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【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 

 

１．学内に対して開かれた管理・運営の状況 

 ○本学では学内に対して開かれた管理・運営を行うため，全学の動向や役員会，経営協議会，

教育研究評議会の開催状況，議題等について，学報（資料 1-③-1），学内向け広報誌「hue-NE

WS」（資料 1-③-2）の配布や大学ホームページへの掲載（観点１－① 23～26 頁 資料 1-①-1-1

3,15,17）を通じて全教職員への周知を行っている。 

また，中期目標・中期計画・年度計画の策定等大学の運営等に係る重要事項等については，

全学から意見聴取を行うとともに，決定した内容を大学ホームページに掲載して学内外へ周知し，

全教職員が管理・運営に係る情報を共有できるよう努めている（資料 1-③-3）。 

また，学則の改正等，規則の改正が行われた場合は，全学統合グループウェア「hue-IT」に掲

載して教職員に周知している（資料 1-③-4）。 

なお，各校においては，全学の動向等を教職員で共有するため，副学長が教育研究評議会及

び運営会議等の全学会議の内容を各校教授会で報告している（観点１－① 29～31 頁 資料 1-

①-1-21）。 

 

資料1-③-1 学報「会議等の開催状況」 
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資料1-③-2 hue-NEWS（第１面） 

 

 

資料 1-③-3 大学 HP「中期目標・中期計画・年度計画・評価結果等の掲載状況」 
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資料 1-③-4 hue-IT「学内規則改正のお知らせ」 

 
 

２．学外・社会に対して開かれた管理・運営の状況 

（１）学外者の大学運営への参画 

 本学では，学外・社会からの様々な意見を管理・運営等に活かすため，以下のとおり学外者が

会議の構成員，アドバイザー等として運営に参画している。 

  なお，学外者からの意見の管理・運営への反映に関しては後述の「3．管理・運営への外部意見

の反映」にて述べる。 

 

○経営協議会 

国立大学法人法に基づき，観点１－①（25頁）のとおり委員の半数が学外委員で構成され

る経営協議会を設置し，外部有識者の意見を管理・運営に活かしている。（会議の構成員は

資料1-③-5のとおり。） 

 

資料1-③-5 経営協議会の構成員 

学内（7 人） 

学長 

理事（4 人） 

副学長（1 人） 

事務局長 

学外（7 人） 

弁護士，元東京学芸大学長，書家 

北洋銀行代表取締役会長，ＪＡ北海道中央会会長 

日本国際協力センター理事長，北海道教育委員会教育長 

※その他オブザーバーとして，副理事２人，監事２人が同席している。 

 

    なお，議事として「審議事項」及び「報告事項」の他，平成21年度から新たに，大学の抱える課

題等をテーマに「懇談事項」を設け，外部委員との意見交換を実施している（資料1-③-6）。 

 

資料 1-③-6 経営協議会の懇談事項 

・平成 21 年度 

第 2 回 ・北海道教育大学の国際化について 

第 3 回 
・学生納付金の在り方について 

・民主党の教員養成政策について 
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第 5 回 
・学生の地域貢献活動について 

・事務系職員の業務改善等について 

・平成 22 年度 

第 1 回 ・学生への経済的支援の拡充について 

第 3 回 ・学部組織再編の検討状況について 

第 6 回 ・教職大学院の現状等について 

 

○役員会 

役員会では，観点１－①（21 頁）のとおり監事（2 人）がオブザーバーとして出席しており，議

事として「監事からの意見」を設け，意見を聴取し，本学の管理・運営に活かしている。 

 

○広報企画室 

 本学における全学的広報活動の研究開発，内部コミュニケーション手法・情報発信全般に

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，広報活動における専門的見地から助言を

受け，本学の広報活動に反映させている。 

 

（２）外部評価の実施 

  本学では 2 年おきに大学独自の自己点検評価を実施し，その翌年度に自己点検評価の結果

について，外部有識者を外部評価者（資料 1-③-7）として委嘱し，今年度までに 2 回（平成 19

年度：学生支援等，平成 21 年度：社会貢献）の外部評価を実施している。 

外部評価者からの指摘事項については，適宜大学運営の改善に反映されており，その指摘

事項への対応状況については，後述の「3．管理・運営への外部意見の反映」にて述べる。 

 

資料 1-③-7 外部評価者の構成 

・平成 19 年度外部評価「学生支援等」 

外部評価者 

（４人） 

北海道新聞社経営企画室経営企画委員 

北海道立教育研究所所長 

札幌西高等学校校長 

小樽商科大学理事 

・平成 21 年度外部評価「社会貢献」 

外部評価者 

（４人） 

弟子屈町教育委員会教育長 

北海道農業協同組合中央会副会長 

北海道立教育研究所所長 

日本国際協力センター北海道支所長 

 

（３）倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議 

本学では近年学生や教員による不祥事が続発したことから，学生の不祥事及び教員の学生

に対するセクシャルハラスメント，アカデミックハラスメント等，本学における今後の倫理・人権教

育（教職員に対する研修等を含む。以下同じ）の在り方等について幅広い観点から検討を行う

ため，学外の有識者からなる「倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議」を平成 21 年 8

月に設置した（構成員については資料 1-③-8）。 
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資料1-③-8 有識者会議の構成員 

外部委員 

（６人）  

元小樽商科大学長 

昭和女子大学教授（道徳教育） 

弁護士 

北海道教育庁教育局長 

札幌市教育委員会委員 

北海道新聞社生活部長  

※その他オブザーバーとして，北海道警察生活安全企画課長が同席 

 

（４）その他学外者の意見を聴取する機会の確保 

学外者からの幅広い意見等を取り入れるため，地域の自治体等との意見交換やアンケートの

実施等を行っている。主なものは以下のとおり。 

 

○北海道地域教育連携推進協議会 

北海道教育の充実・発展を目的とし，本学，北海道教育委員会，札幌市教育委員会の 3

者に北海道立教育研究所，北海道教育庁石狩教育局を加え「北海道地域教育連携推進

協議会」を設置し，各機関における教育課題に関する意見交換や解決に向けた協議等を行

なっている。 

 

○小中学校等の校長会との意見交換会 

本学の地域貢献に関する取り組みへの理解や更なる連携を図るため，平成22年度から小

中学校等の校長会（北海道小学校長会会長，北海道中学校長会会長，札幌市小学校長

会，札幌市中学校長会，石狩管内小中学校校長会，北海道特別支援学校長会）との意見

交換会を実施し，学校現場における様々な教育課題について，意見の交換を行なっている。 

 

○図書館学外利用者アンケートの実施 

本学附属図書館では, 利用動向をまとめ，地域社会との連携・協力を図るため学外利用

者に対するアンケートを実施し，その結果を，より利用しやすい図書館作りに活用している。 

 

（５）学外・社会への情報の公開 

観点の１－①（49頁）のとおり，学長室の一つとして広報企画室を設置し，広報活動を積極的

に展開するとともに，法令に定められた情報を含め,大学として学外・社会へ公開すべき情報を

適切に公表している。 

また，「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（以下「独立行政法人情報等

公開法」という）で定められている法人文書の公開に対応するため，手続き等について大学ホー

ムページ上に掲載するとともに，専用の窓口を設け，請求があった場合は速やかに対応できるよ

う体制を整えている。 

 

○広報企画室の活動 

①広報誌の発行 

    本学の各種情報を学内外に向けて積極的に発信するため，大学概要，大学案内,学園情

報誌等の各種冊子を発行している（資料1-③-9）。 

     特に学園情報誌「HUE-LANDSCAPE」については，平成17年度に名称，デザイン，内容

等を一新するとともに，編集委員に学生を加えるなど，より身近で親しみやすい内容となるよう

工夫を行い，合同進学相談会で配布した際に内容を読んだ高校生が，本誌を通して本学に

興味を持ち,実際に入学するなど，本学の魅力を学外に伝える上で効果を上げている。 
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資料1-③-9  広報誌の作成部数と配布先（平成22年度分）  

名    称 部  数 主な配布対象 

hue-NEWS（不定期） 各800部 教職員 

学報（年6回） 各1,200部 教職員，協定先，各教育関係機関，

名誉教授 

大学概要 2,300部 教職員，協定先，各教育関係機関，

名誉教授 

学園情報誌

「HUE-LANDSCAPE」

（年2回） 

各11,000部 受験生，協定先，各教育関係機関，

教職員，名誉教授 

大学案内 18,000部 受験生，各教育関係機関，教職員 

 

②Webページの整備 

学内外へ広く情報を発信するため，Webサイトの定期的な更新を行なうとともに，作業の効

率化を進め，更新頻度の向上に努めている。 

平成21年度にはデザインをリニューアルし，ターゲットリンクを取り付けるなど，利便性の向

上を図った。 

また，Webページの利便性等を検証するため，外部コンサルティング会社に調査を依頼し，

その意見を改善に反映させている。平成22年度には，本学が行った様々な取組に関する情

報を収集するため，情報提供用の統一フォーマット「広報シート」を作成し，全学から情報提

供を募った。これにより全学から多くの情報が寄せられ，大学ホームページのさらなる充実が

図られた。 

③FMラジオ番組の制作 

平成19年度から本学の教育研究活動を広く発信するため，地元FM局においてFMラジオ

番組を制作・放送している。内容については，4年間で改善を重ね，当初の学生のみの出演

から，教員の出演（平成21年度から），学長・事務職員・卒業生の出演（平成22年度）と充実

を図ってきている。 

    さらに平成22年度からは，Web配信（平成22年8月～平成23年3月）することにより，FMラジ

オを聴くことができない地域など，より広い範囲で聴取できるように工夫した。 

④高等学校の進路担当者との懇談会 

    高大連携，高等学校への情報提供，情報交換を目的とし，平成20年度から高等学校の進

路担当者との懇談会を定期的（年１回）に行なっている。 

懇談会では，入試制度，広報活動に関する本学からの情報提供や，それらに関する本学

への要望や改善点などについての意見を聴取する等情報交換を行っており，ここで得られた

意見を基に，センター試験の利用科目の検討，推薦書など入試に関する様式等の改善，広

報活動の改善などに反映している。 

⑤高校訪問 

平成20年度までは，各キャンパスで分担して北海道内外の高等学校へ訪問し，再編等に

かかる大学の情報を発信していたが，平成21年度から北海道内については入試アドバイザ

ー，道外については広報企画室で行うこととして一元化し，業務の効率化を図っている。高校

訪問で得られた意見については，入試アドバイザー報告や，高校訪問報告という形で集約

し，役員会，各校の広報委員会等に報告し，情報を学内で共有することで，今後の広報活動

に役立てている。 

 

以上のとおり，大学に係る情報を積極的に発信するため，入試広報を中心に様々な活動を
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行っているが，室本来の役割である「大学全体に立った広報戦略の立案・実施」について十分

に機能しているか，現在の体制や業務の実施状況全体の検証が必要である。 

 

○法定情報等の公開 

独立行政法人等情報公開法第 22 条において，大学が公表すべき事項として規定されている

「組織，業務及び財務に関する基礎的な情報」，「組織，業務及び財務についての評価及び監査

に関する情報」，「出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報」

について，大学ホームページの専用コンテンツに掲載するとともに,本学における不祥事防止策等

を検討するために設置した「倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議」の審議内容及び会

議においてまとめられた本学の不祥事防止策等に係る報告書等についても大学ホームページに

掲載するなど,学外・社会に公表すべき情報について適切に公開している（資料 1-③-10～12）。 

 

資料 1-③-10 独立行政法人等情報公開法第 22 条（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1-③-11 大学 HP「独立行政法人等情報公開法第 22 条に規定する情報」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 22 条  
 独立行政法人等は，政令で定めるところにより，その保有する次に掲げる情報で
あって政令で定めるものを記録した文書，図画又は電磁的記録を作成し，適時に，
かつ，国民が利用しやすい方法により提供するものとする。  
（1） 当該独立行政法人等の組織，業務及び財務に関する基礎的な情報  
（2） 当該独立行政法人等の組織，業務及び財務についての評価及び監査に関す

る情報  
（3） 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人

に関する基礎的な情報  
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資料1-③-12 大学HP「倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○法人文書の開示請求への対応 

法人文書の公開について，「独立行政法人等情報公開法」に基づき，本学の取り扱いに係る

規則として「国立大学法人北海道教育大学情報公開取扱規則」，「国立大学法人北海道教育

大学情報公開における開示・不開示の審査基準」を定め，公開が適正かつ円滑に実施される

よう窓口を設けて，開示請求等に対応している（資料 1-③-13～15）。 

 

資料 1-③-13 情報公開取扱規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1-③-14 情報公開における開示・不開示の審査基準（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人北海道教育大学情報公開取扱規則 
 

制  定 平成 16 年４月１日 
平 成 1 6 年 規 則 第 5 4 号 

 （趣旨） 
第１条 国立大学法人北海道教育大学（以下「本学」という｡）における情報公開の実施に係る取扱

いについては，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140
号。以下「法」という｡）その他の法令又は別に定めるもののほか，この規則の定めるところによ
る。 

 （定義） 
第２条 この規則において「法人文書」とは，法第２条第２項に規定するものをいう。 
２ この規則において「部局等」とは，各校，教職大学院，附属図書館，各センター，各附属学校及

び事務局をいう。 
３ この規則において「独立行政法人等」とは，法第２条第１項に規定する法人等をいう。 

  国立大学法人北海道教育大学情報公開における開示・不開示の審査基準 
 

制  定 平成 16 年４月１日 
 
１ 本学に法人文書の開示請求があったときは，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する

法律（平成 13 年法律第 140 号。以下「法」という｡）により，開示請求に係る法人文書に次の各号
に掲げる情報（不開示情報）のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当該
法人文書を開示するものとする。 

 (1) 個人情報（法第５条第１号） 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報
を除く｡）であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により，特定の個人を
識別する事ができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む｡）又は特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個
人の権利利益を害するおそれがあるもので，例えば次に掲げるもの 
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資料 1-③-15 大学 HP「情報公開制度について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．管理・運営への外部意見の反映 

本学では，国民や社会の幅広い意見を適切に反映し，本学の管理・運営等の一層の改善の充

実を図るため，上記「2．学外・社会に対して開かれた管理・運営の状況」で述べたとおり，学外者

の大学運営への参画や意見交換，アンケートの実施，外部評価の実施等を通じて，様々な意見

を聴取し，以下の事例に示すとおり，管理・運営へ反映させている。 

また，経営協議会の学外委員及び監事からの意見への対応状況について，平成22年度より，

全体の状況を把握するため翌年度の役員会，経営協議会等において報告・確認している。 

 

（１）経営協議会の学外委員からの意見の反映 

○ 主要課題である留学生受入の拡大方策について，「ベトナムでは，円借款により千人規

模の留学生派遣の計画が進められている」等の意見が出された。既に本学でも新たな協定

先について検討を進める過程で，当該国へ関係者を派遣して留学生受入に関する調査等

を行っていたことから,速やかに協定締結に向けた準備を進め，平成 21 年 9 月 15 日にフエ

大学教育学部と教育研究交流に関する協定を締結した。 

 

○ 「北海道教育大学には，個人又は企業が寄附をするための受け皿があるのか。つまり寄

附金控除となるような仕組みができているのか。」との意見を受け，成績優秀学生に対する

経済支援及び大学院に進学した現職教員の研究支援を骨子とした「教育支援基金」を設

立した。 

 

