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中期計画の段階判定区分の判定基準、特記事項の抽出基準について（案） 

 

（これまでの決定事項） 

○ 中期計画の段階判定区分の判定基準については、「特定の取組・計画等の評価方法について」の

論点にて、「第２期中期目標期間の中期計画に係る段階判定の考え方」が、国立大学教育研究評価

委員会にて評価の方向性として了承されている。（P6参考１参照） 

 

○ 特記事項（「優れた点」「改善を要する点」「特色ある点」）の抽出については、評価実施要項に 

以下のとおり記載されている。（「評価実施要項」P23（評価に当たっての留意事項）ⅳ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 現況分析において、「注目すべき質の向上」として記載されたものについては、関連する中項目

の特記事項として抽出し、その外にも現況分析結果に特筆すべき事項があった場合には、関連する

中項目の特記事項として抽出する。（P7参考２参照） 

 

○ 「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」欄に記述された取組について、特記事項「復

旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組」として抽出するため、抽出基準を別途作成

する。（P8参考３参照） 

 

以下の考え方を参考に、「優れた点」、「改善を要する点」及び「特色ある点」の特記事項を

抽出します。 

【優れた点】 

優れた成果を出した取組であると判断されるものや、取組の結果、教育研究の質の向

上が第１期中期目標期間終了時点から比べて目覚ましい状況にあると判断されるもの等、

基本的には高い評価結果の判断根拠となるものが考えられます。 

【改善を要する点】 

取組の状況等からみて工夫や努力等により改善が図られると判断できる場合等、基本

的には低い評価結果の判断根拠となるものが考えられます。 

【特色ある点】 

各国立大学法人等の多様な役割に配慮し、それぞれの個性を踏まえたユニークな取組

であると判断されるものや、結果的に十分な成果は出ていなくても、先進的な取組や戦

略性が高い目標・計画に係る取組であると判断されるものが考えられます。 
 

 ※ 特記事項は、学部・研究科等の現況分析において特に質の向上がみられると判断される

場合にも抽出します。 

 ※ 東日本大震災からの復旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組がみられる

と判断される場合においては特記します。 

資 料 ２－３
国立大学教育研究評価委員会（第37回） 

平成26年３月28日 
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≪評価の方向性≫ 

【中期目標の達成状況評価】 

○ 中期計画の段階判定区分の判定基準については、「第２期中期目標期間の中期計画に係る段階

判定の考え方」のとおりとする。 

 

○ 特記事項（「優れた点」「改善を要する点」「特色ある点」）の抽出については、第１期を踏襲

し、以下のとおりとする。 

 ・ 評価者は、法人から提出された達成状況報告書の中項目ごとに記載されている「優れた点

及び改善を要する点等」を分析し、達成状況報告書の記述を基に、「優れた点」「改善を要す

る点」「特色ある点」を記述する。 

・ 評価者は、「優れた点」「改善を要する点」「特色ある点」を記述する際、関連する中期計画

ごとの実施状況の分析を踏まえて行う。また、「優れた点」「改善を要する点」「特色ある点」

を記述する際、関連する中期計画番号は必ず記述する。 

 

○ 現況分析結果からの特記事項の抽出については、以下のとおりとする。 

 ・ 現況分析の質の向上度の評価において「注目すべき質の向上」に抽出された事項について

は、関連する中項目の「優れた点」とする。 

 ・ 現況分析結果において「水準を大きく上回る」と判定された分析項目のうち、中期計画と

関連付けられているものについては、関連する中項目の「優れた点」とする。 

 ・ 上記以外にも、評価者の判断によって、現況分析結果より「優れた点」「改善を要する点」

「特色ある点」を抽出することができる。 

 

○ 「復旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組」については、抽出基準を別途策

定することはせず、「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」欄に記載されている取組

のうち、最初に記載されている取組を転載することとする。（P3～5別紙１参照） 
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①法人が作成する実績報告書 

 

Ⅰ 法人の特徴 

 

