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総   括 

Ⅰ概 要 

本学では、平成 26 年 3 月、日本高等教育評価機構から大学としての「適合」の認証を

受けた。そのことを踏まえて、建学の精神の実現のために教育方法及び研究の点検、見

直しを進め、教育研究の質的向上を図ると共に教育環境の整備と充実を目指してきたが、

平成 22年 3月 11日に襲来した東日本大震災と福島第 1原子力発電所の事故が起き、日

本全体が危機に陥った。幸い本学では、校舎の一部に軽微な損傷は認められたが、耐震

工事の計画の策定は緊急の課題となった。 

平成 25 年度から中期計画検討委員会（常勤理事会）のもとに施設整備作業部会を発足

させて平成 26年４月から校舎耐震工事を進めている。 

 

①会計関係においては、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人身延山学園寄附行為第

22 条の規程に基づき、学校法人身延山学園の平成 26 年度（平成 26 年 4 月 1 日から平

成 27年 3月 31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書

及び消費収支計算書）を含め、学校法人の財産に関し監査を実施した。 

②教育課程においては、「平成 26年学部運営方針について」に基づき、各関係委員会及

び各担当が中心となり進めた。 

特に、本年度は、兼ねてからの懸案であった、①「保護者による第１回アンケート調

査」を学生支援委員会の協力により実施、その結果報告書（別冊）は、HP 等で公表す

る予定である。また、FD 委員会では、委員会活動の一環として教員の教育質的向上の

ため、②「学生の授業に対する満足度調査」を定期的に実施し、その調査結果（別冊）

は、HP等で公表している。 

関連して、教員相互による授業参観、公開授業も実施している。それを基盤として来

年度は「教員の授業評価」も実施する予定である。 

 

＊「平成 26年度学部運営方針」 

平成 26年度学部運営方針 

① すべての委員会・学科にて、平成 25 年度の自己点検・評価を行う。点検項目は、認

証評価の基準に準ずる。 

② 自然災害等大学全体に関わる困難な状況が発生した場合や通常の連絡には、G-mail

を活用して全教員に一斉配信する。そのため、従来の電話連絡網は廃する。 

③ ポートフォリオ、GPA、A/A など新しく導入したシステムを運用し適正に改善する。 

④ 現在の教養教育の検証を行い、問題ある場合は改善策を検討し、実施に向ける。 

⑤ 全教員が積極的に外部助成金（科研費、諸財団法人の助成金、外部受託事業等）の確

保に努める。 

⑥ 廿周年記念事業の策定による諸事業の遂行。 
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学部 

・オープンキャンパスの実施と検証（学生のマンパワー活用） 

・A/A 制度の実施と検証（学科毎に機能を捉える） 

・学部予算実行の状況把握と適正化 

入試委員会 

・入試広報の効率的な実施と検証（特に福祉学科との協働） 

・入試の確実な実施と入試形態の検証(秋入試実施の是非と留学生受け入れ) 

カリキュラム委員会 

・現行カリキュラムの検証（学科と協働、秋入学の可能性）、A/L の実施と検証 

・GPA の確実な履行と周知の徹底（特に学生に対する周知には複数回行う） 

・教養教育部会に関する機能上の検証 

FD 委員会 

・サヴァティカル制度の実施に向けた具体的な検討 

・授業評価のシステム構築（アンケート内容の検証と評価後の改善に向けた取り組み） 

・SD 力強化に向けた方策の策定（特にケアレスミスの削減） 

学生支援委員会 

・学生支援室利用学生のニーズを把握し、ニーズ充足を検証 

・就職に向けた支援活動の体系化と卒業生の実態調査 

・単年度成績優秀者に対する報奨制度の検討 

生涯学習委員会 

・公開講座等年間スケジュールの実施と検証 

・教養選書発刊の継続 

・外部諸機関との連携事業推進（事業資金等実施に関する入念な事前交渉を要する） 

国際交流委員会 

・大韓民国金剛大学校交換留学制度の実施と検証（N1 合格） 

・ダブルディグリーの可能性を探る（既存の枠組みで可能か？） 

・他海外大学との連携を図る 

学科 

・三つの方針の適正化を検証（建学の精神を具現化するために、より判りやすい表現の工

夫） 

・現行のポートフォリオ、A/A 制度の実施と検証 

・ティーチングポートファオリオ、ルーブリック導入の検討（e-ポートフォリオの導入） 

・学生確保に向けた学科毎の検討と実施、検証 

 