（２）監事からの意見の反映 

○ 教員養成系大学における昨今の不祥事頻発から，「法令遵守以前に社会常識や倫理観

が大切ではないか」との意見を受けて，第２期の中期計画素案に「教育大学生としての倫理

観，遵法精神，人権侵害及び薬物使用の防止等に関する教育・広報活動を徹底する。」と

の文言を盛り込んだ。 

 

○ 「経営協議会の運営について，審議事項とは別に外部委員にも分かりやすいテーマを設

定し，構想段階のものであっても意見を伺う時間帯を設定すべき」との意見を受け，大学の
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抱える課題等に関するテーマを設定し，意見交換を実施した。 

 

○ 研究活動の不正行為防止へ向けた取組や外部資金の有効活用等,本学でも体制整備

等を進めていた事項について，「新聞等で報じられている公的研究費の不正使用や外部

から獲得した資金についての有効利用の観点から，執行状況を把握するシステムを構築

すべき」との意見があり，検討を進めた結果，担当部局が執行状況を確認し，監査室が監

視する体制を整備することとした。 

 

（３）広報アドバイザーの意見の反映 

広報企画室会議の構成員として，広報アドバイザーからは各議題について,その専門的見

地から多くの意見が出されており，その意見に基づき大学プロモーション用ＤＶＤの作成や英

語版ホームページの作成等を行った。 

また，各校の広報及びホームページ担当者との連絡会において，広報スキルの向上を目

的とした講義等も行っている。 

 

（４）その他学外者からの意見の反映 

○倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議 

平成21年8月に設置した倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議において，本学

における不祥事の防止のために特に取り組むべき5つの提言（資料1-③-16）を盛り込んだ報

告書「北海道教育大学における不祥事防止策について-快適なキャンパスライフの中にも凛

とした雰囲気づくりを-」がまとめられた。本学では，この提言に基づき，ハラスメント等防止に

係る研修会への全教職員の参加義務付けや，服務規律確保の徹底を図るための継続的な

注意喚起の実施，教養科目の必修科目として「倫理・人権教育」を平成23年度から開設する

ことを決定する等,教職員，学生に対する高い倫理観・人権意識の醸成を図るための取組を

実施している。また，不祥事を起こした学生への処分に関しても，懲戒処分基準の策定や学

生懲戒規則を改正して，全学的な審議機関の設置を盛り込む等，不祥事の防止と適切な対

処に向けた取組を進めている。 

 

資料1-③-16 北海道教育大学への５つの提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外部評価者からの指摘事項への対応 

 外部評価者からの指摘事項への対応状況について，主なものは以下のとおりである。 

 ①「学生支援等」に係る外部評価 

◇指摘事項 

大学でも最も大事な授業・教育への満足度や充実度の調査で，「将来に役立つ魅力の

北海道教育大学への 5 つの提言 
― 快適なキャンパスライフの中にも凛とした雰囲気づくりを ― 
 
1 北海道教育大学には，高い倫理観・人権意識が求められていること

を，学生・教職員全員が十分認識すること 
 
2 倫理観・人権，法令遵守の意識を高める科目の必修化 
 
3 きめ細かな指導体制・相談体制の確立 
 
4 不祥事を起こした学生に対する教員免許取得の可否の検討 
 
5 全キャンパスの共通認識と危機管理の徹底 
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ある講義が少ない」の意見が半数以上を占めたが，カリキュラム見直しなど十分に検討し，

授業内容の充実を図っていかなければならない。 

◆対応状況 

平成20年度に「大学教育開発センター」を設置し，同センターの「カリキュラム改善・点

検部門」を中心に，カリキュラムの点検を開始し，平成21年度には，人材養成の目的に相

応しいカリキュラム・授業内容に変えていく作業を本格的に開始している。 

     また，平成19年度から授業改善のための活動を全学的体制で開始し，授業改善のため

のFD活動に取り組んでおり，平成20年度卒業生に対するアンケート集計結果によれば，

教養教育に対する満足度は，「満足」+「ほぼ満足」が57％，「どちらともいえない」が29％，

「不満」+「やや不満」13％であり，専門教育に対する満足度は，「満足」+「ほぼ満足」が

73％，「どちらともいえない」が19％，「不満」+「やや不満」7％となった。 

 

◇指摘事項 

学生生活実態調査の回収率を高めるとともに，3年に1回ではなく，調査を2年に1回また

は毎年実施できないものか，あまり負担にならない調査方法と報告書の作成を工夫し，学

生の声（要望など）を出来るだけ多く聞くことも検討していただきたいと思います。 

 

◆対応状況 

平成21年度実施分から，調査対象を３分の１抽出ではなく，全学生を対象にした。ま

た，回答方法を，紙媒体から大学教育情報システムでのWeb入力に変更し，以前より多く

の学生の声（要望等）を把握するようにした。また，大学教育情報システムの利点を生か

し，回答率が低調な場合は，個人を特定して督促することも検討している。 

     なお，調査年については，大学教育情報システムを利用した平成21年度の実施結果

等を検証し，今後検討していく予定としている。 

 

 ②「社会貢献」に係る外部評価 

◇指摘事項 

地域は大学の教育・研究に触れる機会を求めている。大学内の支援体制を充実させ，

公開講座や各種フォーラムの実施をより一層推進していくよう期待したい。 

 

◆対応状況 

平成22年度は，地域貢献推進経費（学長裁量経費）により，地域の学びの場の提供を

重視した事業を実施した。（主な事業は，次のとおり。） 

事業名 内容 

道東地域における出前型「科

学実験教室」の開催 

標津町，弟子屈町において，主に地元の小学生向けに科学実験教

室を開催し，科学に対する関心を高める。 

生成する壁画 

富良野市民，富良野市内の小中学校の児童生徒と，自然と人間の

共存をテーマとした壁画を制作し，地域の芸術・文化活動の活性化

を図る。 

第2回中学校剣道錬成会 
岩見沢校と5キャンパス剣道部ＯＢ・ＯＧが，北海道の中学剣道の普

及・発展と岩見沢校剣道部員の審判法・指導法の研修を行う。 

小 学 校 低 学 年 のための種 目

横断的なボールゲーム教室 

地域の小学校低学年を対象とし，子どもスポーツの課題の一つとな

っている種目横断的なボールゲーム指導を実施する。 

10 ＨＵＥ Ｉサッカーカレッジ（Ｕ

-13，Ｕ-15） 

岩見沢校と空知地区サッカー協会が協力し，中学校年代の技術，戦

術の指導を行い，トータルなサッカープレーヤーの育成を目的とす

る。 
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芸術プロジェクト（レクチャーコ

ンサート） 

岩見沢市との相互協力協定に基づき，市民の芸術文化に貢献する

ため，音楽コースの教員による企画・演奏により，広く市民と交流し地

域文化に貢献する。 

 

◇指摘事項 

事業の実施状況を参加者対象のアンケートのみで判断されていることが気にかかる。参

加者はほとんどの場合，自らそれを求めて参加してきているため，アンケート結果だけから

は判断できないものと考える。事業当事者による反省会などを実施し，当事者たちが十分

に検証することが必要と考える。 

 

◆対応状況 

社会教育主事講習や，ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブとの連携事業で

ある「食と農をつなぐ教育フォーラム」について，事業実施後，事業担当者による反省会を

実施し，事業内容の評価，内容の改善につながる意見交換を行うなど，事業の改善を図

っている。 

 

◇指摘事項 

各種事業等について,組織内でより迅速な改善が可能となるような検証機関などの構築

が必要である。 

 

◆対応状況 

学内の地域連携関係部門の構成員で組織する「地域貢献連絡協議会」を立ち上げ，

各部局が取り組んでいる事業についての意見交換を行い課題の共有を図り，関係部局間

の連携推進を図ることとしている。 

また，地域貢献推進経費（学長裁量経費）について，「学校教育への支援」や「地域へ

の支援」へ繋がる事業となるよう採択基準を明確化し公募を行なうとともに，事業実施後の

成果についての評価基準を明確化し，事業担当者が，事業の企画立案から成果の普及

まで見越した事業運営ができるよう指示した。 

 

○北海道地域教育連携推進協議会 

協議会の中で，学生ボランティアによる授業サポート等への更なる協力について要望があり，

平成 22 年度から北海道教育委員会の事業に連携し,本学学生が北海道教育委員会のボラン

ティアバンクに登録を行い,子どもの学習サポート等を行う「子ども学びサポート隊派遣事業」を

実施した。 

 

○小中学校等の校長会との意見交換会 

平成22年度から行っている道内の小中学校等の校長会との意見交換会において，学校現

場での研究活動等について，大学教員等の協力を仰ぐ際の窓口を大学で設けて欲しいとの意

見があり，全学で一本化した窓口を事務局総務課に設置した。 

 

以上のとおり，外部からの様々な意見については，本学の管理・運営に適切に反映させている。

今後，経営協議会については，学外委員からの意見をより活発に得ることができるよう，見やすく

理解しやすい会議資料や懇談事項の工夫が必要である。また，経営協議会の学外委員及び監

事以外の学外者からの意見については，各担当部局で把握し対応していることから，今後これら

の意見の組織的な把握と管理・運営への適切な反映が検証できる体制を整えていく必要がある。 
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分析結果とその根拠理由 

 

学内外に開かれた管理・運営の状況については，観点に係る状況で述べたように，学内に向け

ては，全学の動向，主要会議（役員会，経営協議会，教育研究評議会）の開催状況・議題，規則

の改正状況等について，学内広報誌や大学ホームページ等への掲載等を行い全教職員への周

知を図っている。 

また，学外・社会に向けては，学外者の大学運営への参画の推進，学外者への積極的な意見の

聴取等を行なうとともに，広報企画室において積極的に大学情報の発信に努めている他，法定情

報の大学ホームページへの掲載，法人文書の公開への対応等法令に定められた情報の公開に関

しても適正に対応している。 

さらに，管理・運営への外部意見の反映についても，観点に係る状況で述べているように，経営

協議会学外委員や監事からの意見を適切に管理・運営に反映させているとともに，広報アドバイ

ザーの活用や外部有識者で組織する「倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議」の提言

を基に本学の不祥事防止に向けた方策を実施するなど，様々な取組を行っている。 

しかしながら，広報企画室は，室本来の役割である「大学全体に立った広報戦略の立案・実施」

について，十分に機能しているか，現在の体制や業務の実施状況全体の検証が必要である。 

また，経営協議会の会議資料や懇談事項の設定の工夫が必要な点や，経営協議会の学外委

員及び監事以外の学外者の意見について，大学として組織的に把握し，意見が適切に反映されて

いるか検証できる体制の検討が必要である点に課題が残されている。 
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基準 1 に係わる分析結果等 

［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 
 

 観点 1－①において，本学では，大学憲章等に掲げられた目標等の実現のため運営規則を定め，適

正な運営を図ることとした。運営規則では，法人法に定めのある役員会，教育研究評議会，経営協議会，

学長選考会議を定め，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

議長として定め，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。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（運営規則第 2 条の

2），副学長（運営規則第 12 条）及び教職大学院長（運営規則第 14 条の 2）を置いている。 

 また，企画立案機能を担う「教育改革室」など 9 つの学長室を定めるほか，全学委員会として教育研究

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，経営協議会の下に予算検討委

員会を置いている。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。また，学長室と３つの教育

研究センターとの連携が必要なことから，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（運営規則第 16 条），センターと関連する各室の室長な

いし室長補佐がセンター長となっている。 

観点 1－②において，本学を構成する各校は，運営規則第 14 条により制定した委員会規則に基づい

て設置された各種委員会により，各方面からの管理・運営にあたっている。本部との連携状況については，

毎月開催される運営会議，教育研究評議会，再編実施本部会議等の全学的な会議に副学長及び評議

員が出席（事務長陪席）するため，札幌キャンパスに赴き（テレビ会議開催の場合あり），全学的な協議・

報告事項を持ち帰り，適宜，関連のある委員会や教授会，事務組織にて対応（必要に応じ，事項を検討

の上，再度全学委員会に提案）しており，本部との連携は十分に保たれている。 

また，教職大学院は，教授会及び各種委員会とも独立した組織であるが，教職大学院長は学長及び

担当理事と密接な連携を保ちながら管理・運営を行っている。更には，教職大学院の専任教員が全学委

員会の構成員となり，大学本部の管理・運営組織にも関わることで密接な連携を保っている。 

観点１－③において，学内に対して開かれた管理・運営を行うため，全学の動向や役員会，経営協議

会，教育研究評議会の開催状況，議題等について，学報，学内向け広報誌「hue-NEWS」の配布や大学

ホームページへの掲載を通じて全教職員への周知を行っている。中期目標・中期計画・年度計画の策定

等の大学運営に係る重要事項等については，全学から意見聴取を行うとともに，決定した内容を大学ホ

ームページに掲載して学内へ周知し，全教職員が管理・運営に係る情報を共有できるよう努めている。さ

らに学則の改正等，本学規則の改正が行われた場合は，全学統合グループウェア「hue-IT」に掲載して

教職員に周知している。 

また，外部意見を反映させ，本学の管理・運営等の一層の改善の充実を図るため，学外者の大学運

営への参画や意見交換，アンケートの実施，外部評価の実施等を通じて，様々な外部からの意見を聴取

し，管理・運営へ反映させている。さらに，平成22年度より，経営協議会の学外委員及び監事からの意見

への対応について，全体の状況を事務局総務課で把握・確認し，翌年度に役員会，経営協議会等にお

いてその対応状況を報告・確認することにより，管理・運営に活用できる体制を整えた。 
 

  以上の分析結果より総合的に判断し，基準 1 について「相応である」と判断する。 
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【観点 1－①】 

［優れている点］ 

○ 運営規則において，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，同規則において，全学委員会として各キャンパスの教員等が構成員となっている教育研究委

員会，入学試験委員会，学生支援委員会，予算検討委員会を置き，各キャンパスとの密接な連携及

び管理運営体制を構築している。 

○ 学長を補佐するものとして，法人法に規定する理事の他，副理事及び副学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

化を図っている。 

○ 平成20年5月に「教員免許状更新講習の基本方針」を教育研究評議会で決定し，その基本方針の

もとに本学が中心となり，北海道内国立大学と連携し，広域をカバーした多数の講習会場での開設を

可能にし，各大学の特性を生かしてバランスのとれた講習の配置を実現している。受講定員について

も，受講希望者全員を受け入れられる十分な開設計画がたてられ，スムーズに講習が実施されてい

る。 

 

［改善を要する点］ 

○ 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 2 項に規定する「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助言を

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。 

○ 副理事の位置付けについて，規則等で定められておらず，不明確である。 

○ 運営規則第 11 条第 6 項に「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

以外の室についての業務等は定められていない。 

○ 役員会，経営協議会における監事及び副理事の位置付けは，構成員ではなく，オブザーバーとな

っているが，本学の実態として，経営協議会には監事及び副理事が出席して運営されている。規則に

おいて「監事及び副理事は，オブザーバーとして出席するものとする。」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。 

 

 

【観点１－②】 

［優れている点］ 

○ 平成 18 年度の学部教育課程の再編に伴った運営組織となっているとともに，全学の委員会組織

と各校委員会組織と構成員の統一を図っている。 

○ 「キャンパス・コンソーシアム函館」事業について，行政（市）と大学が連携しコンソーシアムを設置

しているのは全国的にみても数少なく，その中心的存在として函館校は関わっており，各種事業に

積極的に参加し地域貢献に寄与している。 

○ 芸術とスポーツ分野に特化した岩見沢校の特徴を活かし，地域連携等を積極的に実施しており，

それらの活動を通じて岩見沢校の新課程に対する地域の理解が深まっているといえる。 

 

