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新潟産業大学に対する再評価結果 

 

 

 

Ⅰ 判 定 

 

2020（令和２）年度再評価（大学評価）の結果、新潟産業大学は本協会の大学基準に

適合していると認定する。 

認定の期間は、2021（令和３）年４月１日から2025（令和７）年３月31日までとする。 

 

 

Ⅱ 総 評 

   2017（平成 29）年度の本協会による大学評価（認証評価）の結果、新潟産業大学につ

いては、「学生の受け入れ」「管理運営・財務」の２点においていずれも重大な問題が認

められたため、「必ず実現すべき改善事項」を付し、改善の蓋然性を考慮して 2020（令

和２）年３月 31日までの期限付きで大学基準に適合していると判定した。また、これら

のほか、「一層の改善が期待される事項」として４点を付した。 

新潟産業大学はこれと同時期に「新潟産業大学改革プランⅡ」を新たに策定し、内部

質保証システムを整備しつつ改善に取り組んだ。今回の再評価では、前回の大学評価時

の大学基準に則って評価を実施した結果、改善が十分ではない事項が残されているもの

の、「必ず実現すべき改善事項」の改善状況を総合的に判断し、大学基準に適合している

と判断する。 

「必ず実現すべき改善事項」の２件に関し、まず、「学生の受け入れ」については、過

去５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均が経済学部（大学全体）及び経済学部

の両学科（経済経営学科及び文化経済学科）で低く、収容定員に対する在籍学生数比率

も経済学部（大学全体）及び同文化経済学科で低いことが指摘されていた。これに対し、

大学の認知度向上の取組み、附属高等学校、提携校（通信制高等学校）からの入学者確

保、スポーツ推薦入試の充実、外国人留学生確保のための現地海外入試の実施などのほ

か、フィールドワークを取り入れた課題解決型学習である「地域実践教育」の充実にも

努めた結果、年度ごとの入学定員に対する入学者数の比率をみると、経済学部経済経営

学科で 2019（令和元）年度、2020（令和２）年度と継続的に十分な学生を確保しており、

経済学部（大学全体）及び同文化経済学科では定員未充足の状況が続いているものの大

学評価時に比して多くの学生を継続的に確保している。そのため、2020（令和２）年度

において、過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均が、経済学部（大学全体）

及び同経済経営学科で改善が認められる。しかしながら、経済学部（大学全体）及び同

文化経済学科の収容定員に対する在籍学生数比率、同文化経済学科の過去５年間の入学
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定員に対する入学者数比率の平均がいずれもいまだ低い水準にあるため、引き続き是正

に努められたい。なお、将来に向けた発展方策として、高大一貫コースの検討や独自性

の高い通信教育課程の認可申請をしているため、新たな内部質保証体制のもと、これら

に着実に取り組むことが望まれる。 

「管理運営・財務」については、「要積立額に対する金融資産の充足率」及び「事業活

動収入（帰属収入）に対する翌年度繰越支出超過額（翌年度繰越消費支出）の割合」が

悪化傾向にあるため、「新潟産業大学改革プラン 平成 28 年度～32 年度（５ヵ年）」に

掲げる改善策を推し進め、収支状況を早急に改善することが指摘されていた。これに対

し、2018（平成 30）年度に「新潟産業大学改革プランⅡ 2018（平成 30）年度～2022（平

成 34）年度」を策定し、更に日本私立学校振興・共済事業団経営相談室の指導を受け、

2019（令和元）年７月に「学校法人柏専学院経営改善計画 2019 年度～2023 年度」を策

定しており、中・長期の財政計画を適切に策定しているといえる。 

財務関係比率については、大学部門、法人全体ともに、事業活動収支差額比率は学部

定員充足率の改善傾向に伴い、年々マイナス幅は低くなりつつある。しかし、依然とし

て、同比率はマイナスであり、人件費比率も高い状況が続いている。また、「要積立額に

対する金融資産の充足率」は、対前年比の減少幅が緩やかになってはいるものの、減少

傾向が続き低位になっていることから、教育研究活動を安定して遂行するために必要な

財政基盤は十分とはいえないため、「学校法人柏専学院経営改善計画」を着実に実行し、

収支改善に向けた一層の努力が望まれる。 

今後は、上述のとおり通信教育課程の認可申請を行うなど、財政改善に向けた新たな

取組みにも努めていることから、その成果を期待したい。 

外部資金の獲得については、大口寄付金の受入れを重要な施策としているが、今後は

科学研究費補助金をはじめとする各種補助金及び受託研事業等に取り組み、多様な収入

源の獲得を検討することが望まれる。 

 次に、「一層の改善が期待される事項」として改善報告を求めた４件に関して、多くの

点で改善がなされたことが確認できた。そのうち、「内部質保証」については、定期的な

自己点検・評価の実施及び内部質保証の機能化が求められていたことに関して、「内部質

保証に関する方針」を改定し、認証評価時にあわせ７年に一度と定めていた点検・評価

の周期を３年に一度と改めたほか、内部質保証の推進責任組織を「学長・副学長等会議」

と明確化する、「質保証会議」を設けて恒常的・継続的に取り組む態勢を整えるなどの改

善に取り組んでいる。なお、全学的な自己点検・評価については、2021（令和３）年度

の実施予定としているが、評価プロセスやスケジュールの明確化ができていない状態に

あることから、これらについて早急に取り組むほか、点検・評価とその結果に基づく改

善・向上を適切に図ることが望まれる。 

以上、全体的な状況は概ね適正なものといえるが、なお改善を要すべき事項もいくつ

かある。今後は新たな内部質保証体制を十全に機能させて、建学の精神に基づき、「地域
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社会や企業を主体的に力強く支える人材の育成」というミッションを遂行することを期

待する。 

 

 

Ⅲ 提 言 

一 努力課題 

＜管理運営・財務＞ 

１） 人件費比率が高く、事業活動収支差額比率は依然としてマイナスであり、「要積立額

に対する金融資産の充足率」も、対前年比の減少幅が緩やかになってはいるものの、

減少傾向が続き低位になっていることから、「学校法人柏専学院経営改善計画」を着

実に実行し、収支改善に向けて一層の努力するよう、改善が望まれる。 

 

 二 改善勧告 

＜学生の受け入れ＞ 

１） 2020（令和２）年度において、収容定員に対する在籍学生数比率が、経済学部（大

学全体）で 0.89、同文化経済学科で 0.70 と低く、過去５年間の入学定員に対する

入学者数比率の平均が同文化経済学科で 0.77 と低いため、引き続き学部の定員管

理を徹底するよう是正されたい。  

 

以 上  
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