
 
 

平成２６年度国立大学法人秋田大学学長業績確認について 
 
 
 
 

  国立大学法人秋田大学学長選考会議は，平成２７年１１月２６日開催 
の平成２７年度第２回秋田大学学長選考会議において「国立大学法人秋 
田大学における学長候補者の選考等に関する規程第１４条第１項及び第

２項」に基づき，平成２６年度の 澤田 賢一 秋田大学学長 の業績確 
認を行いました。 
 機能強化に向けた取組として，学長が大学の方向性を示した「澤田ビジ 
ョン」は高く評価でき，各々の分野において顕著な業績が認められました。

教育，研究，社会貢献，国際交流の４分野については，「期待する程度 
を上回る業績」であるが，経営については，一部，平成２６年度決算に際 
し不適切な会計処理があったことを鑑み，「期待する程度を下回る業績」 
という結果となりました。   
全体として，学長としての職責を良く果たしていると認められますが， 

今回，経営のところに瑕疵があったことから，今後，経営改善に向けて 
対策を講じ，更に学長として大学経営にあたられることを期待します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         平成２７年１１月３０日 
                      

        国立大学法人秋田大学 
             学長選考会議議長  銭谷 眞美 
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平成２６年度国立大学法人秋田大学学長業績確認について 

 
 

【経営】 
    平成２６年度取組状況等 

 

１．澤田ビジョンの提示 

・「澤田ビジョン 2014」を大学ホームページで公表するとともに，教職員へ周知した。各学部を，

大学を支える４本の柱として捉え，国際資源学部を核に世界との協力・連携を推進していくこ

と，理工学部と医学部はそれぞれの使命を果たすとともに，「医理工」のものづくりを通して地

域の活性化や雇用を創出していくこと，教育文化学部は「人」という「資源」を育んでいくこ

となどを定めた。 

 
２．総括副学長の導入 

・学長補佐体制を確立して学長のリーダーシップに基づいた大学運営を行うため，学長を総括的

に補佐し，各副学長及び各部局長の所掌する職務に関する横断的な調整業務を行う「総括副学

長」を導入，任命した。 
 
３．全学部への「教育研究カウンシル」「学部運営カウンシル」導入 

・学長のリーダーシップの下，先行して国際資源学部へ導入していた秋田大学独自の新しい学部

運営スタイルである「教育研究カウンシル」「学部運営カウンシル」を，平成 27年度より全学

部・研究科に導入することを決定した。学外委員が加わる「教育研究カウンシル」「学部運営カ

ウンシル」では教育課程の編成方針や教員候補者の推薦，予算や組織運営に関する重要事項を

審議し，教授会は学生の教学面に特化して審議していく。「カウンシル」の構成は学部ごとに定

められ，国際資源学部では資源系企業，教育文化学部では秋田県教育委員会，医学系研究科で

は秋田県医師会，工学資源学研究科では秋田県産業技術センターなど，密接に関係する分野の

外部有識者が委員として参画する。学部運営にも外部有識者が参加することで，ステークホル

ダーの意見を取り入れつつ，透明性の高い大学運営を推進している。 

 

４．「大学戦略室」の設置 

・学長のリーダーシップの下で横断的かつ戦略的な教育研究活動等のマネジメントを支援すると 
ともに，本学における教育改革や新たな研究推進，グローバル化等に関する戦略の企画，立案

を機動的に行うための「大学戦略室」を設置した。 
 
５．年俸制導入に向けた取組 

・教員の年俸制に係る給与制度について検討し，「国立大学法人秋田大学年俸制適用外国人教員

給与規程」及び「国立大学法人秋田大学年俸制適用教員給与規程」を整備した。これに伴い，
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外国人教員２名及び若手教員２名を新たに年俸制により採用したほか，55歳以上のシニア教員

