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本報告の位置づけ（概要より抜粋）

•これまで立ち上げ期の IR オフィスにおける活動内容やその在り方

に関しては数多く事例が報告されてきたが、一方で公立大学にお

ける事例報告は未だ数少ない。

•そこで、本報告ではまず、報告者が所属する広島市立大学におけ

る事例を基に IR 組織の設置から活動に至るまでのプロセスと課題

について報告する。

•そのうえで、第３期認証評価における内部質保証システムの機能

化に IR がどのように寄与するのかについて議論したい。
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公立大学について（国立大学法人との比較）

国立大学法人と公立大学法人との比較（文部科学省ＨＰ抜粋）

公立大学法人 国立大学法人

役
員
の
任
命

○理事長＝学長とする

（但し、地方公共団体の選択により別に理事長を
任命することも可）

○理事長である学長の任命（解任）は「選考機関」
の選考（申出）に基づいて設立団体の長が行う

○理事長でない学長についても、同様の手続きを
経て、理事長が行う

○理事長＝学長とする

○学長の任命（解任）は「学長選考
会議」の選考（申出）に基づいて文
部科学大臣が行う

目
標
・評
価

○設立団体の長が中期目標を策定
（法人意見に配慮）
○中期目標期間は、6年間
○地方独立行政法人評価委員会が評価
（認証評価機関の専門的な評価を踏まえる）

○文部科学大臣が中期目標を策定
（法人意見に配慮）
○中期目標期間は、6年間
○国立大学法人評価委員会が評価
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公立大学について（国公私立大学の行財政構造）

文部科学省
高等教育行政
設置認可、認証評価・・・

私立大学 国立大学

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業

総務省

地方自治体
（設置団体／法人設立団体）

公立大学

地方交付税
（公立大学積算分）

運営費交付金

運
営
費
交
付
金

機
能
強
化
の
方
向
性
毎
の
重
点
支
援

公立大学には地方交付税で間接的に支援が行われている。
※中田（2019）「公立大学に関する基礎研修」資料より引用
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公立大学法人広島市立大学について

学生数

教職員数

学部学生1,796人 大学院学生226人

教育職員数 199人 事務職員91人 ※2019年5月1日現在の人数

概要

住所：広島県広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号
設立：1994年4月1日開学

国際学部／国際学研究科

平和学研究科芸術学部／芸術学研究科

情報科学部／情報科学研究科

学部数等 学部：３ 研究科：４

沿革

2010年4月 法人化（広島市から現法人に設置者変更）
2018年4月 国際学生寮「さくら」を開寮
2019年4月 大学院平和学研究科（修士課程）を開設

建学の基本理念

科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢献する国際的な大学
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2019年度以前のＩＲに関する検討状況

◼第２期中期計画（2016年4月～2022年3月）

•教育、学生支援、大学運営等の質の向上を図るため、ＩＲ

（Institutional Research：学内の様々な情報を収集・分析し、

大学業務の質の向上に活用することをいう。）を導入する。

◼ＩＲ導入までの流れ

• 2016年度 ＩＲの導入に向けたワーキンググループ設置

• 2017年度 システムリプレースに合わせ、 2019年度からのＩＲ導入を決定

• 2018年度 ＩＲ担当教員の採用、新入生アンケート等の設問項目を検討

「内部質保証委員会」
において導入検討
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2019年度以前のＩＲに関する検討状況

◼2019年度以前のＩＲに関する進捗状況

•内部質保証委員会を設置（2017年度）

•三つの方針の見直し（2018年度）

•学内で実施しているアンケート内容の集約（2018年度）

•各種学生調査の設計及び実施検討（2018年度）

➢新入生・在学生・卒業生アンケートの一体的な設計

➢新入生アンケートの設問項目検討

•広島市立大学におけるＩＲの目的を設定（2018年度）
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2019年度以前のＩＲに関する検討状況

◼広島市立大学におけるＩＲの目的を設定（2018年度）

•教学IRを実施し、エンロールメント・マネジメントや大学全体の

PDCAサイクルの仕組みにつなげる。

◼ただし、どのように運営するかが明確に決まっていなかった・・・。

•主体的にＩＲを実施するのはどの組織なのか？

•誰がどこまでのデータのアクセス権を有するのか？ など
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ＩＲ組織を設置するまでの検討体制

