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持続可能な社会をつくる

社会へ、世界へ。
「教育マインド」を地域で育み、

北海道教育大学の姿

北海道教育大学は北海道各地域に５つのキャンパスを

有し、北海道全域での教育ニーズに応え、教員の養成

と教育マインドを持って地域創生の核となる人材の育

成に取り組んでいます。

旭
川
校

教員養成課程
＜８専攻＞

教育発達専攻、国語教育専攻、英語教育専攻、社会科教育専攻、数学教育専攻、
理科教育専攻、生活・技術教育専攻、芸術・保健体育教育専攻

＜特徴＞
○主に中・高校の教員となるための専門性を磨く学び
○１年から始まるゼミ活動で学年を超えて学びを深め

合う

札
幌
校

教員養成 課程
＜７専攻＞

学校教育専攻、特別支援教育専攻、言 語・社会教育専攻、理数教育専攻、
生活創造教育専攻、芸術体育 教育専攻、養護教育専攻

＜特徴＞
○附属小・中学校がキャンパ ス内にあることを活かし

た理論と実践の往還型カリキュラム
○特別支援教育と養護教育のキーキャンパス

釧
路
校

教員養成課程
＜１専攻＞

地域学校教育実践専攻

＜特徴＞
○「へき地・小規模校教育」に焦点をあてた実習・実践

活動重視の教育
○学校現場が学びの場となる「教育フィールド研究」

岩
見
沢
校

芸術・スポーツ文化学科
＜４専攻＞

芸術・スポーツビジネス専攻、音楽文化専攻、
美術文化専攻、スポーツ文化専攻

＜特徴＞
○専門的知識と技術で文化の発展と豊かな暮らしに

貢献
○芸術、スポーツの持つ発想力で社会課題解決と価値

創造に取り組む

函
館
校

国際地域学科
＜２専攻＞

地域協働専攻、地域教育専攻

＜特徴＞
○地域課題の解決に取り組む40以上の地域プロジェ

クトを実施
○長期、短期の留学や海外体験型授業などで国際的

な視野を養う

人が人を 育てる
教 育 マ インドの 醸 成

持続可能で多様性と
包摂性のある社会の実現
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学長挨拶

ステークホルダーの皆様へ

本学の活動と運営を支えてくださるステークホルダーの皆

様に本学の事業内容をより深くご理解いただくために、これ

まで公表してきた財務レポートに教育・研究・社会貢献等の

非財務情報を追加した「統合報告書」を令和2年度に初めて

発行いたしました。

本報告書により、社会への説明責任を果たすとともに、ス

テークホルダーの皆様と本学の目指すべき未来について共有

し、本学の価値創造の営みの不断の改善につなげていきたい

と考えております。

本統合報告書の作成にあたっては、国際統合報告評議会

(IIRC)が開示しているフレームワークや民間企業、他大学の

作成事例を参考としており、今後も内容の拡充、追加等を行

いながら、更に充実した統合報告書を目指してまいりますの

で、皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしております。

この報告書が、本学の現状と取り組みに対するご理解の⼀助

となることを願っております。
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自ら定めた「ミッションとビジョン」に基づき、「地域になく

てはならない大学」としてその存在意義を高めるための努力を重

ねています。

【教員養成課程（札幌校・旭川校・釧路校）】

令和3年1月の中央教育審議会答申（※1）の内容を踏まえつつ、

今、「省察（reflection）」の充実を図って、理論と実践の往還

を実質化させるカリキュラムの構築に取り組んでいます。その

究極的な目的は、学生に真の実践力を身につけさせることにあ

ります。 そのために、初年次から教育現場での体験活動を取り

入れ、省察によって様々な問題に気づく目を養うとともに、学

校現場に生ずる課題の本質を考えさせます。このとき、本学で

開発した「実践力向上CBT」を使うことも想定しています。こ

れら省察とCBTの効果的使用を通して、学生自身に過去の事例

を学んだり、専門的知識と理論を学んだりする必要性を自覚さ

せたいと考えています。それによって、学生が教師を目指して

主体的・能動的に学ぶことを後押ししながら、教師としての自

信を育てていこうと考えています。これを「実践型教員養成へ

の質的転換」と位置づけました。

【国際地域学科（函館校）、芸術・スポーツ文化学科（岩見沢校）】

人口減、高齢化、生産人口減など、地域は様々な課題を抱えて

います。本学の学科では、それぞれが特色ある人的資源を抱えて

おり、これらの課題を踏まえながら、地域創生を牽引する人材を

養成しています。

国際地域学科の学生は、地域学をベースに国内外での実践的な

学びを通して国際感覚と外国語によるコミュニケーション力を身

につけ、地域の良さを発見する力、地域活性化のための企画・構

成力と実行力、そして、教育マインドにより人を啓発する力を獲

得して地域創生に力を発揮する人材として成長します。

芸術・スポーツ文化学科の学生は、音楽・美術・スポーツの技

量を磨き、それらが人を癒やし、元気づけ、⼀体感や絆を生み出

すなどの力を秘めていることを学びます。その文化的な力を社会

で応用するためのビジネスのノウハウも身につけ、地域で「生き

甲斐づくり・まちづくり・健康づくり」を牽引して地域を活性化

する力を身につけます。

【へき地・小規模校教育】

「Society 5.0時代（※2）」「予測困難な時代」を背景に、中

央教育審議会が子どもたちに育むべき資質・能力について答申を

出しました（※1）。その中で、授業観・学習観の転換を含む新

たな取り組みにより、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個

別最適な学び」と「協働的な学び」を⼀体的に充実させて、「主

体的・対話的で深い学び」を実現することが求められています。

このことは、必然的に教員養成教育の質的転換も求められるとい

うことを意味します。「実践型教員養成への質的転換」に取り組

んでいることは既に述べたとおりです。これに加えて、本学には

他大学にはないユニークな「へき地・小規模校教育研究セン

ター」があり、その研究成果をこの度の中教審答申で求められて

いる教育に応用できるのではないかと考えています。

へき地・小規模校では、子ども⼀人⼀人に向き合いながらの個

に応じた学び、異学年を跨いだ協働的な学びなどに既に取り組ん

できており、その意味では中央教育審議会の答申で求められてい

る教育の方向に沿った実践を積み上げてきていたことになります。

その成果を踏まえながら、市街地の学校への応用を考え、そして

また、新たな「省察（reflection）」を重視するカリキュラムに

より、今社会から求められている課題に向き合うとともに日本の

教員養成を先導できるよう努めたいと考えています。

【臨床的な研究】

本学のミッションでは「教育現場が直面する様々な課題を解決

北海道教育大学 学長

実践型教員養成への質的転換と
地域創生を牽引する人材の養成

地域に根差した教員養成と
地域活性化人材育成の拠点として

するため、基礎研究で得られた理論や知見を学校現場における実

践につなげるなど、臨床的研究を先導」することを宣言していま

す。中央教育審議会答申で求められている教育改革を進め、「教

育」を取り巻く様々な課題に向き合って、教育委員会とも連携し

ながらその解決のために力を尽くしていきたいと考えています。

国際地域学科、芸術・スポーツ文化学科という二つの学科

が進める地域研究や芸術やスポーツの文化力に関する研究は、

人の成長や地域社会の在り方を考える素材を提供してくれま

す。それぞれの学科の成果を学校教育や教員養成教育に役立

てるための取組にも積極的に取り組んでいきます。

【SDGs（※3）の実現】

現在、全世界でSDGsの実現により持続可能な社会を目指して

います。 本学の教員養成課程は、教師という、これからの「持

続可能な社会の創り手」を育てる人材を養成するという観点から

極めて重要な役割を担っています。だからこそ、子どもの成長を

支えるという大事な役割を担うべき教師を志す者が、全国的に減

少傾向にあるという課題を見過ごすことはできません。人の成長

に寄与する高度な専門職である教師の仕事は尊く、また、遣り甲

斐もあります。私たちはそのことを高校生にもっと伝え、将来を

担う教師の養成に繋げて、「質の高い教育をみんなに」（SDGs

の目標４）に貢献していきたいと考えています。

さらに二つの学科も、「住み続けられるまちづくりを（目標

11）」「すべての人に健康と福祉を（目標３）」といった目標と

密接に関わる教育・研究を行っています。今後も世の中の動き

を捉えながら、教育・研究と地域貢献に邁進してまいります。

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、この2・3年で社会

は大きく変容しました。オンラインによる非対面での授業や会

議が主流となり、人とのコミュニケーションの在り方が大きく

変わりました。 今後このことがどのような影響をもたらすこと

になるのか、多少気になるところです。

大学としては、感染拡大を抑えることを第⼀に、オンライン

授業の内容・方法の改善を続けながら、学内の感染対策の強化

などにも教職員が⼀丸となって取り組んできました。

そんな中で私たちを支えてくださったのは地域の方々でした。

新型コロナウイルス感染症が勢いを増し、学生の生活困窮の

ニュースが伝えられていた頃、各キャンパスの近隣住民の皆さ

んから、学生を心配する温かい言葉とともにたくさんの支援物

資や寄付が届けられました。私たちの大学に在籍する学生が、

地域に受け入れられ、応援され、愛されていることを改めて知

り、深い感謝の思いが湧き上がってきました。北海道各地に存

在する５つのキャンパスを拠点に、これからも地域とともにあ

る大学として地域との連携と絆をより強固にしながら、教師と

地域創生を牽引する人材の育成に取り組んでまいります。

本学では「Students-first（学生第⼀）」を合い言葉に、常

に学生を中心に据えて教育と学生支援に取り組んでおり、

「ここで学んで良かった」と言ってもらえる大学を実現でき

るよう、今後も教職員⼀同努力を重ねて参ります。また、財

務諸表等の指標を基に将来を見据えた大学経営を心がけ、よ

り効率的な運営を行って参りますので、皆様のご理解とご協

力をどうぞよろしくお願いいたします。

「教育」を取り巻く課題に真摯に向き合い
社会からの期待に応える

「Students-first（学生第一）」の大学経営

変容する時代の中で地域との絆をより強固に

※1「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引
き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）、令和３年１月26日、
中央教育審議会

