
2016.2.18 
平成 28年度 琉球大学 

目標管理型自己点検に基づく教員活動評価実施要項 
 
 

 本学が実施する目標管理型自己点検に基づく教員活動評価の目的は、「本学の教員が目標を持っ

て自らの活動に臨むとともに、その活動を定期的に自己点検し、他者からの評価を通して、教員活

動の自己改善を行う。さらに教員活動の自己点検結果を社会へ公表し、説明責任の遂行を図る」こ

とにあります。 

この実施要項は、平成27年12月22日に改訂された基本方針「琉球大学 目標管理型自己点検に

基づく教員活動評価に係る基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、当該活動評価を具体

的に実施するためのものです。 

 
 
Ⅰ 基本方針に対する補足説明  

 

１．評価対象の教員 

教員活動における自己点検・評価については、原則として、基準日（平成28年5月1日、以

下同）現在、本学に在籍する（特命及び特任を含む）専任の教員で、かつ、平成 29 年 3 月 31
日まで継続して勤務する予定の者を対象とします。 
ただし、次のいずれかに該当する者は対象外とします。なお、研修終了（復職）後あるいは特

別な事由の解除後は本人の申し出により教員活動評価の対象とすることができます。 
（１）県外・国外への研修の事由により、基準日において、勤務地（本学）を離れている者 
（２）病気、産前産後休暇・育児休暇等の特別な事由により、基準日において、休職している者 
（３）その他、上記に準ずる特別な事由があると部局等の長が認めた者 
 
２．「評価者」について 

（１）「評価者」とは 
基本方針における「評価の主体」としての「学科長及び課程長等」とは、学科長・課程長、

学内の各施設等の長を想定し、規定したものです。しかし、各部局内の組織編成状況等に鑑

み、各部局において「学科長等」に相当するものとして学科長等以外の者を、「評価者」に

設定することも可能です。 
（２）「評価者」の評価の実施 

「評価者」の評価は、学部及び研究科においては、学部長及び研究科長が行います。それ

以外の各部局等については、「評価者」と「部局等の長」が同一であるため、（３）により

評価を実施します。 

（３）「部局等の長」の評価の実施 

① 「部局等の長」のうち、学部長及び研究科長の評価は、「部局等の長が所属する学科

等の評価者」が行います。 

② ①以外で、かつ併任ではない「部局等の長」の評価は、「当該部局業務を担当職務と

する理事及び副学長」が「評価者」として評価を行います。 

③ 「部局等の長」の評価対象となる基本活動業務には、部局等の長としての管理業務を

含みません。よって当該管理業務を除いた年度目標設及び自己点検を行ってください。 
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（４）「評価補助者」について 

