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はじめに 
 
 
 大学が自発的に行う自己評価については，学校教育法１０９条第１項において，「大学は，その

教育研究水準の向上に資するため，文部科学大臣の定めるところにより，当該大学の教育及び研究，

組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するも

のとする。」と規定されています。 

 本学では，学則第２条において「教育研究水準の向上を図り，学則第１条に規定する本学の目的

及び社会的使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結

果を公表するものとする。」と自己評価について規定しています。 

 また，自己評価を２年に１度実施し，翌年度にその結果について，外部評価を受けることとして

います。 

 これまで，基本項目のうち，「学生支援等」（平成１８-１９年度），「社会貢献」（平成２０-２１

年度）の２項目について自己評価及び外部評価を実施してきました。 

 平成２２年度の自己評価については，大学計画評価室において検討した結果，点検評価規則に規

定する基本項目のうち「大学運営」を選択することとしました。これは，平成１６年４月の法人化

からの第１期中期目標期間と，平成１８年度から実施してきた大学再編を経たこの機会に，本学の

大学運営について検証を行い，成果や課題を明らかにし，今後の本学の大学運営の在り方に資する

ことを目的としたものです。 

 大学は，教育，研究，学生支援や社会貢献などといった「業務」とこれらの業務をよりよく遂行

するための「大学運営」を両輪として活動しています。本学の「大学運営」は，学長の補佐体制の

もと役員会，教育研究評議会などの主たる会議のほか，９学長室の設置など一体的な管理・運営を

確保するための組織が仕事を行っています。さらに，大学本部は，大学を構成する５つのキャンパ

ス，教職大学院と連携を図りながら運営を行っています。本自己点検評価書は，これらの各責任部

局，担当部局等の自己評価結果をもとに作成されたものです。 

 なお，平成２３年度には，この自己点検評価書「北海道教育大学の大学運営」をもとに 4名の外

部評価者による外部評価を受けます。 
 最後に，本評価書をまとめるにあたり，大学計画評価室の先生方，また自己評価活動の実施主体

となった各責任部局，担当部局等の皆様に多大なるご尽力をいただいたことに厚くお礼申し上げま

す。 
 

大学計画評価室長 芝 木 邦 也 
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◆自己評価とは 

学校教育法第１０９第１項において，「大学は，その教育研究水準の向上に資するため，文部科

学大臣の定めるところにより，当該大学の教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び設備の状

況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。」とある。 
また，これを受けて学校教育法施行規則第１６６条では「大学は，学校教育法第１０９条第１

項に規定する点検及び評価を行うに当つては，同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに，

適当な体制を整えて行うものとする。」と定められている。 
ここで言う「点検及び評価」とは，国立大学法人評価委員会が行う「法人評価」並びに認証評

価機関が行う「認証評価」と異なり，国公私立全ての大学が自発的に行わなくてはならない評価

活動である。 
以下に詳しく述べるが，本学では自己評価を２年に１回実施することとしており，自己評価の

翌年度に外部評価を行うこととしている。これら積極的な評価活動を通して，評価結果を活用し，

改善に資する取組に努めている。 
 
 
 
◆自己評価の実施方法について 

本学における評価活動は，「点検評価規則」に基づき実施することとなっており，特に大学全体

に係る評価は，「大学計画評価室」が総括し，実施することとなっている。 
 

（自己評価等実施体制） 
第３条 自己評価，認証評価並びに法人評価に係る本学が行う点検及び評価（以下「自己評価等」と
いう。）並びに外部評価の企画，立案及び実施に関する統括は，大学計画評価室が行う。 

 
自己評価に当たっては，学内で評価作業を進める上で，必要な事項を定めた「点検評価実施要

項」に基づき実施すること，また，２年に１回のサイクルにより実施する旨規定している。（点検

評価実施要項については，後述の「◆点検評価実施要項について」を参照） 
 

（自己評価等の実施） 
第６条 自己評価等の実施は，点検評価実施要項に基づき，部局等がそれぞれ所掌する業務に つい
て行い，これらを踏まえて，大学計画評価室が本学全体について行うものとする。 

２ 第２条第１号に規定する自己評価は，原則として２年に１回実施するものとする。 

 
大学では，教育研究活動をはじめ，様々な活動を行っているが，「何の活動について自己評価す

るか」ということについては，各大学の判断によるものである。 



4 

本学においては，以下の８項目を掲げており，自己評価をする時点における大学の状況から，最

も適切な項目を選択し，実施することとしている。 

 
評価の目的は，点検・評価を通して改善を図り，その一層の向上に役立てることにある。その

ため，改善のためのプロセスについても，以下のとおり明文化している。 
 

（自己評価等の結果に基づく改善） 
第 14 条 学長は，第11 条第２項（教育研究評議会及び経営協議会の議を経て，決定した自己評価等
の結果）の自己評価等の結果に基づき，改善が必要と認めた事項について，部局等の長に改善を指
示するものとする。 

２ 部局等の長は，前項の指示を受けたときは，改善案を作成し，指定された期日までに大学計画評
価室に提出しなければならない。 

３ 大学計画評価室は，前項の改善案に意見を付して学長に報告しなければならない。 
４ 学長は，前項の報告に基づき，改善策を決定するものとする。 

 
さらに，外部者（本学の教職員以外の者）の検証を受けることにより，業務の質的向上と一層

の充実を図る必要があることから，自己評価と外部評価を１つのサイクルとして位置づけている。

規則上は，自己評価を実施した翌年度に外部評価を受けることとし，外部評価についても改善の

プロセスを明文化している。 

 

 

 （自己評価の基本項目及び実施区分） 
第９条 自己評価の基本項目は，次に掲げるとおりとする。 
(1) 教育 
(2) 研究 
(3) 学生支援 
(4) 社会貢献 
(5) 国際交流 
(6) 大学運営 
(7) 施設・設備 
(8) その他必要と認められる項目 

 
（評価項目等） 

第10条 前条第２項の対象には，対象ごとに具体的な評価の項目(以下「評価項目」という。)及び評
価の基準を定めるものとする。 

（外部評価の実施） 
第 15 条の２ 外部評価の実施は，原則として自己評価を実施した翌年度に，点検評価実施要項に基づ
き行うものとする。 

２ 前項に定めるほか，第11条第２項及び第12条第２項の自己評価等の結果についても，必要に応じ，
外部評価を実施するものとする。 

 
（外部評価の結果に基づく改善及び公表） 
第 15 条の３ 学長は，前条の外部評価の結果に基づき，改善が必要と認めた事項について，部局等の
長に改善を指示するものとする。 

２ 部局等の長は，前項の指示を受けたときは，改善案を作成し，指定された期日までに大学計画評価
室に提出しなければならない。 

３ 大学計画評価室は，前項の改善案に意見を付して学長に報告しなければならない。 
４ 学長は，前項の報告に基づき，改善策を決定するものとする。 
５ 大学計画評価室は，外部評価の結果及び改善策を基に外部評価報告書を作成し，学長に報告するも
のとする。 

６ 学長は，教育研究評議会及び経営協議会の議を経て外部評価報告書を決定し，公表するものとする。
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◆点検評価実施要項について 

点検評価規則第６条にあるとおり，自己評価等は，点検評価実施要項に基づき，実施すること

となっている。 

点検評価実施要項とは，学内における体制や役割分担，評価基準や観点，評価書類の作成要領，

作業スケジュールなどを具体的にまとめたものであり，今回の自己評価は，以下に示す点検評価実

施要項に基づき実施した。 

 

 

 

点 検 評 価 実 施 要 項 

平成２２年度自己評価「大学運営」 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年９月 

国立大学法人北海道教育大学 
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Ⅰ 自己評価の目的 

 

大学が自発的に行う自己評価については，学校教育法１０９条第１項において，「大学は，その教育研究

水準の向上に資するため，文部科学大臣の定めるところにより，当該大学の教育及び研究，組織及び運営

並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。」と規定さ

れ，さらに同法施行規則第１６６条において「大学は，学校教育法第１０９条第１項に規定する点検及び

評価を行うに当たっては，同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに，適当な体制を整えて行うも

のとする」ことが規定されています。 

 

本学では，学則第２条において「教育研究水準の向上を図り，学則第１条に規定する本学の目的及び社

会的使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表する

ものとする。」と自己評価について規定し，以下のことを目的として実施しており，その実施にあたり必

要な事項は「点検評価規則」において明文化しています。 

① 本学の教育研究活動等について自己点検・評価することを通じて改善を図り，その一層の向上に役

立てる。 

② 評価結果を広く社会へ発信することによって本学の教育研究活動等の現況を明らかにし，公共教育

機関としての説明責任を果たす。 

 

Ⅱ 自己評価の項目 

 

自己評価の項目は，以下の基本項目からなり，点検評価規則第９条第１項に規定されています。 

 

 

 

 

 

 

本学では，自己評価を２年に１度実施し，翌年度にその結果について，外部評価を受けることとしてい

ます。また，評価結果を受けての改善プロセスを明確にし，いわゆるＰＤＣＡサイクルによる評価活動を

確立し，教育研究活動等の質の向上を図る環境を整備しています。 

これまで，本学では基本項目のうち，「学生支援等」（平成１８-１９年度），「社会貢献」（平成２０-２１

年度）の２項目について自己評価及び外部評価を実施してきました。 

平成２２年度の自己評価については，大学計画評価室において検討した結果，点検評価規則に規定する

基本項目のうち「大学運営」を選択することとしました。これは，平成１６年４月の法人化からの第１期

中期目標期間と，平成１８年度から実施してきた大学再編を経た，この機会に，本学の大学運営について

検証を行い，成果や課題を明らかにし，今後の本学の大学運営の在り方に資することを目的としたもので

す。 

  

【自己評価の基本項目】（本学「点検評価規則」より抜粋） 

（１）教育         （５）国際交流 

（２）研究         （６）大学運営 

（３）学生支援       （７）施設・設備 

（４）社会貢献       （８）その他必要と認められる項目 
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Ⅲ 自己評価の実施方法 

 

１． 大学計画評価室は，「大学運営」に係る評価基準及び観点を定め，その状況を自己評価する責任

部局に割り当てます。 

２． 責任部局は，大学計画評価室が定めたⅣ「評価基準」の観点ごとに，客観的な根拠・データに基

づき自己評価を行い，その評価結果についてⅤ「自己点検評価シート作成要領」に従って，「自己

点検評価シート」を作成し，大学計画評価室に提出してください。 

３． 大学計画評価室は，責任部局から提出された「自己点検評価シート」を点検し，必要に応じてヒ

アリング等を実施します。 

４． 大学計画評価室は，最終的な「自己点検評価シート」を基に，大学運営全体について総括し，自

己評価書（案）を作成します。また，必要に応じて改善に関する意見を付して，学長に報告します。 

５． 学長は，経営協議会の議を経て，自己評価書を決定するとともに，監事に報告します。 

６． 学長は，決定した自己評価書をホームページ等により公表します。 

７． 学長は，自己評価の結果に基づき，改善が必要と認めた事項について，責任部局に対し，改善を

指示します。 

８． 改善の指示を受けた責任部局は，学長からの改善の指示に基づいて改善策（部局案）を作成し，

大学計画評価室に提出してください。 

９． 大学計画評価室は提出された改善策（部局案）に意見を付して学長に報告します。 

10． 学長は改善策を決定し，監事に報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

責任部局 

大学計画評価室 

学長 

自己点検評価シートの作

成・提出 

改善策の作成・提出 

自己評価書（案）の

作成・報告 

改善策の報告 

自己点検評価シートの

作成依頼 

点検結果の伝達・ヒア

リングの実施 

改善の指示 
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Ⅳ 評価基準 

 

  「大学運営」に係る評価基準，観点及び責任部局は以下に示すとおりとします。 

 

基 

準 

１ 管理・運営  

大学が適切に管理・運営方針を定めてそれに沿った管理・運営を行い，各校・教職大学院が大学

本部と密接な連携を保ちつつその特徴をふまえた運営を行い，学内外に開かれた管理・運営を行っ

ていること。 

観 
 

点 

１－① 大学の管理・運営の基本方針が適切に定められ，それに沿って適

正に運営が実施されているか。 

責
任
部
局 

学長（各学長室室

長， 各セ ン ター

長，附属学校運

営会議議長，附

属図書館長） 

事務局長  

１－② 大学を構成する各校・教職大学院が，大学本部の管理・運営組織

と密接な連携を保ち，さらにその特徴をふまえた運営を行っているか。 

各副学長 

教職大学院長 

１－③ 学内外に開かれた管理・運営を行い，外部意見を管理・運営に反

映させているか。 

広報企画室長 

事務局長 

   

基 
準 

２ 財務 

教育研究及び大学運営を戦略的に推進するため，適切な財政計画等を立て，外部資金の増加を

推進すると共に，その成果を社会等に還元していること。また財政上の諸課題に対して，適切に対処

していること。 

観 
 

点 

２－① 教育研究及び大学運営を戦略的に推進するため，学内外の動向

をふまえ，適切な中長期の財政計画及び各年度の予算編成の基本方針

が立てられているか。 

責
任
部
局 

事務局長 

２－② 大学として外部資金の増加を推進し，その成果を適切に把握し，

また社会に還元しているか。 

学術研究推進室

長 

教育改革室長 

２－③ 財政上の基本的な諸課題に対して，適切に対処しているか。 事務局長 

 

別紙１には，観点に関する説明と分析を行う際の資料・データを例示してありますので，参考にしてく

ださい。また，このほか，必要に応じて，独自の資料・データ等を使用してください。 
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Ⅴ 自己点検評価シートの作成要領 

 

各責任部局は，以下に従って，自己評価を実施し，自己点検評価シートを作成してください。自己点検

評価シートの様式は，別紙２のとおりです。 

 

１．基準ごとの自己評価のプロセス 

基準ごとの自己評価は，まず一つの基準の観点ごとの分析を行い，次に当該基準の総括的な分析を

行うという手順で進め，これを各基準すべてで実施します。 

 

２．観点ごとの分析 

（１） 基準ごとの自己評価を実施する際には，まず基準に対応して示された観点に従って，現在の

状況について分析する必要があります。観点は，当該基準を満たしているかどうかを判断する

ための重要な要素となりますので，自己評価においては全ての観点に係る状況の分析を行って

ください。 

 

（２） 観点の分析に当たっては，観点ごとに「観点に係る状況」，「分析結果とその根拠理由」を記

述してください。 

① 「観点に係る状況」については，自己点検評価シート提出時までの間の自己評価が可能な現在

の状況を記述してください。この際，取組や活動の内容等の客観的事実（３～４の事例）を具

体的に記述してください。 

また，当該観点の状況が明確になるよう，現在に至るまでの経緯や過去の状況も含めるなど，

根拠となる資料・データ等を示しつつ，それぞれの状況に応じて適切に記述してください。 

なお，期間については，平成２１～２２年度を対象としますが，事例によっては平成１６年

度まで遡ってもかまいません。 

② 「分析結果とその根拠理由」は，「観点に係る状況」についての分析結果（自己評価による分

析結果）を分かりやすく明確に記述するとともに，それを導いた理由を，「観点に係る状況」に

記載した取組や活動の内容等の客観的事実を摘示しつつ記述してください。 

 

３．基準ごとの分析 

「基準に係る分析結果等」は，さらに「分析結果とその根拠理由」「優れている点」「改善を要する

点」に分かれます。 

 

（１） 「分析結果とその根拠理由」は，各観点の「分析結果とその根拠理由」を総括し，基準の達

成状況を４段階で自己評価し，その分析結果を導いた理由を観点に係る状況に記載した根拠と

なる資料・データ等を摘示しつつ記述してください。 

（２） 「優れている点」及び「改善を要する点」は，各観点や基準の分析結果を踏まえて，特に重

要だと思われる点を「優れている点」または「改善を要する点」として抽出し，記述してくだ

さい。なお，抽出する事項がない場合は，「該当なし」と記述してください。 
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Ⅵ 自己評価のスケジュール 

 

平成２２年  ９月 自己評価の項目「大学運営」の決定，点検評価実施要項【自己評価】の策定 

平成２２年１０月 自己点検評価説明会の実施 

  部局の担当者等に対して自己評価の仕組み，方法などを説明 

１２月 自己点検評価シート（案）の提出 

  部局は，点検要項に基づき自己評価を行い，大学計画評価室に自己点検評価シ

ート（案）を提出 

大学計画評価室による点検・分析 

  部局から提出された自己点検評価シート（案）を点検し，必要に応じてヒアリ

ングを実施 

平成２３年 ２月 自己点検評価シート（最終版）の提出 

  部局は，大学計画評価室の点検・ヒアリングの結果に基づき，自己点検評価シ

ートを提出 

３月 自己評価書（案）の作成 

  大学計画評価室は，部局から提出された自己点検評価シートを基に，自己評価

書（案）を作成し，学長に報告 

自己評価書の決定 

  役員会，経営協議会の議を経て決定 

４月 点検評価実施要項【外部評価】の策定 

７月 外部評価委員の選出・委嘱 

書面調査 

９月 訪問調査 

１０月 評価結果の確定 

１１月 外部評価による指摘事項について，部局による改善策の検討 

１２月 外部評価報告書の作成 

平成２４年１０月 外部評価による指摘事項について，部局による改善状況報告 

平成２５年１０月 外部評価による指摘事項について，部局による改善状況最終報告 

１２月 平成２５年に実施した外部評価報告書に，改善状況の最終報告を掲載 

 