※2 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合さ
せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社
会（Society）

※3 持続可能な開発目標SDGs（Sustainable Development Goals） 2015年9
月の国連サミットにおいて全加盟国の⼀致で採択された国際目標



05 06

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い

「
教
育
マ
イ
ン
ド
」を
育
み

地
域
と
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て

進
化
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続
け
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教
育
の
姿北海道教育大学の前身である北海道学芸大学は1949年（昭和

24年）の国立学校設置法により、4つの師範学校を前身とし

て札幌、旭川、釧路、函館、岩見沢にキャンパスを有する教

員養成大学として設置され、1966年（昭和41年）に「北海道

教育大学」と改称し、2004年（平成16年）に国立大学法人北

海道教育大学となりました。2006年（平成18年）に教員養成

機能の充実を図るため教員養成課程を札幌校・旭川校・釧路

校の３校に集約、函館校、岩見沢校に新課程を設置し、さら

に2014年（平成26年）に人材養成機能を強化するため函館

校・岩見沢校の課程を国際地域学科、芸術・スポーツ文化学

科にそれぞれ再編し、現在の体制となりました。また、大学

院は1992年（平成４年）に教育学研究科修士課程、2008年

（平成20年）に教職大学院を設置し、教員養成機能のさらな

る機能強化を図っています。

本学はこれからも多様化する社会の教育ニーズに対応する大学

として、教育マインドを持った人材の育成を進めていきます。

北海道教育大学は、明治時代に各地に設立された

師範教育の場がその原点です。 いつの時代も「教

育」は地域と社会の発展の礎であり、人が人を育

て、人から人へ教育マインドが受け継がれていき

ます。 常に地域や社会のニーズと課題に向き合い、

その時代にふさわしい教育のあり方へと進化を続

けてまいりました。

北海道教育大学の歩み

◀北海道第⼀師範学校（札幌）

札幌キャンパス

◀北海道第三師範学校（旭川）

旭川キャンパス

◀釧路分校

釧路キャンパス

◀北海道第二師範学校（函館）

函館キャンパス

◀北海道青年師範学校（岩見沢）

岩見沢キャンパス

1949年 5月31日 北海道学芸大学 設置（国立学校設置法〔1949年５
月31日法律第150号〕の公布により北海道第⼀師範
学校・北海道第二師範学校・北海道第三師範学校及
び北海道青年師範学校を包括、学芸学部（４年課
程・２年課程）を置く国立大学として発足。学芸学
部に札幌分校・函館分校・旭川分校・釧路分校・札
幌分校岩見沢分教場を設置）

1951年 4月 1日 附属札幌小学校、附属函館小学校、附属旭川小学
校、附属札幌中学校、附属函館中学校、附属旭川
中学校 設置

1954年 4月 1日 札幌分校岩見沢分教場は岩見沢分校となる

1965年 4月 1日 附属札幌小学校に特殊学級（ふじのめ学級） 設置

1966年 4月 1日 北海道学芸大学学芸学部を北海道教育大学教育学
部と改称

1967年 4月 1日 附属札幌中学校に特殊学級（ふじのめ学級） 設置

1968年 4月 1日 附属釧路小学校 設置

1969年 4月 1日 附属釧路中学校 設置

1974年 4月 1日 附属旭川幼稚園 設置

1970年 4月 1日 附属幼稚園 設置
（1974年4月1日 附属函館幼稚園と改称）

1976年 4月 1日 養護教諭特別別科（函館分校）、養護教諭養成課程
（旭川分校）、附属養護学校 設置

1979年 4月 1日 養護教諭養成課程（札幌分校）設置

1987年 4月 1日 札幌分校 新校舎（札幌市北区あいの里５条３丁目）
へ移転

1989年 4月 1日 芸術文化課程（札幌分校）設置

5月29日 保健管理センター 設置

1992年 4月 1日 特殊教育特別専攻科情緒障害教育専攻（旭川分
校）、大学院教育学研究科学校教育専攻（修士課
程）、教科教育専攻（修士課程）設置

1993年 4月 1日 冬季スポーツ教育研究センター（札幌）設置
分校名を札幌校、函館校、旭川校、釧路校、岩見沢校
と改称
特殊教育特別専攻科重複障害教育専攻（札幌校）
設置

1994年 4月 1日 情報処理センター（函館）設置

1996年 4月 1日 国際理解教育課程（札幌校）、生涯教育課程（旭川
校）設置

1998年 4月 1日 大学院教育学研究科養護教育専攻（修士課程）設置 2021年 4月 1日 IRセンター 設置
附属釧路義務教育学校 設置（附属釧路小学校と附
属釧路中学校を改組）

2020年10月 1日 未来の学び協創研究センター 設置

2015年 3月24日 アーツ＆スポーツ文化複合施設「HUG」開設

4月 1日 全学教育研究支援機関（国際交流・協力センター、
へき地・小規模校教育研究センター、キャリアセ
ンター、大雪山自然教育研究施設） 設置

2018年 3月31日 センター及び研究施設（国際交流・協力センター、学
校・地域教育研究支援センター、大学教育開発セン
ター、キャリアセンター、大雪山自然教育研究施
設）廃止

2014年 4月 1日 国際地域学科（函館校）、芸術・スポーツ文化学科
（岩見沢校）設置

2013年 5月23日 教員養成開発連携センター 設置

2011年 4月 1日 札幌駅前サテライト「hue pocket」開設

2009年 4月 1日 冬季スポーツ教育研究センター 廃止

2008年 3月31日 特別支援教育特別専攻科 廃止
大学院教育学研究科高度教職実践専攻（専門職学位
課程）設置
教育実践総合センター、生涯学習教育研究セン
ター、へき地教育・研究センターを再編し、学校・地
域教育研究支援センターを設置、大学教育開発セ
ンター 設置、情報処理センター 廃止

4月 1日

2007年 4月 1日 特殊教育特別専攻科を特別支援教育特別専攻科、
附属養護学校を附属特別支援学校、附属札幌小学
校特殊学級（ふじのめ学級）を附属札幌特別支援学
級（ふじのめ学級）と改称

2006年 4月 1日 教員養成課程（札幌校・旭川校・釧路校）、人間地域
科学課程（函館校)、芸術課程（岩見沢校）、スポー
ツ教育課程（岩見沢校）設置
キャリアセンター 設置

2005年 4月 1日 国際交流・協力センター 設置

2004年 4月 1日 国立大学法人 北海道教育大学 設置

2000年 4月 1日 生涯学習教育研究センター（旭川）設置

2002年 4月 1日 大学院教育学研究科学校臨床心理専攻〈独立専攻〉
（修士課程）設置

1999年 4月 1日 学校教育教員養成課程（札幌校・函館校・旭川校・釧
路校・岩見沢校）、生涯教育課程（函館校・釧路校・岩
見沢校）、芸術文化課程（函館校・旭川校）、国際理解
教育課程（函館校・釧路校）、地域環境教育課程（札
幌校・旭川校・釧路校）、情報社会教育課程（函館校）
設置



北海道教育大学のミッションとビジョン

北海道教育大学は、北海道における教員養成の拠点として、「実践的指導力を有する教員養成」と「地域活性化に寄与する人材養

成」に取り組み、北海道全域の人間と地域の成長・発展を促す大学として歩んでまいりました。

第４期中期目標期間を迎えるにあたり、これからの予測困難な時代を見据え、本学は自らの強み・特色・使命を原点から見つめな

おし、このたび、本学の果たすべき役割を「北海道教育大学のミッション」として、ミッションを踏まえて描く中長期的な方向性を

「北海道教育大学のビジョン」として、それぞれ整理いたしました。

ミッションには、教育（人材養成）、研究、現職教員支援

という項目を掲げて、本学が国立大学として果たすべき役割

を明示しました。 例えば教育のミッションとして「教員の養

成」及び「教育マインドを持って地域創生の核となる地域人

材の育成」を通じて、「持続可能で多様性と包摂性のある社

会の実現に寄与する」ことを宣言しています。

ビジョンには、教育、研究、地域・社会貢献、大学経営の

それぞれにおいて、中期的なビジョンを着実に実現するため

の「戦略」と、それに基づく具体的な行動計画となる「取

組」を掲げました。

このミッション・ビジョンを踏まえ、第４期中期目標におけ

る基本的な目標として、前文に「教員養成大学としての専門性

の強化」「実践型教員養成への質的転換」「地方創生を牽引す

る人材の養成」「学科の専門的基礎研究成果の教員養成教育へ

の活用」「経営基盤の強化」を掲げました。 そして、６年間で

達成すべき13の目標として、例えば「Ⅰ．教育研究の質の向上

に関する事項」では、「地域の学校教育・社会教育の振興や文

化の発展を牽引し、教育課題解決と地方創生に寄与する」「地

域の教育界で中核となって活躍できる教員を養成する」「（研

究の成果を）学校現場等へ還元し、地域の教育力向上につなげ

る」等、ミッションを意識した目標を掲げています。

これらを達成するための具体的な方策を中期計画として定

め、ミッションの達成に向け取り組むこととしたところです。

北海道教育大学は、これからも求められる人材養成に相応し

い教育・研究を行い、北海道の教育力の向上と発展に貢献する

ことで、地域の皆様の期待に応えていきます。

07 08

＜ミッション（使命）とビジョン（方向性）＞
北海道教育大学が、「自らの強み・特色を生かして果たす役
割・機能」と、「中長期的な方向性や目指す姿」を、それぞれ
「ミッション」・「ビジョン」として定めています。

