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令和２年度 第３回沖縄県公立大学法人評価委員会 議事概要 

 

 

 

１ 開催日時 

令和 3 年 3 月 16 日（火）15:30～17:00 

 

２ 開催場所 

県庁２階 労働委員会会議室 

 

３ 出席者等 

（出席） 

砂川 昌範 委員（公立大学法人名桜大学学長） 

西村 貞雄 委員（琉球大学名誉教授） 

嘉数 道彦 委員（公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団芸術監督） 

石田 むつみ 委員（日本公認会計士協会沖縄会会員（石田むつみ公認会計士事務所）） 

福地 敬 委員（一般財団法人沖縄美ら島財団事務局次長兼総務部長） 

（欠席） 

なし 

以上 委員５名中５名出席 

（事務局） 

沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課、沖縄県立芸術大学 

 

４ 会議次第 

１ 開会 

２ 議事 

(1) 公立大学法人沖縄県立芸術大学中期計画（案）について 

(2) 法人の役員報酬等の支給基準（案）について 

３ 閉会 

 

５ 配布資料 

①会議次第 

②座席表 

③沖縄県公立大学法人評価委員会名簿（令和３年３月 16 日現在） 

④資料１ 公立大学法人沖縄県立芸術大学中期計画（案） 
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⑤資料２ 公立大学法人沖縄県立芸術大学役員報酬規程（案） 

⑥資料３ 公立大学法人沖縄県立芸術大学役員退職手当規程（案） 

⑦参考資料１ 中期計画における数値目標一覧 

⑧参考資料２ 中期目標・中期計画（案）項目比較表 

⑨参考資料３ 公立大学法人沖縄県立芸術大学中期目標 

⑩参考資料４ 公立大学法人沖縄県立芸術大学定款 

⑪参考資料５【参照条文】地方独立行政法人法 

⑫参考資料６ 公立大学法人沖縄県立芸術大学 組織図（案） 

⑬参考資料７ 公立大学法人沖縄県立芸術大学 役員等体制一覧（案） 

⑭参考資料８ 沖縄県公立大学法人評価委員会の役割について 
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６ 議事要旨 

〔事務局〕 

■事前配付資料及び当日配付資料確認 

■定足数の確認 

委員５人中５人出席。沖縄県公立大学法人評価委員会条例第５条第２項による定足

数を満たしている旨報告。 

■沖縄県公立大学法人評価委員会運営要綱第２条第２項に基づき、西村委員長により議

事を進行。 

 

議事(1) 「公立大学法人沖縄県立芸術大学中期目標（案）」について 

〔委員長〕 

○ 事務局からご説明願いたい。 

 

〔事務局〕 

○ 資料１及び参考資料１により説明。 

 

〔委員長〕 

○ ただ今の説明について、ご意見・ご質問があればいただきたい。 

 

〔委員〕 

○ ２つの点について質問する。１つが就職率、もう１つが展示・展覧会等の開催につ

いて。 

就職率は、目標が、学部と大学院一緒になっているが、学部と大学院だと水準が違

っている。一緒にする必要性はあるか。 

学生がこれまでやってきたことを社会にも関連しているということで就職される方

もたくさんいらっしゃると思うので、大学生の就職率というのは、大学が育ててきた

学生さんの質を表現するものだと思う。 

社会からの評価も、１つの要素としてそこに現れてくる。必ずしも舞踊など芸能活

動だけではなく、これまで学んできたことを、別の角度から社会に還元していく、貢

献していくということをされていく方々がたくさんいらっしゃるだろう、そういうこ

とも大学には求められているのではないか。就職率に対する大学のビジョンがここに

は現れてくるであろうと思う。質が高まり、社会からの評価が高まれば就職率は自ら

上がってくるだろうと思うので、ここはより重要ではないか。就職率を高めていきた

いのかどうかを伺いたい。 

展覧会について、動員数は必ずしも実績が把握できるわけではないため回数にした、
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としているが、地域との交流、学生や教職員が高めている技術の提供によって、地域

に文化と接する機会を提供し、より文化的な活動に親しみを持っていただくという、

非常に重要な機会であるので、回数だけ取り上げて、そこに触れていただく方、動員

数を外すのはいかがなものか。 

スケジュール的なことを考えると、回数はそうそう増やせない。 

これ以上回数を増やすのは厳しいのであれば、１回でよりたくさんの方に見ていた

だく、聞いていただく点に注力すると費用対効果が高まる。かけたお金の効果をより

高めるという意味でも動員数というのは重要になってくる。 

キャパシティが小さいところにもたくさん行っていただいて、機会の公平性も考え

なければならない。 

 