 



基準１に係わる分析結果等

 

153 

［改善を要する点］ 

○ 大学院委員会と全学委員会の連携の在り方について改善を要する。札幌校の運営を補佐する事

務局について，札幌校以外の他校では事務長が総括しているが，札幌校は総務課が全体運営を担

っているものの，各課室がそれぞれの所掌事務で担っており，全体の総括が行われていないため，

横断的な連携について，改善を要する。 

○ 函館校の学生は民間企業や官公庁への就職が大半を占めるため，平成 18 年度以降はより就職

支援活動に重点をおいてきた。ただ，再編後の最初の卒業生の就職率は高かったものの 2 年目は

下がった。平成 22 年度卒業生の就職率が全国的に過去最低と厚生労働省及び文部科学省から調

査報告があり，本学もその影響を受け就職率低下に繋がったと分析するが，今後はさらなる就職難

が予想されるため，全学キャリアセンターと連携しつつ，函館校独自の就職支援の組織作りや運営

が必要である。 

○ 学術研究推進室に対応した旭川校委員会が設置されていないため，室員からの情報提供等の

連携体制がうまく作られていない。また，大学計画評価室については，旭川校委員会に FD・自己評

価委員会は設置されているが，室員が委員会委員となっていないため，室員からの情報提供等の

連携体制がうまく図られていない。これらについて今後対応を図っていく。 

○ 釧路校においては，教育面では音楽，美術，体育の課程認定が課題であり，管理・運営上では，

新しいキャリアセンターへの対応，将来構想への対応等，新たな委員会設置の必要性から，委員会

組織の見直しが必要である。 

○ 岩見沢校では，複数の委員会の相互連携が必要な事案について，他の委員会との情報共有・意

思疎通・連携ができていないため，偏った見解になりがちである。各委員長が出席し，情報交換を行

う場を年に数回設ける等，委員会の連携方法を検討する必要がある。 

 

【観点１－③】 

［優れている点］ 

○ 経営協議会が多岐にわたる委員で構成されていることから，多角的な視点から外部意見を聴取し，

大学運営の改善に活かせる。 

○ 平成 21 年度から，経営協議会で懇談事項を設定し，学外委員とより活発な意見交換を行う場を

設けた。 

○ 広報企画室において，FM ラジオを使うなど，法人化を機会に，従来にない広報手法を積極的に

用い情報を発信している。 

○ 役員会において，議事として「監事からの意見」を設けることで，より積極的に監事からの意見を聴

取する体制を整備した。 

○ 倫理・人権教育の在り方等に関する有識者会議を設置し，本学の不祥事を防止するための５つ

の提言をいただいたことで，今後本学が取り組むべき事項が明確になった。 

 

［改善を要する点］ 

○ 経営協議会の学外委員からの意見をより活発に得ることができるような見やすく理解しやすい会

議資料の工夫や懇談事項の設定が必要である。 

○ 経営協議会の学外委員及び監事以外の学外者の意見について，大学として組織的に把握し，

意見が適切に反映されているか検証できる体制の検討が必要である。 
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【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。 
    
 

【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 

 

１．中長期の財政計画 

○ 平成16年度の国立大学法人化により，自主性・自律性・透明性・公正性及び説明責任を基本と

して，活力ある大学経営が求められている。 

本学では，第１期中期目標期間において，財政運営の基本方針である「中期財政指針」を定

め，財政の健全化を図り効率的業務運営を進めてきたところである。 

第２期中期目標期間においては，第１期の経験を踏まえ，財政の健全化と年度計画策定の指

針となる具体的な「中期財政計画」（資料2-①-1）を策定し，中期目標の達成と大学運営のさらな

る改善を図ることとし，学長が定めたアクションプラン（資料2-①-2）や中期計画（資料2-①-3）に基

づいた予算編成の基本方針を策定している。 

また，第１期中期財政指針の評価を実施し，①事務組織における役職ポスト（総括主査以上）

見直し，②学長裁量経費（プロジェクト経費）の配分における評価基準等の策定，を第２期中期財

政計画に前期の課題として明記し，検討することとしている。 

 

資料2-①-1 中期財政計画 （抜粋） 

４．第２期中期目標期間の財政計画 

1)「学生中心(Students-first)の大学」を実現するための取組 

- 中期計画・学長アクションプランに基づく予算配分（１） － 

   中期目標において，学士課程及び修士課程の学位の質を保証する教育体制の実現を掲げ，カリキュラム改

革など様々な改革により，学校現場や地域の課題につながる実践的な研究を進めるとともに，学生支援を

充実し「常に学生を中心とした(Students-first)」大学を目指すこととしている。 

   本中期目標期間における学生支援については，特に経済支援，学習支援及び学生生活の環境整備の充

実を図るために次の取り組みを推進する。 

① 学生の経済支援（授業料免除制度の拡充） 

② 学生の学習支援（フリースペースの整備・図書館の充実） 

③ 学生生活の環境整備（学生寮の大型改修） 

 

2) 予算配分方法の改善・改革 

   － 中期計画・学長アクションプランに基づく予算配分（２） － 

① 重点政策事項への予算投入 

② 基盤的経費の確保 

③ 予算配分ルールの構築 

④ 施設の保全等 
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資料2-①-2 アクションプラン2009-2011 （抜粋） 

Ⅰ 教育・学生支援  

－常に学生を中心に（Students－first），学生を鍛え，世界にはばたく教育大学を実現する－ 

Ⅰ－３ 意欲のある学部学生，大学院生を積極的に支援する体制を構築する 

Ⅰ-３ 入学金免除制度，教育支援基金による奨学金の支給を継続するとともに，学生支援経費を拡充して支

援制度を充実させる。 

Ⅰ-３ 学生寮の生活環境を整備するとともに，寮運営の改善を推進する。 

Ⅰ-３ 学生が身体的・精神的に健康で学べる環境整備に努める。 

 

Ⅱ 研究 

－大学の特長を生かした研究で世界に通用する大学となる～「ローカルからグローバルへ～」－ 

Ⅱ－３ 外部研究資金を獲得して研究を推進する 

Ⅱ－３ 大学として組織的に研究を推進するとともに，外部資金を獲得して研究を推進していく体制を構築する。

 

Ⅵ 財務  

－教育研究活動をより活性化させる財務戦略を構築し，推進する－ 

Ⅵ－１ 中長期的な見通しに立った財政計画を策定する 

Ⅵ－２ 予算の効果的・効率的な配分をする 

Ⅵ－１ 人件費を抑制するために中長期的な教職員採用計画を策定する。 

Ⅵ－２ 膨大な施設・設備の老朽更新等に必要な基盤経費を確保する。 

Ⅵ－２ 全学的な視点に立った事業に対し重点的に経費を配分する。 

Ⅵ－２ 重点政策経費を効果的に活用するためのル－ルを構築する。 

Ⅵ－２ 事業の実施計画と評価を踏まえた効果的な予算配分を行う。 

Ⅵ－２ 学生支援経費を拡充する 

 

資料2-①-3 国立大学法人北海道教育大学中期計画（抜粋） 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

14 授業料免除基準枠にとらわれず，必要に応じて学長裁量により，経済的理由から就学困難な学生を支

援する。 

16 学生寮を整備し，管理運営体制を見直す。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

23 学術研究推進室に，「研究支援コーディネータ（仮称）」を配置し，各種研究助成や研究動向に関わる情

報，研究環境改善に資する情報等を専門的に収集して，本学の研究を推進する。 

24 学術研究推進室が中期計画に関わる研究チームを統轄し，研究費を戦略的に配分して研究を推進す

る。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

40 中長期的な見通しのもと「財政計画」を策定し，全学的視点に立ち，評価を踏まえた効果的・効率的な予

算配分を実施する。 

41 学長裁量の教員枠を確保し，戦略的な教育研究に機動的に配置する。 

 

○ 中期財政計画における収支計画の作成にあたっては，第１期中期目標期間の財政状況を十分

に踏まえ，第2期中期目標期間における収支計画を策定した。 

策定にあたっては，運営費交付金の算定ルールや総人件費改革が，今後，どのように変化して

いくのか不明な点もあるため，現時点でのルールが継続された場合を想定し試算した（資料2-①

-4）。 

また，平成22年度以降の運営費交付金の算定ルールについては，効率化係数▲１％の減は廃

止されたが，臨時的に▲１％の減額（標準教員の給与相当額を除く一般運営費交付金算定対象 
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支出に係る一定割合の削減，▲ 3,940万円），評価反映で▲350万円が減額された。第２期にお

いてはこれが継続されるものと仮定して試算した。 

 

○ 中期財政計画は，第2期中期目標期間における財政運営の基本方針であるが，国の財政状

況，大学再編の検証，中期計画の進捗状況及び教員養成制度の改革などに関し，常に関係機

関の情報を把握し，状況によっては抜本的な計画の見直しを行うこととしている。 

 

資料2-①-4 第２期中期目標期間における収支計画 

【収入】 

単位：百万円 

区   分 平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

平成24年

度 

平成25年

度 

平成26年

度 

平成27年

度 

運営費 

交付金 

(効率化・評価

による減額) 

 

6,122 

 

(▲49) 

6,091

(▲43)

6,048

(▲43)

6,005

(▲43)

5,962

(▲43)

 

5,919 

 

(▲43) 

5,876

(▲43)

授業料等 3,524 3,495 3,495 3,495 3,495 3,495 3,495

計 9,646 9,586 9,543 9,500 9,457 9,414 9,371

※ 運営費交付金は，一般分のみで特別経費及び特殊要因経費を含んでいない。 

※ 授業料等の内訳は，授業料，入学料，検定料及びその他雑収入。 

※ 効率化・評価による減額欄の金額は内数。平成21年度は効率化係数▲1%の額，平成22年度は臨時的減額▲

3,940万円及び評価による負担額▲350万円の合計額。平成23年度以降は平成22年度と同額を計上。 

【支出】 

単位：百万円 

区   分 平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

平成24年

度 

平成25年

度 

平成26年

度 

平成27年

度 

人件費 

 役 員  

 教 員 

  常勤 

  非常勤 

 職 員 

7,536 

78 

5,781 

5,531 

250 

1,677 

7,307

75

5,580

5,294

286

1,652

7,307

75

5,580

5,294

286

1,652

7,288

75

5,561

5,294

267

1,652

7,245

75

5,518

5,294

224

1,652

7,202 

75 

5,475 

5,294 

181 

1,652 

7,159

75

5,432

5,294

138

1,652

教育研究経費 1,392 1,400 1,400 1 400 1,400 1,400 1,400

教育研究等  

点・政策経費 

394 567 524 500 500 500 500

一般管理費 324 312 312 312 312 312 312

計 9,646 9,586 9,543 9,500 9,457 9,414 9,371

※ 区分毎の金額は，当初予算ベースで計上。 

※ 人件費は，退職手当を含まない。 

※ 物件費には，運営費交付金による特別経費及び特殊要因経費は含まない。 

 

２．年度予算編成 

○ 予算編成については，中期計画及び学長のアクションプランに基づく政策課題の達成と教育環

境の充実・確保に向け，毎年度「予算編成の基本方針」（資料2-①-5）を策定し，予算検討委員

会，経営協議会及び役員会の審議を経て決定している。 

平成21年度においては，第1期中期目標期間及び大学再編の 終年度であり，その目標を達

成すること，またその成果を確実なものとすることを大学運営の課題とし，着実な実行を期すために

教育研究等重点・政策経費の財源を確保した。 

ま た ， 平 成 22 年 度 に お い て は ， 新 た な 中 期 計 画 に 基 づ き ， 「 常 に 学 生 を 中 心 と し た
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（Students-first）大学」を目指し，学生支援の充実等を図るための財源を確保した。 

 

○ 平成22年度から概算要求及び学内予算配分を，計画的かつ戦略的に進めるために，平成24年

度概算要求及び平成23年度学内予算（学長裁量経費，設備マスタープラン経費）の執行計画案

の作成を８月下旬に依頼し，11月に事務局でヒアリングを実施した。これにより概算要求において

は早期の取組が可能となったこと，また学内予算については次年度予算編成における学長裁量

経費や施設設備の予算確保はもとより，本年度予算の組み替えによる前倒しが可能となった。 

 

○ 予算配分にあたっては，「予算編成の基本方針」に基づき「学内予算配分方針」（資料2-①-6）

を策定し，「予算編成の基本方針」と同様に，予算検討委員会，経営協議会及び役員会の審議

を経て，配分を決定している。 

 

資料2-①-5 平成２２年度 北海道教育大学予算編成の基本方針（抜粋） 

本学の第２期中期目標・中期計画（案）及び学長のアクションプランの政策課題達成並びに良好な教育環境を

確保するため，平成２２年度予算編成の基本方針を策定する。 

 

Ⅲ.予算編成の基本的な考え方 

 

平成２２年度の予算編成に当たっては，第１期中期目標期間中からの学生数等を基礎とした配分方式を踏襲

するとともに，上記の課題に対応するため，以下の事項を平成２２年度予算編成の基本とする。 

 

  １．自己収入の増 

    ○  収入予算の約３割を占める学生納付金（授業料等）収入については，１８歳人口が減少傾向となる中

で安定的に入学者数を確保するとともに，特色あるキャンパスづくりを行い志願者数の増加を図る。 

    ○ 科学研究費補助金の申請率100％を目指す中で，採択件数の増加を図るとともに，受託研究・受託事

業等の外部資金導入，資金の運用による利息収入及び寄附金収入の拡大を図る。 

 

  ２．人件費の抑制 

政府の総人件費改革の実行計画を踏まえ，本学の支出予算の約７割強を占める人件費の抑制は，健全

な財政運営を行う上で必要不可欠なことである。 

・定年退職教職員の採用抑制 

・若手教職員の採用 

・非常勤教員人件費の抑制     等 

 

 ３．物件費の削減 

運営費交付金の削減への対応として，業務の合理化及び効率化を引き続き推進し，経費の削減を図ると

ともに，新規事業を実施するにあたってはスクラップアンドビルドを徹底し，既存事業の見直しから財源を捻

出する。 

・光熱水料，燃料費等の節約 

・契約方法，契約内容の見直し 

・設備等の共同利用，再利用    等 

 

 ４．施設・設備の計画的な整備 

本学の全施設について，利用状況を調査するとともに調査結果を基に整備計画を策定し，有効利用を推

進する。 

老朽化による整備が必要な施設については，自主的な財源を確保し計画的な整備を推進する。また，基

盤となる教育用設備の整備を図る。 

  

５．重点政策課題 

    以下の重点政策課題の達成を図るため，財源を確保する。 

    ○プロジェクトの推進 

     ・学士力を保証するカリキュラム開発プロジェクト 

     ・実践指導力を有した理科教員の養成・支援プログラム開発 

      ・特別な教育的ニーズのある子どもたちの通常学級における教育支援 

     ・高等教育機関連携による「キャンパス都市函館」構想           等 
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    ○学生支援に関する事項 

     ・学生寮の内部改修に伴う設備整備  

     ・就職支援体制の充実 

     ・自学，自習環境等の教育環境整備 

     ・授業料免除枠の拡充               等 

      

    ○国際戦略に関する事項 

     ・国際戦略室の設置 

     ・留学生受入拡大 

     ・教育研究交流，国際会議の推進        等 

  

    ○附属学校に関する事項 

     ・新学習指導要領による教育の実践 

     ・大学と附属学校との共同研究体制の構築  等 

 