Ⅶ 自己評価の結果及び公表 

決定した自己評価書及び改善策を本学ホームページに掲載する。また，平成２３年度に実施予定の外部評

価の結果と合わせて本学ホームページに掲載するとともに，報告書（冊子）の作成・配布により公表する。 
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観点に関する説明・資料例 
 

ここでは，観点に関する説明と，分析を行う際に必要と考えられる資料・データ等を例示しています。 

 

評価基準１ 管理・運営  

 

 大学が適切に管理・運営方針を定めてそれに沿った管理・運営を行い，各校・教職大学院が大学本部と

密接な連携を保ちつつその特徴をふまえた運営を行い，学内外に開かれた管理・運営を行っていること。 

 

【観点１－①】 大学の管理・運営の基本方針が適切に定められ，それに沿って適正に運営が実施されて

いるか。 

 

≪観点に関する説明≫ 

① 大学の管理・運営上の基本方針（「憲章」及び「運営規則」など管理・運営に関する規則・要項）が適切に定められてい

るか，検証を行う。課題・問題点があれば明らかにする。 

② 管理・運営を実施する主体（管理・運営に関する規則・要項に記されている組織等）が，定められた組織構成で適切か（管

理・運営に関わる組織の改編例，あるいはその際の検討例など）。また定められた「審議事項」等を適正に審議しているか。

課題・問題点があれば明らかにする。 

③ 法人化と大学再編を経て，大学運営の代表的事例を挙げ，検証する（第１次中期目標計画の達成度，収容定員数の健全性

など）。 

④ 教員への情報提供の状況と成果 

 

≪資料例≫ 

 

【観点１－②】 大学を構成する各校・教職大学院が大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保ち，さ

らにその特徴をふまえた運営を行っているか。 

 

≪観点に関する説明≫ 

① 各校・教職大学院の運営組織（教授会・各種委員会等・事務グループ）が，法人化・大学再編を念頭に置きつつ，各校及

び教職大学院の特徴（課程・地域等の相違）をふまえた運営を行い，その機能を十分発揮しているか，その検証を行う。課

題・問題点があれば明らかにする。 

 

 

○大学の管理・運営上の基本方針（「憲章」及び「運営規則」など管理・運営に関する規則・要項）及びそれらの検証結果

○アクションプラン2009-2011 

○管理・運営を実施する組織（管理・運営に関する規則・要項で記されている組織，または「大学組織図」の中の管理・運

営組織）及び組織構成（事務組織（部課配置，グループ制）を含む）と「審議事項」実施等に関する検証の事例 

○第１次中期目標計画の達成度 

○収容定員数の健全性 

○教員への情報提供の事例 

別紙１ 
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② 各校・教職大学院の運営組織（教授会・各種委員会等・事務グループ）が，大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保

って運営しているか検証する。課題・問題点があれば明らかにする。 

 

≪資料例≫ 

 

【観点１－③】 学内外に開かれた管理・運営を行い，外部意見を管理・運営に反映させているか。 

 

≪観点に関する説明≫ 

① 学内に対して開かれた管理・運営を，組織的に行っているか，その事例を挙げて効果等も含めて検証し，課題・問題

点があれば明らかにする。 

② 学外・社会に対して開かれた管理・運営を行っているか，その事例を挙げて効果等も含めて検証し，課題・問題点が

あれば明らかにする。 

③ 法人化以降，外部意見を管理・運営に反映させた事例を挙げ検証すると共に，課題・問題点があれば明らかにする。 

 

≪資料例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法人化及び大学再編後の各校の教育課程の目的及び教育研究組織図 

○教授会に関する規則（「運営規則」），各校の委員会規則等の規則・規定の検証及びそれらの組織が十分機能しているか

の検証と課題・問題点の抽出 

○法人化及び大学再編後に実施した，各校・教職大学院の運営上の特徴的な取組例（各校の地域との結び付きを示す特徴的

な事例等を含む） 

○各校・教職大学院の教職員の法人化及び大学再編に対する意識の高低を示すデータ 

○各校の事務組織の検証と課題・問題点 

○教授会・各種委員会・事務グループ等の大学本部の管理・運営組織との連携の状況（教授会と教育研究評議会・運営会議，

各種委員会と学長室・センター等の連携状況，検証事例など） 

○学内教職員・学生に対する，大学の管理・運営に関する方針・規則等の周知に留意した事例の検証及び課題・問題点 

○管理・運営組織に対する評価・監査組織の有無及び評価・監査結果の学内外への周知事例など 

○学外・社会に開かれた運営事例（外部役員・経営協議会外部委員・特任教授・アドバイザー・オーガナイザー，図書館，

施設利用）について，運営上の課題の検証及び課題・問題点 

○学外・社会に対する説明責任を担う組織（広報企画室等）の活動状況及び課題・問題点 

○外部意見（経営協議会，北海道地域教育連携推進協議会，外部評価，校長会との意見交換会，新入学生父母説明会での質

疑，同窓会，後援会等）を大学運営の改善にどう反映させているか，その成果の検証及び組織上の課題・問題点 



13 

 

評価基準２ 財務 

 

 教育研究及び大学運営を戦略的に推進するため，適切な財政計画等を立て，外部資金の増加を推進する

と共に，その成果を社会等に還元していること。また財政上の諸課題に対して，適切に対処していること。 

 

【観点２－①】 教育研究及び大学運営を戦略的に推進するため，学内外の動向をふまえ，適切な中長期

の財政計画及び各年度の予算編成の基本方針が立てられているか。 

 

≪観点に関する説明≫ 

① 中長期の財政計画及び予算編成の基本方針が，教育研究及び大学運営を戦略的に推進する目的に対して妥当なものか，

検証する。課題・問題点があれば明らかにする。 

② 中長期の財政計画及び予算編成の基本方針が，学内外の各種の動向を適切に把握し，立てられているかを検証する。課題・

問題点があれば明らかにする。 

 

≪資料例≫ 

 

【観点２－②】 大学として外部資金の増加を推進し，その成果を適切に把握し，また社会に還元してい

るか。 

 

≪観点に関する説明≫ 

① 科学研究費，文部科学省GP，特別教育研究経費，委託事業，公募事業，共同研究，受託研究等の獲得状況及びその検

証（外部資金源・獲得額等の特徴など）。 

② 上記の外部資金に対して適切な成果を出し，還元できているか。組織として適切に把握しているか。課題・問題点が

あれば明らかにする。 

 

≪資料例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中長期の財政計画及び予算編成の基本方針の作成方針の検証 

○学外（学外・社会情勢（不景気・少子化等），政府方針等）の財政上の課題等に対する把握体制 

○学内の財政上の課題・要望等の把握体制及び実現の状況，それらの課題・問題点 

○大学運営を戦略的に推進するための財政運用の事例（教育研究上の重点配分，インセンティブ付与経費の配分状況）及び

その成果と課題・問題点（重点配分を受ける側へのアンケート結果など） 

○外部資金（科学研究費，文部科学省GP，特別教育研究経費，委託事業，公募事業，共同研究，受託研究等）の獲得状況

と分析（各課程，各校ごと，経年変化） 

○外部資金の獲得推進のための体制及び施策 

○外部資金を得て出した成果及び還元のための取組 

○成果を組織として把握する体制の整備状況 

○成果の公表（還元）の取組状況 
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【観点２－③】 財政上の基本的な諸課題に対して，適切に対処しているか。 

 

≪観点に関する説明≫ 

① 自己収入の増加に対する施策を適切に実施しているか。課題・問題点があれば明らかにする。 

② 経費の縮減に関する施策を，適切に実施しているか。 

③ 財務上の管理・運営体制が整えられ，適切に機能しているか。 

 

≪資料例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自己収入の増加の事例一覧（学生納付金収入・（外部資金）・等の経年推移） 

○資産の有効利用（資金運用・施設貸付等） 

○経費の縮減に関する施策の事例（教職員人件費・管理的経費・無駄の縮減等の経年推移） 

○目的積立金の活用状況 

○寄付金の状況 

○監査の実施体制・状況及び課題・問題点 
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平成２２年度 大学運営に係る自己評価点検シート【様式】 
 
【評価基準１】 管理・運営 
 
大学が適切に管理・運営方針を定めてそれに沿った管理・運営を行い，各校・教職大学院が大学本部

と密接な連携を保ちつつその特徴をふまえた運営を行い，学内外に開かれた管理・運営を行っているこ

と。 

  
【観点１－①】  
 大学の管理・運営の基本方針が適切に定められ，それに沿って適正に運営が実施されているか。 
観点に係る状況 
 
 

分析結果とその根拠理由 
 

 

【観点１－②】  
 大学を構成する各校・教職大学院が，大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保ち，さらにその特

徴をふまえた運営を行っているか。 
観点に係る状況 
 
 

分析結果とその根拠理由 
 

 

【観点１－③】 
 学内外に開かれた管理・運営を行い，外部意見を管理・運営に反映させているか。 

観点に係る状況 
 
 

分析結果とその根拠理由 
 

 
 
基準１に係る分析結果等 
［分析結果とその根拠理由］ 
   □優れている  □相応である  □一部問題がある  □問題がある 
 
［優れている点］   
    
［改善を要する点］ 
 

別紙２ 
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【観点２－①】 
教育研究および大学運営を戦略的に推進するため，学内外の動向をふまえ，適切な中長期の財政計画，

および各年度の予算編成の基本方針が立てられているか。 

観点に係る状況 
 
 

分析結果とその根拠理由 
 

 

【観点２－②】  

 大学として外部資金の増加を推進し，その成果を適切に把握し，また社会に還元しているか。 
観点に係る状況 
 
 

分析結果とその根拠理由 
 

 

【観点２－③】  

 財政上の基本的な諸課題に対して，適切に対処しているか。 
観点に係る状況 
 
 

分析結果とその根拠理由 
 

 
 
基準２に係る分析結果等 
［分析結果とその根拠理由］ 
   □優れている  □相応である  □一部問題がある  □問題がある 
 
［優れている点］      
 

 

［改善を要する点］ 

【評価基準２】 財務 
 
教育研究および大学運営を戦略的に推進するため，適切な財政計画等を立て，外部資金の増加を推進す

る共に，その成果を社会等に還元していること。また財政上の諸課題に対して，適切に対処しているこ

と。 



基準１ 観点１－①
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【評価基準１】 管理・運営 
 
大学が適切に管理・運営方針を定めてそれに沿った管理・運営を行い，各校・教職大学院が大学本

部と密接な連携を保ちつつその特徴をふまえた運営を行い，学内外に開かれた管理・運営を行って

いること。 
  
【観点１－①】  

 大学の管理・運営の基本方針が適切に定められ，それに沿って適正に運営が実施されているか。

観点に係る状況 

 

1. 北海道教育大学全体の管理・運営について 

 

 本学の運営の基本方針としては，北海道教育大学憲章，アクションプラン 2009－2011，中期目標及び中期計画

等（以下「大学憲章等」という。）を定めている。これら大学憲章等に掲げられた目標及び目的等の実現にあたっ

ては，その前提として，国立大学法人法等（資料 1-①-1-1）の関係法令等の遵守をはじめとし，本学が適正な運

営を図ることが必要とされる。 

 本学では，適正な運営を図ることを目的として，国立大学法人北海道教育大学運営規則（以下「運営規則」とい

う。）を定めている。 

 前述の大学憲章等に掲げられた目標等を実現するにあたっては，運営規則が適切に定められ，かつ，適正に

運用されていることが不可欠であることから，運営規則を中心に検証を行うこととする。 

 運営規則では，国立大学法人法（以下「法人法」という。）の定めにより必置の役員会，教育研究評議会，経営協

議会，学長選考会議の構成等を定め，さらに，各校等間の調整や全学的な課題に対する意見交換を行う機能を

もった「運営会議」を置くことを定めているほか，運営規則では規定されていないが，役員間等での連絡調整や意

見交換の場として役員会の下に「役員連絡会」を置いている。学長選考会議を除くこれらの各種会議は，学長を

議長として，組織の意志決定にあたっての学長のリーダーシップがより効果的に働くことの出来る体制をとってい

る。 

 また，企画立案の機能をもった「教育改革室」など 9 つの学長室を置くほか，教育研究評議会の下に教育研究

委員会，入学試験委員会，学生支援委員会を置き，経営協議会の下に予算検討委員会を置くことを定めている。

さらに，学長室，委員会の長には，学長のほか，4 人の理事と 2 人の副理事をそれぞれあてることで，学長の意志

が管理運営面において反映される仕組みをつくっている（資料 1-①-1-2～1-①-1-7）。 

 

資料1-①-1-1 国立大学法人法・学校教育法（抜粋）「学長の管理機能」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国立大学法人法 

（役員の職務及び権限）  

第 11 条  学長は，学校教育法 （昭和 22 年法律第 26 号）第 92 条第 3 項に規定する職務を行うとともに，国立大学法人を代表

し，その業務を総理する。  

○学校教育法 

第92 条  大学には学長，教授，准教授，助教，助手及び事務職員を置かなければならない。ただし，教育研究上の組織編制と

して適切と認められる場合には，准教授，助教又は助手を置かないことができる。  

２ （略） 

３  学長は，校務をつかさどり，所属職員を統督する。  
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資料1-①-1-2 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「役員会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-3 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「教育研究評議会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-4 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「経営協議会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（教育研究評議会） 
第６条 本学に，教育研究評議会を置く。 
２ 教育研究評議会は，次に掲げる評議員で組織する。 
(1) 学長 
(2) 理事 
(3) 副理事 
(4) 第12 条第１項に規定する副学長 
(5) 第14 条の２第１項に規定する教職大学院長 
(6) 第17 条第１項に規定するセンター運営会議において選出されたセンターの長 １人 
(7) 第19 条第１項に規定する附属学校運営会議において選出された附属学校の長 １人 
(8) 北海道教育大学学則（平成 16 年学則第１号。以下「学則」という｡）第４条第２項に規定する教育研究組織（以下「各校」とい

う｡）に置かれる第13 条に規定する教授会において選出された教授 各２人 
(9) 事務局長 
３ 教育研究評議会は，次の事項を審議する。 
(1) 中期目標についての意見に関する事項（経営に関する事項を除く｡） 
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（経営に関する事項を除く｡） 
(3) 学則（経営に関する部分を除く｡）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項  
(4) 教員人事に関する基本的方針に係る事項 
(5) 教育課程の編成に関する基本的方針に係る事項 
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 
(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項 
(8） 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 
(9) その他教育研究に関する重要事項 
４～７ （略） 
８ 議長は，教育研究評議会の同意を得て，評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ，意見を聴くことができる。 

（経営協議会） 
第７条 本学に，経営協議会を置く。 
２ 経営協議会は，次に掲げる委員で組織する。 
(1) 学長 
(2) 理事 
(3) 教育研究評議会において選出された評議員 １人 
(4) 事務局長 
(5) 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから，教育研究評議会の意見を聴いて学

長が任命するもの ７人 
３ 経営協議会は，次の事項を審議する。 
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち，経営に関するもの 
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，経営に関するもの 
(3) 学則（経営に関する部分に限る｡），会計規則，役員に対する報酬及び退職手当の支給基準，職員の給与及び退職手当の支

給基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 
(6) その他経営に関する重要事項 
４～７ （略） 
８ 議長は，経営協議会の同意を得て，委員以外の者を経営協議会に出席させ，意見を聴くことができる。 

（役員会） 
第５条 本学に，役員会を置く。 
２ 役員会は，次に掲げる役員で組織する。 
(1) 学長 
(2) 理事 
３ 学長は，次の事項について決定しようとするときは，役員会の議を経なければならない。 
(1) 中期目標についての意見及び年度計画に関する事項 
(2) 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
(4) 学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 
(5) その他役員会が定める重要事項 
４～５ （略） 
６ 議長が必要と認めたときは，構成員以外の者を役員会に出席させ，意見を聴くことができる。 
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資料1-①-1-5 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「委員会」 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-6 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「運営会議」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-7 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「学長室」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 学長の補佐体制について 

   学長の補佐体制としては，法人法で規定する理事のほか，副理事，副学長及び教職大学院長を置いている。

副理事の職務は，運営規則第 2 条の 2 において，「本学に，学長の職務を助けるため，副理事若干人を置く」

（資料1-①-1-8）とし，具体的な職務を規定上定めることなく，従来，理事間で分担していた学長室の室長等の

担当業務を理事及び副理事とで分担する体制をとっている（資料 1-①-1-9）。このことは，新たな業務や諸課

題が生じた場合などにおいて，執行部における業務の分担を適宜見直すことができ，機動的に大学運営を行

うことができる体制といえる。また，一方で副学長の職務は「各校の長として当該校の校務を掌理」，教職大学

院長の職務は「学長の監督の下に,教職大学院の長として,教職大学院の業務を掌理」することと，運営規則第

12条及び第14条の2において明確に定めている（資料1-①-1-10）にもかかわらず，副理事の位置付けが不

明確であるなど，見直すべき点もあるものと考える。 

 