上記の項目について、学部・各委員会・学科は検討を行い、現に実施されているものは、

PDCA ｻｲｸﾙに基づき、これを履行し、検証と改革を行い、より良い内容に作り上げ、教育
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研究の質の向上と学生サービスの向上に務めることを、本年度の目標とする。 

 

○法人関係の業務分担について 

 １ 業務分担について 

法人事務局内において法人関係業務を行っている。なお、業務分担は次の表にまと  

められる。 

 

 

 

 

○大学教学関係の業務分担について 

１ 業務分担について 

大学事務局内において大学教学関係業務を行っている。なお、業務分担は次の表に

まとめられる。 

NO 業務内容 担当部署 

1 入試関連業務 学務担当 

2 学生支援関連業務 学生支援担当 

3 学務関連業業務 学務担当 

4 生涯学習関連業務 学生支援担当 

5 国際交流関連業務 学生支援担当 

6 ＦＤ・ＳＤ関連業務 学生支援担当 

 

Ⅱ緊急課題 

文部科学省及び日本高等教育評価機構の改善と改革 

文部科学省から私立学校方に基づき、本学に対して緊急に改善と改革に取り組むように

指導と助言があった。 

指導と助言の要旨は、次のとおりである。 

 

文部科学省による指導助言 

１平成 25年度文部科省 学校法人運営委員会委員による調査（実地調査） 

日 時：平成 25年 12月 9日（月）10：00～17：30 

（１）財政並びに教学面の中長期計画を立てること。 

（２）学生確保（学納金）・寄附金・補助金 

学校法人は、学納金、補助金、寄附金の三つの柱があるが、身延山大学の場合、学納

金が３分の１、補助金が３分の１、久遠寺からの寄附が３分の２になっているが、学

校法人としては、学納金が主体であって、宗教法人の寄付は切り離して、先ず、学納

金の原資である学生確保に重点を置いてほしい、宗教法人の寄附があるからと甘えが

NO 業務内容 担当部署 

1 庶務関連業務 総務担当 

2 管理関連業務 総務担当 

3 経理連業業務 総務担当 
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あってはいけない。 

また、国からの補助金についても、国の財政難からいつ、補助金の減額が起きる事態

も今後、考えられるのでそれらを踏まえながら学校法人の経営の根幹である「学納金

の原資である定数確保」に全学で取り組んでほしい。 

 

２ 文部科学省学校法人運営調査委員会による調査結果（平成 26年 12月 15日付） 

改善が十分でないと判断された事項（指導、助言） 

（１） 設置する大学の学生確保に向けた具体的な対応を立案し着実に実施するととも

に、学部・学科のあり方や定員の見直しについて検討すること。 

（２） その他の意見 

特になし 

 

３．文部科学省高等教育私学部参事官室による指導、助言 

 （平成 27年１月 23日 15時から 16時 文部科学省６階会議室） 

指導、助言（要旨）記録：池上学部長 

文部科学省：山間地にある立地条件の不利を逆手に取り、逆にＰＲできるよう

な方策を考えてみてはどうか？ 

・現在の立地を鑑みると福祉系は都市型（学生の住居地に近いところ）でない

でしょうか。 

・寄付金がなければ、単独での存続が、こんな状況にある。優良な大学経営を

行っている同じカテゴリーにある大学（立正大学）との連携強化を探ってみ

ては如何か？キリスト教系の学校法人では、同系列の集散が行われている。 

 