資料2-①-6 平成２２年度学内予算配分方針（抜粋） 

Ⅱ 支出予算 

３．物件費 

(3) 教育研究等重点・政策経費の予算事項等は，以下のとおりとする。 

(ｱ） 学長裁量経費 

教育研究の一層の活性化を図るため，学長のアクションプランに基づき，担当理事が全学的視点から

必要と認める研究プロジェクト等に充てる経費とする。なお，研究プロジェクト等の採択については，原則

公募によるものとし，選考結果は本学ＨＰに掲載する。また，学長のリーダーシップによる教員採用枠を新

たに設ける。 

（ｲ） 中期計画等実施経費 

中期計画及び年度計画等に記載する事項を実行するため，既定経費では対応できない事業に充てる経

費とし，学長がその必要性等を判断し配分を決定する。 

(ｳ） 大学運営改善等政策経費 

大学運営の機動性・戦略性を高めるための政策的事業費とし，学長がその必要性等を判断し配分を決

定する 

(ｴ) 施設改修・営繕経費 

全学的な施設マネージメントの観点から，老朽施設の計画的改修や教育環境の機能向上，緊急的営繕

経費とし，学長がその必要性等を判断し配分を決定する。 

(ｵ) 学生寮改修経費 

学生寄宿舎全９寮の改修経費とし，老朽施設の改修に伴う施設・設備整備及び移転に伴う費用等学生

寄宿舎改修に係る経費とする。 

 

平成21年度・平成22年度の学内予算配分における具体的な取り組みは下記のとおりである。 

 

【平成21年度】 

(1)  学長のリーダーシップのもと，戦略的運営を行うべく「教育研究等重点・政策経費」を予算化

し，学長裁量による重点的な予算配分や，中期計画に基づく事業実施経費及び大学運営改

善のための政策経費を確保した。 

(2)   学長裁量経費について，学長のアクションプラン対応として対前年度比 97,430千円の増額

を図った。 

(3)  附属学校の学習指導要領改訂に伴う，事前準備等として理科実験教材，音楽教材等の設

備整備への予算措置を図った。 

(4)  岩見沢校，附属旭川中学校等6団地の老朽化（設置後30年経過）した受変電設備の改修工

事を行い，教育研究環境の整備を図った。 

(5)  学長のアクションプランに基づき，学生寮の生活環境を整備するために全9学生寄宿舎の内



基準２ 観点２－①  
 

159 

部改修工事に着手した。 

 

【平成22年度】 

(1)  中期計画等実施経費の中に新たに学術研究推進経費を設け，中期目標に掲げた計画を学

術推進室が主体となって研究組織を作り，目標達成に向けて研究を推進する経費として予算

措置を図った。 

(2)  学長裁量経費による教員の人員枠を設置し，その予算措置を図った。 

(3)  大学として組織的に研究を推進するとともに，外部資金を獲得して研究を推進していく体制

整備として，研究支援コーディネーター配置への予算措置を図った。 

なお，業務においては研究支援コーディネーターが中心となり，科学研究費補助金の申請

に関して各キャンパス教員との面談を実施し，科学研究費補助金の獲得に向けた取組を実施

するとともに，研究に関する政策及び研究動向に関わる情報収集を行い教員への周知を図っ

た。  

(4)  学生への支援として，経済的理由から就学困難な学生を支援する体制を整備するため，大

学独自の授業料免除枠を設け，年間100人の授業料免除を実施するための予算措置を図っ

た（資料2-①-7）。 

また，免除実施額は，前期：118,822千円，後期：126,985千円，合計：245,807千円である。

その内，運営費交付金での予算措置額は188,361千円，本学独自の免除予算措置額は

53,580千円であり，免除額不足分の3,866千円は別途追加予算措置を行った（資料2-①-8）。 

 

資料2-①-7 授業料免除枠拡大のお知らせパンフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料2-①-8 平成22年度授業免除実施状況 

基　 準
該当者

全　 額
免除者

半　 額
免除者

不　許
可　者

基　 準
該当者

半　 額
免除者

不　許
可　者

前　期 5,640 847 692 110 582 0 90 90 0 782 65

後　期 5,605 901 757 90 667 0 107 107 0 864 37

合計 11,245 1,748 1,449 200 1,249 0 197 197 0 1,646 102

※　学生数は，前期平成22年５月１日，後期平成22年11月１日現在の人数。
※　授業料免除実施可能率は，次のとおり。
　　　　学部：6.3%，　修士課程：6.2%，　教職大学院・養護教諭特別別科：5.8%

区　　分 学生数 申請者
免除者
合　 計

学　 力
経 　済
基準外

全額免除 半額免除
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(5)  本学が国際交流を推進する上で，アジア圏における諸外国の大学との連携は重要な戦略で

あり，平成22年度本学が主催した日本と韓国の全教育大学による「日・韓教育大学長懇談会」

もその戦略の一つと捉え，予算措置を図った。 

懇談会では「両国の国立教育大学が共に抱える共通課題について情報交換，意見交換を

行い，各大学の交流活動を通して両国各大学の運営及び教育・研究の一層の充実を図るとと

もに，日本と韓国の国際交流の発展に寄与する。」という旨の趣意書に同意し，併せて本懇談

会を来年度以降も継続していくこととした。 

 

３．学長裁量経費による教育研究活動の推進 

全学的な視点から教育研究の一層の充実発展を図るため，学長の判断により必要な経費を戦略

的に執行するための経費として学長裁量経費を設け，本経費により，「教育改善プロジェクト経費」，

「地域貢献推進経費」，「教員海外派遣等経費」，「学術研究推進経費」の区分において公募により

予算措置を行っている。 

「学術研究推進経費」は，「共同研究推進経費」，「若手教員研究支援経費」，「個人研究支援経

費」，「学会開催支援経費」，「研究推進重点設備費」の5つのプログラムで構成していたが，平成21

年度には「教員在外研究支援経費」，「新任教員研究支援経費」，「附属学校（園）研究支援経費」

を新設した。支援実績は資料2-①-9のとおりである。 

 

資料2-①-9 学長裁量経費による教育研究活動の支援 

                                      単位：千円  

件数 支援額 件数 支援額 件数 支援額 件数 支援額 件数 支援額 件数 支援額

教育改善プロジェクト経費 8 3,859 12 3,908 8 3,230 4 3,025 1 4,200 - -

地域貢献推進経費 13 5,950 20 6,713 17 5,744 18 5,970 22 6,852 21 7,227

教員海外派遣等経費 5 1,990 4 1,393 6 2,121 6 1,700 6 1,639 10 2,661

学術研究推進経費

   共同研究推進経費 12 9,020 9 5,180 17 6,150 8 2,990 11 4,360 11 4,016

   若手教育研究支援経費 11 3,120 14 3,534 7 2,300 8 2,070 5 1,435 9 2,658

   個人研究支援経費 - - 16 2,017 8 1,480 7 1,290 9 2,641 10 2,780

   学会開催支援経費 - - 3 330 4 210 4 290 7 477 - -

   研究推進重点設備費 3 3,530 3 3,454 1 600 1 1,150 1 1,380 1 615

教員在外研究支援経費 - - - - - - - - 1 1,256 1 628

新任教員研究支援経費 - - - - - - - - 6 566 16 1,589

附属学校(園)研究支援経費 - - - - - - - - 4 1,229 4 1,187

計 52 27,469 81 26,529 68 21,835 56 18,485 73 26,035 83 23,361

H22H17 H18 H19 H20 H21
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分析結果とその根拠理由 

 

教育研究及び大学運営を戦略的に推進するため，適切な中長期の財政計画を策定するととも

に，各年度の予算編成の基本方針を策定している。 

なお，中長期の財政計画及び年度予算編成においては，中期目標・中期計画や学長アクション

プランに掲げる「常に学生を中心とした(Students-first)大学」の実現に向けた政策として，本学独自

の授業料免除による経済支援，自学・自習環境等の教育環境整備など学生支援に十分配慮してい

る。 

個別の分析結果等については，次のとおりである。  

 

１．中長期の財政計画 

学長が定めたアクションプラン及び中期計画に基づいた財政計画を策定している。 

２．年度予算編成 

本学の大学運営に伴う予算配分は，毎年度予算編成の基本方針や予算配分方針に基づき予算

検討委員会，経営協議会及び役員会の審議を経て決定し，適切な配分をしている。 

また，学長のリーダーシップに基づき，戦略的な経費を確保することで，教育研究の向上，学生の

教育環境の整備，施設等の維持管理等，目的達成に向けた適切な資源配分をしている。 

３．学長裁量経費による教育研究活動の推進 

全学的な視点から教育研究の一層の充実発展を図るため，学長の判断により必要な経費を戦略

的に執行するための経費として学長裁量経費を設けている。 
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【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 

 

平成21，22年度の外部資金獲得状況を一覧表にまとめた（資料2-②-1）。科学研究費補助金と

GP（下記参照）等，及び概算要求の特別経費，教育支援基金を除く外部資金についての金額で

は，平成21年度は教員養成系11大学中高い方から4番目に位置しており，教員養成系大学の中で

も多くの外部資金を獲得している（資料2-②-2）。 

※GP（Good Practice）とは：文部科学省が国公私立大学を通じて、教育の質向上に向けた大学教育改革の取り

組みを促進するために公募している優れた取り組み。 
 

なお，特別（教育研究）経費は，概算要求に基づくものであり，平成21年度と平成22年度の大きな

差（約6千万）は，大学再編（教員養成課程と「新課程」の集約・機能分担体制の確立）に対して4年

間配分されていた経費が，平成21年度で完成年度を迎えて終了したことによるものである。 

 

    資料2-②-1 外部資金獲得状況一覧 

  平成２１年度 平成２２年度 

  件数 金額 件数 金額 

科学研究費補助金 66  125,890 75 127,207 

厚生労働科学研究費補助金 1  2,580 1 3,000 

共同研究 3  1,500 3 4,100 

受託研究 8 33,793 7 33,657 

受託研究員等 2 7,264 3 7,880 

受託事業 13 32,734 11 14,487 

ＧＰ等 5 81,466 3 33,743 

特別（教育研究）経費 4 148,062 3 87,856 

奨学寄附金 42 56,368 35 38,029 

教育支援基金 60  10,948 248 6,874 

計 204  500,605 389 356,833 
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資料2-②-2 平成21年度教員養成系11大学の外部資金額 

大学名 外部資金額（千円） 

東京学芸大学 378,934 

大阪教育大学 192,696 

鳴門教育大学 157,511 

北海道教育大学 140,745 

京都教育大学 125,166 

宮城教育大学 119,137 

愛知教育大学 91,083 

福岡教育大学 85,194 

兵庫教育大学 79,439 

上越教育委大学 76,572 

奈良教育大学 56,304 

※受託研究等収益+受託事業等収益+寄附金収益の総額 
ただし，科学研究費補助金は除く 

 

この外部資金の中で，全ての教員が申請することのできる「科学研究費補助金」については，本学

外部資金全体の中で，特別経費（概算要求）とともに大きな割合を占めているものであり，重要な資

金源となっている。なお，平成22年度は前年度に比べて採択数が9件増加し，その詳細についてまと

めたものが資料2-②-3である。 

平成23年度分の申請状況まで含めてこの3年間を見ると，申請率（研究者名簿登録者に対する申

請件数）は着実に増加していることがわかる。本学の平成21年度の科学研究費補助金の受入額は，

教員養成系11大学中高い方から３番目であり，採択件数で見ても高い方から2番目に位置しており，

教員養成系大学の中でも多くの科学研究費補助金を獲得している（資料2-②-4）。 

なお，科学研究費補助金の額については，個々の研究の性質による差，特に文科系と理科系で

は大きな差がある。従って，採択件数の増加が直接的に獲得額の増加に結びつかないという現状の

理解が必要である。 

GPについては，現代GPや教育GP，大学院GP，戦略GPなどの，これまで本学が申請してきたテー

マでの新規募集が全てなくなった。そのため，平成23年度については本学が代表となって採択され

たプロジェクトがない状況である。これまでGPに関しては，学長名で各キャンパス副学長と，各学長室

特別補佐宛に申請テーマを募集するという方法をとっているが，今後これまでのGPのような大学改革

を支援する取組の公募に備え，後述する研究支援コーディネーターによる積極的な研究組織作りを

含め，大学としてより戦略的に申請・採択へ向けた取組を行っていく必要がある。 
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資料2-②-3 科学研究費補助金の採択状況 

H19 H20 H21 H22 H23

新規申請件数［件］
①

130 136 150 140 155

教員数［人］
②

415 403 403 386 395

採択件数［件］
③

68 62 66 73 84

（新規内定件数［件］：内数）
④

(24) (21) (30) (26) (27)

申請率［％］
（①+③-④）÷②

41.9% 43.9% 46.2% 48.4% 53.7%

新規採択率［％］
④÷①

18.5% 15.4% 20.0% 18.6% 17.4%

配分額［千円］
｛直接経費＋間接経費｝

105,520 105,370 124,190 126,787 138,333

間接経費［千円］
（配分額の内数）

(21,000) (23,670) (28,128) (29,097) (31,923)

 

 

資料2-②-4 平成21年度教員養成系１１大学の科学研究費補助金受入額・採択件数 

大  学  名  採択件数 採択額（千円）

東京学芸大学 97 178,310 

鳴門教育大学 39 150,896 

北海道教育大学 71 121,834 

大阪教育大学 62 104,466 

兵庫教育大学 50 82,770 

愛知教育大学 55 72,160 

上越教育大学 45 69,708 

京都教育大学 37 61,516 

宮城教育大学 37 51,037

福岡教育大学 35 45,488 

奈良教育大学 32 39,000 

※研究活動スタート支援及び奨励研究を含まない。

 

共同研究，受託研究を見ると，件数・金額とも平成21，22年度でほとんど差はないが，受託事業

が件数・金額とも減少した。これは金額の大きい1事業が完了したことと，同じ事業でも金額が縮減

されたことが影響している。共同研究・受託研究・事業等においては，内容面で本学の多様な研究

活動を発揮していることがわかる（資料2-②-5）。 

   外部資金獲得推進のために，第2期中期目標期間には「研究支援コーディネーター」を置くこと

とし，研究支援コーディネーター取扱要項を定めた（資料2-②-6）。 

研究支援コーディネーターは，学術研究推進室の室員であるとともに，事務局の企画課に所属

し，業務に従事している。その主な業務等は資料2-②-7に示したとおりである。 

先に述べたように，科学研究費補助金の申請率において，平成23年度は平成22年度の48.4%

に対して53.7%に増加した。上に述べた研究支援コーディネーターが直近3年間で科学研究費補

助金への申請を行っていない教員への個別面談を実施して，教員の研究状況に関する情報収集

を行ったことや，5キャンパスを訪問しての科学研究費補助金説明会を行ったことなどがその増加

要因の一つと考えている。 

今後は，外部資金獲得の一層の増加を図るためには，学術研究推進室を中心に，獲得へ向け

た戦略的なプランに基づく具体的な取組を実施していくことが必要である。 
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平成２１年度採択一覧

（株）東芝 代数曲面論を用いた次世代公開鍵暗号系の研究開発 500,000
（株）北洋銀行 金融教育に関する共同研究 500,000
（株）豊田中央研究所 マイクロ波糖化に適した個体超強酸触媒の開発 500,000
文部科学省（原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ） 実用化が予想される食品への放射線利用に関する基礎研究 28,478,151