（運営会議） 
第９条 本学に，運営会議を置く。 
２ 運営会議は，次に掲げる者で組織する。 
(1) 学長 
(2) 理事 
(3) 副理事 
(4) 副学長 
(5) 事務局長 
３ 運営会議は，次の事項を協議する。 
(1) 本学の運営に関して，各校等間の全学的調整に関する事項 
(2) 教育研究評議会の議題の調整に関する事項 
(3) 役員会，教育研究評議会及び経営協議会で決定された事項のうち，運営上必要な具体的措置に関する事項 
４～５ （略） 
６ 議長が必要と認めたときは，構成員以外の者を運営会議に出席させ，意見を聴くことができる。 

（委員会） 
第８条 教育研究評議会に，次に掲げる委員会を置く。 
(1) 教育研究委員会 
(2) 入学試験委員会 
(3) 学生支援委員会 
２ 経営協議会に，予算検討委員会を置く。 

（学長室） 
第11 条 本学に，学長室を置く。 
２ 学長室は，次に掲げる室で構成する。 
(1) 教育改革室 
(2) 学術研究推進室 
(3) 大学計画評価室 
(4) 地域連携推進室 
(5) 広報企画室 
(6) 総合情報企画室 
(7) 入試企画室 
(8) 教員免許状更新講習推進室 
(9) 国際戦略室 
３ 前項に規定する室は，それぞれ次に掲げる者で組織する。 
(1) 学長が指名する理事又は副理事 若干人 
(2) 理事又は副理事を補佐させるため学長が指名する者（以下「特別補佐」という。） 若干人 
(3) 学長が指名する者 若干人 
４ 第２項各号に規定する室に，それぞれ室長を置き，学長が指名する理事又は副理事をもって充てる。 
５ 学長は，第２項各号に規定する室に，第３項各号又は第４項各号に掲げる者のほか，必要に応じて学外者を加えることがで

きる。 
６ 第２項各号に規定する室の行う業務等については，別に定める。 
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資料1-①-1-8 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「副理事」 

 

 

 

 

資料1-①-1-9 理事・副理事等の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-10 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「副学長」，「教職大学院長」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（副理事） 

第２条の２ 本学に，学長の職務を助けるため，副理事若干人を置く。 

２ 副理事は，本学の教授のうちから，学長が指名する者をもって充てる。 

３ 副理事に関し必要な事項は，別に定める。 

（副学長） 
第12条 本学に，副学長５人を置き，本学の教授をもって充てる。 
２ 副学長は，学長の職務を助けるとともに，各校の長として，当該校の校務を掌理する。 
３ 前項の各校の長の名称は，次の表のとおりとする。 
 

教育研究組織 長の名称 

札幌校 副学長（札幌校担当） 

函館校 副学長（函館校担当） 

旭川校 副学長（旭川校担当） 

釧路校 副学長（釧路校担当） 

岩見沢校 副学長（岩見沢校担当） 

 
４ 副学長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 
５ 副学長は，副学長を補佐させるため，副学長補佐を置くことができる。 
 
（教職大学院長） 
第14条の２ 教職大学院に，教職大学院長を置き，教職大学院の専任の教授をもって充てる。 
２ 教職大学院長は，学長の監督の下に，教職大学院の長として，教職大学院の業務を掌理する。 
３ 教職大学院長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 
４ 教職大学院長は，教職大学院長を補佐させるため，教職大学院長補佐を置くことができる。 
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また，これら理事及び副理事の担当業務については，大学のホームページにおいて公表を行っている（資

料 1-①-1-11）。 

 

資料1-①-1-11 大学ＨＰ「役員・経営協議会学外委員紹介」抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ② 役員会について 

   大学運営全般に係る重要事項の審議・決定機関である役員会は，原則，各月の第2及び第4火曜日に開催

され，構成員である学長，理事（4 人）のほか，オブザーバーとして監事，副理事，事務局長及び 3 部長（総務・

財務・学務）が参加している。平成 22 年度における役員会の審議・開催状況は資料 1-①-1-12 のとおりであ

り，法令で定められた審議事項等を適切に審議している。なお，議決事項等については大学ホームページ上
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に公開し，教職員，国民，道民に対しての情報の共有・公開を図っている（資料 1-①-1-13）。さらに，役員会

が開催されない火曜日については，学長，理事，監事，副理事，事務局長，3 部長で構成される役員連絡会を

開催し，役員会の提出案件の事前調整や情報共有等を図っている。また，役員会終了後には，その都度，監

事から意見等をいただいているところである。 

 しかしながら，役員会における定足数や議決に関する事項の定めがないことから，会議の議事進行や議

決について，規則等において定めることが適当であると考える。 

   また，その根拠となる規則が整備されていない監事，副理事，事務局長及び 3 部長は，オブザーバーとして

参加しているが，運営規則において「監事，副理事，事務局長及び 3 部長は，オブザーバーとして参加するも

のとする。」等と規定することが，本学のガバナンスを担保する点からも適当であると考える。 

 
資料 1-①-1-12 役員会の審議・開催状況（H22 年度） 
 
・審議状況 

 

・開催回数 

年度 開催回数 

平成21 年度 24 回 

平成22 年度 32 回 

 
 

審議事項 審議状況 審議を行った会議の開催日等 

(1) 中期目標についての意見及び年度計画に関する

事項 
○ 

第８回（6/22），第１０回（7/22） 

第２５回（1/11），第３２回（3/22） 

(2) 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければな

らない事項 
    

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 ○ 

第２回（4/20），第３回（4/27） 

第５回（5/25），第６回（6/8） 

第７回（6/15），第９回（7/13） 

第１７回（11/9），第２５回（1/11） 

第２６回（1/18），第３０回（3/1） 

第３２回（3/22） 

(4) 学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止

に関する事項 
-   

(5) その他役員会が定める重要事項 -   

※「－」については，当該年度に審議すべき事項がなかったことを示す。 
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資料1-①-1-13 大学ＨＰ「学内の会議開催状況 役員会」抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 教育研究評議会について 

  教育研究に関する重要事項の審議機関である教育研究評議会は，原則，各月の最終木曜日に開催され，運

営規則で定める学長，理事（4 人），副理事（2 人），副学長（5 人），教職大学院長，事務局長及びセンター運営会

議において選出されたセンターの長 （1 人），附属学校運営会議において選出された附属学校の長（1 人），各

校選出の教授（各 2 人）の計 26 人で構成されている。教育研究評議会の審議・開催状況は資料 1-①-1-14 のと

おりであり，法令で定められた審議事項等を適切に審議している。さらに，議決事項等については役員会と同様，

大学のホームページ上に公開し，教職員，国民，道民に対しての情報の共有・公開を図っている（資料 1-①

-1-15）。これらのことから，審議状況は適切であると考える。 
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資料1-①-1-14 教育研究評議会の審議・開催状況（H22 年度） 

・審議状況 

審議事項 
審議

状況
審議を行った会議の開催日等 

(1) 中期目標についての意見に関する事項（経営に関する事項を除く｡） -   

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（経営に関する事項を除く｡） ○ 第３回（6/24），第１１回（3/24） 

(3) 学則（経営に関する部分を除く｡）その他の教育研究に係る重要な規

則の制定又は改廃に関する事項  
○ 

第２回（5/27），第４回（7/22） 

第５回（9/30），第１０回（2/28） 

第１１回（3/24） 

(4) 教員人事に関する基本的方針に係る事項 ○ 

第１回（4/22），第２回（5/27） 

第３回（6/24），第４回（7/22） 

第８回（12/16），第９回（1/27） 

第１０回（2/28），第１１回（3/24） 

(5) 教育課程の編成に関する基本的方針に係る事項 ○ 第６回（10/21） 

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の

援助に関する事項 
○ 第３回（6/24），第６回（10/21） 

(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方

針及び学位の授与に関する方針に係る事項 
○ 

第２回（5/27），第３回（6/24） 

第５回（9/30），第９回（1/27） 

第１０回（2/28），第１１回（3/24） 

(8）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 -   

(9）その他教育研究に関する重要事項 ○ 
第１回（4/22），第３回（6/24） 

第９回（1/27）， 

※「－」については，当該年度に審議すべき事項がなかったことを示す。 

 

・開催回数 

年度 開催回数 

平成21 年度 11 回 

平成22 年度 11 回 
 

 

資料1-①-1-15 大学ＨＰ「学内の会議開催状況 教育研究評議会」抜粋 
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④ 経営協議会について 

経営に関する重要事項の審議機関である経営協議会は，年間 4 ないし 5 回開催し，運営規則で定める学

長，理事（4 人），事務局長，教育研究評議会選出の評議員（１人），学外委員（7 人）の計 14 人で構成されてお

り，そのほか，オブザーバーとして監事及び副理事が参加している。経営協議会の審議・開催状況は資料 1-

①-1-16 のとおりであり，法令で定められた審議事項等を適切に審議している。議決事項等については役員

会・教育研究評議会と同様，大学のホームページ上に公開し，教職員，国民，道民に対しての情報の共有・公

開を図っている（資料 1-①-1-17）。また，開催場所を平成 20 年度途中から，事務局から札幌駅周辺のホテル

に変更することにより，特に外部委員の移動時間等の負担軽減を図った。移動時間が短縮された分，審議時

間を従前より30分長く設定し（資料1-①-1-18），外部の意見を取り入れる機会を多くした。さらに，大学の現状

をより深く理解してもらうため，平成21 年度からは，会議の開催に先立ち，本学の近況説明を行うこととし（資料

1-①-1-19），会議進行上では，議題や報告事項に加え，平成 22 年度からは「懇談事項」を設けるなど，より積

極的に外部の意見を採り入れることが出来る取り組みを行っている（資料 1-①-1-20）。 

しかしながら，その根拠となる規則が整備されていない監事，副理事はオブザーバーとして参加している

が，運営規則において「監事，副理事は，オブザーバーとして参加するものとする。」等と規定することが，本

学のガバナンスを担保する点からも適当であると考える。 

 

資料1-①-1-16 経営協議会の審議・開催状況（H22 年度） 

・審議状況 

審議事項 
審議

状況
審議を行った会議の開催日等 

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち，経営に

関するもの 
-   

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，経営に関

するもの 
○ 第２回（6/25），第６回（3/4） 

(3) 学則（経営に関する部分に限る｡），会計規則，役員に対

する報酬及び退職手当の支給基準，職員の給与及び退職

手当の支給基準その他の経営に係る重要な規則の制定又

は改廃に関する事項 

○ 
第４回（12/4），第５回（1/24） 

第６回（3/4） 

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 ○ 
第１回（5/28），第５回（1/24） 

第６回（3/4） 

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に

関する事項 
-   

(6) その他経営に関する重要事項 ○  第２回（6/25） 

※「－」については，当該年度に審議すべき事項がなかったことを示す。 

 

・開催回数 

年度 開催回数 

平成21 年度 5 回 

平成22 年度 6 回 
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資料1-①-1-17 大学ＨＰ「学内の会議開催状況 経営協議会」抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-18  経営協議会開催要項 
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資料1-①-1-19 北海道教育大学の近況（平成21 年度第１回経営協議会資料）        
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資料1-①-1-20 平成22 年度第１回経営協議会開催要項 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 運営会議について 

  運営会議は，各校間の調整や全学的な課題に対する意見交換を行う場として，原則，各月の第 2 及び第 4 水

曜日に開催（第 2 水曜日はＴＶ会議システムを利用）しており，学長，理事，副理事，副学長及び事務局長で構成

されている。また，議決等は行わないことから議決事項等は作成されず，大学のホームページに公開は行われて

いないが，各副学長が教授会において運営会議の内容について報告し，教職員への情報共有を図っている（資

料 1-①-1-21）。 
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資料1-①-1-21 各校教授会開催要項 
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⑥ 学長室について 

   学長室は，法人法第22 条（資料 1-①-1-22）に規定する法人が行う業務に対応すべく，運営規則第11 条第 2

項（資料 1-①-1-7）に規定するとおり，9 室を置き，各室の室長には理事または副理事を充てている（資料 1-①

-1-9）。さらに，各室には，理事または副理事を補佐する者として学長が指名した「特別補佐」を構成員として置き

（資料 1-①-1-7），サポート体制を充実させている。また，学長室と 3 教育研究センター（国際交流・協力センタ

ー，大学教育開発センター，学校・地域教育研究支援センター）（資料1-①-1-23）との連携を図るため，これらセ

ンターの長は，学長が指名する理事，副理事または特別補佐（教授に限る）をもってあてることとしており（資料 1-

①-1-24），センターと関連する各学長室の室長（理事・副理事）ないし，室に所属する特別補佐がセンター長と

なっている。 

 しかしながら，前述のとおり，学長室が，法人法第 22 条に規定する法人が行う業務に対応すべく設置されて

いるのに対し，同法同条第１項第 2 号に規定する「学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談

その他の援助を行うこと。」の業務に対応した，「学生支援」に係る学長室が設置されていない。学生支援につい

ては，学生支援委員会で対応しているが，担当理事の企画・立案機能の強化と現実的課題への機動的な対応の

ためには，学生支援に対応する室を設置し，学生支援委員会と連携の上，さらなる学生支援の充実を図ることが

好ましいと考える。 

  さらに，運営規則第 11 条第 6 項（資料 1-①-1-7）には「学長室の業務等は別に定める」と規定されているが，

総合情報企画室以外の室については，業務等は定められていないため，業務の遂行上からも定めることが好ま

しいと考える。 

  なお，各学長室の具体的な管理・運営の状況については，「2．各学長室の管理・運営について」において述

べる。 
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資料1-①-1-22 国立大学法人法（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-1-23 北海道教育大学学則（抜粋） 

 

 

 

 

資料1-①-1-24 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「センター」 

 

 

 

 

 

 

⑦ 学部等の運営について 

学部等の運営については，各校においては，各校の長として副学長をそれぞれ置き，教職大学院には教職

大学院長を置いている（資料 1-①-1-10）ほか，審議機関として，各校及び教職大学院にそれぞれ教授会が

置かれている（資料1-①-1-25）。また，各校と教職大学院との情報の共有や密な連携を図るべく，教職大学院

の専任教員は各校の教授会構成員となっている。 

 なお，各校及び教職大学院の具体的な管理・運営の状況については，観点 1－②で述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（業務の範囲等） 
第２２条  国立大学法人は，次の業務を行う。  
（1） 国立大学を設置し，これを運営すること。  
（2） 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。  
（3） 当該国立大学法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の当

該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。  
（4） 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。  
（5） 当該国立大学における研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。  
（6） 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定め

るものを実施する者に出資すること。  
（7） 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

   
（センター） 
第 16 条 学則第９条第１項に規定する教育研究センター，学則第 10 条に規定する保健管理センタ

ー及び学則第 10 条の２に規定するキャリアセンター（以下これらを「センター」という｡）に，それぞ
れ長を置き，学長が指名する理事，副理事又は特別補佐（教授に限る。）をもって充てる。ただし，
保健管理センターの長は，本学の教授をもって充てる。 

２ センターの組織及び運営に関し必要な事項は，センターごとに別に定める。 

（教育研究センター等） 

第９条 本学に，教育研究センターとして，国際交流・協力センター，学校・地域教育研究支援センタ

ー及び大学教育開発センターを置く。 
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資料1-①-1-25 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「各校教授会」，「教職大学院教授会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 北海道教育大学全体の管理・運営の状況に対する自己評価 

  運営規則においては，法人法に定める役員会，教育研究評議会及び経営協議会を定めているほか，各校等

間の調整や全学的な課題に対する意見交換を行う機能をもった運営会議を規定するなど，機動的な運営体制を

整備している。また，学長を補佐するものとして，法人法に規定する理事を置き，さらに，副理事，副学長及び教

職大学院長を置いているほか，企画立案機能の強化を図るため学長室を置くなど，学長のリーダーシップをサポ

ートする運営体制の強化を図っており，概ね適切に体制が整備され，運営が行われているものと考える。 

   しかしながら，運営規則において，学長ほか役員の職務，役員会の成立要件，総合情報企画室以外の学長室

が行う業務などが定められていない，さらに，役員会における監事，副理事，事務局長，3 部長の位置付けや経

営協議会における監事，副理事の位置付けについて，根拠となる規則等が整備されないまま，オブザーバーと

して構成員と同様に列席していため，規則において「オブザーバーとして出席するものとする。」と規定する等，

規則の整備等が必要と考えられる事項も存在しており，これらについては今後の検討課題であると考える。 

  また，学長室が，法人法第22 条に規定する法人が行う業務に対応すべく設置されているのに対し，同法同条

第１項第 2 号に規定する「学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこ

と。」の業務に対応した，「学生支援」に係る学長室が設置されていないことは，改善を要する点である。 

   