に対して年俸制への切り替えについて個別説明を行い，今年度は９名について年俸制を導入し

た。 

 
６．みらい創造基金の創設 

・「秋田大学教育研究支援基金」を引き継ぎ，秋田大学における教育，研究及び社会貢献等に関す

る活動を更に活性化し，社会を支える優秀な人材を輩出することを目的として，「秋田大学みら

い創造基金」を創設し，募金活動を展開している。 

 
７．大学運営会議の設置 

・学長から諮問があった管理運営等に関する重要事項の企画，立案，執行方法の検討等を行い，

秋田大学の一層の円滑な運営を図るため，「大学運営会議」を設置した。学長，各理事，副学長，

各学部・研究科長，附属図書館長，附属病院長で組織され，各部局間の情報共有のほか，「カウ

ンシル」の導入，学校教育法等の改正への対応等について検討し，構成員間の認識を共有した。 
 
８．戦略的な学内組織の再編・資源の再配分 

・学内資源の再配分を推進することを目的として，「国際資源学教育研究センター」の改組・充実

を図り，資源学分野の研究機能強化を運営費交付金特別経費（国立大学機能強化分）にて実施

した。同様に，大学戦略室に国際資源学部等施設展開ＰＴを設置し，国際資源学部の拠点形成

や手形地区の施設再配置に向け検討を開始した。 
・総合情報処理センターを改組し，情報統括センターを平成 27年４月１日付けで設置することと

した。これまで教育・研究・情報基盤を担当する総合情報処理センターと，企画・管理・情報

化推進を担当する図書館・情報推進課の２系統で情報化を推進していたものを，情報統括セン

ターの設置により，大学経営に係る情報戦略を一元的に遂行していくものとした。 
 

９．諸活動の情報収集と発信 

・秋田大学の諸活動について情報収集し，学校基本調査や大学ポートレート等を通じて情報発信

を行ったほか，多様な活動状況の推移を可視化するため，秋田大学基本データ集として取りま

とめた。また，秋田大学情報データベース（研究者総覧）により，教員の諸活動について積極

的な情報発信を推進している。 

 

10．学外機関における活動 

・国立大学協会の大学評価委員会委員として法人評価や認証評価の実施方法のほか，大学ポート 
レートの運用等について，必要に応じて提言や要望等を行うなど全国の国立大学の教育研究活

動の質向上に寄与した。 
 

11.医学部における卒前・卒後教育の充実 

  ・医学部医学科において，卒前・卒後教育や大学院教育，生涯教育まで各分野をシームレスに一
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体化させた「秋田モデル」を充実させており，その成果として例えば，日本医学教育学会主催

のシムリンピック 2014（シミュレーションを用いた OSCE の医学生全国大会）で医学科６年

次の学生優勝を果たしている。 
 

12．平成 26 年度事業年度決算における不適切な会計処理 

秋田大学は平成 26年度決算に際し，寄附金債務として計上されていた 19億 5,035万円の内， 

７億 2，243 万円を必要な手続きを経ることなく寄附金収益へ振替えるという処理が行われ，

経常損失並びに当期総損失を同振替額だけ少なく表示し，同時に寄附金債務を同額だけ少なく

表示する不適切な会計処理が行われたことが判明した。このことにより，法令遵守や内部統制

に関する大学の社会的信用を著しく傷つける事態を招くこととなった。 

なお，秋田大学は国立大学法人評価委員会による平成 26 年度に係る業務の実績に関する評

価結果の全体評価において，法令遵守面で改善課題を指摘されたほか，項目別評価「（４）そ

の他業務運営に関する重要目標」の項目において，「中期計画の達成のためには重大な改善事

項がある」という極めて厳しい評価を受けることになった。 

今後は，学内規程の遵守の徹底や内部統制機能の強化等の実施等，再発防止に取組，社会か

らの信頼回復に向けて努めていただきたい。 
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【教育】 
    平成２６年度取組状況等 

 

１．「学習者中心の教育」をより一層推進するとともに，学生との対話を推進 

・学長と学生との懇談会（年間８回）を行い，学生からの意見，要望を直接聞き取り，業務改善

を含め事業運営に反映した。 

・サークルリーダー研修会等を開催し，学生からの要望聴取並びに意見交換を行った。 

・大学運営及び学生支援の向上に資することを目的とした学生生活実態調査を実施した。 

 

