会員校間の研究協議事項
＜会員校間の研究協議事項一覧（平成２１年度～２８年度）＞
（1）研究協議事項（総会）
平成２８年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

（１）学生の学習成果を把握する取組みとそのための組織体制
について
（２）短期公立大学の横断的 PR について
（３）専任教員の兼業と勤務時間について
（４）教員の講義・演習等以外での大学施設の利用について

春季通常総会

第６６回

１．短期大学将来構想策定に係る各種調整について

秋季通常総会

（秋季）通常総会

２．教員が教育研究等により専念できる体制作りについて

資料として配

(H28.11.1)

３．学生の卒業・留年について

布

第６６回（春季）
通常総会
（28.5.26～27）

資料として配
布

４．学生相談カウンセラーの配属状況について
５．学生の生活費（仕送り額）について
６．ＳＤ活動について
７．入試制度改革について
平成２７年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 65 回

（１）１８歳人口減少に向けての取組について

春季通常総会

春季通常総会

（２）学食におけるワンコイン朝食の導入について

資料として配

（３）授業時間外の学習（予習・復習・宿題等）を促進するため

布

の「取り組み」や「環境づくり」について
（４）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・ポリシーについて
（５）地方大学を活用した雇用創出・若者定着に向けた取り組み
について
第 65 回
秋季通常総会

（１）「公立大学の地域との関連性について」（「地方公共団体

秋季通常総会

と地方大学の連携による雇用創出・若者定着促進要綱」に基

資料として配

づく特別交付税措置について）

布

（２）地方公務員法の改正に伴う人事評価等の導入、
（３）成績評価方法とＧＰＡ制度の導入、
（４）授業料減免措置の審査基準、
（５）学内無線ＬＡＮの設置と運用、
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平成２６年度
第 64 回

（１）海外の大学との交流事業の実施状況について

春季通常総会

春季通常総会

（２）既往歴のある学生への対応について

資料として配

（３）gender identity disorder（性同一性障害）の学生が在学し

布

ている場合の学内文書等の取扱いについて
（４）入学前教育の現状と効果について
（５）教員の教育業績の評価方法と表彰制度について
（６）学修成果の把握・評価するための取組みと組織体制につい
て
（７）大学の管理運営における学長の権限について
第 64 回
秋季通常総会

（１）
「学校教育法」及び「同施行規則」
（平成 27 年 4 月 1 日施行） 秋 季 通 常 総 会
の改正への対応について
（２）ホームページ等による教務学生情報の学生への告知につい

資料として配
布

て（休講・補講、集中講義、定期試験時間割、奨学金、アル
バイトなど）
（３）障がいのある受験生への合理的配慮について
（４）災害等の不測の事態への入試対応について
（５）
「短期大学の今後の在り方について（審議まとめ）」
（中教審
大学教育部会短期大学ワーキンググループ）について
平成２５年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 63 回

（１）情報セキュリティの指導について

春季通常総会

春季通常総会

（２）平成２５年度入試の状況と広報活動について

資料として配

（３）教育の質保証を行うための「教学マネジメント」と「取組

布

み」について
（４）障がいのある学生の修学支援について
（５）学生の修学支援、特に成績不振の学生や不登校ぎみの学生
に対する支援のあり方について
（６）キャリア教育のあり方について
第 63 回

（１）補講を含む授業実施のマネジメントについて

秋季通常総会

秋季通常総会

（２）短大における「インターンシップ」の充実に向けて～実践

資料として配

事例紹介と今後に向けての検討状況～

布

平成２４年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 62 回

（１）大学教育の質保証（資格取得と教育的質保証）について

春季通常総会

春季通常総会

（２）ラーニング・アウトカム（学修成果）の設定と、その把握

資料として配
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のためのポートフォリオ作成について

布

（３）教養教育（共通教育）の「一般教養科目」及び「外国語科
目」における、卒業単位数と開講科目数について
（４）教員の意欲向上に資する取組について
（５）教員評価の在り方について
（６）学生の就職支援の在り方について
（７）各公立短期大学において「力点をおいている取組」や「特
色ある取組」等（検討を含む。
）の紹介
第 62 回
秋季通常総会