（各校教授会） 

第13条 各校に，教授会を置く。 

２ 教授会は，副学長並びに当該校所属の教授，准教授及び講師をもって組織する。 

３ 前項のほか，第５項第６号に規定する事項を審議する場合を除き，助教を加えることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，札幌校の教授会にあっては教職大学院の専任教員（労働条件通知書において，就

業の場所を札幌校とされている者に限る。）並びに大学院教育学研究科学校臨床心理学講座及び保健管理セン

ターの専任教員を，旭川校の教授会にあっては教職大学院の専任教員（労働条件通知書において，就業の場所

を旭川校とされている者に限る。）を，釧路校の教授会にあっては教職大学院の専任教員（労働条件通知書にお

いて，就業の場所を釧路校とされている者に限る。）を加えるものとする。 

５ 教授会は，当該校に係る学部，大学院（教職大学院を除く。）等について次の事項を審議する。 

(1) 教育課程の編成及び実施に関する事項 

(2) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

(3) 学生の入学，卒業又は修了その他学生の在籍に関する事項 

(4) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 

(5) 規則の制定又は改廃に関する事項 

(6) 教員人事に関する事項 

(7) 配分予算に関する事項 

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価の実施に関する事項 

(9) その他重要事項 

 

（教職大学院教授会） 

第14条の３ 教職大学院に，教職大学院教授会を置く。 

２ 教職大学院教授会は，教職大学院長並びに教職大学院の専任の教授，准教授及び講師をもって組織する。 

３ 前項のほか，第５項第６号に規定する事項を審議する場合を除き，助教を加えることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，教職大学院への兼務発令が行われている者を加えることができる。 

５ 教職大学院教授会は，教職大学院に係る次の事項を審議する。 

(1) 教育課程の編成及び実施に関する事項 

(2) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

(3) 学生の入学又は修了その他学生の在籍に関する事項 

(4) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 

(5) 規則の制定又は改廃に関する事項 

(6) 教員人事に関する事項 

(7) 配分予算に関する事項 

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価の実施に関する事項 

(9) その他重要事項 
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２．各学長室の管理・運営について 

 

本学では，円滑に大学運営を実施するため９つの学長室を設置している。 

（１）教育改革室 

（２）学術研究推進室 

（３）大学計画評価室 

（４）地域連携推進室 

（５）広報企画室 

（６）総合情報企画室 

（７）入試企画室 

（８）教育免許状更新講習推進室 

（９）国際戦略室 

 

各学長室の管理・運営の状況は以下のとおりである。 

 

(1) 教育改革室に関して   

 

① 教育改革室の管理・運営の基本方針については運営規則第11条で，学長室としてその構成員

や室長，業務について規定されている。 

これに基づいて，平成22年度現在，教育改革室の室長には理事が当たり，室員は，特別補佐

（本学を構成する5校を網羅している）7人，それ以外の学長が指名する者7人（大学教育開発セン

ター主任センター員4人，同センター員1人，学務部長，教務課長）の計15人から構成されている。

この構成は，5キャンパスの特性を活かしながら，大学として一貫した教育改革を，教員と事務職員

が協力して実施する上で適切であると判断する。 

教育改革室の業務については，運営規則第11条第6項に「別に定める。」と示されているにもか

かわらず明文化されていないが，本学の教育改革を先導する部局であるという認識に基づいて，

本学が掲げた中期目標・中期計画及び新たなプロジェクトなどに係わり学部及び修士課程の教育

改革に関する広範な企画・立案・実行を担ってきた。 

運営にあたっては，中期計画の他新たなプロジェクトなど，教育改革全般という多岐に亘る業務

を遂行するため，教育改革室長のもとで，小グループがそれぞれ主担当の室員を定め，教育改革

室会議に諮った後，随時室長の指示の下実施している。 

教育改革室会議の開催回数は，平成21年度は計19回，平成22年度は計17回であり，業務達

成のための妥当な開催回数にあたる。 

 

② 教育改革室と大学教育開発センターの連携については，教育担当理事が教育改革室長と大学

教育開発センター長を兼務し，一体的な運営を行っている。教育改革室には大部分の大学教育

開発センターの主任センター員，センター員が室員として入り，また大学教育開発センターには，

教育改革室特別補佐が1人入ることで緊密な連携を図っている。平成22年度の場合は，教養教

育の見直しについては，教育改革室が主導して大学教育開発センターが協力し，また，学士力プ

ロジェクト{特別教育研究経費：「カリキュラム開発チーム」による教員養成課程の「学士力」を保証

するカリキュラム開発プロジェクト}では大学教育開発センターが主導して教育改革室が協力した。 

 

③ 教育改革室で企画・立案をした中期目標・中期計画及び教育課程の編成等に関わる事項は，

教育研究評議会または教育研究委員会（教育研究評議会に置く委員会）に提案され，審議，了

承の後，これに基づいて実行を担う仕組みをとっている。 
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重要事項については，その過程で，役員会・役員連絡会に報告するとともに，各校，教職大学

院等で検討，それを反映した修正案に基づき，教育研究評議会の審議，了承を得ている。 

教育研究委員会の委員長は教育改革室長が，副委員長は教育改革室の特別補佐が務めて，

企画立案事項を確実に実施できる体制をとっている。 

審議事項・状況の具体的事例としては，「倫理・人権に関する授業の実施検討」や「教養教育

の見直し」などがあげられる。これらの課題に対する早急な対応や，年度をまたがる審議を段階的

に行うなど適切な審議状況であるといえる。 

また，綿密な検討を要する事項は，教育研究委員会のもとにワーキング・グループを置いて諮問

し，答申を受ける。ワーキング・グループの委員は教育担当理事（教育改革室長，教育研究委員

会委員長，大学教育開発センター長）が，各校の副学長からの推薦を受けて委員を委嘱し，組織

されたワーキング・グループは全学的立場で検討を行い，答申する。平成22年度の場合は，「教養

教育見直しワーキング・グループ並びにその下に置かれた「倫理・人権教育」「外国語」「初年次教

育」「情報機器」という4部門の活動について，各部門に教育改革室から構成員が入って運営にあ

たったことは特筆すべき点である。 

 

④ 教員と事務職員との連携については，次のような運営実態にある。 

担当理事や室員のサポートを行うだけでなく，教育改革室には学務部長，教務課長が室員とし

て入り，教務課総括主査と教務課教務企画グループ専門職等が陪席し，積極的に発言している。 

 

⑤ 教育改革室が平成21年度，平成22年度に審議した事項，実施した主な業務は次のとおりである

（資料1-①-2-1）。 

 

資料1-①-2-1 平成21年度，平成22年度に審議した事項，実施した主な業務 

平成21年度  

○教育ＧＰ「往還型カリキュラムによる教員養成の改善」（第2年度）の遂行 

 ・教育ＧＰ説明会を各校において実施 

 ・電子ポートフォリオ入力試行 

 ・教職チェックリストの改訂 

○学位授与の方針（暫定版）の策定 

○北海道教育大学全学教員協議会の開催 

○入学前教育の実施 

○試験に係る不正行為の取扱いの制定 

○修士課程における教員免許状取得特別プログラムの導入の決定と募集開始 

 

平成22年度 

○平成24年度以降における教養教育の見直しプラン作成と承認 

○平成23年度における必修科目「倫理・人権」新設の決定と実施内容・体制の確立 

○教育ＧＰ「往還型カリキュラムによる教員養成の改善」（ 終年度）の遂行 

 ・教職実践演習全学運営体制の構築 

 ・電子ポートフォリオを利用した学習履歴の蓄積と省察機会の設定の開始 

 ・「フォーラム2010 教職実践演習に向けたカリキュラム開発」の開催 

○学位授与の方針（確定版）及び教育課程編成・実施の方針（暫定版）の策定 

○教員養成課程における教養科目「演劇」の新設 

○教員協議会の開催 

○修士課程における学校教育専修の開設科目の拡大 

○修士課程における学位論文の審査及び 終試験に関する評価基準の決定 
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⑥ 教育改革室の管理・運営状況に対する自己評価 

1)  第1期中期目標・中期計画，平成22年度年度計画を概ね順調に実施しており，管理・運営の

実施については，その基本方針に沿って適切に行われている。 

その中でも，優れている点は，教養見直しプランを策定・決定するために，大学教育開発セン

ター，教務課と連携しつつ，教育研究委員会のもとに「教養教育見直し」ワーキンググループ，

及びその中に「倫理・人権教育」「外国語」「初年次教育」「情報機器」という４部門を設置して運

営し成果を挙げたことである。 

 

2) 改善を要する点として，教育改革室の業務が規則として定められていないため，本学の教育改

革を先導する部局であるという位置付けをすることがあげられる。 
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(2) 学術研究推進室に関して 

 

① 学術研究推進室は，運営規則に定められた学長室の一つであり，教員の研究と大学が組織的

に取り組む研究推進のために置かれたものである。 

   学術研究推進室長は，現在，学術研究推進担当理事が務め（「運営規則」第11条第4項），ほか

に特別補佐と室員により構成されている（同規則，第11条第3項第2号及び第3号）。その数と任期

については，現在のところ特段の定めはないが，基本的に各キャンパス2人（釧路校は現在1人）及

び研究支援コーディネーター1人の総数10人で，その中に特別補佐１人を含む。この構成は，広

範囲な学術研究を進める各キャンパスの特性を活かすとともに，教員養成や地域の人材を育てる

研究を組織的に進める上で適切なものであると判断する。 

  第2期中期目標期間に入った平成22年4月開催の第1回学術研究推進室会議において，室員

の任期を2年とした。現在の特別補佐・室員は，平成22年4月に新しく構成員となったものであり，2

人の室員が交代したほかは当時のメンバーのまま現在に至っている。 

   学術研究推進室の審議事項等は，以下のとおりであり，第1期中期目標期間から継続的な審

議と運営を行っている。 

 

1) 年度計画及びその具体的方策の検討（年度計画書（D表）の作成）。 

2) 年度計画の進捗状況の把握と最終的な計画達成状況の検証（年度計画活動経過・結果報

告書（C 表）の作成） 

3) 学長裁量経費（学術研究推進経費）配分のための研究計画書審査及びその研究成果報告

会の企画・運営，並びに学術研究推進経費に基づく研究成果のとりまとめ 

4) 研究活動の自己評価 

5) 内地研究員，特別研究支援プログラム等の募集と審査 

6) 科学研究費補助金申請のための説明会等の企画・運営 

7) 教育研究活性化経費にかかる基準等の見直し 

8) その他研究に関する事項（これまでに，研究者の行動規範や知的財産ポリシー，利益相反 

ポリシーに関する原案作成等を行ってきた） 

 

このうち，「学長裁量経費配分のための研究計画書審査及び研究成果報告会の企画・運営」及

び「研究活動の自己評価」が，管理・運営上の適切な取り組みの事例としてあげられる。前者は，

多様な学術研究の推進と教員養成大学の特性を示す重点的な研究推進とをバランスよく実施す

るための研究費配分方法の見直しを含めて，適切な審議と運営を行ったものである。また後者は，

専門分野における研究を推進するだけでなく，教員の意識を，各課程において推進すべき研究テ

ーマに向ける役割を果たすものである。 

 

② 平成22年度における審議・業務の実施状況については以下のとおりである（資料1-①-2-2）。 

 

資料1-①-2-2 平成22年度の学術研究推進室の主なスケジュール 

４月 

 

・第1回学術研究推進室会議 

・平成21年度年度計画活動経過・実施結果報告書（Ｃ表）修正依頼（4月下旬までに評価室

へ提出） 

５月 

 

・学長裁量経費の公募 

・平成22年度年度計画の具体的方策（6月評価室提出） 

６月  

７月 ・第2回学術研究推進室会議 
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 ・学長裁量経費（学術研究推進経費）の審査 

８月 ・科学研究費補助金説明会（旭川校） 

９月 

 

 

・学長裁量経費研究成果報告会（9/16) 

・科学研究費補助金説明会（札幌校，函館校，釧路校，岩見沢校） 

・平成22年度年度計画の具体的方策の確定 

10月 

 

 

・平成23年度学長裁量経費等事業計画書の提出（財務課） 

・平成22年度年度計画に係る中間報告（評価システムにより11月中旬） 

・自己点検評価（12月初旬評価室提出） 

11月  

12月 

 

 

 

・特別研究支援プログラム，内地研究員の公募 

・研究活動に対する目標計画（22～24年度）入力を依頼 

・平成23年度年度計画書（Ｄ表）及び平成22年度年度計画活動経過・結果報告書Ｃ表（1月

末までに評価室提出） 

１月 

 

・第3回学術研究推進室会議 

・特別研究支援プログラム，内地研究員の審査（平成22年度応募者なし） 

２月 

 

 

 

・学長裁量経費の研究成果報告書の提出依頼（文書による） 

・平成23年度学長裁量経費公募内容の検討 

・平成23年度年度計画書（Ｄ表）修正依頼（2月末までに評価室へ提出） 

・自己点検評価修正（3月初旬評価室提出） 

３月 

 

・教育研究活性化経費配分に係る審査申告書の修正（財務課提出） 

・平成22年度年度計画活動計画・結果報告書（Ｃ表），特記事項報告書（4月上旬評価室） 

 

③ 学術研究推進室の管理・運営状況に対する自己評価 

学術研究推進室の業務については，学長裁量経費の配分方法の見直しや研究活動の自己評

価を行うなど，多様な学術研究の推進と教員養成大学の各課程の特性を示す重点的な研究推進

とをバランスよく実施するための方策に取り組んでおり，本学の学術研究をより推進していくための

改善を進めるなど，適切な運営を行っている。 

しかし，学術研究推進室の行う業務については運営規則において「別に定める。」ことになって

いるにもかかわらず，その規則が定められていない点は問題である。 

上記規則とは別に，室員の任期や交代方法に関する申し合わせ等の整備が必要である。この申

し合わせについては学術研究推進室が責任を持って定める必要があり，平成 23 年度の早い時期

に定めたい。 
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(3) 大学計画評価室に関して 

 

① 大学計画評価室については運営規則第 11 条第 2 項第 3 号に「学長室」の一つとして定められ

ており，同条第 3 項から第 5 項には学長室の組織が定められている。 

現在，大学計画評価室は，副理事１人が室長となり，室員は本学を構成する各校から１人ずつ

計５人の教員，企画課長及び特別室員として退職教員１人の総計 8 人で構成されており，運営規

則第 11 条第 3 項第 2 号に規定された特別補佐は室員のうち 3 人がその任にあたっている。また，

大学計画評価室の庶務は総務部企画課が担っている。 

大学計画評価室の業務については，「国立大学法人北海道教育大学点検評価規則」（以下

「点検評価規則」という。）第 3 条に大学計画評価室が行う業務が定められており，それに則って，

本学が行う「自己評価」「認証評価」及び「法人評価」に係る点検，評価並びに「外部評価」の企

画・立案及び実施に関する統括に加え，関連する評価システムの運営管理等を実施してきた（資

料 1-①-2-3）。大学計画評価室会議の各年度の開催状況は，以下のとおりであり，業務達成のた

めの妥当な開催回数と判断できる。（資料 1-①-2-4） 

 

資料1-①-2-3 国立大学法人北海道教育大学点検評価規則（抜粋） 

 

 

 

 

資料1-①-2-4 大学計画評価室会議の開催回数 

 

 

 

 

 

② 大学計画評価室が実施する業務は，主として法人法及び学校教育法で定められた法人評価，

認証評価，及び自己評価と，そして外部評価に関する，企画・運営，点検，及び評価書（報告書）

作成等であり，上で述べたように「点検評価規則」に則り業務を実施しているが，具体的に平成

21-22 年度に実施した評価に関する業務は，以下のとおりである（資料 1-①-2-5）。 

 

資料1-①-2-5 大学計画評価室が実施した評価に関する業務（平成21-22年度） 

年度 大学計画評価室が実施した評価に関する業務 

平成２１年度 

１ 平成２１年度・法人評価（年度計画）の企画・運営 
２ 平成２２年度・第２期法人評価（年度計画）の点検，及び「平成２１事業年度に係る業務の
実績に関する報告書」の作成と文科省への提出 
３ 「平成２０,２１年度中期目標の達成状況報告書」「現況調査表（高度教職実践専攻）」「現
況分析における顕著な変化についての報告書（平成２０-２１年度）」等の作成と大学評価・学
位授与機構への提出 
４ 認証評価機関による認証評価の受審 
５ 外部評価「社会貢献」の企画・運営，及び外部評価報告書「北海道教育大学の社会貢献」
（平成２１年１２月）の刊行 

年度 開催回数 

平成２０年度 １７回 

平成２１年度 １４回 

平成２２年度 １４回 

（自己評価等実施体制） 

第３条 自己評価，認証評価並びに法人評価に係る本学が行う点検及び評価（以下「自己評価等」

という。）並びに外部評価の企画，立案及び実施に関する統括は，大学計画評価室が行う。 



基準１ 観点１－①

 

40 

平成２２年度 
 

１ 平成２２年度・第２期法人評価（年度計画）の企画・運営 
２ 平成２２年度・第２期法人評価（年度計画）の点検 
３ 平成２３年度・法人評価（年度計画）の点検 
４ 自己評価「大学運営」の企画・実施 
５ 自己評価「大学運営」の点検 
６ 評価情報の集積システムである「大学情報集積システム」の導入，及び管理・運営 
７ 「評価説明会」（学長以下各部局の評価責任者約８０名参加）の実施 
８ 「評価室ニューズレター」の創刊に向けた準備（平成２３年度発行予定） 