学長・理事長
副学長・理事（企画・戦略担当）

企画室ＩＲ担当教員

事務局
（企画室 企画グループ）

月１回協議・報告

適宜、協議・報告

副理事（内部質保証・ＩＲ担当）

週１回協議・報告

9



①ＩＲ活動を本格化させるためのフローを整理

1. ＩＲに関する活動方針について共通認識を持つ。

2. ＩＲ活動の本格化に際しての課題を洗い出す。

➢（第３期機関別認証評価受審上の課題を洗い出す）

3. ＩＲ活動に関する中期的な計画の策定を行う。

4. 計画に基づいて施策を実施する。
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どのような組織で、
どのようなＩＲを行うのか？
⇒要綱・内規等で明文化
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ＩＲ（内部質保証）を実施する中での
課題点を洗い出す。

⇒特に、第３期機関別認証評価は
中長期的な対応が必要である。
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中期的な計画は、主に、

①ＩＲ、②内部質保証、③認証評価
の３つの観点から整理して策定した。
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②施策の実施（2019年7月末までの活動内容）

◼ルール（規程・ガイドライン）の策定

◼内部質保証・ＩＲ実施体制の構築

◼新入生アンケートの集計結果のフィードバック

◼執行部等からの依頼事項への対応

◼ＩＲに関する個別勉強会の実施 など
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②施策の実施（中期計画：2019.4-2020.7）

時期
分類 2019.4 2019.7 2019.10 2020.1 2020.4 2020.7

IR

内部質保証

認証評価
（2023年度
受審）

改善報告書作成（7月末）及びその対応

アセスメント・ポリシーをはじめとする方針・規程・申合せの設計

個人情報に関する取扱規程・ガイドラインの策定

アセスメント・ポリシー、チェックリスト他大学調査
アセスメント・ポリシー、チェックリストの策定

学内アンケートの内容確認

新入生・在学生・卒業生アンケートの設計（新入生アンケートは集計・分析を伴う）

新入生アンケートの集計・分析・報告

内部質保証の方針・手続きの策定、全学内部質保証体制の検討

在学生・卒業生アンケートの設計

他大学調査 方針・手続きの策定、組織体制の検討

課題整理及び改善提案

2018年度受審大学の指摘事項確認

基礎要件確認シートの作成
課題整理及び「改善提案」の検討 各部局へ「改善提案」に基づく改善策の検討依頼

本学の「評価の視点」「評価指標」の検討、2022年度受審時の点検・評価シートの検討

他大学調査（「評価の視点」の策定状況） 本学における「評価の視点」「評価指標」の検討

方針・手続きの明示

新入生・在学生・卒業生アンケートの分析・報告

アセスメント・ポリシー
の明示

各種アンケートの実施・分析

内部質保証報告資
料の作成・報告

IR推進体制の明文化（体制図などの検討）

内部質保証・IRに関する研修会の企画立案・実施

三層（大学全体・部局・構成員）におけるPDCAサ
イクルの在り方及び関係性を整理

三層（大学全体・部局・構成員）におけるPDCAサイ
クルを明文化（イメージ図の作成を検討）

新HUNETを活用した内部質保証の在り方を検討

IRにおける新HUNETを活用方法を検討

フィードバック体制の検討

規程等の整備も検討しつつも、新入生アン
ケートの分析などを含む、試行的なＩＲ活動を、
執行部の許可を得た上で実施していった。
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼ルール（規程・ガイドライン）等を定めるまでのプロセス

1. どこまで大学内でルールを定めているか確認する。

2. 不足しているルールの内、他大学の事例で参考になるも

のがないか確認する。

3. ルールのたたき台を作成し、関係部局での確認を行う。

4. 関連する委員会で審議し、承認を得る。
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼浅野ら（2018）「IR部門におけるデータ収集と活用に関する調査」より

種別
規程整備率
（N=55）

広島市立大学における
策定状況及び該当規程

個人情報保護 98% 個人情報保護規程

情報セキュリティ 89% 情報セキュリティ対策規程

データの活用 40% 未策定

IR組織 76% 未策定

情報の収集 22% 未策定

情報の定義 24% 情報セキュリティ対策規程（第２条（２））

情報のアクセス権 40% 未策定

情報の提供 27% 未策定

【定めないといけない規程】
①ＩＲ組織に関する規程

②データの活用、情報の収
集・定義・アクセス権・提供
に関する規程
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼ルール（規程・ガイドライン）等を定めるまでのプロセス

