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平成２９年度第１回宮崎県地方独立行政法人評価委員会

議事要旨

１ 開催日時 平成２９年７月７日（金）１３：３０～１５：１５

２ 場 所 県庁９号館３階 ９３３号室

３ 出席委員 宮崎大学理事兼副学長 伊達 紫

宮崎県医師会長 河野 雅行

宮崎県看護協会長 田上 文恵

公認会計士 髙妻 和寛

４ 審議概要

議事（１）公立大学法人宮崎県立看護大学中期計画について

事務局及び看護大学から資料を説明し、委員質疑を行った。主な質疑は以下のとおり。

【委員】 第１－１－（３）「教育の実施体制」の項目において、「学生による

授業評価の仕組みを導入し、将来的には教員評価に反映させることを

盛り込むとよいのではない」かとの意見をいただいているが、どのよ

うに考えるか。

【看護大学】 学生による授業評価の仕組みについては、改めて計画には載せてい

ないが、既に導入している。それを教員評価に反映させることについ

ては、今後、教員評価制度を作っていくので、その中で考慮していき

たいと考えている。

【委員】 「教員に対しては、『昇任基準を明確にし、博士号取得を促進する』

と記載してはどうか」との意見については、どのように考えるか。

【看護大学】 昇任基準に関しては、規程の中で明確にしたところ。博士号取得の

促進については、研究活動の推進の中で説明したとおり、教員の博士

号取得にも取り組むこととしている。

【委員】 第１－１－（４）「学生支援」の項目において、「奨学金情報の積極

的に開示するとともに、ＨＰの分かりやすい場所に示す」との意見を

いただいているが、奨学金に関しては何か具体的な取り組みは行われ

ているのか。

【看護大学】 計画としては改めて載せてはいないが、奨学金情報に関しては、既
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にＨＰに掲載している。

【委員】 「県内就職、県内病院の看護水準向上、研究指導、病院間の看護師

異動等を組み合わせて、総合的に質向上を図る必要がある」との意見

をいただいている。医療機関や関係団体との連携については、計画の

中でも述べられているが、何か説明いただけるような取り組み等はあ

るか。

【看護大学】 県内病院の看護の質の向上は就職とリンクしており重要視している

ところ。また、研究指導についても病院の方々の社会人入学制度を設

け、指導を行いたいと考えている。病院間の看護師異動についても病

院局と人事交流を行っており、質向上に努めている。成果については

これから分析を行ってまいりたい。

【委員】 今、御説明いただいたようなことが、「学生支援」の項目だけでな

く、計画全体にちりばめられていると思っている。

【委員】 第３－１「自己収入及び外部資金の確保に関する目標を達成するた

めの措置」の項目に関して、国立大学と公立大学の授業料の減免基準

の差が問題視されているようだが、看護大学でも基準を設けているの

か。

【看護大学】 県の財政課との協議の中で、現在、授業料収入の５．８％の額を減

免の基準として設けている。従前、国立大学に追随しており、現在は

差が大きくなっているが、大学だけで判断することはできない。貧困

問題等ともリンクしているので、今後、県とも協議を重ねてまいりた

い。

【医療薬務課】 減免の財源は大学の自主財源では賄えないため、減免枠を拡大する

ことは運営費交付金を増やすことにつながる。大学とも協議を行いな

がら、必要な部分については財政当局と協議をしてまいりたい。

【委員】 国立大学法人においては 運営費交付金が確実に削減されていく中

で、様々な努力を行っているところである。運営費交付金を増やさな

いとできないという考え方ではなく、どう工夫するかということが法

人化の肝だと理解している。県の財政状況によっては、運営費交付金

が減らされることもあるかもしれない。文言として記載する必要はな

いと思うが、運営費交付金が増えなくても対応を考えていく課題の一

つだと思う。学生獲得や貧困問題などについて、学生目線で県と看護

大学でも協議してもらえるとよいのではないか。
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【委員】 授業料を滞納している学生はどのくらいいるのか。