 

平成 21 年度は第 1 期中期目標・中期計画の最終年度であり，「平成 21 事業年度に係る業務の

実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」，「平成 20,21 年度中期目標の達成状

況報告書」及び「現況調査表（高度教職実践専攻）」等の作成，認証評価の受審，そして外部評価

「社会貢献」の運営等に業務が集中した。平成 22 年度は第 2 期中期目標・中期計画の初年度の年

度計画の企画・運営，及び自己評価「大学運営」の企画運営に従事するとともに，評価情報の集積

システムである「大学情報集積システム」の導入・運営，「評価室ニューズレター」の創刊に向けた準

備等，新たな業務を実施してきた。 

 

③ 本学の評価体制の現状を把握するため，「第 2 期中期目標期間の大学計画評価室の体制につ

いて（検討資料）」（平成 22 年 9 月）等を作成し（資料 1-①-2-6），平成 22 年 10 月から，「点検評

価規則」と評価の実施体制との間の整合性を全般的に点検した。 

 

資料1-①-2-6 第2期中期目標期間の大学計画評価室の体制について（検討資料） 
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その結果，明らかにされた大学計画評価室を始めとした評価体制の問題点は，次の５点であった。 

1) 特別補佐の指名のあり方は適切か。 

2) 大学計画評価室（特別補佐・室員）の規模は適当か。 

3) 組織として将来的に「部門」を置くことが必要か。 

4) 「評価責任者」を置く単位（部局）は適切か。 

5) 各部局の評価組織の実態把握と連携の必要性は（あるか）。 

以上の５点のうち，1)の「特別補佐の指名のあり方」については，「国立大学法人北海道教育大学

運営規則」第 11 条第 3 項第 2 号で「理事または副理事を補佐させるため学長が指名する者（以下

「特別補佐」という。）若干名」と定められており，本学の学長室全部に関連することなので，本室のみ

で結論を出すことは出来ない問題である。 

2)の「大学計画評価室（特別補佐・室員）の規模」については，本学は学部 4 課程・大学院 2 課程

を備えた 5 校からなる大学という特色を踏まえ，平成 22 年 12 月より，5 校から各 1 人の室員を出す

体制に変え，室員が出ていない 2 校から各 1 人の室員を選出し，企画課長を新たに追加して，計 8

人体制とした（上記①参照）。 

3)の大学計画評価室の「部門」については，｢点検評価規則｣においては，「企画・調査（評価の企

画・調査等）」「評価（評価案の作成等）」｢評価活用（評価結果に基づく改善策の提言等）｣の 3 部門

を置く規定であったが，現在は３部門とも機能しておらず，室員及び企画課が全体として評価作業を

行っている。そこで，「部門」の業務を明確にするため，平成 22 年 11 月より 3 部門を再統合し，「広

報チーム（評価活動に関する広報）」「データチーム（「大学情報集積システム」の管理等）」の 2 チー

ムに改編した。さらに，平成 23 年 2 月には「評価チーム（大学計画評価室の年度計画・方策の作成

及び自己評価の実施等）」を追加し，3 チーム体制とした。 

4)及び 5)の，「「評価責任者」を置く単位（部局）」「各部局の評価組織の実態把握と連携の必要

性」については，従来から部局等においてどのような形で，責任ある自己評価が行われているか不明

な点があったこと等が背景にあり，この点を明らかにするため，部局等に対して「評価責任者」の機能

と評価組織の有無等についての「アンケート」を実施した。そのアンケートの結果等を踏まえ，「評価

責任者」が責任をもって自己評価し，より適切に大学計画評価室との連携を図れる体制の構築を目

指したい。 

 

④ 大学計画評価室の管理・運営状況に対する自己評価 

   ①で述べたように，大学計画評価室は，運営規則第 11 条「学長室」の規定に則り，室長（副理

事）以下，室員は本学を構成する各校から１人ずつ計 5 人の教員，企画課長及び特別室員として

退職教員 1 人の総計 8 人で構成されており，大学計画評価室の庶務は総務部企画課が担い，組

織構成として問題はなく，また大学計画評価室会議も年間 14 回以上開催され，妥当な開催回数

である。 

   また②で述べたように，その業務の実施状況は，国立大学法人法及ぶ学校教育法において義

務化されている法人評価・認証評価・自己評価，及び外部評価に関連した全業務に関するもので

あり，資料 1-①-2-5 にあるように，多種の業務を実施している。また平成 22 年度には「大学情報

集積システム」を導入し，また学内教職員を対象とした「評価室ニューズレター」の創刊のための準

備等，新たな業務を実施している。しかしながら，①で述べたように，大学計画評価室の業務は

「点検評価規則」に則って行われてはいるものの，運営規則第 11 条第 6 項の「学長室の行う業務

等については別に定める」に対する別の定めがないため，業務運営上からも大学計画評価室の業

務に関する規則等を定める必要がある。 

   また③で述べたように，大学計画評価室を含めた本学の評価体制全般を視野に入れた評価体

制の見直し案「「第 2 期中期目標期間の大学計画評価室の体制について（検討資料）」等（平成
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22 年 9 月）を作成し，評価体制の再検討を行っている点は評価されるが，今後，全学的な評価体

制の見直しの中で改善を図ってゆくべきである。 

大学計画評価室がおこなった管理・運営において優れている点の一つ目が，評価意識定着に

向けた取組である。これは，部局等に対して，評価に関する手続き等の事務的な説明会だけでは

なく，評価によるＰＤＣＡサイクル等がもたらす継続的な業務改善という，評価の意義・目的の理解

を深めるための説明会の実施や新たなニューズレターの企画など，啓蒙活動のための施策を積極

的に実施した。 

二つ目は，評価情報の集積と管理である。大学の様々な資料・データを網羅的に収集し，自己

点検・評価に活用するための環境を整備するため，「大学情報集積システム」を導入し，評価作業

の効率化を図るとともに，広く学内からの情報を集積する体制を構築した。 

三つ目が，特別室員の配置（評価業務に精通した退職教員）である。これは，第 1 期中期目標

期間の評価を終え第 2 期中期目標期間の開始を迎えるに当たり，評価業務の連続性を確保して

評価の質の維持・向上を図るため，評価業務に精通した退職教員に業務委託を行った。このことに

より新たに大学計画評価室員となった教員等に対して，本学が構築してきた評価手法や評価の姿

勢等を効果的に継承することができた。 
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(4) 地域連携推進室に関して 

 

① 地域連携推進室の管理・運営の理念及び基本方針等 

   今日，各大学においては，教育と研究に加え，学内にある知的財産を活かして，地域活性化や

地域づくりに貢献することが求められている。 

   本学においても，優れた教員の養成や地域人材を育てることと併せて，学校教育への支援や地

域における生涯学習の提供などの地域貢献が期待されている。地域連携推進室の管理・運営の

基本方針については，運営規則第 11 条で，学長室としてその構成員や室長，業務について規定

されているが，業務については「別に定める」と規定されているにもかかわらず，定めた規則等はな

い状況にある。しかし，教育基本法，中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像（答申）」

（平成 17 年 1 月），北海道教育大学憲章及びアクションプラン 2009－2011 などの理念及び基本

方針に基づき，「学校教育への支援」，「地域への支援」，「連携協力機関・自治体等との協働」を

柱に，各部局と連携を図りながら，全学の地域連携に関する取り組みの推進を図っている。 

 

② 地域連携推進室の組織等について 

本学は，平成16年度の法人化に伴い，大学の定める中期目標・中期計画に則り，学長の下に

理事を長とした専門のスタッフで構成する地域連携推進室が設置されている。その組織は，地域

連携に関する企画・立案機能の強化を図るとともに，各部局との連携体制の充実を図るために構

成されており，本室の目的に照らして適切であるといえる（資料1-①-2-7，8）。 

 

資料1-①-2-7 地域連携推進室の組織構成及び主な取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 構  成 

地域連携推進担当理事（室長），特別補佐２名，各キャンパスから２名の教員の計１３名 

■ 主な取組内容 

○ 全学としての方向性の策定及び確認・調整に関する業務 

・ 中期目標・中期計画，年度計画の策定及び評価 

・ 各キャンパスにおける活動の把握と課題解決への支援 

・ 関係する学長室，委員会との調整 

○ 全学としての渉外に関する業務 

・ 北海道教育委員会（北海道立教育研究所，北海道教育庁石狩教育局を含む），札幌市教育委員

会，本学の３者で構成する「北海道地域教育連携推進協議会」の運営 

・ 相互協力協定先との調整 

○ 各キャンパス，センター，教員の活動支援 

・ 学長裁量経費（地域貢献推進経費）によるプロジェクトの公募 

・ ホームページ，各種広報誌を活用した活動の広報 

・ 教育研究活性化経費配分による教員個々の活動への支援 



基準１ 観点１－①

 

44 

 資料1-①-2-8 地域連携推進室と各部局との連携の概略図 

 

○ 地域連携推進室会議の審議の状況 

地域連携推進室会議にあたっては，可能な限り円滑な審議を行うため，開催前に，「理事と特

別補佐との打ち合わせ」を行い，十分に議題を煮詰めた上で開催するなど，運営上の工夫を図

っている（資料 1-①-2-9）。 

 

資料1-①-2-9 地域連携推進室会議等の開催回数 

年度 開催回数 

平成２０年度 ○ 地域連携推進室会議（4回） 

● 理事と特別補佐との打ち合わせ（22回） 

平成２１年度 ○ 地域連携推進室会議（4回） 

● 理事と特別補佐との打ち合わせ（22回） 

平成２２年度 ○ 地域連携推進室会議（4回） 

● 理事と特別補佐との打ち合わせ（22回） 

 

○ 主な業務内容 

前述の地域連携推進室会議及び打ち合わせに基づき，実際に実施した主な業務内容は以

下のとおりである（資料1-①-2-10）。 

 

資料1-①-2-10 地域連携推進室が実施した主な業務内容（H21-22年度） 

年度 地域連携推進室が実施した業務 

平成２１年度 

１ 学長裁量経費（地域貢献推進経費）の採択 

２ 北海道地域教育連携推進協議会及び同幹事会の内容の検討及び実施 

３ 相互協力協定先との連携事業に関するまとめ 

４ 社会貢献に関する自己点検評価の導入 

５ 相互協力協定先からのニーズの把握 

地域連携推進担当理事

（地域連携推進室長、学校・地域教育研究支援センター長、教員免許状更新講習推進室長）

地
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携
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副学長との
連絡調整

（教育研究センター（全学）） （学長室）
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６ 北海道地域教育連携フォーラム「食と農をつなぐ教育フォーラム」の実施 

７ 「弁当の日in札幌」の実施 

平成２２年度 

１ 学長裁量経費（地域貢献推進経費）の採択 

２ 北海道地域教育連携推進協議会及び同幹事会の内容の検討及び実施 

３ 校長会との意見交換会の内容の検討及び実施 

４ 北海道地域教育連携フォーラム「自ら学ぶ子どもの育成」の内容の検討及

び実施 

５ 教育講演会「地域や家庭の教育力を高めよう」の内容の検討及び実施 

６ 「食と農をつなぐ教育フォーラム」の実施（北海道フットボールクラブ，JAグ

ループ北海道との共催） 

７ 相互協力協定先からのニーズの把握 

８ 「北海道教育大学における地域貢献の概要」の刊行 

 

③ 地域連携推進室による代表的な取組の例 

1) 地域連携推進室が主体的に運営している事業 

a 北海道地域教育連携推進協議会 

北海道教育委員会，札幌市教育委員会，本学それぞれの教育課題に関する意見交換など

を通して，各機関が実施する事業への共通理解を図るとともに，本学が行う地域貢献推進プロ

ジェクト事業や，人事交流，教育，研究に関する取り組みへのコンセンサスを得て，連携を深化

させている。 

     また，本協議会主催による北海道の現代的教育課題に対応した「北海道地域教育連携フォ

ーラム」を開催し，地域の意識の涵養を図っている。 

    以下に，主な成果について記す。 

 

○ 平成 21 年度に，北海道の現代的な課題の一つである子どもの学力向上について協議され，

種々の調整を経て，北海道教育委員会と本学との連携による「子ども学びサポート隊派遣事

業」を平成 22 年度から実施することとなった。 

   本事業は，児童生徒の学習習慣の定着を図るため，放課後や休日，長期休業，通学合宿

等の市町村の取組に本学学生をボランティアとして派遣するもので，本学学生 160 人が児童生

徒の学習支援にあたった。 

受け入れ側の市町村からは，「指導体制の充実により，きめ細やかな指導が行える」「つまずき

等の克服に効果がある」などの評価を受けている。 

本事業は，広大な北海道において，指導人材不足に悩む地域のニーズと学生のマンパワー

をマッチングさせることにより，効果的な学習支援が行えること。また，本学にとっては，学生の

教育現場での貴重な実践の機会となっている等，双方にメリットのある取組となっている。 

 

○ 北海道地域教育連携フォーラムの開催 

平成 20 年度，21 年度は，現代的教育課題の一つである「食育」をテーマに，フォーラムを開

催し，その成果を報告書にまとめフォーラムの参加者，教育関係機関等に送付し，「食育」に対

する意識の涵養を図った。なお，この取組は，民間企業，スポーツ団体，教育行政機関，大学

が同じテーマで一堂に会して行われる事業は全国的にも非常に際立っており，北海道新聞で

号外が配られたほか，日本経済新聞等でも大きく取り上げられた。 

また，平成 22 年度は，北海道の緊要な教育課題である「子どもの学力向上」をテーマにフォー

ラムを開催した（資料 1-①-2-11）。 
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資料 1-①-2-11 北海道地域教育連携フォーラム開催一覧（H20-22 年度） 

年  度 事  業  名 参加者数 

平成２０年度 食と農をつなぐ教育フォーラム～地域の宝は元気な子ども※ 340 人 

平成２１年度 食と農をつなぐ教育フォーラム～いただきますを考える※ 230 人 

平成２２年度 自ら学ぶ子どもの育成～地域の教育力の向上を目指して 93 人 

※ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブ，北海道地域教育連携推進協議会の３者が共催する事業

として実施した。 

 

b ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブ，本学による三者連携協議会 

ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブと，「食育，食農教育に関すること」「スポーツ 

文化の発展に関すること」「子どもの体力の課題への対応に関すること」「地域振興に関すること」

について，共通理解を図るとともに，本協議会を通して，札幌校総合学習開発専攻で正課の授

業の一部として行われる「稲作体験塾」や「酪農体験塾」の実施や，コンサドーレ札幌との練習試

合やサッカーカレッジの実施，3 者が連携しての「食と農をつなぐ教育フォーラム」の実施に繋げ

ている。 

 

c 地域貢献推進プロジェクトの実施 

学長裁量経費により，地域社会に貢献することと併せて，本学の教育研究の充実・推進を図

る上で有意義であり，自治体や地域の教育機関・企業・団体等と一体となって地域課題の解決

や地域の活性化，地域の学校教育や生涯学習の充実，地域の教育力の向上に繋がる事業を

学内公募し，地域連携推進室が採択している（資料1-①-2-12）。 

      なお，各種報道機関で取り上げられる本学の取組の数多くが，本プロジェクトによる事業であ

り，その注目度から判断して，地域からの評価は高いものと判断できる。 

 

資料1-①-2-12 地域連携推進プロジェクト採択状況（H20-22年度） 

年  度 採択件数 金額（千円） 備考（キャンパスごとの採択件数） 

平成２０年度 18 5,970  札 1，函 4，旭 2，釧 3，岩 8 

平成２１年度 22 6,852 札 1，函 4，旭 4，釧 2，岩 11 

平成２２年度 21 7,227 ※学セ 2，札 3，函 2，旭 4，釧 4，岩 6 

※学セは，「学校・地域教育研究支援センター」の略 

 

2) 地域連携推進室が調整の役割を行った主な事業 

 a 「子ども学びサポート隊派遣事業」について，北海道教育委員会と各キャンパス，学校・地

域教育研究支援センター学校教育研究支援部門との調整の役割を果たし，事業の円滑な

運営に繋げた。 

 b 小学校外国語活動，食育，へき地・小規模校教育といった学校や市町村教育委員会等と

連携を図りながら実施している現職教員支援に繋がる取組を「北海道地域教育連携推進協

議会」で紹介し，より円滑な事業実施へ繋げる役割を果たした。 

 

3) 地域連携推進室と各キャンパス，地域連携推進室と学校・地域教育研究支援センターの連携

の事例 

 

 ○ 地域貢献連絡協議会 

本学の地域貢献を担当する部局の円滑な連携を図るため，地域連携推進室特別補佐，教

員免許状更新講習推進室特別補佐，学校・地域教育研究支援センター各部門長で組織する
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地域貢献連絡協議会を組織し，それぞれが行う取組を共有するとともに，連携して取り組むこと