１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［個性の伸長に向けた取組］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

［東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等］ 

○ 東日本大震災からの復旧・復興へ全学的に取り組むための「○○○プログラム」を策

定し、～～～するなど、教育研究知見を活かした組織的取組を展開するとともに、△△

△機構と～～～に関する共同調査を実施し、～～～を重点的に～～～することにより、

～～～を活用した地域再生計画と地域循環型の新エネルギー政策を提案している。 

○ 東日本大震災からの復旧・復興へ向け、大学独自に募った学生ボランティアを派遣す

るだけでなく、地域のNPO との連絡会議を設け、～～～～～～～～～～～等の活動を通

じて学生のより主体的な活動を促進し、地域における災害ボランティア活動の活性化を

図っている。 

別紙１

「復旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組」に係る評価結果記載イメージ（案）

法人は「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」を実績報告書に記載する。 
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②機構が作成する評価報告書 

 

法人の特徴  

 

※ ○○大学から提出された実績報告書から転載。 

 

 

大学の基本的な目標（中期目標前文） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

［個性の伸長に向けた取組］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

［東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等］ 

○ 東日本大震災からの復旧・復興へ全学的に取り組むための「○○○プログラム」を策

定し、～～～するなど、教育研究知見を活かした組織的取組を展開するとともに、△△

△機構と～～～に関する共同調査を実施し、～～～を重点的に～～～することにより、

～～～を活用した地域再生計画と地域循環型の新エネルギー政策を提案している。 

○ 東日本大震災からの復旧・復興へ向け、大学独自に募った学生ボランティアを派遣す

るだけでなく、地域のNPO との連絡会議を設け、～～～～～～～～～～～等の活動を通

じて学生のより主体的な活動を促進し、地域における災害ボランティア活動の活性化を

図っている。 

 

機構は、法人が作成した実績報告書の記載を評価報告書に転載する。 
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評価結果 

≪概要≫ 

 

（略） 

 

＜主な特記すべき点＞ 

（Ⅰ）教育に関する目標（大項目） 

（優れた点） 

○ 中期目標（小項目）「・・・・・・・・・・・・」について、・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・優れていると判断される。 

 

（改善を要する点） 

○ 中期目標（小項目）「・・・・・・・・・・・・」について、・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改善することが望まれる。 

 

（略） 

 

（Ⅱ）研究に関する目標（大項目） 

 

（略） 

 

 

（Ⅲ）社会連携・社会貢献、国際化に関する目標（大項目） 

 

（略） 

 

 

 

＜復旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組＞ 

○○大学の実施した復旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組は、例えば、

東日本大震災からの復旧・復興へ全学的に取り組むための「○○○プログラム」を策定

し、～～～するなど、教育研究知見を活かした組織的取組を展開するとともに、△△△

機構と～～～に関する共同調査を実施し、～～～を重点的に～～～することにより、～

～～を活用した地域再生計画と地域循環型の新エネルギー政策を提案している。この外

の取組は、法人の特徴［東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等］欄にあるとお

りである。 

機構は、「復旧・復興への貢献・支援活動等に

関係した顕著な取組」欄に、「東日本大震災か

らの復旧・復興へ向けた取組等」に記載され

ている取組のうち、最初に記載されている取

組を転載する。 
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第２期中期目標期間の中期計画に係る段階判定の考え方 

判定 左記と判断する基準 

非常に

優れて

いる 

【新設】 

○次の２つの条件を満たす場合 

１．計画が実施されている 

２．計画を実施した結果、得られた成果が特筆すべきもの※である 
 
※「特筆すべき成果」とは、以下のいずれかまたは複数に該当する場合を指す 

① 教育研究の大きな質の向上 

② 国際的な視点から判断して極めて高い教育研究水準の実現 

③ 個性の伸長への大きな寄与 

良好 ○次の２つの条件を満たす場合 

１．計画が実施されている 

２．計画を実施した結果、得られた成果が優れている 

おおむ

ね良好

【標準】 

○次の２つの条件を満たす場合 

１．計画が実施されている 

２．計画を実施した結果、得られた成果が相応である 

不十分 ○次のいずれかに該当する場合 

１．計画の実施状況が不十分である 

２．計画は実施されているが、得られた成果が不十分である 

【留意事項】 

判断に当たり、戦略性が高く意欲的な計画については、計画どおり実施できていない

場合においても、教育研究の質の向上や高い教育研究水準の実現が確認できる場合には、

プロセスや内容等を考慮し、判定を行う。 

 
 
