の結果から学習・教育の成果が認められるか。

◆左記(2)及び上記の資料を踏まえて、学習・教育の成
果が認められることについて、資料を基に記述する。

■認められる

卒業認定資料および評価内訳表より十分な学習・教育の

☐認められない

成果が認められる。
観点７－１－②

達成状況に関する学生・卒業生・進路先関係者等からの意見の聴取の結果から判断して、卒業の認
定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教育の成果が認められるか。

【留意点】
○

(1)の体制の整備が、観点７－１－①と同じ体制で実施されている場合には、観点７－１－①と同じ資料とな
る。

○

(2)(3)(4)は、観点１－１－③で分析している種々の評価結果の一部と同一のものであるため、内容の整合性に
留意して分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力について、 ◇体制の整備状況がわかる資料
学生・卒業生・進路先関係者等からの意見聴取の結果に

（再掲）資料１－１－③－（１）－１

基づいて学習・教育の成果を把握・評価するための体制

「アンケート調査による各者の意見聴取の要項」

を整備しているか。

（再掲）資料１－１－③－（１）－６

■整備している

「学習・教育到達目標の到達度アンケート実施要項」
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☐整備していない

（再掲）資料１－１－③－（１）－９

(2) 学生が卒業時に身に付けた学力、資質・能力について、 「卒業生・修了生アンケート調査による意見聴取－アンケ
卒業時の学生に対する意見聴取の結果から学習・教育の

ート項目」

成果の把握・評価を行っているか。

（再掲）資料１－１－③－（１）－１１

■行っている

「進路先アンケート調査による意見聴取－アンケート項

☐行っていない

目」

(3) 学生が卒業時に身に付けた学力、資質・能力について、
卒業生（卒業後５年程度経った者）に対する意見聴取の

◇意見聴取の結果に関するデータ・資料

結果から学習・教育の成果の把握・評価を行っているか。 資料１－１－③－（１）－７
■行っている

（再掲）「学習・教育到達目標の到達度アンケート集計結

☐行っていない

果（本科）」

(4) 学生が卒業時に身に付けた学力、資質・能力につい

（再掲）資料１－１－③－（１）－１０

て、進路先関係者等に対する意見聴取の結果から学

「卒業生・修了生アンケート調査による意見聴取－アンケ

習・教育の成果の把握・評価を行っているか。

ート集計結果」

■行っている

（再掲）資料１－１－③－（１）－１２

☐行っていない

「進路先アンケート調査による意見聴取－アンケート集

(5) (2)～(4)の評価結果から学習・教育の成果が認めら

計結果」

れるか。
◇把握・評価の実施状況がわかる資料

■認められる
☐認められない

◆左記(2)～(4)及び上記の資料を踏まえて、学習・教育の
成果が認められることについて、資料を基に記述する。
資料１－１－③－（１）－７「学習・教育到達目標の
到達度アンケート集計結果（本科）」、資料１－１－③－
（１）－１０「卒業生・修了生アンケート調査による意
見聴取－アンケート集計結果」、資料１－１－③－（１）
－１２「進路先アンケート調査による意見聴取－アンケ
ート集計結果」から、概ね卒業の認定に関する方針に沿
った学習・教育の成果が認められると判断できる。
観点７－１－③

就職や進学といった卒業後の進路の状況等の実績から判断して、学習・教育の成果が認められる

か。
【留意点】なし。
関係法令

(法)第 122 条

(施)第 178 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校として把握している最近５年間の就職率及び進

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇【別紙様式】卒業者進路実績表

学率から判断して、学習・教育の成果が認められる

資料７－１－③－（１）

か。

「卒業者進路実績表」

■認められる
☐認められない
(2) 学校として把握している就職先や進学先は、各学科

◆就職率・進学率や就職先等から、養成しようとする人
材像にかなった成果が得られているかどうかについて、
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の養成しようとする人材像に適したものとなっている
か。

資料を基に記述する。
卒業者進路実績表より、過去 5 年間の就職・進学につ

■なっている

いては、ほぼ 100％である。卒業の認定に関する方針に沿

☐なっていない

った学習・教育の成果として、十分な結果が得られている。

７－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準７
基準に対する総括と評価
成績評価・卒業認定の結果、学生からの意見聴取および卒業後の進路状況から、ディプロマ・ポリシーに沿った学
習・教育の成果が認められる。
以上の内容を総合して、「基準 7 を満たしている」と判断する。
優れた点
平成 31 年度の求人倍率は 28 倍以上と高く、企業から卒業生が高い評価を得ている。
また、30 年度卒業生の本校の教育目標に対する学生の自己達成度評価の結果において、全ての項目において 4 段階
評価で平均 3 以上の値が得られている。
改善を要する点
・卒業生からの意見聴取や、進路関係者からの意見聴取を踏まえた学習・教育成果の見直しを定期的に実施する必要
がある。
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基準８

専攻科課程の教育活動の状況

評価の視点
８－１

専攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、教育課程が体系

的に編成され、専攻科課程としてふさわしい授業形態、学習指導法等が採用され、適切な研究指導等が行われ
ていること。また、専攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）並びに修
了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、成績評価・単位認定及び修了認定が適切に行われ
ており、有効なものとなっていること。
観点８－１－①

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、授業科目が適切に配
置され、教育課程が体系的に編成されているか。

【留意点】
○

観点１－２－⑤の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえた授業科目の配置
となっているか分析すること。

○

本評価書Ⅰ(1)４．において、特例適用専攻科又はＪＡＢＥＥ認定プログラムについて記載した場合は、その結
果を利用できる。利用する場合は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この
結果を踏まえた根拠理由を記述すること。自己点検・評価結果欄の項目について、個別の記入は要しない。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
本校が掲げる養成すべき人材像に対応すべく、専攻科修了時に身に付けるべき学力や資質・能力に照らして、
修了時の到達目標を具体的に定めた上で、各授業科目を各学年に適切に配置している。また、各専攻の専門を考
慮しその目的を達成できるように授業科目の内容を決定している。
以上により、特例適用専攻科の認定及びJABEE認定プログラムの認定に係る結果を利用できると判断する。

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ

◇カリキュラム一覧表、授業科目系統図等の授業科目配

ム・ポリシー）を踏まえて、適切な授業科目を体系的

置状況がわかる資料

に配置しているか。
☐配置している
☐配置していない
観点８－１－②

準学士課程の教育との連携、及び準学士課程の教育からの発展等を考慮した教育課程となっている
か。

【留意点】
○

本評価書Ⅰ(1)４．において、特例適用専攻科又はＪＡＢＥＥ認定プログラムについて記載した場合は、その結
果を利用できる。利用する場合は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この
結果を踏まえた根拠理由を記述すること。自己点検・評価結果欄の項目について、個別の記入は要しない。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
本校は準学士課程 4,5 年から専攻科 1,2 年の課程に対応した「環境・生産システム工学」教育プログラムを設定
している。本プログラムは日本技術者教育認定機構により認定されており、専攻科課程の学習・教育目標は本プロ
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グラムの学習・教育目標にすべて包含されている。よって、教育の目的に照らして、準学士課程の教育との連携、
及び準学士課程の教育からの発展などを考慮した教育課程となっているといえる。
以上により、特例適用専攻科の認定結果を利用できると判断する。
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 専攻科の教育課程は、準学士課程の教育との連携、

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇連携及び発展等の考慮状況がわかる資料

及び準学士課程の教育からの発展等を考慮している
か。
☐考慮している
☐考慮していない
観点８－１－③

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に照らして、講義、演習、実
験、実習等の授業形態のバランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導上の工
夫がなされているか。

【留意点】
○

本評価書Ⅰ(1)４．において、ＪＡＢＥＥ認定プログラムについて記載した場合は、その結果を利用できる。利
用する場合は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この結果を踏まえた根拠
理由を記述すること。自己点検・評価結果欄の各項目について、個別の記入は要しない。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
JABEE 認定における自己点検書関連資料である「教育プログラムの科目流れ」に示されているように教育プログ
ラムを設定している。この教育プログラムは、各専攻において、講義、演習、実験、実習等の授業形態がバランス
良く配置されている。教育の目的を踏まえた上で、講義と実際の問題とが結びつくような工夫、教材の工夫、少人
数授業、対話・討論型授業、情報機器の活用、フィールドワーク等を含む学習指導の工夫がなされている。
以上により、JABEE 認定プログラムの認定に係る結果を利用できると判断する。

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラ
ム・ポリシー）に基づき、講義、演習、実験、実習等

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇授業形態の開講状況（バランスを含む。
）がわかる資
料

の適切な授業形態が採用されているか。
☐採用されている

◆授業形態のバランスが適切であることについて、資料

☐採用されていない

を基に記述する。

(2) 教育内容に応じて行っている、学習指導上の工夫に

◇チェックした項目の実施状況がわかる資料

は、どのような工夫があるか。（該当する選択肢にチェ
ック■する。）

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記

☐教材の工夫

し、その状況がわかる資料を提示する。

☐少人数教育
☐対話・討論型授業
☐フィールド型授業
☐情報機器の活用
☐基礎学力不足の学生に対する配慮
☐一般科目と専門科目との連携
☐その他
観点８－１－④

教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、教養教育や研究指導
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が適切に行われているか。
【留意点】
○

教養教育の実施状況や学生の研究指導が、学校教育法上の目的及び学校の教育の目的を達成する上で適切なもの
であるかどうかを分析すること。

○

本評価書Ⅰ(1)４．において、特例適用専攻科について記載した場合は、その結果を利用できる。利用する場合
は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この結果を踏まえた根拠理由を記述
すること。自己点検・評価結果欄の項目について、個別の記入は要しない。

関係法令

(法)第 119 条第 2 項

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
教養教育は、地球的・国際的な視点から幅広い教養を有する技術者を育成するための教育が実施されている。
「特別研究」は複数教員体制を敷き、研究に関して学生との打ち合わせをした上で実施している。また、1 年次
には「中間発表会を兼ねた学外発表会」、2 年次には「特別研究発表会」を通じて指導教員以外からも研究に対する
アドバイスが得られるような機会を保証している。
以上により、特例適用専攻科の認定結果を利用できると判断する。
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学生への教養教育や研究指導を、適切に行っている

◇教養教育や研究指導の実施状況がわかる資料

か。
☐行っている
☐行っていない
観点８－１－⑤

成績評価・単位認定基準が、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に
従って、組織として策定され、学生に周知されているか。また、成績評価・単位認定が適切に実施さ
れているか。

【留意点】
○

本評価書Ⅰ(1)４．において、ＪＡＢＥＥ認定プログラムについて記載した場合は、その評価結果を利用でき
る。利用する場合は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この結果を踏まえ
た根拠理由を記述すること。自己点検・評価結果欄の各項目について、個別の記入は要しない。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
成績評価に関する規程が整備されており、これらの規程は「学生便覧・シラバス」に記載される等、学生に周知
されている。また成績評価が正しく行われたことを確認するシステムもあり、成績評価、単位認定はこれらにより
適切に実施されている。
以上により、JABEE 認定プログラムの認定に係る結果を利用できると判断する。

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 成績評価や単位認定に関する基準を、教育課程の編

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇成績評価や単位認定に関する規定等の該当箇所

成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）
に基づき、策定しているか。
☐策定している
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☐策定していない
(2) 成績評価や単位認定に関する基準に基づき、各授業科
目の単位認定等を行っているか。

◇成績評価の組織内でのチェック等、成績評価が適切に
実施されていることがわかる資料

☐行っている
☐行っていない
(3) １単位の履修時間が授業時間以外の学修と合わせて

◇学校として把握していることがわかる資料

45 時間である授業科目を配置している場合、授業時間
以外の学修についての評価がシラバス記載どおりに行
われていることを学校として把握しているか。
☐把握している
☐把握していない
(4) 成績評価や単位認定に関する基準を学生に周知して
いるか。

◇周知を図る取組の内容（学生の手引きへの掲載、ウェ
ブサイトでの明示等。）がわかる資料

☐周知している
☐周知していない
(5) (4)について、学生の認知状況を学校として把握して

◇認知状況がわかる資料

いるか。
☐把握している
☐把握していない
(6) 追試、再試の成績評価方法を定めているか。

◇追試、再試の成績評価の規程等がわかる資料

☐定めている
☐定めていない
(7) 成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会が
あるか。

◇成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会の規
定等がわかる資料

☐ある
☐ない
(8) 成績評価等の客観性、厳格性を担保するため、どの

◆実施状況や成績分布を踏まえて、成績評価や単位認定

ような組織的な措置を行っているか。（該当する選択肢

における基準の客観性・厳格性を担保するための措置

にチェック■する。）

が、有効に機能しているかどうかについて、資料を基に

☐成績評価の妥当性の事後チェック

記述する。

☐答案の返却
☐模範解答や採点基準の提示

◆その他の項目にチェックした場合は、具体的な内容を

☐ＧＰＡの進級判定への利用

記述する。

☐成績分布のガイドラインの設定
☐複数年次にわたり同じ試験問題が繰り返されていな
いことのチェック
☐試験問題のレベルが適切であることのチェック
☐その他
観点８－１－⑥

修了認定基準が、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に従って、組織として策定さ
れ、学生に周知されているか。また、修了認定が適切に実施されているか。

【留意点】
○

本評価書Ⅰ(1)４．において、ＪＡＢＥＥ認定プログラムについて記載した場合は、その評価結果を利用でき
る。利用する場合は、当該結果を根拠として本観点全体の判断を行うこととし、根拠理由欄に、この結果を踏まえ
た根拠理由を記述すること。自己点検・評価結果欄の各項目について、個別の記入は要しない。
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関係法令

(法)第 119 条第 2 項

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
（根拠理由欄）
修了認定等に関する規程が整備されており、これらの規程は「学生便覧・シラバス」に記載される等、学生に周
知されている。また、成績評価が正しく行われたことを確認するシステムもあり、修了認定はこれらにより適切に
実施されている。
以上により、JABEE 認定プログラムの認定に係る結果を利用できると判断する。
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学則等に、修業年限を１年以上と定めているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇学則等の該当箇所がわかる資料

☐定めている
☐定めていない
(2) 修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

◇定めている該当規程や修了認定基準

に基づき、修了認定基準を定めているか。
☐定めている
☐定めていない
(3) 修了認定基準に基づき、修了認定しているか。

◇関係する委員会等の会議資料

☐認定している
☐認定していない
(4) 修了認定基準を学生に周知しているか。
☐周知している

◇周知を図る取組の内容（学生の手引きへの掲載、ウェ
ブサイトでの明示等。）がわかる資料

☐周知していない
(5) (4)について、学生の認知状況を学校として把握して

◇学生の認知状況を把握していることがわかる資料

いるか。
☐把握している
☐把握していない
８－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。
特に専攻科課程の教育課程及び教育方法に関して、準学士課程の５－１及び５－２の内容を参考

に、特記すべき個性や特色等があれば、自由に記入すること。

評価の視点
８－２

専攻科課程としての入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切に運用されて

おり、適正な数の入学状況であること。
観点８－２－①

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な入学者選抜方法が採用
されており、実際の学生の受入れが適切に実施されているか。

【留意点】
○

合否判定基準については、提示できるものがあれば、提示すること。自己評価書での提示が不可能な場合は、訪
問調査時に提示すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポ

◇入学者選抜要項、面接要領、合否判定基準、入学試験

リシー）、特に入学者選抜の基本方針に沿った入学者選

実施状況等がわかる資料

抜方法（学生募集の方針、選抜区分（学力選抜、推薦

資料８－２－①－（１）

選抜等。）、面接内容、配点・出題方針等）となってい

「専攻科入学者選抜について」

るか。

面接試験において、アドミッションポリシーに沿って

■なっている

受験者の資質を評価・判断している。

☐なっていない
観点８－２－②

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生を受入れているかどうか
を検証するための取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 検証及び検証結果を改善に役立てる体制を整備して

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇検証の体制に関する資料

いるか。

資料８－２－②－（１）－１

■整備している

「苫小牧工業高等専門学校入学試験委員会規程」

☐整備していない
◇改善に役立てる体制に関する資料
（再掲）資料８－２－②－（１）－１
「苫小牧工業高等専門学校入学試験委員会規程」
資料８－２－②－（１）－２
「専攻科のアドミッション・ポリシーの改正について」
(2) (1)の体制の下、実際に入学した学生が、入学者の受
入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿

◇検証を行っていることがわかる資料
アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れてい

っているかどうかの検証を行っているか。

るかどうかの検証及び改善に関する取り組みは、現在のと

☐行っている

ころ必ずしも十分であるとは言えない。

■行っていない

そのため、令和 2 年度からはアンケート等による検証を
行うとともに、その結果は入試委員会において改善に役立
てる。

(3) (2)の検証の結果を入学者選抜の改善に役立てている

◆検証の結果に基づいた具体的な改善の実施状況を踏ま

か。

えて、検証の結果を改善に役立てている状況について、

☐改善に役立てている

資料を基に記述する。

■改善に役立てていない

アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れてい
るかどうかの検証及び改善に関する取り組みは、現在のと
ころ必ずしも十分であるとは言えない。
そのため、令和 2 年度からはアンケート等による検証を
行うとともに、その結果は入試委員会において改善に役立
てる。
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観点８－２－③

実入学者数が、入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足している状況になっていないか。また、そ
の場合には、入学者選抜方法を改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係
の適正化が図られているか。

【留意点】
○

(2)の体制の整備は、必ずしもこの取組のためだけの組織を整備することを求めているのではなく、既存の委員
会で対応することとなっている場合には、当該委員会に関する規定の所掌において定員と実入学者数との関係の把
握と必要な改善のための取組が明示されていることを分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生定員を専攻ごとに学則等で定めているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇学則等の該当箇所

■定めている

資料８－２－③－（１）

☐定めていない

「「苫小牧工業高等専門学校学則」（抜粋）」

(2) 専攻ごとの入学定員と実入学者数との関係を把握

◇体制の整備に係る規程等がわかる資料

し、改善を図るための体制を整備しているか。

資料８－２－③－（２）

■整備している

「入学試験委員会規程」

☐整備していない
(3) 過去５年間の専攻ごとの入学定員に対する実入学者
数が適正であるか。

◇【別紙様式】平均入学定員充足率計算表
過去 5 年間の専攻ごとの入学定員に対する実入学者数

■適正である

については、5 年間の平均としては妥当であるが、年度

☐超過又は不足がある

によっては入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足して
いる状況にあるため、改善の取り組みを行っていく必要
がある。

(4) 過去５年間で、実入学者数が、入学定員を大幅に超

◆大幅に超過、又は大幅に不足している状況にあった場

過、又は大幅に不足している状況にあった場合は、改

合には、該当する専攻について、実入学者数の改善に資

善の取組を行っているか。

する取組や教育環境等の改善により教育等に支障が生じ

☐行っている

ないように取った対応等、実際に行った事例がわかる資

☐行っていない

料を基に記述する。

■過去５年間で大幅に超過、大幅に不足していないの
で、該当しない
８－２

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

評価の視点
８－３

修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして、学習・教育・研究の成果が認められるこ

と。
観点８－３－①

成績評価・修了認定の結果から判断して、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿
った学習・教育・研究の成果が認められるか。

【留意点】
○

学生の成績（修了時のＧＰＡ値等。）や修業年限修了率、単位修得率（登録授業単位数に対する修得単位数の
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率。）等、成果を総合的に分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生が修了時に身に付ける学力、資質・能力につい

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇体制の整備状況がわかる資料

て、成績評価・修了認定の結果から学習・教育・研究

資料８－３－①－１

の成果を把握・評価するための体制を整備している

「教育プログラム履修のてびき」

か。

資料８－３－①－２

■整備している

「専攻科委員会の審議事項」

☐整備していない

資料８－３－①－３

(2) 学生が修了時に身に付ける学力、資質・能力につい

「専攻科特別研究の評価法及び基準」

て、成績評価・修了認定の結果から学習・教育・研究
の成果を把握・評価しているか。

◇成績評価・修了認定等に関するデータ・資料

■把握・評価している

資料８－３－①－４

☐把握・評価していない

「平成 29 年度専攻科入学者 環境・生産システム工学教育

(3) (2)の結果から学習・教育・研究の成果が認められる

プログラム成績評価表」

か。
■認められる

◇把握・評価の実施状況がわかる資料

☐認められない

資料８－３－①－５
「専攻科課程修了時の目標達成状況の把握・評価」
資料８－３－①－６
「教員会議での修了認定」
（再掲）資料８－３－①－３
「専攻科特別研究の評価法及び基準」
資料８－３－①－７
「地域連携シンポジウムにて行われた専攻科特別研究発
表の関連資料」

◆左記(2)及び上記の資料を踏まえて、学習・教育・研
究の成果が認められることについて、資料を基に記述す
る。
専攻科課程では修了時に、専攻科委員会が専攻科 2 年生
の教育プログラム達成度集計表を作成し、達成度の状況を
確認の上、修了を認定することによって教育の成果を確認
している（資料８－３－①－４）。
また、毎年地元企業人等を対象として開催される専攻科
1 年次の「中間発表会を兼ねた学外発表会」
（資料８－３
－①－７）において全員が発表し、その内容等は高い評価
を得ている。
観点８－３－②

達成状況に関する学生・修了生・進路先関係者等からの意見の聴取の結果から判断して、修了の認
定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教育・研究の成果が認められるか。

【留意点】
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○

(1)の体制の整備が、観点８－３－①同じ体制で実施されている場合には観点８－３－①と同じ資料となる。

○

(2)(3)(4)は、観点１－１－③で分析している種々の評価結果の一部と同一のものであるため、内容の整合性に
留意して分析すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学生が修了時に身に付ける学力、資質・能力につい

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇体制の整備状況がわかる資料

て、学生・修了生・進路先関係者等からの意見聴取の

資料８－３－②－１

結果に基づいて、学習・教育・研究の成果を把握・評

「卒業生、企業へのアンケート実施要領」

価するための体制を整備しているか。

資料８－３－②－２

■整備している

「卒業生、企業へのアンケートの依頼文」

☐整備していない
(2) 学生が修了時に身に付けた学力、資質・能力につい

◇意見聴取の結果に関するデータ・資料

て、修了時の学生に対する意見聴取の結果から学習・

資料８－３－②－３

教育・研究の成果の把握・評価を行っているか。

「達成度自己評価の実施についての委員会資料」

■行っている

資料８－３－②－４

☐行っていない

「専攻科生への達成度自己評価の集計結果」

(3) 学生が修了時に身に付けた学力、資質・能力につい

資料８－３－②－５

て、修了生（修了直後でない者）に対する意見聴取の

「学修教育目標達成度点検記録簿」

結果から学習・教育・研究の成果の把握・評価を行っ

資料８－３－②－６

ているか。

「専攻科生への達成度自己評価の実施」

■行っている
◇把握・評価の実施状況がわかる資料

☐行っていない
(4) 学生が修了時に身に付けた学力、資質・能力につい

資料８－３－②－７

て、進路先関係者等に対する意見聴取の結果から学

「修了生のアンケート集計結果」

習・教育・研究の成果の把握・評価を行っているか。

資料８－３－②－８

■行っている

「企業のアンケート集計結果」

☐行っていない
(5) (2)～(4)の評価結果から学習・教育・研究の成果が

◆左記(2)～(4)及び上記の資料を踏まえて、学習・教

認められるか。

育・研究の成果が認められることについて、資料を基に

■認められる

記述する。
在学生については、本科 4,5 年と専攻科 1,2 年次に達成

☐認められない

度自己評価のアンケートを実施している。一方、2012 年
以降は、卒業生・修了生や進路先関係者等に対しアンケー
トを実施していないため、卒業生・修了生と進路先関係者
等に対する意見聴取の結果に基づく学習・教育・研究の成
果が把握されていない。よって、卒業生・修了生と進路先
関係者等を含めた範囲での学習・教育・研究の成果につい
ては評価できていない。

観点８－３－③

就職や進学といった修了後の進路の状況等の実績から判断して、学習・教育・研究の成果が認めら
れるか。
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【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校として把握している最近５年間の就職率及び進

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇【別紙様式】修了者進路実績表

学率から判断して、学習・教育・研究の成果が認めら

資料８－３－③－１

れるか。

「卒業生・修了生の就職状況」

■認められる

資料８－３－③－２

☐認められない

「修了生の進路状況」

(2) 学校として把握している就職先や進学先は、各専攻
の養成しようとする人材像に適したものとなっている

◆就職率・進学率や就職先等から、養成しようとする人材

か。

像にかなった成果が得られているかどうかについて、資

■なっている

料を基に記述する。
就職先の産業・職業分野については、各専攻ともほとん

☐なっていない

どが工業・技術系となっており、本校の養成すべき人材像
及び各専攻の目的に沿ったものとなっている（資料８－３
－③－１）。
また、進学先の教育機関・専門分野に関しても、本校の
養成すべき人材像及び各専攻の目的に沿った理工系の大
学学部・大学院研究科となっている（資料８－３－③－
２）。
観点８－３－④

修了生の学位取得状況から判断して、学習・教育・研究の成果が認められるか。

【留意点】
○

学位の取得を目的としていない専攻科については、「□学位の取得を目的としていないので、該当しない」の欄
をチェックすること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
☐学位の取得を目的としていないので、該当しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1)過去５年間の修了生の学位取得の状況から、学習等の

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇学位取得状況がわかる資料

成果が認められるか。

資料８－３－④－１

■認められる

「平成２５年度入学者

☐認められない

グラム達成度集計表」

環境・生産システム工学教育プロ

資料８－３－④－２
「平成２６年度入学者

環境・生産システム工学教育プロ

グラム達成度集計表」
資料８－３－④－３
「平成２７年度入学者
グラム達成度集計表」
資料８－３－④－４
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環境・生産システム工学教育プロ

「平成２８年度入学者 「環境・生産システム工学」教育
プログラム達成度集計表」
資料８－３－④－５
「平成２９年度入学者 「環境・生産システム工学」教育
プログラム達成度集計表」
８－３

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準８
基準に対する総括と評価
専攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、教育課程が体系的に編成
され、専攻科課程としてふさわしい授業形態、学習指導法等が採用され、適切な研究指導等が行われている。また、専
攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）並びに修了の認定に関する方針（ディプ
ロマ・ポリシー）に基づき、成績評価・単位認定及び修了認定が適切に行われており、有効なものとなっている。
専攻科課程としての入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切に運用されており、適
正な数の入学状況である。
修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして、学習・教育・研究の成果が認められる。
以上の内容を総合して、「基準 8 を満たしている」と判断する。
優れた点
地元の企業人等を招き、専攻科 1 年次の学外研修(共同教育)の成果報告会や特別研究の中間発表の場として毎年実
施している「対外的な発表会」については、研究成果を学外に向けて発信し、学外の目で評価される貴重な場として、
大きな教育効果を上げている。
改善を要する点
・2012 年以降、卒業・修了生や進路先関係者へ向けたアンケートを実施しておらず、意見聴取の結果による改善のた
め、定期的に実施する必要がある。
・アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れているかどうかの検証及び改善に関する取り組みは、現在のと
ころ必ずしも十分であるとは言えない。
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基準９（独自評価事項） 国際交流活動の状況
評価の視点
９－１

国際交流に関する体制が適切に整備され、目的に沿った活動の成果が挙げられていること。

観点９－１－①

国際交流に関する体制及び支援体制が適切に整備されているか。

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 国際交流活動に関する目的、基本方針、実施体制

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇定めていることがわかる資料

を適切に定めているか。

資料９－１－①－（１）－１

■定めている

「国際交流活動の目的」

☐定めていない

令和 2 年度に国際交流活動の目的の明文化やホームペー
ジ等での公開が決定している。
資料９－１－①－（１）－２
「平成 30 年度活動計画表」
資料９－１－①－（１）－３
「国際交流を主導する委員会」
資料９－１－①－（１）－４
「総務委員会設置の国際交流の実施母体」
資料９－１－①－（１）－５
「学術交流協定一覧」