＊身延山大学：これまで過去５年間そのような話を立正大学側に持ちかけた経

緯はあるが、先方との折り合いは芳しくなかった。 

・単独での存続を模索するのであれば、例えば、専攻科（届出制で設置可能）

を開設することも考えられる。大学院は、設置認可申請というハードルが高

くなるので、財政の健全化が見込めない現在では選択肢の中にはない。 

経営基盤をしっかりと築いて、大学の存続をさせていくためには、大胆な改

革をお願いしたい。 

大学が養成すべき人材は何処にあるのか？今後も大学を取り巻く環境は悪 

化の一途をたどるため、貴学の存在価値は、何かをしっかりと見据えて、過

去の成功例にとらわれないような方策を「全学的な話し合いを重ね、積み上

げていただきたい」 

・これ以上の支出超過になり、また、寄付金の減額がなさなければ、次回にお

越しいただく時には、細かな指導や具体的な改善計画を貴学に提案して、そ
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のように実行していただくことになります。 

是非、学生確保の具体的で実効できるように取り組んでいただきたい。 

 

＊改善計画の提出期限は「平成 27年７月 10日」 

 

４．日本高等教育評機構関係 

＊平成 26年度 自己点検・評価報告書 改善を要する点 

「適合」平成 26年３月 11日付通知 

日本高等教育評価機構での評価結果が「適合」であっても「改善を要する点」とさ

れた事項については、評価を受けた翌年から３年以内に改善報告書などのホームペ

ージの公表と日本高等評価機構へ提出（平成 29年７月）の義務がある。 

３－４ コミュニケーションとガバナンス 

３－６ 財政基盤と収支 

 

５．身延山大学将来構想レポートについて（全教職員提出） 

文部科学省の指導・助言から本学の改善と改革は全学で取り組む必要があると監事から

全教職員へ「身延山大学将来構想レポート」をお願いした。結果、全教職員から提出が

あった。 

レポートは、理事長、理事並びに評議員に報告し、意見をお願いした。 

 

６．平成 25年度自己点検評価報告書を公開した 

 

７．平成 26年度学校法人身延山学園理事会及び常勤理事会の審議経過 

 平成 25 年１月 25 日理事長裁定によって、学校法人身延山学園寄付行為に関連する下部

組織として「学校法人身延山学園寄附行為の運営に関する内規」を制定しました。この内

規制定に基づき、１月 25 日から活動を開始し、平成 24 年度に３回、平成 25 年度 12 回会

議を開催しました。 

 なお、標記に関する平成 26年度 11回の審議事項は理事会へ上申し審議された。 

 

理事会 

 平成２６年度第１回（平成２６年５月２０日開催） 

 平成２６年度第２回（平成２６年５月２０日開催） 

 平成２６年度第３回（平成２６年９月１０日開催） 

 平成２６年度第４回（平成２６年１２月１３日開催） 

 平成２６年度第５回（平成２７年１月２８日開催） 

 平成２６年度第６回（平成２７年３月２３日開催） 
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常勤理事会 

平成２６年度第１回 （平成２６年４月３０日開催） 

（１） 学部方針に関する件 

（２） 身延山学園諸規程改正に関する件 

  ① 学校法人身延山学園役員等の報酬及び退職金の規程 

（３） 平成２６年度教職員人事に関する件 

 

平成２６年度第２回 （平成２６年５月２８日開催） 

（１） 学校教育法の一部改正に関する件 

（２） 私立大学法の一部改正に関する件 

（３） 学校法人身延山学園身延山大学における教育研究活動に係る行動規範制定（宣言） 

    に関する件 

（４） 平成２６年度「大学教育再生加速プログラム」申請書に関する件 

 

平成２６年度第３回 （平成２６年７月２日開催）  

（１） 学校法人運営調査結果による改善報告書に関する件 

（２） 身延山大学耐震工事に関する件 

 

平成２６年度第４回 （平成２６年７月３１日開催） 

（１） 危険ドラックに関する件 

（２） 悲母観音立像に関する件 

（３） 身延山大学耐震補強スケジュールに関する件 

（４） 定年退職通知に関する件 

（５） 労働組合に関する件 

 

平成２６年度第５回 （平成２６年９月１１日開催）  

（１） 学校教育法及び私立学校法の改正に伴う教員人事のあり方に関する件 

（２） 昇格・昇任人事のあり方に関する件 

（３） 身延山大学名誉教授の推薦に関する件 

（４） 身延山大学教授福士慈稔先生に関する件 

 