（１）教員が学生の海外、国内研修旅行引率する際の取扱いを定
めているか

秋季通常総会
資料として配

（２）情報機器管理の現状及び利用に関するガイドラインの整備

布

について
（３）学生の課外活動、サークル活動の現状と課題、及び活性化
に対する支援とその効果について
（４）後援会費など学校徴収金の使途について
（５）教員養成の修士レベル化への対応について
（６）
「大学改革実行プラン」等を踏まえて（各校の検討状況）
平成２３年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 61 回

（１）平成２３年度授業料等調

春季通常総会

春季通常総会

（２）平成２３年度入学志願者・入学者数等調

（５／２６・２

（３）最近の学生支援に係る公立短期大学の状況

７）資料として

①経済的理由による入学辞退者数
②入学生、在学生の入学料・授業料の減免、延納の基準、申請
者数・許可者数
③入学生、在学生の奨学金の申請者数、許可者数
（４）就職活動に関する支援並びに指導体制等について
（５）学生募集広報等の状況について
（６）東北地方太平洋沖地震による被災状況と対応について
（７）自己点検評価体制について
（８）教養教育の現状・問題点と責任組織の実情・在り方につい
て
（９）大学施設の地域開放について
（１０）パワハラ・アカハラへの対応について
（１１）授業評価の事務処理について

3

配布

第 61 回

（１）パワハラ・アカハラへの対応について（改訂版）

秋季通常総会

秋季通常総会

（２）社会人学生の受け入れについて

（１０／７）資

（３）地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金・・知の

料として配布

地域づくり）等の国の助成制度の活用について
（４）ここ２～３年の経費削減策について
（５）第１期中期目標・中期計画終了時における積立金（余剰金）
の取扱いについて
（６）障がいのある学生への対応について
（７）公立短大の四年制大学化に関する諸方策、および法人化へ
の移行をめぐる諸課題について
平成２２年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 60 回

（１）平成２２年度授業料等調

H22.5.27 第 60

通常総会

（２）平成２２年度入学志願者・入学者数等調

回通常総会資

（３）最近の学生支援に係る公立短期大学の状況

料として配布

①経済的理由による入学辞退者数
②入学生、在学生の入学料・授業料の減免、延納の基準、申請
者数・許可者数
③入学生、在学生の奨学金の申請者数、許可者数
（４）就職活動に関する支援並びに指導体制等について
（５）学生募集広報等の状況について
（６）公立短大における「地域の生涯学習ニーズ」への対応状況
①これらの中で、地域のニーズに対応して「成功していると思
われる事例」及び「その検証」
②「地域ニーズ」との関連で、
「課題・問題点を抱えている事例」
及び「その検証」
③公立短期大学が地域の生涯学習拠点として生きていくために
は、何が必要で、何が問題と思われているか
（７）キャリアガイダンスの法令上の明確化（大学設置基準の改
正）に伴う貴学の新たな対応（検討状況を含む。
）について
（８）図書館職員の配置状況等について
（９）経済的困窮者への支援について
平成２１年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 59 回

（１）平成２１年度授業料等調

H21.5.28/29

通常総会

（２）平成２１年度入学志願者・入学者数等調

第 59 回通常総

4

（３）学生募集広報等の状況

会開催要項に

（４）最近の学生支援に係る短期大学の状況

掲載

①経済的理由による入学辞退者数
②入学料・授業料の減免・延納の基準・申請者数・許可者数、
③奨学金の申請者数・許可者数
（５）中途退学者の状況等
（６）教育振興基本計画の策定状況

（2）研究協議事項（研修会）
平成２８年度
区分
第４７回
事務職員

研究協議事項・内容
１．業務上の懸案事項等
（イ）学務・学生支援業務関係

中央研修会

１．成績評価基準に関する教員間の共有について

（H28.8.1～2）

２．授業料免除や学生に優しい支援について
３．学生の成績データ管理について
４．学生に対するアルバイト紹介について
５．履修申告手続きシステムについて
６．履修登録期間後の対応について
（ロ）管理・運営関係
７．証明書等の発行について
８．授業料減免に関する基準について
９．授業料減免審査基準（「年齢要件等」設定）事例について
10．後援会（大学教育の振興、事業援助を目的とする会を含
む。
）の事業について
11．施設設備の管理体制について
２．大学が当面している課題
12．施設整備の拡充について
13．新入生の確保について
14．教員の研究に係る「出張」の取扱いについて
３．災害への対応状況
15．防災計画の整備状況について（災害時の学生や教職員等
への対応状況など）
16．帰宅困難の学生のための食糧等の備蓄について
17．大規模災害等発生時の学生の安否情報（安否確認）
の方法について
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結果の公表
事務職員中央
研修会資料と
して配布