［ミッション・ビジョンの審議等経過］
2022（令和４）年３月 2021（令和３）年度第22回役員会承認
2022（令和４）年４月 本学ホームページで公表

▲北海道教育大学の「中期目標・中期計画」と「ミッション・ビジョン・
戦略・取組」の関係性イメージ

北海道教育大学の
ミッション

北海道教育大学は、北海道における地域人材育

成を担う拠点大学の⼀つとして、予測困難な時

代に対応し主体的に学び続ける教員の養成を

中心に据えて、地域社会の更なる発展に貢献す

るため、次に掲げる使命を遂行します。

教 育（人材養成）

教員の養成及び教育マインドを持って地域創生の核と
なる地域人材の育成を通して、持続可能で多様性と包
摂性のある社会の実現に寄与します。

教育においては「創造し行動する教養」を身に付けさ
せるとともに「豊かな人間性と主体性」を育みます。
なかでも、教員の養成においては、教育的愛情と使命
感を持って学び続ける姿勢を持ち、学校という臨床の
場における基本的な研究力に裏打ちされた実践力のあ
る教員を輩出して、北海道の教育に貢献します。

研 究

教育現場が直面する様々な課題を解決するため、基礎
研究で得られた理論や知見を学校現場における実践に
つなげるなど、臨床的研究を先導します。

教員養成機能の高度化に向け、教員養成上の問題に関
する研究に取り組み、学術的な成果を生み出します。

学科においては、地域の発展に寄与するため、学科を構
成する諸学問の基礎研究に基づく優れた実践例や最新
の知見を地域に還元するなど、社会が抱える多様な課
題の解決に向けた研究に取り組みます。

現 職 教 員 支 援

社会変化に伴う新たな教育課題やキャリアステー
ジに応じた諸課題を解決するため、教育委員会等と
連携した現職教員の教育・研修機能の高度化を進
め、“学び続ける教員”を支援します。



北海道教育大学の
ビジョン
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ビジョン、戦略、取組に含まれるキーワードの頻出回数を集計し、ヒートマップ（数値の大小を色の濃淡で視覚化したもの）を
作成しています。縦軸は「４つの戦略（教育、研究、地域・社会貢献、大学経営）」を、横軸は「各戦略と関係性のあるキーワード」を
示しており、色の濃淡によるヒートマップによって、各戦略の特徴や、戦略間の関係性を視覚的に表しています。

※下図は概要版であり、ホームページでは詳細版を公開中です。 https://www.hokkyodai.ac.jp/intro/vision.html

見える化の取組：キーワード・ヒートマップ

北海道教育大学が、ミッションに基づき描く「令

和４年度（2022年度）から中長期（10年程度）」

の期間における中長期的な方向性や目指す姿を

「ビジョン」として定めています。ビジョンには、

中期目標・中期計画には含まれない「北海道教

育大学独自の戦略・取組」を含んでいます。

持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、実践的指導力をもった教員と地域創生の核となる実践力をもった地域人材
を育成することにより、北海道の教育力の向上と発展に貢献します。

地域の未来を拓く教員及び地域人材の育成教
育
の
ビ
ジ
ョ
ン

実践型教員養成の実現に向けた教育改革
学生の主体的な学びと実践的指導力を育む教育課程の改善取組１.戦

略
１

戦
略
２

戦
略
３

戦
略
４

へき地・小規模校教育の核となる「へき地教育プログラム」の展開と令和の日本型学校教育への活用取組２.
社会の変化に伴う新たなニーズや学校現場に生ずる諸課題に対応した授業科目の開発取組３.
海外における教育体験を通じて、教育に関わるグローバルな視点と使命感を醸成するためのプログラムの開発取組４.

地域創生の核となる人材育成の推進
高い教育マインドや文化的素養を持った人材を育成する教育プログラムの展開取組１.
地域の諸問題解決に取り組む人材を育成する地域実践系科目の充実取組２.

学部と教職大学院を接続する教員養成高度化プログラムの開発
進学希望者を対象とした教職高度化プログラムの開発取組１.
内部進学者のための特別入試の開発･実施取組２.

エンロールメント・マネジメント（EM）に基づく学生支援体制の構築
入試改革（入学者選抜方法の検証及び見直し等）取組１.
教職意欲の向上と教職キャリア形成に向けた学生支援体制の再構築取組２.
教育支援総合システム等各種データの分析に基づいた学生支援の充実取組３.

国際的な広い視野を持ち、持続可能で多様性と包摂性のある社会を支える人材育成プログラムの推進
グローバル人材育成プログラムの展開取組１.
派遣・受入留学プログラムの充実及び国際共修プログラムの展開取組２.

戦
略
５

地域とともにある大学として、地域社会における教育的課題と教員養成上の問題に関する研究を基軸に、地域社会の発展に寄与
する研究を推進し、その成果を発信します。

教員養成大学の強みを活かし、教員養成機能の高度化と地域の発展に貢献できる研究の展開研
究
の
ビ
ジ
ョ
ン

戦
略
１

戦
略
２

戦
略
３

戦
略
４

北海道における教育課題の解決に資する臨床的研究の推進
児童・生徒の学力や体力等に係る課題解決のために行う臨床的研究の推進取組１.
教員養成における「へき地・小規模校教育カリキュラム」の研究開発取組２.

社会の変化に伴う教育課題の解決に資する臨床的研究の推進
学校と地域を支えるICT教育・ICT活用に関する研究の推進取組１.
新しい教育課題の解決や教育政策の実現のために行う臨床的研究の推進取組２.

教員養成研究の専門性強化と高度化
新しい教育方法や教育政策等に資する「教員養成教育を構成する学問領域」における実証研究の強化取組１.
臨床的研究によって得られた知見や手法に基づき、既存の教育学等の理論や研究手法を発展させるために行う研究の推進取組２.

地域社会との共創を進め、その成果を発信・活用し地域創生や地域社会の発展に資する研究を推進
地域協働型教員養成教育やコミュニティ・スクール等のへき地教育を支える研究の推進取組１.
地域文化の再発見や地域創生につながる研究の推進取組２.

“学び続ける教員”に対する支援や社会貢献プロジェクトの推進、へき地・小規模校教育プログラムの全国及び海外への普及、さ
らには発展途上国に対する教育支援等を行うことにより、国内外における地域の活性化に貢献します。

地域・社会と連携して地域活性化につながる教育支援等の推進地
域
・
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン

戦
略
１

戦
略
２

戦
略
３

戦
略
４

戦
略
５

北海道教育委員会・札幌市教育委員会との更なる連携強化による施策の推進
教員の養成・採用・研修の⼀体的改革の推進取組１.

「教員育成指標」に基づく研修プログラムの開発・充実取組２.

学科の教育・研究成果を地域社会に還元する新たな社会貢献プロジェクトの展開
地域の子どもたちの学びや学校教育を支えるプロジェクトの充実取組１.
地域文化の振興に資する社会貢献活動の推進取組２.

全国の過疎化・少子化・小規模校化に対応した活力ある教育施策への協力
へき地・小規模校教育の研究成果の普及とFDの全国展開取組１.
へき地におけるICT、遠隔教育の普及による地域教育支援取組２.

日本型教育の海外展開を含む国際貢献
JICA等と連携した海外協力プログラムの推進取組１.

附属学校園の機能強化による地域の公立学校への支援の推進
授業力向上セミナー等の充実取組１.
先進的な小中⼀貫教育課程・経営手法等の開発・普及、教育実践開発のための研究の推進取組２.

自らのミッションを遂行するため、キャンパスの強み・特色を最大化する運営体制を構築し、本学が定めた経営力強化方策を推
進するとともに、ステークホルダーとの連携強化や学内外の資源を有効に活用することにより、自律的な経営と持続可能な財政
基盤を確立します。

本学の特色を最大限発揮するための経営革新大
学
経
営

の
ビ
ジ
ョ
ン

（
経
営
革
新
）

戦
略
１

戦
略
２

戦
略
３

全学の⼀体的な運営と５キャンパスの強み・特色の最大化を両立した運営体制の構築
全学が⼀体となって機動的・効果的に課題解決に取り組む組織運営方法の確立取組１.
キャンパスによる運営体制及び連携・協力体制の強化取組２.

自律的な経営を可能とするための戦略的な人材育成と持続的な財政基盤の確立
自律的な経営に必要な能力を備える人材を計画的に育成するための方針の策定並びに法人経営に関する研修体系の構築及び実施取組１.
ニューノーマル時代を見据えたワークスタイルの構築取組２.
経営力強化方策に基づく経営基盤強化等の推進取組３.

SDGsの積極的推進と公表
SDGsにつながる教育・研究・社会貢献等の取組の発信取組１.