【看護大学】 学納金の滞納は年間数名いるが、年度内には納付され、年度を繰り

越すことはない。

法人の努力の範囲内で減免枠の拡大が出来ないかという点について

は、国立大学と違い、公立大学は規模が小さく、努力で捻出できる額

にも大きな差がある。厳しい状況の中ではあるが、努力するとともに、

県とも協議していきたい。

【委員】 必ずしも国立大学に合わせる必要はないと思う。小さいながらもど

れだけ頑張って、学生一人当たりの経費を削減していくか等、努力を

行っていく必要がある。

【委員】 奨学金については、文科省の馳前大臣が、出世払い方式の奨学金を

作ると言っていた。それが今どうなっているかは分からないが、看護

大は、現在どのくらいの学生が奨学金を受けているのか。

【看護大学】 約６割程度である。基本、貸与型である。

【委員】 少しでも給付型の奨学金について捻出してもらえるような仕組みが

あれば、優秀な学生を確保出来る要因の一つになるのではないか。

【委員】 給付型と言えば、いわゆる病院のひも付きの奨学金があるが、看護

大学の状況はどうか。

【看護大学】 ほとんどが学生支援機構の奨学金であり、病院のひも付きの奨学金

はほとんどない。

【委員】 学生の意見も吸い上げていただくことも必要だと思う。貸与型を借

りた学生の卒後の返済が上手く行ってるのか文科省は気にしている。

今後、第２期に向けて検討していただきたい。

【委員】 「経費の効率的執行に関する目標を達成するための措置」に関して、

人感センサーの導入等、環境そのものを省エネ仕様にすることを考え

るべきとの意見が出ているが、看護大学の現状はどうか。

【看護大学】 省エネについては当然念頭において運営を行っている。年度計画案

においてはＬＥＤ照明を取り入れることを記載しており、毎年計画的

に省エネの取り組みを進めることとしている。その中で、人感センサ
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ーについても検討してまいりたい。

【委員】 インフラについては、ある程度長期的なビジョンをもって取り組ん

で欲しい。

【委員】 第１１－２「積立金の使途」については「なし」と記載されている

が、看護大学に、目的積立金はないのか。

【看護大学】 法人ができて間もなく、積立金がないことから計画では「なし」と

している。

【委員】 第５－２「人権の尊重に関する目標を達成するための措置」につい

ては、色んな事業所や機関でデリケートにかつ力を入れて取り組んで

いるところ。匿名であっても学生や教職員の意見を取り入れる仕組み

があるといいと思うが、例えば目安箱を設置するようなことをやって

はどうか。

【看護大学】 人権問題等に関しては、既に窓口を整備したところ。話しづらい内

容もあることから学外の法律事務所と契約し、そこを通報窓口として

いる。また、日常的に色々あると思うが、学生自治会の中でも定期的

に意見を集約することとしている。実際、小さいことから、対応が難

しいことまで様々な意見があがってくる。このような形で学生の意見

を吸い上げているところである。

【委員】 目安箱はセーフティネットとしての役割を果たすし、簡便であると

思う。

【委員】 匿名で相談できる仕組みが現状としてないのであれば、目安箱は１

つのアイデアだと思う。

【委員】 匿名のため相談者にフィードバックはできないが、火だねをキャッ

チできる。学生自治会は顔が見えるため、役割が違うと思うので計画

に入れることも検討いただきたい。

【看護大学】 計画に書くかは別にして、すぐにでも取り組めそうなことなので検

討したい。

【委員】 地域を見据えた計画になっているし、県内就職率５０％以上という

目標も非常によいと思う。あとは、これをどれだけ実践できるか。

現在、医学の世界では実習時間を増やす傾向にある。看護大学にお
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いてはどのようになっているのか。また、卒業後、離職する人が多い

と聞いているが、実態はどうか、そして、卒業後の支援はどのように

行っているのか教えていただきたい。

【委員】 カリキュラムポリシーとして、教育内容を的確に示すことも１つか

なと思う。卒業生の離職率に関しては、卒後のフォローアップが大事

だと思う。国立大学においては、キャリア支援のためのネットワーク

に入ってもらって、県外就職した学生についても、県内就職について

聞きたい場合は事務局とやりとりができるような仕組みを稼働させて

いる。看護大学においては、現在どのように取り組んでいるのか。

【看護大学】 ２年前から就職相談員を置いて、在学生の就職相談と合わせて、相

談があれば卒業生の相談も受けているところであるが、卒業生の離職

率までは大学では把握していない。離職率は看護協会が把握しており、

離職後の就職支援を行っている。就職したら定着して欲しいというの

は大学の希望であり、特に別科の学生については、県内に定着する仕

組みを検討している。実習については、新たなカリキュラムの中で、

規定の実習時間を確保している。現在、看護系大学の協議会の中で検

討されており、そこでの検討内容を踏まえて我々も検討してまいりた

い。

【委員】 全国的な動きとしてカリキュラム改正が検討されているということ

を、学生へも分かりやすく伝えていかないといけない。中期目標にも

「教育目標を的確に伝えられるよう、広く情報発信を行う」とあるの

でよろしくお願いしたい。

【看護大学】 計画で記載しているだけではなく、学年毎のオリエンテーションに

おいても丁寧に説明しているほか、個別相談にも乗るようにしている。

特に、カリキュラムが変わった際の留年生は非常に対応が難しいので、

学生顧問を中心に対応しているところ。

【委員】 カリキュラムについては逐次発信をお願いしたい。卒業後の支援に

ついてはどうか。同窓会組織を活用する方法もあると思う。いくつか、

アイデアを試され、実践したことなどを次の計画に記載することもで

きると思う。

【看護大学】 県内定着を目指すため、卒後の状況は重要視しており、同窓会の機

能強化を図ることとしている。これぞという取組はまだできていない

が、県内就職率５０％以上を目指すためには、同窓会の役割は重要で

あると考えているため、今後手がけてまいりたい。
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【委員】 先程、学生の自治会活動という話しがあったが、仕事をしていく上