観点９－１－②

国際交流に関する目的に沿った活動の成果が上げられているか。

【留意点】
○

目的が複数ある場合は、それぞれの目的ごとに、活動の成果がわかる資料を提示すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校が設定した国際交流活動の目的等に照らし

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇活動の成果がわかる資料（活動別参加者数、参加者・利

て、成果が認められるか。

用者アンケート等）

■認められる

資料９－１－②－（１）－１

☐認められない

「国際交流事業の活動参加者数がわかる資料」
資料９－１－②－（１）－２
「平成 30 年度国際交流事業の詳細がわかる資料」
資料９－１－②－（１）－３
「海外インターンシップ派遣事前・事後における学生の自
己評価の比較」
資料９－１－②－（１）－４
「ニュージーランド・EIT 派遣後の学生アンケート」
資料９－１－②－（１）－５
「海外学生の本校におけるインターンシップに関するアン
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ケート」
資料９－１－②－（１）－６
「国立高等専門学校機構の国際交流プログラムへの参加実
績」
資料９－１－②－（１）－７
「タイ・カセサート大学との学生国際会議の開催実績」
資料９－１－②－（１）－８
「モンゴルへの海外展開事業における協力支援」
資料９－１－②－（１）－９
「モンゴル高専連盟と日本第 1 ブロック高専の包括協定
書」
資料９－１－②－（１）－１０
「モンゴル・高等専門学校 3 校への貢献実績」
９－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性
や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

アンケート集計を行っていない海外交流事業があるが、これらについては、報告会を開き、次回以降の改善に繋げ
ている。

基準９
基準に対する総括と評価
本校では、国際的に活躍できる能力を持つ実践的な技術者を養成することを目的に、総務委員会主導の下、国際化教
育推進部会を実施母体とした国際交流を展開している。4 ヶ国 5 校と学術交流協定を締結し、海外連携校との学生派
遣・受入を積極的に行っている。モンゴルに設立された 3 つの高等専門学校への協力支援校としての活動やモンゴル
高専連盟と日本第 1 ブロック高専の包括協定、JST 日本・アジア青少年サイエンス交流事業の「さくらサイエンスプ
ラン」を通して、学生・教職員の活発な国際交流実績を残している。また、国立高等専門学校機構の国際交流プログラ
ムや文部科学省が展開する「トビタテ！留学 JAPAN」にも参加している。
以上のことから、本校の国際交流活動は、海外教育機関と校内組織が連携した実施体制の下、その目的の実現に向け
て着実な成果を上げているものと言える。
以上の内容を総合して、「基準 9 を満たしている」と判断する。
優れた点
特色ある国際交流事業として、タイ・カセサート大学と協力した学生国際会議やニュージーランド・イースタン工科
大学（EIT）研修時に実施している現地小学校での「海外出前実験教室」などを実施し、成果を上げている。
国立高等専門学校機構のモンゴル国への海外展開事業の協力支援校として、主導的にモンゴル 3 高専における教育・
技術水準の向上に貢献している。この取り組みが評価され、本校教員に対して、モンゴル国政府から勲章の授与やモン
ゴル工業技術大学での客員教授の称号の授与がなされている。
改善を要する点
・海外学生・教員受け入れ状況は他高専と比べても高い水準にあるが、本校の目的を達成するためには、学生・教員派
遣の今後の更なる発展が必要である。
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基準１０（選択的評価事項Ａ）

研究活動の状況

[概要]
本校における研究の目的は、学校教育法、高等専門学校設置基準、独立行政法人国立高等専門学校機構法、学則な
どに基づき定められている。
本校の研究・社会貢献の目的は、学術の進展に教育内容を即応させるため、必要な研究を行う。また、研究活動や
地域への教育活動等を通して、地域・社会の発展に寄与することとなっている。
各教員が、各専門分野に関する研究テーマを掲げて、幅広い分野の研究に取り組んでいる。各教員の研究分野、テ
ーマについては学校要覧、本校ウェブサイト等にまとめられている。
具体的な取組については、地域共同研究センターを置き、研究を推進する体制を作っている。運営組織としては、
センター長、副センター長を置き、専門系教員及び総務課長が加わる地域共同研究センター委員会が組織され、セン
ターの運営管理等に関する事項を審議している。施設・設備としては、技術相談室、多目的室、応用研究室等があ
り、低温風洞実験装置・多機能能動的載荷試験装置・蛍光X線分析装置等が設置されている。
また、更なる研究推進を図るため、2018年10月より、苫小牧高専サテライト「C-base」を開設し、苫小牧市や苫小
牧商工会議所等の専門家とチームを組み、技術経営相談窓口の運用を行っており、地元企業との共同研究等のマッチ
ングが行える体制が整備されている。
科研費獲得に関しては、校長補佐（研究主事）の協力の元、採択率アップに向けた説明会等を実施しているほか、
科研申請者に対して一定のインセンティブ経費を配分している。また、より一層の採択率アップのため、審査結果の
おおよその順位が「A」であった者等に対し、重点的な配分実施を検討しているところである。
評価の視点
１０－１

高等専門学校の研究活動の目的等に照らして、必要な研究体制及び支援体制が整備され、機能しており、

研究活動の目的に沿った成果が得られていること。
観点１０－１－①
関係法令

研究活動に関する目的、基本方針、目標等が適切に定められているか。

(設)第 2 条第 2 項

【留意点】なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 研究活動に関する目的、基本方針、目標等を適切

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇定めていることがわかる資料

に定めているか。

資料１０－１－①－（１）

■定めている

「研究の目的・社会貢献の目的」

☐定めていない

https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/purpose/purpose1

観点１０－１－②

研究活動の目的等に照らして、研究体制及び支援体制が適切に整備され、機能しているか。

【留意点】
○

観点１０－１－①の研究活動に関する目的、基本方針、目標等を達成するための、実施体制、設備等を含む研究
体制及び支援体制の整備状況・活動状況について分析すること。

○

実施体制の整備については、研究に携わる教員等の配置状況、センター等設置状況を示すこと。

○

研究活動状況については、共同研究等、他研究機関や地域社会との連携体制及びその機能状況等の具体例を示す
こと。

関係法令

(設)第 2 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
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☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄

(1) 学校が設定した研究活動の目的等を達成するため

◇目的等ごとに、実施体制が整備されていることがわかる資

の実施体制を整備しているか。

料

■整備している
☐整備していない

目的「学術の進展に教育内容を即応させるため、必要な研
究を行う」に関しては、各教員が研究テーマを掲げ幅広い分
野の研究を行っている。
資料１０－１－②－（１）－１
「各教員のテーマ一覧」

目的「研究活動や地域への教育活動等を通して、地域・社
会の発展に寄与する」に関しては、本校に地域共同研究セン
ターを置き、運営については地域共同研究センター委員会を
組織し、実施体制が整備されている。
資料１０－１－②－（１）－２
「地域共同研究センター規程」
資料１０－１－②－（１）－３
「地域共同研究センター委員会規程」
資料１０－１－①－（１）－４
「地域共同研究センターの業務内容等」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/collaborate
(2) 学校が設定した研究活動の目的等を達成するため
の設備等を含む研究体制を整備しているか。

◇目的等ごとに、研究体制が整備されていることがわかる資
料

■整備している
☐整備していない

目的「学術の進展に教育内容を即応させるため、必要な研
究を行う」に関しては、各教員の研究テーマを研究シーズ集
にまとめて公開している。
資料１０－１－②－（２）－１「研究シーズ集」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/collaborate/seeds

目的「研究活動や地域への教育活動等を通して、地域・社
会の発展に寄与する」に関しては、地域共同研究センターを
設置している。さらに、2018 年 10 月には苫小牧高専サテラ
イト「C-base」を開設し、2019 年 4 月からは苫小牧市及び
苫小牧商工会議所と連携した運営協議会を設置している。
資料１０－１－②－（２）－２
「地域共同研究センター施設設備」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/facility/ccrc/facility

資料１０－１－②－（２）－３
「苫小牧高専サテライト C-base」
資料１０－１－②－（２）－４「協議会運営体制」
(3) 学校が設定した研究活動の目的等を達成するため
の支援体制を整備しているか。
■整備している

◇目的等ごとに、支援体制が整備されていることがわかる資
料
目的「学術の進展に教育内容を即応させるため、必要な研
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☐整備していない

究を行う」に関しては、年度当初に一定の研究経費を確保す
るとともに、校長裁量経費による研究助成や科研費の応募促
進を行っている。
資料１０－１－②－（３）－１
「2019 年度予算配分方針」
資料１０－１－②－（３）－２
「2018 年度追加予算配当」
資料１０－１－②－（３）－３
「科学研究費助成事業に関する説明会」

目的「研究活動や地域への教育活動等を通して、地域・社
会の発展に寄与する」に関しては、地域共同研究センターの
研究助成制度を整えている。
資料１０－１－②－（３）－４
「地域共同研究センター研究助成制度」
(4) (1)～(3)の体制の下、研究活動が十分に行われて
いるか。

◇研究活動の実施状況がわかる資料
平成 30 年度は、17 件の共同研究、4 件の受託研究、15 件

■行われている

の科研費研究（代表者）も行われた。

☐行われていない

資料１０－１－②－（４）－１
「産学連携関連件数」
資料１０－１－②－（４）－２
「科学研究費補助金一覧」

観点１０－１－③

研究活動の目的等に沿った成果が得られているか。

【留意点】
○

研究活動の目的等に照らして、どの程度活動の成果があげられているか、目的の達成度について実績等を示すデ
ータ等を提示すること。

○

目的が複数ある場合は、それぞれの目的ごとに、目的に照らした研究の成果及び目的の達成度について資料を提
示すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校が設定した研究活動の目的等に照らして、成
果が得られているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇目的等ごとに、活動の成果がわかる資料
目的「学術の進展に教育内容を即応させるため、必要な

■得られている

研究を行う」に関して、研究成果は紀要ならびに

■得られていない

reseachmap を通して公表しており、平成 28 年度は 8 件の
著書、34 件の論文・解説があった。
資料１０－１－③－（１）－１
「研究業績一覧」
資料１０－１－③－（１）－２
「researchmap による研究業績の公開」

目的「研究活動や地域への教育活動等を通して、地域・
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社会の発展に寄与する」に関しては、地域共同研究センタ
ーを中心に活動が行われている。
資料１０－１－③－（１）－３「2018 年度活動報告表」
観点１０－１－④

研究活動等の実施状況や問題点を把握し、改善を図っていくための体制が整備され、機能してい
るか。

【留意点】
○

組織の役割、人的規模・バランス、組織間の連携・意思決定プロセス・責任の明確化等がわかる資料を提示する
こと。

○

具体的な改善事例については、活動状況とともに効果や成果について示すこと。

○

研究活動等の実施状況や問題点を把握しているものの、現状では改善を要する状況にない場合には、問題が生じ
た際に対応できる体制の整備状況について資料を提示すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 観点１０－１－③で把握した成果を基に問題点等
を把握し、それを改善に結び付けるための体制を整

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇改善の体制がわかる資料
校長のリーダーシップのもとに、改善のための組織が編

備しているか。

成され「教員組織規定」）に基づいて、役職員が配置され

■整備している

ている。地域連携に関する研究に関しては、地域共同研究

☐整備していない

センターが年度毎に実施状況を把握し、次年度の計画策定
に反映させている。
資料１０－１－④－（１）－１「組織図」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/organization

資料１０－１－④－（１）－２「教員組織等規程」
資料１０－１－④－（１）－３「役職員」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/edu-info/staff

（再掲）資料１０－１－③－（１）－３
「2018 年度活動報告表」

◆学校が設定した研究活動の目的等の項目に対応させた具
体的な改善事例があれば、具体的な内容について、資料を
基に記述する。
資料１０－１－②－（４）－１～２に関連して、より一
層の科学研究費採択率アップのため、2020 年度より審査結
果のおおよその順位が「A」であった者等に対し、重点的
な配分実施を予定している。
資料１０－１－③－（１）－４
「研究経費の追加配分について」
１０－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個

性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

基準１０
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基準に対する総括と評価
地域共同研究センター主導の下に、教員の研究テーマ等を公開しており、共同研究・受託研究等の数は順調に増加
している。なお、科研費採択数については横ばい傾向であるため、予算配分の見直し等を検討しているところであ
る。
本校と地域との連携状況等については、地元紙でも度々取り上げられていることからも、研究活動の目的に沿った
成果が得られていることが伺える。
以上のことから本校における研究活動と、それに必要となる研究体制および支援体制が整備され、機能しており、ま
た、十分な研究活動の成果が得られている。
以上の内容を総合して、「基準 10 を満たしている」と判断する。
優れた点
2017 年度には、校長自ら舵を取り、科研費申請に向けた呼びかけ、科研費申請書の査読等に力を入れている。
また、2018 年度に新たに開設した苫小牧工業高等専門学校サテライト「C-base」は、地域企業の技術相談窓口の役
割を果たしており、地域企業との共同研究や技術開発を通して、地域社会の発展に寄与するものと期待できる。
改善を要する点
・研究活動に時間を割けるように、課外活動や寮宿直業務等における負担軽減や、事務的な業務の効率化を図るため、
研究活動を含めて、教職員の負担軽減のために見直すべき業務の洗い出しを行う必要がある。
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基準１１（選択的評価事項Ｂ）

地域貢献活動等の状況

本校では、地域社会との連携・協力を行い、地域活性化の核となる地域と密着した開かれた高専を目指している。
2018年10月より、苫小牧高専サテライト「C-base」を開設し、苫小牧市や苫小牧商工会議所等の専門家とチームを組
み、技術経営相談窓口の運用を行っており、地元企業との共同研究等のマッチングが行える体制が整備されている。
特に協力会企業との連携を密にするため、協力会企業との共同研究等を前提とした研究費配分を行うことや、苫小
牧高専地域連携シンポジウムを開催し、協力会企業を中心に本校の研究成果を広くPRしている。
生涯学習活動に関しては、地域共同研究センターの委員が中心となり、小中学生向けの公開講座及び出前授業につ
いて、年間計画を立てて実施している。出前授業の材料費は上限を決め補助しているが、人気テーマの場合は申込み
が殺到する傾向があり、担当者の業務負荷となっている。これを踏まえ、業務平準化のため実施方法の見直しを検討
しているところである。
また、地域住民のための実験教室の実施や、白老町や苫小牧市主催イベントについても年間計画に加えて計画的に
実施している。
公開講座や出前授業等ではアンケートを取っており、高い満足度を得ていることから、目的に沿った活動成果が
あがっていると判断できる。アンケート結果は、地域共同研究センター委員会で取りまとめ、担当者及び各系に周知
し、見直しの材料としている。
以上のことから、本校では地域貢献活動が適切に行われているとともに、地域特性を生かした十分な活動の成果が
認められる。
評価の視点
１１－１

高等専門学校の地域貢献活動等に関する目的等に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、活動の成果が

認められていること。
観点１１－１－①
関係法令

地域貢献活動等に関する目的、基本方針、目標等が適切に定められているか。

(法)第 107 条

(設)第 21 条

【留意点】
○

なし。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 地域貢献活動等に関する目的、基本方針、目標等

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇定めていることがわかる資料

を適切に定めているか。

（再掲）資料１０－１－①－（１）

■定めている

「研究の目的・社会貢献の目的」

☐定めていない

https://www.tomakomai-ct.ac.jp/outline/purpose/purpose1

観点１１－１－②

地域貢献活動等の目的等に照らして、活動が計画的に実施されているか。

【留意点】
○

実施体制について分析することは必須ではない。

関係法令

(法)第 107 条

(設)第 21 条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校が設定した地域貢献活動等について、具体的
な方針を策定しているか。

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇具体的な方針が策定されていることがわかる資料
地域貢献活動の具体的な方針は「苫小牧工業高等専門学
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■策定している

校地域共同研究センター規程」の第 1 条（目的）と第 2 条

☐策定していない

（業務）に示している。また、年間活動計画については地
域共同研究センター委員会で審議し、ホームページ等で公
開講座や出前授業等の様々なメニューをお知らせしてい
る。
（再掲）資料１０－１－②－（１）－２
「地域共同研究センター規程」
（再掲）資料１０－１－①－（１）－４
「地域共同研究センターの業務内容等」
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/collaborate
資料１１－１－②－（１）
「2018 年度活動計画表」

(2) (1)の方針に基づき計画的に実施しているか。

◇実施状況がわかる資料

■実施している

資料１１－１－②－（２）－１

☐実施していない

「苫小牧市との企業見学会」
資料１１－１－②－（２）－２
「苫小牧高専地域連携シンポジウム」
資料１１－１－②－（２）－３
「地域共同研究センター研究助成制度」
資料１１－１－②－（２）－４「協議会運営体制」
資料１１－１－②－（２）－５「公開講座の実施概要」
資料１１－１－②－（２）－６「出前授業の実施概要」
資料１１－１－②－（２）－７「科学のとびらの実施」
資料１１－１－②－（２）－８「協力会定期総会開催」
資料１１－１－②－（２）－９
「苫小牧高専サテライト開設記念講演会」
資料１１－１－②－（２）－１０
「連携協定締結記念シンポジウム」
資料１１－１－②－（２）－１１
「とましん子供ものづくり教室」
資料１１－１－②－（２）－１２「産学官金セミナー」
資料１１－１－②－（２）－１３
「みんなの消費生活展」
資料１１－１－②－（２）－１４
「胆振管内アウトメディアフォーラム」
（再掲）資料１０－１－③－（１）－３
「2018 年度活動報告表」

観点１１－１－③

地域貢献活動等の実績や活動参加者等の満足度等から判断して、目的に沿った活動の成果が認め
られるか。

【留意点】
○

目的が複数ある場合は、それぞれの目的ごとに、活動の成果がわかる資料を提示すること。
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観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない
自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 学校が設定した地域貢献活動等の目的等に照らし

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇活動の成果がわかる資料（活動別参加者数、参加者・利

て、成果が認められるか。

用者アンケート等）

■認められる

資料１１－１－③－（１）－１

☐認められない

「公開講座アンケート集計」
資料１１－１－③－（１）－２
「出前授業アンケート集計」
資料１１－１－③－（１）－３
「科学のとびらアンケート集計」

観点１１－１－④

地域貢献活動等に関する問題点を把握し、改善を図っていくための体制が整備され、機能してい

るか。
【留意点】
○

具体的な改善事例については、活動状況とともに効果や成果について示すこと。

○

地域貢献活動等に関する問題点を把握しているものの、現状では改善を要する状況にない場合には、問題が生じ
た際に対応できる体制の整備状況について資料を提示すること。
観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。
■満たしていると判断する
☐満たしていると判断しない

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
(1) 観点１１－１－③で把握した成果を基に問題点等

自己点検・評価の根拠資料・説明等欄
◇改善の体制がわかる資料

を把握し、それを改善に結び付けるための体制を整

（再掲）資料１０－１－③－（１）－３

備しているか。

「2018 年度活動報告表」

■整備している
☐整備していない

◆学校が設定した地域貢献活動等の目的等の項目に対応さ
せた具体的な改善事例があれば、具体的な内容について、
資料を基に記述する。
地域貢献活動等の結果については、地域共同研究センタ
ー委員会で審議し、改善点等を明確にして次年度に繋がる
ようにしている。
資料１１－１－④－（１）－１
「イブニングセミナーの開催結果」
資料１１－１－④－（１）－２
「科学のとびら開催結果」

１１－１

特記事項

この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個
性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

観点１１－１－③ (1)
アンケート集計を行っていない事業があるが、これらについては、専門委員会で実施結果等を報告し、次回以降の
改善等に繋げている。
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基準１１
基準に対する総括と評価
本校が設置されている苫小牧市には、大企業の工場やその子会社、下請け企業等が多く存在している。これまでは、
大企業等の牽引もあり順調に地域経済も比較的順調に推移してきた。しかし、「Society 5.0」を迎えようとしている
中で、これまでの地域経済の状況は継続できないことが予想される。
本校では、大企業依存体質からの脱却を目指し、地域から内発的な新規事業を創出することを目的に、苫小牧高専サ
テライト「C-base」を 2018 年 10 月に設置した。設置にあたり、苫小牧市や商工会議所と包括連携を締結し、設置後
は他の中小企業等と連携しながら運営しているところであり、地域からも様々な期待をされている。
以上の内容を総合して、「基準 11 を満たしている」と判断する。
優れた点
地域の中小企業支援機関から C-base へ相談案件を持ち込んでいただけるなど、本格的に地域連携が機能しつつあり、
C-base を起点とした共同研究も生まれ始めている。
また、キャリア教育センターと連携して、本校協力会の会員数を増強してきたが、2013 年度末で 84 社の会員数が、
2018 年度末で 178 社と 5 年間で倍増している。今後は C-base を起点として、協力会企業との連携事業をさらに深めて
いく必要がある。
改善を要する点
・公開講座や出前授業などの生涯学習関連業務は、教職員の多大な業務負担になっている。地域貢献活動としての費
用対効果を検証し、場合によっては業務の縮小や実施方法の見直しなど、計画を再構築していく必要がある。
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自

己 点 検
（資料編）

書

苫小牧工業高等専門学校
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㈨ᩱ㸰㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸱

㈨ᩱ㸰㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸲

ࠕᩍ⫱άືࢆ᭷ຠᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿጤဨࡢ㆟㘓➼㸦㸱㸧ᑓᨷ⛉ጤဨࠖ

ࠕᩍ⫱άືࢆ᭷ຠᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿጤဨࡢ㆟㘓➼㸦㸲㸧Ꮫ⏕ጤဨࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ➨㸯㸰ᅇᑓᨷ⛉ጤဨ㆟ᴫせ㸧

㸦௨ୗ␎㸧
㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ➨㸯㸴ᅇᏛ⏕ጤဨ㆟㘓㸧
17
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸳

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯

ࠕᩍ⫱άືࢆ᭷ຠᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿጤဨࡢ㆟㘓➼㸦㸳㸧ධᏛヨ㦂ጤဨࠖ

ࠕ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽ ➨❶➨භ᮲㸰ࠖ
୕༑භᖺᩥ㒊┬௧➨༑୕ྕ
᭱⤊᭦᪂ ᖹᡂ୕༑ᖺ᭶༑ඵ᪥

㸦௨ୗ㸪┬␎㸧
㸦ฟ 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽㸦ᢤ⢋㸧
㸧

㸦ฟ ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ➨㸯㸳ᅇධᏛヨ㦂ጤဨ㆟㘓㸧
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㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸰

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍဨ㑅⪃つ⛬ࠖ

㸦௨ୗ␎㸧
㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍဨ㑅⪃つ⛬㸦ᢤ⢋㸧
㸧
2

3

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸱

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸲

ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࠾ࡅࡿᩍဨࡢ㑅⪃㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸㸦ᰯ㛗ᐃ㸧
ࠖ

ࠕᑓ௵ᩍဨࡢᑓ㛛ศ㔝࣭Ꮫ࣭ᢏ⾡㈨᱁ᢸᙜ⛉┠୍ぴ⾲ࠖ


㸦௨ୗ㸪┬␎㸧

㸦௨ୗ㸪┬␎㸧

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࠾ࡅࡿᩍဨࡢ㑅⪃㛵ࡍࡿྲྀᢅ㸦ᰯ㛗ᐃ㸧ᢤ⢋㸧

㸦ฟ ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ Ꮫᰯせぴ㸦ᢤ⢋㸧
4

5
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸰㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸱㸧

ࠕ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽ ➨❶➨භ᮲㸱ࠖ

ࠕ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽ ➨❶ ⤌⧊⦅ᡂ㸦ᢤ⢋㸧ࠖ

୕༑භᖺᩥ㒊┬௧➨༑୕ྕ

୕༑භᖺᩥ㒊┬௧➨༑୕ྕ

᭱⤊᭦᪂ ᖹᡂ୕༑ᖺ᭶༑ඵ᪥

᭱⤊᭦᪂ ᖹᡂ୕༑ᖺ᭶༑ඵ᪥
䠄Ꮫ⛉䠅㻌
➨ᅄ᮲㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛾Ꮫ⛉䛿䚸ᑓᨷศ㔝䜢ᩍ⫱䛩䜛䛯䜑䛻⤌⧊䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䛴䛶䚸䛭䛾つᶍෆᐜ䛜Ꮫ
⛉䛸䛧䛶㐺ᙜ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠄Ꮫ⏕ᐃဨ䠅㻌
➨ᅄ᮲䛾㻌 Ꮫ⏕ᐃဨ䛿䚸Ꮫ⛉䛤䛸䛻Ꮫ๎䛷ᐃ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠎㻌 Ꮫ⏕ᐃဨ䛿䚸ᩍဨ⤌⧊䚸ᰯᆅ䚸ᰯ⯋䛭䛾䛾ᩍ⫱ୖ䛾ㅖ᮲௳䜢⥲ྜⓗ䛻⪃៖䛧䛶ᐃ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠏㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸ᩍ⫱䛻䜅䛥䜟䛧䛔⎔ቃ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䚸ᅾᏛ䛩䜛Ꮫ⏕䛾ᩘ䜢Ꮫ⏕ᐃဨ䛻ᇶ䛵䛝㐺ṇ䛻
⟶⌮䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠄Ꮫ⣭䠅㻌
➨᮲㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ྠ୍䛾Ꮫ⛉䛻䛴䛝ྠ୍䛾Ꮫᖺ䛾Ꮫ⏕䜢䜒䛴䛶୍ཪ䛿ᩘಶ䛾Ꮫ⣭䜢⦅
ไ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹䛯䛰䛧䚸ᩍ⫱ୖ᭷┈䛸ㄆ䜑䜛䛸䛝䛻䛿䚸␗䛺䜛Ꮫ⛉䛾Ꮫ⏕䜢䜒䛴䛶Ꮫ⣭䜢⦅ไ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹㻌
䠎㻌 ୍Ꮫ⣭䛾Ꮫ⏕䛾ᩘ䛿䚸ᅄ༑ே䜢ᶆ‽䛸䛩䜛䚹㻌
䠄ᩍဨ⤌⧊䠅㻌
➨භ᮲㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻䛿䚸Ꮫ⛉䛾✀㢮ཬ䜃Ꮫ⣭ᩘ䛻ᛂ䛨䚸ྛᤵᴗ⛉┠䜢ᩍᤵ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺┦ᙜᩘ
䛾ᩍဨ䠄ຓᡭ䜢㝖䛟䚹ḟ㡯ཬ䜃➨୕㡯䛻䛚䛔䛶ྠ䛨䚹䠅䜢⨨䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䠎㻌 ᩍဨ䛾䛖䛱䚸➨༑භ᮲䛻つᐃ䛩䜛୍⯡⛉┠䜢ᢸᙜ䛩䜛ᑓ௵⪅䛾ᩘ䛿䚸ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛ᩘ䜢ୗ䛴䛶䛿

㸦௨ୗ㸪┬␎㸧

䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㸦ฟ 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽㸦ᢤ⢋㸧
㸧

୍㻌 ධᏛᐃဨ䛻ಀ䜛Ꮫ⏕䜢୍䛾Ꮫ⣭䛻⦅ไ䛩䜛ሙྜ䛿䚸༑ே㻌
㻌 ධᏛᐃဨ䛻ಀ䜛Ꮫ⏕䜢䛾Ꮫ⣭䛻⦅ไ䛩䜛ሙྜ䛿䚸༑ே㻌
୕㻌 ධᏛᐃဨ䛻ಀ䜛Ꮫ⏕䜢୕䛾Ꮫ⣭䛻⦅ไ䛩䜛ሙྜ䛿䚸༑ᅄே㻌
ᅄ㻌 ධᏛᐃဨ䛻ಀ䜛Ꮫ⏕䜢ᅄ䛾Ꮫ⣭䛛䜙භ䛾Ꮫ⣭䜎䛷䛻⦅ไ䛩䜛ሙྜ䛿䚸༑ᅄே䛻୕Ꮫ⣭䜢㉸䛘䛶୍Ꮫ
⣭䜢ቑ䛩䛤䛸䛻ᅄே䜢ຍ䛘䛯ᩘ㻌
㻌 ධᏛᐃဨ䛻ಀ䜛Ꮫ⏕䜢௨ୖ䛾Ꮫ⣭䛻⦅ไ䛩䜛ሙྜ䛿䚸༑භே䛻භᏛ⣭䜢㉸䛘䛶୍Ꮫ⣭䜢ቑ䛩䛤
䛸䛻୕ே䜢ຍ䛘䛯ᩘ㻌