1. どこまで大学内でルールを定めているか確認する。

2. ＩＲを担う組織が明文化されていない場合、どの組織でＩＲを

行うのか、ＩＲ組織を新たに設置するのかを検討する。

3. 不足しているルールの内、他大学の事例で参考になるもの

がないか確認する。

4. ルールのたたき台を作成し、関係部局での確認を行う。

5. 関連する委員会で審議し、承認を得る。

データの取扱いに関するルールは、

ＩＲ組織が使うデータに関して規定す
るため、最初にＩＲ組織に関する規定
が必要がある。
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

先進的な事例であることは
理解できたけど、規模や設
置形態で変わるよね。

他の公立大学はどうしてる
のかな？

あと、本学と同じくらいの規
模の大学はどうしてるの？

学長 私

再調査が必要だ！

公立大学の事例は
少ないから、同規
模大学の事例を調
べよう。

私

ＩＲ組織の要項、

データの取扱いに
関するガイドライン
及び取扱細則は、
関西大学のものを
参考に作りました。

あと、他の先進的な
国立大学も一部参
考にしています。

23



②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼ルール（規程・ガイドライン）等を定めるまでのプロセス

1. どこまで大学内でルールを定めているか確認する。

2. ＩＲを担う組織が明文化されていない場合、どの組織でＩＲを

行うのか、ＩＲ組織を新たに設置するのかを検討する。

3. 不足しているルールの内、他大学の事例で参考になるもの

がないか確認する。

4. ルールのたたき台を作成し、関係部局での確認を行う。

5. 関連する委員会で審議し、承認を得る。
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼2019年度第１回内部質保証委員会（2019年5月29日開催）

1. 内部質保証・ＩＲの実施組織を設置することを提案し、了承

を得た。

2. この実施組織の要項、データの取扱いに関するガイドライ

ン、取扱細則を素案として提示し、意見を伺った。

◼2019年度第２回内部質保証委員会（2019年7月17日開催）

1. 実施組織の要項、データの取扱いに関するガイドライン、

取扱細則を案として提示し、了承を得た。
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼2019年度第１回内部質保証委員会（2019年5月29日開催）

1. 内部質保証・ＩＲの実施組織を設置することを提案し、了承

を得た。

2. この実施組織の要項、データの取扱いに関するガイドライ

ン、取扱細則を素案として提示し、意見を伺った。

◼2019年度第２回内部質保証委員会（2019年7月17日開催）

1. 実施組織の要項、データの取扱いに関するガイドライン、

取扱細則を案として提示し、了承を得た。

ＩＲを実施していく中で、必ず運用上の課題
は生じることから、規程・内規等の見直しは
定期的に行うことで合意を得た。
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼公立大学法人広島市立大学内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

◼内部質保証・ＩＲプロジェクトにおけるデータの取扱いに関する

ガイドライン

◼内部質保証・ＩＲプロジェクトにおけるデータの取扱細則
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②施策の実施（規程・ガイドライン等の策定）

◼浅野ら（2018）「IR部門におけるデータ収集と活用に関する調査」より

種別
規程整備率
（N=55）

広島市立大学における
策定状況及び該当規程

個人情報保護 98% 個人情報保護規程

情報セキュリティ 89% 情報セキュリティ対策規程

データの活用 40% ガイドライン・取扱細則

IR組織 76% 内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

情報の収集 22% ガイドライン・取扱細則

情報の定義 24% 情報セキュリティ対策規程（第２条（２））

情報のアクセス権 40% ガイドライン・取扱細則

情報の提供 27% ガイドライン・取扱細則
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③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

◼公立大学法人広島市立大学内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

1. 趣旨

2. 本学におけるＩＲの目的及び活動方針

3. ＩＲの推進体制

4. 作業部会（ワーキンググループ）の設置

5. 事務局

6. 施行

29



③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

◼公立大学法人広島市立大学内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

1. 趣旨

2. 本学におけるＩＲの目的及び活動方針

3. ＩＲの推進体制

4. 作業部会（ワーキンググループ）の設置

5. 事務局

6. 施行

この要綱を策定することで、
共通認識を持ってＩＲ活動を

行うことができる。
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③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

◼公立大学法人広島市立大学内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

1. 本学におけるＩＲの目的及び活動方針

⑴ ＩＲの目的

本学におけるＩＲは、学事データや学生の学修活動、大学の教育

活動、入学試験、キャリア形成、課外活動等の学生生活全般に係

るデータを組織的に収集・分析の上、可視化し、エンロールメント・

マネジメントや内部質保証を推進するために活用することを目的と

する。
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③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