第３５回幹部研修
会（H29.1.27）

（１） 高大連携について
（２）秋季総会を公立短期大学の PR を目的とするイベントと
して開催してはどうか
（３）各短大における事務組織･事務職員の配置状況について

幹部研修会資
料として配布

平成２７年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 46 回

１．業務上の懸案事項等

事務職員中央

事務職員

（イ学務・学生支援業務関係）

研修会資料と

中央研修会

（１）成績不振、欠席の多い学生への対応について

して配布

（２）卒業後の進路未決定者への支援について
（３）卒業生に対する各種証明書発行と履修等記録の保管状況に
ついて
（４）大学内で事故が発生した場合の対応について
（５）学生の忘れ物対策について
（６）学生証発行、学籍番号の付番及びそのスケジュールについ
て
（７）キャンパスカレンダーの調整について
（８）外国人留学生への授業料減免制度について
（ロ管理・運営関係）
（９）公立短期大学事務局における円滑な業務遂行のための工夫
等について
（１０）教員研究費による教員研究用の消耗品等購入事務の取扱
いについて
（１１）マイナンバー対応について
（１２）学生の実験実習予算の措置状況について
（１３）校舎内の上履き使用について
（１４）学内放置物の取扱いについて
（１５）裁量労働制における休日出勤の振替えについて
（１６）教職員間の連絡・連携体制について
２．大学が当面している課題
（１７）施設修繕費の膨張について
（１８）短期大学の存続、及び学生数確保のための施策などに関
する将来計画について
（１９）学生確保のための取組みについて
（２０）外部研究費の獲得に対する支援について
（２１）地域連携・地域貢献の推進について
（２２）
「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定
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着促進要綱」の活用について
（２２の２）障がい学生支援について
３．災害への対応状況
（２３）災害への対応状況について
第 34 回幹部研 （１）学生への就職支援について

幹部研修会資

修会

料として配布

（２）科学研究費助成事業（科研費）の間接経費の使途について

（28.1.22）

（３）職務別事務職員研修会の設置について
（４）各研修会を加盟校で実施について

平成２６年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 45 回

（大震災への対応状況）

事務職員中央

事務職員

（１）大震災への対応状況

研修会資料と

中央研修会

（大学が直面している課題）

して配布

（２）入学生（入学希望者）の確保対策について
（３）貴学における「地域の特色を生かした取組」について
（４）中長期的な展望や施設管理の方針について
（業務上の懸案事項等

（イ）学務・学生支援業務関係）

（５）
「学生の成績評価方法」について
（６）経済的に困窮している世帯の学生への支援について
（７）
「授業料免除制度」の申請状況について
（８）授業料滞納による学生の除籍に関する手続き及び除籍後の
取扱いについて
（業務上の懸案事項等（ロ）管理・運営関係）
（９）授業料の収納率の向上及び滞納者への督促について
（１０）授業料の徴収について
（１１）校内での盗難対応について
（１２）事務職員の人事について
第 33 回幹部研

（１）ＳＤについての各校の取り組みについて

修会・事務局

（２）大学ポートレート参加大学に対する費用負担について

長会（合同）

（３）短期大学ＷＧ審議まとめについて

幹部研修会・事
務局長会（合
同）資料として
配布

平成２５年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 44 回

（大震災への対応状況）

事務職員中央

事務職員

（１）大震災への対応状況

研修会資料と

中央研修会

①各校における取組状況について
②被災者への授業料減免等について
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して配布