6

7
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸱㸧
㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸯

㻌

ࠕᩍဨබເせ㡯ࠖ

䠏㻌 ᩍဨ䛾䛖䛱䚸ᕤᏛ䛻㛵䛩䜛Ꮫ⛉䛻䛚䛔䛶➨༑භ᮲䛻つᐃ䛩䜛ᑓ㛛⛉┠䜢ᢸᙜ䛩䜛ᑓ௵⪅䛾ᩘ䛿䚸ᙜヱ
Ꮫᰯ䛻୍䛾Ꮫ⛉䜢⨨䛟䛸䛝䛿ඵே䚸௨ୖ䛾Ꮫ⛉䜢⨨䛟䛸䛝䛿ඵே䛻୍Ꮫ⛉䜢㉸䛘䛶୍Ꮫ⛉䜢ቑ䛩䛤䛸䛻
ே䜢ຍ䛘䛯ᩘ䜢ୗ䛴䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛣䛾ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸୍Ꮫ⛉䛾ධᏛᐃဨ䛻ಀ䜛Ꮫ⏕䜢௨ୖ䛾Ꮫ⣭䛻⦅
ไ䛩䜛䛸䛝䛿䚸䛣䜜䜙䛻୍Ꮫ⣭䜢㉸䛘䛶୍Ꮫ⣭䜢ቑ䛩䛤䛸䛻ே䜢ຍ䛘䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠐㻌 ᕤᏛ䛻㛵䛩䜛Ꮫ⛉௨እ䛾Ꮫ⛉䛻䛚䛔䛶➨༑භ᮲䛻つᐃ䛩䜛ᑓ㛛⛉┠䜢ᢸᙜ䛩䜛ᑓ௵⪅䛾ᩘ䛿䚸ู䛻
ᐃ䜑䜛䚹㻌
䠑㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸ᩍ⫱䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䜚䚸ᩍဨ䛾㐺ษ䛺ᙺศᢸ䛾ୗ䛷䚸⤌⧊ⓗ䛺㐃ᦠయไ䜢☜ಖ䛧䚸
ᩍ⫱䛻ಀ䜛㈐௵䛾ᡤᅾ䛜᫂☜䛻䛺䜛䜘䛖䛻ᩍဨ⤌⧊䜢⦅ไ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠒㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸ᩍ⫱◊✲Ỉ‽䛾⥔ᣢྥୖཬ䜃ᩍ⫱◊✲䛾άᛶ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ᩍဨ䛾ᵓᡂ䛜≉ᐃ䛾
⠊ᅖ䛾ᖺ㱋䛻ⴭ䛧䛟೫䜛䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖㓄៖䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨᮲㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸₇⩦䚸ᐇ㦂䚸ᐇ⩦ཪ䛿ᐇᢏ䜢క䛖ᤵᴗ⛉┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛺䜛䜉䛟ຓᡭ䛻⿵ຓ䛥䛫
䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
➨ඵ᮲㻌 ᑓ㛛⛉┠䜢ᢸᙜ䛩䜛ᑓ௵䛾ᩍᤵཬ䜃ᩍᤵ䛾ᩘ䛿䚸୍⯡⛉┠䜢ᢸᙜ䛩䜛ᑓ௵ᩍဨᩘ䛸ᑓ㛛⛉┠
䜢ᢸᙜ䛩䜛ᑓ௵ᩍဨᩘ䛸䛾ྜィᩘ䛾ศ䛾୍䜢ୗ䛴䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹㻌
➨᮲㻌 ᩍဨ䛿䚸୍䛾㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻㝈䜚䚸ᑓ௵ᩍဨ䛸䛺䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠎㻌 ᑓ௵ᩍဨ䛿䚸ᑓ䜙๓㡯䛾㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱䛻ᚑ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠏㻌 ๓㡯䛾つᐃ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸ᩍ⫱ୖ≉䛻ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛛䛴䚸ᙜヱ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻䛚䛡
䜛ᩍ⫱䛾㐙⾜䛻ᨭ㞀䛜䛺䛔䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᙜヱ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱௨እ䛾ᴗົ䛻ᚑ䛩
䜛⪅䜢䚸ᙜヱ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛾ᑓ௵ᩍဨ䛸䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䠄ົ⫋ဨ➼䠅㻌
➨༑᮲㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻䛿䚸䛭䛾㐠Ⴀ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺┦ᙜᩘ䛾ົ⫋ဨ䛭䛾䛾⫋ဨ䜢⨨䛛䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
䠄◊ಟ䛾ᶵ➼䠅㻌
➨༑᮲䛾㻌 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛿䚸ᙜヱ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱◊✲άື➼䛾㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛺㐠Ⴀ䜢ᅗ䜛䛯
䜑䚸䛭䛾⫋ဨ䛻ᚲせ䛺▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䜢⩦ᚓ䛥䛫䚸୪䜃䛻䛭䛾⬟ຊཬ䜃㈨㉁䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛯䜑䛾◊ಟ䠄➨༑
᮲䛾ᅄ䛻つᐃ䛩䜛◊ಟ䛻ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䜢㝖䛟䚹䠅䛾ᶵ䜢タ䛡䜛䛣䛸䛭䛾ᚲせ䛺ྲྀ⤌䜢⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌

㸦௨ୗ␎㸧
㸦ฟ 㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽㸧
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1
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸰
ࠕᩍဨࡢᖺ㱋ᵓᡂࠖ

㸦ฟ ௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥᥇⏝ணᐃࡢᩍဨ㸦ຓᩍ㸧බເせ㡯㸧
㸦Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡚ᥖ㍕㸧

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ⥲ົㄢேಀ㈨ᩱ㸧

2

3

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸰

ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍ⫋ဨ⾲ᙲつ⛬ࠖ

ࠕᩍ⫱⬟ຊ➼ホ౯ᇶ‽㸦ᰯ㛗ᐃ㸧
ࠖ


つ๎➨ྕ
ไ  ᐃ ᖺ᭶᪥
୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥

㸦㊃᪨㸧

➨㸯᮲ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨ୗࠕᮏᰯࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᩍ⫋ဨཬࡧᩍ⫋ဨ௨እࡢ⪅㸦௨ୗࠕᩍ
⫋ဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᑐࡍࡿᮏᰯᰯ㛗ࡢ⾜࠺⾲ᙲ➼㸦⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᩍ⫋ဨᑵ
ᴗつ๎➨㸲㸱᮲➨୍ྕᐃࡵࡿ⾲ᙲࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᩍ
⫋ဨ⾲ᙲつ๎ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢつ⛬ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

㸦⾲ᙲ≧ཬࡧឤㅰ≧㸧

➨㸰᮲ ᰯ㛗ࡀ㸪⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓᩍ⫋ဨ⾲ᙲつ๎ࡢᐇࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ㸯㸴ᖺ
㸲᭶㸯᪥⌮㛗ᐃ㸧➨㸱㡯ྛྕࡢ୍ヱᙜࡍࡿㄆࡵࡓᩍ⫋ဨ➼ࡣ㸪⾲ᙲ≧ࢆᤵࡍࡿࠋ
㸰 ᰯ㛗ࡀ㸪ᮏᰯࡢⓎᒎࡢࡓࡵ㢧ⴭ࡞ຌ⦼ࡀ࠶ࡗࡓㄆࡵࡓᩍ⫋ဨ➼ࡣ㸪ឤㅰ≧ࢆᤵࡍࡿࠋ

➨㸱᮲ ๓᮲ࡢ⾲ᙲ≧ཬࡧឤㅰ≧࠶ࢃࡏ࡚グᛕရࢆ㉗࿊ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

㸦ᑂ㆟㸧

➨㸲᮲ ⿕⾲ᙲ⪅➼ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏᰯ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟ࡋᰯ㛗ࡀ⾲ᙲ➼ࡢྍྰࢆỴᐃࡍࡿࠋ

㸦㞧๎㸧

➨㸳᮲ ࡇࡢつ⛬ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪⾲ᙲࡢᐇ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ᰯ㛗ࡀูᐃࡵࡿࠋ

㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖺ᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍ⫋ဨ㢧ᙲつ⛬㸧

4

5

145

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

6

7

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸱

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

ࠕᅾ⫋ᩍဨᑐࡋ࡚ᩍ⫱◊✲Ỉ‽ࡢ⥔ᣢྥୖ࠾ࡼࡧᩍ⫱◊✲ࡢάᛶࢆᅗࡿࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᰯ㛗
㔞⤒㈝➼ࡢண⟬㓄ศࢆỴࡵࡓጤဨࡢ㆟㘓ࠖ

㸦ฟ ௧ඖᖺᗘ➨㸱ᅇ㐠Ⴀጤဨ㆟㘓ࡼࡾᢤ⢋㸧
㸦ฟ ᩍ⫱⬟ຊ➼ホ౯ᇶ‽㸦ᰯ㛗ᐃ㸧
㸧
8

9

146

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸯㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸰㸫ճ㸫㸦㸱㸧㸫㸲

ࠕᩍဨ⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺᥦฟ౫㢗࣓࣮ࣝࠖ

ࠕᅾ⫋ᩍဨᑐࡋ࡚ᩍ⫱◊✲Ỉ‽ࡢ⥔ᣢྥୖ࠾ࡼࡧᩍ⫱◊✲ࡢάᛶࢆᅗࡿࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᰯ㛗



㔞⤒㈝➼ࡢண⟬㓄ศࠖ




















㸦ฟ ௧ඖᖺᗘ➨㸱ᅇ㐠Ⴀጤဨ㈨ᩱ㸯㸫㸱ࡼࡾᢤ⢋㸧



10

1

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸯㸧
㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸰㸧
ࠕᩍဨάືᐇ⦼☜ㄆ⾲ࠖ


㸦ฟ ᩍဨάືᐇ⦼☜ㄆ⾲㸧

㸦ฟ ௧ඖᖺ 12 ᭶ 11 ᪥Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ⥲ົㄢேಀࡽᩍဨᑐࡋ࡚㏦ࡉࢀ
ࡓࠕᩍဨ⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺᥦฟ౫㢗ࠖࡢ࣓࣮ࣝ㸧

2

3

147

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ղ㸫㸦㸯㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ղ㸫㸦㸰㸧

ࠕᩍဨ㑅⪃㸦ෆ㒊᪼᱁㸧㛵ࡍࡿホ౯ࡢᇶ‽㸦ᰯ㛗ᐃ㸧ࠖ

ࠕᩍဨ㑅⪃ጤဨ㆟㘓ࡢᢤ⢋ࠖ


ὀ ㏻ᖖ㸪ᩍဨ᥇⏝ࡢ㠃᥋࡛ࡣ㸪ೃ⿵⪅ᶍᨃᤵᴗࢆᐇࡋ࡚㈔ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ㸪ࡇࡢ㠃᥋࡛
ࡢೃ⿵⪅ࡣᏛ㝔༤ኈㄢ⛬ᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ㅮ⩏ࢆᐇࡋࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ࡇࡽ㸪㑅⪃ጤဨ㛫࡛
ᶍᨃᤵᴗࡣᐇࡋ࡞࠸ࡇࢆணࡵ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㸦ฟ ᩍဨ᥇⏝㛵ࢃࡿ㑅⪃ጤဨ㆟㘓㸧




㸦ฟ ᩍဨ㑅⪃㸦ෆ㒊᪼᱁㸧㛵ࡍࡿホ౯ࡢᇶ‽㸧






1

2

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ղ㸫㸦㸲㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸱㸫ղ㸫㸦㸲㸧
㸦⥆ࡁ㸧

ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍဨ㑅⪃つ⛬ࠖ
㸦ᢤ⢋㸧




㸦␎㸧


㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍဨ㑅⪃つ⛬㸧



3

4

148

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯
ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㐠Ⴀጤဨ㒊せ㡯ࠖ

㸦ฟ ᮏᰯ࢙࢘ࣈࢧࢺつ⛬㞟㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸱

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸰
ࠕ⤌⧊ᅗࠖ

ࠕ)' άືࡢὶࢀࠖ

㸦ฟ ᮏᰯ࢙࢘ࣈࢧࢺ ⤌⧊ᅗ㸧

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ➨  ᅇ㐠Ⴀጤဨ㸧

149

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸳

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸲
ࠕᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ㛵ࡋ࡚ࠖ

ࠕᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ➨㸵ᅇᩍົጤဨ㸧

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝሗ࿌᭩㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸵

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸴
ࠕᰯෆ◊✲ᤵᴗࡘ࠸࡚ࠖ

ࠕᤵᴗぢᏛሗ࿌᭩ࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ➨  ᅇ )' 㒊㸧

㸦ฟ ௧ඖᖺᗘ ➨㸯ᅇᰯෆ◊✲ᤵᴗ ᤵᴗぢᏛሗ࿌᭩ࡲࡵ㸧

150

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸶
ࠕ➨  ᅇ )' 㒊ࠖ

ࠕ➨୍ᅇᰯෆ◊✲ᤵᴗࡢᐇ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ➨㸱ᅇ )' 㒊㸧

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ➨  ᅇᩍົጤဨ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸱㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸰
ࠕ➨㸯ᅇᩍဨ㐃⤡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐇ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖ

ࠕᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝሗ࿌᭩㸧

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ ➨  ᅇᩍົጤဨ㸧

151

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸰
ࠕົ⤌⧊ࡢ㓄⨨ࢆ♧ࡍつ⛬ࠖ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົ⤌⧊つ⛬

ࠕົ⤌⧊ᅗࠖ

つ๎➨ྕ
ไ  ᐃ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥
୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥
୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥
㸦㊃᪨㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᏛ๎➨᮲ᐃࡵࡿⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົ㒊ࡢ⤌⧊ࡘ࠸࡚ᐃ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ົ㒊㸧
➨㸰᮲ ົ㒊㸪ḟࡢㄢࢆ⨨ࡃࠋ
⥲ົㄢ
Ꮫ⏕ㄢ

㸦⥲ົㄢ㸧
➨㸱᮲ ⥲ົㄢ㸪ḟࡢಀࢆ⨨ࡃࠋ
⥲ົಀ
ேಀ
⏬ㄪᰝಀ
㈈ົಀ
ㄪ㐩ಀ
タ⟶⌮ಀ

㸦Ꮫ⏕ㄢ㸧
➨㸲᮲ Ꮫ⏕ㄢ㸪ḟࡢಀࢆ⨨ࡃࠋ
ᩍົಀ
Ꮫ⏕ಀ
ᑅົಀ
ᅗ᭩ಀ


㸦ົ㒊㛗㸧
➨㸵᮲ ົ㒊㸪ົ㒊㛗ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ົ㒊㛗ࡣ㸪ᰯ㛗ࡢࢆཷࡅ㸪ົ㒊ࡢົࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ
㸦ㄢ㛗㸧
➨㸶᮲ ㄢㄢ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ
㸱 ㄢ㛗ࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ㄢࡢົࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯせぴ㸰㸮㸯㸷ࡼࡾ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
1

2

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸱

ࠕົ⤌⧊ࡢ㓄⨨ࢆ♧ࡍつ⛬ࠖ

ࠕົ⤌⧊ࡢᡤᤸົࢆ♧ࡍつ⛬ࠖ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົศᤸつ⛬

㸦ㄢ㛗⿵బ㸧
➨㸷᮲

つ๎➨77ྕ

ㄢ㸪ㄢ㛗⿵బࢆ⨨ࡃࠋ

㸰 ㄢ㛗⿵బࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ㄢ㛗ࢆ⿵బࡋ㸪ḟ㡯ࡽ➨㸳㡯ࡲ࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾㄢࡢົࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ

ไ  ᐃ ᖹᡂ21ᖺ㸲᭶㸯᪥

㸱 ⥲ົㄢㄢ㛗⿵బ㸦⥲ົᢸᙜ㸧ࡣ㸪ḟࡢಀࡢົࢆㄪᩚࡍࡿࠋ

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂ23ᖺ㸴᭶14᪥

 ⥲ົಀ

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂ26ᖺ㸷᭶㸯᪥

 ேಀ

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂ28ᖺ㸰᭶23᪥
୍㒊ᨵṇ ᖹᡂ28ᖺ10᭶12᪥

 ⏬ㄪᰝಀ
 㸦㊃᪨㸧

㸲 ⥲ົㄢㄢ㛗⿵బ㸦㈈ົᢸᙜ㸧ࡣ㸪ḟࡢಀࡢົࢆㄪᩚࡍࡿࠋ

➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົ⤌⧊つ⛬➨ 11 ᮲ᇶ࡙ࡁ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົ㒊ࡢᡤᤸ

㈈ົಀ

ົࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ

ㄪ㐩ಀ

 㸦ᐃ⩏㸧

タ⟶⌮ಀ

➨㸰᮲ ࡇࡢつ⛬࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ㄢᡤᒓ⫋ဨ➼ࡣ㸪Ꮫ⏕ㄢᡤᒓ⫋ဨ㸪㠀ᖖㅮᖌ㸪Ꮫᰯ་㸪Ꮫᰯṑ⛉་㸪Ꮫᰯ⸆

㸳 Ꮫ⏕ㄢㄢ㛗⿵బࡣ㸪ḟࡢಀࡢົࢆㄪᩚࡍࡿࠋ

ᖌཬࡧ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢆ࠸࠺ࠋ

  ᩍົಀ
  Ꮫ⏕ಀ

 㸦⥲ົㄢㄢ㛗⿵బ㸧

  ᑅົಀ

➨㸱᮲ ⥲ົㄢㄢ㛗⿵బ㸦⥲ົᢸᙜ㸧ࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

  ᅗ᭩ಀ

 ୍ ⥲ົㄢࡢᡤᤸົࡢ࠺ࡕ㸪⥲ົ㛵ࡍࡿົࡢ⥲ᣓཬࡧ㐃⤡ㄪᩚࡍࡿࡇࠋ



  ࡑࡢୖྖࡢࢆཷࡅࡓ⥲ົ㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ㡯ಀࡿົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࠋ

㸦ಀ㛗㸧

➨㸲᮲ ⥲ົㄢㄢ㛗⿵బ㸦㈈ົᢸᙜ㸧ࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

➨᮲ ಀಀ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ

 ୍ ⥲ົㄢࡢᡤᤸົࡢ࠺ࡕ㸪㈈ົ㛵ࡍࡿົࡢ⥲ᣓཬࡧ㐃⤡ㄪᩚࡍࡿࡇࠋ

㸰 ಀ㛗ࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ಀࡢົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ

  ィᶵ㛵ࡢබ༳ࡢ⟶Ᏺ㛵ࡍࡿࡇࠋ



 ୕ ィ⤒⌮ࡢ┘ᰝཬࡧ᳨ᰝ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦ᑓ㛛⫋ဨཬࡧ௵㸧

 ᅄ ࡑࡢୖྖࡢࢆཷࡅࡓ㈈ົ㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ㡯ಀࡿົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࠋ

➨᮲ ㄢᑓ㛛⫋ဨࢆ㸪ಀ௵ࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 㸦⥲ົಀ㸧

㸰 ᑓ㛛⫋ဨࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡲࡓࡣ⤒㦂ࢆᚲせࡍࡿ≉ᐃࡲࡓࡣ୍ᐃ⠊ᅖࡢ㡯ࡢົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ


➨㸳᮲ ⥲ົಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

㸱 ௵ࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ಀ㛗ࢆ⿵బࡋ㸪ಀࡢົࡢ࠺ࡕ≉ᐃࡢ㡯ࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ

 ୍ ົ㒊ᡤᤸົࡢ㐃⤡ㄪᩚ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 㸦㞧๎㸧

  ⛎᭩ົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨᮲ ࡇࡢつ⛬ࡢ㐠⏝㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ

 ୕ ᘧࡑࡢㅖ⾜㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ᅄ ㆟㛵ࡍࡿࡇࠋ
  ΅እ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㝃 ๎
㸯 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 භ Ꮫ๎ࡑࡢㅖつ⛬ࡢไᐃཬࡧᨵᗫ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸰 Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົ⤌⧊ཬࡧົศᤸつ⛬㸦ᖹᡂ㸲ᖺ㸲᭶㸯᪥ไᐃ㸧ࡣᗫṆࡍࡿࠋ

  බ༳ࡢ⟶Ᏺ㛵ࡍࡿࡇ㸦ィᶵ㛵ཬࡧᏛ⏕ㄢᡤᤸࡢබ༳ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ
 ඵ බᩥ᭩㢮ࡢ᥋ཷ㸪Ⓨ㏦ཬࡧᑂᰝ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㝃 ๎

  ἲேᩥ᭩ࡢ⥔ᣢ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 ༑ ⤌⧊ࡢᩚഛ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㝃 ๎

 ༑୍ ༴ᶵ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 ༑ ᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົ⤌⧊つ⛬㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
3

4
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧

 ༑୕
 ᗈሗ㛵ࡍࡿࡇࠋ

භ ⛉Ꮫ◊✲㈝➼ࡢ⏦ㄳཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ᅄ ሗබ㛤㛵ࡍࡿࡇ㸦ධᏛ⪅㑅ᢤಀࡿධヨᡂ⦼ࡢ⡆᫆㛤♧㛵ࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ

  ᆅᇦࡢ㐃ᦠ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ඵ ▱ⓗ㈈⏘㸦Ⓨ࣭᫂≉チ㸧㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑භ ᩍ⫋ဨࡢฟᙇ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᪥ᮏᢏ⾡⪅ᩍ⫱ㄆᐃ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᶵ㛵ูㄆドホ౯㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ඵ ົሗ⟶⌮ཬࡧሗ᥎㐍㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୍ ᑗ᮶ᵓ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᶵᵓ⥲ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ⏝㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᰯྐ⦅㞟ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ㞟ཬࡧಖᏑ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୕ ࡑࡢ⏬ㄪᰝ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୍ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ༑ ࡑࡢಀ➼ࡢᡤᤸᒓࡋ࡞࠸ົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦㈈ົಀ㸧
➨㸶᮲ ㈈ົಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

 㸦ேಀ㸧

 ୍ ண⟬ཬࡧỴ⟬㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨㸴᮲ ேಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

  ㈈ົ㛵ಀఏ⚊➼ࡢ┘ᰝཬࡧ↷ᰝ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ ᩍ⫋ဨࡢ௵ච㸪ศ㝈㸪ᠬᡄཬࡧ᭹ົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୕ ᪑㈝㸪ㅖㅰ㔠ཬࡧ㏥⫋ᡭᙜࡢ⤒⌮ཬࡧᨭᡶ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᩍ⫋ဨࡢ⤥㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ ධᮐࡢ❧㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୕ ᩍ⫋ဨࡢປാ㛫ཬࡧఇᬤ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  മᶒࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ ᩍ⫋ဨࡢ◊ಟཬࡧົホᐃ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 භ ධཬࡧᨭฟ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᩍ⫋ဨࡢᏳ⾨⏕ཬࡧ⚟♴㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ⌧㔠ཬࡧ㡸㔠㏻ᖒ➼ࡢಖ⟶㛵ࡍࡿࡇࠋ

 භ ᩍ⫋ဨࡢ⅏ᐖ⿵ൾ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ඵ ⛉Ꮫ◊✲㈝➼እ㒊㈨㔠ࡢ⤒⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᩍ⫋ဨࡢᰤ㸪⾲ᙲཬࡧ㢧ᙲ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  㔠ᗜࡢ⟶Ᏺ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ඵ ᩍ⫋ဨࡢேグ㘓㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ 㡸ࡾ㔠㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᩍ⫋ဨࡢඹ῭⤌ྜ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୍ ィ㛵ࡍࡿㅖつ⛬➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᩍ⫋ဨࡢ㏥⫋ᡭᙜ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ィ⟬ド᫂㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୍ ປാ⤌ྜ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୕ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᩍ⫋ဨࡢ⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ᅄ ࡑࡢಀ➼ࡢᡤᤸᒓࡋ࡞࠸㈈ົಀࡿ㡯㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୕ ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡢ㜵Ṇ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ࡑࡢ㈈ົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ᅄ ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ༑ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦ㄪ㐩ಀ㸧

 ༑භ ࡑࡢே㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨㸷᮲ ㄪ㐩ಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ



 ୍ ≀ရࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦⏬ㄪᰝಀ㸧

  ≀ရࡢ㉎ධ㸪ಟ⧋ཬࡧᙺົ➼ࡢዎ⣙㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨㸵᮲ ⏬ㄪᰝಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

 ୕ ≀ရཬࡧᙺົࡢ᳨㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ ୰ᮇ┠ᶆ㸪୰ᮇィ⏬ཬࡧᖺᗘィ⏬㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ ≀ရࡢᐤ㝃᥇⣡㛵ࡍࡿࡇ㸦ᅗ᭩ಀࡢᡤᤸᒓࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
ࠋ

  ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ≀ရࡢ⟶⌮ཬࡧ౪⏝୪ࡧศ㢮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୕ Ꮫ⾡ຓᡂཬࡧ◊✲༠ຊ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 භ ≀ရࡢ⏝Ỵᐃཬࡧฎศ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ ཷク◊✲ཬࡧඹྠ◊✲ࡢཷධࡢỴᐃཬࡧዎ⣙㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ≀ရࡢ⟶⌮㛵ಀㅖᖒ⡙グᖒ㛵ࡍࡿࡇ㸦⸆ရ⟶⌮ࢆྵࡴࠋ
㸧
ࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

 ᐤ㝃㔠ࡢཷධࡢỴᐃ㛵ࡍࡿࡇࠋ

5

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

6
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧

ඵ ᨭฟዎ⣙Ỵ㆟ཬࡧᨭᡶỴ㆟㛵ࡍࡿࡇࠋ

භ Ꮫ⏕ࡢㄋ⣙᭩㸪Ꮫ⏕ㄪᰝ᭩➼ࡢᩚ⌮ཬࡧಖ⟶㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ග⇕Ỉᩱཬࡧ㟁ヰᩱࡢ⤒⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

  Ꮫ⏕ࡢᏛᴗᡂ⦼ࡢグ㘓ཬࡧᩚ⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ඵ Ꮫ⏕ᣦᑟせ㘓ࡢグ㘓㸪ᩚ⌮ཬࡧಖ⟶㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୍ ࡑࡢ㈈ົㄪ㐩㛵ࡍࡿࡇࠋ

  Ꮫ⏕ࡢㅖド᫂㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ༑ Ꮫ⏕ࡢḞᖍ㸪㐜้㸪᪩㏥㸪Ḟㄢཬࡧᚷᘬ➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

 㸦タ⟶⌮ಀ㸧

 ༑୍ ᩍ⛉᭩ཬࡧᩍᮦ㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨ 10 ᮲ タ⟶⌮ಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

 ༑ ᩍᐊཬࡧᩍල㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ タᩚഛ㈝ཬࡧႠ⧋㛵ಀ㈝ࡢせồ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୕ Ꮫ⏕ࡢᏛእᐇ⩦ཬࡧᕤሙぢᏛ➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