◼公立大学法人広島市立大学内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

1. 本学におけるＩＲの目的及び活動方針

⑵ 当面の活動方針

当面、「教学ＩＲ」を中心として推進する。本学における「教学ＩＲ」は、

教学上の計画立案や意思決定等に資するデータを組織的に収

集・分析し、学生の成長やエンロールメント・マネジメント、教育の

質的向上を図ることを主たる目的として活用する活動をいう。

教学ＩＲ以外の取組については、必要に応じて取り組むものとする。
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③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

◼公立大学法人広島市立大学内部質保証・ＩＲプロジェクト要綱

1. 趣旨

2. 本学におけるＩＲの目的及び活動方針

3. ＩＲの推進体制

4. 作業部会（ワーキンググループ）の設置

5. 事務局

6. 施行
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③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

学長・理事長
副学長・理事（企画・戦略担当）

企画室ＩＲ担当教員

事務局
（企画室 企画グループ）

月１回協議・報告

適宜、協議・報告

副理事（内部質保証・ＩＲ担当）

週１回協議・報告

内部質保証・ＩＲプロジェクト

内部質保証・ＩＲワーキンググループ

活動実績のある非公式組織を
明文化することで正式組織に移行
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③施策の実施（内部質保証・ＩＲ実施体制の構築）

外部質保証

法人評価

認証評価

理事長
（執行部）

専門委員会

全
学

広島市立大学における内部質保証

理事会・経営協議会

教育研究評議会

内部質保証委員会
（全学内部質保証推進組織）

内部質保証・ＩＲプロジェクト

内部質保証・ＩＲワーキンググループ

特
命
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

事務局 全学委員会 学部・研究科等各部局
部
局

①理事長直下に特命プロジェクトとして
内部質保証・ＩＲプロジェクトを設置

②具体的な分析・検討等はワーキング
グループで実施

内部質保証委員会は、
学長、副学長、事務局長、部局長から構成されている。

⇒分析結果等を各部局へフィードバックし、改善・改革を
推進する組織体として位置付けている。
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④今後の方向性（中期計画：2019.4-2020.7）

時期
分類 2019.4 2019.7 2019.10 2020.1 2020.4 2020.7

IR

内部質保証

認証評価
（2023年度
受審）

改善報告書作成（7月末）及びその対応

アセスメント・ポリシーをはじめとする方針・規程・申合せの設計

個人情報に関する取扱規程・ガイドラインの策定

アセスメント・ポリシー、チェックリスト他大学調査
アセスメント・ポリシー、チェックリストの策定

学内アンケートの内容確認

新入生・在学生・卒業生アンケートの設計（新入生アンケートは集計・分析を伴う）

新入生アンケートの集計・分析・報告

内部質保証の方針・手続きの策定、全学内部質保証体制の検討

在学生・卒業生アンケートの設計

他大学調査 方針・手続きの策定、組織体制の検討

課題整理及び改善提案

2018年度受審大学の指摘事項確認

基礎要件確認シートの作成
課題整理及び「改善提案」の検討 各部局へ「改善提案」に基づく改善策の検討依頼

本学の「評価の視点」「評価指標」の検討、2022年度受審時の点検・評価シートの検討

他大学調査（「評価の視点」の策定状況） 本学における「評価の視点」「評価指標」の検討

方針・手続きの明示

新入生・在学生・卒業生アンケートの分析・報告

アセスメント・ポリシー
の明示

各種アンケートの実施・分析

内部質保証報告資
料の作成・報告

IR推進体制の明文化（体制図などの検討）

内部質保証・IRに関する研修会の企画立案・実施

三層（大学全体・部局・構成員）におけるPDCAサ
イクルの在り方及び関係性を整理

三層（大学全体・部局・構成員）におけるPDCAサイ
クルを明文化（イメージ図の作成を検討）

新HUNETを活用した内部質保証の在り方を検討

IRにおける新HUNETを活用方法を検討

フィードバック体制の検討
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本報告のまとめ

1. ＩＲ組織の立ち上げ段階では、いつ頃までに、どこまで活

動するのか（活動ができるようにするのか）、その範囲を

可視化することで、早期に活動を本格化できる。

2. 中長期的な計画の策定することで、活動を早期に実質化

させることができる。

3. ＩＲ組織の立ち上げ段階で、ＩＲ組織の行う活動が、内部質

保証や認証評価、中期計画のどこに位置づくかを明確に

することで、ＩＲ組織の担う役割が明確になる。
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ご清聴ありがとうございました。
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