九州大学の

自己点検・評価
九州大学は将来への飛躍のために自らの現状を
常に点検・評価しています。

中期目標・中期計画、年度計画
九州大学では、大学の理念や長期的な目標を実現するために、国立大学法人法の規定に基づき６年間
に達成すべき目標とそのための計画（中期目標・中期計画）
を立てて様々な取組を行っています。

「提示」
①中期目標

中期目標

中期計画

「提出」
②中期計画

九州大学

文 部 科 学 大 臣が定め、
国立大学法人に提示

文部科学大臣

（国立大学法人が提出する原案を踏まえ）

「認可」
③中期計画

国立大学法人が作成し、
文部科学大臣が認可

年度計画
国立大学法人が作成し、
文部科学大臣に届出

「届出」
④年度計画

評価
九州大学では、法令で定められた評価に対応しています。

国立大学法人評価

認証評価

目

的

公的資源配分や政策決定

目

的

教育研究活動等の質の保証

対

象

全ての国立大学法人、大学共同利用機関法人

対

象

全ての国・公・私立大学、専門職大学院を置く大学

期

間

６年ごと

期

間

大学：７年以内ごと、専門職大学院：５年以内ごと

評価基準

各大学の中期目標・中期計画の達成状況

評価基準

評価機関が定める評価基準

根 拠 法

国立大学法人法

根 拠 法

学校教育法

九州大学の評価結果
機関別認証評価

第１期中期目標期間評価（Ｈ１６〜Ｈ２１）
●教育

「おおむね良好」

●研究

「非常に優れている」

●社会貢献、国際交流等
●業務運営の改善・効率化

「良好」
「非常に優れている」

●財務内容の改善

「良好」

●自己点検・評価及び情報提供

「良好」

●その他業務運営

「良好」

法人評価の結果は、国から配分さ
れる予算（運営費交付金）の算定に
反映されています。

「大学評価基準を満たしている」
（H19受審（独）大学評価・学位授与機構）

次回の機関別認証評価
は、平成26年度の受審
を予定しています。

専門職大学院認証評価
●法科大学院
（H20受審 大学評価・学位授与機構）
「評価基準に適合している」
●経済学府産業マネジメント専攻
（H20受審 大学基準協会）
「評価基準に適合している」
●医学系学府医療経営・管理学専攻
（H20受審 自己点検評価・外部評価）
「評価基準に適合している」
●人間環境学府実践臨床心理学専攻
「評価基準に適合している」
（H21受審 日本臨床心理士資格認定協会）

九州大学の基本方針とスケジュール

九州大学では、自己点検・評価に関する基本方針やスケジュールを定めています。

４つの基本方針
①自己点検・評価の着実な実施
③評価結果の次年度計画等への反映

②情報システムの活用等による業務負担の軽減
④評価情報の公開促進

第２期中期目標期間スケジュール（予定）
H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

活

中期目標・中期計画（全学・部局）

動

九州大学

年度計画
実績報告書

年度計画

年度計画

実績報告書

年度計画

実績報告書

実績報告書

年度計画
実績報告書

認証評価の
自己点検

年度評価

評

国立大学
法人評価

年度評価

年度評価

年度評価

年度計画
実績報告書
達成状況報告書
現況調査表

年度評価

年度評価
中期目標
期間評価

価
認証評価

認証評価
専門職大学院
認証評価

専門職大学院 認証評価
（４つ）

情報システムを活用した取組
九州大学では、自己点検・評価を効率的かつ着実に実施するため、各種情報システム
を活用した取組を行っています。
中期目標・中期計画進捗管理システム
● 中期計画・年度計画の進捗状況等を随時ウェブ上で確認
● 自己点検・評価、
根拠資料の収集・保管から次年度計画立案まで

の一連の評価業務をウェブ上で行うことが可能

URL: http://hyoka-portal.ofc.kyushu-u.ac.jp/
univplan/session/new（学内限定）
大学評価ウェアハウス
● 部局や大学本部が保有する教育研究等に関するデータを随時蓄

積・提供できる双方向型のデータベース
● データ項目は国立大学法人評価や認証評価に対応
● 評価報告書の雛形を出力

URL: https://hyoka-portal.ofc.kyushu-u.ac.jp/
warehouse/i1/main（学内限定）

改革・改善
九州大学では、自己点検・評価に基づいた改革・改善のための独自の取組を行っています。
組織に関する取組

構成員に関する取組

大学改革活性化制度

大学評価情報システム

対象：全ての教育研究組織
目的：各部局の将来構想に基づく組織の再編
と活性化
期間：毎年度
特徴：● 組織改革計画を募り、大学の中期目
標・中期計画に照らして審査の上、教
員ポストを配分する制度
● 学外委員を交えた審査委員会等によ
る審査

対象：全ての教員
目的：教育研究活動等に関して教員自ら行う
点検・評価及び情報発信
特徴：● 教育研究活動等の内容を網羅的に入
力（４９項目）
● 項目の一部を公開している「九州大
学研究者情報」には、月平均１０万件
以上のアクセス

教員業績評価
５年目評価、
１０年以内組織見直し
対象：全ての教育研究組織
目的：①組織の自律的な変革を促進
②教育研究の一層の発展・充実
期間：中期目標期間中の５年目
（Ｈ２６年度）
特徴：● ５年ごとに、全部局の組織改編等の取
組や将来構想について、全学的に点
検・評価を行う制度
● 評価結果は、
１０年以内に各部局の組
織再編に活用