ができるようにしている（資料1-①-2-13）。 

 

資料1-①-2-13 地域貢献連絡協議会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （連携の例） 

・ 学長裁量経費（地域貢献推進経費）による事業の実施 

・ へき地教育研究支援部門が実施する「へき地複式教育フォーラム」への他部局からの運営

補助 

・ 地域連携推進室が実施する「北海道地域教育連携フォーラム」への他部局からの運営補助

学校教育研究支援部門が実施する北海道教育委員会との連携による「子ども学びサポート

隊派遣事業」の他部局からの運営補助 

・ 代表的な取組を北海道地域教育連携推進協議会において各部門長等が発表するなどの

成果の普及 

 

 

○ 各キャンパスとの連携 

地域連携推進室は，各キャンパス，学校・地域教育研究支援センターの地域貢献に関する

取り組みのまとめ役を担っており，次のように連携している。 
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（連携の例） 

・学長裁量経費（地域貢献推進経費）による事業の実施 

・キャンパスが実施するフォーラム等への経費及び運営の支援（旭川校） 

・教育講演会の開催（釧路校，旭川校） 

・北海道地域教育連携フォーラムの運営（全学） 

・食と農をつなぐ教育フォーラムの運営（全学） 

・各キャンパス等が実施するフォーラム等の広報 

・各キャンパス等が実施した事業の成果の普及（ホームページ，各種報道機関等） 

 

 

④ 地域連携推進室の管理・運営状況に対する自己評価 

1) 「アクションプラン 2009－2011」，「中期目標・中期計画」において，前述の理念を適切に踏ま

え，「学校教育への支援」，「地域への支援」，「連携協力機関・自治体等との協働」の 3 点を基本

とした目標及び計画を立て，各種事業を展開している。 

2) 地域連携推進室と各キャンパス，地域連携推進室と学校・地域教育研究支援センター，地域

連携推進室と教員免許状更新講習推進室が相互に連携できる体制が構築されている。 

3) 地域連携推進室では事業の実施にあたって，今日の教育課題を踏まえ，また，北海道の地域

課題に対応した事業を企画・実施しており，このことが高く評価され，多くの報道機関に取り上げ

られている。また，各事業で実施した参加者アンケートによれば，8 割を超える参加者から好評を

得ているなど，地域にとって，満足度の高い事業を提供している。 

なお，より一層の充実を図るために，次の点について，継続して取り組んでいるところである。 

○ 本学における地域貢献の窓口を明確化し，外部からの相談等を受けやすい体制にする

こと。 

○ 各キャンパスの委員会組織との連携をさらに深め，全学的な体制の中で，キャンパスが

行う各種事業への支援を推進することで，地域に根ざした活動をさらに展開できるようにす

るとともに，各キャンパスから，全学的な取り組みへの協力を受けやすい体制にすること。 

○ 各事業の広報を推進し，地域から，本学に対する多くの理解を得られるようにすること。 

4) 課題として，地域連携推進室の業務について，規則等で定められていない点があげられる。 
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(5) 広報企画室に関して   

 

① 平成13年3月に広報活動を機能的かつ効率的に行うため，それまでの北海道教育大学広報委

員会を廃止し，北海道教育大学広報企画室を設置した。その際に広報企画室規程を定め，それ

に基づいて広報活動を展開してきた。 

その後，平成16年の法人化に伴い，広報企画室は運営規則第11条に定める学長室の一つとし

て位置付けられ，その構成員や室長，業務について規定された。しかし，業務については「別に定

める」と規定されているが，定めた規則等はない状況にあり，従来の活動を発展的に引き継ぐ形

で，主に次の業務の実施により，学内外に開かれた戦略的広報活動を展開している（資料1-①-2

-14）。 

 

資料1-①-2-14 広報企画室の主な業務 

 

 

 

 

 

 

② 広報企画室は，副理事（室長）以下，特別補佐2人，教員2人，入試アドバイザー，総務課長，

入試課長，総務課専門職（広報担当），情報化推進室専門職の計10人からなり，教員だけで

なく入試広報の観点から入試アドバイザーを加えるとともに，広報，入試及びシステム（ホームペ

ージ関係）を担当する各部署の職員も加えており，広報に係る諸活動を円滑に行うことができる

ような構成となっている。 

また，広報企画室において実施する業務について，行動計画・方針等の審議・決定等を行う

ため，広報企画室会議を開催しており，会議の開催回数は，平成21年度は計7回，平成22年度

は計6回である。 

なお，広報企画室会議には，広報活動全般に関する総合的なアドバイスを受けるため，（株）

電通北海道社員（アカウント推進局部長・シニアプランナー）を，広報アドバイザーとして招聘し，

その専門的見地から様々なアドバイスを受けている。 

 

③ 平成22年度に広報企画室が行う業務については，平成22年度当初の広報企画室会議にお

いて，前年度に実施業務内容等を踏まえて，より効果的な広報活動について審議し，各キャン

パスの状況，事務担当業務の状況を考慮した基本方針を以下のとおり定めた。 

 

1) 進学相談会について，大学主催による相談会の回数を大幅に増加し，受験生と接する機会

を増やす。 

2) 高校訪問について，高校の進路指導部との情報交換と情報収集を目的とし，全学で情報の

共有化を図る。北海道内の高校については，原則入試アドバイザーが担当することとし，道外

の高校への高校訪問については，広報企画室で対応することとする。 

3) 進学ガイダンスについて，昨年度より更に参加対象を絞り込むこととする。 

4) 北海道内の一定程度の志願者のあった高校を対象に，進路指導担当者との懇談会をキャ

ンパス所在地ごとに行う 

5) ホームページについて，リニューアル後のユーザビリティを分析し，その向上を図る。 

6) FMラジオ番組について，学生だけでなく，学長はじめ，教職員も参加し本学の教育研究活

動について広く広報する。 

(1) 広報に関する全学的な方策に関すること。 

(2) 教育及び研究並びに組織及び運営の状況等の大学情報の積極的な提供とそのあり方に関

すること。 

(3) 広報活動並びにそれらに係る連絡調整に関すること。 

(4) 北海道教育大学ウェブサイトの運営（事務局が作成するものに限る。）に関すること。 



基準１ 観点１－①

 

50 

以上の基本方針に基づき，進学相談会について，受験生との直接対話の機会を増やすた

め，本学への受験者の多い青森を新たに加えるなど9都市計16回で行い，前年度を上回る

433人（前年度417人）の参加があった。高校訪問については，入試アドバイザー及び広報企

画室で分担して，道内外の260校（前年度から43校増）への訪問を実施し，情報交換と情報収

集に努めた。各進学ガイダンスについては，進学相談会の開催を充実させる観点から，参加

対象の絞り込みを行い，高校が主催するものは優先的に参加し，業者が企画するガイダンス

は，多数の参加者が見込まれるもののみに参加した。進路担当者との懇談会については，キャ

ンパス所在地に加え，新たに十勝地区の高校を加え，計6回開催した。ホームページについて

は，外部コンサルティング会社に利便性等に関する調査を行い，その分析に基づいてトップ画

面のカスタマイズ等の改善を行った。FMラジオ番組については，学長・教職員・事務職員が出

演するとともに，WEB配信を行い，工夫を行うなど，広報の充実へ向けた各種取組を行ってい

る。 

 

 

④ 広報企画室の管理・運営状況に対する自己評価 

広報企画室では，法人化前の活動を発展的に引き継ぐ形で，その中で定められた管理・運営基

本方針等に則り業務を実施している。また，広報企画室としての行動計画・方針等を審議・決定す

るため広報企画室会議を開催し，その開催回数は平成21年度：7回，平成22年度：6回で，当該年

度の業務を滞りなく実施していることから，相応な開催回数であると考える。 

また，具体的な活動については，平成22年度には広報企画室会議において業務の基本方針を

定め，それに則って大学説明会の開催回数の増加，各進学ガイダンスの参加数の絞り込み，ホー

ムページのユーザビリティの分析に基づく更新等を実施している。 

以上のように広報企画室の管理・運営に関しては相応に行っているものと考える。 

しかしながら，広報企画室の業務について規則等で定められていない点に課題がある。 
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(6) 総合情報企画室に関して  
 

① 総合情報企画室は運営規則に定められた学長室として運営されており，「国立大学法人北海道

教育大学総合情報企画室要項」（以下「総合情報企画室要項」という。）により，情報化の将来計

画及び情報システムの整備等を行うことが定められている（資料1-①-2-15）。 

 

資料1-①-2-15 国立大学法人北海道教育大学総合情報企画室要項 

国立大学法人北海道教育大学総合情報企画室要項 

制定平成22年12月14日 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成16年規則第17号，以下「運営規則」と

いう。）第11条第６項の規定に基づき，総合情報企画室の業務等について必要な事項を定める。 

（構成員） 

第２条 運営規則第11条第３項第３号に定める学長が指名する者は下記のとおりとする。 

(1) 総合情報企画室長が指定する各学長室から各１名 

(2) 事務局長 

(3) その他総合情報企画室長が推薦し，学長が指名する者 

（総合情報企画室の業務） 

第３条 総合情報企画室は，次に掲げる事項について業務を行う。 

(1) 情報化の将来計画に関する事項 

(2) 情報システムの整備に関する事項 

(3) 中期計画及び年度計画（情報システムに係る部分に限る。）に関する事項 

(4) 情報化の評価に関する事項について 

(5) その他情報システムに係る重要事項 

（専門的事項の調査等） 

第４条 総合情報企画室長は総合情報企画室に，専門的事項の調査及び検討を行うため，必要な組織

（ワーキンググループ）を置くことができる。 

（庶務） 

第５条 総合情報企画室の庶務は，事務局情報化推進室において行う。 

（雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか，総合情報企画室の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

附則 

１ この要項は，平成23年１月１日から施行する。 

２ 国立大学法人北海道教育大学総合情報基盤管理室要項（平成19年３月29日制定）は，廃止する。 

 

総合情報企画室は，情報システム管理室（平成16年度～平成18年度），総合情報基盤管理室

（平成19年度～平成22年度）を経て，平成23年1月1日に設置された。その設置（改組）の経緯は以

下のとおりである。 

 

1)情報システム管理室 

情報システム管理室は，平成16年度に運営規則に基づく学長室として設置され，情報システム

の管理運用を行ってきた。平成18年度に「北海道教育大学キャンパス情報ネットワーク管理運用

に関する改善計画」（以下「改善計画」という。）を策定し，ネットワーク管理体制の整備の一環とし

て，中・長期的な情報基盤全般に係る総合的な整備計画に取り組むために，平成19年4月1日に

情報システム管理室を総合情報基盤管理室に改組した（資料1-①-2-16）。 
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資料1-①-2-16 北海道教育大学キャンパス情報ネットワーク管理運用に関する改善計画（抜粋）「ネットワーク管

理運用体制の整備」 

○ネットワーク管理運用体制の整備 

(1)  本学では，大学の運営組織として「情報システム管理室」が置かれ，各種情報システムの管理・運営を担

ってきているが，今後は，中・長期的な情報基盤全般に係る総合的な整備計画に関する業務などを組織と

して取り組むことが必要であり，別紙のとおり「総合情報基盤管理室（仮称）」に改組する。 

 

2)総合情報基盤管理室 

総合情報基盤管理室は，「国立大学法人北海道教育大学総合情報基盤管理室要項」により

情報システムの将来計画の策定，情報システムの整備及びネットワーク並びに情報システムの管

理運用を行うと定められ，情報基盤の管理は，「国立大学法人北海道教育大学キャンパス情報ネ

ットワーク管理運用規則」に基づき総合情報基盤管理室がその管理を実施していた（資料1-①-2

-17）。 

 

資料1-①-2-17 国立大学法人北海道教育大学総合情報基盤管理室要項（抜粋）及び国立大学法人北海道教   

育大学キャンパス情報ネットワーク管理運用規則（抜粋） 

国立大学法人北海道教育大学総合情報基盤管理室要項（抜粋） 

（情報基盤管理部門） 

第３条 情報基盤管理部門は，次に掲げる者で組織する。 

(1) ネットワーク運用担当者 

(2) その他学長が必要と認める室員 

２ 情報基盤管理部門は，次に掲げる事項について企画及び立案等を行う。 

(1) キャンパス情報ネットワーク，双方向遠隔授業・ＴＶ会議システム，大学教育情報システム等（以下「情報システ

ム」という。）の将来計画に関する事項 

(2) 情報システムの整備に関する事項 

(3) 中期計画及び年度計画（情報システムに係る部分に限る。）に関する事項 

(4) その他情報システムに係る重要事項 

（システム運用部門） 

第４条 システム運用部門は，次に掲げる者で組織する。 

(1) 総務部，財務部及び学務部所属の総括主査各１人 

(2) 財務部情報化推進室所属の職員 

２ システム運用部門は，情報基盤管理部門と連携を図り，次に掲げる事項の業務を行う。 

(1) ネットワーク，サーバ機器及びコンピュータ教室等の維持管理に関する事項 

(2) 情報システムの管理運用に関する事項 

(3) その他情報システムの連絡・調整に関する事項 

 

国立大学法人北海道教育大学キャンパス情報ネットワーク管理運用規則（抜粋） 

 

（ネットワーク管理責任者） 

第４条 基幹ネットワーク及び各キャンパスネットワーク（以下「各ネットワーク」という。）にそれぞれネットワーク管理

責任者を置くものとし，基幹ネットワークにあっては，総合情報基盤管理室長を，各キャンパスネットワークにあっ

ては，各校の副学長をもって充てる。 

 

 当時のネットワーク管理に係る問題点として，キャンパス情報ネットワーク管理を担当する専任者を

置かず，各キャンパスの教員のうち情報ネットワークに関する知識及び技能を有する者が教育・研究
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の傍ら従事しており，これらの従事者が単数であり，当該教員に事故があった場合に，キャンパスの

ネットワークを管理できないなどのリスクが指摘されていた。 

これらの課題を解決するため総合情報基盤管理室では，平成19年度以降，改善計画に基づきキ

ャンパス情報ネットワークの管理のアウトソーシングについて検討してきた。 

しかし，検討の結果，全道各地にある５キャンパスをカバーするためには，多くの人員を必要とする

ため，当該業務のアウトソーシングを行うには莫大な費用を要し，その費用対効果が見込めないこと

から「専門的知識をもった職員の採用」に方針を転換し，平成21年度及び平成22年度にかけて，情

報に関する専門教育を受けた職員の配置（1人）及び専門的知識を有する者の採用（2人）を実施し

て情報化推進室に配置した。 

専門的知識を持った職員によるキャンパス情報ネットワークの管理体制が整備されたことに伴い，

平成22年度に各キャンパスのネットワーク管理者（教員）からの引き継ぎを実施し，総合情報基盤管

理室は本学の情報化に関する企画立案業務に特化した組織として，平成23年１月１日に総合情報

企画室に改組（運営規則の改正，総合情報企画室要項の制定）し，キャンパス情報ネットワークの管

理運用を情報化推進室に移行するために，併せて事務局組織規則を改正して問題の解決を図った

（資料1-①-2-18）。 

 

資料1-①-2-18 国立大学法人北海道教育大学事務局組織規則（抜粋） 

（情報化推進室） 

第25条 情報化推進室においては，次の事務をつかさどる。 

(1) 大学全体の情報化推進に係る連絡調整に関すること。 

(2) ネットワークの運用管理に関すること。 

(3) 全学情報システムの運用管理に関すること。 

(4) 情報資産の運用管理に関すること。 

(5) 情報セキュリティに関すること。 

(6) 情報システムの整備に関すること。 

(7) 札幌キャンパスにおける情報システムの維持管理及び運用のサポートに関すること。 

(8) 事務局情報システムの企画，立案，導入，維持管理及び運用のサポートに関すること。 

(9) 事務部門の情報化推進の計画・実施に関すること。 

(10) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(11) その他情報化に関すること。 

 

また，本学の情報化に関する基盤整備のため，情報システム管理室が改善計画として策定し

た，ネットワーク回線の二重化（冗長化），スイッチ類の基幹機器更新，主要サーバの集中管理の

整備などの計画について，引き継いで実施し，予算上の問題などにより当初の計画年度より遅延

したものの今年度をもって整備を実施し完了した（資料1-①-2-19）。 

 

資料1-①-2-19 北海道教育大学キャンパス情報ネットワーク管理運用に関する改善計画（抜粋）「ネットワーク情

報基盤の整備」 

○ ネットワーク情報基盤の整備 

(1) ネットワーク回線の二重化  ※平成19年度に予定し平成19年度に実施 

(2) スイッチ類の基幹機器更新  ※平成19及び20年度に予定し平成21年度に実施

(3) 主要サーバの集中管理の整備 ※平成21年度に予定し平成22年度に実施 

 ※印以降の文章は当室で追記したもの。 
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② 総合情報企画室の構成員は理事（室長），特別補佐2人，事務局長の計4人である。室の業務が