総務省（戦略的情報通信研究開発推進事業）
北海道に生育する被子植物1,600種の生態と分類のデータベースの構築と携帯端末による動画
を含むデータ検索の利用の研究

260,000

国立大学法人北海道大学
（環境省　環境研究・技術開発推進費）

サロベツ湿原と稚咲内湖沼群をモデルにした湿原・湖沼生態系総合監視システムの構築 1,500,000

函館市 函館市中央図書館所蔵資料の書誌情報調査の研究 390,000
（独）日本学術振興会 二国間交流事業共同研究・セミナー（高性能羊毛布の開発と評価） 1,156,000

（独）日本学術振興会
二国間交流事業共同研究・セミナー（介護制度と地方自治体の再編期におけるローカル・ケ
アミックスの課題）

1,418,660

（株）竹中工務店技術研究所 施設侵入昆虫予測のための周辺環境における昆虫相調査 390,000
（株）ジャパンエナジー精製技術センター アルゴン吸着熱測定 200,000
（独）国際協力機構 平成２１年度集団「初等理数科教授法（A)」コースに係る委託契約 3,615,960
（独）国際協力機構 平成２１年度集団「初等理数科教授法（B)」コースに係る委託契約 4,007,696

文部科学省
国際協力イニシアティブ教育協力拠点形成事業（ザンビアの基礎学校におけるＥＳＤモデル
単元教材の開発）

5,236,093

文部科学省 平成21年度社会教育主事講習 3,003,611
文部科学省 平成21年度学校図書館司書教諭講習 2,273,393
文部科学省 平成21年度幼稚園教員資格認定試験 1,576,652
文部科学省 教員の資質能力追跡調査事業 3,219,959
（独）教員研修センター 教員研修モデルカリキュラム開発 3,486,000

国立教育政策研究所
平成21年度学力の把握に関する研究指定校事業(全国的かつ総合的な学習調査の実施に係る研
究指定校事業)

273,440

国立教育政策研究所 平成21年度教育課程研究指定校事業 841,480
岩見沢市 ふるさと雇用再生特別対策推進事業（市民と学生の活動情報拠点「i-BOX」運営業務） 4,516,000
国立大学法人宮城教育大学 平成２１年度日本/ユネスコパートナーシップ事業 3,329,773
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 化学系研究設備有効活用ネットワーク構築共同事業 4,641,000

（財）日本国際協力センター
２１世紀東アジア青少年大交流計画（中国青年代表団第1陣短期招へい）Ｂ団（教育関係者分
団）プログラムの受入に係る協力協定

147,000

全国スキー安全対策協議会 スキー場障害調査報告書の作成 190,000
文部科学省（現代的教育ニーズ取組支援プログラム） 持続可能な社会実現への地域融合キャンパス 16,213,000
文部科学省（質の高い大学教育推進プログラム） 往還型カリキュラムによる教員養成の改善 14,231,000
文部科学省（組織的な大学院教育改革推進プログラム） 現職教員の高度実践構想力開発プログラム 11,814,000

文部科学省
（大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム）

高等教育機関連携による「キャンパス都市函館」構想 34,025,000

文部科学省
（大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム）

未来を拓く地域人材育成を目指す異分野大学連携による「旭川キャンパス」 5,183,000

文部科学省
現代的課題に応える教員養成教育の抜本的改革と新課程の充実発展－教員養成課程及び新課
程の全学的集約・再編－

64,973,000

文部科学省
遠隔地を結ぶ教職大学院における授業の充実を目指した教育方法の改善－電子黒板の効果的
な活用－

9,403,000

文部科学省
「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

54,509,000

文部科学省 社会人教育支援経費 19,177,000

平成２２年度採択一覧

（株）東芝 代数曲面論を用いた次世代公開鍵暗号系の研究開発 500,000
（株）北洋銀行 金融教育に関する共同研究 1,900,000
石油資源開発株式会社 吉井－片貝以南の第三紀火山岩貯留岩の研究 1,700,000
文部科学省（原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ） 実用化が予想される食品への放射線利用に関する基礎研究 27,897,349

国立大学法人北海道大学
（環境省　環境研究・技術開発推進費）

サロベツ湿原と稚咲内湖沼群をモデルにした湿原・湖沼生態系総合監視システムの構築 1,300,000

函館市 函館市中央図書館所蔵資料の書誌情報調査の研究 390,000
標茶町 天然記念物標津湿原水位調査委託事業 2,500,000

（独）科学技術振興機構
研究成果最適展開支援事業フィージビリティスタディステージ探索タイプにおける研究開発
課題「高い操作性を実現するタッチパネルの色彩デザイン支援システム構築」

130,000

（株）粧薬研究所
ものづくり中小企業製品開発等支援援助金（試作開発等支援事業）
「道産酒エキス化粧品の開発と多品種小ロッドサンプル装置の開発」

1,050,000

（独）国際協力機構 平成２２年度集団研修｢初等理数科教授法(A)｣コースに係る委託契約 3,615,960
（独）国際協力機構 平成２２年度集団研修｢初等理数科教授法(B)｣コースに係る委託契約 3,435,168
（独）国際協力機構 平成２２年度国別研修｢ブルキナファソ初等理数科教授法｣コースに係る委託契約 828,630
文部科学省 平成22年度幼稚園教員資格認定試験 1,581,033
文部科学省 平成22年度社会教育主事講習 3,107,706
文部科学省 平成22年度人権教育開発事業（人権教育研究指定校） 286,000
文部科学省 教員の資質能力向上に係る基礎的調査 1,357,095
札幌国際センター（ＪＩＣＡ札幌） サモア国初等理数科教育改善草の根技術協力事業形成に向けた事前調査 359,909

国立教育政策研究所
平成22年度学力の把握に関する研究指定校事業（全国的かつ総合的な学力調査の実施に係る
研究指定校事業）

284,740

国立教育政策研究所 平成22年度教育課程研究指定校事業 886,020
岩見沢市 ふるさと雇用再生特別対策推進事業（市民と学生の活動情報拠点「i-BOX」運営業務） 4,620,000
三笠市教育委員会 北海道教育大学吹奏楽団クラシックコンサート 350,000

国立大学法人宮城教育大学
日本/ユネスコパートナーシップ事業
ASPUnivNet(ﾕﾈｽｺｽｸｰﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ支援大学間ﾈｯﾄﾜｰｸ)によるﾕﾈｽｺｽｸｰﾙ地域拠点の形成とﾌﾗｸﾞｼｯﾌﾟ･
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの展開

1,894,220

文部科学省（質の高い大学教育推進プログラム） 往還型カリキュラムによる教員養成の改善 14,000,000

文部科学省
（大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム）

高等教育機関連携による「キャンパス都市函館」構想 23,995,000

文部科学省
（大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム）

未来を拓く地域人材育成を目指す異分野大学連携による「旭川キャンパス」 3,838,000

文部科学省
「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

31,692,000

文部科学省
21世紀型（実践的指導力を有した）理科教員の養成・支援プログラム開発－みずみずしい感
性を持った子どもたちを育てるために－

43,729,000

文部科学省 「特別な教育的ニーズ」のある子どもたちの通常学級における教育支援及び教育方法の開発 12,435,000

受託研究員
等

受託事業

ＧＰ等

特別教育研
究経費

共同研究

受託研究

特別教育研
究経費

共同研究

受託事業

ＧＰ等

受託研究

受託研究員
等

資料2-②-5 外部資金採択一覧 
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資料2-②-6 北海道教育大学研究支援コーディネーター取扱要項 

北海道教育大学研究支援コーディネーター取扱要項 
平成 22 年１月７日

学長裁定
 （名称） 
第１条 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）第３条第２項の規定に基づき，本

学に必要な職員として研究支援職員を置き，研究支援コーディネーターと称する。 
 （所属等） 
第２条 研究支援コーディネーターの所属は総務部企画課とし国立大学法人北海道教育大学事務局組織規

則（平成 16 年規則第 44 号）に規定する職務に従事するほか，運営規則第 11 条第２項第２号に規定する
学術研究推進室において，同条第３項第３号に規定する室員として，第４条に規定する職務に従事するも
のとする。 

 （雇用期間） 
第３条 研究支援コーディネーターの雇用期間は，採用の日の属する年度内とし，当初の採用の日から５年を

超えない範囲内で雇用を更新することができる。 
 （職務内容） 
第４条 研究支援コーディネーターは，次の職務を行う。 

(1) 各種研究助成，政策及び研究動向に関わる情報等の収集・分析並びに各種研究助成金獲得へ向け
てのサポート 

(2) 学校，地域の課題解決につながる各種研究プロジェクトの企画 
(3) 研究成果を発信するためのシンポジウム等の企画，研究広報活動 
(4) 知的財産，利益相反及び研究倫理に関すること 
(5) その他関連業務に関すること 

 （俸給） 
第５条 研究支援コーディネーターの俸給表は，国立大学法人北海道教育大学職員給与規則（平成 16 年規

則第 40 号）第 48 条の規定に基づき，教育職俸給表（一）を適用し，職務の級は１級とする。 
   附 則 
 この要項は，平成22年１月７日から施行する。 

 

資料2-②-7 研究支援コーディネーターの主な業務等 

■研究支援コーディネーター
体制図

●学術研究推進室

●企画課

事務局長

総務部長

企画課長

企画課総括主査

研究支援コーディネーター

GＰ等支援室学術研究G 企画・評価G

学長

学術研究推進室長

札幌校

釧路校

旭川校

函館校

岩見沢校

 

学術研究推進室に関すること

政策及び研究動向に関わる情報等の収集・分析並びに各種研究助成
獲得のサポートに関すること

学校・地域の課題解決につながる研究プロジェクトの企画に関すること

科学研究費補助金その他研究助成金に関すること

外部資金の受入に関すること

知的財産に関すること

利益相反及び研究倫理に関すること

研究成果発信のためのシンポジウム等の企画及び研究広報活動に関
すること

GP等事業の申請・獲得支援に関すること

■研究支援コーディネーターの主な業務

 

 

大学が組織的に獲得した外部資金による研究成果等は，シンポジウムやフォーラムによって社会

にその成果を還元している。GP等のテーマごとの開催状況を資料2-②-8にまとめた。 

各プロジェクトとも，積極的に成果の還元に努めていることは，その開催回数からもわかる。この中

で特筆すべきは，「質の高い大学教育推進プログラム『往還型カリキュラムによる教員養成の改善』」

プロジェクトである。これは教員養成カリキュラムにおいて，理論と実践をいかに結びつけ，それによっ

て形成される教師力を，今年度から免許法で必修化された教職実践演習（教員として最小限必要な

資質能力を修得させるために新設される授業科目）でどのように検証していくかという，全国の教員

養成課程を持つ大学にとっては喫緊のテーマを扱ったものである。その3年間の成果は，平成22年

11月5日開催のフォーラム2010「教職実践演習に向けたカリキュラム開発」において公開・報告され

た。その中には，平成22年度入学者から教員免許取得の必須科目となった「教職実践演習」におけ

る履修カルテ作成のための電子ポートフォリオの活用方法や，他大学（愛媛大学教育学部，島根大
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開催
年度

開催行事の名称 開催年月日（曜日）・時間 開催場所
参加者層及び参加者（出席者）

人数

２２ フォーラム２０１０
－教職実践演習に向けたカリキュ
ラム開発－

平成２２年１１月５日（金）
１０：００～１６：５０

札幌市
アスティ４５ビル
（４階 アスティホール）

大学教職員・教育委員会・公立
学校教員等
約　２３０名

２２ 平成22年度大学教育改革プログラ
ム合同フォーラム

平成２３年１月２４日（月）
１０：００～１７：３０

東京都
秋葉原ＵＤＸビル２Ｆア
キバスクエア

２１ ユネスコ・スクール全国ワーク
ショップ(ダブルネット・ワークショッ
プ)

平成２１年１２月２６日(土)
１３：００～１７：３０

東京国際交流館 小、中、校教員７５名、大学教
員４３名、文部科学省・ACCU・
環境省７

２１ 大 学 教 育 改 革 プ ロ グ ラ ム 合 同
フォーラム

平成２２年１月8日（金）
１１：００～１６：３０

東京ビッグサイト 基調講演、分科会、ポスター
セッションに約8,600人を超える
来場

２２ 北海道大学・マレーシア科学大学
合同FDワークショップ
ESDの理解および教育モジュール
への導入

平成２２年６月８日（火）
９：００～１２：００

北海道大学札幌キャン
パス内 百年記念会館
B1 大講堂

国内外大学教員、研究員等、２
０人以上

２２ プロジェクト期間満了記念シンポジ
ウム「現代ＧＰ『地域融合キャンパ
ス』の成果と教員養成課程におけ
るＥＳＤの展望」

平成２２年７月２３日（金）
１４：４０～１７：３０

北海道教育大学釧路校
大会議室

本学教員１６名、他大学職員１
名

２１ 日本学校心理士会２００９年度大
会におけるポスター発表

平成２１年８月１０日(月) エル・おおさか 会員・一般参加者
約　４０名

２１ 公開シンポジウム 平成２１年１２月１３日(日)
９：３０～１２：００
１３：４５～１６：３０

ホテルライフォート札幌 教職員、修了生・大学院生、一
般参加者　約　８０名

２１ 活動報告会 平成２１年１２月１３日(日)
１２：００～１３：３０

ホテルライフォート札幌 教職員、修了生・大学院生、約
５０名

２１ 大学教育改革プログラム合同
フォーラムにおけるポスターセッ
ション

平成２２年１月７日（木）
１０：００～１６：３０

東京ビックサイト

２１ 第21回日本発達心理学会におけ
るラウンドテーブル

平成２２年３月２６日(金) 神戸国際会議場 会員・一般参加者
約　３０名

２１ キャンパス・ライフ函館展　① 平成２１年６月２５日（木）１３時～
平成２１年６月３０日（火）１６時

函館市立中央図書館 図書館に併設開催のため不明
（なお，資料は400部以上配布
済み）

２１ 第６回全国大学コンソーシアム
研究交流フォーラム分科会および
ポスター展示会

平成２１年９月１２日（土）１１時～
平成２１年９月１３日（日）１２時

北海道教育大学函館校
ほか

全国各コンソーシアム事務局等
人数不明

２１ 平成２１年度大学教育改革プログ
ラム合同フォーラム

平成２２年１月７日（木）１０時～
平成２２年１月８日（金）１６時

東京ビッグサイト 全国大学関係者等
人数不明

２２ キャンパス・コンソーシアム函館戦
略的連携フォーラム2010

平成２２年６月５日（土）
１３時～１６時

函館国際ホテル 市内学校関係者等
参加者およそ９０名

２２ 第７回全国大学コンソーシアム研
究交流フォーラム分科会およびポ
スター展示会

平成２２年９月１１日（土）１１時～
平成２２年９月１２日（日）１２時

大阪府立大学中百舌鳥
キャンパス

全国各コンソーシアム事務局等
人数不明

大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「高等教育機関連携による『キャンパス都市函館』構想」

組織的な大学院教育改革推進プログラム「現職教員の高度実践構想力開発プログラム」

質の高い大学教育推進プログラム「往還型カリキュラムによる教員養成の改善」

現代的教育ニーズ取組支援プログラム「持続可能な社会実現への地域融合キャンパス」

学教育学部，兵庫教育大学）の事例も含まれている。 

また，その成果を，大学ホームページ（http://www.hokkyodai.ac.jp/research/research-kyoiku-g

p.html）でも公表している。本フォーラムには，全国から32の国公私立大学をはじめ，教育委員会関

係者，札幌市近隣の小中学校教員等230人の参加があった。当日のアンケート調査でも，講演・基

調講演・事例発表・パネルディスカッションに対する満足度が高いことがわかっている（「とても参考に

なった」と「参考になった」の合計が，それぞれ，92%，84%，70%，95%であった；回収率は30.6%）。ま

た，各大学から本学への訪問調査においても，成果を報告し，平成23年1月23日開催のＧＰフォーラ

ムでもポスターセッションに採択されて成果を公表している。 

以上のとおりGPに係る成果については，フォーラムやシンポジウムの開催等を通じて広く社会に還

元しており，その状況についても大学として適切に把握している。また，それ以外の外部資金につい

ても，基本的に成果報告書等の提出を求めることにより適切に把握しているが，教員個人による共同

研究等，成果の還元状況を把握できていないものもあるため，今後方策を検討する必要がある。 

 

