
鶴岡工業高等専門学校

選択的評価事項Ｂ　地域貢献活動等の状況

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。

　■　満たしていると判断する

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 備考 再掲

(1) 地域貢献活動等に関する目的、基本方針、目標等を適切に定めているか。 ◇定めていることがわかる資料

　■　策定している
資料B-1-1-(1)-01 「鶴岡工業高等専門学校における地域貢献活動の目的と基本方

針・活動方針等」

資料A-1-1-(1)-05 「鶴岡高専10年ビジョン」 再掲

資料B-1-1-(1)-02 「研究シーズ集の発刊にあたって」

資料A-1-2-(1)-03 「地域連携センター規程」 再掲

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。

　■　満たしていると判断する

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 備考 再掲

(1) 学校が設定した地域貢献活動等について、具体的な方針を策定しているか。 ◇具体的な方針が策定されていることがわかる資料

　■　策定している
資料B-1-1-(1)-01 「鶴岡工業高等専門学校における地域貢献活動の目的と基本方

針・活動方針等」
再掲

資料A-1-2-(1)-03 「地域連携センター規程」 再掲

資料B-1-2-(1)-01 「平成30年度 地域連携部門／K-ARC部門担当　イベント予定

表」

資料B-1-2-(1)-02 「平成30年度 地域連携部門　分担表」

資料B-1-2-(1)-03 「平成30年度 K-ARC部門　分担表」

資料B-1-2-(1)-04 「平成30年度 人材育成部門 関連事業予定表」

資料B-1-2-(1)-05 「平成30年度 特別活動実施の目安」

評価の視点

Ｂ－１　高等専門学校の地域貢献活動等に関する目的等に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、活動の成果が認められていること。

観点Ｂ－１－①　地域貢献活動等に関する目的、基本方針、目標等が適切に定められているか。

【留意点】なし。

関係法令(法)第107条　(設)第21条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）

観点Ｂ－１－②　地域貢献活動等の目的等に照らして、活動が計画的に実施されているか。

【留意点】

○　実施体制について分析することは必須ではない。

関係法令	(法)第107条　(設)第21条

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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鶴岡工業高等専門学校

資料B-1-2-(1)-06 「令和元年度 地域連携部門／K-ARC部門担当　イベント予定

表」

資料B-1-2-(1)-07 「令和元年度 地域連携部門　分担表」

資料B-1-2-(1)-08 「令和元年度 K-ARC部門　分担表」

資料B-1-2-(1)-09 「令和元年度 特別活動実施の目安」

資料B-1-2-(1)-10 「令和元年度 春期CO-OP教育　実施計画案」

資料B-1-2-(1)-11 「キャリア教育実績集計」

(2) (1)の方針に基づき計画的に実施しているか。 ◇実施状況がわかる資料

　■　実施している 資料B-1-2-(2)-01 「H31地域連携センター会議議事概要」

資料B-1-2-(2)-02 「人材育成」

資料B-1-2-(2)-03 「地域貢献活動」

資料B-1-2-(2)-04 「受託事業」

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。

　■　満たしていると判断する

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 備考 再掲

(1) 学校が設定した地域貢献活動等の目的等に照らして、成果が認められるか。 ◇活動の成果がわかる資料（活動別参加者数、参加者・利用者アンケート等）

　■　認められる 資料B-1-3-(1)-01 「平成30年度 科研費特別セミナー参加者」

資料B-1-3-(1)-02 「平成30年度 第８回「知の拠点庄内」シンポジウム アンケー

ト」

資料B-1-3-(1)-03 「平成30年度 市民サロン参加者」

資料B-1-3-(1)-04 「平成30年度 市民サロンアンケート」

資料B-1-3-(1)-05 「平成30年度 イブニングセミナー参加者」

資料B-1-3-(1)-06 「 平成30年度 イブニングセミナーアンケート」

資料B-1-3-(1)-07 「平成30年度 産業技術フォーラム参加者」

資料B-1-3-(1)-08 「平成30年度 産業技術フォーラムアンケート」

資料B-1-3-(1)-09 「平成30年度 こしゃってまるしぇ実施報告書」

資料B-1-3-(1)-10 「令和元年度 科研費特別セミナー参加者」

資料B-1-3-(1)-11 「令和元年度 第9回「知の拠点庄内」シンポジウム アンケー

ト」

資料B-1-3-(1)-12 「令和元年度 市民サロン参加者」

資料B-1-3-(1)-13 「令和元年度 市民サロンアンケート」

資料B-1-3-(1)-14 「令和元年度 イブニングセミナー参加者」

観点Ｂ－１－③　地域貢献活動等の実績や活動参加者等の満足度等から判断して、目的に沿った活動の成果が認められるか。

【留意点】

○　目的が複数ある場合は、それぞれの目的ごとに、活動の成果がわかる資料を提示すること。

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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資料B-1-3-(1)-15 「令和元年度 イブニングセミナーアンケート」