情報化に関する企画立案業務に特化されていることから，理事である室長をはじめ，事務組織の

長である事務局長等，情報化の将来計画等本学の将来的な情報化推進の在り方等を検討・審議

できる構成員となっている。 

また，室の方針や行動計画等を審議するため総合情報企画室会議を開催している。平成 22 年

度の開催回数は 1 回であるが，これは，平成 23 年 1 月に設置（改組）されたためである。（前身の

総合情報基盤管理室会議の開催回数は H21：4 回，H22：3 回） 

 

 

③ 総合情報企画室の管理・運営状況に対する自己評価 

    本学の情報化及び情報基盤管理については各種規則等に定められ適切に運営されている。 

総合情報企画室は，規則及び要項に基づいて業務を実施しており，平成 18 年度に策定した改

善計画についても完遂している。特に，専門的知識をもった専任の職員を配置し，キャンパス情

報ネットワークの管理体制を整備するとともに，その管理運用を情報化推進室に集約したことは優

れている点であるといえる。 
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(7)入試企画室に関して 

 

① 入試企画室については，運営規則第11条において学長室の1つとして定められており，平成21

年以降の入試に関して，志願者の動向を考慮した戦略的な視点から検討するため設置された「入

試に関するワーキンググループ」を前身として，入試全般に係る企画・立案・検証・改善等を実施

するために，平成19年度に設置された。 

 入試企画室の管理・運営の基本方針は，「入試に関するワーキンググループ」において定めた

「入試に関するワーキンググループ要項」（資料1-①-2-20）で規定される基本方針，検討事項等

を基本的に引き継いでおり，それに基づき現行入試制度の見直し，改善等を実施している。 

 
資料1-①-2-20 入試に関するワーキンググループ要項 

 
○入試に関するワーキンググループ要項 
                                                     制定：平成１８年８月３１日 
１．趣旨 
  平成18年度及び19年度入試に関わる検討は，教育改革室の提案をもとに，再編実施本部での入試基本方針
の決定をうけ，その具体化は各設置準備室及び教育研究評議会での審議を経て，実施してきた。今後の平成21年
以降の入試に関しては，志願者の動向を考慮した戦略的な視点からの入試のあり方の検討も必要となる。このた
めこれまでと同様に教育改革室での検討に加えて，新たに入試委員会のもとにワ－キンググル－プ（ＷＧ）を設置
し，検討するため設置するものである。 
 
２．組織 
 (1) 特別補佐（入試担当）  
 (2) 各校において選出された教員（入学試験委員会副委員長ないしは委員） 各１人 
 
３．任期 
  ２年（国大協の検討状況等を勘案し，任期を延長することもある。） 
 
４．検討に際しての基本方針 
 (1) 同一課程は同一の選抜方法で行うという基本原則を前提とする。 
 (2) 教育改革室とワ－キンググル－プとの間で検討すべき事項を区別する。 
５．ワーキンググループでの検討事項 
 (1) 平成18年度入試全般に関わる改善点について 
 (2) 入試センター試験教科・科目について 
   ① 平成21年度の検討 
    ※ 「新学習指導要領」による履修学生への対応の必要性の有無－導入教育との関連 

(3) 北海道教育大学再編に伴う入試の基本方針に関わる検討課題について 
   ① 一般選抜（教員養成課程）について 
    ・ 小論文，面接の出題方針の検討 
    ・ 教員養成３キャンパス同一実施の堅持 
   ② 一般選抜（人間地域科学課程，芸術課程，スポーツ教育課程）について 
    ・ 総合問題，面接，実技検査等の出題方針の検討 
   ③ 特別選抜（一般推薦）について 
      ・ 推薦入試入学者の追跡調査 
   ④ 各課程・専攻毎の募集人員について 
      ・ 国大協の課題に対応した検討 
   ⑤ 特別選抜（地域指定推薦）について 
      ・ 地域指定推薦入試入学者の追跡調査 
    ・ 指定地域の見直し 
   ⑥ 第二志望について 
    ・ 第二志望入学者の追跡調査 
    ・ 教員養成課程３キャンパス複数志望の検討 
   ⑦ 試験会場の選択について 
    ・ 継続の方針 
   ⑧ AO入試について 
     ・ AO入試入学者の追跡調査 
    ⑨ その他 
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② 前述の基本方針に基づき，入試企画室では入試全般に係る企画・立案・検証・改善等の業務を

実施しており，平成22年度における主な実施内容は以下のとおりである。 

 

a「平成24年度入試に向けた変更点」，「平成24年度大学入試センター試験の受験を要する教科・

科目」，「平成25年度以降の大学入試センター試験の受験を要する教科・科目」等について結論

を出し，大学ＨＰで公開した。 

b個別学力検査等について，適正な採点方法の周知を行うなど，円滑な入試の実施に向けた工夫

を行った。 

c平成23年度から導入する外国人留学生特別選抜（秋季入学）の募集要項を作成し，運用を行っ

た。 

d新学習指導要領に基づく平成27年度入試からの大学入試センター試験科目について，入試企

画室にワーキンググループを設置し，検討を開始した。 

 

③ また，入試企画室は，担当副理事，特別補佐2人，各校推薦教員3人，入試アドバイザー，学務

部長，入試課長で構成され，各校の状況，高校の進路指導部からの受験生の動向，入試関連事

務等の状況を把握し，入試全般に係る事項を適切に審議できるよう配慮されている。入試企画室

会議では原則本部招集により次の事項を審議している。 

なお，平成 21 年度，22 年度の会議の開催状況は，平成 21 年度が計 7 回，平成 22 年度は計

6 回である。 

 

・入試企画室会議の審議事項  

1) 大学入試センター試験の受験を要する教科科目の検討（新学習指導要領対応） 

2) 大学入試センター試験の変更に伴う，本学の対応及び大学院修士課程の入試方法の改善 

3) ＡＯ入試，個別学力検査等の募集人員及び配点の検討 

4) 学部入試制度，大学院入試制度の課題整理 

5) 総合問題，小論文試験の採点方法，口述試験の採点チェック方法，採点日程の検討 

6) 外国人留学生特別選抜（秋季入学）等の新規入学制度導入の検討 

 

④ 入試企画室の管理・運営に対する自己評価 

入試企画室の管理・運営に関して，「相応である」と評価する。その根拠理由は，以下のとおりで

ある。 

  入試企画室では，前身である「入試に関するワーキンググループ」において定めた「入試に関する

ワーキンググループ要項」を基本的に引き継ぎ，管理・運営の基本方針としている。この基本方針

に則って，平成22年度においては，平成24年度以降の入試の変更点等への対応や秋季入学の

募集要項の作成，新学習指導要領に基づくセンター試験科目に対応するためのワーキンググル

ープの設置等を行うなど業務を着実に実施している。 

しかしながら，入試企画室の業務が規則等で定められていない点に課題がある。 

また，入試企画室は，室長以下特別補佐，各校推薦教員，学務部長，入試課長で構成されて

おり，各校の状況や事務手続き等に係る事項を含む入試全般に対応できるようになっている。 
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(8) 教員免許状更新講習推進室に関して 

   

① 教員免許状更新講習の基本方針と教員免許状更新講習推進室の設置 

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により，平成21年4月1日から教員免許更新制が導

入されることとなったことで，本学の責務として，平成20年5月に「教員免許状更新講習の基本方

針」（資料1-①-2-21）を教育研究評議会で決定し，教員免許状更新講習（以下「更新講習」とい

う。）を積極的に推進していくこととした。 

   この基本方針を受けて，本学が実施する更新講習の適切な運営並びに，充実した内容の更新

講習の提供に向けて，平成 21 年度から運営規則に定められた「学長室」の一つとして，「教員免

許状更新講習推進室」が設置された。 

 

資料 1-①-2-21 教員免許状更新講習の基本方針 

教員免許状更新講習の基本方針 

平成 20 年 5 月 29 日教育研究評議会 

１．本学の姿勢 

 教員免許更新制の実施に伴い，北海道の教育に責任を担う北海道教育大学の重要な使命として，社会

的要請に応えるため，教員免許状更新講習の実施に全学を挙げて取り組むこととし，できるだけ多くの受

講者を受入れる体制をとるものとする。 

 

２．ねらい 

○時代の変化に対応した実践力の高い教員を育成する。  

・ 講習を通して，国，道における 新の教育事情や教育改革の動向などの理解を深める。 

・ 講習における教職の実践経験を踏まえた教育上の課題の整理などを通して，理論に基づいた実践力

を育成する。 

・ 大学の教員と幼稚園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校等の教員との共同研究などの体制

の構築に資する。 

・ 大学間及び大学と教育行政との連携の充実に資する。 

 

３．講習について 

（１）講習の在り方について 

① キャンパス内での講習（以下「キャンパス内講習」という。）とキャンパス外での講習（以下，「キャンパ

ス外講習」という。）を実施するものとする。 

② 講習は，できるだけ複数回の受講機会を提供するものとする。 

 

（２）講習の講師について 

① 担当講師については，各キャンパス間において連携を図り協力するものとする。 

② 担当講師は，本学教員が担当することを基本とし，必要に応じて本学教員以外を担当講師とするこ

ともできるものとする。 

（３）講習の内容について 

① 講習の内容は，具体的，実践的な内容も含め， 新の知識，技能を提供するものを基本とする。 

② 講習の内容は，受講者の課題意識を反映するよう努めるものとする。 

③ 必修科目の講習内容は，文部科学大臣が示す内容とする。 

④ 選択科目の講習内容は，教科にかかわらず，受講者を受入れられるよう配慮して， 新事情を取り

扱うものとする。 

（４）講習の修了認定について 

  キャンパス内講習及びキャンパス外講習の修了認定試験は，本人確認が確実に行なうこと 

ができる方法によるものとする。 

 

４．報酬について 

（１） 講習の講座を担当する講師には，手当を支給するものとする。 

（２） 手当の詳細は，別途定めるものとする。 
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② 教員免許状更新講習推進室の組織 

本組織は，学長が指名する担当理事及び5人の特別補佐（各校１人）により構成されている（運

営規則第11条第3項）。 

なお，教員免許状更新講習推進室の室長には，担当理事が充てられている。 

 

③ 教員免許状更新講習推進室の業務 

  教員免許状更新講習推進室では主に以下の業務について実施している。 

1) 更新講習の運営に関すること 

2) 更新講習の認定申請に関すること 

3) 更新講習の募集に関すること 

4) 更新講習の広報に関すること 

5) 更新講習の評価及び内容の充実に関すること 

6) 更新講習の実施経費に関すること 

7) 更新講習の修了認定に関すること 

8) 北海道教育庁等関係機関との連絡調整に関すること 

9) その他更新講習の実施に関し必要な事項について 

 

④ 教員免許状更新講習推進室の会議開催と主な審議事項 

更新講習に係る各種事項の審議等を行うため，教員免許状更新講習推進室会議を以下のとお

り開催している。（資料1-①-2-22） 

 

資料1-①-2-22 平成22年度の教員免許状更新講習推進室会議開催状況 

回数 開催月日      主な審議事項 

 １  ２２．６，１０  

 

 

○ 更新講習スケジュール  

○ 第Ⅰ期募集の申し込み状況 

○ 平成２２年度更新講習開設状況  ほか 

 ２ ２２．７．１５ ○ 第Ⅱ期募集要項（案） 

○ 第Ⅰ期各キャンパス実施要領    ほか 

３ 

 

 

 ２２．８．３１ 

 

○ 第Ⅰ期修了認定（７，８月実施分） 

○ 第Ⅱ期募集要項 

○ 平成２３年度更新講習日程（案） ほか 

４ 

 

 ２２．９．２２ 

 

○ 第Ⅰ期修了認定（９月実施分） 

○ 平成２３年度更新講習日程    ほか 

 ５ 

 

 ２２．１０．２８ 

 

○ 更新講習実施にあたっての検討課題  

○ 平成２３年度実施要項（案） 

○ 平成２３年度講習の手引き（案）  ほか 

 ６ 

 

 ２２．１２．９ 

 

○ 平成２２年度第Ⅱ期修了認定スケジュール 

○ 平成２３年度実施要項 

○ 平成２３年度講習の手引き      ほか 

 ７ 

 

 ２３．１．１９ 

 

○ 第Ⅱ期修了認定（１２，１月実施分） 

○ 平成２３年度第Ⅰ期募集要項（案） 

○ 平成２３年度リーフレット（案）    ほか 

 ８ 

 

 ２３．３．３ 

 

○ 平成２３年度第Ⅰ期募集要項 

○ 平成２３年度リーフレット 

○ 平成２２年度受講者評価結果 

○ 平成２２年度事業報告        ほか 
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⑤ 更新講習の運営（教員免許状更新講習推進室に関わる事項） 

1) 募集要項の公表について 

受講者への適切な講習情報を提供するために募集要項（資料1-①-2-23）を作成し，「北海

道 地 区 6国 立 大 学 法 人 教 員 免 許 状 更 新 講 習 」ホームページで公 表 している（資 料 1-①

-2-24）。 

2) 受講会場等の設定について 

更新講習を実施する会場及び時期の設定にあたっては，広大な北海道の地域に勤務する

教員の種々の負担を軽減するために，各校はもとより北海道地区6国立大学法人が連携して，

第Ⅰ期（夏期）には13会場（平成23年度は16会場），第Ⅱ期（冬期）には4会場（同6会場）で実

施することとした。 

3) 更新講習領域の配置について 

本学を含む北海道地区 6 国立大学法人の連携は，講習内容においても本学と他の大学の

特性を生かして，必修領域と選択領域をバランス良く配置することを可能にした。 

4) 教員免許状更新講習実施事務センターの設置について 

受講者に対する広報，募集，申し込み手続き及び修了認定等の業務を，集中・統一的に扱

うために「教員免許状更新講習実施事務センター」を学内に設置し，教員免許状更新講習推

進室会議や連携大学との審議・調整を経て更新講習の運営の一端を担うこととなった。 

 

資料1-①-2-23 平成22年度第Ⅰ期 教員免許状更新講習募集要項・目次 

目     次 
制度の内容 

１．目的と制度内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁
２．受講対象者・受講証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁
３．免除対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２頁
４．講習内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３頁
５．受講時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３頁

講習案内 
１．開設状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４頁
２．講習一覧・シラバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７頁

受講申込 
１．受講手続き略図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８頁
２．募集期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９頁
３．ウェブ申し込み予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９頁
４．免許状更新講習受講申込書・・・・・・・・・・・・・・・・１０頁
５．受講定員・追加募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１頁
６．受講票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１頁

受講料・キャンセル 
１．受講料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２頁
２．受講料の払込方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２頁
３．受講のキャンセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２頁
４．受講料の返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３頁

修了認定試験等 
１．修了認定試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４頁
２．追試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４頁
３．修了認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４頁

遅刻・欠席等 
１．「遅刻」の取り扱い  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６頁
２．「欠席」の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６頁
３．「補講」の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６頁

各種取扱い 
１．受講上特別な配慮を必要とする受講希望者との事前相談・・・１７頁
２．傷害保険の加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７頁
３．個人情報の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７頁

受講者への連絡事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８頁
主な免許状の種類・確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９頁
課題意識調査書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０頁
受講会場案内図 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１頁
開設大学等ＨＰ一覧 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２頁
その他関係資料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３頁
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資料1-①-2-24 北海道地区６国立大学法人教員免許状更新講習」ホームページ 

 

 

⑥ 実施要項及び実施要領について 

本学の更新講習を円滑に実施するために，教員免許状更新講習推進室で「教員免許状更新

講習実施要項」（資料1-①-2-25）を定め，更に更新講習の細部について各校で実施要領を定め

運用している。 

 

資料1-①-2-25 教員免許状更新講習実施要項（抜粋） 

                          平成 22 年度北海道教育大学 
                           教員免許状更新講習実施要項 

                 
北海道教育大学（以下「本学」という。）が開設する教員免許状更新講習（以下「更新講習」という。）を円滑に実

施するため，教員免許状更新講習の基本方針（平成２０年５月２９日教育研究評議会決定）（別紙１）に基づき，次
のとおり実施要項を定める。 
 

第１．運営体制 

 
１）更新講習を円滑に実施するために，本学に運営体制として実施本部をおき，本学の各校に実施部をおくものと

する。 
①実施本部には本部長及び副本部長を置き，学長及び担当理事をもって充てる。 

 ②各校実施部に実施部長及び副実施部長を置き，各校副学長及び更新講習担当学長特別補佐をもって充て
る。 

２）各校では，更新講習を実施するために，「北海道教育大学○○校免許状更新講習実施要領（作成例）」（別紙
２）に基づき，実施要領を定めるものとする。 

３）他の大学等と共同して実施する場合の運営体制は，別途協議して定める。 
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第２．実施時期，実施会場，開設形態，受講者の募集 

 
１）更新講習の実施時期は，現職教員の長期休業期間中及び休日・祝日を中心に開設することを基本とする。 
２）更新講習の実施会場は，本学各校で実施する他，山間地離島へき地等に勤務する教員の受講機会を確保す

ることを目的として，北海道内の複数個所において開設するものとする。 
３）開設する必修領域の講習は，１２時間以上で開設するものとする。 
４）開設する選択領域の講習は，６時間以上を単位とし，６時間，１２時間，１８時間のいずれかで開設するものとす