基本方針でいう「評価補助者」については、「評価者」の指名に基づき学部長が確定しま

す。その人数については、概ね 2 人以内としてください。「評価補助者」は、評価作業等、

評価者が行うすべての実務の補助が行えますが、評価結果の内容は、「評価者」の責任で記

載したものと扱われます。また、年度計画設定に関する協議、評価結果に関する協議等にお

ける、部局等の長及び各評価対象教員との直接的なやりとりについては、「評価者」が行う

こととします。 
 

３．評価の対象となる活動期間 

平成28年4月から平成29年3月までの１年間です。 
 

４．評価対象となる基本活動業務 

平成28年度からは、改訂された基本方針に基づき「教育」と「進路指導」を取り込んだ「教

育・学生支援」、「研究」、「社会貢献」及び「管理運営」の４領域を基本活動業務とします（平

成 27 年に試行的に実施済み）。ただし、診療業務に携わっている教員については、「診療」の

業務を加えるものとします。 
 

５．評価対象教員が行う目標設定及び自己点検について 

（１）目標設定 

基本業務活動である「教育・学生支援」、「研究」、「社会貢献」、「管理運営」及び「診療」

における評価項目について、「別表１．『年度目標の設定に当たっての留意事項』」を参考に

平成28年度の目標を設定してください。 

（２）自己点検 

設定した目標を達成するために取り組んだ実績と、目標の達成状況を記入してください。 

（３）自己点検の公表 

基本方針に定めた「教員活動の自己点検結果を社会へ公表し、説明責任の遂行」のため、

「７．自己点検及び評価の手順」（16）に従い提出された自己点検結果は、所定の様式（別

紙１）により、公表に同意しない旨の意思表示がなされた自己点検結果を除き、学内外へ公

表します。 

（４）目標設定と自己点検に共通する補足 

① ウェイトは、全基本活動業務時間を１として、そのうちそれぞれの基本活動業務に費

やす時間的割合を0から1.00の範囲で記入してください。ただし、厳密にそれぞれの

業務の活動時間を算出することは困難ですので、ウェイト比の配分に当たっては、科学

研究費補助金申請時のエフォートの考え方（各教員の全仕事時間に対する実施に要する

時間の割合）に準拠してください。 
② 非公表の意思表示のない自己点検の結果は、様式そのものが、学内・学外へ公表され

ます。よって、学内外を問わず、その具体的な活動内容が公表に馴染まない委員会・審

議会での活動業務（入試問題委員会、ハラスメント関連業務、等）については、委員会

名に言及せず、単に「委員会委員」等とし、担当委員会数が複数ある場合は、委員会等

の数を（ ）書きで記載してください。ただし、評価者等は、これらの業務活動を含め

評価しますので、ウェイト比は、これらの業務活動時間を考慮し、設定してください。 
（５）（１）及び（２）に関する具体的手順は、「７．自己点検及び評価の手順」及び「別表２．

教員活動評価に関する実施手順詳細」を参照ください。 
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６．評価者等が行う評価について 

（１）「２．『評価者』について」により評価を担当する評価者等は、評価対象教員の自己点検

結果に基づき実施してください。 
（２）基本方針でいう「定性的」とは、数値に固執しない、内実的な活動に対する評価を志向し

ていることを意味しています。 
（３）基本方針でいう「総括評価」とは、評価対象教員の自己点検結果に基づき、年度目標の達

成状況を以下のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で評定することを意味します。 
Ｓ・・・年度目標以上の成果が認められる 
Ａ・・・年度目標を達成したと認められる 
Ｂ・・・年度目標達成に向けての努力は認められるが、一部達成されていない 
Ｃ・・・年度目標がほとんど達成されていない 

（４）目標のレベルには個人差があることを前提に、教員間の比較ではなく、各教員自らが立て

た年度目標とその自己点検結果を比較することで評価を行ってください。 
（５）評価者等が行う評価結果は、評価対象教員、部局等の長及び事務部以外には非公表とし、

教員の昇任、給与へ反映させるものではありません。評価者等は各教員のインセンティブを

高めることを念頭に置き、評価してください。 
（６）「５．評価対象教員が行う目標設定及び自己点検について」の（４）②に記載した内容に

ついては、評価対象教員の活動を考慮し、評価してください。 

（７）具体的な評価作業については、「７．自己点検及び評価の手順」及び「別表２．教員活動

評価に関する実施手順詳細」を参照ください。 
 
７．自己点検及び評価の手順 

（１）部局等の長は、評価対象者教員、「評価者」及び「評価補助者」を確定する。 
（２）「評価者」及び「評価補助者」（以下、評価者等とする）は、自らが評価を担当する教員へ

関係書類を送付する。 
（３）評価対象教員は、年度当初に年度目標等を設定し、その内容を記入した所定の様式（別紙

１）を評価者等へ提出する。 

（４）評価者等は、（３）により提出された様式（別紙１）の内容を確認し、年度目標等を確定

する。 

（５）評価者等は、（４）の内容について再検討を要すると判断した場合は、「評価者」と評価対

象教員とで協議を行い、年度計画等を確定する。 

（６）「評価者」は、（５）において協議が整わない場合は、必要に応じ、評価対象教員と部局等

の長を含めた三者間協議を行い、年度計画等を確定する。 

（７）「評価者」は、（６）の協議が整わない場合、評価対象教員の意向を尊重し、年度計画等を

確定し、評価の際には、その顛末を所定様式（別紙２）に記入する。 

（８）評価者等は、（４）から（７）により確定した内容が記載された所定の様式（別紙１）と

「実施有無の状況一覧」を部局等の長及び事務部へ提出する。 

（９）事務部は、（８）により提出された様式等をとりまとめ、部局等の長の了承を得て、総合

企画戦略部経営戦略課へ提出する。 

（10）評価対象教員は、指定された期日までに自己点検を行い、その結果を記入した所定の様式

（別紙１）を評価者等へ提出する。 

（11）評価者等は、（10）により提出された様式（別紙１）に基づき評価を確定し、その結果を

記入した所定の様式（別紙２）を用いて、自らが評価を担当した教員へフィードバックする。 

（12）評価対象教員は、（11）によりフィードバックされた評価結果に対し、協議を要すると判
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断した場合は、「評価者」へ協議を申し出る。 