   資料2-②-8 ＧＰ等シンポジウム・フォーラム等一覧 
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分析結果とその根拠理由 

 

 観点2－②に関しては，本学として相応な活動をしているものと判断した。その理由として以下の3

点を挙げることができる。 

① 外部資金獲得状況は，教員養成系11大学と比較して，上位にあり，科学研究費補助金につい

ては，年々申請数が増加しており，間接経費を加えた総額で1億5千万円以上を維持している。 

② 新たに専門的業務に従事する「研究支援コーディネーター」を配置するなど，外部資金の獲得

に向けた新たな取り組みを積極的に実施している。 

③ 成果の還元についても，各種ＧＰにおいて成果をフォーラムや報告書等で公表することによっ

て，広く社会に還元している。 
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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。 

観点に係る状況 

 

国立大学法人運営の主な財源は，国から交付される運営費交付金，授業料・入学料・検定料収

入，寄附金，受託事業・受託研究収入から構成されるが，最大の収入源は国から交付される運営費

交付金である。 

国立大学法人運営費交付金は，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年7

月7日閣議決定）」（骨太の方針2006）（資料2-③-1）による国立大学法人運営費交付金の対前年

度比１％の削減により，平成16～21年度にわたり▲720億円，率にして▲5.8％減少している。（資料

2-③-2） 

本学における運営費交付金についても，平成16～21年度にわたり▲2.7億円，率にして▲4.2％減

少している（資料2-③-3）（平成16年度から平成21年度において，毎年度，当期総利益を計上して

おり，収支の状況において，支出超過とはなっていない（資料2-③-4）。） 

このように，厳しさを増す財政状況に対応するため，中期目標・中期計画，学長が定めたアクショ

ンプラン2009-2011，北海道教育大学中期財政計画等に基づき，以下の取り組みを行っている。 

 

資料2-③-1 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006 （抜粋） 

② 歳出改革 

ⅰ．歳出改革に向けた基本姿勢 

・ 国・地方の歳出に無駄や非効率を放置したまま，負担増を求めることについて国民の理解を得ることは

困難である。 

・ 2011 年度に基礎的財政収支の黒字化を達成することを目標にするということは，歳出削減が不徹底な

らば，その分だけ国民負担が増加するということに他ならない。過去５年間の改革実績も踏まえながら，ゼ

ロベースから聖域なく歳出を見直すことによって，国民負担の増加をできるだけ小さなものとするために最

善の努力を尽くすことを基本方針とする。 

・ このような考え方の下に，機械的に歳出を一律に削減するという手法ではなく，制度的な見直しにまで立

ち入った，徹底した歳出の見直しを行い，国民生活への影響も十分に吟味しつつ，メリハリのある歳出改革

を行う。 

 

ⅱ．各分野における歳出改革の具体的内容 

 

文教 

② 国立大学運営費交付金について，効率化ルールを徹底し，各年度の予算額を名目値で対前年度比

▲１％（年率）とする。 
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資料2-③-2 国立大学法人運営費交付金の推移 

 

 

資料2-③-3 本学における運営費交付金の推移（特殊要因経費・特別運営費交付金を除く） 

 

 

資料2-③-4 本学における当期総利益の推移 
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１．自己収入の増加に対する施策 

（１）志願者・入学者の確保 

学部，大学院における平成18年度以降の入学試験実施状況及び学生諸納付金の収入状況

を資料2-③-5に示す。 

学部における入学定員は 1,210 人となっているが，平成 18 年度から平成 22 年度まで定員を

下回ったことはない。 

大学院においては，専門職学位課程（教職大学院）で入学者数が定員を下回っている。 

この要因として，現職教員については，道からの派遣数の絶対的不足，勤務条件の厳しさから夜

間開講への通学の困難，修了時の待遇等インセンティブの不足，教職大学院の魅力についての

浸透不足，ストレートマスターについては，採用試験合格者の現場指向の強さ，学部との連携の

困難さ（既存大学院指向），経済事情，インセンティブ不足（採用試験の一部免除，初任者研修

の免除等）が挙げられる。 

定員充足に向けては，大学院説明会等による広報活動を行い定員充足に向け努力している。

また，平成 21 年度入試において，修士課程では前期・後期募集のほか第 2 次募集を，教職大学

院では前期・後期募集のほか第 4 次募集まで実施し，学生獲得に努めた。特に，教職大学院に

おいては，平成 21 年度前期募集の志願者数が予想を下回ったため，急遽，教職大学院長の下

に「教職大学院定員充足検討ワーキンググループ」を設置し，①新たに教職大学院案内，Q＆A

等を作成し，石狩，上川及び釧路支庁管内の小・中・高・特別支援学校の各教員あて送付。②シ

ンポジウムの開催。③札幌地下鉄コンコースへの広告等の施策を実施した。 

  

 資料2-③-5 入学者選抜試験実施状況及び学生諸納付金の収入状況 

 

 入学者選抜試験実施状況 

【学部】 

年度 入学定員 志願者 受験者数 合格者 入学者 充足率 

平成18年度 1,210人 5,869人 4,533人 1,400人 1,338人 110.6% 

平成19年度 1,210人 4,783人 3,615人 1,382人 1,316人 108.8% 

平成20年度 1,210人 4,696人 3,485人 1,347人 1,303人 107.3% 

平成21年度 1,210人 4,504人 3,234人 1,344人 1,286人 106.3% 

平成22年度 1,210人 4,687人 3,445人 1,340人 1,291人 106.7% 

 

【大学院】 

年度 課程 入学 

定員 

志願者 受検 

者数 

合格者 入学者 充足率 

平成18年度 修士課程 164人 230人 222人 170人 153人 93.3% 

平成19年度 修士課程 164人 203人 198人 156人 141人 85.6% 

平成20年度 
修士課程 135人 176人 175人 137人 127人 94.1% 

専門職学位課程  45人  55人  54人  45人  42人 93.9% 

平成21年度 
修士課程 135人 181人 173人 128人 119人 88.1% 

専門職学位課程 45人  45人  41人  39人  34人 75.6% 

平成22年度 
修士課程 135人 206人 199人 154人 140人 103.7% 

専門職学位課程 45人  35人  35人  33人 29人 64.4% 

 

学生諸納付金の収入状況 

（単位：千円） 

年度 授業料収入 入学金収入 検定料収入 合  計 

平成18年度 2,892,547 409,577 98,121 3,400,245 

平成19年度 2,885,223 412,920 95,757 3,393,900 

平成20年度 2,882,478 409,542 91,927 3,383,947 

平成21年度 2,852,089 410,683 94,763 3,357,535 
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志願者・入学者の確保に向けた取り組みは以下のとおりである。 

 

①学外への積極的な情報公開による広報戦略 

広報活動を機能的かつ効率的に行うため，広報企画室を設置した。広報企画室は，広報

担当理事（副理事）のもと，特別補佐 2 人の他，計 11 人で構成され，学内外に開かれた戦略

的広報活動を展開するための企画検討を行っている。会議の構成員には，（株）電通北海道

から招聘した「広報アドバイザー」を含め，専門的見地からの助言を広報活動の展開に反映し

たほか，高等学校の退職教員を「入試アドバイザー」として同じく構成員に含め，受験生や高

等学校の事情に精通している知識・情報を広報活動に反映し，受験生の確保を図るとともに，

高等学校との良好な関係構築に努めている。そのため，高校訪問の他，大学と高等学校との

懇談会を定期的に開催することとし，情報共有，連携強化を図っている。 

また，大学説明会については，平成 21 年度，9 箇所 16 回開催し，志願者との直接対話の

機会を大幅に増加させたほか，進学ガイダンス等は，前年度の志願状況等を考慮する等効率

化を図った。高校訪問については，北海道内の訪問を入試アドバイザーの業務として全学で

集約化し，提供する情報の質の統一を図り，高校への情報提供，高校からの情報収集を充実

させた。北海道外については，エリアを拡大し，東北，北関東，北陸，東海，関西と，ほぼ全国

エリアで高校訪問を行い，広く受験生確保に努めた。 

Web サイトの内容・デザインについて，ユーザの立場に立ったリニューアルを行ったほか，リ

ニューアルの結果について，専門コンサルティング業者に検証を依頼し，それに基づいてホー

ムページの内容の改善・修正を行っている。 

大学案内については，ダイジェスト版「hue-NAVI」を作成し，大学案内の完成よりも早い４月

から配布し，より早い情報提供を展開する等，内容についてもアンケート等を参照しながら改

善を図っている。 

  

②地域指定推薦入試制度の導入 

平成18年度入試から，釧路校教員養成課程では，北海道の釧路総合振興局管内，根室

振興局管内及び十勝総合振興局管内の高等学校等の卒業見込み者で，へき地・小規模校

教育等に高い関心と強い意欲を持ち，将来釧路総合振興局管内，根室振興局管内及び十

勝総合振興局管内の教員に就こうとする意志の強い者を対象として，地域指定推薦入試を

実施した。 

 

③学外試験場の設置 

平成20年度入試より，受験生の負担軽減と利便性を配慮した学外試験場を東北地区（仙

台市）に設置した。また，進学相談会を北海道８地区に加え，東北2地区でも開催した。 

  

④民間ＦＭ放送を活用した新たな広報活動 

平成19年度より，本学の新たな広報の展開として，ＦＭ北海道（AIR-G’）においてオリジナ

ル番組「hue-Locks!!」及びCMを放送し，平成18年度の大学再編により生まれ変わった教育

課程等を高校生にアピールした。 

内容については，4年間で改善を重ね，当初の学生のみの出演から，教員の出演（平成21

年度から），学長・事務職員・卒業生の出演（平成22年度）と充実を図った。  

また，放送を受信できない人，放送を聞き逃した人のために，大学ホームページで過去放送

分及びラジオCMをWeb配信した。  

制作にあたっては，学生，教職員，役員が参加することで，インナーコミュニケーションツー

ルとしても利用している。 
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⑤メディア世代の受験生に対応する新たな広報活動の実施 

・ 平成21年度，大学紹介ＤＶＤを7,000枚増刷し，大学説明会等で広く配付した。 

・ 北海道新聞紙上に，学長と北海道を拠点とするプロ野球チーム監督との対談を企画広

告として掲載し，幅広い市民からの本学への興味を喚起した。 

・ 札幌市中心部地下街への看板広告を作成。平成20年度設置された教職大学院につい

て積極的な周知を図った。 

 

⑥エデュケーション・カフェの実施 

・ 高校生を対象とした「エデュケーション・カフェ」を，釧路（平成20年12月，平成22年12

月），旭川（平成21年3月），札幌（平成22年8月）において開催した。高校生に実際の小

中学校の授業づくりを体験させることにより，偏差値ではなく適性で進路選択をするという

動機付けを意図して実施した。 

 

（２）外部資金の増加 

観点２－②参照 

 

（３）資金運用 

①国際交流基金の運用 

平成18年度，外部資金の安定的かつ効果的運用を図るため，「国立大学法人北海道教育

大学における余裕金運用に関する取り扱いについて」（資料2-③-6）を定めた。同取扱に定め

る外部資金の元本が減少または滅失しないこと，安定性や流動性が確保される金融商品を選

択する等の運用の基本を踏まえ，国際交流基金2億1,500万円を財源に運用することを決め，    

元本保証の10年利付国債を購入した。このことにより，年2回，計約430万円の利息が見込め，

今後10年間で約4,300万円の運用益が見込まれた。 

その運用益を各校の教育研究の充実や学生支援に活用する一方で，全学共通国際交流

事業の運用方法について，「北海道教育大学国際交流基金全学共通国際交流基金運用方

針」（資料2-③-7）を定め，その方針に基づいた運用を行っている。 

 

資料2-③-6  国立大学法人北海道教育大学における余裕金運用に関する取扱いについて（抜粋）  

第１ 趣旨 

    国立大学法人北海道教育大学における余裕金（以下「余裕金」という。）の運用について，金融情勢の

変化に的確に対応し，安全かつ効率的な運用のための事項を定める。 

 

資料2-③-7 北海道教育大学国際交流基金全学共通国際交流基金運用方針 

 北海道教育大学国際交流基金全学共通国際交流基金の運用に関しては，以下の方針に基づくものとす

る。 

 

１．全学的な国際交流活動を促進するため，基金の運用益は次の事業に支出するものとする。 

 ① 全学的な国際交流促進のために必要な人的交流にかかる経費 

 ② 国際交流促進のために海外の大学等と共同で行う教育・研究に必要な経費 

 ③ 国際交流活動に伴う不測の事態において緊急を要する旅費，医療費，生活費，移送費，葬儀費等

国際交流センター長が認めた経費 

 ④ その他国際交流・協力センター長が認めたもの 

２．支出にあたっては，事前に部門長より国際交流・協力センター長に説明し，了承を得るものとする。 

３．その他必要な事項については，別に定める。 
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②資金運用の共同化 

平成21年度より，業務の効率化及びスケールメリットを活かした資金運用を図るため，北海

道地区国立大学法人の資金運用の共同化（Ｊファンド）による資金運用を実施し，その運用益 

約280万円（資料2-③-8）を授業料免除の財源の一部にあてている。     

 

資料2-③-8 平成21年度Ｊファンド運用実績 

 種別 運用開始日 運用満了日 
期間

(日) 

運用金額 

(百万円) 

運用 

利率 

利息額 

(円) 

1 譲渡性預金 2009年4月7日 2010年 3月29日 356 300 0.65% 1,901,917

2 譲渡性預金 2009年4月7日 2009年12月24日 261 100 0.62% 443,342

3 譲渡性預金 2009年4月7日 2009年 9月29日 174 100 0.575% 274,109

4 譲渡性預金 2009年4月7日 2009年 6月26日  80 200 0.405% 177,534

合計     700  2,796,902

 

２．経費の縮減に関する施策 

（１）人件費の削減 

人件費について，国家公務員の総人件費改革（資料2-③-9）の一環として，平成18年度から

平成22年度までの5年間で5％以上を削減することが求められている。 

教員については，平成18年度からの大学再編に伴う教員組織を整備するために策定された，「再

編に係る人事計画について」により，人件費抑制も考慮しながら採用を進め，また，若手教員の

採用促進，教授と准教授等の人員比率を適正なものとするため，教授昇任についても調整を行

いながら人員を管理してきた。また，事務系職員については，業務の見直しにより一層の効率化

を進めることにより，法人移行時における運営費交付金積算上の員数である229人を基礎とし，平

成21年度末までに約10%削減することを目標とし人員を管理してきた。この結果，平成21年度の

教員人事については，定年退職教授15人に対する補充を9人の採用とすることで人事計画を進

め，9人（うち2人は平成22年4月1日）を採用した。 

教授と准教授等の構成比率については，平成22年４月１日付け教授昇任を，当初の計画数で

ある教授昇任10人の外，教職大学院所属教員について3人とし，52.5：47.5（教職大学院を除くと

51.5：48.5）と50：50に近づけた。一方，事務系職員についても平成21年度末人員は206人であ

り，229人を基礎とし約10%の削減を達成した。この結果，平成21年度における人件費は，対前年

度比で約5.71％削減され，平成17年度人件費予算相当額から約14．78％削減した（資料2-③

-10）。 

 