２．教養教育科目の充実 

・国際資源学部の新設及び教育文化学部と工学資源学部（新名称「理工学部」）の改組に伴い，

学士課程教育の中での教養基礎教育の位置づけを検討し，新たな教養基礎教育科目の追加と精

選を行い，平成 26年度から教養基礎科目を開講している。 

 

３．第３期中期目標達成期間中の大学院創設 

・平成 28年度開設に向け，教職大学院，理工学研究科においては教員免許授与のための課程認

定申請作業に取り組んだ。 

 

４．医－理工連携の大学院設置 

・大学院理工学研究科と大学院医学系研究科の博士前期課程に医理工連携コース（教育プログラ

ム）を本格的に開設した。 
 

５．グローバル人材の養成として英語授業の充実と語学自習室（The All Rooms）を拡充・充実 

・国際資源学部の設置に伴い，語学自習室の拡充及び語学学習システムを導入したほか，語学自

習室の利用拡大とスタッフの企画力育成等を目的として，「ALL Rooms English Camp」を実施

した。 

 ・TOEICの学習方法等について外部から講師を招くなどして，TOEIC特別講座を実施した。 

 ・平成 26 年度新設の国際資源学部と理工学部の１年次生対象にカレッジ TOEICを受験させた。 

 

６．学生への環境的・経済的・精神的支援を充実 

・学生寮について，整備計画検討ワーキンググループを立ち上げ，今後の改修及び建設について

検討を行った。 

・女子学生寮の浴室の改修，外壁の塗り替えを行い，学生寮の居住環境の改善を行った。 

・学生表彰を行い，学業について顕著な業績を挙げた学生に奨励金を給付した。 

・東日本大震災の被災学生や，経済的困窮者に対して，入学料，授業料の免除を行った。 

・経済的困窮者に対する，経済支援を行った。 

・学生サポートルームを設置し，障がいのある学生の修学支援や，その他の学生でも生活や勉強

に支援が必要な学生の相談・支援を行った。 
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・学生サポートルームに特任教員（学生特別支援コーディネーター）を採用し，学生への各種相

談対応や指導体制を強化した。 

・学内の相談支援を行う各部署の連携を密にし，必要に応じて各部署で協力して学生の支援を行 

うため，学生サポートルーム担当者会議を設置し，全学的なネットワークを整備した。 

 

７．社会人入学生の増加を目指し，産業界と共同した社会人の学び直しプログラムの提供を推進 

・平成 25年度より試行実施を開始した秋田大学アドバンスト・エデュケーション・カリキュラ 

ム（AAEC）について，平成 26年度も試行実施を継続し，社会人履修生の受入れと同時にニー 

ズ調査を行った。なお，平成 25年度受講生が平成 26年度に工学資源学研究科博士後期課程へ 

入学した。 

 

８．教員の資質向上のためにFDワークショップを積極的に実施 

・「学生の学習意欲を喚起しながら主体性の育成を目指す教養教育」をテーマに１泊２日の FD

ワークショップを実施した。内容は，授業デザインの基本要素に関するミニレクチャーと，

グループワークを組み合わせたワークショップ形式となっており，教員 21名（学外教員１名

含む），協力学生 16名が参加した。 

・「授業に関するスキルの向上」をテーマに全学 FDシンポジウムを実施した。内容は講義での

効果的な情報提示方法に関する講演と，講義での工夫についてのパネルディスカッションと

なっており，他大学からの参加者を含め 41名の教職員が参加した。 
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【研究】 
    平成２６年度取組状況等 