価値創造プロセス

北海道における教員養成の拠点として、高い倫理観と実践的指導力を備えた教員の養成を行うとともに、国
際的な視野を持ち、地域の課題解決と活性化を担う人材の育成、また、芸術・スポーツ文化を多角的に追求し、
地域の活性化と文化振興に貢献できる人材を育成します。

インプット ビジョン・アクション アウトプット アウトカム

社会的ニーズ・外部環境

人間と地域の
成長・発展を促す大学

地域の未来を拓く
教員及び地域人材の育成

教員養成大学の強みを活かし
教員養成機能の高度化と

地域の発展に貢献できる研究の展開

地域・社会と連携して
地域活性化につながる

教育支援等の推進

本学の特色を最大限
発揮するための経営革新
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エンロールメント・マネジメント（EM）に基づく学生
支援体制の構築

実践型教員養成の実現に向けた教育改革

教育

教育の質の向上に関する科目・プログラム等の開
発・機能強化

ステークホルダーによる評価システムの構築及び
検証結果による改善

教育

教職大学院における臨床的研究をベースとした実
践的な新しい教育方法の開発・導入

研究

社会の変化に伴う教育課題の解決に資する臨床的
研究の推進

北海道における教育課題の解決に資する臨床的研
究の推進

研究

臨床的研究チームの組織
研究成果の社会への還元

地域・社会貢献

学科の教育・研究成果を地域社会に還元する新た
な社会貢献プロジェクトの展開

北海道教育委員会・札幌市教育委員会との更なる
連携強化による施策の推進

附属学校園の機能強化による地域の公立学校への
支援の推進

社会協創

附属学校と大学の連携による実習・研修に係る新た
な教育モデル及び各教育プログラムの開発

教育委員会との連携強化
地域社会と連携・協働した地域支援活動の展開

大学経営

自立的な経営を可能とするための戦略的な人材育
成と持続的な財政基盤の確立

業務運営・財務内容

アドバイザリーボードの仕組み構築
寄附金や民間資金等を活用した施設整備
経営力強化方策に基づく自己収入増加

財務資本／製造資本

経常収益
運営費交付金収益
学生納付金収益
寄附金収益
施設費収益
その他収益

10,533百万円
6,652百万円
2,941百万円

76百万円
40百万円

816百万円

建物延面積
事務局
５キャンパス

205,346㎡
12,000㎡

193,346㎡

知的資本

学部
（教員養成課程、国際地域学科、芸術・スポーツ

文化学科）
教育学研究科（修士課程、専門職学位課程）
附属学校（10校）
図書館蔵書数（1,161,887冊）

人的資本

役員・教員数
学生数
事務職員数
附属学校教員数

364人
5,165人

236人
182人

社会・関係資本

国際交流協定
協定・覚書締結数

14か国・地域37大学
62件

自然資本

総エネルギー使用量
水資源使用量

160,676GJ
184千㎥

※2021年度及び2022年5月1日現在の情報に基づいています。



ガバナンス体制

大学戦略本部の機能強化

「大学戦略本部」は2017年に、「教育研究組織」として大学全体を俯
瞰し、大学戦略を企画・立案するための組織として設置していましたが、
第４期中期目標期間（2022年度～2027年度）に向け、2021年度に「法人
運営組織」へ位置付けを見直し、法人運営に軸足を置いて戦略を企画・
立案する、大学経営・戦略に即した組織へと機能強化を図りました。新
たな体制の下、第４期中期目標期間に向けた本学のミッション・ビジョ
ンの検討を行う等、大学経営及び大学改革の推進に向けて取り組んでい
ます。

また、大学戦略本部の下に学内情報を集約・分析するために設置した
「IR室」は、大学戦略本部の機能強化に伴い、2021年度に全学教育研究
支援機関として「IRセンター」に改組し、教学マネジメント及びエンロー
ルメント・マネジメントを支援する教学IRとして機能強化を図りました。

さらに、第４期中期目標・中期計画の取組・課題に対応した機動的な
戦略チームへと変革を図るため、2021年度に、これまでの戦略課題への
対応状況を確認・検証し、検証結果を踏まえて、「大学戦略本部及び戦
略チームの見直しに向けた方向性」を定めました。具体的には、①戦略
課題に対する施策に関し、企画立案組織と具体化・実施組織を分離、②
戦略課題に応じて戦略チームを設置するとともに、戦略課題に対する業
務の到達目標・計画期間を定め、業務完了後は速やかに解散することで
有機的・機動的な運営を目指すこととしています。これにより、第４期
中期目標期間に向け、新たに「特定の課題」に位置付けた戦略課題に対
応する戦略チームを新設しました。

これらの取組により、第４期中期目標・中期計画の取組・課題に対応
した、機動的かつ効果的な経営戦略の策定・実行体制が確立しました。
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経営力強化方策の策定
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第４期においては、運営費交付金の動向や、人件費の増等を踏まえ、経費の抑制のみならず、新たな財源を見出して、自立的な経営
と持続可能な財政基盤の確立に向け、取り組む必要があるため、学長、理事、副学長のトップダウンによる中長期における戦略・取組
として、2020年6月に「経営力強化方策」を策定しました。

経営力強化方策では、国立大学改革方針に基づく「第４期以降も見据えた大学の将来構想」を実現するため、課題や新たな視点に対
応・解決するための４つの「戦略」と、それを実行するための具体的な「取組」によって、経営力の強化を図ることとし、各取組のコ
ストを積算し、これを積み上げることで「教育研究等の成果・実績等」を可視化し、財政面からの進捗管理を行うものであり、当該方
策の進捗管理にあたっては、キャンパス単位で細分化した財務情報等の分析によって、キャンパスの強み、弱み等に応じて、きめ細か
な経営判断を行う仕組みとしています。

■４つの「戦略」
【戦略①】EM（エンロール・マネジメント）戦略

方針：新時代の学びのデザインと教育の高度化を推進・加速し、学生の入口から出口、更にはその先を支援する。
財政：学生納付金収入等の維持、増加を図ると共に、新たな教材開発に向けた事業への戦略的な投資を行う。

【戦略②】人件費戦略
方針：学長のリーダーシップによって、人事給与マネジメントや戦略的な人事を推進し、人員の最適化・多様性を実現する。
財政：適正な人員管理によって、人件費の抑制を図る。

【戦略③】資金獲得戦略
方針：教育研究成果を活用した新しい事業スキームの創出を通じ、持続可能な経営基盤の確立に資する。
財政：自己収入・学部資金等の増加や、経営資金の多様性を図る。

【戦略④】広報戦略
方針：ブランドイメージの向上や広報活動によって各戦略を支援し、効果的・効率的な事業展開と成果を接続する。
財政：広報アクションプランに基づき、新たな広報活動への積極的・戦略的な投資を図る。

北海道教育大学事務局特別会議室

北海道教育大学

監事

教育学部 教員養成課程 札幌校

旭川校

岩見沢校

国際地域学科

芸術・スポーツ文化学科

函館校

釧路校

大学院教育学研究科

高度教職実践専攻

教科教育専攻

学校臨床心理専攻

学校教育専攻

教育研究評議会

養護教諭特別別科

附属図書館

国際交流・協力センター

へき地・小規模校教育研究センター

保健管理センター

キャリアセンター

大雪山自然教育研究施設

附属学校（園）

事務局

監査室

幼稚園 旭川、函館

中学校

特別支援学校

小学校 札幌、旭川、函館

札幌、旭川、函館

函館

学部教授会

研究科教授会

札幌校教員会議

旭川校教員会議

釧路校教員会議

函館校教員会議

岩見沢校教員会

研究科札幌校・岩見沢校教員

研究科旭川校教員会議

研究科釧路校教員会議

研究科函館校教員会議

連絡調整会議

学 長

（教育研究組織）

（法人運営体制）

教育研究に関する

重要事項を審議
理 事

役員会

全学教育研究支援機関

大学戦略本部

学校臨床心理専攻教員会議

教職大学院教員会議

経営協議会

経営に関する

重要事項を審議

国立大学法人 北海道教育大学

未来の学び協創研究センター

IRセンター

義務教育学校 釧路



SDGsに対する
考え方と取り組み

SDGsに果たす北海道教育大学の役割
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2022年度の取り組み

SDGs専用サイト
https://www-
sdgs.hokkyodai.ac.jp/

＜札幌校＞
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本学とSDGsとの関連性を明らかにし、その実現に向けて果たす役割を学内外に発信して共有するために、各キャンパスそれぞれの特徴や
強み、ステークホルダーへの提供価値を掘り下げ、その価値がSDGsのどの項目に貢献するのか、SDGsマッピングの作成に取り組んでいま
す。

また、学長と各キャンパス長のメッセージを搭載し、本学とSDGsとの関連性と具体的な取り組みなどを学内外に発信するための専用サイ
トを構築しました。今後、このサイトを活用して本学の存在意義をSDGsの視点を通して伝え、北海道教育大学の価値や可能性をステークホ
ルダーの皆様に改めて認識していただく機会を創出していきます。

本学の価値を掘り下げSDGsとの関連性を明文化

「教育マインド」こそが、持続可能な世界を築くエンジン。全ての人が「より良く生きる」社会を築くために。

北海道教育大学とSDGs。言い換えれば、私たちが追求し続ける「教育マインド」とSDGsの
関係性ということになるでしょう。

人より学びを深めた者が、未熟な者を教え導こうとし、また、人を啓発・指導しようと思う
心ー「教育マインド」ーこそが、持続可能な社会の創り手を育て、SDGs実現の根幹を支えるエ
ンジンとなります。この地球上で人間は頼まれなくても他人を助ける利他的な生き物です。
SDGsの実現のために「地球の未来を思って」「人のために」進めるのは私たちだけなのです。
その人間の教育を担う、あるいはこの大学で培った教育マインドを持って、地球・世界の人々に
関わり、自らの学びを広めていく人材を育てる北海道教育大学の役割は、ますます重要になって
いくと考えます。

学長 蛇穴 治夫

＜旭川校＞ ＜釧路校＞

＜函館校＞ ＜岩見沢校＞

ー私たちのSDGsー
キャンパス長メッセージ

全ての子どもたちに
平等な健康と教育を
持続可能な未来のために、子どもたち

に何を伝えるべきか。
教員養成を通じて、札幌校が果たすべ

き役割は非常に大きいと感じています。
札幌校では国語、社会、英語、数学、

理科といった専門分野に基づいた教員養
成を行なっていますが、その専門の学び
を深めていくと、持続可能な未来を築く
ための課題や解決の糸口が必ず見えてく
ると考えています。

また、特別支援教育専攻と養護教育専
攻のキーキャンパスとしての使命もあり、
全ての子どもたちに平
等な教育が行き渡り、
健康に生きることがで
きる社会づくりにこれ
からも貢献してまいり
ます。