平成２６年度第６回 （平成２６年９月１６日開催）  

（１） 身延山大学教授福士慈稔先生に関する件 

 

平成２６年度第７回 （平成２６年１０月１日開催）  

（１） 身延山大学教授福士慈稔先生に関する件 
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（２） 身延山大学耐震工事入札結果に関する件 

 

平成２６年度第８回 （平成２６年１１月２０日開催） 

（１） 平成２６年度身延山大学教員人事に関する件 

（２） 身延山学園諸規程改正に関する件 

（３） 身延山大学耐震補強工事に関する件 

（４） 組合宛文書に関する件 

 

平成２６年度第９回 （平成２７年１月２１日開催）  

（１） 文科省学校法人運営調査委員の調査結果に関する指導、助言に関する件 

 

平成２６年度第１０回 （平成２７年２月８日開催） 

（１） 身延山大学の将来構想に関する件 

（２） 第１回アンケート調査（保護者対象）の実施に関する件 

 

平成２６年度第１１回 （平成２７年３月２日開催） 

（１） 学校法人身延山学園諸規程改正に関する件 

  ① 身延山大学学則関係 

  ② 身延山大学教授会規程関係 

  ③ 身延山大学自己点検・評価委員会規程関係 

  ③ 身延山大学入試委員会規程関係 

  ④ 身延山大学情報管理委員会規程関係 

  ⑤ 身延山大学生涯学習委員会規程関係 

  ⑥ 身延山大学就業規則教員特則関係 

（２） 学校法人身延山学園身延山大学と若草まちづくり協同組合の交流事業に関する件 

 

○平成 26年度 父兄の満足度アンケート調査報告書・・・別冊 

○平成 26年度授業学生の授業満足度アンケート調査（前期）報告書・・・別冊 

○身延山大学将来構想レポート(全常勤教職員)・・・・別冊 

  個人情報保護法厳守から公開はしない 

○ボランティア活動 

 「祈り 悲母観音立像制作の想いー」・・・別紙解説 

 ＊寄贈先：岩手県陸前高田市小友町小ケ口前三十の四 妙恩寺住職 風間 文静 殿 
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○平成 26年度業務監査の報告 

根拠：私立学校法第 37条第 3項に基づき監査 

①会計関係業務監査 

 私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人身延山学園寄附行為第 22 条の規程に基づき、

学校法人身延山学園の平成 26年度（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで）

における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び消費収支計算書）を

含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を実施した。 

○監査結果 

 学校法人身延山学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち

資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載と合致し、

その収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は財産に関し不正の行

為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めた。 

 

②教学関係の業務監査 

「26年度仏教学部の運営方針」及び「平成 26年度教学業務監査の実施計画」に基づき、

各担当部署から報告書の提出を求め、適切に運営され、実行されているか、教学担当の

事務局次長、はじめ、各担当から聞き取り調査を行い、監査を実施した。 

監査の結果、緊急に改善と改革（監査項目２項）を要する事項はあるが、その他は概ね、

適切に運営され、実行されていることを確認した。 

 

③教学監査項目 

１．自己点検・評価の取り組みについて 

２．受験生確保の方法と結果の適切性の確認（学生の受け入れ） 

３．学生の留任、退学、休学、除籍の状況把握と対策の確認 

４． 最終学年の学生に対する進路指導の確認 

５． 講義の休講と補講の確認 

６． 各教員の講義担当コマ数の確認 

７． 非常勤講師の数と各担当科目数の確認 

８． 教員の外部資金獲得状況の確認 

  （２項から８項までは、教育の質補償） 

９． 教員の研究費使用の適正性の確認 

１０．教職員の研修（ＦＤ・ＳＤ）の受講状況 

１１．学生と保護者の満足度の確認 

１２．事件、事故、訴訟の確認 

 

＊２項から８項及び 10項は教育の質の保証 
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＊全面的には、大学の自己点検、評価を利用 