 
１．国際的水準の研究，地域に根ざした研究の推進 

・以前から実施しているセルビア・ボール鉱山の鉱山廃さい堆積場管理の事業が，JICA/JSTに

よる地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）「持続可能な資源開発実現のた

めの空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究」として採択された。 

・生体情報研究センターと医学系研究科が連携し，「組織機構に重要な平面内細胞極性と呼ばれ

る現象に関する新たな機構を発見した」ことを「Cell Reports」に発表した。 

・資源学ナショナルセンター機構を実現するため，大学間協定を締結しているトリサクティ 

大学，ハサヌディン大学に協同研究室を設置することを決定した。 

・秋田学・白神学の 25年度報告書と 26年度報告書を合冊し，第２期中期計画中の教育・研究 

業績を付け加えた報告書「秋田学・白神学総合成果報告書」を発行した。 

・北東北３大学連携推進研究プロジェクト課題を募集し，地域の諸課題に取り組む４件の連携研

究プロジェクトを採択した。 

 
２．県内の革新的産業の創出・産学連携機能の充実 

・医師，看護師，保健学・理工学教員ほか企業関係者が一同に集まり，医療・福祉関係者が使用

するもの・こと（器具・機器・設備・用途等）について，ニーズのプレゼンテーションや意見

交換を行う「医理工連携夢を語る会」を発足し，医工連携による新企画創生の場を展開した。 

・「秋田大学医工連携ブランドロゴマークの使用に関する規程」及び「秋田大学産学連携推進機

構医工連携ブランドロゴマーク使用判定委員会実施細則」を制定し，ロゴマークの運用体制を

構築した。 

 ・医療現場のニーズに基づいた医工連携による試作製品の開発を進めた。試作品のブラッシュア

ップ（４件），新規試作品開発（３件）を行い，そのうち「男性用ポリ尿器キャップ」はロゴ

マーク添付製品として製品化した。 

 ・社会人の学び直し事業について，外部委員からなる諮問委員会において社会的ニーズ調査を行

ったほか，企業ニーズの聞き込みを行った。平成 26年度から試行実施であった秋田アドバン

スト・エデュケーション・カリキュラム（AAEC）を平成 27年度から秋田大学アドバンスト・

リエデュケーション・カリキュラム（AAReC）へ名称変更し，「社会人学び直し」事業として正

式に展開することとし，自発的な学びを促すこと，また地域の企業から手頃な受講料にしてほ

しいとの要望が多くあることから，入学料及び授業料は徴収しないこととした。 

 ・研究者とともに研究活動の企画やマネジメント，研究成果活用促進を行うことにより研究の活

性化，研究開発マネジメントの強化を図るため，研究支援において高度な専門知識を有するリ

サーチアドミニストレーター（URA）・特任講師を昨年度に引き続き産学連携推進機構に配置し

た。 
 

３．科研費及び競争的資金の更なる獲得に向けた取組 
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・科研費に応募し不採択となった研究課題のうち一定基準に達していると判断されるものに対

し，次年度の採択に向け，その研究費の一部を支援し，次年度の科研費採択率を向上させるこ

とを目的に「科研費再チャレンジ推進経費」の募集を行い，12件採択した。 

 ・若手研究者が科研費等基礎研究費の獲得のため経験を積むことを主として支援する「若手研究 

者基礎研究支援事業」の募集を行い，11件採択した。 

 ・学術誌への論文投稿に必要な経費の一部を支援することで，若手研究者による研究成果の公開

を奨励し，研究意欲向上を図ることを目的とし「若手研究者論文投稿等支援事業」の募集を行

い，10 件を支援対象に選定した。 

 ・「医工連携シンポジウム in あきた 2015」を開催し，国等の支援策や先進大学の事例及び県内

における共同研究の取組について認識を深めるとともに，外部資金獲得及び医療機器開発のた

めのヒントを探った。 

 ・研究成果を公開する場の提供及び新たな連携の創出による外部資金獲得を目指した「産学イブ

ニング・サロンあきた（SESSA）」を今年度は 10回開催し，地域産業界等に研究成果の発信を

行った。 

 
４．基礎的基盤的研究，諸学の柔軟な融合と統合による先端的研究の奨励 

・医学系研究科と生体情報研究センターの連携により，戦略的創造研究推進事業（CREST「PI代

謝産物の包括的解析技術の確立」を更に推進した。 

 ・社会的要請の高い分野の学外研究資金等による自主的研究及び学際的共同研究を推進し，秋

田大学の研究活動の強化及び新たな教育研究分野への展開に資するため，昨年度に設置した

秋田大学イノベーション創出総合研究機構に，新たに田沢湖湖底研究所，秋田鉱業史研究所

を設置した。（平成 27年３月時点計 15研究所） 

 ・秋田県立脳血管研究センター，秋田県産業技術センター等との共同プロジェクト「3Dチタン

プリンターを用いた革新的脊椎制動インプラントの開発」が，経済産業省「医工連携事業化推

進事業」に採択された。 
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【社会貢献】 
    平成２６年度取組状況等 