  タࡢᩚഛィ⏬㸪⎔ቃᩚഛཬࡧಖ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ᅄ ⾜ணᐃ⾲㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୕ Ⴀ⧋ᕤࡢ⏬ཬࡧタィ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ Ꮫ⏕ࡢ㐍⣭㸪༞ᴗཬࡧಟ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ Ⴀ⧋ᕤ➼ࡢዎ⣙ཬࡧᕤ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑භ ◊✲⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕ཬࡧ≉ู⫈ㅮᏛ⏕㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᩍ⫋ဨࡢᏳ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ Ꮫ⏕ㄢᒓࡍࡿබ༳ࡢ⟶Ᏺ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 භ ᨭฟዎ⣙Ỵ㆟ཬࡧᨭᡶỴ㆟㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ඵ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

  㟁Ẽ㸪Ỉ㐨㸪࢞ࢫ㸪㟁ヰ㸪ᬮᡣ➼ᖏタഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸪ಟ⧋ཬࡧᙺົ➼ࡢዎ⣙㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ࡑࡢᏛ⏕ㄢࡢᡤᤸົࡢ࠺ࡕ㸪ಀ➼ࡢᡤᤸᒓࡋ࡞࠸ົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ඵ ື⏘ࡢ⥔ᣢ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ



  ᅵᆅཬࡧᘓ≀ࡢ㈚୪ࡧධ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦Ꮫ⏕ಀ㸧

 ༑ ᩍ⫋ဨᐟ⯋㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨ 13 ᮲ Ꮫ⏕ಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

 ༑୍ ㆙ഛ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ Ꮫ⏕ࡢㄢእάືཬࡧ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ 㜵⅏㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ㄢእάືタ㸪⚟タཬࡧಖᐊࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୕ ⮬ື㌴ࡢ㐠⾜ཬࡧ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୕ Ꮫ⏕ࡢಖ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ᅄ ᵓෆእࡢΎᤲ㸪⾨⏕ཬࡧࡑࡢປົసᴗ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ Ꮫ⏕ࡢ㞟㸪⾜ཬࡧタ࣭タഛ➼ࡢ⏝㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

  Ꮫ⏕ࡢᩥ᭩➼ࡢ㓄ᕸཬࡧᥖ♧➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑භ ࡑࡢタ⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ

 භ Ꮫ⏕ᑐࡍࡿዡᏛ㔠㛵ࡍࡿࡇࠋ
  ධᏛᩱ㸪ᤵᴗᩱࡢච㝖ཬࡧᚩ⊰ண㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦Ꮫ⏕ㄢㄢ㛗⿵బ㸧

 ඵ Ꮫ⏕ࡢയᐖಖ㝤㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨ 11 ᮲ Ꮫ⏕ㄢㄢ㛗⿵బࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

  Ꮫ⏕᪑ᐈ㐠㈤ᘬドཬࡧ㏻Ꮫド᫂㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ Ꮫ⏕ㄢࡢᡤᤸົࡢ⥲ᣓཬࡧ㐃⤡ㄪᩚࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ࡑࡢୖྖࡢࢆཷࡅࡓᑓ㛛ⓗ㡯ಀࡿົࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࠋ

 ༑୍ Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ཬࡧ㐍Ꮫ㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ༑ Ꮫ⏕ࡢ⾲ᙲཬࡧᠬᡄ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 㸦ᩍົಀ㸧

 ༑୕ Ꮫ⏕┦ㄯᐊࡢົ㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨ 12 ᮲ ᩍົಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

 ༑ᅄ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ ධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ༑ ࡑࡢᏛ⏕㛵ࡍࡿࡇࠋ

  Ꮫ⏕ࡢ␗ື㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ୕ Ꮫ⏕ࡢಟᏛᣦᑟ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦ᑅົಀ㸧

 ᅄ ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂཬࡧᤵᴗ㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨ 14 ᮲ ᑅົಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

  Ꮫ⏕ࡢヨ㦂㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୍ Ꮫ⏕ࡢධᑅཬࡧ㏥ᑅ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

7

8
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸲
ࠕᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊ࢆ♧ࡍつ⛬ࠖ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮つ⛬

 ᑅ⏕ࡢಖ⾨⏕ཬࡧ㜵⅏Ᏻ㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ୕ ᑅ⏕ࡢ⤥㣗ཬࡧᰤ㣴⟶⌮㛵ࡍࡿࡇࠋ


 ᅄ ᐤᐟ⯋ࡢタ㸪タഛ➼ࡢ⏝ཬࡧ㞟㸪⾜➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

つ๎➨ྕ

  ᐤᐟ⯋࠾ࡅࡿ㒑౽≀➼ࡢཷ㸪㓄ᕸཬࡧᥖ♧➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

ไ  ᐃ ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥

 භ ᐤᐟᩱࡢච㝖ཬࡧᚩ⊰ண㛵ࡍࡿࡇࠋ

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶  ᪥

  ᑅ㈝ࡢᚩཬࡧண⟬Ỵ⟬㛵ࡍࡿࡇࠋ


 ඵ ᑅ㈝ࡼࡿ≀ရࡢ㉎ධ㸪᳨㸪ಖ⟶ཬࡧᨭᡶ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 㸦㊃᪨㸧

  ᐤᐟ⯋࠾ࡅࡿᩍဨࡢᐟ᪥┤㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨㸯᮲ ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓࡢᮏ㒊ົᒁࡢ⤌⧊➼㛵ࡍࡿつ๎➨ ᮲➨㸯㡯ཬࡧⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ

 ༑ እᅜே␃Ꮫ⏕㛵ࡍࡿࡇࠋ

㛛ᏛᰯᏛ๎➨ ᮲ᇶ࡙ࡁ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨ୗࠕᮏᰯࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭ

 ༑୍ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

ࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⨨ࡃࠋ

 ༑ ࡑࡢᑅົ㛵ࡍࡿࡇࠋ


㸦┠ⓗ㸧

 㸦ᅗ᭩ಀ㸧

➨㸰᮲ ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᮏᰯࡢᩍ⫱◊✲άື➼ᑐࡋ㸪ᨭᴗົࢆ⤌⧊ⓗࡘຠ⋡ⓗ⾜࠺ࡶࢭࣥࢱ࣮ᡤᒓࡍ

➨ 15 ᮲ ᅗ᭩ಀࡣ㸪ḟࡢົࢆศᤸࡍࡿࠋ

ࡿ⫋ဨࡢ⫋ົ㐙⾜ᚲせ࡞⬟ຊཬࡧ㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡾ㸪ࡶࡗ࡚ᮏᰯ࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲άື➼ࡢᨭᴗົࢆᐇ

 ୍ ᅗ᭩㈨ᩱࡢཷධࢀ㸪ᩚ⌮ཬࡧಖᏑ➼㛵ࡍࡿࡇࠋ

ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

  ᅗ᭩㈨ᩱࡢ㜀ぴ㸪㈚ฟࡋ➼⏝㛵ࡍࡿࡇࠋ



 ୕ ᅗ᭩㈨ᩱࡢศ㢮ཬࡧ┠㘓సᡂ㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸦⤌⧊㸧

 ᅄ ᅗ᭩㈨ᩱࡢ㉎ධዎ⣙㛵ࡍࡿࡇࠋ

➨㸱᮲ ࢭࣥࢱ࣮㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⫋ဨࢆ⨨ࡃࠋ

  ᅗ᭩㈨ᩱࡢᐤ㝃᥇⣡㛵ࡍࡿࡇࠋ

୍ ࢭࣥࢱ࣮㛗

 භ Ꮫ⾡ᩥ⊩ࡢ㞟ཬࡧᥦ౪㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᢏ⾡㛗

  ⣖せ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ୕ ᢏ⾡㛗

 ඵ ᰯෆห⾜≀ࡢಖᏑ㛵ࡍࡿࡇࠋ

 ᅄ ࢢ࣮ࣝࣉ㛗

  ᅗ᭩㤋┦༠ຊ㛵ࡍࡿࡇࠋ

  ᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨ

 ༑ Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㸦ሗฎ⌮タ㛵ࡍࡿࡇࢆ㝖ࡃࠋ
㸧㛵ࡍࡿࡇࠋ

 භ ᢏ⾡⫋ဨ

 ༑୍ ᡤᤸົಀࡿㄪᰝ㸪⤫ィཬࡧሗ࿌㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸰 ࢭࣥࢱ࣮ᢏ⾡ᑓ㛛ဨࢆ⨨ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ༑ ࡑࡢᅗ᭩㛵ࡍࡿࡇࠋ

㸱 ࢭࣥࢱ࣮ḟࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡃࠋ

㝃 ๎

 ୍ ⥲ົ⏬ࢢ࣮ࣝࣉ

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 26 ᖺ㸷᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

  ᩍ⫱◊✲ᨭࢢ࣮ࣝࣉ

㝃 ๎

 ୕ ඹྠ⏝タᨭࢢ࣮ࣝࣉ

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ 28 ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧

㝃 ๎

➨㸲᮲ ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ᮏᰯࡢᑓ௵ᩍဨࡢᩍᤵࡢ୰ࡽᰯ㛗ࡀ௵ࡍࡿࠋ

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂᖺ᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

㸰 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ



㸦ᢏ⾡㛗㸧

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯົศᤸつ⛬㸧

➨㸳᮲ ᢏ⾡㛗ࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ᢏ⾡ᑓ㛛ဨ㸪ᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨཬࡧᢏ⾡⫋ဨࡢᴗົࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
㸦ᢏ⾡㛗㸧
➨㸴᮲ ᢏ⾡㛗ࡣ㸪ᢏ⾡ᑓ㛛ဨཪࡣᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
9

10
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸲㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸲㸦⥆ࡁ㸧

㸰 ᢏ⾡㛗ࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗົࢆ⥲ᣓࡍࡿࡶ㸪ᢏ⾡㛗ࡢᴗົࢆ⿵బࡍࡿࠋ

㸦ࡑࡢ㸧
➨  ᮲ ࡑࡢࢭࣥࢱ࣮㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ





㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㸧

㝃 ๎

➨㸵᮲ ࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡣ㸪ᢏ⾡ᑓ㛛ဨཪࡣᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸰 ࢢ࣮ࣝࣉ㛗ࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗົࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ

㸯 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ ᖺ㸰᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ



㸰 Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᢏ⾡ᐊ㐠⏝せ㡯㸦ᖹᡂ ᖺ㸲᭶㸯᪥⾜㸧ࡣᗫṆࡍࡿࠋ
㝃 ๎

㸦ᢏ⾡ᑓ㛛ဨ㸧
➨㸶᮲ ᢏ⾡ᑓ㛛ဨࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ᴟࡵ࡚㧗ᗘࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ཪࡣ⤒㦂ࢆᚲせࡍࡿ≉ᐃࡢศ㔝ࡢᴗົࢆฎ⌮ࡍ

ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ



㸦ฟ㸸Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮つ⛬㸧


㸦ᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨ㸧
➨㸷᮲ ᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪㧗ᗘࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ཪࡣ⤒㦂ࢆᚲせࡍࡿ≉ᐃࡢศ㔝ࡢᴗົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ

㸦ᢏ⾡⫋ဨ㸧
➨  ᮲ ᢏ⾡⫋ဨࡣ㸪ୖྖࡢࢆཷࡅ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ

㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㐃⤡㸧
➨  ᮲ ࢭࣥࢱ࣮㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㛗㐃⤡㸦௨ୗࠕ㐃⤡ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⨨ࡁ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㛤ദࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 㐃⤡ࡣ㸪ᢏ⾡㛗㸪ᢏ⾡㛗ཬࡧྛࢢ࣮ࣝࣉ㛗࡛⤌⧊ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᚲせᛂࡌ࡚㸪ࡑࡢࢭࣥࢱ࣮ᡤᒓࡍࡿ
⫋ဨࢆฟᖍࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 㐃⤡ࡣ㸪ḟࡢ㡯ࡘ࠸࡚༠㆟➼ࢆ⾜࠺ࠋ
 ୍ ࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົணᐃཬࡧィ⏬➼㛵ࡍࡿࡇࠋ
  ྛࢢ࣮ࣝࣉ㛫࠾ࡅࡿᴗົㄪᩚ㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ୕ ᢏ⾡⫋ဨ㛫ࡢᴗົ☜ㄆ୪ࡧሗࡢඹ᭷㛵ࡍࡿࡇࠋ
 ᅄ ࡑࡢᚲせࡉࢀࡿ㡯
㸲 㐃⤡㆟㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ᢏ⾡㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸦◊ಟ㸧
➨  ᮲ ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮ᡤᒓࡍࡿ⫋ဨࡢ◊ಟດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ◊ಟࡣ㸪⫋ົ㐙⾜ᚲせ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⾡➼ࢆಟᚓࡉࡏ㸪ࢭࣥࢱ࣮ᡤᒓࡍࡿ⫋ဨࡢ⬟ຊཬࡧ㈨㉁➼ࢆྥୖࡉࡏࡿ
ෆᐜࡢࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ㸧
➨  ᮲ ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᢏ⾡ᩍ⫱
ᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ㸦௨ୗࠕ㐠Ⴀጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 㐠Ⴀጤဨࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

11

12

154

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸳㸦⥆ࡁ㸧


㈨ᩱ㸰㸫㸲㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸳
ࠕᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᡤᤸᴗົࢆ♧ࡍつ⛬ࠖ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮ᴗົศᤸつ⛬

㸦ᩍ⫱◊✲ᨭࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗົ㸧
➨㸲᮲ ᩍ⫱◊✲ᨭࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪➨㸰᮲ྛྕᥖࡆࡿᴗົࡢ㸪≉ḟᥖࡆࡿᴗົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ 

つ๎➨ྕ

୍ ᩍ⫱࣭◊✲ᑐࡍࡿᖺ㛫ᢏ⾡ᨭィ⏬ࡢ⟇ᐃ㛵ࡍࡿࡇࠋ

ไ  ᐃ ᖹᡂ ᖺ㸰᭶㸯᪥

Ꮫᰯ⾜࣭Ꮫ⏕⾜࣭Ꮫ⏕ࡢㄢእάືࡢᢏ⾡ᨭ㛵ࡍࡿࡇࠋ 

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸰᭶᪥

୕ බ㛤ㅮᗙ࣭ฟ๓ᤵᴗ࣭ᢏ⾡┦ㄯ࣭ᆅᇦ㈉⊩➼࠾ࡅࡿᢏ⾡ᨭཬࡧᢏ⾡༠ຊࡢィ⏬㛵ࡍࡿࡇࠋ



ᅄࡑࡢᩍ⫱◊✲ᨭࡢィ⏬㛵ࡍࡿࡇࠋ
➨㸯❶ ⥲๎





㸦ඹྠ⏝タᨭࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗົ㸧

㸦㊃᪨㸧

➨㸳᮲ ඹྠ⏝タᨭࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪➨㸰᮲ྛྕᥖࡆࡿᴗົࡢ㸪≉ḟᥖࡆ

➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮つ⛬➨  ᮲ᇶ࡙ࡁ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

ࡿᴗົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ

ᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᴗົศᤸࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ

 ୍ሗฎ⌮タࡢ⟶⌮㐠Ⴀ➼㛵ࡍࡿࡇࠋ



ᐇ⩦ᕤሙタ࣭タഛࡢ⟶⌮㐠Ⴀ➼㛵ࡍࡿࡇࠋ
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ʤྡ࣎ཤӻʥͨଠ

 ݽఈࣁࢊঈ٭
 ݽఈࣁࢊঈ٭ʀജ٭

㸦ฟ ࠕ㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࠖࡼࡾฟຊࡋࡓ⥲຺ᐃඖᖒࢆᇶసᡂ㸧

㸦ฟ Ꮫᰯせぴ  ࡼࡾ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ձ㸫㸦㸱㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ձ㸫㸦㸲㸧
ࠕᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡽᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘỴ⟬ሗ࿌᭩ࠖ


ࠕᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡽᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘධ≧ἣ୍ぴ⾲ࠖ
༊ศ

㐠
ᤵ
ධ
᳨
㞧

እ

༊ศ
Ⴀ ㈝  
ᴗ
Ꮫ
ᐃ

タ ᩚ ഛ ⿵ ຓ
㒊
㈨
ᑠ䚷䚷䚷ィ
ྜ䚷䚷䚷ィ

㔠
ᩱ
ᩱ
ᩱ
ධ
㔠
㔠

㔠㢠

䠄ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䚷Ỵ⟬ሗ࿌᭩䠅

ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘධ≧ἣ୍ぴ
㻞㻢ᖺᗘ
㻠㻡㻘㻤㻣㻜㻘㻣㻢㻥
㻞㻟㻡㻘㻢㻤㻟㻘㻢㻡㻜
㻝㻥㻘㻞㻤㻤㻘㻤㻜㻜
㻢㻘㻡㻢㻣㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻘㻟㻠㻣㻘㻞㻠㻡
㻢㻜㻘㻤㻤㻠㻘㻣㻞㻟
㻢㻡㻘㻜㻝㻟㻘㻣㻜㻟
㻟㻥㻥㻘㻣㻤㻡㻘㻝㻞㻝
㻠㻠㻡㻘㻢㻡㻡㻘㻤㻥㻜

㻞㻣ᖺᗘ
㻝㻞㻜㻘㻢㻞㻜㻘㻝㻞㻣
㻞㻟㻝㻘㻟㻝㻡㻘㻢㻜㻜
㻝㻥㻘㻟㻣㻟㻘㻠㻜㻜
㻢㻘㻜㻣㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻘㻜㻥㻝㻘㻥㻠㻣
㻞㻥㻡㻘㻜㻠㻝㻘㻞㻜㻜
㻟㻥㻘㻤㻟㻜㻘㻡㻠㻡
㻢㻜㻟㻘㻣㻞㻠㻘㻢㻥㻞
㻣㻞㻠㻘㻟㻠㻠㻘㻤㻝㻥

㻞㻤ᖺᗘ
㻝㻞㻜㻘㻤㻞㻞㻘㻣㻡㻞
㻞㻟㻟㻘㻤㻟㻣㻘㻡㻡㻜
㻝㻥㻘㻞㻣㻥㻘㻡㻜㻜
㻢㻘㻜㻤㻢㻘㻣㻜㻜
㻝㻝㻘㻢㻢㻞㻘㻟㻝㻝
㻜
㻟㻣㻘㻢㻠㻟㻘㻣㻟㻜
㻟㻜㻤㻘㻡㻜㻥㻘㻣㻥㻝
㻠㻞㻥㻘㻟㻟㻞㻘㻡㻠㻟

㻞㻥ᖺᗘ
㻠㻢㻘㻝㻡㻜㻘㻠㻝㻝
㻞㻟㻡㻘㻜㻥㻤㻘㻟㻜㻜
㻝㻥㻘㻞㻤㻤㻘㻤㻜㻜
㻣㻘㻡㻠㻜㻘㻡㻜㻜
㻝㻟㻘㻣㻝㻜㻘㻟㻤㻣
㻞㻥㻘㻝㻢㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻘㻤㻜㻝㻘㻜㻥㻣
㻟㻟㻡㻘㻡㻥㻥㻘㻜㻤㻠
㻟㻤㻝㻘㻣㻠㻥㻘㻠㻥㻡

༢䠖
㻟㻜ᖺᗘ
㻝㻝㻝㻘㻣㻠㻣㻘㻤㻜㻢
㻞㻟㻟㻘㻜㻝㻢㻘㻠㻡㻜
㻝㻥㻘㻡㻠㻞㻘㻢㻜㻜
㻣㻘㻞㻣㻢㻘㻡㻜㻜
㻝㻟㻘㻣㻟㻣㻘㻥㻝㻤
㻝㻘㻤㻡㻡㻘㻠㻠㻜
㻟㻜㻘㻣㻞㻝㻘㻝㻜㻡
㻟㻜㻢㻘㻝㻡㻜㻘㻜㻝㻟
㻠㻝㻣㻘㻤㻥㻣㻘㻤㻝㻥

ۢ



䠄⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠䠅

̏ɿӣӨඇިۜ



̐ɿࢬઅඍඇึঁۜ



̑ɿࢬઅඍࣁۜୁۜঊؒ࣎ึঁۜ

㻜

̒ɿࣙހफ



ɻɻᶅदۂྋ;ٶָݗఈྋफ



ɻɻᶆࡸफ

ࢩड़ࣧߨࡃʀາඇ༽Կɻʤྭʥඇ༽



ɻɻɻɻɻɻɻʑɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻʤغʥ



ࣙހफݽఈࣁࢊखಚ૮ɻˠঈʀݰՃঊ٭ඇ





̓ɿࢊָ࿊ܠڂݜफ



̔ɿرۜफ



̕ɿͨଠึঁۜ



̖ɿదཱིۜख๊

ݽఈࣁࢊജ٭ଝʤැड़ࣁࡔࢊʥ



ϓΟψϱηϨʖηͶΓΖ૮ҩ



㻜
ධィ


㸦ฟ ࠕྛᖺᗘỴ⟬㈨ᩱࠖࢆᇶసᡂ㸧

ֻۜ

फࢩड़݀ࢋफࢩֻࠫ

ධ



غଝӻरਜ਼ଝӻɻˠ֦झӀۜӻ



ճܯཤӻֻ



ᨭฟ
̏ɿۂແඇ
̐ɿࢬઅඍඇ



̑ɿࢊָ࿊ܠܨڂݜඇ



̒ɿرۜࣆۂඇ



̓ɿௗغईۜঊؒۜ





̔ɿͨଠึঁۜࣆۂඇ



̕ɿࠅָཱིʀࡔແܨӨιϱνʖࢬઅඇۜ
ᨭฟィ

݀ࢋๅࠄॽफࢩֻࠫ

㻜




̏ɿӣӨඇިۜ࠶ແʀغ߶



̐ɿदۂྋ࠶ແʀغ߶



̑ɿ༮Εࢬઅඇʀغ߶



̒ɿ༮Εึঁۜʀغ߶



̓ɿ༮Εرۜʀغ߶



̔ɿणणڂݜඇʀغ߶



̕ɿणणࣆۂඇʀغ߶
̖ɿणۜʀغ߶




̗ɿௗغ༮Εึঁۜʀغ߶



̏̎ɿௗغ༮Εرۜʀغ߶



̏̏ɿௗغणणڂݜඇʀغ߶



̏̐ɿௗغणणࣆۂඇʀغ߶



̏̑ɿӣӨඇިۜ࠶ແຌ෨ֻ৾



༩ࢋࣧߨཤӻֻ



⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠

㻝㻘㻤㻥㻡㻘㻣㻤㻝

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ձ㸫㸦㸲㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ձ㸫㸦㸲㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧


༊ศ



㔠㢠

༊ศ

䠄ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ䚷Ỵ⟬ሗ࿌᭩䠅

ۢ
फࢩड़݀ࢋफࢩֻࠫ

ධ



䠄⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠䠅

̏ɿӣӨඇިۜ



̐ɿࢬઅඍඇึঁۜ



̑ɿࢬઅඍࣁۜୁۜঊؒ࣎ึঁۜ

㻜

̒ɿࣙހफ



ɻɻᶅदۂྋ;ٶָݗఈྋफ



ɻɻᶆࡸफ



̓ɿࢊָ࿊ܠڂݜफ



̔ɿرۜफ



̕ɿͨଠึঁۜ



̖ɿదཱིۜख๊

ࣙހफݽఈࣁࢊखಚ૮ɻˠঈʀݰՃঊ٭ඇ



ϓΟψϱηϨʖηͶΓΖ૮ҩ

̑ɿࢬઅඍࣁۜୁۜঊؒ࣎ึঁۜ





ճܯཤӻֻ

̐ɿࢬઅඍඇ



ࢩड़ࣧߨࡃʀາඇ༽Կɻʤྭʥඇ༽

㻜

ɻɻɻɻɻɻɻʑɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻʤغʥ



ɻɻᶅदۂྋ;ٶָݗఈྋफ




̔ɿرۜफ





ࣙހफݽఈࣁࢊखಚ૮ɻˠঈʀݰՃঊ٭ඇ







̓ɿࢊָ࿊ܠڂݜफ



̖ɿదཱིۜख๊
غଝӻरਜ਼ଝӻɻˠ֦झӀۜӻ



ݽఈࣁࢊജ٭ଝʤැड़ࣁࡔࢊʥ
ϓΟψϱηϨʖηͶΓΖ૮ҩ




㻜
ධィ

ᨭฟ



̒ɿࣙހफ

̕ɿͨଠึঁۜ

㻜


̏ɿۂແඇ

ධィ



̐ɿࢬઅඍඇึঁۜ



ֻۜ


䠄⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠䠅

ɻɻᶆࡸफ
ݽఈࣁࢊജ٭ଝʤැड़ࣁࡔࢊʥ

ۢ
फࢩड़݀ࢋफࢩֻࠫ

ධ
̏ɿӣӨඇިۜ

ࢩड़ࣧߨࡃʀາඇ༽Կɻʤྭʥඇ༽
ɻɻɻɻɻɻɻʑɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻʤغʥ

㔠㢠

䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䚷Ỵ⟬ሗ࿌᭩䠅

ֻۜ



غଝӻरਜ਼ଝӻɻˠ֦झӀۜӻ



ճܯཤӻֻ



ᨭฟ

̑ɿࢊָ࿊ܠܨڂݜඇ
̒ɿرۜࣆۂඇ



̏ɿۂແඇ
̐ɿࢬઅඍඇ



̒ɿرۜࣆۂඇ



̔ɿͨଠึঁۜࣆۂඇ
̕ɿࠅָཱིʀࡔແܨӨιϱνʖࢬઅඇۜ
ᨭฟィ

݀ࢋๅࠄॽफࢩֻࠫ
̏ɿӣӨඇިۜ࠶ແʀغ߶
̐ɿदۂྋ࠶ແʀغ߶
̑ɿ༮Εࢬઅඇʀغ߶



̑ɿࢊָ࿊ܠܨڂݜඇ



̓ɿௗغईۜঊؒۜ



̔ɿͨଠึঁۜࣆۂඇ
̕ɿࠅָཱིʀࡔແܨӨιϱνʖࢬઅඇۜ

㻜



ᨭฟィ






̓ɿௗغईۜঊؒۜ



݀ࢋๅࠄॽफࢩֻࠫ



̏ɿӣӨඇިۜ࠶ແʀغ߶



̐ɿदۂྋ࠶ແʀغ߶


㻜








̑ɿ༮Εࢬઅඇʀغ߶

̒ɿ༮Εึঁۜʀغ߶



̒ɿ༮Εึঁۜʀغ߶



̓ɿ༮Εرۜʀغ߶



̓ɿ༮Εرۜʀغ߶



̔ɿणणڂݜඇʀغ߶
̕ɿणणࣆۂඇʀغ߶
̖ɿणۜʀغ߶
̗ɿௗغ༮Εึঁۜʀغ߶
̏̎ɿௗغ༮Εرۜʀغ߶
̏̏ɿௗغणणڂݜඇʀغ߶
̏̐ɿௗغणणࣆۂඇʀغ߶
̏̑ɿӣӨඇިۜ࠶ແຌ෨ֻ৾
༩ࢋࣧߨཤӻֻ
⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠



̔ɿणणڂݜඇʀغ߶



̕ɿणणࣆۂඇʀغ߶



̖ɿणۜʀغ߶



̗ɿௗغ༮Εึঁۜʀغ߶



̏̎ɿௗغ༮Εرۜʀغ߶



̏̏ɿௗغणणڂݜඇʀغ߶



̏̐ɿௗغणणࣆۂඇʀغ߶



̏̑ɿӣӨඇިۜ࠶ແຌ෨ֻ৾


㻡㻥㻘㻣㻢㻢














༩ࢋࣧߨཤӻֻ



⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠

㻙㻞㻟㻝㻘㻥㻝㻟

ˠफࢩࢩड़݀ࢋफࢩֻࠫͳ͢ͱϜψηܯ͠Ηͱ͏Ζ͗ɾ๑ਕͳ͢ͱͺɾߑؽ
ຌ෨Ͷ͕͏ͱɾસࠅ߶ָߏफࢩֻࠫΝ͢ͱ͏ΖͪΌɾࢩ্ͺ͵͏ɽ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ձ㸫㸦㸲㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ձ㸫㸦㸲㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧


༊ศ


༊ศ

㔠㢠

䠄ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ䚷Ỵ⟬ሗ࿌᭩䠅

ۢ
फࢩड़݀ࢋफࢩֻࠫ

ධ
̏ɿӣӨඇިۜ



̐ɿࢬઅඍඇึঁۜ



̑ɿࢬઅඍࣁۜୁۜঊؒ࣎ึঁۜ

㻜

̒ɿࣙހफ



ɻɻᶅदۂྋ;ٶָݗఈྋफ



ɻɻᶆࡸफ



̓ɿࢊָ࿊ܠڂݜफ



̔ɿرۜफ



̕ɿͨଠึঁۜ



̖ɿదཱིۜख๊

ɻɻɻɻɻɻɻʑɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻʤغʥ
ࣙހफݽఈࣁࢊखಚ૮ɻˠঈʀݰՃঊ٭ඇ



㻜

̒ɿࣙހफ



ɻɻᶅदۂྋ;ٶָݗఈྋफ



ɻɻᶆࡸफ
ݽఈࣁࢊജ٭ଝʤැड़ࣁࡔࢊʥ



ϓΟψϱηϨʖηͶΓΖ૮ҩ





̖ɿదཱིۜख๊



غଝӻरਜ਼ଝӻɻˠ֦झӀۜӻ



ճܯཤӻֻ



ࢩड़ࣧߨࡃʀາඇ༽Կɻʤྭʥඇ༽



ɻɻɻɻɻɻɻʑɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻʤغʥ
ࣙހफݽఈࣁࢊखಚ૮ɻˠঈʀݰՃঊ٭ඇ






̓ɿࢊָ࿊ܠڂݜफ
̔ɿرۜफ
̕ɿͨଠึঁۜ



㻜
ධィ



̑ɿࢬઅඍࣁۜୁۜঊؒ࣎ึঁۜ







̐ɿࢬઅඍඇึঁۜ



ֻۜ

䠄⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠䠅

̏ɿӣӨඇިۜ
ࢩड़ࣧߨࡃʀາඇ༽Կɻʤྭʥඇ༽

ۢ
फࢩड़݀ࢋफࢩֻࠫ

ධ



䠄⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠䠅

㔠㢠

䠄ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䚷Ỵ⟬ሗ࿌᭩䠅

ֻۜ

ݽఈࣁࢊജ٭ଝʤැड़ࣁࡔࢊʥ



ϓΟψϱηϨʖηͶΓΖ૮ҩ



㻜
ධィ



غଝӻरਜ਼ଝӻɻˠ֦झӀۜӻ



ճܯཤӻֻ



ᨭฟ

ᨭฟ
̏ɿۂແඇ
̐ɿࢬઅඍඇ

̏ɿۂແඇ



̐ɿࢬઅඍඇ



̑ɿࢊָ࿊ܠܨڂݜඇ



̒ɿرۜࣆۂඇ



̓ɿௗغईۜঊؒۜ



̔ɿͨଠึঁۜࣆۂඇ
ᨭฟィ

݀ࢋๅࠄॽफࢩֻࠫ



̑ɿࢊָ࿊ܠܨڂݜඇ



̒ɿرۜࣆۂඇ



̓ɿௗغईۜঊؒۜ



̕ɿࠅָཱིʀࡔແܨӨιϱνʖࢬઅඇۜ



̔ɿͨଠึঁۜࣆۂඇ



̕ɿࠅָཱིʀࡔແܨӨιϱνʖࢬઅඇۜ

㻜



ᨭฟィ



㻜



݀ࢋๅࠄॽफࢩֻࠫ



̏ɿӣӨඇިۜ࠶ແʀغ߶



̏ɿӣӨඇިۜ࠶ແʀغ߶



̐ɿदۂྋ࠶ແʀغ߶



̐ɿदۂྋ࠶ແʀغ߶



̑ɿ༮Εࢬઅඇʀغ߶



̑ɿ༮Εࢬઅඇʀغ߶



̒ɿ༮Εึঁۜʀغ߶



̒ɿ༮Εึঁۜʀغ߶



̓ɿ༮Εرۜʀغ߶



̓ɿ༮Εرۜʀغ߶



̔ɿणणڂݜඇʀغ߶



̔ɿणणڂݜඇʀغ߶

̕ɿणणࣆۂඇʀغ߶



̕ɿणणࣆۂඇʀغ߶

̖ɿणۜʀغ߶



̗ɿௗغ༮Εึঁۜʀغ߶
̏̎ɿௗغ༮Εرۜʀغ߶
̏̏ɿௗغणणڂݜඇʀغ߶





̏̎ɿௗغ༮Εرۜʀغ߶



̏̏ɿௗغणणڂݜඇʀغ߶



̏̐ɿௗغणणࣆۂඇʀغ߶

̏̑ɿӣӨඇިۜ࠶ແຌ෨ֻ৾



̏̑ɿӣӨඇިۜ࠶ແຌ෨ֻ৾

⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠




̗ɿௗغ༮Εึঁۜʀغ߶

̏̐ɿௗغणणࣆۂඇʀغ߶
༩ࢋࣧߨཤӻֻ



̖ɿणۜʀغ߶





༩ࢋࣧߨཤӻֻ

㻤㻜㻘㻜㻢㻞









⤒Ⴀດຊㄆᐃ䛾ᑐ㇟㢠

㻤㻟㻘㻝㻞㻜

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㸦ฟ ࠕྛᖺᗘỴ⟬ሗ࿌᭩ࠖࡼࡾᢤ⢋㸧

25

26

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸰
ࠕண⟬㓄ศ᪉㔪ࠖ

ࠕᨭಀࡿ᪉㔪ࡸィ⏬⟇ᐃ㛵ࡍࡿண⟬㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓつ⛬ࠖ

 ᖺᗘண⟬㓄ศ᪉㔪         



㸯㸬ධண⟬㸦ᶵᵓ♧㐩㢠㸧ࡘ࠸࡚
ධண⟬㢠 ༓㸦ᑐ๓ᖺᗘቑῶ㢠 ༓㸧
࠙࡞ቑῶせᅉࠚ
ձᏛ⛉➼⦅᥎㐍⤒㈝㸦㸩 ༓㸧
㸪ᩍ⫋ဨࡢᴗົ㈇ᢸྥࡅࡓྲྀ⤌㸦㸫 ༓㸧
Ѝ ๓ᖺᗘࡣ୍㒊㏣ຍ㓄ศ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᖺᗘࡣᙜึ࡛㢠㓄ᙜ
ղ0&& ࡢ฿㐩ᗘホ౯ࡼࡿ㧗ᑓᩍ⫱ࡢ㉁ಖド㸦㸩 ༓㸧
ճග⇕Ỉᩱ࣭⇞ᩱ㈝㸦㸩 ༓㸧
㸪ᩍ⫱➼タᇶ┙⤒㈝㸦㸩 ༓㸧
㸪
ᅗ᭩㤋⤒㈝㸦ᅗ᭩㤋⥔ᣢ㈝㸧
㸦㸫 ༓㸧 Ѝ ⟬ᐃ࣮ࣝࣝኚ᭦ࡢࡓࡵ
մຠ⋡ಀᩘక࠺ண⟬ῶ㸦㸫 ༓㸧

㸰㸬ᨭฟண⟬ࡘ࠸࡚
Ϩ㸬⟶⌮㐠Ⴀ㈝
Ỉ㐨ග⇕㈝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ㐣
㐣ཤ  ࣧᖺᐇ⦼㢠ᖹᆒ㸫๐ῶ┠ᶆ㸦ᩍ⫋ဨᩘཬࡧタ㠃✚༢౯㸧࡛ࠖࡢ✚⟬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾ୍ᒙࡢ⠇㟁⠇Ỉ➼ࡢ⤒㈝⠇ῶࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃࡶ㸪᭦࡞ࡿ㟁Ẽᩱ๐ῶࡢࡓࡵ㸪ᖺᗘᮎࡢṧண
⟬➼ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඃඛⓗ /(' ࡢ㈝⏝ᙜࡍࡿࠋ
ϩ㸬Ꮫົ⟶⌮㐠Ⴀ㈝ Ϫ㸬ᩍ⫱➼タᇶ┙⤒㈝ ϫ㸬㝃ᒓタ➼⤒㈝
ᡤせ㢠ᇶ࡙ࡁ✚⟬ࠋ
࡞࠾㸪≀ရ➼ࡢᚲせᛶࡸ᭷ຠᛶࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪୍ᒙࡢ࣮࣌ࣃࣞࢫࡢ᥎㐍ཬࡧྛ✀ሗ࿌᭩➼ࡢ㟁Ꮚࢆ㋃ࡲ
࠼㸪⤒㈝ࡢ๐ῶດࡵࡿࠋ
Ϭ㸬ᩍ⫱◊✲⤒㈝

-------------------- 㸦␎㸧 ----------------------

㸦㸯㸧◊✲⤒㈝
ᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ✚⟬༢౯ࢆ  ༓㸦๓ᖺᗘྠ㢠㸧ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪㞠⏝㸦▷㛫㸧ᩍဨࡘ࠸࡚ࡣົ
㛫ྜࢆ⪃៖ࡋ㸪 ༓ࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪እ㒊㈨㔠㛫᥋⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㢠ᰯ㛗ࡢ୍ᣓ⟶⌮ࡋ㸪ᩍဨ㓄ᙜ┦ᙜศ㸦㛫᥋⤒㈝ࡢ 㸣┦ᙜ㸧ࢆู㏵
◊✲⤒㈝ࡋ࡚㏣ຍ㓄ศࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧ᩍ⫱⤒㈝
ண⟬ᥐ⨨᳨ウ :* ࡛ࡢሗ࿌⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ண⟬⥲㢠ࢆࠕ
 ᖺᗘᙜึண⟬㓄ศࡘ࠸࡚㸦ᶵᵓ㏻▱㸧
࡛ࠖ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᮏ⛉࣭ᑓᨷ⛉ࡢࠕᩍ⫱◊✲ᚲせ࡞⤒㈝ࠖࡢ㢠㸦ᅾ⡠ぢ㎸⪅ᩘᏛ⏕✚⟬༢౯㸧ࡍࡿࠋ㓄ศ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ண⟬⥲㢠ࡽඛඃඛᙜ⤒㈝ࢆ☜ಖࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ṧ㢠ࢆᏛ⏕ᩘᛂࡌ࡚ྛ⣔ࡾศࡅࡿ᪉ἲࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧≉Ṧ⨨⥔ᣢ㈝
≉Ṧ⨨⥔ᣢ㈝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤒㐣ᖺᩘࡀ  ᖺᮍ‶ࡘ㸪༢య࡛ࡢ㉎ධ㔠㢠ࡀ  ௨ୖࡢࡶࡢࢆᑐ㇟ࡍࡿࠋ
㓄ศᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪๓ᖺᗘᐇࡋࡓࣄࣜࣥࢢㄪᰝ➼ࢆᇶ㸪┿ᚲせ࡞⤒㈝ࡢࡳࡢ㓄ศࡍࡿࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㸦ฟ ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓィつ๎➨㸰❶㸧

27

28
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧
ϭ㸬ᰯ㛗㔞⤒㈝
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍ཬࡧ◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵ୍ᐃ㢠ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ㓄ศᙜࡓࡗ࡚ࡣ⏦ㄳෆᐜ➼ࢆ⢭ᰝࡋ㸪ᚲせ⤒㈝ࡢࡳࢆ㓄
ศࡍࡿࠋ
࡞࠾㸪⣔࠾ࡅࡿ᥇ᢥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᰯ㛗㔞⤒㈝ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆ  ᖺ  ᭶ᮎࡲ࡛㸪⥲ົㄢ㈈ົ
ಀ⤒⏤࡛ᰯ㛗ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦ᚲせᛂࡌ࡚ᡂᯝⓎ⾲➼ࢆᐇ㸧
࠙ண⟬㓄ศ㡯ࠚ
㸦㸯㸧ᩍ⫱ᨵၿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺຓᡂ  㸦㸱㸧◊✲⪅᥎㐍ࡢࡓࡵࡢࣥࢭࣥࢸࣈ⤒㈝
㸦㸰㸧ᩍ⫱᪉ἲ➼ࡢᐇᨭ⤒㈝  㸦㸲㸧ணഛ㈝㸦ᰯ㛗ࡀุ᩿ࡋ࡚㓄ศ㸧
Ϯ㸬≉ูᩍ⫱◊✲⤒㈝
㏵≉ᐃ⤒㈝ࡢࡓࡵ♧㐩㢠ࢆ㓄ศࡍࡿࠋ
ϯ㸬≉Ṧせᅉ⤒㈝
ධḞᦆศ㸦ᶵᵓ♧㐩㢠ᐇධぢ㎸ࡳ㢠ࡢᕪ㢠㸧ࡋ࡚  ༓ࢆィୖࡍࡿࠋ

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ➨  ᅇ㐠Ⴀጤဨ㈨ᩱ㸧

29

30

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧
㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸰㸧

 ௧  ඖ ᖺ 㸴 ᭶ 㸰 㸵 ᪥㻌
➨ 㸱 ᅇ 㐠 Ⴀ ጤ ဨ 㻌
㈨
ᩱ
㸯
㸫
㸱

ࠕᨭಀࡿ᪉㔪ࠊィ⏬ࡘ࠸࡚㛵ಀ⪅᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㈨ᩱࠖ





 ᖺᗘ௨㝆ࡢᩍ⫱⤒㈝ࡢ㓄ศ᪉ἲࡘ࠸࡚

ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ ➨㸱ᅇ 㐠Ⴀጤဨグ㘓




ᰯ 㛗  

ی᪥     ௧ඖᖺ㸴᭶㸰㸵᪥㸦ᮌ㸧㸯㸳㸲㸳ศ㹼㸯㸴㸳㸮ศ



یሙ   ᡤ  ୰㆟ᐊ

ᶵᵓᮏ㒊ࡽᮏᰯࡢண⟬㓄ศࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ᖺᗘࡢ㐠Ⴀ㈝㔠ࡢ⟬ᐃ࣮ࣝࣝ࠾࠸࡚㸪ᘬࡁ
⥆ࡁຠ⋡ಀᩘ△㸣㸦୍⯡⟶⌮㈝△㸣㸧ࡀ㐺⏝ࡉࢀ㸪ᚋࡶࡇࡢ࣮ࣝࣝࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇࡀぢ㎸ࡲ

یฟ ᖍ ⪅  ู⣬ࡢ࠾ࡾ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ


㆟  㢟㸯㸬ᖺᗘỴ⟬ཬࡧᖺᗘண⟬㓄ᙜ㸦㸧ࡘ࠸࡚࠙㈨ᩱ㸯㸫㸯㹼㸱ࠚ

ࡋࡋ㸪ᮏᰯࡢᩍ⫱⤒㈝ࡢ㓄ศ᪉ἲࡣ㸪ண⟬≧ἣࡼࡽࡎᏛ⏕✚⟬༢౯➼ࢆᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪

㯮ᕝᰯ㛗ཬࡧᯇᶫ⥲ົㄢ㛗ࡽ㸪㈨ᩱᇶ࡙ࡁ㸪ḟࡢ࠾ࡾㄝ᫂ཬࡧᥦࡀ࠶ࡾ㸪ᑂ㆟ࡢ⤖ᯝ㸪ཎ

ᚋࡢ᭦࡞ࡿண⟬ῶࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㸪ᩘᖺᚋࡣ㓄ศࡀᅔ㞴࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢ࠾ࡾᢎࡉࢀࡓࠋ

ண⟬ᥐ⨨᳨ウ :* ࡛ࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪ᩍ⫱⤒㈝ࡢ㓄ศ᪉ἲࡢぢ┤ࡋࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ᪨ࡢ᪉ྥᛶ
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪 ᖺᗘ௨㝆ࡣ㸪ᩍ
ᩍ⫱⤒㈝ࡢண⟬⥲㢠ࢆඛỴᐃࡋ㸪ண⟬☜ಖ࡛ࡁࡿయไ

࣭ᖺᗘỴ⟬ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ධ㢠༓ᑐࡋ㸪ᨭฟ㢠༓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪㓄ศ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣඃඛᙜ⤒㈝ࢆඛ☜ಖࡋ㸪ṧ㢠ࢆྛ⣔㸪ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕ᩘࢆ

࣭ᖺᗘࡢධண⟬ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᶵᵓ♧㐩㢠༓㸦๓ᖺẚ༓ῶ㸧㛫᥋⤒㈝➼ࡢ
ධぢ㎸ࡳ࠶ࢃࡏ࡚༓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᇶ♏ࡋ࡚ࡾศࡅࡿ᪉ἲࡍࡿࠋ

࣭ᨭฟண⟬ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈨ᩱ㸯㸫㸯ࡢ㓄ศ᪉㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ぢ㎸㢠࡛㓄ศࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭᪂つ㡯ࡋ࡚&EDVHಀࡿ㈝⏝ࢆᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⤒㈝ィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙㓄ศ᪉ἲࠚู⣬

࣭ᩍ⫱⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨㸰ᅇ㐠Ⴀጤဨ࡛ᢎࡉࢀࡓ㈨ᩱ㸯㸫㸱ᇶ࡙ࡁ㓄ศࡋ㸪ࡰ๓ᖺᗘ

㸯㸬ண⟬⥲㢠

ྠ㢠ࡢ㓄ศ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ ᖺᗘᙜึண⟬㓄ศࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᶵᵓ㏻▱㸧࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ⛉࣭ᑓᨷ⛉ࡢࠕᩍ⫱◊✲

࣭௨ୖࢆᖺᗘண⟬ࡋ࡚㸪ᢎ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ᚲせ࡞⤒㈝ࠖࡢ㢠㸦ᅾ⡠ぢ㎸⪅ᩘᏛ⏕✚⟬༢౯㸧ࡍࡿࠋ



ͤᏛ⏕✚⟬༢౯ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ຠ⋡ಀᩘࡢ㛵ಀ࡛ẖᖺᗘ△㸣࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ண⟬⥲

-------------- ௨ ୗ ␎ --------------

㢠ࡣ㏴ῶࡋ࡚࠸ࡃணࡉࢀࡿࠋ

㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘ➨㸱ᅇ㐠Ⴀጤဨࡼࡾᢤ⢋㸧


㸰㸬ඃඛᙜ⤒㈝ࡣ㸪௨ୗࡢ࠾ࡾࡍࡿࠋ
ձᩍ⫱⏝㟁⟬ዎ⣙ᩱ㸪ղ㐀ᕤᏛඹ㏻⤒㈝㸪ճࣇࣟࣥࢸඹ㏻⤒㈝
մᑓᨷ⛉ඹ㏻⤒㈝㸪յᮏ⛉  ᖺ⏕ຍ⟬㢠㸪նᑓᨷ⛉⏕ຍ⟬㢠
շࡑࡢ㸦ணഛ㈝㸧
ͤඃඛᙜ⤒㈝ࡀࡁࡃ࡞ࡿ⣔㓄ศࡀῶࡿࡓࡵ㸪ࠕ㐀ᕤᏛඹ㏻⤒㈝ࠖ㸪ࠕᑓᨷ⛉ඹ㏻⤒㈝ࠖ㸪
ࠕࣇࣟࣥࢸඹ㏻⤒㈝ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ⦼㢠ᇶ࡙ࡁ㸪ᚋ᪥㏣ຍ࡛㓄ศࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
ͤᩍ⫱⏝㟁⟬㈤ᩱࡣ  ᖺᗘࡲ࡛ᖺ㢠⣙  ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ௨㝆ࡢዎ⣙ࡣ㸪ᩍ⫱⤒㈝
㓄ศ㢠ࡢᙳ㡪ࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡓࡵ㸪㈝⏝ᑐຠᯝࢆ᳨ドࡋ㸪ሙྜࡼࡗ࡚ࡣྎᩘ⦰ᑠ➼ࡘ࠸࡚
ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦ዎ⣙㢠ࡀࡁࡃ࡞ࡿ㓄ศᩍ⫱⤒㈝ࡀῶࡿࠋ㸧
ͤண⟬㓄ศ᪉ἲࡀᖜኚ᭦࡞ࡿࡓࡵ㸪 ࡢែᛂࡌࡓணഛ㈝ࢆィୖࡋ㸪ᚲせᛂࡌ࡚ᰯ
㛗┦ㄯࡢୖ㸪㏣ຍ࡛㓄ศࡍࡿࠋ
-------------- ௨ ୗ ␎ --------------
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 ᪑㈝

 ᕤࡣḟᖺᗘᣢࡕ㉺ࡋ
 㺬㺼㺐㺵㺎ᒇ᰿ᨵಟᕤ

㭉⩧㤋㺡㺎㺪㺼㺷᭦᪂㸪≉ᩍဨே௳㈝㊊ศ

 ➼ ڹ

 ⫹ᮾ㒊ᆅ㟈࡛ࡢ◚ᦆ≀ရ㉎ධ㈝⏝
 ᶵᵓ♧㐩㢠㸺ᐇධ



㸦ฟ ࠕ ᖺᗘỴ⟬ࠖࢆᇶసᡂ㸧



ϭ㸬ᰯ㛗㔞⤒㈝
ࠉᩍ⫱◊✲⤒㈝㸦ᰯ㛗㸧
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㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫մ㸫㸦㸯㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫մ㸫㸦㸰㸧㸫㸯

ࠕ㈈ົㅖ⾲➼ࡢసᡂࠖ

ࠕ㈈ົಀࡿ┘ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㈨ᩱࠖ



㸦ฟ ࠕ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓつ๎➨  ྕࠖࡽ➨  ᮲࣭➨  ᮲ࢆᢤ⢋㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫մ㸫㸦㸰㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫մ㸫㸦㸰㸧㸫㸰
ࠕ㈈ົಀࡿᏛෆ┘ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㈨ᩱࠖ

㸱 ᐇ㈐௵⪅ࡣ㸪┘ᰝࢆᐇࡍࡿ๓┘ᰝ㡯ཬࡧᐇ⣽┠ࢆ┘ᰝဨᣦ♧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦┘ᰝࡢ༊ศཬࡧᐇᮇ㸧

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯෆ㒊┘ᰝᐇつ⛬

➨㸳᮲ ┘ᰝࡣ㸪ᐃᮇ┘ᰝཬࡧ⮫┘ᰝࡍࡿࠋ
つ๎➨ྕ

㸰 ๓㡯ࡢ┘ᰝࡢᐇᮇࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ࠾ࡾࡍࡿࠋ

ไ  ᐃ ᖹᡂ㸲ᖺ㸶᭶᪥

୍ ᐃᮇ┘ᰝ  ẖᖺ᭶

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸰᭶᪥

  ⮫┘ᰝ  ᰯ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓࡁ

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥

㸦┘ᰝࡢ㏻▱㸧

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸰᭶᪥

➨㸴᮲ ᐇ㈐௵⪅ࡣ㸪┘ᰝࢆᐇࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࡣ㸪࠶ࡽࡌࡵ㸪㛵ಀ⫋ဨᑐࡋ㸪ࡑࡢᮇ᪥ཬࡧ┘ᰝဨࡢ⫋ྡ㸪

㸦㊃᪨㸧

Ặྡࡑࡢᚲせ࡞㡯ࢆ㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓィつ๎㸦⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓつ๎➨ྕ㸧

㸦┘ᰝࡢ❧࠸㸧

➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨ୗࠕᮏᰯࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࠾ࡅࡿ㈈ົィ㛵ࡍࡿෆ㒊┘ᰝ㸦௨

➨㸵᮲ ๓᮲ࡢ㏻▱ࢆཷࡅࡓ㛵ಀ⫋ဨࡣ㸪࠶ࡽࡌࡵ㸪ᖒ⡙ཬࡧ᭩㢮➼ࢆᩚ⌮ࡋ㸪┘ᰝ❧࠸༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ

ୗࠕ┘ᰝࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᐇࡘ࠸࡚㸪ᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

࡞࠸ࠋ



㸦┘ᰝဨࡢᶒ㝈㸧

㸦┘ᰝࡢᐇ㈐௵⪅㸧

➨㸶᮲ ┘ᰝဨࡣ㸪┘ᰝୖᚲせ࡞᭩㢮ཬࡧ≀ရ➼ࡢᥦ♧ࢆồࡵ㸪ࡲࡓ㸪㛵ಀ⫋ဨࡽࡢㄝ᫂ཪࡣㄪ᭩ࡢᥦฟࢆồࡵࡿ

➨㸰᮲ ┘ᰝࡢᐇ㈐௵⪅ࡣ㸪ົ㒊㛗ࡍࡿࠋ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



㸦┘ᰝሗ࿌㸧

㸦┘ᰝဨཬࡧ⿵ຓဨ㸧

➨㸷᮲ ┘ᰝဨࡣ㸪┘ᰝࢆ⤊ࡋࡓࡁࡣ㸪㏿ࡸ┘ᰝ⤖ᯝࢆ┘ᰝሗ࿌᭩㸦ู⣬ᵝᘧ㸧ࡼࡾ㸪ᐇ㈐௵⪅ࢆ⤒⏤

➨㸱᮲ ᰯ㛗ࡣ㸪┘ᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏᰯࡢ⥲ົㄢ⫋ဨࡢ࠺ࡕࡽ┘ᰝဨࢆࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡋ࡚ᰯ㛗ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰 ᐇ㈐௵⪅ࡣ㸪┘ᰝဨࢆ⿵ຓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓࡁࡣ㸪ᮏᰯࡢົ㒊ᡤᒓ⫋ဨࡢ࠺ࡕࡽ⿵ຓဨࢆࡎࡿ

㸰 ᐇ㈐௵⪅ࡣ㸪ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓࡁࡣ㸪┘ᰝ⤖ᯝᑐࡍࡿពぢࢆࡋ㸪ᰯ㛗ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦ṇᨵၿࡢᥐ⨨㸧



➨᮲ ᰯ㛗ࡣ㸪┘ᰝࡢ⤖ᯝ㸪ṇᨵၿࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓ㡯ࢆ㸪ᙜヱ㛵ಀ⫋ဨ㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍ

㸦┘ᰝ㡯ཬࡧ᪉ἲ㸧

ࡿࠋ

➨㸲᮲ ┘ᰝࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᐇᆅ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ

㸰 ๓㡯ࡢᥐ⨨ࢆࡐࡽࢀࡓᙜヱ㛵ಀ⫋ဨࡣ㸪┤ࡕᙜヱ㡯㛵ࡍࡿᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆࡾ㸪ᰯ㛗ࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚

 ୍ ㈈ົィ㛵ࡍࡿἲ௧➼ࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿ㡯

ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  ண⟬Ỵ⟬㛵ࡍࡿ㡯

㝃 ๎

 ୕ ධᨭฟ㛵ࡍࡿ㡯

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ㸲ᖺ㸶᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 ᅄ മᶒ㛵ࡍࡿ㡯

㝃 ๎

  ≀ရ㛵ࡍࡿ㡯

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸰᭶᪥ࡽ⾜ࡋ㸪ᖹᡂᖺ㸯᭶㸴᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ

 භ ື⏘㛵ࡍࡿ㡯

㝃 ๎

  ዎ⣙㛵ࡍࡿ㡯

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 ඵ ᪑㈝㛵ࡍࡿ㡯

㝃 ๎

  ጤ௵⤒⌮㔠㛵ࡍࡿ㡯

 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 ༑ ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㛵ࡍࡿ㡯



 ༑୍ ᖒ⡙ཬࡧドᣐ᭩㢮㛵ࡍࡿ㡯

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯෆ㒊┘ᰝᐇつ⛬㸧

 ༑ ࡑࡢᰯ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡿ㡯
㸰 ┘ᰝࡢᐇ⣽┠ࡣ㸪ົ㒊㛗ࡀᐃࡵࡿࠋ
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㈨ᩱ㸲㸫㸯㸫մ㸫㸦㸰㸧㸫㸲