（13）「評価者」は、（12）の申し出に基づき、部局等の長、評価対象教員、「評価者」の三者に

よる協議を行い、部局長等の了承を得て、当該教員の評価を確定する。 

（14）評価者等は、（10）により提出された所定の様式（別紙１）、（11）又は（13）により確定

した評価結果を記入した所定の様式（別紙２）及び「実施有無の状況一覧」を、部局等の長

及び事務部へ提出する。 

（15）部局等の長は、（14）に基づき、必要に応じ評価対象教員へ助言を行い、その内容を大学

評価センター長へ報告する。 

（16）事務部は、（14）により提出された（別紙１）、（別紙２）及び「実施有無の状況一覧」を

とりまとめ、部局等の長の了承を得て、総合企画戦略部経営戦略課へ提出する。 

（17）評価者等が提出する（８）及び（16）の「実施有無の状況一覧」は、各評価対象教員の実

施及び未実施の区別と、特別な事由により実施対象外とした教員名がわかるよう、任意様式

にて提出してください。 

（18）（１）から（16）の詳細については、「別表２．教員活動評価に関する実施手順詳細」を参

照ください。 

 

Ⅱ 自己点検結果の公表について  

目標管理型自己点検に基づく教員活動評価の目的は、「本学の教員が目標を持って自らの活動

に臨むとともに、その活動を定期的に自己点検し、他者からの評価を通して、教員活動の自己

改善を行う。さらに教員活動の自己点検結果を社会へ公表し、説明責任の遂行を図る」ことに

あるため、「７．自己点検及び評価の手順」（16）に従い提出された自己点検結果は、公表に同

意しない旨申し出のあった教員を除き、学内外へ公表します。 

 

１．公表について 

（１）別紙1「平成28年度教員活動における年度目標・自己点検結果シート」を公表します。 
※公表に同意しない方については、別紙１の「□学外公表に同意しない。／□学内外公表

に同意しない。」にチェックしてください。同欄にチェックのない場合は、公表に同意

したものとして取り扱いますのでご注意ください。 
（２）公表時期は、平成 29 年 5 月以降となります。 

（３）公表は、大学評価センターウェブページ 
（http://www.uec.u-ryukyu.ac.jp/kyouin-gyouseki/kyouin-gyouseki.html）にて行います。 

 

２．非公表について 

（１）学科長等による教員活動評価を記載した別紙 2「平成 28 年度学科長等による教員活動評

価シート」は公表しません。 

（２）学内または学外について、公表に同意しない教員の別紙１については公表しません。 

 

 本件に関する問合せ先 
総合企画戦略部経営戦略課評価係  
内線（8109） 
E-Mail : hyohka@to.jim.u-ryukyu.ac.jp 
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別表１．年度目標の設定に当たっての留意事項 

■全体的な留意事項 

○平成 28 年度からは、改訂した基本方針に基づき、「教育」と「進路指導」について「教

育・学生支援」に統合し、１領域として取り扱います（平成27年度に試行的に実施済み）。

○「活動としての目標」もしくは「活動の結果、得られる成果の目標」を具体的に定めて

ください。 

・可能であれば数値で表現される目標を提示してください。 

・エビデンスの準備も考慮して目標を設定してください。 

○部局の目標や取り組んでいる改善事項との整合性を心がけてください。 

◎学内外を問わず、その具体的な活動内容が公表に馴染まない委員会・審議会での活動業

務（入試問題作成委員会、ハラスメント関連業務、等）については、委員会名に言及せ

ず、単に「委員会委員」等とし、担当委員会数が複数ある場合は、委員会等の数を（ ）

書きで記載してください。 

■評価領域ごとの目標の視点（例） 

 

 

 

 

教育・ 

学生支援 

 