 
１．秋田県・参画自治体・秋田大学三者による協働事業「一人ひとりを大切にし，自立した高齢社

会に向けた地域づくり」の推進 
 

COC 事業５か年計画の２年目にあたる平成 26 年度は，参画自治体から提案のあった事業

計画（５課題の課題解決）に基づき，以下のとおり事業を実施した。 

 

・北秋田市阿仁伝承館で阿仁鉱山の歴史等に係る企画展を３回開催した。（入館者延べ 1,785名，

昨年度比 72％増） 

・地域志向教育研究経費（大学全体の地域志向を高めるために教育・研究・社会貢献活動を改善

する意欲を持った本学の教員を支援することを目的に設けた経費）に係る審査会，ヒアリング

を実施し 16 件採択，採択者は支援を受けて自身の教育内容へ適切に反映させた。 

・「第３回日本聞き書き学校 in 男鹿」を男鹿温泉郷で開催，全国各地から 110 名が参加した。

（作家の柳田邦夫校長が秋田入りし，講演会を開催した。） 

・北秋田市阿仁で「秋田大学 COC フォーラム 2014 in 北秋田」タイトル：[鉱山の隆盛がもたら

した阿仁文化への現代の活用]を開催した。（65名参加）。 

・潟上市昭和公民館で自主防災組織リーダー研修会・意見交換会を開催，61名が参加した。 

・横手市山内地区住民に対する訪問看護の認識調査を実施，教員４名，学生９名で実施した。 

・阿仁「根子番楽」を MVN モーションキャプチャーで収録，重要無形民俗文化財の継承にあたり

後継者不足でも次世代に引き継ぐことができるよう，保存会会員の動きを DVD に永久保存し

た。 

・根本的な治療が確立されていない認知症について，国立長寿医療研究センターが考案した運動

法「コグニサイズ」が注目を集めていることから，認知症予防運動として導入を視野に入れた

学習会を開催した。 

２．横手・北秋田・男鹿分校長を中心に，分校・連携自治体を核とした地域交流活動の推進（平成

25 年度に誕生した男鹿なまはげ分校の活動を促進） 

・横手分校の秋田大学オフィシャルいぶりがっこ「いぶりばでぃ」づくりで，本学学生が大根の

種まきから収穫・漬け込み・燻し・パッケージまで一連の工程を全て手作業で行った。 

教育ミニミニ実習を継続した。（高校生・大学生が中学生を学習指導補助） 

・北秋田分校の無農薬有機米「秋田大学特産ほたるひめ」づくりで，秋田大学学生が棚田の修復

を皮切りに田植え・草取りから稲刈り・はさ掛けまで一連の農作業を体験，パッケージ化を行

った。 

首都圏大学の教育実習誘致事業を継続した。 

・男鹿なまはげ分校では，首都圏大学の体育会系クラブ等の合宿誘致を行い，明治大学・大東文

化大学レスリングの合宿を実施した。（学生 60名が７泊８日滞在）。 

日本体育大学集団行動（80名）の合宿誘致を平成 27年度に実施する確約を取った。このほか，

ニコニコ体操塾（健康講座，スローエアロビック講座，笑いヨガ）及び閉じこもり予防教室（認
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知症講座）を通じて，市民の福祉向上と継続的に健康増進を促進する事業をスタートさせた。 
・各校それぞれに地域の児童・生徒たちへ理科実験教室を通じて学習意欲の向上や，理科離れが