ࠕᏛෆ┘ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㈨ᩱࠖ

ࠕ㧗ᑓ㛫ࡢ┦┘ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㈨ᩱࠖ






㸦ฟ ᖹᡂ  ᖺᗘබⓗ◊✲㈝┘ᰝሗ࿌᭩㸧

㸦ฟ ࠕᖹᡂ  ᖺᗘ㧗ᑓ┦ィෆ㒊┘ᰝ ᣦ㡯ཬࡧᥐ⨨ෆᐜ୍ぴ࠙☜ㄆࠚࠖࡽᢤ⢋㸧
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ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢྛ✀ጤဨࡢᙺࠖ
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ʤ̑ʥָਫ਼ୂָɾָɾָٵɾָ;ٶर྅ͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̒ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं

ʤ̒ʥࢾۂָ;ٶݩͶͤؖΖࣆߴ

৻٠ࣆߴͶΓͮͱͺ෯ߏௗʤگແक

ʤ̓ʥָਫ਼ָ;ٶम৮ͶͤؖΖࣆߴ

ࣆʥΉͪͺ෯ߏௗʤָਫ਼कࣆʥΝҗҽ

ʤ̔ʥָਫ਼ਫ਼ึͶͤؖΖࣆߴ

ͳ͢ͱՅ͓Ζɽ

ʤ̕ʥͨଠߊՌگແָ;ٶਫ਼ࢨͶͤؖΖࣆߴ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

1

2

212

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧



җҽճ໌

ָढ़ๅιϱνʖ
җҽճ

ஏҮڠಋڂݜιϱνʖ
җҽճ

җҽௗ

ιϱνʖௗ

ιϱνʖௗ

ߑҽ

җҽճ໌

क͵ॶ؇ࣆߴ

җҽௗ

ߑҽ

क͵ॶ؇ࣆߴ

ʤ̏ʥๅιΫϣϨτΡं

ʤ̏ʥιϱνʖௗ

ʤ̏ʥιϱνʖӣӨ؇ཀྵͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̐ʥ෯ιϱνʖௗ

ʤ̐ʥๅιΫϣϨτΡͶͤؖΖܔگ;ٶүܯժࣰࢬͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̑ʥ૱ແ՟ௗ

ʤ̑ʥๅιΫϣϨτΡࣰࠬࢬͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̐ʥๅιΫϣϨτΡ෯ं

ʤ̏ʥࣰࢬوఖࢬࣰ;ٶघॳఈด;Ͷրഉ
ʤ̐ʥๅιΫϣϨτΡϛϨεʖɾࣰࢬوଉɾࣰࢬوఈࢬࣰ;ٶघॳͶؖ͢ɾ֚وଉࣰࢬɾ
बஎబఊɾॱगߨྯ;ٶਬɾҩൕͶଲͤΖીɾด;Ͷॱगয়ڱࠬ

ʤ̑ʥๅιΫϣϨτΡ؇ཀྵं

ʤ̑ʥๅιΫϣϨτΡگү

ʤ̒ʥๅιΫϣϨτΡਬं

ʤ̒ʥϨηέ؇ཀྵ;ٶඉ࣎ߨಊܯժࡨఈด;Ͷࣰࢬ

ʤ̒ʥָਫ਼՟ௗ

ʤ̒ʥๅιΫϣϨτΡଲࡨ;ٶๅιΫϣϨτΡϛϨεʖӣ༽য়ڱՃͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̓ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं

ʤ̓ʥͨଠιϱνʖӣӨͶͤؖΖචགྷ͵ࣆߴ

ʤ̏ʥιϱνʖௗ

ʤ̏ʥιϱνʖӣӨ؇ཀྵͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̐ʥ෯ιϱνʖௗ

ʤ̐ʥؔۂةͳٗढ़૮ɾٗढ़ָ;ٶྙڢढ़ๅڛͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̑ʥ૱ແ՟ௗ

ʤ̑ʥޮߪ࠴ࣰࢬܯ;ٶժͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̕ʥๅιΫϣϨτΡکԿͶͤؖΖࠬݗ;ٶ౾

ʤ̒ʥٗढ़ௗ

ʤ̒ʥͨଠਫ਼ָ֖सͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̖ʥๅιΫϣϨτΡͶͤؖΖๅࠬ;ٶबஎ

ʤ̓ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं

ʤ̓ʥஎదࡔࢊݘͶͤؖΖࣆߴ

ๅιΫϣϨτΡ

ๅιΫϣϨτΡ

؇ཀྵҗҽճ

ं

ʤ̓ʥๅιΫϣϨτΡϱευϱφࢯࡨࡨఈࢬࣰ;ٶ
ʤ̔ʥྭીڒՆंݸݘમ

ʤ̗ʥࣰࢬوఖࢬࣰ;ٶघॳࣰࢬয়ڱՃݡ;ٶ͢
ʤʥͨଠๅιΫϣϨτΡͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̔ʥҪఽࢢૌ͓ਫ਼࢘༽ͶͤؖΖࣆߴ
ʤ̏ʥ෯ߏௗʤگແकࣆʥ

ʤ̏ʥιϱνʖૌ৭ӣӨͶܐΖસൢదࣆߴ

ʤ̐ʥ෯ߏௗʤߊՌௗʥ

ʤ̐ʥιϱνʖ৮ҽݜरܯ༽ࡀ;ٶժͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̑ʥָढ़ๅιϱνʖௗ

ʤ̑ʥͨଠιϱνʖͶͤؖΖ॑གྷࣆߴ

ๅιΫϣϨτΡ

ๅιΫϣϨτΡ

ਬҗҽճ

ਬं

ʤ̏ʥๅιΫϣϨτΡਬं

ʤ̏ʥๅιΫϣϨτΡͶͤؖΖదٗ;ٶढ़దୌ৻٠

ʤ̐ʥๅιΫϣϨτΡਬҽ

ʤ̐ʥๅεητϞͶؖΚΖๅιΫϣϨτΡϱευϱφਫ਼࣎ଲԢ
ʤ̑ʥๅιΫϣϨτΡंɾๅιΫϣϨτΡ෯ं;ٶๅιΫϣϨτΡ؇ཀྵं

ٗढ़گүࢩԋιϱνʖ

ٗढ़گүࢩԋ

ʤ̒ʥஏҮڠಋڂݜιϱνʖௗ

ӣӨҗҽճ

ιϱνʖௗ

ʤ̓ʥٗढ़گүࢩԋιϱνʖௗ

ʤ̏ʥָ߶گүؖؽंܐؖ

ʤ̏ʥຌߏӣӨͶͤؖΖ॑གྷࣆߴ

ʤ̔ʥࣆແ෨ௗ

ʤ̐ʥຌߏॶࡑͤΖஏҮگүंܐؖ

ʤ̐ʥຌߏگүڂݜಊͶͤؖΖ͞ͳ

దٗ;ٶढ़దཱི͖Δঁࢩ;ٶݶԋ

ʤ̕ʥٗढ़ௗ;ٶ෯ٗढ़ௗ

ӣӨࣀճ٠

҈સӶਫ਼җҽճ

ʤ૱ແकࣆʥ

ʤ̑ʥຌߏॶࡑͤΖஏ๏࣑ࣙର ंܐؖʤ̑ʥຌߏָਫ਼ਫ਼ͶͤؖΖ͞ͳ

ͶΓΕમड़

ʤ̒ʥຌߏॶࡑͤΖஏҮऀճۂࢊ;ٶֆंܐؖ

ʤ̒ʥຌߏͳஏҮऀճۂࢊ;ٶֆͳ࿊ܠͶͤؖΖ͞ͳ

ʤ̏ʥ෯ߏௗʤ૱ແकࣆʥ

ʤ̓ʥຌߏଖंۂͺर྅ं

ʤ̓ʥͨଠߏௗ͗චགྷͳΌͪࣆߴ

ʤ̐ʥ૱ແ՟ௗ

ʤ̔ʥͨଠߏௗ͗චགྷͳΌͪं

ʤ̑ʥӶਫ਼؇ཀྵं

ʤ̏ʥߏௗ

ʤ̖ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं

෯ߏௗ

җҽޕમ

ʤ̒ʥ҈સ؇ཀྵं

ಢཱིߨ๑ਕࠅཱི߶ָߏگߑؽ৮ҽ҈સӶਫ਼؇ཀྵوଉ

ʤ̓ʥӶਫ਼؇ཀྵ୴ं

ড়̐ߴ֦ߺ;ٶ̑ߴ֦ߺͶ͝ܟΖࣆߴ

ηνρϓճ٠

ߏௗ

ʤ̐ʥ֦෯ߏௗ

ຌߏӣӨঀ՟ୌͶͯ͏ͱқިݡΝߨ͑



ʤ̑ʥࣆແ෨ௗ

ʤ̔ʥ҈સ؇ཀྵ୴ं
ʤ̕ʥࢊۂҫ
ʤ̖ʥ҈સӶਫ਼Ͷݩܨؖ͢Ν༙ͤΖ͖͑ͬΔߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं

ୣ্֒मָࢩԋ

෯ߏௗ

җҽճ

ʤָਫ਼कࣆʥ
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ʤ̏ʥ෯ߏௗʤگແकࣆʥ

ʤ̏ʥࢩԋଲেָਫ਼݀ఈࢩ;ٶԋ๏ਓͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̐ʥ෯ߏௗʤָਫ਼कࣆʥ

ʤ̐ʥγϛʖφοʖϞઅߑ;ٶҽͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̑ʥָਫ਼૮࣪ௗ

ʤ̑ʥୣ্͍֒Ζָਫ਼ࢩԋͶ͖͖ΖݜरͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̒ʥָਫ਼૮࣪ҽ

ʤ̒ʥͨଠୣ্͍֒Ζָਫ਼ࢩԋͶͱؖ͢චགྷͳΌΔΗΖ͞ͳɽ

ʤ̓ʥָਫ਼՟ௗ
ʤ̔ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं
ʤ̏ʥߏௗ

ϛϨεʖͶ͝ܟΖ͏ͣΌࢯଲࡨΝ૱ద͖ͯްՎదͶਬͤΖͪΌɾචགྷ͵ࣆߴ

ʤ̐ʥ෯ߏௗʤָਫ਼कࣆʥ
͏ͣΌࢯଲࡨҗҽճ

ߏௗ

ʤ̑ʥָਫ਼૮࣪ௗ
ʤ̒ʥࣆແ෨ௗ
ʤ̓ʥָਫ਼՟ௗ
ʤ̔ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं
ʤ̏ʥ෯ߏௗʤڂݜकࣆʥ

ਕΝଲেͳͤΖྛڂݜཀྵ

෯ߏௗ

৻ࠬҗҽճ

ʤڂݜकࣆʥ

ʤ̏ʥܯڂݜժ৻ࠬͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̐ʥஏҮڠಋڂݜιϱνʖௗ

ʤ̐ʥڂݜྛཀྵదୌͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̑ʥஏҮڠಋڂݜ෯ιϱνʖௗ

ʤ̑ʥڂݜ҈સͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̒ʥྛཀྵ;ٶ๑ཱΝਕชʀऀճՌָ༙ࣟं

ʤ̒ʥͨଠऀճཀྵմΝಚͪనਜ਼͵ڂݜࣰࢬ֮ฯͶͤؖΖ͞ͳɽ

ʤ̓ʥҫָʀҫྏՊɾࣙષՌָ༙ࣟं

ʤ̔ʥҲൢཱིं
ʤ̕ʥͨଠߏௗ͗ࢨ໌ͪ͢ं

Ϩηέ؇ཀྵҗҽճ

Ϩηέ؇ཀྵ
ं

ʤ̏ʥϨηέ؇ཀྵं

ʤ̏ʥຌߏϨηέ؇ཀྵରͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̐ʥ֦෯ߏௗ

ʤ̐ʥϨηέ؇ཀྵͶͤؖΖوఖ;ٶϜωϣΠϩඍͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̑ʥࣆແ෨ௗ

ʤ̑ʥϨηέ؇ཀྵگүͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̒ʥ֦՟ௗ

ʤ̒ʥϨηέࡑݨԿࢯͶͤؖΖࣆߴ

ʤ̓ʥͨଠߏௗ͗චགྷͳΌͪं

ʤ̓ʥϨηέ࠸ࢯͶͤؖΖࣆߴ



ʤ̔ʥͨଠϨηέ؇ཀྵͶͤؖΖࣆߴ
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㸦㸧
➨㸷᮲ ᮏᰯ㸪ᩍົ㸪Ꮫ⏕ཬࡧᑅົࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ᩍົࡣᩍᤵࢆࡶࡗ࡚㸪Ꮫ⏕ཬࡧᑅົࡣᩍᤵཪࡣᩍᤵࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
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㸲 Ꮫ⏕ࡣ㸪ᰯ㛗ࡢࢆཷࡅ㸪Ꮫ⏕ࡢཌ⏕⿵ᑟ㛵ࡍࡿࡇ㸦ᑅົࡢᡤᤸᒓࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ
㸳 ᑅົࡣ㸪ᰯ㛗ࡢࢆཷࡅ㸪ᐤᐟ⯋࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢཌ⏕⿵ᑟ㛵ࡍࡿࡇࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍဨ⤌⧊➼つ⛬㸦ᢤ⢋㸧
➨㸱❶ ᰯ㛗

➨㸲᮲ ᮏᰯᰯ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ᰯ㛗ࡣ㸪ᮏつ⛬➨㸳᮲➨㸯㡯ᥖࡆࡿ⥲ົ㸪➨㸴᮲➨㸯㡯ᥖࡆࡿ◊✲㸪Ꮫ๎➨㸷᮲➨㸯㡯ᥖࡆࡿ
ᩍົ㸪Ꮫ⏕ཬࡧᑅົ୪ࡧᮏつ⛬➨᮲➨㸯㡯ᥖࡆࡿᑓᨷ⛉㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸱 ᰯ㛗ࡣ㸪ᮏつ⛬➨㸳᮲➨㸱㡯ྛྕ㸪➨㸴᮲➨㸱ྕྛྕ㸪Ꮫ๎➨㸷᮲➨㸱㡯ࡽ➨㸳㡯ࡲ࡛ཬࡧᮏつ⛬➨᮲➨
㸰㡯ྛྕᥖࡆࡿ⫋ົࡢ㸪ᰯ㛗ࡢࡼࡾᰯ㛗ࡢ⫋ົࢆ⿵బࡍࡿࡶࡑࡢ୍㒊ࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ
㸲 ᰯ㛗㸦⥲ົ㸧ࡣ㸪ᰯ㛗ࡀᅾࡢࡁࡣࡑࡢ⫋ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ

➨㸲❶ ⥲ົཬࡧ◊✲

➨㸳᮲ ᮏᰯ⥲ົࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ⥲ົࡣ㸪ᮏᰯࡢᩍᤵࡢ࠺ࡕࡽᰯ㛗ࡀᣦྡࡍࡿࠋ
㸱 ⥲ົࡣ㸪ḟࡢ㡯㛵ࡍࡿࡇࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ
୍ ᑗ᮶ᵓ㛵ࡍࡿ㡯
 ᗈሗ㛵ࡍࡿ㡯
୕ ᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿ㡯
ᅄ ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬࣭ᖺᗘィ⏬㛵ࡍࡿ㡯
 ⮬ᕫⅬ᳨ཬࡧホ౯㛵ࡍࡿ㡯
භ ᶵ㛵ูㄆドホ౯㛵ࡍࡿ㡯
 ࡑࡢᰯ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡿ㡯
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ጤࠉဨࠉࠉྡ








➨㸯ᅇ




































㸦+㸧ᖺᗘ

㐠Ⴀㅎၥ㆟

㸦+㸧ᖺᗘ



➨㸱ᅇ

➨㸯㸶ᅇ

➨㸱ᅇ


➨㸯ᅇ
➨㸰ᅇ
 
➨㸯㸴ᅇ
➨㸯㸵ᅇ
 
➨㸯ᅇ
➨㸰ᅇ
 
㸦+㸧ᖺᗘ
➨㸯㸴ᅇ


ࢫࢱࢵࣇ㆟

㸦+㸧ᖺᗘ

➨㸯ᅇ

➨㸯㸴ᅇ

➨㸯ᅇ


➨㸱ᅇ


㸦+㸧ᖺᗘ

➨㸱ᅇ


㸦+㸧ᖺᗘ

➨㸰ᅇ


ᑅົጤဨ

 
 

➨㸲ᅇ

➨㸯㸷ᅇ

➨㸲ᅇ


➨㸲ᅇ


➨㸲ᅇ


➨㸳ᅇ

➨㸰㸮ᅇ

➨㸳ᅇ


➨㸳ᅇ


➨㸳ᅇ


➨㸴ᅇ

➨㸰㸯ᅇ

➨㸴ᅇ


➨㸴ᅇ


➨㸴ᅇ


➨㸴ᅇ

➨㸰㸯ᅇ

➨㸴ᅇ




➨㸵ᅇ

➨㸰㸰ᅇ

➨㸵ᅇ


➨㸵ᅇ


➨㸵ᅇ


➨㸵ᅇ

➨㸰㸰ᅇ

➨㸵ᅇ


ྛጤဨ➼㛤ദ≧ἣ୍ぴ
➨㸰ᅇ
➨㸱ᅇ
➨㸲ᅇ
➨㸳ᅇ
➨㸴ᅇ
➨㸵ᅇ

 

 


 
 

  
     
    
     
    

     

 

 
    
 
 
    


  
     
 

  
     
     
  

   






➨㸯ᅇ
➨㸰ᅇ
➨㸱ᅇ
➨㸲ᅇ
➨㸳ᅇ

   
➨㸯㸴ᅇ
➨㸯㸵ᅇ
➨㸯㸶ᅇ
➨㸯㸷ᅇ
➨㸰㸮ᅇ
    
➨㸯ᅇ
➨㸰ᅇ
➨㸱ᅇ
➨㸲ᅇ
➨㸳ᅇ

  

㸦+㸧ᖺᗘ
➨㸯㸴ᅇ
➨㸯㸵ᅇ
➨㸯㸶ᅇ
  

ᖺࠉᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ
㸦+㸧ᖺᗘ

➨㸰ᅇ


ᩍົጤဨ

ேࢆᑐ㇟ࡍࡿ◊✲⌮ᑂᰝጤဨ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨ

࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ጤဨ

Ꮫ⏕ᨭᇶ㔠ጤဨ

⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ᐊ㆟

ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨ

ᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ

Ᏻ⾨⏕ጤဨ

ᑓᨷ⛉ጤဨ

ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ጤဨ

Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ጤဨ

Ꮫ⏕ጤဨ

ධᏛヨ㦂ጤဨ

⥲ົጤဨ

㐠Ⴀጤဨ

ᩍဨ㆟

➨㸶ᅇ

➨㸷ᅇ

➨㸯㸮ᅇ




➨㸯㸯ᅇ



➨㸯㸰ᅇ



➨㸯㸱ᅇ

➨㸷ᅇ

➨㸰㸲ᅇ
➨㸷ᅇ


➨㸶ᅇ


➨㸷ᅇ


➨㸷ᅇ

➨㸰㸲ᅇ

➨㸷ᅇ


➨㸶ᅇ

➨㸰㸱ᅇ

➨㸶ᅇ


➨㸶ᅇ

➨㸰㸱ᅇ

➨㸶ᅇ


 

 


➨㸯㸮ᅇ


➨㸯㸮ᅇ

➨㸰㸳ᅇ

➨㸯㸮ᅇ


➨㸯㸮ᅇ

➨㸰㸳ᅇ

➨㸯㸮ᅇ




➨㸯㸰ᅇ

➨㸰㸵ᅇ

➨㸯㸰ᅇ


➨㸯㸰ᅇ

➨㸰㸵ᅇ

➨㸯㸰ᅇ






➨㸯㸳ᅇ

➨㸯㸲ᅇ


➨㸯㸳ᅇ


➨㸯㸳ᅇ


➨㸯㸱ᅇ
➨㸯㸲ᅇ
➨㸯㸳ᅇ
  
➨㸰㸶ᅇ
➨㸰㸷ᅇ
➨㸱㸮ᅇ

➨㸯㸱ᅇ


➨㸯㸱ᅇ
➨㸯㸲ᅇ
➨㸯㸳ᅇ



➨㸰㸶ᅇ

➨㸯㸱ᅇ
➨㸯㸲ᅇ
➨㸯㸳ᅇ
  





➨㸯㸲ᅇ

➨㸯㸯ᅇ
➨㸯㸰ᅇ
➨㸯㸱ᅇ
➨㸯㸲ᅇ
   

➨㸯㸯ᅇ

➨㸰㸴ᅇ

➨㸯㸯ᅇ


➨㸯㸯ᅇ

➨㸰㸴ᅇ

➨㸯㸯ᅇ




   


     

    
 

 
 


Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸱㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧
㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸴㸧㸫㸯

➨㸴᮲ ᮏᰯ◊✲ࢆ⨨ࡃࠋ

㸰 ◊✲ࡣ㸪ᮏᰯࡢᩍᤵࡢ࠺ࡕࡽᰯ㛗ࡀᣦྡࡍࡿࠋ

㸱 ◊✲ࡣ㸪ḟࡢ㡯㛵ࡍࡿࡇࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ

ࠕྛጤဨࡢάື≧ἣࠖ



୍ ◊✲ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿ㡯

 ♫㐃ᦠࡢ⤫ᣓ㛵ࡍࡿ㡯

୕ እ㒊㈨㔠⋓ᚓࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ㡯

ᅄ ▱ⓗ㈈⏘ฟ➼㛵ࡍࡿ㡯

➨㸵᮲ ⥲ົཬࡧ◊✲ࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺࡋ㸪௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪Ḟဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᚋ௵⪅ࡢ௵ᮇࡣ㸪
 ࡑࡢᰯ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡿ㡯

๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ




➨㸳❶ ⥲ົ⿵㸪ᩍົ⿵㸪Ꮫ⏕⿵ཬࡧᑅົ⿵

➨㸶᮲ ᮏᰯ㸪⥲ົ⿵㸪ᩍົ⿵㸪Ꮫ⏕⿵ཬࡧᑅົ⿵㸦௨ୗ㺀⿵㺁⥲⛠ࡍࡿࠋ
㸧ࢆ⨨ࡁ㸪ᩍဨࢆ

㸰 ๓㡯ᐃࡵࡿ⥲ົ⿵ࡣ㸰ྡ㸪ᩍົ⿵ཬࡧᏛ⏕⿵ࡣྛ㸱ྡ㸪ᑅົ⿵ࡣ㸲ྡࡍࡿࠋ
ࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

㸱 ⿵ࡣ㸪ᙜヱࡢ⫋ົࢆ⿵బࡍࡿࠋ

➨㸷᮲ ⿵ࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺࡋ㸪௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪Ḟဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᚋ௵⪅ࡢ௵ᮇࡣ㸪ཎ๎ࡋ࡚๓௵
⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ




➨㸴❶ Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㛗ཬࡧᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗

➨᮲ ᮏᰯ㸪Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㛗ཬࡧᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦௨ୗ㺀ࢭࣥࢱ࣮㛗㺁⥲⛠ࡍࡿࠋ
㸧ࢆ⨨ࡁ㸪ᩍᤵཪ

㸰 Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ᰯ㛗ࡢࢆཷࡅ㸪Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົ㛵ࡍࡿࡇࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ
ࡣᩍᤵࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

➨᮲ ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺࡋ㸪௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪Ḟဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᚋ௵⪅ࡢ௵ᮇࡣ㸪๓௵⪅ࡢṧ
㸱 ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ᰯ㛗ࡢࢆཷࡅ㸪ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົ㛵ࡍࡿࡇࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ

௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ


➨㸵❶ ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗

➨  ᮲ ᮏᰯ㸪࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ᩍဨࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

㸰 ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㸪ᰯ㛗ࡢࢆཷࡅ㸪࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົ 㛵ࡍࡿࡇࢆᤸ⌮ࡍ

ࡿࠋ

➨  ᮲ ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ௵ᮇࡣ㸯ᖺࡋ㸪௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪Ḟဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᚋ௵⪅ࡢ௵ᮇ

ࡣ㸪๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ




㸦ฟ ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࣇࣝࢧ࣮ࣂ࣮ࠖࡼࡾᢤ⢋ࡋసᡂ㸧



㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᏛ๎ཬࡧⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᩍဨ⤌⧊➼つ⛬ࡼࡾᢤ⢋㸧

7
8

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸴㸧㸫㸰
㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯

ࠕྛጤဨࡢ㛤ദ≧ἣࠖ

ࠕ༴ᶵ⟶⌮➼ࡢつ⛬ࠖ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

1
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧
㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࣜࢫࢡ⟶⌮つ⛬
つ๎➨ྕ
ไ  ᐃ ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥


㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢつ๎ࡣ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨ୗࠕᮏᰯࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮యไࢆᩚഛࡋ㸪ࣜࢫࢡࡢⓎ⏕ࡢ
㜵ṆཪࡣࣜࢫࢡࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢᦆኻࡢᅇ㑊㸪㍍ῶཬࡧ⛣㌿➼ࡢࣜࢫࢡᑐᛂࢆᅗࡾ㸪ࡶࡗ࡚ᮏᰯࡢᴗົࡢ࡞㐠
Ⴀ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

㸦ᐃ⩏㸧
➨㸰᮲ ࡇࡢつ๎࠾࠸࡚㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀᙜヱྛྕࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡿࠋ
୍ ᩍ⫋ဨ ᩍဨ㸦≉ᩍᤵ㸪≉ㅮᖌ➼ࢆྵࡴ㸧㸪⫋ဨ㸦ᢏ⾡ᑓ㛛ဨ㸪ᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨ➼ࢆྵࡴ㸧㸪㠀ᖖ⫋ဨ㸪
㠀ᖖㅮᖌ㸪Ꮫᰯ་㸪࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸪㞠⏝⫋ဨཬࡧປാ⪅ὴ㐵㛵ࡍࡿᇶᮏዎ⣙ᇶ࡙ࡁᮏᰯὴ㐵ࡉࢀᴗົ
ࢆ⾜࠺⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
 Ꮫ⏕ ᮏ⛉⏕㸪ᑓᨷ⛉⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕㸪◊✲⏕㸪≉ู⫈ㅮᏛ⏕➼㸪ᮏᰯ࡛ಟᏛࡍࡿࡍ࡚ࡢ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
୕ ࣜࢫࢡ ᮏᰯࡢཬࡧ┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉࢆ࠸࠺ࠋ
ᅄ ࣜࢫࢡ⟶⌮ ࣜࢫࢡࡢ㢧ᅾࡢ㜵Ṇཪࡣࣜࢫࢡࡀ㢧ᅾࡋࡓሙྜࡢᦆኻࡢᅇ㑊㸪㍍ῶཬࡧ⛣㌿➼ࡢࣜࢫࢡᑐᛂ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

ࢆᅗࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ




㸦ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅㸧
➨㸱᮲ ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓࣜࢫࢡ⟶⌮つ๎➨㸳᮲ᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᰯࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ࢆ⨨ࡁ㸪ᰯ㛗
ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ
㸰 ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ࡣ㸪ᮏᰯ࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ

㸦ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨ㸧
➨㸲᮲ ᮏᰯ࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢࡓࡵ㸪ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࠋ
୍ ᮏᰯࡢࣜࢫࢡ⟶⌮యไ㛵ࡍࡿ㡯
 ࣜࢫࢡ⟶⌮㛵ࡍࡿつ⛬ཬࡧ࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢᩚഛ㛵ࡍࡿ㡯
୕ ࣜࢫࢡ⟶⌮ᩍ⫱㛵ࡍࡿ㡯
ᅄ ࣜࢫࢡࡢ㢧ᅾ㜵Ṇ㛵ࡍࡿ㡯
 ࣜࢫࢡࡢⓎ㜵Ṇ㛵ࡍࡿ㡯
භ ࡑࡢࣜࢫࢡ⟶⌮㛵ࡍࡿ㡯