・部局の目標に照らした教育目標の設定 

・授業評価等の指摘、自らの発意に基づく授業の改善 

・学習相談に関する具体的取組、昨年を省みた上での改善取組 

・研究活動の授業への反映 

・学生からの積極的な意見の聴取 

・教育補助者の有効活用、その資質の向上 

・ＦＤの企画・実施・参加 

・障がい者、留学生等に配慮した取組 

・進学指導のための具体的取組 

・就職支援のための具体的取組 

・学内外における学生活動支援のための具体的取組 

 

 

 

 

研  究 

 

 

 

・学会誌への投稿、発表 

・学会での報告発表 

・学会賞等の受賞 

・学会での役割、活動 

・発明、工業所有権等の取得 

・外部資金の獲得 
  （外部資金の獲得に向けた取組がある場合は必ず記載ください。） 

・所属部局以外との共同研究 

・作品発表、演奏 

 

 

社会貢献 

・学外の審議会、委員会等への参画（■全体的な留意点における◎に留意）

・学外の各種調査、研究会等への参画 

・教育臨床としての具体的取組 

・生涯学習への貢献 

・国際貢献、地域貢献、産業支援としての具体的取組 

 

管理運営 

・全学的委員会での具体的貢献（■全体的な留意点における◎に留意） 

・所属部局における委員会での具体的貢献 

・所属学科等の管理運営における具体的貢献 

・入試関連業務における具体的貢献（■全体的な留意点における◎に留意）

診療 ・診療活動及び医療支援など 
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別表２．教員活動評価に関する実施手順詳細 

 

１．はじめに  

（１）平成28年度からは、改訂した基本方針に基づき、「教育」と「進路指導」について「教育・

学生支援」に統合し、１領域として取り扱います（平成27年度に試行的に実施済み）。 
（２）所定の様式（別紙１、２）は、２枚綴りとなっています。別紙１は「平成28年度教員活動

における年度目標・自己点検結果シート」で、別紙２は「平成28年度学科長等による教員活

動評価シート」です。別紙１右側の「業務ウェイト比（実績）」及び「年度末自己点検結果」

の入力内容は、自動的に別紙２左側の当該箇所へ反映されます。 
（３）各教員が行った自己点検結果（別紙１）については、公表に同意しない旨の意思表示がな

された自己点検結果を除き、平成29年5月以降に学内外へ公表します。（実施要項「Ⅱ 自

己点検結果の公表について」参照） 
（４）匿名を要する委員会・審議会（学内外を問わず）の委員に発令されている場合は、委員会

名は記入せず、単に「委員会委員」あるいは「審議会委員」とし、活動等の内容は記入しな

いでください。複数の委員会・審議会に発令されている場合は、委員会の数を（ ）書きで

記入してください。（実施要項「Ⅰ 基本方針に対する補足説明」の「５．評価対象教員が行

う目標設定及び自己点検について」（４）② 参照） 
 
 

２．評価の実施手順詳細   

注１ タイトル行（ ）内の番号は、実施要項の７．自己点検及び評価の手順番号に符合しています。 

注２ 文中【※】は、4月2日以降基準日までに採用された教員についての取扱いとなり、各部局にて日程調整が可能です。しかし、 

部局等からの当該対象者にかかるとりまとめ内容の総合企画戦略部経営戦略課への提出期限は、平成28年5月31日（火） 

となりますので、その点をご留意のうえ調整ください。 

 

平成

28年

２月 

～ 

３月

下旬 

１ 部局等の長による評価者等の確定、各教員への説明            （１）

①大学評価センター（総合企画戦略部経営戦略課）は、平成 28 年 2 月下旬に各部局等の

事務部（部局等の長）へ、「平成 28 年度目標管理型自己点検に基づく教員活動評価実

施要項」及び、各教員の別紙 1「平成28年度教員活動における年度目標・自己点検結果

シート」、別紙 2「平成28年度学科長等による教員活動評価シート」及び評価対象教員

リスト（案）を電子メールにて送付します。 

②部局等の長は、評価対象教員、「評価者」及び「評価補助者」を確定し、平成28年2月あ

るいは3月の教授会等で、年度目標の設定、自己点検の実施、提出期限など、評価に係

る一連の作業の流れについて説明し、必ず実施するよう、各教員に対し周知してくださ

い。また、各教員が行った自己点検結果（別紙１）については、公表に同意しない旨申

し出のあった教員を除き、学内外へ公表されますので、公表を前提に、「１．はじめに

」の（４）に留意して年度目標を設定し、自己点検を行うよう説明してください。 

 