資料2-③-9 総人件費改革基本指針（抜粋） 

総人件費改革基本指針（抜粋） 

 

平成17年11月14日

 経済財政諮問会議

 

公務員の総人件費について，定員の大幅な純減と給与制度改革の強力な推進により，大胆に削減す

る。その際，政府の規模の大胆な縮減に向けて，国家公務員（94.8 万人，郵政公社職員を含む。）の総人

件費について，対ＧＤＰ比でみて今後10 年間で概ね半減させるといったような長期的な目安も念頭におき

ながら改革を進めるとともに，地方公務員についてもこれを踏まえた削減努力を要請し，官のリストラ努力

について国民の理解を得られるよう，あらゆる手段を駆使して改革を断行する。 

また，特殊法人，独立行政法人など他の公的部門についても，同様の考え方の下，総人件費の削減に

取り組む。この基本的考え方に立ち，今後５年間にわたり，以下の取組みを強力に進めることとする。 

 

１． 公務員の定員の純減目標 

（１） 国家公務員の純減目標 
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政治的リーダーシップの下，今後５年間で，郵政公社職員を除く国家公務員（定員ベースで68.7万

人）を５％ 以上，純減させる。 

① 国の行政機関の定員 

国の行政機関の定員（33.2 万人） を今後５ 年間で５％以上純減させる。 

このため，定員合理化計画（定員の10％ 以上削減）の実施にあたって，メリハリをつけつつ増員を

厳しく限定し，これまでにない大幅な純減を確保するとともに，別紙１の事項を中心に検討し，業務の

大胆かつ構造的な見直しによりワークアウトを強力に進め，その結果を定員の削減に反映させ，５％ 

以上の純減を確保する。その際，民間有識者等の知見も活用して検討を進める。また，IT化による業

務のスリム化を進める 

 

資料2-③-10 人件費の削減状況 

年度 人件費総額 
平成17年  人件費予算

相当額からの減額 
削減率 

平成18年度 約63億8500万円 約3億6200万円 約5.37％

平成19年度 約62億800万円 約5億3900万円 約7.99％

平成20年度 約60億9800万円 約6億4900万円 約9.62％

平成21年度 約57億5000万円 約9億9700万円 約14.78％

※平成17年度人件費予算相当額 約67億4700万円 

 

（２）管理的経費の削減 

管理的経費の削減については，第1期中期計画において，「事務処理の簡素化・集中化を図

り，管理的経費について，中期目標期間中，毎事業年度，対前年度比1％の効率化を図る。」と

し，目標を達成することができた。（資料2-③-11） 

 

資料2-③-11 管理的経費の効率化の状況 

年度 対前年比削減率 節減額 

平成16年度 約5.7％ 約2,060万円

平成17年度 約2.3％ 約1,730万円

平成18年度 約2.9％ 約2,150万円

平成19年度 約1.5％ 約1,080万円

平成20年度 約6.2％ 約4,330万円

平成21年度 約6.9％ 約4,520万円

 

管理的経費削減に向けた取り組みは下記のとおりである。 

 

①財務事務改善の実施 

平成19年度に作成した「財務事務改善に向けた具体的方策の提言」に基づき，これまで各キ

ャンパスで実施していた業務のうち，旅費・謝金業務，100万円以上の契約業務，伝票作成業務

を事務局に集約化する他，学生寄宿料の窓口納付から口座引き落としへ収納方法を変更する

等，業務の効率化を図った。財務事務改善の概要について資料2-③-12に示す。 
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資料2-③-12 財務事務改善の概要 

 

 

②共同調達の実施 

平成21年度，業務の効率化及びスケールメリットを活かした調達コストの削減を図るため，北海

道地区11機関（7国立大学法人及び4高専）での共同調達の協定を締結し，平成22年度よりコピ

ー用紙の共同調達を実施し，調達コストの削減を図った。（資料2-③-13） 

 

資料2-③-13 コピー用紙の共同調達によるコスト削減一覧 

品名（規格） 

平成21年度 

契約単価 

（1箱当たり） 

平成22年度 

契約単価 

（1箱当たり） 

前年比 

リサイクルPPC用紙 Ａ３ 1,764.00円 1,486.80円 △15.71％

    〃        Ａ４ 1,470.00円 1,239.00円 △15.71％

    〃        Ｂ４ 2,205.00円 1,916.25円 △13.10％

    〃        Ｂ５ 1,102.50円   957.60円 △13.14％

 

③事務の共同処理の実施 

  教員免許状更新講習の実施において，北海道内の6国立大学法人（本学，北海道大学，室

蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学，北見工業大学）との間で，講習実施に伴う事務の

一括処理に関し，協定を締結して実施した。 

本学は基幹大学として，事務処理の一元化に合わせ， 「更新講習事務運営委員会」の下に「教

員免許状更新講習実施事務センター」を設置し，募集要項の作成，受講申込手続，他大学との

連絡調整を行った。 

共同処理の実施により，受講料徴収を実施事務センターで一元管理することができ，サーバの

設置料や保守料の負担が軽減された。（資料2-③-14） 
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資料2-③-14 免許状更新講習受講料徴収イメージ 

 

 

④契約形態の見直し 

  平成20年度より複写機の契約の見直しを行い，賃貸借契約と保守等契約に分けて随意契約

を行っていたものから競争原理を導入し，一般競争入札による「複写サービス」という役務契約と

して，大学全体の賃貸借契約と保守等契約を１本化し，契約期間についても5年の複数年契約を

締結した。その結果，平成20年度は平成19年度と比較して約660万円の経費の削減となった。

(資料2-③-15) 

 

資料2-③-15  複写機の契約形態変更の概要 

 
 

⑤ＴＶ会議システムの利用促進 

テレビ会議システムは，キャンパスが遠隔地に分散しているために生じる，学内会議の出張に

かかる経費を削減でき，更に長時間の移動に伴う各委員の負担軽減に繋がる等，本学にとって

非常に有用なシステムである。会議室のテレビ会議の利用促進については，ＴＶ会議システムの
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マニュアル作成，テレビ会議の優先利用やテレビ会議システム設置場所の増設等により対応して

いる。 

テレビ会費システムによる旅費削減効果を資料2-③-16に示す。 

 

資料2-③-16 ＴＶ会議システムによる旅費節減効果 

年度 節減効果額 

平成16年度 約1,100万円 

平成17年度 約1,600万円 

平成18年度 約 850万円 

平成19年度 約1,400万円 

平成20年度 約1,800万円 

平成21年度 約1,700万円 

 

⑥旅費規則の改正 

平成21年度，出張に係る業務の簡素・合理化及び経費の節減を図るため，北海道教育大学

職員旅費規則を改正した。改正概要を資料2-③-17に示す。 

 

資料2-③-17 北海道教育大学職員旅費規則改正概要 
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３．目的積立金の活用状況 

  国立大学法人が獲得した利益のうち，経営努力の認定を受けたものについては，目的積立金と

して整理し，中期計画で定められた使途の範囲内において国立大学法人が自由に使用すること

ができる。 

  本学では，目的積立金について，大学全体で一元管理し，教育研究の質の向上及び組織運営

の改善にあてることとし，学長のリーダーシップに基づき戦略的な執行を行っている。（資料2-③

-18） 

 

資料2-③-18 平成17～21年度に承認された目的積立金の執行状況 

（単位 千円）  

 大臣承認額 支出額 主な使途 残額 

平成17年度 196,831 78,072 ・岩見沢校校舎内部改修工事 118,759

平成18年度 261,509 192,931 ・岩見沢校校舎内部改修工事 

・岩見沢校多目的ホール及び岩見沢市教育

研究施設新営工事 

187,337

平成19年度 275,035 172,931 ・岩見沢校多目的ホール及び岩見沢市教育

研究施設新営工事 

・岩見沢校多目的ホール舞台音響設備工事 

・岩見沢校多目的ホール移動客席取設工事 

・岩見沢校多目的ホール舞台機構設備工事 

・岩見沢校多目的ホール舞台照明設備工事 

289,441

平成20年度 406,395 158,760 ・岩見沢校校舎内部改修工事 537,076

平成21年度 142,188 444,668 ・岩見沢校芸術棟等内部改修工事 

・旧教育実践総合センター棟改修工事 

・札幌校研究棟改修工事 

・札幌校芸術棟改修工事 

・附属小学校等教育実習生控室新営工事 

・学生寄宿舎改修工事 

・高速キャンパス情報ネットワークシステム 

234,596

 

 

４．施設マネジメントの状況 

   大学の施設は，創造性豊かな人材育成，教育・研究の推進等の活動拠点となる極めて重要な

基盤であり，常に良好な状態に保つため適切な施設管理・運営を行う必要がある。 

   しかしながら，運営費交付金が削減される厳しい財政状況の下，保有する施設の老朽化は進

行しており，教育・研究施設の劣化による機能水準の低下防止や学生・教職員の安全確保をいか

に効率的に実現するかが喫緊の課題となっている。 

このような状況から，良好な施設の維持のためには，適切な施設マネジメントを行う必要があり，

以下に本学の施設マネジメント状況を記述する。 

 

（１）施設マネジメント体制 

平成21年4月，施設の企画・計画，整備，管理を一体的に行うことで，施設マネジメントを全学

的視点から進めるために，学長が指名する理事，各キャンパスの副学長，教職大学院長等を構

成員とする「施設マネジメント委員会」を新たに設置した（資料2-③-19）。 

具体的には，施設基本計画，施設の整備計画，施設の管理・有効利用・並びに点検評価に関

する事項の検討を行うことで，質の管理（クオリティマネジメント），運用管理（スペースマネジメン
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ト），コスト管理（コストマネジメント）等の課題解決に結びつけるものである。 

 

資料2-③-19 北海道教育大学施設マネジメント委員会規則（抜粋） 

（組織） 

第２条 委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 学長が指名する理事又は副理事 

(2) 副学長 

(3) 教職大学院長 

(4) 附属図書館長 

(5) 学長が指名する者若干人 

(6) 各校において選出された教員各１人 

(7) センター運営会議において選出された者１人 

(8) 附属学校運営会議において選出された者１人 

(9) 事務局長 

（任期） 

第３条前条第５号，第６号，第７号及び第８号に規定する委員の任期は，２年とし， 

再任されることができる。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（審議事項等） 

第４条委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

(1) 施設の基本計画に関する事項 

(2) 施設の整備計画に関する事項 

(3) 施設の管理計画に関する事項 

(4) 施設の有効利用に関する事項 

(5) 施設の点検・評価に関する事項 

(6) その他委員会が必要とする事項 

 

（２）長期的な視点に立ったキャンパス計画等の策定と一貫性を持った施設の整備状況 

平成18年4月に，大学再編，耐震改修，バリアフリー，セキュリティー，老朽施設の改修・新築

等における長期的な施設整備方針「キャンパスマスタープラン2005」を構想し，第2次施設緊急整

備5カ年計画のスタートに合わせて策定した。 

平成22年度においては，「キャンパスマスタープラン2005」を見直し，本学の「第2期中期目標・

中期計画」や文部科学省の方針である「重点的な施設整備の方向性（案）」（資料2-③-20）等の

内容を踏まえ，各キャンパスの現状の課題やニーズ等を整理し，長期的なキャンパスの方向性を

示す「キャンパスマスタープラン2010」（資料2-③-21）を役員会の審議を経て，策定した。 

 

   資料2-③-20 重点的な施設整備の方向性(案) 

１．基本的考え方 

○ 国立大学法人等の施設は，創造性豊かな人材養成や独創的・先端的な学術研究，高度先進医療等の推

進のための基盤であり，次代を担う人づくりの礎。 

○ 我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化し，技術力を発揮していくためには，イノベーションの基盤とな

る教育研究環境の整備・充実が不可欠。 

○ 厳しい財政状況の中で国立大学法人等が求められる機能を発揮するため，対応を急ぐべき課題を明確化

し，重点的・計画的な整備を推進することが必要。 
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   資料2-③-21 キャンパスマスタープラン2010 

 

 

（３）施設の計画的な維持管理状況  

・平成21年度，施設の維持管理を計画的に進めるため，施設マネジメント委員会による施設維

持管理マニュアルを作成した。（資料2-③-22） 

・各施設設備とりわけ基幹設備については，使用年数，緊急度の状況から評価し対策の必要

性を認識するとともに，施設設備の長期使用化を図るべき方向としている。 

・施設・設備の維持管理を適切に行うため，修繕，整備を要する設備及び更新時期の把握に

努めた。 

 

資料2-③-22 施設維持管理マニュアル 

 

  
 

 

（４）新たな整備手法による整備 

①地方公共団体との連携による整備 

平成19年度，本学と岩見沢市の相互協力協定に基づき，合築施設となる「岩見沢市立教

育研究所」及び「岩見沢校多目的ホール」が完成し，それぞれが区分所有する中で，地域と
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の連携による芸術文化・スポーツの振興と高い専門性を備えた人材の育成を目指し，運営と

連携を開始した。 

 

②寄付金による施設整備 

旧函館師範学校の校舎を保存し，資料館として活用している函館キャンパス「北方教育資

料館」の改修費用として，同窓会から3,000万円の寄附があり，これを財源に内外部改修工事

を行った。 

本資料館は，平成12年に文化庁の登録有形文化財として登録されており，改修計画には，

同館を市民や学生にもっと開放する等の活用策を盛り込み，平成20年5月に行ったリニューア

ルオープンセレモニーに合わせて，案内パンフレットや収蔵品目録を発行した。 

 

③目的積立金による施設整備 

平成16年度から各年度において経営努力により剰余金を確保し，目的積立金として「教育

研究の質の向上及び組織運営の改善にあてる」こととし，全学的な観点から教育研究環境の

整備等に活用している。（資料2-③-18） 

平成21年度から，5キャンパス全ての学生寮（9寮）の一斉改修工事を実施し，内外装など

の他，冬季でも寒くないよう全ての居室にガス暖房を整備し，トイレやシャワーなどの供用設備

も新しくし，生活環境の改善を図った。 

 

（５）施設マネジメント経費の確保 

予算配分方法を見直し，施設（保有面積積算分）の修繕費等について，施設マネジメント経費

として事務局で一元管理することにより，経費の効率化及び業務の改善を図った。 

 

５．財務上の管理・運営体制状況 

（１）監査の実施状況 

国立大学の法人化に伴い，財務面については責任説明の遂行，そして社会的信頼性の確保

が必要となってきている。国立大学法人は自ら財務報告の信頼性を確保し，業務運営の有効性

と効率性を高め，かつ業務運営に関わる法規を遵守する内部監査体制を確立し，更に監事によ

る業務監査や会計監査人による監査を受けなければならないとされている。 

監査には大きく分けて外部監査と内部監査に分けられ，外部監査は大学から独立した第三

者の立場から行われる監査であり，内部監査は大学の内部組織に属する立場から行われる監

査である。 

以下に本学の監査体制を記述する。 

 