札幌校キャンパス長
田口 哲

社会の根幹を支える教育
未来に進む原動力を育む

旭川校は主に中・高校の教員を養成
しており、教科の専門性を追求するこ
とに軸足を置いています。

専門の学びを深めていくと、その学
びが社会課題の解決に結びついていく。
持続可能な社会の実現の根幹はやはり
「教育」にあると考えています。学生
たちには、フィールドに出て学ぶ機会
を多く提供しています。上川管内の市
町村からの要請を受け、学生ボラン
ティアとして小中学校の現場に入るこ
ともあります。そうした実体験こそが、
子どもたちに未来への
希望を伝える原動力を
育むのだと思っていま
す。

旭川校キャンパス長
安藤 秀俊

地域に根ざした教育で
子どもたちに「生きる力」を
釧路校が大切にしているのは、子ども

たちや地域との深い関わりです。道東エ
リアは非常に広く、へき地・小規模校が
多い地域。その教育事情を踏まえながら、
地域のニーズに応える教員養成を継続す
ることこそがサステナビリティへの貢献
だと考えています。

これからの社会は何が正解かわからな
いような時代です。その中でも子どもた
ちは決断し、判断し、生きていくのです。
「生きる力」を育む教育を私たちは実践
していかなければなりません。今まで以
上に大きな責任と使命
が本校にはあるのでは
ないかと強く思ってい
ます。

釧路校キャンパス長
浅利 祐⼀

教育マインドこそ
サステナブルの根幹
「思いを馳せる」人を育む

函館校は、国際的な視野を持ち、地域
社会に貢献できる人材の育成を目指して
います。学生たちはアクティブです。地
域に飛び込み、地域の人たち、子どもた
ちと積極的に関わりながら、自身の中の
「教育マインド」を育んでいます。人か
ら人へ思いを伝え、地域にイノベーショ
ンを起こしていく。そんな人材を輩出し
続けることが、私たちの使命であり願い
です。「人が人を育てる」という北海道
教育大学の理念がありますが、私はこの
言葉が大好きです。人
に思いを馳せることが
できる人材こそが、地
域を、世界を変えるこ
とができると信じてい
ます。

函館校キャンパス長
五十嵐 靖夫

スポーツと芸術の
クリエイティビティで
社会課題の解決を促進する
芸術やスポーツの根幹にあるものは、

クリエイティビティです。その想像力、
発想力こそが、社会を豊かにしていくと
信じています。自ら課題を見つけ、課題
解決に向け新たな発想でアプローチする
ことがSDGs実現の重要な鍵となりますが、
岩見沢校の学生たちは今、そのクリエイ
ティビティを存分に発揮して多様な地域
プロジェクトに取り組んでいます。芸術
やスポーツは人の心を動かす大きなエネ
ルギーを持っています。そのエネルギー
を豊かな社会の実現に
つなげていく学びを、
これからも促進してま
いります。

岩見沢校キャンパス長
山本 理人

持続可能な開発目標SDGs(Sustainable Development Goals )
2015年9月の国連サミットにおいて全加盟国の⼀致で採択された国際目標。

地球上の「誰⼀人取り残さない」ことを誓い
17のゴール・169のターゲットで構成され

2030年までに持続可能なより良い世界の実現を目指す。

15



特色のある
取り組み

実践型教員養成の実現に向けた教育改革

本学では、教育実習をより実効性のあるものとするため、教員として身
に付けておくべき基礎的な知識に加え、学校現場で役立つ内容や指導方法
を事前学習教材により学び、コンピュータによる検定で理解度を確かめる、
教育実習前CBT（Computer Based Testing）を全国で初めて開発しました。
2016年度には学外から受検を可能にするシステム改修を行い、2021年度末
での受検者累計が47大学、5,115人（本学1,808人）と全国的にも活用され
ています。さらに、e-ラーニング機能を追加したことによって、学生の自
学自習を促進するのみならず、コロナ禍による教育実習の代替措置、教職
リカレント教育プログラム、札幌市教育委員会主催の教員研修といった場
面でも活用されています。
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授業科目・地域プロジェクトによる課題解決能力の養成

教育実習前CBTを受検している様子

松島正幸記念館（岩見沢市）での展覧会（2022年度）

すまいるクラブ活動の様子

教職大学院の授業風景

弁天町における小学生を対象とした地域活性化プロジェクト

ＶＲ技術を用いた書道指導に関する実証授業の様子

岩見沢校美術文化専攻の学生が、公共施設での展覧会を通して、作品の
展示と発表、企画、PR、運営などに関する実践的な学習の機会とするとと
もに、美術を介して地域の方々との具体的な交流を持ち、豊かな地域社会
醸成に貢献することを目的とする地域プロジェクトです。

展示は絵画、彫刻、インスタレーション、プロダクトデザイン、イラス
ト等多岐にわたり、各学生が学ぶ専門分野の日頃の成果が発揮される機会
となっています。

また、岩見沢市福祉課からの依頼に基づき、市内福祉施設利用者の方に
向けた、学生による作品解説等の動画作成にも協力し、地域の美術文化の
育成にも貢献しています。

函館市でも問題となっている空き家の増加、特に空き家率の高い西部地
区には少子高齢化の影響があり、地域の活性化は大きな課題となっていま
す。このことを背景に、西部地区のコミュニティに学生が参入し、さまざ
まなアプローチから地域社会の活性化に貢献することを目的とした地域プ
ロジェクトです。

弁天町のイベントへの参加や西部地区の課題を考えるブレインストーミ
ングを踏まえ、住民へのインタビュー、弁天町会への参加を通して住民の
ニーズ調査を行いました。また、地域の子どもを対象としたイベントを企
画し、すまいるクラブ（弁天町会館で行う小学生と遊ぶ活動）の企画や弥
生小学校への訪問、クリスマスイベントの開催に取り組み、大学生と地域
の子どもが交流できる場を作りました。

明日への創造

「教育実習前CBT（Computer Based Testing）」（令和4
年度から「教育実践力向上CBT（Computer Based 
Training）」）の普及展開

急速に進みつつある社会のデジタル化や教育現場におけるICTの導入を
受けて、本学では産学官の協創による研究によって次世代の学校教育と教
師教育を先導的に進めるとともに、ICT教育の推進、子供及び教師双方の学
びの質の向上を図ることを目的として、2020年10月に「未来の学び協創研
究センター」を設立しました。

当センターでは、「学習コミュニティ研究部門」「アクティブラーニン
グ授業開発部門」「教職キャリアデザイン研究部門」の３部門の実践成果
を次世代の教師教育へと発展させていくとともに、学校におけるICTの普及
と活用を支え、GIGAスクール構想を推進する拠点として北海道から全国へ
提案していきます。

Society5.0時代の学校教育と教師教育の協創

教員養成高度化プログラムの開発

教職大学院の機能強化と現職教員の学びやすい環境の整備

本学の教職大学院では、2020年度に学生のキャリアステージに応じて
コースが選べるように「学校組織マネジメントコース」や「子ども理解・
学級経営コース」等の４コースに再編し、教育課程及び教育組織の見直し
を実施しました。さらに、2021年度は地域が求める実践力と課題解決力を
身に付けた高度な専門職を養成することを目指して、教育委員会から強い
要望があった特別支援教育や養護教育に関する専門性を学べるよう、新た
に「特別支援教育コース」と「養護教育コース」を加えた６コースに再編
し機能強化を図りました。

また、北海道教育委員会及び札幌市教育委員会との連携協定に基づき、
2021年度に新たな長期履修制度の「ラーニングポイント制」を導入しまし
た。教職大学院が実施する授業のうち教育委員会が研修として認めた授業
を受講した者にラーニングポイントを付与し、その者が教職大学院に入学
したときは、当該ポイントを大学が定める授業科目の単位として修得した
こととみなす仕組みを構築しました。

岩見沢校あそびプロジェクト
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学校と地域を支えるICT教育・ICT活用に関する研究の推進

GIGAスクール構想の実現に向けた公立学校への実践事例の発信等に関す
る取組として、iPadの活用が進んでいる附属釧路義務教育学校後期課程や、
いち早くBYOD（Bring Your Own Device）による⼀人⼀台端末を実現した
附属函館中学校では、北海道内外の各種セミナーへの講師派遣や実践報告、
視察受入等により実践事例を発信しています。また、附属釧路義務教育学
校後期課程では冊子『主体的・対話的で深い学びを指向するオンライン授
業』を作成し、ホームページにおいてダウンロード可能な形で情報発信
(https://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_kus_chu/study/seminar55.html)
しています。
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附属学校園の活用による実践的指導力の育成・強化

附属函館中学校の授業の様子

新任教員に対する附属学校を活用した研修プログラムの説明

研修生によるプレゼンテーション（2019年）

グローバル人材育成

育英事業奨学金授与式

20

教員養成を担う大学教員の実践的指導力の育成・強化のため、学校現場
経験のない教員を対象に、実務経験を得るための研修として附属学校を活
用した「新任教員研修プログラム」「教員現職研修プログラム」を実施し
ています。この研修プログラムは、対象教員が研究大会等への参加、授業
観察、学校行事等各種学習活動の観察、教材作成への参画、授業実践等の
研修受講を義務付けています。

当該プログラムにより、本学教員の学校現場経験の割合は、数値目標
100％を達成し、全国的に見ても顕著な実績となりました。このことより、
附属学校との共同研究の推進や、学校現場の視点を取り入れて開発したテ
キストの活用による授業実践の充実等、教員養成を担う大学教員の実践的
指導力の育成・強化に繋がっています。