著しい教育事情の改善，生徒の医学部訪問による医療従事者への動機付け等多様な活動を展開

した。 

３．サイエンスカフェ・ネクスト等，学部間連携による地域貢献活動の推進 

・メディカル・サイエンスカフェでは，超高齢化社会に向かう秋田県の健康年齢の延伸と福祉の

充実のため，生涯を明るく元気に生きるヒントを，３学部教員の専門分野（医療・健康・医理

工連携）を活かした視点から話題提供する機会を八峰町，潟上市，東成瀬村の３か所で開催し

た。 

・夏休み開催の子ども見学デーは，全学部出動体制の下で各学部・センター選りすぐりの実験・

見学コースを 13 個用意し，300名の子供たちが未来の秋田大学生を疑似体験した。 

４．秋田県内各自治体への防災指導や防災教育を継続し，防災・減災活動を推進 

・地域防災部門の専任教員２名が，秋田県，各自治体，各学校からの要請を受けて，様々なニー

ズ毎に，防災・減災活動の啓発を行った。 

・秋田県の特性を考慮した地域防災のあり方に関する調査研究を活かし，県内の幼保小中高等学

校への出前授業 25件，自主防災組織や NPO法人等への講演活動 23件を行った。加えて，各自

治体の防災に関する委員会や事業等に９件参画し，学術的見地から指導・助言を行った。 

５．教育研究資源・地域との対話の場の提供と地域振興活動の推進 

・公開講座(28回)，公開講演会(94回)，シンポジウム(7回)，フォーラム(3回)を開催した。 

〈生涯学習活動の展開〉 

・地域交流朝市(1回)を開催し，連携自治体の住民，学生，秋田市内近郊住民との交流の場を提

供した。〈地域活性化，賑わい創出，学生のキャリア教育，地域と共に歩む秋田大学のＰＲ〉 

・出前講義(159 件)，大学見学(62件,1598人)対応等の大学開放事業を積極的に行った。 

〈秋田大学の教育・研究内容に対する児童・生徒の関心惹起〉 

・地域の魅力の再発掘，伝承される文化の保存活動に積極的に取り組む学生地域貢献団体・個人

(522人)をバックアップし，秋田の地域活性化を後押しした。 
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【国際交流】 
    平成２６年度取組状況等 

 
１．全学的，全県的な国際交流の推進 

・協定校については，今年度見直し期限の海外協定校との交流内容を見直し（件数は 10校を見直

し，1校は終結），更新を行った。海外拠点の形成においては，タイ王国の北都銀行バンコク連

絡事務所内に，秋田大学として三つ目の海外拠点となる「秋田大学バンコク事務所」を開設し

た。 また，秋田県地域留学生等交流推進会議において，①県内大学・地方自治体・国際交流団

体に対し，「平成 26年度国際交流事業の実施状況調査」を実施，②秋田県助成の「AKITA留学

生交流サポート事業」による留学生に対する居住費支援，国民健康保険加入支援，③「第三の

故郷を見つける農家民泊 2014」による日本の文化・農業体験，④これらの活動を取りまとめた

会報誌「あきた留学生交流」を発行（県内外 250部発送）等の活動を行った。 

 

２．国際業務に対応できる職員の人材育成 

・蘭州大学と秋田大学事務職員の職員派遣に関する覚書に基づき，職員の相互交流を行っており，

平成 26年度は蘭州大学職員を３月に受け入れ，当該職員との交流（中国語研修等）を通じて，

学内職員の人材育成を推進した。平成 27年度は秋田大学から蘭州大学へ職員１名を派遣予定。 

 

３．留学生受け入れ体制の充実 

・留学生の学習環境・生活環境の改善・充実については，留学生会館のすべての居室に，今まで

未整備だったエアコンを設置した。また，留学生会館と国際交流会館に防犯カメラを設置した。 

 
４．協定校との単位互換システム構築に向けた取組 

・秋田大学と協定校との単位互換制度について，ワーキンググループで検討のうえ，報告書を作

成した。報告書の中では，本学で留学した上で修業年限内に卒業可能となる学部・学科が限ら

れている現状，将来的に留学を重視するコースを設置すべきではないかという提言が記載され

ている。 
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＊５分野の業績確認結果 

経  営 期待する程度を下回る業績である 

教  育 期待する程度を上回る業績である 

研  究  期待する程度を上回る業績である 

社会貢献 期待する程度を上回る業績である 

国際交流 期待する程度を上回る業績である 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（業績の区分） 
期待する程度を大幅に上回る業績である 

期待する程度を上回る業績である 

期待する程度の業績である 

期待する程度を下回る業績である 

 