（参考） 

第１期中期目標期間の中期計画に係る段階判定の考え方 

判定 左記と判断する基準 

良好 ○次の２つの条件を満たす場合 

１．計画が実施されている 

２．計画を実施した結果、得られた成果が優れている 

お お む

ね 良 好

【標準】 

○次の２つの条件を満たす場合 

１．計画が実施されている 

２．計画を実施した結果、得られた成果が相応である 

不十分 ○次のいずれかに該当する場合 

１．計画の実施状況が不十分である 

２．計画は実施されているが、得られた成果が不十分である 

※ 第１期は３段階判定。留意事項は設けていない。 

参考１国立大学教育研究評価委員会（第34回 平成25年６月20日開催） 

資料３－２ 抜粋 
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学部・研究科等の現況分析結果の活用方法について（案） 

 

 

（これまでの決定事項等） 
 

○ 達成状況評価について、学部・研究科等の現況分析の結果を十分に活用するため、機

構内の教育研究評価委員会における現況分析作業と達成状況評価作業を段階的に進める

ことが可能となるよう、評価実施スケジュールを見直した。 
 

○ 法人は、実績報告書を作成する際、学部・研究科等ごとの現況分析との関連を有する

中期計画については、その関連を記載することとした。 
 

○ 評価者は、学部・研究科等の現況分析結果を活用して評価を行うこととした。 
 

○ 評価者は、学部・研究科等の現況分析において特に質の向上が見られると判断される

場合、特記事項として抽出することとした。 

 

 

≪評価の方向性≫ 

○ 法人は、中期計画の分析状況の記述においては、現況調査表の観点等の分析状況に記

述した内容と特に関連がある場合のみ、関連する学部・研究科等名等を記載する。 

 

○ 学部・研究科等の現況分析の結果を十分に活用し、中期目標の達成状況の評価を行う

ために、現況分析結果の概要（学部・研究科ごとの判定結果一覧表、判断理由一覧表（抜

粋）、中期計画・現況分析結果の関連整理表）を評価者に提供し、評価者は、現況分析

結果の概要を中期計画の実施状況の判定の根拠資料の一つとして活用する。 

 

○ 原則、現況分析において、「注目すべき質の向上」として記載されたものについては、

関連する中項目の特記事項として抽出し、その外にも現況分析結果に特筆すべき事項が

あった場合には、関連する中項目の特記事項として抽出する。 

 

 ○ 上記の手続きにより、第１期で実施した、現況分析結果と達成状況判定結果との大き

な乖離があった場合に段階判定を変更する手続きは行わない。 

 

 

国立大学教育研究評価委員会（第34回 平成25年６月20日開催） 

資料３－３ 抜粋 

参考２
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 ②東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組等 
 

（これまでの決定事項等） 
 

○ 第２期においては、東日本大震災からの復旧・復興への貢献・支援活動等について、

新たに「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」欄を新設し、顕著な取組が見

られると判断される場合には特記することとした。 

 

≪評価の方向性≫ 

○ 評価者は、「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」欄に記述された取組に

ついて、顕著な取組がみられると判断される場合に特記事項として抽出するのみとする。 

 

○ 「復旧・復興への貢献・支援活動等に関係した顕著な取組」の特記事項への抽出のた

め、「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」に係る特記事項の抽出基準を別

途作成する。 

 

 

国立大学教育研究評価委員会（第34回 平成25年６月20日開催） 

資料３－２ 抜粋 

参考３ 