海外の大学との連絡調整、学生の海外派遣業務、留学生の受入業務を英
語で対応できる職員の育成に向けて、海外語学研修経験のある事務職員を
20％以上とするという数値目標を掲げ、その達成に向けた取組を計画的に
実施しました。2020年以降はコロナ禍の影響を受けて職員の海外派遣が難
しい中、質を担保したオンライン研修が可能な海外機関のもと、語学研修
を継続してきました。その結果、2022年３月末時点で20.9％と数値目標の
20％を達成し、それらの人材は本学の各校へ配置することができました。

附属学校等の活用による教員養成教育の質向上策

GIGAスクール構想の実現に向けた情報発信 戦略的な人材育成と持続的な財政基盤の確立
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学生支援の充実

コロナ禍によって経済的に困窮した学生への修学支援として、本学独自
財源による「北海道教育大学基金」奨学金制度や日本学生支援機構からの
助成によって、学生支援を実施しています。

2020年度には「緊急学生支援金」を本学基金に創設し、同年度19,038千
円、2021年度3,500千円の寄附を受けました。さらに、ファンドレイザー
の活動により、2020年度は岩見沢市から教育大学学生臨時支援交付金とし
て約25,000千円、2021年度は複数の企業、個人等から釧路キャンパス学生
応援プロジェクトに約11,000千円と多額の寄附をいただきました。これら
をコロナ禍で生活に困窮する学生への経済支援に活用しています。

北海道教育大学基金による学生支援

日本型教育の海外展開を含む国際貢献

本学は2019年に公益社団法人シャンティ国際ボランティア会と覚書を交
わし、同会が実施しているJICA草の根技術協力事業「ラオス北部地域の教
員養成校指導教官の能力強化を通じた、複式学級運営改善事業」に対する
連携協力を行ってきました。その成果の⼀つとして、本学へき地・小規模
校教育研究センター刊行の「へき地・複式学級における学習指導の手引」
等、へき地・複式学級運営に関する研究成果や本学教員による技術指導を
基に、同会やラオスの教育関係者等が同国の状況に応じて作成した「複式
学級運営の手引き」（Handbook for Multi-Grade Teaching For Primary
Education）が、2022年１月にラオス教育スポーツ省教師研修局によって
ラオス全国で使用する研修教材として正式に承認され、学校で活用されて
います。

このことは、全国に先行して、学校の小規模化が進む北海道の教員養成
拠点大学としての役割を踏まえた取組となっており、「日本式複式学級教
育」の技術移転が教育支援分野での国際貢献を示すこととなりました。

JICA草の根技術協力事業を通じた国際貢献

ニューノーマル時代を見据えたワークスタイルの構築の策定

新型コロナウイルスの感染拡大を⼀つの契機として、現状の業務改善に
留まらず、新たな社会変革を見据えた抜本的な業務運営体制の改革を実行
するため、「ニューノーマル時代を見据えたワークスタイルの構築」（以
下「ワークスタイルの構築」）を2021年３月に策定しました。

「ワークスタイルの構築」では、「業務の高度化・効率化」「業務の継
続性の確保」「窓口改革」「会議スタイルの変革」を柱として、様々な施
策を実行することで、あらゆる場面で教育、研究、社会貢献及び経営等を
継続し、職員の働き方への意識を根本的に改革するとともに、デジタル技
術を活用したワークスタイルの変革を断行することでデジタルキャンパス
を推進します。

2020年度の取り組みとして、事務用端末のノートPC化は2020年度に50
台、2021年度に100台導入し、役員及び事務局（札幌地区勤務）の事務職
員全員のノートPCへの切換が完了し、ペーパーレス会議の推進及び在宅勤
務環境の整備等に貢献しています。また、Microsoft Teamsの導入は日常
的な情報共有、組織改編や業務改善等の対応状況について意見を集約する
場を設けることが可能となり、業務の効率化が図られています。

ラオスでの模擬授業の様子



最新のトピックス

北海道教育大学附属図書館岩見沢館ラーニング・コモンズの開設

地域の活性化・再生に寄与する人材育成を支える質の高い学修時間を確
保するための教育環境整備の⼀つとして、附属図書館岩見沢館の改修工事
を行い、新たにラーニング・コモンズを設置しました。

今回の改修工事では、館内を落ち着いたデザインで統⼀したほか、学生
たちの作品展示などにも利用できるピラミッド型本棚、靴を脱いで上がり
寛ぎながら勉強に集中できるO-KO-MO-RIスペースなどのユニークな設備
を設置し、学生たちが気軽に集まって学ぶことのできる図書館へと生まれ
変わりました。

2022年7月6日（水）にはリニューアルオープンを祝して、附属図書館岩
見沢館においてラーニング・コモンズ開設記念式典を行い、学長からは
「未来の文化を担う学生たちが「知」を求める・心が刺激される場、学
問・文化をよく学び新しい価値やアイデアを生み出す場として活用してほ
しい」と期待を込めた話がありました。
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素早さを「楽しく」測る新しい体力テスト「Nチャレンジ」の開発

Nチャレンジの概要

車座対話の様子

調印式の様子

企画展示などもできるシンキングエリア

岩見沢校の森田憲輝教授をはじめとした研究グループが、「Content
validity and reliability of an enjoyable multicomponent agility test for
boys: The N-challenge test（男子児童での楽しい多要素アジリティテスト
の内容的妥当性と信頼性：Nチャレンジテスト）」という論文を発表し、
英国スポーツ運動科学学会が発行する「Journal of Sports Sciences」誌に
おいて2022年2月28日（月）にオンライン公開されました。

本研究グループでは、N字型に走行コースを設置し、そのコースの中に
直線走（スプリント）、左右のターン、ミニハードル、ジグザグという複
数の運動要素があり、それらの運動要素の個別タイムと総合タイムを１度
の試技で高精度に測定・評価できる「Nチャレンジ」というアジリティテ
ストを開発しました。この研究論文では、Nチャレンジが子どものアジリ
ティテストとして妥当性があること、そして男子小学生の1年生から6年生
までで高精度に測定できることを検証したことが認められました。

本学と株式会社レバンガ北海道（B.LEAGUE所属）は、北海道のスポー
ツ文化・学術の振興、スポーツ教育及びスポーツに関わる人材養成に寄与
することを目的として、2022年2月1日（火）、相互協力協定を締結しまし
た。

調印式では、折茂代表取締役社長から、「事業として行っているバス
ケットボールアカデミーの実施や子どもたちの運動に関する共同研究、学
生のインターンシップ事業等に連携して取り組むことで北海道のスポーツ
振興に大きく携われることを楽しみにしている」、蛇穴学長から、「子供
の心身の成長やシニア世代の健康維持に果たすスポーツの役割は極めて重
要であり、お互いの得意分野を生かし、北海道のスポーツ振興や地域創生
に連携して取り組んでいきたい」との話がありました。双方の連携により、
今後、北海道のスポーツ文化等の発展に益々貢献していきます。

函館校学生が松野官房長官と車座対話

ＪＡ北海道中央会×北海道教育大学ＳＤＧｓプロジェクト
～健康増進、フードロスを考える牛乳の無料配布～

ＪＡ北海道中央会と本学の共同によるＪＡ北海道中央会×北海道教育大
学SDGsプロジェクトの⼀事業として、2022年4月26日（火）・27日
（水）の両日に、健康増進とフードロスを考えるきっかけを目的とした、
牛乳の無料配布を札幌校学生食堂で実施しました。

学生に配布した牛乳は、ＪＡ北海道中央会から無償で提供されたもので、
食堂を利用した学生約450人に牛乳のほか、「パラレルノーカー」をイ
メージしたクリアフォルダーと「国消国産」のチラシを配布しました。

牛乳を受け取った学生たちは、昼食と合わせておいしそうに飲み干し、
普段にも増してにぎやかなランチタイムとなりました。

本プロジェクトを担当する後藤理事からは、「本プロジェクトの目的で
ある農業、食育や環境問題を通じてSDGsについて考え、今後の授業や研究
に活かし、ますます充実した大学生活を送ってほしい。」と感想が述べら
れました。

学生に牛乳を配布する様子

函館校国際地域学科で、地域課題解決型PBL＜Problem Based Learning
& Project Based Learning＞科目である「地域プロジェクト」を履修して
いる学生13人が、2021年12月11日（土）、東京のイイノホール＆カンファ
レンスセンターで、松野博⼀内閣官房長官（拉致問題担当大臣）と車座対
話しました。

「地域プロジェクトⅢ」（拉致問題解決のための授業実践プロジェク
ト）では、教育現場で拉致問題を取り上げることの重要性への認識を深め
るため、この日は授業の⼀環として、政府主催国際シンポジウム「グロー
バルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携」を傍聴しました。

松野長官との車座対話は、シンポジウム傍聴に先立って行われ、拉致問
題について触れる機会の少なかった若い世代が、拉致問題をどう見ている
かなどをめぐり、意見交換しました。

株式会社レバンガ北海道との相互協力協定の締結

未来の学び協創研究センターによるICTセミナーでの講演の様子
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学生支援

学生支援の取り組み
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就職支援セミナーや志望分野ごとの講座を設けたり、合同企業説明会を開催したりと、さまざまな事業で学生をバックアップしています。

令和３年度卒業・修了者の就職状況

本学では厳しい財政状況の中、経費の節減・自己収入の
増加に努め、学生に対する教育に必要な経費を確保し、積
極的に教育サービスを提供しています。

学生一人当たりの教育に要する経費（年額）

１，４７６千円

学生等の教育に要する経費
（計7,744,718千円）

÷ 学生数（附属学校除く）
（5,246人） ＝ 1,476千円

課程・学科別就職状況

教員
439 名（58.3%）

公務員

71 名（14.5%）

民間企業

125 名（15.0%）

進学
44 名（8.5%）

その他
43 名（3.7%）

教員
38 名（45.0%）

公務員

2 名（5.0%）
民間企業

7名（22.5%）

進学
3 名（1.2%）

その他
10 名（6.3%）

現職
14 名（20.0%）

教員

49 名(11.5%)