〔事務局〕 

○ 就職率について、きめ細かな就職支援のため、文化芸術関連企業等との連携、県外

企業からから講師を招聘し就職説明会を行うなど、進路指導の強化に関する取組も徐

々にではあるが行っている。 

大学としては、卒業生が就職しない、就職希望するのに卒業できないということは

問題があると思うため、就職率は高めていきたいという方向で考えている。同時に、

芸術活動に専門的に取り組んでいくことへの支援についても検討したい。 

就職率が学部と大学院で分かれていないのは、沖縄県の 2１世紀ビジョン実施計画

において学部と大学院が合算されたものが成果指標として設定されており、それに倣

ったため。就職率を学部と大学院とで分けるかどうかは再度検討したい。 

展覧会については、内容もよく参加者からも好評であったものでも、会場のキャパ

シティが少ない場合は必ずしも参加人数の増加に繋がらないということもあるため、

件数メインで考えていたが、参加者へのアンケート結果なども総合的に評価できれば

と考えている。 

学長からも、動員数は数値目標に挙げないにしても、集計や評価ができるようにし

ておくこととの指示があったため、動員数も含め総合的に評価し、きちんと見直しも

行いたいと考えている。 

 

〔委員〕 

○ 社会貢献等に関する目標設定について、参加者側の満足度の部分もある程度評価す

るということだが、やはり効果測定等は重要と考える。地域の方々がどういうものを

希望しているのか受け止めた上で見直しするなど、希望に沿ったテーマのコンサート

を開催する必要があるのではないか。 

大学ホームページのアクセス数、維持向上について、参考資料を見た限り、過去の
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実績からの目標設定というところでは、妥当ではないかと思うが、他の芸術系の大学

ではどの程度のホームページのアクセス数があるのか、県立芸大とのポジショニング

がどうなっているかという比較検討も行ったか。 

 

〔事務局〕 

○ 社会貢献については、地域の要望の把握、効果測定は今後、実施していく上で十分

留意する。 

大学のホームページのアクセス数について、他の大学との比較でいうと、件数では

沖縄県立芸大は多い方である。芸術系大学でホームページのアクセス数を目標に設定

しているところは調べた限りでは他の大学では見当たらなかった。 

 

〔委員〕 

○ 今回の中期計画の修正案では、資料１の２ページの学習成果、教育効果の把握・可

視化など、文部科学省も重視する項目について取り組むということを示したのは評価

できる。 

資料１の１ページ目、１(1) ア「入学者受入方針・入学者選抜」について、大学院

に関しては、各研究科での理念がアドミッション・ポリシーの根幹になっていると理

解している。 

中期計画案には、進化のプロセスの文言が入っていることが大事である。例えば１

(1) ア（ア）に「入学者選抜方法の改善を図り、実施する。」と PDCA を念頭に置い

た記載があり、現状維持ではなく各年度の年度計画、６年間の中期計画の中で、初期

に達成すべきものなのか、中期もしくは後期、６年かけて難題に取り組むとか、様々

なパターンがあると思われるが、この文言があることによって、各年度の計画の中に

盛り込む受け皿となっていると考える。 

同じく資料１の１ページ目、１(1)イ（ア）に記載がある「全学教育」については、

共通教育や教養教育を指しているのか、それとも、学習課程すべての教育課程を含め

て全学教育というふうに位置付けているのかがわかりにくい。１(1)イ（ア）の後半に

は語学力や情報処理など共通教育に近いような表現があるが、前半の部分には専門分

野の学習という表現もあるので、すべての学士課程の教育の中身が全学教育という言

葉の中に含まれていると理解している。 

資料１の３ページ目、「(3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置」

に記載のある、ダイバーシティやバックグラウンドなど、なかなか具体的なイメージ

が湧きにくいカタカナ用語は、注釈にてしっかり説明しておく必要がある。 

資料１の６ページ目、３(1)の「イ 地域及び社会への貢献」の中で、社会連携セン

ターに関する記述があるが、これは、令和２年度に発表された地域連携プラットホー
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ムを視野に入れた取り組みを強く推進していくという意思の表れだと考えているが、

このことは、地方の公立大学のミッションとしてはどうしても外すわけにはいかない

と考えるので、この項を記載したことはちゃんと意思表示もできているのではないか

と捉えている。 

防災に関してはどこに記載されているか。 

 