①会計検査院検査<外部監査>  

会計検査院による会計検査は，国等の会計経理を監督しその適正性を期し是正を図るこ

とと，国における収入・支出の決算の確認を目的に行うものであり，国立大学法人は，会計

検査院法第二十二条第五項（資料2-③-23）により会計検査院が必ず検査しなければなら

ないものの一つとして位置づけられている。 

本学では，平成22年1月12日～13日に実地検査を受検，土地建物の利用について，有

効活用を図る必要性がある旨の改善要求（資料2-③-24）を受け，現在，その対応を行って

いるところである。 

具体的には，札幌整備予定地については，国際交流会館，学生のパブリックスペース，

野外実習活動地として，岩見沢整備予定地については，学生の屋外展示スペース，市民と

の交流の場として整備する予定である。 
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釧路校職員宿舎については，平成21年度に内部改修を実施して，居住環境の向上を図

ったことにより平成22年2月末現在の入居率は70%となっている。 

函館合宿研修施設及び大雪山自然教育研究施設については，必ずしも既存設備が学

生のニーズにそぐわない面があることから，施設・設備の改修等を実施することにより稼働率

向上に努めるものとする。 

 

資料2-③-23 会計検査院法（抜粋） 

 第２節 検査の範囲  

第２２条  会計検査院の検査を必要とするものは，左の通りである。  

５  国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計 

 

資料2-③-24 会計検査院実地検査改善要求事項 

(1) 承継又は購入により取得した土地が取得時点以来，更地のままなっているもの 

（面積：㎡，平成20事業年度末帳簿価格：円）

番号 団地名等 土地の概要 面積 
平成20事業年

度末帳簿価格 

１ 札幌あいの里団地 整備予定地 26,258.00 683,075,612 

２ 岩見沢緑が丘団地 整備予定地 3,352.0 51,335,880 

計 ２団地  29,610.00 734,411,492 

 

 

(2) 職員宿舎のうち平成20年度の入居率が30％未満となっているもの 

（延べ面積及び面積：㎡，平成20事業年度末帳簿価格：円，入居率：％）

番号 団地名棟 建物の概要 

建物の概要 土地 

平成 

20年度

入居率

延べ 

面積 

平成20

事業年

度末帳

簿価格 

面積 

平成20事 

業年度末 

帳簿価格 

１ 釧路校鶴ヶ岱団地 11号宿舎 109.93 196,798 109.93 2,486,066 8.3

２ 釧路校鶴ヶ岱団地 13号宿舎 109.85 210,901 109.85 2,484,257 0.0

計 １団地  219.78 407,699 219.78 4,970,323 

 

 

(3) 宿泊施設等のうち平成20年度の施設稼働率が30％未満となっているもの 

（延べ面積及び面積：㎡，平成20事業年度末帳簿価格：円，入居率：％）
 

番号 団地名棟 建物の概要 

建物の概要 土地 平成 

20年度

施設稼

働率 

延べ 

面積 

平成20事

業年度末

帳簿価格

面積 

平成20事 

業年度末 

帳簿価格 

１ 函館五稜郭町団地 合宿研究施設 199.80 4,262,027 485.69 34,700,000 4.5

２ 旭川勇駒別団地 
大雪山自然教

育研究施設 
272.23 1,458,663 - - 9.2

計 ２団地 ２棟 472.03 5,720,690 485,69 34,700,000 

 

②会計監査人監査 <外部監査> 

新日本有限責任監査法人と監査契約を結び，事務局及び各キャンパスの監査を行って

いる。監査の結果については，「監査項目参照事項一覧」が提出され，是正すべき事項につ

いては直ちに改善している。 

 

③監事監査 <内部監査> 

監事監査規則（資料2-③-25）に基づき，役員会等学内会議への出席，財務諸表等重要
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文書の回付及び各キャンパスへ実際に赴きヒアリングによる実地監査を行っている。また，学

長直轄の組織として位置付けられている監査室が事務補助を行うとともに，監査室において

実施する内部監査の結果について監事への報告を行うなど，内部監査組織としての連携を

図っている。 

 

資料2-③-25 国立大学法人北海道教育大学監事監査規則（抜粋） 

（監査の目的） 

第２条 監査は，本学の業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに，会計経理の適正を期することを目的と

する。 

（監査の種類） 

第３条 監査の種類は，業務監査及び会計監査とする。 

（監査の対象） 

第４条 監査の対象は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 関係諸法令，業務方法書，諸規則等の実施状況 

(2) 中期計画及び年度計画の実施状況 

(3) 組織及び制度全般の運営状況 

(4) 予算の執行に関する事項 

(5) 資産の取得，管理及び処分に関する事項 

(6) 財務諸表，事業報告書及び決算報告書に関する事項 

(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項 

 

④監査室監査 <内部監査> 

監査室規則（資料2-③-26）及び内部監査実施に関する細則（資料2-③-27）に基づき，

関係書類のレビューや担当者へのインタビューにより行っている。内部監査の結果について

は，内部監査報告書の写しを被監査部局へ通知するとともに，改善すべき事項について

は，「改善提案に関する報告書」により改善実施内容等についての報告を求め，監査結果

のフォローアップに努めている。 

 

資料2-③-26 国立大学法人北海道教育大学監査室規則（抜粋） 

（目的） 

第２条 監査室は，本学における適正な内部監査を実施するとともに，各種監査に対する一元的な対応等を

行うことを目的とする。 

（業務） 

第３条 監査室は，前条の目的を達成するため，次の業務を行う。 

(1) 国立大学法人北海道教育大学会計内部監査規則（平成16年規則第68号）に基づく内部監査に関する

こと。 

(2) 監事が行う監査に関すること。 

(3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。 

(4) 他大学監査室等との連絡調整に関すること。 

(5) その他監査に関すること。 
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資料2-③-27 国立大学法人北海道教育大学内部監査実施に関する細則（抜粋） 

（内部監査の実施体制） 

第４条 内部監査は，学長の命により，監査室長が統括する。 

２ 内部監査は，監査室長の統括のもとに監査室員（以下「監査員」という。）が実施する。 

３ 監査室長が必要と認めたときは，学長の承認を得て，前項の監査員以外の本学職員を監査員又は監査

補助員に委嘱することができる。 

４ 学長が必要と認めたときは，監査室長は，本学職員以外の者（以下「監査支援員」という。）から内部監査

実施の支援を受けることができる。 

（内部監査の種類） 

第５条 内部監査の種類は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 業務監査本学における諸業務及び制度の運用状況が適正かつ妥当であるかを検証するとともに，有効

性，効率性及び合規性の観点から問題提起を行う監査 

(2) 会計監査本学における会計処理が適正であるかを検証するとともに，有効性，効率性及び合規性の観

点から問題提起を行う監査すること。 

 

⑤会計内部監査 <内部監査> 

会計内部監査規則（資料2-③-28）に基づき，財務課職員による会計内部監査を実施

し，内部監査の結果については，会計内部監査指摘事項等一覧を被監査部局へ通知す

るとともに，是正すべき事項について報告を求め，監査結果のフォローアップに努めてい

る。 

また，監査結果については監査室に報告し，監査室との連携を図っている。 

 

資料2-③-28 国立大学法人北海道教育大学会計内部監査規則(抜粋) 

（主任監査員及び監査員） 

第３条 学長は，監査を実施するため，財務部財務課（以下「財務課」という。）所属職員のうちから主任監査

員及び監査員（以下「監査員等」という｡）を命ずる。ただし，必要があると認めるときは，役員又は財務課所

属の職員以外の職員に監査員等を命ずることができる。 

（監査事項） 

第４条監査は，財務及び会計に関し，次に掲げる事項について実施するものとする。 

(1) 財務及び会計に関する法令等の適用に関する事項 

(2) 予算及び決算に関する事項 

(3) 収入及び支出に関する事項 

(4) 債権に関する事項 

(5) 資産に関する事項 

(6) 契約に関する事項 

(7) 旅費に関する事項 

(8) 寄附金に関する事項 

(9) 科学研究費補助金に関する事項 

(10) 帳簿及び関係書類に関する事項 

(11) その他学長が必要と認める事項 

２ 前項各号の監査実施基準は，別に定める。 

（監査の区分及び実施） 

第５条監査は，定期監査及び臨時監査とする。 

２ 前項の監査の実施は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 定期監査毎事業年度に１回 

(2) 臨時監査学長が必要と認めたとき。 
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分析結果とその根拠理由 

 

運営費交付金が毎年度減少している中，平成16年度から平成21年度において，毎年度，当期総

利益を計上しており，収支の状況において，支出超過となることなく，運営している。 

平成16年度から各年度において経営努力により剰余金を確保していることから，自己収入の増

や，経費の縮減等の取り組みを十分行い，厳しさを増す財政状況に十分対応しているといえる。 

個別の分析結果等については，次のとおりである。 

 

１．自己収入の増加に対する施策 

①志願者・入学者の確保 

学部については，一定の志願者数を保っているが，大学院においては，定員を満たしておら

ず，現在，大学院の定員確保に向けた取り組みを行っているところである。 

②資金運用 

国際交流基金の運用（国債の購入）については，安定した収入が見込まれるが，Ｊファンドによる

運用においては運用可能な資金である目的積立金の額や金利の影響により，安定した収入を得

るのは困難となってきている。 

 

２．経費の縮減に関する施策 

平成21年度における人件費は，平成17年度人件費予算相当額から約14.78％削減している。 

管理的経費の削減については，第１期中期計画において，「事務処理の簡素化・集中化を図り，

管理的経費について，中期目標期間中，毎事業年度，対前年度比１％の効率化を図る。」とし，こ

の目標を達成することができた。 

第2期中期計画期間では，中期計画において「管理的経費に関し不断の見直しを行い，経費の

削減を実現する。」こととし，毎年度，年度計画を策定し，削減に努めている。 

 

３．目的積立金の活用状況 

大学再編に係る環境整備に充当することができた。また，学生寮の改修では，寮生の生活環境

を改善することができた。 

 

４．施設マネジメントの状況 

厳しい財政状況の下，良好な施設の維持のため，平成21年度「施設マネジメント委員会」を設置

し，適切な施設マネジメントを実施している。 

 

５．財務上の管理・運営体制状況 

毎事業年度の財務諸表に，監事監査及び会計監査人監査の監査報告書を添付したものを文

部科学大臣に提出し，承認を得ている。 

また，会計内部監査については，被監査部局に対し，実施結果及び是正措置等を求める通知を

行い，改善措置等については具体的な報告を求めて，その後適切な対応策がとられたか等を確認

する等，適正な会計監査を実施している。 
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基準２に係わる分析結果等 

［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 

 

観点２－①において，本学では，第１期中期目標期間において，財政運営の基本方針である「中期財政指

針」を定め，財政の健全化を図り効率的業務運営を進めてきたところである。第２期中期目標期間においては，

第１期の経験を踏まえ，財政の健全化と年度計画策定の指針となる具体的な「中期財政計画」を策定し，中期

目標の達成と大学運営のさらなる改善を図ることとし，学長が定めたアクションプラン2009−2011や中期計画に

基づき，教育研究及び大学運営を戦略的に推進するため，各年度の予算編成の基本方針を策定している。 

観点２－②において，外部資金獲得推進のために「研究支援コーディネーター」を配置した。その主な業務

は，（１）各種研究助成に関わる情報，大学が組織的に取り組むべき研究の方向性に関する研究動向や政策

に関わる情報等の収集・分析並びに各種研究助成金獲得へ向けてのサポート，（２）学校，地域の課題解決

につながる各種研究プロジェクトの企画，（３）研究成果を発信するためのシンポジウム等の企画，研究広報活

動等である。このことにより，外部資金獲得状況は，教員養成系11大学と比較して，上位にあり，科学研究費

補助金については，年々申請数が増加しており，間接経費を加えた総額で1億5千万円以上を維持している。

また，大学が組織的に獲得した外部資金による研究成果等は，シンポジウムやフォーラムによって社会にその

成果を還元している。 

観点２－③において，本学における運営費交付金についても，平成16～21年度にわたり▲2.7 億円，率に

して▲4.2％減少している。（平成16年度から平成21年度において，毎年度，当期総利益を計上しており，収

支の状況において，支出超過とはなっていない。）このように，厳しさを増す財政状況に対応するため，中期目

標・中期計画，学長が定めたアクションプラン2009-2011，北海道教育大学中期財政計画等に基づき，以下の

取り組みを行っている。 

１ 自己収入の増加に対する施策 

・志願者・入学者の確保 

・資金運用 

２ 経費の縮減に関する施策 

・人件費・管理的経費の削減 

３ 目的積立金の活用状況 

・大学再編に係る環境整備 

４ 施設マネジメントの状況 

・平成21年度「施設マネジメント委員会」の設置による，施設マネジメントの実施 

５ 財務上の管理・運営体制状況 

   ・監事監査，会計監査人監査，会計内部監査等の実施 

 

【観点２－①】 

［優れている点］  

○ 大学として組織的に研究を推進する体制整備として，研究支援コーディネーター配置への予算処置を

図った点。 

○ 学生への支援として，大学独自の授業料免除枠を設け，その予算措置を図った点。 

 
［改善を要する点］ 

○ 決算期毎に当該年度決算の状況をまとめた「財務レポート」を作成している。財務レポートでは，キャッ
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シュ・フロー計算書により業務活動，投資活動，財務活動の各活動別キャッシュの動き（＋，－）を把握し，

本学の経営状況を判断している。また，人件費や政策経費について，中期目標・中期計画期間中の各年

度の決算状況を比較するなどし，予算配分の参考として財務レポートを活用している。なお，今後も大学

運営における財務レポートのなお一層の活用に資するため分析方法の検討を進めることが必要である。 

   なお，課題としては，大学独自の授業料免除枠を設け実施しているが，厳しさを増す財政状況の中，

継続的な支援を行うためには財源確保に向けた取り組みを行う必要がある。（観点２-③を参照。） 

 

【観点２－②】 

［優れている点］      

○ 研究支援コーディネーターの取り組みが科学研究費補助金への申請増加につながったと考えられる点。 

○ 教員養成課程における喫緊のテーマを扱ったプロジェクトにおいて，道外からの参加者を含めて約230

名の聴衆を集め，満足度の高いフォーラムを開催して成果を還元できた点。 

 

［改善を要する点］ 

○ 今後，外部資金獲得の一層の増加を図るためには，学術研究推進室を中心に，獲得へ向けた戦略的

なプランに基づく具体的な取組を実施していくことが必要である。 

 

【観点２－③】 

［優れている点］      

○ 財務事務改善による業務の集約化を実施し，業務の効率化を図った点。 

○ 法人化のメリットを活かし，北海道地区11機関（７国立大学法人及び4高専）での共同調達及び資金運

用の共同化，教員免許状更新講習における北海道内での６国立大学法人による共同事務処理の実施

により，事務の効率化及び経費の削減を図っている点。 

○ 平成20年度より複写機の契約の見直しを行い，競争原理を導入するとともに，経費の削減を図った点。 

○ テレビ会議の推進を図り，経費の削減を図った点。 

○ 施設の企画・計画，整備，管理を一体的に行うことで，施設マネジメントを全学的視点から進めるために，

「施設マネジメント委員会」を新たに設置した点。 

 

［改善を要する点］ 

○ 大学院においては，定員を満たしておらず，大学院の定員確保に向けた取り組みを行う必要がある点。 

○ 職員宿舎及び宿泊施設の入居率・稼働率が30％未満のものがあり，資産の有効活用を図る必要がある

点。 
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