公務員

54 名

(19.4%)
民間企業

134 名(58.0%)

進学

10 名(4.5%)

その他

30 名(6.6%)

教員
18 名(11.5%)

公務員
18 名(11.0%)

民間企業
102 名(51.7%)

進学
6 名(13.2%)

その他
33 名(12.6%)

教員養成課程卒業者の就職状況（札幌校・旭川校・釧路校） 教員養成課程以外卒業者の就職状況（函館校）

教員養成課程以外卒業者の就職状況（岩見沢校） 修士課程（専門職学位課程を除く）修了者の就職状況

本学は、朝日新聞出版2023年度大学ランキング（2021年3月卒）の小学校教員就職者数ランキングにおいて就職者数314人で全国1位
となりました。前年度の就職者数を56人上回り、2位からの浮上となりました。また、中学校教員就職者数ランキングにおいても136人
で全国2位に位置付けています。これからも「教員養成の拠点」として高い実践的指導力のある教員を養成し、学校現場に生起する様々
な課題に取り組み、研究成果を学校現場に還元するとともに、“学び続ける教師”を生涯にわたって支援することに努力していきます。

北海道教育大学の実力を示す教員就職実績

・学生の負担する授業料（535,800円）の外に、⼀人当たり
年間約94万円が運営費交付金等により賄われています。

学生一人当たりの教育に要する経費（内訳）

学生等の教育
に関する経費

7,744,718千円

【教員人件費】5,495,306千円

【水道光熱費】292,980千円

【報酬・委託費等】371,613千円
・施設及び構内環境の維持・管理費用
・学生の健康診断費用 等

【保守費・修繕費】227,868千円
・建物等の施設及び授業用設備機器等の

点検・整備・修理費用 等

【奨学費】486,893千円
・授業料免除の費用
・留学生への補助費用 等

【その他】276,215千円
・卒業式等各種行事の実施費用 等

【旅費交通費等】51,915千円
・授業に係る旅費 等

【消耗品費・備品費等】541,928千円
・授業等で使用する教材等の購入費用
・教育用パソコンの借用費用
・学生便覧、開設科目⼀覧等の印刷費用
等

授業料等の減免

４７６，９３８千円

・経済的理由によって、入学料又は授業料の納入が困難で
あり、かつ、学業優秀と認められる学生に対し、授業料等
の全額、半額、３分の２、３分の１を免除しました。

※授業料等の減免額の減少は、免除制度変更によるもの。

学内ワークスタディ実施経費

５，５９９千円 前年度比 2,002千円減
（参考：令和2年度 7,601千円）

・学生に対する⼀定の教育的配慮の下、学生が学内の業務
に従事し、報酬を得ることで、経済的負担の軽減、学習の
深化、就業体験機会の付与等を図る事業です。

※学内ワークスタディ実施経費の減少は、国からの予算
配分の減少に伴うもの。教員一人当たりの学生数

１４．９人 学生数（5,246人）÷常勤教員数
（附属学校を除く）（351人）

前年度比 38,679千円減
（参考：令和2年度 515,617千円）


学生支援の取組み①

				学生支援の取組み ガクセイ シエン ト ク



				　本学では厳しい財政状況の中、経費の節減・自己収入の増加に努め、学生に対する教育に必要な経費
を確保し、積極的に教育サービスを提供しています。 ジコ シュウニュウ ゾウカ ガクセイ タイ キョウイク ヒツヨウ キョウ ヒ セッキョクテキ キョウイク テイキョウ





						　○学生一人当たりの教育に関する経費 ガクセイ ヒトリ ア キョウイク カン ケイヒ																																（参考：令和２年度　1,548千円） サンコウ レイワ

								1,476千円																		　学生等の教育に関する経費（計7,744,718千円）
　　 ÷　学生数 （附属学校除く）（5,246人）＝　1,476千円 ガクセイ トウ キョウイク カン ケイヒ ケイ フゾク ガッコウ ノゾ センエン



						　・授業料（535,800円）の外に、年間約94万円が運営費交付金等により賄われています。 ウンエイヒ コウフキントウ マカナ																																																																						　

						　・学生一人当たりの教育に関する経費は学部卒業までに授業料と合わせ約590万円となっています。 ガクセイ ヒトリ ア キョウイク カン ケイヒ ソツギョウ



						　【参考】修学に要する費用 サンコウ シュウガク ヨウ ヒヨウ



														項目 コウモク																				金額 キンガク

														入学料 ニュウガク リョウ																				 　 　282,000円 エン

														授業料 ジュギョウリョウ																				年額　535,800円
（前期267,900円／後期267,900円） ネンガク ゼンキ エン コウキ エン





				■学生等の教育に関する経費　内訳 ガクセイ トウ キョウイク カン ケイヒ ウチワケ



















































































































































&"ＤＦ特太ゴシック体,標準"&22 &U&K07-023０３　学生支援について		


5495305	541928	486893	371612	227868	292981	51914	276216	

学生等の教育
に関する経費　
　

7,744,718千円

【教員人件費】5,495,306千円

【水道光熱費】292,980千円

【報酬・委託費等】371,613千円
・施設及び構内環境の維持・管理費用
・学生の健康診断費用　等　

【保守費・修繕費】227,868千円　
・建物等の施設及び授業用設備機器等の
　点検・整備・修理費用　等

【奨学費】486,893千円
・授業料免除の費用
・留学生への補助費用　等

【その他】276,215千円
・卒業式等各種行事の実施費用　等

【旅費交通費等】51,915千円
・授業に係る旅費　等

【消耗品費・備品費等】541,928千円
・授業等で使用する教材等の購入費用
・教育用パソコンの借用費用
・学生便覧、開設科目一覧等の印刷費用　等



グラフ作成用

		学生一人当たりの教育に要する経費（内訳） ガクセイ ヒトリア キョウイク ヨウ ケイヒ ウチワケ





				円単位 エン タンイ		千円未満切捨 センエン ミマン キ ス								教育経費 キョウイク ケイヒ		支援経費 シエン ケイヒ		教員人件費 キョウイン ジンケンヒ

		教員人件費 キョウイン ジンケンヒ		5,495,305,638		5,495,305						合計 ゴウケイ		2,091,917,352		157,495,233		5,495,305,638		7,744,718,223

		消耗品費・備品費・印刷製本費・賃借料 ショウモウ ヒン ヒ ビヒン ヒ チンシャクリョウ		541,928,101		541,928						消耗品費 ショウモウヒンヒ		287,652,960		57,690,929

		奨学費 ショウガク ヒ		486,892,800		486,893		※				備品費 ビヒンヒ		104,909,197		10,078,090

		報酬・委託・手数料 ホウシュウ イタク テスウリョウ		371,612,905		371,612						印刷製本費 インサツセイホンヒ		45,353,380		7,442,206

		保守費・修繕費 ホシュ ヒ シュウゼンヒ		227,868,061		227,868						賃借料 チンシャクリョウ		28,600,466		200,873				541,928,101

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		292,980,525		292,981		※				水道光熱費 スイドウコウネツヒ		271,763,092		21,217,433				292,980,525

		旅費交通費・通信運搬費 リョヒ コウツウヒ ツウシン ウンパン ヒ		51,914,896		51,914						旅費交通費 リョヒコウツウヒ		34,752,340		1,926,800

		その他 タ		276,215,297		276,216		※				通信運搬費 ツウシンウ		14,209,544		1,026,212				51,914,896

				7,744,718,223		7,744,717						保守費 ホシュヒ		88,497,896		3,116,588

												修繕費 シュウゼンヒ		128,928,452		7,325,125				227,868,061

						※端数調整あり ハスウ チョウセイ						報酬委託費 ホウシュウ イタクヒ		346,433,147		25,179,758				371,612,905

												奨学費 ショウガク ヒ		486,892,800		0				486,892,800









image1.emf

学生等の教育に関する経費8,195,155千円【教員人件費】5,908,177千円【水道光熱費】244,913千円【報酬・委託費等】447,345千円・施設及び構内環境の維持・管理費用・学生の健康診断費用等【保守費・修繕費】339,624千円・建物等の施設及び授業用設備機器等の点検・整備・修理費用等【奨学費】561,402千円・授業料免除の費用・留学生への補助費用等【その他】276,905千円・卒業式等各種行事の実施費用等【旅費交通費等】56,119千円・授業に係る旅費等【消耗品費・備品費等】759,478千円・授業等で使用する教材等の購入費用・教育用パソコンの借用費用・学生便覧、開設科目一覧等の印刷費用等
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令和３年度修学環境整備実績
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落ち着いたデザインで統⼀し、学生たちの作品展示などにも利用できるピラミッド型本棚、靴を脱いで上がり寛ぎながら勉強に集中
できるO-KO-MO-RIスペースなど、ユニークな設備を設置しました。

附属図書館岩見沢館ラーニング・コモンズ

HUE Integrated Report 2022

教職大学院の学生数が増員されたことに伴い、講義室の拡幅を行いました。併せてSociety5.0時代の学習環境を踏まえたICTを活用
したハイブリットな学びの場に対応した整備を行いました。

教職大学院棟講義室改修工事

主な就職先

キャリアセンターについて 採用・求人・インターンシップ情報の提供について
学生がしっかりと働くことの意義について自分から向き合い、希

望する進路に歩むことができるように、学内でキャリア支援講座を
設けたり、合同企業説明会を開催したりと、さまざまな事業で学生
をバックアップしています。

また、各キャンパスにキャリア相談員を配置し、学生の進路選択
に関する質問や悩みに丁寧に対応。毎日多くの学生が訪れています。

本学では、学生に対し、オンライン求人票管理システム【キャリ
タスUC】（https://uc.career-tasu.jp/corp/）を利用し、求人情
報・インターンシップ情報を公開しています。