平成

28年

４月

２ 評価対象教員による年度目標設定                （２）～（３）

①事務部は、評価対象教員及び評価者等が確定され次第、評価者等へ実施要項等を電子メ

ールにて送付してください。 
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上旬 ②評価者等は、速やかに評価対象教員へ①を回付してください。（評価者が部局等の長と

同一の場合は、送付は不要です） 
※各学部・研究科の「部局等の長」については「部局の長が所属する学科等の評価者」

が評価を行い、それ以外の併任でない「部局等の長」については、「当該部局業務を担

当職務とする理事及び副学長」が評価者として評価を行います。 
③評価対象教員は、各自の別紙１の左側を用いて、「年度目標」及び「ウェイト比」を設

定し、平成28年4月11日(月)【※】までに評価者等へ電子メールにて返送してください。

別紙１の右側「年度末自己点検結果」については、平成29年2月1日（水）に提出してい

ただきますので、現時点では空欄となります。 

④評価領域活動業務については、「教育・学生支援」、「研究」、「社会貢献」及び「管理運

営」を基本業務としますが、必ずしも全ての評価対象教員が4つすべての項目に従事す

るとは限りませんので、各部局の状況に鑑み、記入してください。診療業務に従事して

いる者は領域の空欄に「診療」を追加し、年度目標を設定してください。（「１．はじめ

に」の（１）参照） 
⑤評価対象教員は、それぞれの基本業務に係る年度目標の設定に当たっては、「別表１．

年度目標の設定に当たっての留意事項」を参考に記入してください。なお、部局等の長

としての管理業務に係る評価は対象外となりますので、部局等の長は部局等の長として

の管理業務を除外した上でご自身の年度目標を定めてください。 
⑥ウェイト比の合計は必ず1.00となるよう留意してください。 
⑦学外、学内への公表に同意しない方については、その旨の欄にチェックくださるようお

願いします。（「１．はじめに」の（３）参照） 

 

平成

28年

４月

中・

下旬 

３ 評価者等による年度目標の確定                 （４）～（９）

①評価者等は、評価対象教員から提出された別紙１の「年度目標」及び「業務ウェイト比

（予定）」を速やかに確認してください。 
②評価者は、確認の結果、「年度目標」及び「業務ウェイト比（予定）」について再検討

を要すると判断された場合、当該教員と協議し4月15日（金）【※】までに調整してくだ

さい。本協議により調整がつかなかった場合は、必要に応じ、部局等の長（評価者が理

事及び副学長の場合は、他の理事及び副学長）を含めた三者間で4月22日（金）【※】ま

でに協議を完了させてください。三者間で修正のための調整がつかなかった場合は当該

評価対象教員の意向を尊重してください。その際、評価者は年度末評価結果の記載に当

たり、別紙2の下欄の「備考」に協議要請に関する顛末を簡潔に記載してください。 
③評価者等は当該教員の「別紙１」及び「実施有無の状況一覧」（教員リストに「実施 
済」「未実施」「特別な事由による実施対象外」等のフラグを設けた任意様式）を4月 
22日（金）【※】までに部局等の長へは紙媒体で、事務担当組織へはエクセルファイル

で提出してください。なお部局等の長は、１月の「年度末自己点検結果」が確定される

まで別紙１については保管してください。 
④事務部は、評価者等から提出された「別紙１」及び「実施有無の状況一覧」をとりまと

め、部局等の長の了承を得た後、エクセルファイルで 5 月 2 日（月）までに総合企画戦

略部経営戦略課へ提出してください。（4 月 2 日以降基準日までに採用された教員分に

ついては、事務部にて 5 月 2 日までに提出したエクセルファイルにデータを追加し、平

成 28 年 5 月 31 日（火）までに総合企画戦略部経営戦略課へ提出してください。） 
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平成