＊個人的には、質向上、質保障の点検項目を抽出して、関係部署と連携を持ちながら確認

法をチェックする。 

 

（監事制度・監事による監査の留意点（平成 26年度学校法人監事研修会資料抜粋）） 

 学校法人の監事に求められること 

◇学校法人のガバナンス、コンプライアンスの向上、内部統制の改善 

〇背景 

・経営状況の変化（少子化の進行） 

・厳しい経営状況（帰属収入で消費支出を賄えない法人の増加） 

〇ガバナンス向上の意義 

・意思決定をチェックし、適法・適正な業務執行の確保 

・学校法人として社会への説明責任 

・情報公開による透明性の確保 

〇監事機能の強化（学校法人の公共性・運営の適正性の確保の観点） 

・監査の実効性や客観性の向上（私立学校法の改正（平成１６年）） 

 

２. 私立学校法（平成 16年）の改正の概要 

（１）改正の趣旨 

学校法人が近年の急激な社会状況の変化に適切に対応し、様々な課題に対して主

体的、機動的に対応していくための体制強化を行うとともに、各都道府県の実情に

即した私立学校審議会の構成が行われるよう、私立学校審議会の構成の見直し等に

係る法整備を行う。 

（２）改正の概要 

①学校法人における管理運営制度の改善 

理事会の設置等をはじめとして理事・監事・評議員会の制度を整備し、権限・

役割分担を明確にすることによって、学校法人における管理運営制度の改善を図

る。 

②財務情報の公開 

学校法人が公共性を有する法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協

力をより得られるようにしていく観点から、財産目録、貸借対照表、収支計算書、

事業報告書等の関係者への閲覧を義務づける。 

③私立学校審議会の構成の見直し 

各都道府県の実情に即した私立学校審議会の構成が行えるよう、私立学校審議

会の委員の構成等に関する規定を見直す。 
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３. 監事制度の改善 

学校法人が、様々な課題に適切に対処しつつ安定した学校運営を行っていくため

には、理事機能の強化とあわせて、学校法人の公共性及び運営の適正性を確保する

ための機関である監事機能の強化を図ることが必要。監事機能の強化のため、監査

の実効性や客観性を高めることが必要であり、このため、私立学校法の改正（平成

16年）により、次のような制度改善が図られた。 

① 監事の職務として新たに、監査報告書の作成及び理事会への提出を義務付け、

併せて、提出された監査報告書については、他の財務書類とともに閲覧に供する

こととする。（第 37条・第 47条） 

② 監事の選任の際、現に当該学校法人の役員又は職員でない者を１名以上選任す

ることとする。（第 38条） 

③ 監査される立場の者のみで幹事を選任することのないよう、監事の選任に当た

っては、評議員会の同意を得て理事長が選任することとする。（第 38条） 

④ 従来は、監事の任期、選任・解任手続きについては法令上の定めがなかったが、

これらについて、各学校法人の寄付行為により必ず定めることとする（第 30条） 

⑤ 従来、監事と理事の兼職は禁じられているが、監事の独立性を確保するため、

監事と評議員の兼職についても禁じることとする（第 39条） 

 

４. 監査の範囲と内容 

私立学校法の改正により、監事については「学校法人の業務」及び「学校法人の

財産の状況」について監査することとなったが、監査の範囲及び内容については、

従来から実質的に変更されるものではない。 

特に、私立学校におけるいわゆる教学的な面と経営的な面とは本来密接不可分の

ものであり、また、学校法人が学校の設置管理を行うことを目的として設置される

法人であることを鑑みれば、監事の監査対象は経営面のみに限定されるものではな

い。すなわち、学部・学科の新増設や教育・研究における重点分野の決定、学生・

生徒の募集計画等の教学的な側面を有する内容についても、学校法人の経営に関連

する問題である以上、監事による監査の対象となり、適法性の観点だけにとどまら

ず、学校法人の運営上明らかに妥当ではないと判断される場合には、幹事は指摘す

ることができると考える。ただし、監事の監査が個々の教員の教育研究の内容にま

で立ち入ることは適当ではない。 

 

 

 

 