（大学が直面している課題）
（２）
「進学希望者」への対応状況について
（３）事業評価について
（４）文科省のＣＯＣ事業への取組状況（申請を含む。
）と今後の
対応について
（５）施設・環境の整備等について
（業務上の懸案事項等（イ）学務・学生支援業務関係）
（６）除籍者に対する証明書の発行について
（７）授業料減免要件と奨学金の取り扱いについて
（８）授業料等の徴収について
（９）学生のＳＮＳ関係の注意喚起などについて
（１０）障害のある学生への対応について
（１１）短大生の就職活動上の諸課題について
（１２）学生の進路について
（１３）就職活動における公欠の取り扱いについて
（１４）学生の芸術作品の展示について
（１５）学生のメンタルケアについて
（１６）
「学生の自立」と「事務職員のサービス」のバランスにつ
いて
（業務上の懸案事項等（ロ）管理・運営関係）
（１７）専門業務型裁量労働制の導入について
（１８）教員の研修と兼職の取り扱いについて
（１９）国際交流について
（２０）公短協が毎年行う「公立短期大学実態調査表」調査につ
いて、労力に見合うだけの十分な成果として、どのようなもの
があったか。本当に必要な調査か。
（２１）予算執行について
①予算執行上の問題点及び対応について
②教員の学会費等の支払いの実情について
③予算の弾力的な運用の実際について
（２２）公短協の運営の改善に向けて
第 32 回幹部研

（１）学生の留学に対する助成について

幹部研修会・事

修会・事務局

（２）授業公開への事務職員の参加について

務局長会（合

長会（合同）

（３）学内における盗難対策について

同）資料として

（４）ＣＯＣ事業への取組みについて

配布
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平成２４年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 43 回

（１）震災等への対応について

事務職員中央

事務職員

（２）大規模災害等の発生に備えた事業継続計画（ＢＣＰ）の策

研修会資料と

中央研修会

定について

して配布

（３）短期大学の効果的な広報の取組について
（４）学外者に対する財産貸付について
（５）使用電力削減のための取組について
（６）外部資金獲得に向けた各校の取り組みについて
（７）各大学におけるインターンシップ事業の実施状況及び取組
について
（８）就職支援としての取組について
（９）学生の地元就職について
（１０）奨学金の希望者の推薦基準及び取扱いについて
（１１）授業料滞納者への休学許可について
第 31 回

（１）知的財産の管理について

幹部研修会・事

幹部研修会

（２）教員の研究費について

務局長会（合

・事務局長会

（３）入試・広報の組織体制について

同）資料として

（合同）

（４）サテライトキャンパスの設置状況（設置の有無・使用面積・ 配布
人員配置（常駐者数等）
・維持経費・使用頻度など）について
（５）契約労働法の一部改正に伴う「無期労働契約への転換」ル
ール等について、その対策について
（６）法人化している短期大学の積立金の取扱いについて
（７）創立記念式典の経費等について
（８）本学のミッションの中で、重点を置いて取組んでいる事柄
（紹介）

平成２３年度
区分
第 42 回
事務職員
中央研修会

研究協議事項・内容

結果の公表

（１）平成２４年度大学入試センター試験「地理歴史、公民及び

中央研修会（８

理科における成績」の取扱いについて
（２）学生への各種情報の提供方法について
（３）授業で教員や学生が使用する記録用紙・評価表や、教員が
学生に配布する資料等情報公開条例等に基づく公文書開示請
求があった場合の対応について
（４）授業料減免について
（５）授業料等滞納整理について
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／４・５）資料
として配布

（６）保証人に対しての授業料の納入連絡について
（７）地元地域と連携した危機管理について
（８）ボランティア支援について
（９）教員研究室及び講義室等の室温管理について
（１０）不審者の侵入防止対策について
（１１）大学案内作成のカラーマネジメントについて
第 30 回

（１）学内の備品管理について

幹部研修会・事

幹部研修会

（２）入試問題の作成について

務局長会（合

・事務局長会

（３）教員の公用での私有自動車の利用について

同）
（１／２７）

（４）
「公立短期大学実態調査表」「通常総会時の調査」の見直し

資料として配

（合同）

について

布

（５）
「災害と学生のボランテア活動」の取扱いについて
（６）
「公的研究に関する不正防止計画」について
平成２２年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 41 回