での自覚を、学生自身が啓発していけるような取り組みも実施されれ

ば、学生の教育にもアウトカムできるし、県内定着にも効果をもたら

すこともあると思う。離職率の問題は全国的な問題と言うことなので、

看護協会とも連携しながら取り組んでもらいたい。

大学院における学位授与の方針であるディプロマポリシーについて

は記載する必要があるのではないかと思うがいかがか。

【看護大学】 中期目標の議論の際にも委員より意見があったところであるので、

今後検討し、第二期計画では記載することを検討したい。

【委員】 数値目標において、経営的な数値目標が入っていない。運営費交付

金を抑えるとか、人件費を抑えるとか具体的な目標はないのか。法人

として独立して運営していくことになると、コストを削減するという

努力が必要となる。削減できれば剰余金が発生するが、この剰余金を

学生へ還元することもできるのではないか。例えば、県内就職すれば

支度金を出すという制度があれば県内就職率の向上にも繋がるのでは

ないかと思う。

【委員】 剰余金が出てきた場合の使途として、学生目線でも考えてもらいた

い。業務改善目標については、次期計画で出てくるのかなと思うがい

かがか。

【看護大学】 計画に書いてはいるが、具体的な数値目標となると、現状では測定

が難しい。法人化したばかりでもあるので、第１期を通じてどの程度

改善できるのか、結果としてお示しすることになるのではないかと思

う。

【委員】 運営費交付金自体がどう推移するかということもあると思う。複数

年たつと剰余金の目途も立ってくると思う。数値目標は難しいと思う

が、将来的には奨学金制度の確立等も計画に書くことを考えて欲しい。

【看護大学】 科研費が独自の財源となるが、１００％申請することとしている。

どのくらい採択されるかは分からないが努力はしていく。

【委員】 外部資金の採択件数の目標を年５件としているが、新規で５件とい

うことか。数値目標の中には、現状より下がっているものもあるが、

その辺りはどう議論したのか。
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【看護大学】 外部資金の採択件数には、継続分も含むこととしているが、共同研

究者としてではなく、自分が申請者となるもののみをカウントするこ

ととしている。

【委員】 外部資金申請率１００％というのは意欲的な目標で評価できるもの

である。

【看護大学】 数値目標は色々な角度から検討を行ったところ。健康診断に例える

と、この範囲の数値であれば大学としては健康であるという指標もあ

れば、外部資金の申請率や国家試験合格率など、１００％達成すべき

指標もある。あるいは県内就職率など、すぐには達成が困難かもしれ

ないができるだけ早期に達成できるよう努力する指標といったよう

に、それぞれ性格が異なっている。多面的に評価できるよう設定した

ところである。数値目標については毎年度自己評価し、丁寧に説明し

てまいりたい。２９の数値目標というのは、公立大学の中では一番多

いのではないかと思う。

【委員】 その他で委員の皆様からの意見はないか。最終的には知事の認可と

なる。意見が出尽くしたと思うが、もし何かあれば後ほどお願いした

い。

議事（２）公立大学法人宮崎県立看護大学業務方法書について

事務局から資料の説明を行い、委員質疑を行った。主な質疑は以下のとおり。

【委員】 他の関係団体を参照して作成したと思う。細かい部分については、

別に規定を設けていると思うので、業務方法書としては問題ないと思

う。

【委員】 業務方法書については、このまま認可していただきたいということ

を委員会の意見としたい。

その他 公立大学法人宮崎県立看護大学役員報酬等の支給基準の届出について

看護大学から資料の説明を行い、委員質疑を行った。主な質疑は以下のとおり。

【委員】 他の自治体等の水準と同じくらいと考えてよいか。

【看護大学】 全国の公立大学と比べ同じくらいの水準であると思う。また、報酬

額は、法人化前の給料表を基にしており、法人化によって報酬額が増
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えたということはない。

【委員】 退職手当規程において、理事長と非常勤理事は退職金はないという

ことで理解してよいか。

【看護大学】 理事長も非常勤であることから退職手当は支給しないということに

なる。

【委員】 報酬規程についても委員会としては問題ないと思う。

【委員】 以上で議事は全て終了したが、他に御意見はないか。

【委員】 計画の確実な実行をお願いしたい。