資料B-1-3-(1)-16 「令和元年度 産業技術フォーラム参加者」

資料B-1-3-(1)-17 「令和元年度 産業技術フォーラムアンケート」

資料B-1-3-(1)-18 「ものづくり講座参加人数」

資料B-1-3-(1)-19 「令和元年度 こしゃってまるしぇ活動実績書」

資料B-1-3-(1)-20 「平成30年度 地域企業訪問研修集計結果」

資料B-1-3-(1)-21 「平成30年度 夏期CO-OP教育成果報告会チラシ」

資料B-1-3-(1)-22 「平成30年度 春期CO-OP教育成果報告会チラシ」

資料B-1-3-(1)-23 「平成30年度 合同企業説明会アンケート集計結果」

資料B-1-3-(1)-24 「令和元年度 地域企業訪問研修　実績」

資料B-1-3-(1)-25 「令和元年度 夏期CO-OP教育成果報告会チラシ」

資料B-1-3-(1)-26 「2018年度活動まとめ」

資料B-1-3-(1)-27 「2019年度活動まとめ」

資料B-1-3-(1)-28 「【JST女子中高生の理系進路選択支援プログラムアンケート】

2018年度保護者アンケート」

資料B-1-3-(1)-29 「【JST女子中高生の理系進路選択支援プログラムアンケート】

2018年度生徒アンケート」

資料B-1-3-(1)-30 「【JST女子中高生の理系進路選択支援プログラムアンケート】

2019年度保護者アンケート」

資料B-1-3-(1)-31 「【JST女子中高生の理系進路選択支援プログラムアンケート】

2019年度男子生徒アンケート」

資料B-1-3-(1)-32 「【JST女子中高生の理系進路選択支援プログラムアンケート】

2019年度女子生徒アンケート」

資料A-1-3-(1)-01 「教員活動記録(個人用)」 再掲

観点Ｂ－１－④　地域貢献活動等に関する問題点を把握し、改善を図っていくための体制が整備され、機能しているか。

【留意点】

○　具体的な改善事例については、活動状況とともに効果や成果について示すこと。

○　地域貢献活動等に関する問題点を把握しているものの、現状では改善を要する状況にない場合には、問題が生じた際に対応できる体制の整備状況について資料を提示すること。
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以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。

　■　満たしていると判断する

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 備考 再掲

(1) 観点Ｂ－１－③で把握した成果を基に問題点等を把握し、それを改善に結び付

けるための体制を整備しているか。
◇改善の体制がわかる資料

　■　整備している
資料B-1-1-(1)-01 「鶴岡工業高等専門学校における地域貢献活動の目的と基本方

針・活動方針等」
再掲

資料A-1-2-(1)-03 「地域連携センター規程」 再掲

資料A-1-4-(1)-02 「地域連携センター会議 議事・名簿」 再掲

資料B-1-4-(1)-01 「地域連携センターコアメンバー会議議事録」

資料A-1-3-(1)-01 「教員活動記録(個人用)」 再掲

◆学校が設定した地域貢献活動等の目的等の項目に対応させた具体的な改善事例が

あれば、具体的な内容について、資料を基に記述する。

地域連携センターイベントをはじめ，取組を実施したことについてはアンケートを

実施し，その結果（資料B-1-3-(1)-01~32）を受けて翌年度の取り組みに反映させ

ることができるている。例えば本校を主催としている科学フェスタでは，参加者８

４３人からのアンケート回収率５０％以上を超え，また満足度を９５％以上といっ

た驚異的な数字を出している。これはひとつひとつ参加者の要望を限られた予算の

中でも工夫して実施した結果により得られたものといえる。

地域貢献活動等に関しても研究活動と同様に毎年１回活動記録（資料A-1-3-(1)-01

教員活動記録(個人用)(再掲)）にて点数化された評価を自身で年間の取り組み状況

を点数で振り返りができようにするとともに、コース長、学校長は個人だけではな

く全体の成果の振り返りを点数でもって相対的に教員の取り組み状況を評価できる

ようにしている。

選択的評価事項Ｂ　目的の達成状況の判断

　■　目的の達成状況が非常に優れている

Ｂ－１　特記事項　　この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。

観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■）
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鶴岡工業高等専門学校

選択的評価事項Ｂ

資料B-1-3-(1)-26 「2018年度活動まとめ」 再掲

資料B-1-3-(1)-27 「2019年度活動まとめ」 再掲

資料B-1-2-(2)-03 「地域貢献活動」 再掲

資料A-1-特-(1)-02 「令和元年運営協議会委員名簿」 再掲

資料B-1-特-(1)-01 「選択的評価事項B評価結果」

地域貢献に積極的な教職員とそうでない教職員との間いに温度差が生じてしまっている点。研究活動にも同様なことが生じているが，校務内容が多岐にわたる高専教員にはある程度役割分を示して取り組みを実施，またOBや地域の人材を有効活用す

る仕組みを構築することが課題である。

優れた点

地域貢献に対する取り組みは、ここ数年に始めたものではない。例えば科学フェスタ事業はH14より実施しており，これまで延べ18000名を越える児童達に科学に関する面白実験を実施している。その他にも山形県内の児童館・小学校・中学校へ訪問

して実験を行う訪問実験は，H７より実施しており近年では毎年延べ1500名以上，これまでに延べ30000名を越える児童・生徒達に実験の原理や解説を含めた科学出前実験を実施しているなど活動の幅が広い。人材育成の取り組みにおいては、CO-OP

教育の実施などにより地元企業への就職を促すことへの貢献や離職率の低下、即戦力人材輩出といった成果を上げている。学外評価委員より５段階評価で平均４以上をすべての項目において達成（資料B-1-特-(1)-01 　選択的評価事項A評価結果）で

きている点。

改善を要する点
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