事務組織の見直し

「事務機構のあり方に関する検討委員会」
対象：全ての事務組織
目的：効率的かつ迅速に大学改革を推進する
ための事務組織を構築
特徴：● 既に実施した事務組織再編について
も効率化、合理化の観点から柔軟に
事務組織の見直しを行う
● 短期的・中長期的な視点で大胆な組
織再編や外部委託を多数実施

対象：学内の専任教員
目的：①教員自身の教育研究活動の把握と改善、向上
②部局の将来構想における諸施策への活用
期間：３年ごと
（第１回：Ｈ２０〜２２）
（第２回：Ｈ２３〜２５）
特徴：● 部局の特性に配慮した部局ごとの評
価（部局独自の評価項目を設定可能）
●「大学評価情報システム」
との連携
「教員業績評価支援システム」に
より、評価作業をすべてウェブ上
で行うことができます。

事務系職員の評価

「業務遂行支援評価システム」
対象：学内の事務系職員
目的：①業務の改善・向上
②中期目標・中期計画の達成貢献
③人材育成
④マネジメント・サイクルの活性化
期間：毎年度（平成２０年度から開始）
特徴：● 業務遂行状況評価（目標達成度）
と職
務遂行力評価（能力発揮度、姿勢・態
度）
による評価

大学評価情報室
九州大学大学評価情報室は、大学評価・運営に関する情報の調査・収集やウェブ等を通じた情報
の発信など、評価活動や企画の推進を通じて、我が国の大学評価の拠点及びIR（Institutional
Research）※組織の先駆けとしての活動を実践しています。
（HPはこちら http://www.ir.kyushu-u.ac.jp/home/）

大学評価情報システム
教育研究活動等の状況について教員自ら点検及び評価を行い、
その結果を公表するためのデータベースです。これらの情報を公
開している「九州大学研究者情報」
（ウェブデータベース）
には、国
内外から多くのアクセスがあり、主要な検索エンジンでの検索結
果が上位に表示されます。

※ IR(Institutional

Research)

一般に「大学の諸活動に関する情
報を収集・分析し、大学運営の改善活
動支援、外部への説明責任を果たす
活動」のことを指します。
現在、アメリカの大学ではIR組織が
経営計画の立案支援などを担い、大
学経営のPDCAサイクルを機能させ
る上で重要な役割を担っています。

（URL：http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/index.html）

各種情報システムの構築
九州大学の自己点検・評価をより効率的・効果的に行うためのウェブデータベースシステム
（「中期目標・中期計画
進捗管理システム」や「大学評価ウェアハウス」）
を開発・運用しています。

九州大学ファクトブック
（Q−FACT）
九州大学に関する各種データ・情報を包括的に示すことを目的として作成しています。
過去５年以上にわたる経年データを活用して九州大学の変化を可視化し、データから読み取れる特徴や課題を
提示しています。
Ｑ−ＦＡＣＴは、評価関係の委員会での意見交換や中期計画の進捗状況の点検等に活用しています。

大学評価及びIRの推進
大学の枠を超えた連携・協力を通じて、
ＩＲ・大学評価に関する知識・手法の共有・改善を図ることを目的に、毎年度
：
５６大学等、
１１０名参加】
開催している
「大学評価担当者集会」に主催者の一員として参加しています。【平成２３年度実績（５回目）

TOPICS
【財務格付け】

財務状況や自立的な経営改善に対する姿勢を社会に向けて積極的に発信するため、
（株）
日本格付研究所の

財務格付けの審査を受けています。
平成１８年度から継続して「ＡＡＡ」を取得しています。
（平成２０、２２、２３年度更新）

【世界大学ランキング】

大学は世界のレベルで様々な視点・角度から評価されています。

●ＴＨＥＳ／トムソンロイター社による世界大学ランキング
【２０１１年度：世界第２６６位】
●ＱＳ社による世界大学ランキング
【２０１１年度：世界第１２２位】
●ＱＳ社によるアジア大学ランキング
【２０１１年度：アジア第１８位】
●上海交通大学による世界大学ランキング
【２０１１年度：１７５位】

この 他にも世 界・国 内 で
様々なランキングが行わ
れています。

【各国の質保証・評価制度】（文部科学省中央教育審議会大学分科会の資料を参考）
大学教育の国際化が急速に進展するなかで、教育研究の質保証システムの充実は先進国共通の課題となっ
ています。
アメリカでは、事後評価としてのアクレディテーションが重視され、
ヨーロッパでは、設置認可と事後評価の
組み合わせが主な特徴といえます。
日 本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

大学の設置認可

国の設置認可

州政府による認可

国による認可
（QAAの審査）

学位授与権を持つ
大学は国立のみ

州政府による認可

事後評価

国の認証を受け
た団体による機関
評価

民間のアクレディ
テーション
（適格認
定）による機関別・
分野別評価

①QAAによる機関
評価
② H E F C Eによる
分野別研究評価

国立大学は大統領
直轄の大学評価委
員会（CNE）
による
機関評価

民間の適格認定に
よる機 関 別・課 程
別評価

事後評価結果の
活用

大 学と国に通 知・
一般に公表

連邦政府奨学金や
科研費の受給条件

①大学と国に通知
②研究予算配分に反映

大学に通知

大学に通知

九州大学企画部企画課評価係
〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1
TEL:092-642-7068・7061 FAX:092-642-2242
E-mail:kikhyoka@jimu.kyushu-u.ac.jp
URL:http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/hyoka-home/
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九州大学
大学評価マスコットキャラクター
「じこてん犬」