〔事務局〕 

○ 防災については、資料１の 10 ページ目、２の「(2) 災害、事故、犯罪等に対する体

制整備」に記載している。この項目にて、災害・事故・犯罪等に対する体制整備とい

うことで、防災も含め、各種訓練など体制整備に努めていきたいと考えている。 

 

〔委員〕 

○ 資料１の 10 ページ目、「２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置」にお

いて、（1）はハラスメントやコンプライアンス、（2）が防災に関することとイメー

ジでよいか。 

 

〔事務局〕 

○ 資料１の 10 ページ目、「３ 法令遵守及び人権の尊重に関する目標を達成するため

の措置」にハラスメント防止、関係法律順守、情報セキュリティについて記載し、２

（2）で災害等の体制整備などについて記載している。 

 

〔委員長〕 

○ ３ページ目、「(3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置」に記載

のあるバックグラウンド、ダイバーシティといった用語は具体的に解説する必要があ

る。他に意見はあるか。 

 

〔委員〕 

○ 展覧会・演奏会などの動員数について、動員数が多くなるということは、それだけ

社会からの求められている数に比例するものなので、それを残すというのも非常に良

いことだと思う。 

ただ、そこで懸念されるのが、あまり動員数だけに重きを置いてしまうと、いわゆ

る人気のあるものだけの公開に留まり、研究性の高いもの、一般的の方々が近づきに

くいものを避けてしまうような流れになるのは好ましくないので、矛盾するようでは

あるが、バランスを取ることが大学としても大変重要であると考える。 

研究的なものだけを掘り下げていくのではなく、一般の社会の方々にも開かれた形
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で、求められるものを提供するという面も必要なので、そのバランスをうまく取りな

がら意義のある展覧会、演奏会をどのように実施しているかがしっかり評価できるよ

う、人数だけでなく、件数だけでなく、中身の充実が評価に現れれば一番理想ではな

いかと考える。 

 

〔委員長〕 

時間も経ったので、就職率、動員数など、学長の意見なども取り混ぜて検討されている

が、やはりもう少し付け加えてほしいとの意見も踏まえ、中期計画案を整理した上で、

法人成立後に当該計画の認可に向けた手続きを行うこととしてよいか。 

 

（異議なし） 

 

 

議事(2) 法人の役員報酬等の支給基準（案）について 

〔委員長〕 

○ それでは次の議事(2)法人の役員報酬等の支給基準案について事務局からご説明願

いたい。 

 

〔事務局〕 

○ 資料２、資料３に基づき説明。 

 

〔委員長〕 

○ ただ今の説明について、ご意見・ご質問があればいただきたい。 

 

〔委員長〕 

○ 質疑はないので、当該役員報酬と支給基準案については、法人成立後に法人から知

事へ届け出るとともに、公表していただきたい。 

 

 

〔委員長〕 

○ その他、本日の議事に関する、これまでのご説明について、何かご質問はあるか。 

 

〔委員〕 

○ 先日、県立博物館・美術館で開催された卒業展を見たが、卒業展のような取組を組

織としてアピールし、より多くの方が足を運ばれるようにすると大学のプレゼンスも
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上がり、社会の評価、就職等にもつながっていくと考える。 

一般企業に、一般の仕事で芸術系大学の卒業生が入ってくることでダイバーシティ

になる。これまでの一辺倒のものの見方から、より柔軟な見方が企業の中に入ってい

き、より自由な発想に基づいた新しい価値創造ができる。このような意味で、企業の

中に芸術系大学の卒業生が多く入ってほしいと考える。 

社会に開かれた大学であってほしいと思うので、ツイッター、インスタグラムなど

のＳＮＳを活用し、学生などが自らの作品、活動をどんどん発信し、より社会の皆様

に見ていただくようになれば、モチベーションが上がり、よりよい大学になっていく

と考える。 

 

〔委員長〕 

○ 以上で、予定していた議事はすべて終了した。本日は円滑な議事進行にご協力いた

だいたとともに、貴重なご意見をいただき感謝申し上げる。事務局から、事務連絡等

があればお願いしたい。 

 

〔事務局〕 

○ 評価委員会については、会議の終了後、配布資料、議事概要等を県のホームページ

上で公表している。今回の３回目の議事概要、次年度開催予定の評価委員会について、

事前に委員のみなさまに内容をご確認していただいた上で公表することとする。 

 

〔委員長〕 

○ 以上をもって令和２年度第３回沖縄県公立大学法人評価委員会を閉会する。 

 

 

【閉会】 