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㸦ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᵓᡂဨ㸧
➨᮲ ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆᮏ㒊ဨࡋ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ

㸦ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨࡢᵓᡂဨ㸧

୍ ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨጤဨ

➨㸳᮲ ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆጤဨࡋ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ


 ࡑࡢᰯ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅

୍ ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅


 ྛᰯ㛗

㸦ᮏ㒊㛗ཬࡧᮏ㒊㛗㸧

୕ ົ㒊㛗
ᅄ ྛㄢ㛗

➨᮲ ᑐ⟇ᮏ㒊ᮏ㒊㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

 ࡑࡢᰯ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓ⪅

㸰 ᑐ⟇ᮏ㒊ᮏ㒊㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ᮏ㒊㛗ࡀᣦྡࡍࡿᰯ㛗ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ




㸦Ꮫእ᭷㆑⪅ࡢཧ⏬㸧

㸦ጤဨ௨እࡢ⪅ࡢฟᖍ㸧
➨㸴᮲ ጤဨ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓࡁࡣ㸪ጤဨ௨እࡢ⪅ࢆ㆟ฟᖍࡉࡏ㸪ពぢࢆ⫈ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨᮲ ᮏ㒊㛗ࡀᚲせㄆࡵࡓሙྜࡣ㸪ᑐ⟇ᮏ㒊Ꮫእ᭷㆑⪅ࢆཧ⏬ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ




㸦⛎ᐦಖᣢ⩏ົ㸧

㸦ጤဨ㛗㸧

➨᮲ ᩍ⫋ဨࡣ㸪ࡇࡢつ๎ᇶ࡙ࡃᮏᰯࡢࣜࢫࢡ⟶⌮㛵ࡍࡿᥐ⨨࡞ࢆ❧࣭ᐇࡍࡿ㐣⛬࠾࠸࡚▱ࡾᚓࡓ⛎

➨㸵᮲ ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁ㸪ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

ᐦࢆ₃ὤࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰 ጤဨ㛗ࡣ㸪ጤဨࢆᣍ㞟ࡋ㸪ࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋ
㸱 ጤဨ㛗ࡀᅾࡢࡁࡣ㸪ᰯ㛗㸦⥲ົ㸧ࡀࡑࡢ⫋ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ





㸦ࣜࢫࢡ⟶⌮ᴗົ㛵ࡍࡿົ㸧
➨᮲ ࣜࢫࢡ⟶⌮ᴗົ㛵ࡍࡿົࡣ㸪⥲ົㄢ࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪༴ᶵ㇟ࡢⓎ⏕➼㸪⥭ᛴ࠾࠸࡚

㸦ࣜࢫࢡࡢ㢧ᅾࡢᑐᛂ㸧

ࡣ㸪ࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ

➨㸶᮲ ᩍ⫋ဨࡣࣜࢫࢡࡀ㢧ᅾࡋࡓሙྜཪࡣ㢧ᅾࡋࡓᐃࡉࢀࡿሙྜ㸦௨ୗࠕ༴ᶵ㇟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧㸪㏿ࡸ


ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦㞧๎㸧

㸰 ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ࡣ๓㡯ࡢሗ࿌ࢆཷࡅ㸪⤌⧊ⓗ࣭㞟୰ⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせุ᩿ࡋࡓሙྜ㸪ᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ

➨᮲ ࡇࡢつ⛬ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ᮏᰯࡢࣜࢫࢡ⟶⌮㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯ࡣ㸪ูᐃࡵࡿࠋ

㸱 ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ࡀ㸪➨㸯㡯ࡢሗ࿌ࢆཷࡅ㸪⤌⧊ⓗ࣭㞟୰ⓗ࡞ᑐᛂཬࡤ࡞࠸ุ᩿ࡋࡓሙྜ㸪㇟ࡢົ⤌⧊



➼ࡢ㈐௵⪅ᑐᛂࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ౫㢗ࡉࢀࡓ㈐௵⪅ࡣᑐᛂ⤖ᯝࢆࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵⪅ሗ࿌ࡍࡿࠋ

㝃 ๎



㸯 ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㸦ᑐ⟇ᮏ㒊㸧

㸰 ࡇࡢつ⛬ࡢ⾜ࡼࡾ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ༴ᶵ⟶⌮ᑐ⟇ᐊつ⛬㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥ไᐃ㸧ࡣ㸪ᗫṆࡍࡿࠋ


➨㸷᮲ ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣ㸪༴ᶵ㇟క࠺ḟࡢ㡯㛵ࡋ࡚㸪㎿㏿ࡘ㐺ษᑐฎࡍࡿࠋ



୍ ༴ᶵ㇟㛵ࡍࡿሗ㞟

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

 Ꮫ⏕㸪ᩍ⫋ဨ㸪ᆅᇦఫẸ➼ࡢᏳ☜ಖ
୕ ᦆኻࡢᅇ㑊㸪㍍ῶཬࡧ⛣㌿㜵Ṇ➼ࡢᥐ⨨
ᅄ 㛵ಀᶵ㛵ࡢᑐᛂ
 㢧ᅾࡋࡓせᅉࡢศᯒ
භ ࡑࡢ༴ᶵ㇟ࡢⓎ⏕క࠸ᚲせ࡞ࡿᥐ⨨
㸰 ༴ᶵ㇟ࡢ᮰ᚋ㸪ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨ༴ᶵ㇟ࡢⓎ⏕ࡽ᮰ࡲ࡛ࡢ⤒⦋ཬࡧⓎ⏕せᅉࡢศᯒ⤖ᯝ
ࢆሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

4

5
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㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

୍ Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ጤဨጤဨࡢ࠺ࡕ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿ



  ⪅

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⤌⧊యไ㛵ࡍࡿつ⛬

  ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿᢏ⾡⫋ဨ 㸯ྡ
つ๎➨ྕ

 ୕ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅ࡀᣦྡࡍࡿົ⫋ဨ 㸯ྡ

ไ  ᐃ ᖹᡂᖺ㸳᭶᪥

 ᅄ ࡑࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅ࡀᚲせㄆࡵࡿᩍ⫋ဨ

୍㒊ᨵṇ ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥



୍㒊ᨵṇ ௧ඖᖺ㸶᭶㸯᪥

㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡢタ⨨ཬࡧᴗົ㸧

㸦㊃᪨㸧

➨㸳᮲ ᑐ⟇つ๎➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᰯሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࢆ⨨ࡃࠋ

➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᶵᵓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮ᑐ⟇つ๎㸦ᵓつ๎➨ྕࠋ௨ୗ

㸰 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡣ㸪ᮏᰯ࠾ࡅࡿḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᑓ㛛ⓗཬࡧᢏ⾡ⓗၥ

ࠕᑐ⟇つ๎ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦௨ୗࠕᮏᰯࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾ࡅࡿሗࢭ࢟ࣗࣜ

㢟ࡢᑂ㆟ࡣሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨጤࡡࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ࢸ⤌⧊యไࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

୍ ᐇつ⛬ཬࡧᐇᡭ㡰ࡢไᐃ୪ࡧᨵᗫ



 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮ᇶᮏ᪉㔪㸪ᐇつ๎㸪ᐇつᐃཬࡧᐇᡭ㡰㛵ࡋ㸪ᙜヱつ๎➼ࡢᐇ㸪࿘▱ᚭᗏ
㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿᙺ⫋ࡢタ⨨㸧

㑂Ᏺཬࡧບ⾜ࡢ᥎㐍㸪㐪ᑐࡍࡿᥐ⨨㸪୪ࡧ㑂Ᏺ≧ἣࡢㄪᰝ

➨㸰᮲ ᑐ⟇つ๎➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᰯࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵ࢆᣢࡘᙺ⫋ࡋ࡚㸪ᮏᰯḟࡢྛྕᥖࡆ

୕ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᩍ⫱

ࡿ⫋ࢆ⨨ࡁ㸪ᙜヱྛྕᐃࡵࡿ⫋ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

ᅄ ࣜࢫࢡ⟶⌮ཬࡧ㠀ᖖ⾜ືィ⏬ࡢ⟇ᐃ୪ࡧᐇ

  ୍ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ ᰯ㛗

 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺ㜵Ṇ⟇ࡢ⟇ᐃཬࡧᐇ

   ༊ᇦሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ ᰯ㛗

භ እᥐ⨨ࡢチྍᶒ㝈⪅ࡢ㑅௵

  ୕ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮⪅   ྛ⣔㛗

 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢᙉ㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᳨ウ

ᑓᨷ⛉㛗

ඵ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿሗࡢㄪᰝཬࡧ࿘▱

ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗

 ᐇつ⛬ཬࡧᐇᡭ㡰ࡢᐇ≧ἣࡢホ౯ཬࡧぢ┤ࡋ

ᢏ⾡ᩍ⫱ᨭࢭࣥࢱ࣮㛗

༑ ࡑࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ㡯

Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮㛗



⥲ົㄢ㛗

㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡢᵓᡂဨ㸧

Ꮫ⏕ㄢ㛗

➨㸴᮲ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡣ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ࢆጤဨ㛗ࡋ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆጤဨࡋ࡚

  ᅄ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅ Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㛗

⤌⧊ࡍࡿࠋ



  ୍ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅
㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ࡢタ⨨㸧

   ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮⪅

➨㸱᮲ ᑐ⟇つ๎➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ࢆ⿵బࡋᴗົࢆ௦⾜ࡉࡏࡿࡓࡵሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

  ୕ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅

㈐௵⪅ࢆ⨨ࡁ㸪ḟࡢྛྕࡢ⫋ࢆᣢࡗ࡚࡚ࡿࠋ

㸰 ๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ࡣᚲせᛂࡌ࡚ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡢጤဨࢆูᐃ

  ୍ ᰯ㛗㸦⥲ົ㸧

ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

   ົ㒊㛗

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ဨࡢタ⨨㸧
➨㸲᮲ ᑐ⟇つ๎➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᰯࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗཬࡧᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡢᑐᛂࢆ⾜ࢃࡏ
ࡿࡓࡵ㸪ᮏᰯሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ဨࢆ⨨ࡁ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⫋ࢆࡶࡗ࡚࡚ࡿࠋ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

6

7
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㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧
㈨ᩱ㸲㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸰

㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨࡢタ⨨ཬࡧᴗົ㸧

ࠕ༴ᶵ⟶⌮యไࠖ

➨㸵᮲ ᑐ⟇つ๎➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᰯሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
㸰 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨࡣ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ⾜࠺ࠋ
 ୍ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗཬࡧᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡢᑂ㆟
  ሗࢩࢫࢸ࣒㛵ࢃࡿሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣥࢩࢹࣥࢺࡢⓎ⏕ࡢᑐᛂ
 ୕ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ཬࡧሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮⪅ࡢᑓ㛛ⓗཬࡧᢏ⾡ⓗ❧ሙ
ࡽࡢຓゝཬࡧᨭ

㸦ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨࡢᵓᡂဨ㸧
➨㸶᮲ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨࡣ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍㈐௵⪅ࢆጤဨ㛗ࡋ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿ⪅ࢆጤဨ
ࡋ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
  ୍ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ဨ
 ࡑࡢ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ࡀᚲせㄆࡵࡿ⪅

㸦⟶⌮㐠Ⴀ㒊⨫㸧
➨㸷᮲ ᑐ⟇つ๎➨᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁ㸪ᮏᰯሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ⟶⌮㐠Ⴀ㒊⨫ࢆタ⨨ࡋ㸪⥲ົㄢࢆࡶࡗ࡚
࡚ࡿࠋ
㸰 ⟶⌮㐠Ⴀ㒊⨫ࡣ㸪ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ཪࡣሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅ࡢᣦ♧ࡼࡾ㸪ḟࡢྛྕᥖࡆࡿᴗົ
ࢆ⾜࠺ࠋ
  ୍ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᴗົ
   ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨࡢᑂ㆟㛵㐃ࡍࡿ㡯ࡢྲྀࡾࡲࡵ
  ୕ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ㐃⤡㏻ሗ
  ᅄ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿᩥ᭩ࡢಖ⟶




㝃 ๎

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ༴ᶵ⟶⌮࣐ࢽࣗࣝࡼࡾᢤ⢋㸧

ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸳᭶᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㸰 Ꮫ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ጤဨつ⛬㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥⾜㸧➨㸰᮲➨㸰ྕࡽ➨㸲ྕࡲ࡛ᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ྠ᮲ࡢつᐃࢃࡽࡎ㸪ᙜศࡢ㛫㸪ࡇࡢつ⛬➨㸳᮲➨㸯㡯つᐃࡍࡿሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮ጤဨཪࡣ➨㸵᮲
➨㸯㡯つᐃࡍࡿሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᥎㐍ጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣ㸪௧ඖᖺ㸶᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

㸦ฟ㸸Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ +3㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࣜࢫࢡ⟶⌮つ⛬ཬࡧⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼
ᑓ㛛Ꮫᰯሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⤌⧊యไ㛵ࡍࡿつ⛬ࡼࡾ㸧
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ࠕ㐀ᕤᏛϩ๓ᮇ࢞ࢲࣥࢫ㈨ᩱࠖ

㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸷

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸷㸦⥆ࡁ㸧

ࠕ㐀ᕤᏛϩᚋᮇ࢞ࢲࣥࢫ㈨ᩱࠖ

㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧

㸦ḟ
࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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28
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸮

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸮㸦⥆ࡁ㸧

ࠕ㐀ᕤᏛϪ๓ᮇ࢞ࢲࣥࢫ㈨ᩱࠖ

㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
29
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸯

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸯㸦⥆ࡁ㸧

ࠕ㐀ᕤᏛϪᚋᮇ࢞ࢲࣥࢫࠖ

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

31

32
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸯㸦⥆ࡁ㸧
㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸰㸧
ࠕᐊ⹒ᕤᴗᏛࡢ༢㛵ࡍࡿ༠ᐃᐇせ㡯ࠖ

㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧
㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ղ㸫㸦㸰㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧
ࠕ㐀ᕤᏛϨࢩࣛࣂࢫࠖ

㸦ฟ ฟ Ꮫ⏕ㄢಖ⟶㈨ᩱ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸰

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧
ࠕ㐀ᕤᏛϩࢩࣛࣂࢫࠖ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ :HE ࢩࣛࣂࢫ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸱

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸰㸦⥆ࡁ㸧
ࠕ㐀ᕤᏛϪࢩࣛࣂࢫࠖ
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㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸲

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧
ࠕ㐀ᕤᏛϨᩍᮦసᡂ 3%/ᴫせࠖ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ :HE ࢩࣛࣂࢫ㸧

㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸴

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸳
ࠕ㐀ᕤᏛϪᚋᮇ࢞ࢲࣥࢫࠖ

ࠕ㐀ᕤᏛϩ ⣔ΰྜࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡘ࠸࡚ࠖ

㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
44
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸴㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸴㸦⥆ࡁ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
㸦ฟ ᤵᴗ㓄㈨ᩱ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸯㸧㸫㸵
ࠕᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘᏛእᐇ⩦ᐇ≧ἣࠖ

ࠕ 㧗ᑓࣇ࢛࣮࣒ࣛ 26 Ⓨ⾲㈨ᩱ㸦ᢤ⢋㸧ࠖ

㸦ฟ  㧗ᑓࣇ࢛࣮࣒ࣛ 26 Ⓨ⾲㈨ᩱ㸧
㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ➨㸯㸰ᅇᩍົጤဨ㈨ᩱ㸧
47

48
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㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸰

㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸱

ࠕࣇࣟࣥࢸࢥ࣮ࢫࡢල⌧㛵ࡍࡿ➨㸰ḟ⟅⏦㸦ᢤ⢋㸧ࠖ

ࠕᶵᲔタィ〇ᅗϪ ࢩࣛࣂࢫࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ➨㸯㸯ᅇ㐠Ⴀጤဨ㈨ᩱ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

49

50

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸳㸫㸯㸫ճ㸫㸦㸰㸧㸫㸱㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧
ࠕ⛉┠⤫ᣓ⾲ࠖ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ :HE ࢩࣛࣂࢫ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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53

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
56
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸯㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

㸦ฟ Ꮫ⏕ㄢಖᏑ㈨ᩱ㸧
㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧

58

57

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸯㸦⥆ࡁ㸧

ࠕࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ  ࢩࣛࣂࢫࠖ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ :HE ࢩࣛࣂࢫ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸰

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸱

ࠕL3DG  &KURPHERRN ࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࠖ

ࠕᩘᏛ⿵⩦ࡘ࠸࡚ࠖ


㸦ฟ ᮏᰯࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘ࢧࢺ㸧





㸦ฟ ᩘᏛᢸᙜᩍဨసᡂ㈨ᩱ㸧
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61

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ձ㸫㸦㸰㸧㸫㸲
ࠕ௧ඖᖺᗘ➨㸯ᅇᩍဨ㐃⤡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸯㸧㸫㸯
ࠕࢩࣛࣂࢫసᡂᡭ㡰ࠖ

㸦ฟ ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ➨㸰㸯ᅇᩍົጤဨ㈨ᩱ㸧


㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ➨㸱ᅇ )' 㒊 ㈨ᩱ㸧
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246

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸲㸧
ࠕᤵᴗ㛫ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠖ

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸳㸧
ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᏛ๎ࠖ㸦ᢤ⢋㸧
㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㸦␎㸧㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼

㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ➨㸯㸰ᅇᩍົጤဨ㈨ᩱ㸧

㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㸦␎㸧㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼
㸦ฟ Ꮫ⏕౽ぴ㸧

66
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ
㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸴㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸰㸫ղ㸫㸦㸴㸧
㸦⥆ࡁ㸧

ࠕ⏕⏘ᕤᏛ ࢩࣛࣂࢫࠖ

㸦ฟ Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࢩࣛࣂࢫ㸧

㸦ḟ࣮࣌ࢪ⥆ࡃ㸧
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Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ

㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸰㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸯㸧
ࠕ➨㸯㹼㸲Ꮫᖺࡢ㐍⣭ㄆᐃࡘ࠸࡚ࠖ

ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᏛᴗᡂ⦼ࡢホ౯୪ࡧㄢ⛬ࡢಟཬࡧ༞ᴗࡢㄆᐃ㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ
㸦ᢤ⢋㸧
㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㸦␎㸧㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼

㸦ฟ  ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ ➨㸳ᅇ ᩍဨ㆟グ㘓㸧
㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㸦␎㸧㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼
㸦ฟ Ꮫ⏕౽ぴ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸱㸧㸫㸯

㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸱㸧㸫㸰

ࠕ⏕⏘ᕤᏛㄢ㢟᥇Ⅼ୍ぴࠖ

ࠕ⏕⏘ᕤᏛᡂ⦼᥇Ⅼ⾲ࠖ

㸦ฟ ᩍဨಖᏑ㈨ᩱ㸧
㸦ฟ ᩍဨಖᏑ㈨ᩱ㸧
72
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㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸲㸧

㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫㸦㸳㸧

ࠕⱢᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯᏛᴗᡂ⦼ࡢホ౯୪ࡧㄢ⛬ࡢಟཬࡧ༞ᴗࡢㄆᐃ㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ
㸦ᢤ⢋㸧

ࠕ ᖺᗘ ᚋᮇᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ㛵ࡋ࡚ࠖ

㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㸦␎㸧㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼

㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㸦␎㸧㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼
㸦ฟ Ꮫ⏕౽ぴ㸧

㸦ฟ ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ➨㸯㸶ᅇᩍົጤဨ㈨ᩱ㸧
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㈨ᩱ㸳㸫㸱㸫ձ㸫 㸵 㸫㸰
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第２部『外部評価』

令和元年度運営諮問会議資料等
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令和元年度苫小牧工業高等専門学校運営諮問会議日程等

Ⅰ．日

時

令和２年５月２６日（火）

Ⅱ．議

～

６月３０日（火）

題
(1) 苫小牧高専の近況について

・・・・・・・・・・・・

資料１

(2) 昨年度の提言に関しての改善状況について

・・・・・・・・・・・・

資料２

(3) 自己点検・評価の結果について

・・・・・・・・・・・・

資料３

(4) その他
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１．苫小牧工業高等専門学校運営諮問会議委員名簿

稲

村

幸

男

苫小牧信用金庫業務推進部理事付主席営業推進役

金 谷

幸

弘

苫小牧市産業経済部長

北

裕

幸

国立大学法人北海道大学大学院情報科学研究院長・教授

小

山

征

三

苫小牧市議会議員

佐

藤

郁

子

苫小牧駒澤大学 国際文化学部 キャリア創造学科 教授

前

田

勝

也

苫小牧市中学校長会副会長・苫小牧市立啓北中学校長

溝

口

光

男

国立大学法人室蘭工業大学理事・副学長
（五十音順）
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議事(1) 苫⼩牧⾼専の近況について

【資料１】 苫⼩牧⾼専の近況について
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苫小牧高専の近況について

高専機構の第４期中期計画（2019～2024 年度）
教育の⾼度化：モデルコアカリキュラム（MCC）/コンピューターを⽤いた教育評価（CBT）
海 外 展 開：モンゴル、タイ、ベトナムを中⼼に KOSEN モデルの展開
研
そ

究：⾼専連携による研究展開「Society5.0 型未来技術⼈財育成事業」−外部資⾦の獲得
の

他：教育体制整備、情報セキュリティ⼈材育成、地域貢献、⽼朽化施設設備の改修

１．本校の動向
本校では現在、
「協働」をキーワードとして運営を⾏っています。⼀学科制（創造⼯学科）への
移⾏、苫⼩牧市役所・苫⼩牧商⼯会議所との連携協定、企業との協働教育などがその流れに沿っ
ています。専⾨教育を⼤事にしながらも、専⾨の枠を超えた分野ともコミュニケーションが取れ
る幅広い視野を持った⼈財を育成することを⽬指しています。専攻科も、2021 年度より⼀専攻（創
造⼯学専攻）への改組を予定しています。
２．協働教育に関する取組みの現状
２．１ 学内協働教育
専⾨の枠を超えた教員グループで創造⼯学（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）教育を⾏い、幅広い視野が⼯学には
必要であることを体感できるようにしています。
２．２ 学外との協働教育
地域の⽅々（同窓会、協⼒会等）との協働の下、創造⼯学、ジョブトーク、企業⼈訪問、企業研
究会などを通して、学⽣が地域・企業の現状や課題を⾒る⽬を養うようにしています。
さらに、苫⼩牧市役所および苫⼩牧商⼯会議所との連携協定を締結し⼈財育成をさらに深化さ
せることを進めています。これらの連携がサテライトオフィス（C-base）の設置に繋がり、企業
−⾏政−同窓会−学校が⼀体となって若い⼈財の育成を⾏う（協働教育）基盤ができ上りつつあ
ります。今後これらのひとネットワークを進化させ、さらに深化した⼈財育成システムが構築で
きるよう教職員⼀同取り組んでいます。
また、北海道警察との連携協定を締結し、これからの情報化（IoT/AI）時代を⾒据えた情報セ
キュリティ⼈材育成にも取り組んでいます。
３．海外展開
特にモンゴル⾼専への⽀援に重点を置いています。タイ・カセサート⼤との MOU も締結しま
した。
今後の課題
☆教員削減対策：教育・習熟度別教育の在り⽅、相互乗り⼊れ教育及び共通科⽬の増⼤
☆運営費削減対策：WG で運営費配分構成の⾒直し、外部資⾦の獲得、⾮常勤講師経費の削減
☆働 き ⽅ 改 ⾰：授業負担、部活負担、校務負担、寮宿直負担の軽減
☆⽼朽化施設設備：図書館等改修（R1 年度補正）
、ライフラインの⼤規模修繕、学⽣寮の改修
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議事(2) 昨年度の提⾔に関しての改善状況について

【資料２】平成30年度運営諮問会議における各委員からの提⾔及び改善結果⼀覧
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287

勝

稲村

小山

3

4

佐藤

提言者

2 苫小牧高専の近況について

1

議題

内容
改善結果と今後の対応

希望する専門系に行けるか不安で普通科を受験したということですが、工学
系においては多くの大学でもコース制を取り入れています。例えば、室蘭工
業大学の創造工学科は建築土木工学、機械ロボット工学、航空宇宙工学、電
気電子工学の４つのコースに２年後期に分属します。つまり、高校に進学し
ても、今度は大学進学時に同じ不安を抱えることになります。今回頂戴しま
した事例は、入試説明会等でコース配属について説明する際の参考にさせて
いただきます。

１学科に改組した創造工学科が完成年度を迎えました。一方、小中高の学習
指導要領改定や大学入試制度改革等も踏まえて、来年度からカリキュラムの
修正について検討を始めます。
来年度、フロンティアコースが始動して２年目となりコースの卒業生を輩出
することになります。フロンティアコースでは「目指す人材像」を示してお
りますがそれが達成できるように取り組みます。

外部資金獲得に関するコメント、ありがとうございます。2018年10月に開設
した本校サテライト「C-base」や専攻科における共同教育等を通して地域と
の連携を図りつつあります。本校には土木系以外にも機械，化学，電気，情
報系に加え、様々な文系・理系分野の教員がおります。これら多分野の教員
を活かした取り組みも行っていきます。アウトリーチ活動に関しましては、
より地域の方々に研究テーマが伝わるように、マスコミの有効活用を検討し
ていきます。
本校ホームページや新聞等を介して、市民向けの授業や公開講座等の情報発
信を積極的に行っていきます。

苫高専が、一昨年度から実施している「１学科５系」について、２年進級時に、学生が自分の希望する
専門系に進めるかどうか、初年度は「８名が第２希望であとは希望どおり」、２年目は「10名強が第２
希望」ということでした。このことから、基本的には高専が行っている仕組みを継続しながら、少し長
い期間を経て状況を見ていくことが必要なんだろうと感じています。私事ではありますが、知り合いの
お子さんが高専か普通科かで悩んでいたが、２年生になったときに希望の専門系にいけるか不安で普通
科を受験した、と聞きました。子供の性格に左右される部分も大きいとは思いますが、中学生を預かる
者としては、気になる話でした。

協働をキーワードとして、一学科制への移行、苫小牧市・苫小牧商工会議所との連携協定、企業との協
働教育など、時代の著しい流れの中、専門教育のほか、専門の枠を超えた、コミュニケーションが取れ
る幅広い視野を持った人財の育成を目指した教育を行っておりますが、学内・学外とも昨年以上に推し
進めている状況であることがご説明の中でわかりました。先生方のご負担も多いかと思いますが、より
良い方向に進むことをご期待いたします。

・研究において外部資金獲得は難しい課題です。研究が採択される可能性があるとすれば、地域課題と
マッチングした研究ではないでしょうか。例えば、都市計画では駅前再整備計画や中央IC開通に伴うま
ちづくり等々。防災対策では津波浸水予測による避難行動や地震減災対策など関心が高く現実的な研究
です。もっとマスコミを使い、研究テーマを自治体や企業、市民に関心を持たせていくことが必要で
す。今後の取組みに期待します。
・各種行事の中で出前授業が上げられていました。対象者や具体的なメニューが分かりませんので、市
民向けの授業や講座であれば公表していくべきと思います。