29年

２月 
初旬 

４ 評価対象教員による自己点検作業の実施                 （10） 

①評価対象教員は、１月末時点をもって年度の活動を自己点検し、その結果を別紙１右側

「年度末自己点検結果」欄に記述のうえ、平成29年2月1日（水）までに評価者等へ電子

メールにて提出してください。 
なお、別紙１は大学評価センターウェブページで学内外へ5月以降に公表されます。 

②ウェイト比については、その実績を記載してください。 
③自己点検結果を示すエビデンスは各自保管し、部局等の長から請求があった場合は提出

ください。 
④公表について、同意しない旨の記載の無い場合は、公表に同意したものとして取り扱い

ますので、再度、様式１下部のチェック欄をご確認ください。 
※部局等の長により評価対象教員と確定され、別紙１において公表に同意しない旨の意思

表示がない教員については、目標設定、自己点検が未実施であっても、公表に同意した

ものとして取り扱い、名前、所属、職名のみが記載された別紙１を公表します。 

 

平成

29年

２月 

中旬 

５ 評価者等による評価作業の実施                     （11）

①評価者等は、各教員から提出された「年度目標」及び「年度末自己点検結果」に基づき、

活動評価領域ごとに次のように評価してください。 
・「年度目標」及び「年度末自己点検結果」を比較検証し、評価してください。 
・評価結果は、別紙 2 右側「評価結果」欄に、別紙２左側「年度末自己点検結果」に

基づき、評価者等が記述してください。 
・記述した評価結果を、次の4段階で評定し、「評価」欄に記入 
Ｓ・・・年度目標以上の成果が認められる 
Ａ・・・年度目標を達成したと認められる 
Ｂ・・・年度目標達成に向けての努力は認められるが、一部達成されていない 
Ｃ・・・年度目標がほとんど達成されていない 

②評価者等は、「評価結果」及び「評価」を記載した「別紙２」を、2月13日（月）までに

当該教員に紙媒体によりフィードバックしてください。 

 

平成

29年

３月

上旬 

６ 評価対象教員による評価結果への意見申し出、 

評価者による三者協議の設定と確定評価報告           （12）～（14） 

①評価結果に対して協議を要すると判断された教員は、3月1日（水）までに当該評価者へ

その旨申し出てください。当該教員から申し出を受けた評価者は、部局等の長（評価者

が理事及び副学長の場合は、他の理事及び副学長）及び当該教員との三者協議の場を設

けてください。三者協議の結果を踏まえ、部局等の長（評価者が理事及び副学長の場合

は、他の理事及び副学長）の了解の下、評価結果の修正が必要と判断された場合は、評

価結果を修正し、当該教員に係る評価作業を3月8日（水）までに完了させてください。

②評価者等は、別紙１、最終評価が記載された別紙２及び「実施有無の状況一覧」を3月 
10日（金）までに、部局等の長へは紙媒体で、事務部へはエクセルファイルで提出して

ください。 

 

平成

29年

７ 部局等の長による評価結果を活用した助言                      （15） 

①部局等の長（評価者が理事及び副学長の場合は、他の理事及び副学長）は、当該評価の
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３月

中・

下旬 

結果を基に、必要に応じ当該教員へ次の項目について助言を行ってください。 

・業務ウェイトのバランス 

    ・各活動に対する目標の立て方 

    ・活動の方法 等 

②部局等の長（評価者が理事及び副学長の場合は、他の理事及び副学長）は、助言を行っ

た場合、その結果をとりまとめ（様式任意）、3 月 31 日（金）までに大学評価センター

長へ報告してください。 

 

 
８ 評価関連書類の取扱い                      （記載なし）

①部局等の長は、別紙１及び２の保管に当たっては厳重に注意してください。また、平成

28年4月に評価者から紙媒体で受理した別紙１を破棄してください。 

②評価者等は、５又は６により最終評価の業務を終えた後、当該教員から送信された別紙

１及び２など教員業績評価に係る書類はすべて破棄してください。 

 

事務

部の

対応 

９ 評価結果の総合企画戦略部経営戦略課への報告              （16） 

事務部は、上記６で各評価者等から受理した「別紙１」、「別紙２」及び「実施有無の状

況一覧」をとりまとめ、部局等の長の了承を得た後、エクセルファイルで3月21日（火）ま

でに総合企画戦略部経営戦略課へ提出してください。 

 