る。 
５）開設講習の受講者の募集は，実施時期を２期に分けて，下記第３の道内国立大学が開設する全講習を対象と

した募集要項を公表して行う。 
 
６）受講申込みの募集期間で，受講定員に満たない講習については，追加募集を行うものとする。ただし，受講申

込者がなかった講習は，追加募集の対象としない。 
７）上記６）の募集の結果，受講申込者が５名に達しなかった場合は，当該講習を開講しないことができる。なお，開

講しないこととなった場合は，受講申込者に対して他の講習へ振り替え等の措置を講ずるものとする。 
 

第３．他大学との共同実施 

 
１）本学が，道内国立大学と共同で更新講習を実施する場合は，北海道内６国立大学法人間で締結した「北海道

地区国立大学法人の教員免許状更新講習における事務の共同実施に関する協定書」に添って相互に連携を
図るものとする。 

２）上記の外，本学が他機関と共同で実施する場合は，協定書等を締結のうえ実施するものとする。 
 

第４．実施経費 

 
１）更新講習の実施経費は，受講者から徴収した受講料収入をもって充てることを基本とする。 
２）共同で実施する場合の実施経費については，大学間で協議の上取り扱うものとする。 
３）更新講習の業務に従事した教員に対する手当については，本学職員給与規則による。 
４）更新講習の実施に必要な経費の取扱いについては，「教員免許状更新講習の実施に必要な経費の支出に

関する取扱い」（別紙３）により行うものとする。 
 

第５．受講料の額及び返還 

 
１）更新講習の受講料の額は，当分の間１時間１千円とする。 
  （平成２０年１１月１１日役員会決定） 
２）受講辞退者等に対して受講料を返還する場合の取扱いについては，「教員免許状更新講習の受講料の返還に

関する取扱い」（別紙４）により行うものとする。 
   

第６．修了認定試験の実施及び修了認定 

 
１）修了認定試験は，所定の講習時間を受講した者を対象に実施する。 
２）修了認定試験を実施するに当たっては，「北海道教育大学教員免許状更新講習修了認定試験実施要領」

（別紙５）基づき，適切かつ遺漏がないように行うものとする。 
３）修了認定は，本学が定めた評価基準を予め公表した上で学長が行う。 
 

第７．講習の実施に当たり，緊急事態が生じた場合の対応 

  
１）各校実施部は，交通機関の障害，気象災害等により講習の実施に影響が生じた場合又は生じるおそれがある

場合は，講習の開始時間を遅らせる等の措置を講ずるものとする。           
なお，講習の一部又は全部が実施できない場合は，実施本部と協議して対処するものとする。 

２）各校実施部は，担当講師の病気，事故等大学側の事情により講習を実施できない場合 又はできないことが予
測される場合は，受講者にその旨説明の上，当該講習の中止，講師の代替，実施日の変更，他の講習への受
講振替，受講料返還等の措置を講ずるものとする。なお，この場合も実施本部と協議して対処するものとする。 

３）各校実施部は，受講者が病気等の理由で講習の一部を受講できない事情が生じた場合 は，可能な範囲内で
補講の措置をとるものとする。 

 

第８．その他 

  
 この要項に定のない事項については，実施本部と実施部がその都度協議して決定する。 
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⑦ 教員免許状更新講習推進室と北海道教育庁との連携について 

ほとんどの受講対象者が北海道内の学校等に勤務する教員であることから，教員免許状更新講

習制度の施行に伴って北海道教育庁の担当部局（総務政策局教職員課）と，緊密な連携を図る

必要があり，その一環として教員免許状更新講習推進室会議への陪席を依頼している。 

  

⑧ 受講対象者への情報提供について 

1)ホームページの作成 

   受講対象者の範囲を，北海道内等の特定地域に限定していないことから，更新講習情報を的

確に伝達する方法として，「北海道地区６国立大学法人教員免許状更新講習」ホームページを作

成し公表している。 

2)リーフレットの配布 

 更新講習の概要をＡ３版見開き４頁にまとめて印刷し，実施年度の直前に北海道内の幼稚園，

小・中・高等学校及び特別支援学校等約2,900校に5部ずつ配布している。 

3)講習案内の広報 

 北海道教育庁では，各市町村教育委員会を通じて各学校（園）に大学等で開設される更新講

習の情報をメールで案内を行っている。 

 本学を含む北海道地区6国立大学法人の情報についても，学校現場の教員に的確に伝わるよ

う，北海道教育庁に案内を依頼している。 

 

⑨ 更新講習を担当する教員への情報提供等について 

充実した更新講習を行うために，各校の教授会等で詳細な説明を行うとともに，講師用の「教員

免許状更新講習の手引き」（資料1-①-2-26）を作成し理解を深めている。また，必修領域の担当

教員に対しては，本学全体が共通して最新の情報を提供する趣旨で，教員免許状更新講習推進

室が作成した「必修テキスト」を提示している。 

さらに，更新講習の終了後に受講者からの「事後評価アンケート」を更新講習担当教員に提供

し，次期に開設する際の参考としている。 

 

資料1-①-2-26 更新講習の手引き（表紙） 

 

平成２２年度教員免許状更新講習の手引き 

   

   ◇◇◇充実した講習を実施するために◇◇◇ 

 

１．更新講習の基本的な考え方 

２．講習実施に当たって予め留意していただきたい事項 

３．修了認定試験についての取扱い 

４．シラバスの作成 

５．事前・事後評価アンケート及び講習に関するアンケートの実施について 

６．講習に必要な経費の支出及び業務補助員の採用について 

７．その他 

・実施要領について 

・募集要項について 

・傷害保険の加入について 

・障害を有する受講者の受入れについて 

・北海道地区国立大学との共同実施について 

・関係機関へのリンク 

北海道教育大学 
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⑩ 教員免許状更新講習推進室の状況分析 

1) 教員免許状更新講習の基本方針と教員免許状更新講習推進室の設置について 

  更新講習の基本方針を教育研究評議会（平成20年5月29日開催）で機関決定した。これに

より推進室の設置をはじめ更新講習の取り組みが具体に進むことになった。 

特に，キャンパス外にも更新講習の開設を求めた方針に従い，北海道地区の5国立大学法

人と連携し，多くの会場で更新講習を実現することとなった。本学としては，今後ともこの基本方

針を堅持して，多くの受講者に受講機会を提供することが，北海道の教育に責任を担うものとし

て，当然の責務ととらえている。 

また，教員免許状更新講習推進室の設置により，基本方針に基づく更新講習会場ごとの実

施要領等，具体的な取り扱いが定められた。 

これにより，更新講習の運営における全学を上げて取り組む姿勢が鮮明となり，各校で実施

する更新講習がスムーズに実施されることとなった。 

これらのことから，平成21年度から開始された更新講習の実施に当たって，教員免許状更新

講習推進室の機能は十分に果たされている。 

2) 教員免許状更新講習推進室の組織・運営について 

担当理事を室長とし，各校の特別補佐 5 人を室員に加えたことで，室員が各校における教員

免許状更新講習実施部の実質的な責任者として運営に関わることになり，教員免許状更新講

習推進室の運営がスムーズに機能した。また，更新講習コーディネーターや北海道教育庁の

担当者を会議に陪席させ，講習内容の充実に向けた組織体制が組まれている。これらのことか

ら，教員免許状更新講習推進室の構成は適切であるといえる。 

  

○教員免許状更新講習推進室の業務について   

   教員免許状更新講習推進室の業務に係る今後の重点事項としては，更新講習の評価を

基にした内容の充実に向けた取組が求められている。 

○教員免許状更新講習推進室の会議開催と主な審議事項   

   1年間のスケジュールがほぼ固定されてきており，会議の開催と審議事項は適切に行われ

ているが，受講者からの「事後評価アンケート」を分析し，講習内容の更なる充実，運営に関

する危機管理の在り方等が検討課題として提起されている。  

 

3)更新講習の運営について 

a 「教員免許状更新講習募集要項」，「北海道地区 6 国立大学法人教員免許状更新講習ホー

ムページ」は，更新講習の開設状況や申し込みシステムへの入力方法等についてより理解を

得られる内容に改善されている。また，現在は「お知らせ」として掲載している更新講習の連絡

事項等の充実を図っていく必要がある。 

 

b 教員免許状更新講習推進室会議に陪席している北海道教育庁と情報の交換を密にすることに

より，更新講習情報を的確に現職の教員に提供する結果となり，提供された受講対象者等の

情報提供（学校種別，教科種別，年齢別等の資料）は，講習開設の時期，受講定員，講習教

科のバランス等の策定に大きく寄与している。 

 

c 受講対象者への情報提供 

・ホームページは，事項毎に関係するサイトや他の情報にリンクさせることにより，より多くの情報

を多角的に提供することを可能にし，また，受講者自身がホームページの「教員免許更新講習

システム」により入力し，申し込む方法を確立した。   

・リーフレットは，受講対象者が自身の受講予定を早めに計画することが出来るようになった。 

・更新講習の案内や情報を，北海道教育庁が実施するメールのシステムを経由して行うことが可
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能になった結果，学校現場の教員に各種の情報が的確に伝わることとなった。 

d 更新講習を担当する教員への情報提供等 

講師用の「教員免許状更新講習の手引き」は，制度の基本的な理解，受講者に対しての留意

事項，修了認定試験の取り扱い等を整理して作成しており，このことで更新講習に対する取り組

む姿勢が確実に向上した。 

・受講者に最新の教育事情をタイムリーに提供する目的で「必修テキスト」を作成したことにより，

必修領域を担当する複数の教員全体に共通理解が生じ，スムーズな更新講習の運営に役立

つこととなった。  

・講習ごとの受講者からの「事後評価アンケート」は，実施した講習の内容・方法や受講者からの

修得成果についての評価等を担当講師にフィードバックして，次回の講習に向けてその充実に

努めるよう要請したことで,講習内容やシラバスが詳細に記載される等の具体的な成果が現れて

いる。 

 

⑪ 教員免許状更新講習推進室の管理・運営状況に対する自己評価 

広大な北海道の地域に勤務する現職教員の時間的・経済的な負担を緩和するため，本学が中

心となり，更新講習を開設する北海道地区の国立大学法人と連携して，平成 22 年度第Ⅰ期講習

では 13 会場（平成 23 年度は 16 会場を計画）で講習を実施することを可能とした。併せて，北海道

内の多くの現職教員が受講可能な定員数を確保したことにより，本学等が実施する更新講習を希

望する者全員を受け入れることが出来た。 

また，「教員免許状更新講習実施事務センター」を本学内に設置し，募集要項の作成，申し込み

手続き，修了認定等の事務手続きの一括した業務処理にあたったことは，受講者に対する情報提

供の利便性の向上が図られるとともに，連携大学間の業務処理の効率化に大きく貢献している。国

立大学間の初めての取り組みとして，今後他の業務の在り方にも影響を与えるものと思われる。 

更に，北海道教育庁との緊密な連携は，学校現場に的確な更新講習情報を提供することを可能

にし，併せて，必修領域のテキストの作成では，北海道の教育に関する最新資料の提供を受けて

内容の充実を図るとともに，更新講習全体のレベルアップに寄与した。 

以上の理由から，教員免許状更新講習推進室を中心とする更新講習の運営は，当初の計画以

上に進行していると自己評価する。 

しかし，改善すべき点として，更新講習を円滑に運営するために,交通機関の障害や気象災害等

の緊急事態が発生した場合等の危機管理体制についての整備や室の業務が規則等で定められて

いないが点が指摘される。 
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(9) 国際戦略室に関して   

 

① 国際戦略室は，学長アクションプラン 2009－2011「6．国際化の促進」に基づき，教育・研究の国

際化を促進するために，国際化を本学の経営戦略の中に明確に位置づけ，取り組んで行くため，

運営規則第 11 条に定められた学長室として，平成 22 年 4 月に設置された。 

その構成員や室長，業務については運営規則第 11 条に規定されている。しかし，業務につい

ては「別に定める」と規定されているが，定めた規則等はない状況にある。 

室長には担当理事が当たり，構成員は担当理事のほか，特別補佐（2 人），各校から教員 1 人，

国際交流コーディネーター，国際交流・協力室長の 10 人からなる。事務に関わる作業は，国際交

流・協力室が担当している。この構成は，国際戦略室の目的である「国際交流・協力の現状分析を

もとに国際化推進基本計画を策定し，本学の国際交流・協力のあり方を示すこと」において，社会

的状況，各校の状況，実務担当者の意見，国際交流・協力の実情を総合的に判断するうえで妥

当なものであると判断できる。今後は「国際化推進基本計画」を策定し，それに基づき，国際交流・

協力センターなど関係部局が，具体的な活動を実施していくこととなる。 

 

② 国際戦略室設置後，これまで 8 回の会議を開催し，本学の「国際化推進基本計画」，「修士課程

における秋季入学制度及び英語による授業・指導体制の導入」，「学生交流の受入・派遣」，「研

究者交流の受入・派遣」，「理数科を中心とした国際協力」等について，審議している（資料 1-①

-2-27）。加えて，次年度から実施予定である修士課程における外国人留学生の秋季入学制度に

係る現地調査を中国・ベトナムで実施した。 

 

資料 1-①-2-27 審議事項・審議状況 

審議事項 審議状況 

1.「国際化推進基本計画」 第２回～８回において審議（計７回） 

本学の「国際化のあり方」を示す国際化推進基本計画を策定

するため検討を行い，本学の今後の国際化の方向性を５つの

観点からまとめた「北海道教育大学の国際化のあり方」（素

案）を作成した。 

2.「修士課程における秋季入学制度及び

英語による授業・指導体制の導入」 

第１回，３回，６回～８回において審議（計５回）

平成２３年度からの秋季入学制度及び平成２４年度から

の英語による授業・指導体制の導入を中心に課題等の検

討を行った。 

3.「学生交流の受入・派遣」 第１回～４回において審議（計４回） 

学生交流の受入・派遣について，現状を確認し今後へ向けた

課題や対応等について検討を行った。 

4.「研究者交流の受入・派遣」 第２回，４回で審議（計２回） 

研究者交流の受入・派遣について，現状を確認し今後へ向け

た課題や対応等について検討を行った。 

5.「理数科を中心とした国際協力」 第２回で審議（計１回） 

本学での研修の実施状況の現状を分析し今後へ向けた課題

や対応等について検討を行った。 

 

③ 国際戦略室の管理・運営の実施状況は以下のとおりである。 

1) 「国際化推進基本計画」の素案は，8 回の国際戦略室会議を経て平成 23 年度に入って得られ

たものだが，それに際しては平成 22 年度に，各校での国際交流・国際協力事業等の調査分析
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を行い，それらに基づいて，本学が目指すべき方針について協議を行った。 

2) 修士課程における秋季入学制度及び英語による授業・指導体制の導入について，全学の教員

に対してアンケートによる意向調査を実施した。それにより，英語で授業可能な教員数及び留学

生に提供可能な講義の把握ができた。意向調査結果を基に，英語での授業による留学生受入

体制や教員の語学研修について検討を進めている。 

3) 過去 5 年間の海外派遣留学生及び外国人受入留学生数や日本政府が実施している短期海

外派遣プログラムに参加した本学の学生の動向等を分析し，受入・派遣数の増加に向けた対策

を協議している。 

4) 本学におけるこれまでの在外研究員等の派遣実績や研究者交流の状況を既存の資料により

確認し，現状の研究者の受入・派遣に係る問題点を明確にし，対応について検討を進めてい

る。 

5) JICA 初等理数科教授法コースをはじめとする本学の理数科を中心とした国際協力事業の現況

を分析し，今後，理数科分野での国際協力事業を幅広く実施すべく，来年度から国際協力専門

員を採用する予定である。 

6) 中国及びベトナムにおいて教員養成分野での日本留学ニーズの把握，JASSO 等が主催する

日本留学フェアに参加している日本の各大学の取組みについてのヒアリング等を実施し，留学

生獲得に向け次年度以降の実施体制を検討している。 

  

④ 国際戦略室の管理・運営状況に対する自己評価 

国際戦略室は，管理・運営に関しては，適切であると判断する。その根拠理由は以下のとおりで

ある。 

国際化推進基本計画策定に向けて，調査等を実施し，準備を進め，平成 23 年度に素案を得

た。また，海外留学生等の受入・派遣数の増加，在外研究員等に関わる問題点の明確化などを

進めた。さらに，JICA 等の国際協力事業の幅広い実施を進めた。これまでの国際交流等の取組

みを検証したことで，各校の強みや特徴が掌握され，今後本学が国際化へ向けて取り組むべき重

点分野が明確になった。これらは，優れた点であるといえる。 

また，今後の課題として，以下の点があげられる。 

・国際戦略室の業務について，規則等で定めがないこと。 

・平成 23 年度は中国の協定校を中心とした大学院秋季入学試験が実施され，更に再来年度か

らは，外国人留学生を対象とし，大学院において英語による授業をスタートさせる予定である。そ

れに従って，大学院入試も含め，留学生の受入れに関し，国際戦略室だけでなく入試企画室，

教育改革室等との連携を行い実施に向け協議する必要があること。 
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