本校は高専機構が推進するサイバーセキュリティ人材育成事業の実践校と
なっており、北海道警察と包括連携協定を締結し、情報教育の高度化に取り
組んでいます。また、ジェネリックスキル（コミュニケーション能力を含
む）を身につけることができるよう、創造工学Ⅰ～Ⅲにおいて、PBL（課題解
決型グループ学習）や協力会企業の協力を得ながら実施するキャリア教育を
体系化して効果的に取り入れています。今後も時代の変化や社会の要請等に
合わせたカリキュラムとなるよう検証・改善に取り組みます。
第４期に向けて高専としての教育の高度化、海外展開、研究、その他についての事例説明や報告によ
海外展開事業では、モンゴルの高専への支援を土木系及び化学系の教職員
り、重点を置き、強化する内容が具体的にわかりました。コミュニーケーション能力が求められる「協
が、タイの高専への支援を情報系の教員がしております。今後も、出来る範
働教育」が情報化時代（IoT/AT）にあっても円滑な対人関係を構築する機会となるように期待します。
囲ではありますが、継続して事業に取り組んでいきます。
苫高専生の個性を引き出す特色ある教育は、地域の企業との連携によりさらに育成され学生の目標達成
研究活動を行っていく上で、外部資金の獲得は喫緊の課題となっておりま
につながると思います。
す。2018年10月に開設した本校サテライト「C-base」や専攻科における共同
教育等を通して地域企業等との連携を図りつつあります。また科研費等の外
部資金の獲得の増加を目指した取り組みを行っていきます。
地域企業と実施しているPBL型協働教育は、今年度までは本科の授業科目「創
造工学Ⅲ」の一部と専攻科1年生の授業科目「学外研修」で実施してきまし
た。来年度は上記に加え、フロンティアコース５年生の「ビジネスⅢ」にお
いても実施予定であり、地域企業連携型の特色ある教育を目指します。

平成30年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧
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小山

勝

10

12

佐藤

9

稲村

小山

8

11

稲村

7

"KOSEN（高専）4.0"イニシア
ティブ事業について（フロン
ティア研究、C-baseの取り組
み等）

勝

昨年度の提言に関しての改善
状況について

佐藤

提言者

6

5

議題

内容
改善結果と今後の対応

教員削減をしつつ、種々の事業を展開するために、ICT活用や他の教育機関と
の連携等を促進すべきと考えております。海外交流は「学生の派遣と受入」
が対になりますので、安易に提携校を増やすと学生受入で負担増となりま
す。そこで、本校と室蘭工業大学がそれぞれ展開している海外派遣事業の相
互乗り入れが出来るようにし、派遣先の拡大を図りつつ、受入の負担増を避
けるようなシステムを構築しました。

「C-base」の機能を発揮しながら、地域の中小企業支援機関との連携を深
「C-base」を市中心部に開設したことで苫高専の認知度は高くなります。苫小牧市は工業都市なので、
め、地域企業ニーズに合致するような共同研究等になるように取り組みま
今後、積極的に企業の要望に応える共同研究等になることを期待します。
す。

地域への貢献・地域の新産業を牽引する人材育成を目的として、高専サテライトの設置（経済セン
地域の中小企業支援機関との連携を深めながら「C-base」の運営を継続的に
ター）・各機関や企業と共に共同研究の推進と教育プログラムの開発を昨年スタートしましたが、これ
実施し、フロンティアコースの「目指す人材像」の一つである「次世代起業
からの時代、より複雑・困難な時代を切り開き、地域の活性化に貢献し、そして、新起業家が生まれる
人財の育成」を進めていきます。
よう期待いたします。

「地域への貢献」を主として「地域の新産業を牽引する人材育成」という明確な目的を持ち、事業を進
めていこうという熱意に敬意を表します。特に、「共同研究」「共同教育」を通しての地域貢献という
ことで、地域企業のニーズ（何を求めているのか）や苫高専（学生）は何ができるのか、どんな研究を
しているのかなど、表面的な繋がりではなく、お互いに本音の語り合いをしていく中で、「貢献」の具
体的内容が見えてくるのではないかと思います。

地域企業のニーズの把握はとても難しいと感じております。経営者自身が現
状の業務で精一杯であったり、ある程度満足しているような場合、ニーズ自
体が潜在化してしまいます。当然、本校だけではこれに対処できものではあ
りませんので、地域の中小企業支援機関とともに「貢献」できるようにして
いきます。なおこの一環として、苫小牧市や金融機関等で構成する「ものづ
くり企業活性化チーム 学･官･金 ‐ 道央圏（略称；ＧＫＫ）」の活動に参
加していますが、今後も継続していくとともに、企業からの課題があれば
「協働教育」や「共同研究」につなげていきます。

2018年10月に開設した本校サテライト「C-base」は、苫小牧市、苫小牧商工
平成30年度採択された「”とまなか”で実施するハイブリット型イノベーション人材の育成」は、人材
会議所やその他の中小企業支援機関の協力をいただきながら運営しておりま
育成が地域への貢献に密着すること、UIターン者の増加などの現状に対して、産業・経済界が苫高専に
す。C-baseが中小企業の相談窓口だけではなく、協働教育や共同研究へ繋が
求める「新産業を牽引する人材育成」への教育力だと思います。サテライト「C-base」の開設と共同教
るように努力するとともに、同窓会「樽前会」や苫小牧市と連携しながらUI
育（PBL）で苫高専力を迅速に周知することを期待します。
ターン者の増加を目指します。

特にありません。

特にございません。

苫高専が５年後10年後、社会に貢献する人材育成を目指して学校づくりをしていこうという意思を感じ
取ることができました。ただ、やろうとしている内容が盛りだくさんすぎて、限られた教職員数でこれ
だけの量をこなしていけるのだろうかと心配になりました。人員が削減される中、当然のことながら先
生方の負担は増えていくことが想像できますし、健康面は大丈夫だろうか、と正直思っています。その
点、十分にご留意されながら進めていただければと考えます。

フロンティアコースの「目指す人材像」の一つに「次世代起業人財の育成」
を掲げております。その目標を達成できるように授業内容を工夫していきま
「フロンティアコース」の特徴となる「専門とビジネスの複合融合」を実践する科目の検討・配置はわ す。
かりましたが、「協働教育」によって具体的に研究がなされ、高専ベンチャーの育成につながるカリ
本校学生の海外派遣の機会を増すために、本年度から室蘭工業大学とそれぞ
キュラムを設計されることも必要かと考えました。国際交流活動はグローバルな視点を持つ学生の育成 れが展開している海外派遣事業の相互乗り入れが出来るようにしました。ま
に効果が期待される海外展開の重要項目であり、現在はアジア諸国間の教員・学生交流が中心ですが、 た、次年度から本校の1・2年生を対象とした海外派遣事業を開始して、低学
将来的には学生の声を聞きながら他の国・地域にも発展することに期待します。
年からグローバルな視点を持つ学生の育成に取り組みます。これまで実施し
てきているニュージーランドEITへの派遣事業および香港Thei・タイカセサー
ト大学との学生派遣および学生受入の事業は継続して実施していきます。

平成30年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧
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稲村
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勝
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19

佐藤
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その他

小山
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稲村

15

教育の高度化・質保証につい
て（モデルコアカリキュラム
による質保証を中心に）

勝

教育の高度化・質保証につい
て（モデルコアカリキュラム
による質保証を中心に）

佐藤

提言者

14

13

議題

MCCは全体の6～7割で、残りの3～4割は各高専の特色を活かす内容になりま
す。本校の場合、低学年では創造工学Ⅰ～Ⅲ、高学年ではプレ卒研の他、専
門選択科目（ビジネス科目を含む）等を設置しています。今後は、ルーブ
リックを用いた実験スキル評価を取り入れる等の教育改善を図っていきま
す。

高度化・質保証される教育が、平成30年4月から全国高専に導入されたモデルコアカリキュラム(MCC)だ
と理解しました。カリキュラム構成、到達レベルの設定・目標、Webシラバス管理など平成22年からの
議論を経てのプログラムですが、画一的な教育だけではなく特徴ある教育を取り入れることも大事だと
感じました。「苫小牧高専の現状と課題」にも提示されているように各環境に適した教育の実践を望み
ます。ルーブリックによる評価の増加に伴い教育環境も変わるかもしれませんが、KOREDAを核とした支
援に期待します。

協力会等と連携し、企業のエンジニア等を招聘したキャリア教育やPBL（課題
解決型授業）を実施しています。専攻科で実施していた企業技術者との共同
教育については、フロンティアコースの第5学年にも取り入れることとしてい
ます。

特にありません。

現時点では、ニュージーランド・香港・タイの大学等と交流提携していま
す。安易に提携校を拡大すると「学生の受入」数も増えて負担増となる可能
性もあります。そこで、本年度、室蘭工業大学と互いに展開している海外派
・海外との連携等を進めて、多数の交換留学を行われていますが、学生さんの「声」「希望」等をより
遣事業の相互乗り入れを出来るようにしました。これにより、受入の負担増
一層取り入れていただければと思います。
を避け、欧米等への派遣機会も増やしました。
・教員削減対策、運営費削減、働き方改革等先生方一人一人の負担が増加傾向にあります。良い仕事
種々の事業を展開するためには、教職員が健康でいてこそ出来るものです。
（教育）をするのも「健康＝身体・精神」が必要です。健康面に十分に配慮してください。
特定の教職員に仕事が集中しないように気を配るとともに、ICT活用や合同授
業・能力別授業などを展開するなど、働き方改革を進めていくように学校全
体で努力致します。

特にございませんが、ご自愛くださいますよう。

働き方改革にも配慮していただき、どうもありがとうございます。外部資金
の獲得は、高専においても学校の運営を行っていく上で重要な課題となって
おります。また、科研費を獲得し最新の研究を行っていくことは、本校のよ
「（1）苫小牧高専の近況について」の今後の課題でも検討中のように、教育と研究の展開としての
うな技術・科学系の学校において授業を行っていく上で非常に有益です。申
「教育の充実と外部資金獲得（科研費など）」が働き方改革を考慮しながら実現されることに期待しま
請率増加を目指した学内での取り組みより、ここ５年間で増減はあるもの
す。
の、申請率，採択率，交付決定額とも増加傾向にあります。今後は採択率な
らびに交付額増加を目指した取り組みを行っていきます。併せて、若手教員
向けのサポートも取り組んでいきます。

質保証の取り組みは、高く評価します。今後、社会に出てからより、ある程度のコミュニケーション能
力や課題発見能力を身につけることで即戦力となります。しかし、教員の働き方改革に反し、過重な負
教員の働き方改革についてご配慮いただきありがとうございます。外部講師
担とならないか心配です。コミュニケーション能力を向上させるためには、相手に対して聞き上手にな
招聘については、調整等の業務が通常授業以上に教員の負担となる場合もあ
ることです。実際の会話の中で、質問力を身につけることが課題発見能力も身につき、会話や雑談だけ
りますが、今後も教育効果を確認しながら導入していきます。
でなく、相手と心の通じた形で信頼関係を構築していくことができます。外部講師などを招いて、より
実践的な取組としなければ教員の負担が大きくなります。今後の取組みに期待します。

新しい時代の技術を担う人材育成について、質保証し評価していく面は、非常に評価できるものである
と思います。ただ、一方で画一的に高専の学生さんが出る可能性もある。特徴・特技等多彩な才能等、
多様性の人材を育てる必要もある。一般社会との連携等も強化し、外部講師等も招聘し、教育態勢も一
部考えて頂ければと思います。今後により一層ご期待申し上げます。

何をやるにしても、子どもの姿が見える取組であってほしいと思います。MCCにより、教育の質の保証
をしていきながら、子どもたち自身がこんな力をつけたい、こんな人になりたいという明確な目的を
持っているかどうかも重要なことのように感じています。どの世代であれ、学ぶことが楽しければそこ 高専教育の質保証においては、教員が何を教えたかではなく、学生が何を学
には喜びがあり、笑顔があります。全国どの高専を卒業しても教育の質が保証されてはいるがみんな同 んだかという観点を重要視しています。学びの実質化を意識し、学生の自己
じ、には決してなりませんように。苫高専にはこんないいところすごいところがあり、苫高専卒は一目 評価が高くなるよう、引き続き教育改善に取り組んで参ります。
でわかる、苫高専の卒業生であることを誇りに思う子どもたちを育てていただきたいと願っています。
そのことが地域への貢献につながると確信しています。

改善結果と今後の対応

内容

平成30年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧

議事(3)⾃⼰点検・評価の結果について

【資料３】⾃⼰点検・評価の結果・・・・・第１部と資料重複のため添付省略
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本市と締結した「連携及び協力に関する協定」をもとに、サテライトオフィス「Ｃ－ｂａｓｅ」では、コーディネータの方々が、
積極的に市内企業の支援に当たり、多様な課題に対応していただいています。今後についても市内企業との共同研究などを更に発展
させ、優秀な人材の育成、更には、市内就職や将来のＵＩターンに繋げていただけるような取組についても期待しております。

新学科の学年進行に合わせて、モデルコアカリキュラム（MCC）に準拠したカリキュラムの設計及び到達目標の設定等が適切に実施
されています。一方でMCCを内包しつつも、苫小牧高専の特色や独自性が見えるようなカリキュラムを構築していくことも重要と考え
られます。その意味からも、「協働教育」を一つの重要なキーワードとした新しい教育カリキュラムを展開しようとしている点は大
いに評価できます。この取り組みをベースとして、地域の産業・行政等と強固な連携を図り、産官学の共同研究等へ展開できれば、
教育研究システムの自立化につながっていくものと期待できます。
また、海外展開についても、モンゴル、タイ、ベトナムを中心として精力的に実施されており、この点は苫小牧高専の特色として
大いに評価できます。今後は、こうした国際交流の実績を、学生に対する国際性の涵養にどのようにつなげていくかが求められ、さ
らなる工夫を期待したい。

高専機構の第４期中期計画として「教育の高度化」「海外展開」「研究」「その他」の内容がわかりました。学内外との「協働」
運営に重点を置き、連携協定などに沿った教育による人材教育強化の機会となるように期待します。
2021年度予定の専攻科改組によりさらに特色ある苫高専教育が充実し、地域の行政・企業などとの多様な「協働」の提供も期待し
ます。

協働教育に関する取組みの現状は、十分に理解できましたが、５年間実践的な技術教育を受けてきた卒業者の進路状況を知りたい
ところです。専攻科進学や大学編入なども増えているなか「即戦力」として就職している学生がどれだけいるのか、その割合を具体
的に教えて下さい。
苫小牧市の総合戦略では「地元企業と学生との〝つながり”を強化し、地元雇用の確保・拡大を実現」を掲げています。しかし、
現実には人口減少、少子・高齢化とともに若年層が減少しているなか、ものづくり産業である市内の企業では、技術者の確保が厳し
くなっています。何とか地元企業を知り、興味を持つ機会を設け、地元雇用につなげていただきたいと思います。

まず始めに、貴高専が、教育の高度化、海外展開、研究、その他に真摯に取り組まれていることに敬意を表します。
資料１の「高専機構の第４期中期計画」は、高専機構の計画で貴高専の中期計画も同じと考えて良いでしょうか。
この中期計画と「本校の動向」「協働教育に関する取り組みの現状」を比べてみると、「教育の高度化」のところでは「CBT」につ
いて、「海外展開」では「ベトナム」について、「研究」では「高専連携による」について、触れられておらず、今後の課題のとこ
ろにもないように思います。貴高専は、「学内協働教育」と「学外との協働教育」に取り組んでおり、実績を積んでおられますの
で、中期計画については順調であるという理解でよろしいですか。

苫高専が取り入れている1学科5系について、実施して4年が経過し、受験する子どもたちも保護者も、ある程度このシステムを理解
していると思います。子どもたちが入学してからの1年間、高専の授業を受ける中で自分の適性を知り、自分のやりたいことを見つけ
決めていくスタイルは、浸透しつつあるという印象を受けています。
変化の激しい時代に、やりたいこと目指したいことをひとつに絞り込んでしまうのではなく、幅広い知識や技能、様々な対応力を
身につけることが必要になると中学生を預かる者として改めて感じています。過去の提言一覧にも今後の対応として載っていました
が、今年度も苫小牧高専の教育について、入試説明会等での丁寧な説明を是非お願いいたします。

高専機構の第４期中期計画に沿って、教育の高度化・海外展開・研究等活動を積極的に行っていることが、書面を拝察いたしまし
て理解いたしました。
「協働」をキーワードとして一学科制への移行、苫小牧市役所・苫小牧商工会議所との連携協定等、幅広い視野を持った人材育成
を行っていることが、貴高専の活動状況からも理解できました。

令和元年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧
改善結果と今後の対応
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昨年度の提言に関しての改善状況
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議題

内容

自己点検・評価の結果において、「基準１ 教育内部質保証システム」から「基準１１ 地域貢献活動等の状況」が示され、その
「基準１」～「基準11」に対して、各基準についての「基準に対する統括と評価」「優れた点」「改善を要する点」への詳細な記

自己点検・評価、お疲れ様でございました。
基準1〜11まで、自己点検・評価の結果について問題ないと思います。

苫高専が取り組まれてきた実践が、その成果とともに多岐にわたり細やかに検証されているのを知ることが出来ました。また、評
価の視点、観点も明確で、大変わかりやすい様式、構成となっています。検証の体制がしっかり整っているのを感じました。
評価及び検証結果が次年度計画に反映されて、苫小牧高専における教育の質の向上等が図られるよう期待いたします。

自己点検および評価項目基準１１に対して、各項目基準とも、よく行われていると思います。改善を要する点についても掲げられ
ており、今後に期待いたします。
但し、教職員の皆様自身多忙を窮め、自身の研究の時間等が不足しているのではないかと危惧する面が見受けられます。働き改革
を考えるならば、効率的な業務・事務を、行っていく必要があるように感じております。
また、公開講座・出前授業など生涯学習関連業務は、教職員の多大な業務負担になっているようであり、地域貢献活動としてのあ
り方も、見直しすることが必要であります。今後の改善を期待いたします。

「Ｃ－ｂａｓｅ」の取組について、地域の中小企業支援機関との連携を深めながら、地域企業の支援を実施していただいておりま
す。「Ｃ－ｂａｓｅ」の実績も出ていますので、そのＰＲを行うとともに、引き続き、技術経営相談を起点として、課題把握やニー
ズに応じた各種企業支援を取り組んで地域との連携に努めていただきたいと思います。

昨年度の提言では、学外との協働教育に基づく共同研究等を通して、外部資金を獲得することが重要であるという提言が多かった
かと思います。その意味で、今年度、高専連携による研究展開「Society 5.0型未来技術人材育成事業」により、外部資金を獲得され
た点は評価できます。
また、苫小牧高専の様々な取り組みが、決して一方的なものではなく、「学生の声を聞きながら」、「子どもの姿が見える取り組
み」、「地域企業が何を求めているのか」といった、常に学生や社会のニーズに組み入れた双方向の取り組みであってほしいという
声も多かったかと思います。今後は、学生や企業等へのアンケート調査等に基づき、具体的な検討を行うことも重要であると考えま
す。

サイバーセキュリティー人材育成事業の実践校として、北海道警察との包括連携協定の締結、ジェネックスキル習得のためのPBL学
習や協力会企業でのキャリア教育などの円滑な対人関係による情報教育の高度化などへの具体的な取り組み内容がよくわかりまし
た。また、ルーブリックを用いた実験スキル評価への教育改善など変化への積極的対応が感じられました。
「働き方改革」と「教育と研究」とのバランスが整い、質保証のある苫高専教育が実践されることを願います。

２０１８年１０月から開設した本校サテライト「C-base」が積極的に企業の要望に応える共同研究等となっているか、毎年の活動
状況を分析していく必要があります。

昨年度、運営諮問会議を欠席させていただいており、私の提言はないのですが、皆さまのご提言に対する、「改善結果と今後の対
応」のところの記載通り、取り組んでいただければよいと思います。

「コロナの時代」に生き抜く子どもたちを育てる学校として、ICTの活用により多様な関係機関とも瞬時につながることが出来るシ
ステム作りをさらに強化していく必要があると思います。苫高専はこういったネットワークを考え、進化させていく方向性を打ち出
しており、幅広い視野を持ち社会に貢献する人材を育成していくことに期待しております。

特にございません。

令和元年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧
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26

佐藤

小山

25

その他

溝口

24

稲村

22

前田

金谷

21

23

北

提言者

20

自己点検・評価の結果について

議題

内容

変化する教育の質への対応と理解できますが、教育と研究の展開としての「教育の充実と外部資金獲得（科研費など）」、「教員
の人材教育」などが求められますが、働き方改革を考慮しながら実現されることに期待します。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、休校、その後の札幌圏との往来自粛等が求められたことから様々な対応
に苦慮されたことと思います。現状では、感染防止対策のため緊急対応、今後の備えなど厳しい状況にあるなかで、授業の遅れなど
を取り戻すための対策としてオンラインによる遠隔授業などをどのように進められるのか教えて下さい。また、学校再開によって増
加する教職員の負担と感染リスクを軽減できるような対応を期待いたします。

特にございません。

人、もの、金、情報等を有機的に機能させ、「協働」をキーワードに専門分野の枠を超えて活躍する人材を育成され、かつ苫小牧
高専が全国高専の先頭を走る存在であり続けることをご期待申し上げます。

提言ではありませんが、本年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、教育現場においても、色々な面においてご苦労が
あろうかと思いますが、この状況を乗り越えましょう。

（観点4-2-④ 外部の教育資源の積極的な活用について）「苫小牧高専地域連携シンポジウム」において、教育研究活動及び産学
連携活動の発展に繋げるため、地域・社会に向けて高専さんが取り組む活動の発表や報告を行うなど、外部の教育資源をうまく活用
されていると感じています。今後も地域企業との連携強化のため継続して行って欲しいと思います。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構における高等専門学校機関別認証評価自己 評価実施要項に基づいて適切に自己点検・評
価が行われているものと拝察します。このうち、「改善を要する点」として、自らが挙げている項目については、至急、対応してい
ただくよう要望します。特に、学生、保護者等に対するアンケートについては、平成28年度から1学科5系制に改組されたことを鑑み
ると、新組織の点検・評価を定期的に実施することが望ましいと考えます。また、前回の期間別認証評価やJABEEから指摘された改善
を要する点については非常に重要な指摘であり、毎年、それらの改善状況をチェックする仕組みが必要ではないかと思います。
また、モデルカリキュラムに準拠したカリキュラム設定、Webシラバスによる管理、達成度評価の統一化等により、高専機構共通の
教育の質保証が実現されている点について、あまり言及されていないように見受けられます。せっかくの良い取り組みですので積極
的にPRしてはいかがでしょうか。併せて、KOSEN（高専）4.0イニシアティブ事業のような、苫小牧高専としての特徴、独自性を考慮
した人材育成に対する取り組みにも言及してはどうでしょうか。
今後、ポストコロナ、ウィズコロナの社会を考えるとICTによる教育環境をさらに充実させることが不可欠となります。学生や教職
員へのアンケート等を通して、オンライン教育等への対応や満足度を至急チェックする必要があると考えます。
準学士課程の学習・教育の成果について、就職先である企業に対してアンケートを取り意見聴取を行っていますが、大学等への編
入学先にもアンケートを取っていただくとよいかと思います。大学における高専編入生の評価は非常に高いものがあります。

令和元年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧
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北

金谷

28

提言者

27

議題

内容

新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業や分散登校など行っている状況で教員の皆さんも大変な御苦労があると思いま
すが、学生のために御尽力いただきましてありがとうございます。

いま我が国では、ありとあらゆる分野・産業が、超スマート化の方向へと進化しつつあります。すなわち、現実の世界（フィジカ
ル空間）にある情報がディジタル化・ネットワークを通じて自由にやり取りされる「IoT」の時代となり、その膨大な情報（ビッグ
データ）を分析して様々な知識を抽出し、それをフィジカル空間にフィードバックすることによって、新たな価値を産業や社会にも
たらそうとする試みが現実のものとなってきています。従って、これまで実現不可能と言われていた社会が実現可能になり、技術の
進展を踏まえて産業構造あるいは就業構造が大きく変わっていく時代を迎えつつあります。こうした、いわゆるSociety 5.0、第4次
産業革命の動向を見据え、カリキュラムの改善を図っていくことも重要と考えています。北海道大学の数理・データサイエンス教育
センターなどの活用も視野に入れていただければと思います。

令和元年度運営諮問会議における各委員からの提言一覧
改善結果と今後の対応

苫小牧工業高等専門学校の点検・評価等に関する規則
規則第75号
制

定 平成21年４月１日

一部改正

平成28年３月16日

（趣旨）
第１条

苫小牧工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究水準の向上を図り，

かつ，本校の目的及び社会的使命を達成するため，本校における教育研究活動等の状況
について行う点検・評価等について必要な事項を定める。
（定義）
第２条

この規定において「点検・評価等」とは，次の各号に掲げる事項をいう。

一

学校教育法第123条により準用される第109条第１項に定める自己点検及び評価

二

学校教育法第123条により準用される第109条第２項に定める機関別認証評価受審

のための点検及び評価
三

本校が教育研究水準の向上のため自ら受審する認定審査等受審のための点検及び

評価
四

本校運営諮問会議の開催のための点検及び評価

五

その他校長が必要と認めた事項に関する点検及び評価

（実施組織）
第３条
２

点検・評価等の総括は運営委員会が行う。

点検・評価等を行う組織は，次のとおりとする。
一

創造工学科及び専攻科

二

事務部及び技術教育支援センター

三

委員会等

四

その他運営委員会が指定する組織等

（実施事項等）
第４条

第２条第一号，第四号及び第五号における点検・評価等は，運営委員会が別に定

める事項について実施する。
２

第２条第二号及び第三号における点検・評価等は，認証評価機関及び審査機関の定め
る事項について実施する。

３

点検・評価等の実施に必要な手順及び方法等は運営委員会が別に定める。
附

１

則

自己点検・評価等実施に関する運営委員会申合せ（平成19年４月１日実施）は廃止す
る。

２

この規則は，平成21年４月１日から施行する。
附

則

この規則は，平成21年４月１日から施行する。
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附

則

この規則は，平成28年４月１日から施行する。
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苫小牧工業高等専門学校運営諮問会議規則
規則第57号
制

定 平成17年10月13日

一部改正

平成17年10月13日

一部改正

平成19年４月１日

（趣旨）
第１条

苫小牧工業高等専門学校（以下「本校」という。）の運営体制及び教育研究活

動の充実・発展を図るために，広く学外者の意見を聴くための組織として，苫小牧工
業高等専門学校運営諮問会議（以下「運営諮問会議」という。）を置く。
（任務）
第２条

運営諮問会議は，次に掲げる事項について，校長の諮問に応じて審議し，及び

校長に対して助言又は勧告を行うものとする。
一

本校の運営に関する重要事項

二

本校の教育研究活動に関すること

三

本校の学生生活に関すること

四

本校と地域社会及び産業界との連携に関すること

五

その他校長が必要と認めた事項

（組織）
第３条

運営諮問会議は，次の各号に掲げる者のうちから，校長が委嘱した委員をもっ

て組織する。
一

大学等高等教育機関の関係者

二

本校の所在する地域の教育関係者

三

本校の所在する地方自治体の関係者

四

本校の所在する地域社会及び産業界の関係者

五

本校の卒業者又は修了者

六

その他校長が必要と認めた者

（議長）
第４条

運営諮問会議の議長は，委員の互選により選出する。

２

議長は，運営諮問会議の会務を総理する。

３

議長に事故あるときは，あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
（任期）

第５条
２

委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。

前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。
（運営）
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第６条
２

運営諮問会議は，校長が招集する。

運営諮問会議は，必要に応じて関係者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
（庶務）

第７条

運営諮問会議の事務は，総務課において処理する。

（雑則）
第８条

この規則に定めるもののほか，運営諮問会議の運営に関し必要な事項は，運営

諮問会議が別に定める。
附 則
１ この規則は，平成 17 年 10 月 13 日から施行する。
２

この規則の施行後，最初に委嘱される委員の任期は，第５条第１項の規定にかかわ
らず，平成 19 年３月 31 日までとする。

３

苫小牧工業高等専門学校外部評価実施要項（平成 16 年 12 月８日施行）は，廃止す
る。
附

則

この規則は，平成 17 年 10 月 13 日から施行する。
附

則

この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。
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