（１）ＬＬ設備について

H22.8.4/5 中央

事務職員

（２）ホームページの管理・運営体制について

研修会資料と

中央研修会

（３）教員研究用消耗品費、備品費、図書費等の予算配分方法と

し て 配 布

物品を購入する際の流れについて

（ H22.8.6 取

（４）事務職員の学生に対する窓口対応について

りまとめを欠

（５）県民への大学施設貸出について

席校に送付）

第2回

（１）職員研修の実情と課題等について

H22.1.26 幹部

事務局長会

（２）民間企業との共同研究について

研修会・事務局

第 29 回

（１）四大化に対する各公立短大の取り組み状況、もしくは方針・ 長会（合同）資

幹部研修会

考え方等について

料として配布

（２）関係法令の改正・施行に向けての対応状況及び問題点

（H23.1.27 取

①教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に関する指導等

りまとめを欠

②大学の教育情報の公表

席校に送付）

平成２１年度
区分

研究協議事項・内容

結果の公表

第 40 回

（１）新型インフルエンザへの対応について

H21.8.3/4 中央

事務職員

（２）学内及び通学時における学生の傷病時等の対応について

研修会資料と

中央研修会

（３）大学運営システム※（ソフト会社が開発したシステム）の

し て 配 布 、

導入について

（21.8.17 取り

（４）授業減免制度の見直し

まとめを会員

（５）授業料減免の判定における成績要件について

校に送付）
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（６）学生に対する経済支援状況
第2回
事務局長会

（１）公立大学法人化の現状と課題（メリット・デメリット、検
討状況）

H22.1.26 事務
局長会資料と

（２）公立短期大学実態調査の利・活用状況等について

して配布

第 28 回

（１）教育情報の公開（取組と問題点、課題認識）

H22.1.26 幹部

幹部研修会

（２）その後の、学生に対する経済支援の状況（授業料減免、奨

研修会資料と

学金貸与等）

して配布

（３）科学研究費補助金の補助期間終了後に所属機関を変更する
際の設備等の返還について
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その他の調査報告
＜その他調査報告一覧（平成２１年度～２８年度）＞
平成２４年度
区分
「公立短大のこ

調査項目・内容
（１）在学生（１年生）に対する調査（全数）

結果の公表
春季通常総会

れから、公立

①公立短大志望（又は入学）の事由

で 報 告 、

短大の在り方

②公立短大の魅力・メリット

H24.5.30 付け

に関するアン

③現在、短大に在学していて一番不安、又は心配なこと

事務連絡で送

ケート調査」
（H24.4.20）

（２）公立短期大学長に対する調査（全数）

付

①公立短期大学の存在意義、及び公立短大の今後について
②これからの公立短大が果たすべき役割（新たに期待される役
割を含む。
）について
③学生に関し、どのような調査等を行っていますか
④現在、貴校における最重要課題について
（３）設置者・設立団体（県・市）に対する調査（全数）
①短期大学、とりわけ公立短大の存在をどのように評価してい
ますか
②少子化及び近年の四大志向のトレンドの状況下における受け
止めと、貴県・市における今後の高等教育機関の整備につい
て

平成２３年度
区分
その他

調査項目・内容

結果の公表

（１）平成２４年度大学入試センター試験参加公立短期大学にお

H23.7.5 公短大

ける地理歴史、公民及び理科における成績の取扱いについて

協第 46 号にて
集計結果のお
知らせ

（２）大学基準協会「短期大学基準」のパブリックコメントの結
果及び、パブリックコメントに対する対応状況

H24.2.7 公短大
協第 105 号に
てお知らせ

平成２２年度
区分

調査項目・内容

結果の公表

専任教員の配

（１）専任教員の配置状況（H22.5.1 現在）

Ｈ 22.12.21 公

置状況等調査

（２）短期大学設置基準上の専任教員数

短大協第 79 号

（３）現行の大学設置基準等の整備の必要性（各学長の意見）

で結果を報告

（４）
「教育課程の共同実施」構想の有無
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（５）
「新しい分野」の学科を整備する計画
（６）大学と短期大学の連携
（７）公立短期大学の今後担うべき役割
（８）公立短期大学と地域との連携状況
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