本学学生へ求人票・インターンシップ情報の公開を希望する場合
は、キャリタスUCより企業・団体様ご自身での求人票登録・本学
への配信設定をお願いいたします。

北海道教育大学札幌駅前サテライト

本学の情報発信の拠点であり、また教育研究の推進、地域貢献及び学
生の就職支援等のための施設です。

札幌駅から徒歩2分の立地を活かし、講義、各種会議・フォーラム、進
学相談会、卒論研究発表などが開催されるほか、パソコンや参考書等が
設置された自習コーナーは、多くの学生、卒業生に利用されています。

願書など、入試関係資料も常時完備しています。

北海道教育大学札幌駅前サテライト
０１１－２１１－４１００

ＦＡＸ：011-211-4891
メール：hue-po@j.hokkyodai.ac.jp
Ｈ Ｐ：https://www.hokkyodai.ac.jp/satellite/
住 所：〒060-0005

札幌市中央区北5条西5丁目7 sapporo55 4階

教員
民間企業

業種 企業等名称 業種 企業等名称 業種 企業等名称

北海道

農業，林業

株式会社ノベルズグループ

卸売業，小売業

株式会社ジョイフルエーケー 生活関連サービス業，
娯楽業 株式会社カーブスジャパン

札幌市 トップファームグループ 株式会社ツルハホールディングス

教育，学習
支援業

SAPIX

青森県 やまがた森林と緑の推進機構 株式会社東急百貨店 旭川大学

岩手県

建設業，製造業

株式会社⼀条工務店 株式会社ニトリ 株式会社秀英予備校

宮城県 株式会社オープンハウス・アーキ
テクト 株式会社メガネトップ 株式会社トライグループ

秋田県 日本住宅株式会社 株式会社薬王堂 株式会社れんせい

山形県 ポラス株式会社 株式会社ヤナセ 公益財団法人さっぽろ青少年女性
活動協会

栃木県 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社ヤマダデンキ 国立大学法人北海道教育大学

千葉県 株式会社伊藤園 株式会社ローソン 国立大学法人北海道大学

神奈川県 株式会社菊水 紅屋商事株式会社 三幸グループ

新潟県 株式会社ケイシイシイ サッポロウエシマコーヒー株式会
社 セイハネットワーク

石川県 株式会社サンゲツ 島村楽器株式会社 独立行政法人国立青少年教育振興
機構

岐阜県 株式会社中川政七商店 長谷川産業株式会社 北海道公立大学法人札幌医科大学

静岡県 株式会社パーペル

金融業，保険業

秋田銀行

医療，福祉

SOMPOケア株式会社

愛知県 株式会社柳月 秋田信用金庫 医療法人新産健会

大阪府 株式会社ロイズコンフェクト 旭川信用金庫 興正学園

和歌山県 北海道コカ・コーラボトリングス
株式会社 岩手銀行 株式会社こどもの森

島根県 北海道通信印刷株式会社 七十七銀行 株式会社ベネッセスタイルケア

愛媛県 有限会社山崎ワイナリー 損害保険ジャパン株式会社 社会福祉法人札幌報恩会

鹿児島県 六花亭製菓株式会社 第⼀生命保険株式会社 社会福祉法人侑愛会

公務員 電気・ガス・
熱供給・水道業

旭川ガス株式会社 日新火災海上保険株式会社 社会福祉法人ノテ福祉会

株式会社いちたかガスワン 日本生命保険相互会社 社会福祉法人函館市社会福祉協議
会

国家公務員 ⼀般職 北海道電力株式会社 北洋銀行 社会福祉法人はるにれの里

法務省専門職員

情報通信業

NHK日本放送協会 北陸銀行 独立行政法人国立病院機構北海道
東北グループ

国税専門官 株式会社HBA 北海道銀行 日本年金機構

自衛隊 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS みちのく銀行

複合サービス業

JAとまこまい広域

北海道庁 株式会社あとらす二十⼀ 三井住友海上火災保険株式会社 青森県民生活協同組合

北海道警察 株式会社日立産業制御ソリュー
ションズ 明治安田生命保険相互会社 日本郵便株式会社

旭川市 株式会社北海道新聞社 稚内信用金庫 ホクレン農業協同組合連合会

恵庭市 株式会社北海道放送

不動産業，
物品賃貸業

株式会社カチタス 北海道農業共済組合連合会

江別市 株式会社マイナビ 株式会社カナモト

サービス業

旭化成アミダス株式会社

小樽市 ダイアモンドヘッド株式会社 センチュリー２１レイシャス 株式会社エン・ジャパン

帯広市 トランスコスモス株式会社 東急リバブル株式会社 株式会社ペイロール

北広島市 富士通Japan株式会社

学術研究，
専門・技術
サービス業

株式会社MindRise 株式会社ワールドインテック

北見市

運輸業，郵便業

株式会社JR東日本サービスクリ
エーション 株式会社アドスタイル 公益財団法人札幌市芸術文化財団

札幌市 株式会社ハート引越しセンター 株式会社東急エージェンシー ダイヤモンド・ヒューマンリソー
ス

苫小牧市 株式会社ビーイングホールディン
グス 総合商研株式会社 ディップ株式会社

函館市 株式会社北海道丸和ロジスティク
ス

宿泊業，飲食
サービス業

株式会社はなまる パーソルテンプスタッフ株式会社

卸売業，小売業

DCMホーマック株式会社 スターバックスコーヒージャパン むつ商工会議所
JR北海道フレッシュキヨスク株式
会社 野口観光株式会社

イオン北海道株式会社 ルートイングループ

株式会社コメリ



損益計算書上には計上されない
費用相当額

・損益外減価償却相当額
・損益外減損損失相当額
・損益外利息費用相当額
・損益外除売却差額相当額
・引当外賞与増加見積額
・引当外退職給付増加見積額
・機会費用

第3期中期目標期間の最終年度となった令和３年度は、経常
収益が448百万円減少しましたが、主な要因は前年度まで措置
されていた、新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金等の
措置が減少したことによるものです。

運営費交付金交付額が50百万円増加しましたが、主な増加要
因は特殊要因運営費交付金として措置される退職手当支給額が
増加したことによるもので、基幹運営費交付金交付額は98百万
円減少しています。

また、施設整備費補助金交付額が556百万円減少したほか、
北海道教育大学基金受入額も19百万円減少しました。

このような厳しい財政状況の中､「人間と地域の成長・発展
を促す大学」及び「学生の自主的学修、自主・自律的活動を促
す体制を構築する」というテーマのもと、これまでと同様に教
育経費の財源確保に努め、学生支援を積極的に行うとともに、
限られた予算の中で計画的に、修学環境の改善・向上を図りま
した。

今後も、引き続き厳しい財政状況ではありますが、⼀層の財
源獲得に努め、教職員⼀丸となって、教育・研究活動の充実・
発展のために更なる改善・効率化を図ります。
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財務情報

運営費交付金交付額経常収益

学生納付金収入各種補助金交付額

北海道教育大学基金受入額施設整備費補助金交付額

令和２年度 令和３年度

（単位：百万円）

国立大学法人は､「『国立大学法人会計基準』及び『国立大
学法人会計基準注解』報告書」に従って会計を行い、国民に対
して、その財政状態及び運営状況を明らかにするため、財務諸

表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、
キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計
算書）を作成することとされています。

財務諸表ダイジェスト

貸借対照表 損益計算書 利益の処分に関する書類

令和4年3月31日における本学の財政状態
を示すもので、平成16年の法人化移行時に
国から引き継いだものも含めて、すべての
資産、負債及び純資産の状況を表します。

令和3年4月1日～令和4年3月31日の本学
の事業規模を明らかにするもので、本学の
教育・研究等の業務運営に要した費用、運
営費交付金・自己収入等による収益や利益
の発生状況を表します。

損益計算書により算定された当期未処分
利益の処分内容を表します。

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日にお
ける本学の資金の流れを、⼀定の活動別
に区分して表します。

本学の教育・研究等の業務運営に要し
た費用のうち、どの程度国民負担により
賄われたかを表します。

国立大学法人等
業務実施コスト計算書

令和３年度の決算について

令和２年度 令和３年度

10,981
10,533

４億４千
８百万円

減

令和２年度 令和３年度

596

497

９千
９百万円

減

令和２年度 令和３年度

854

298
５億５千
６百万円

減

6,662 6,712

481333

6,329 6,231

５千万円
増

特殊要因運営費交付金

基幹運営費交付金

令和２年度 令和３年度

2,713
2,740

２千
７百万円

増

令和２年度 令和３年度

73
54

１千
９百万円

減

資産
46,793

負債
7,574

純資産
39,218

（当期未処分利益）
（256）

当期総利益
256

経常費用
臨時損失
10,484

経常収益
10,725

目的積立金取崩額
15

当期未処分利益
256

積立金
256

（10,740）
【借方】

（46,793）
【借方】

（46,793）
【貸方】

（10,740）
【貸方】

現金預金期首残高
2,111

収入
10,513

支出
10,524

現金預金期末残高
2,100

損益計算書の費用
10,484

自己収入等
3,317

国立大学法人等
業務実施コスト

7,833
665

中期目標期間の最後の事業年度
における当期未処分利益は、積
立金として整理し、国立大学法
人法第32条の規定に従い、国庫
納付及び次期中期目標期間に繰
り越します。
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主な増減理由

貸借対照表の概要

その他
788百万円
（1.7％）

現金及び預金
2,100百万円

（4.5％）
図書

2,936百万円
（6.3％）

工具器具備品
479百万円
（1.0％）

資産
46,793
百万円

土地
29,667百万円

（63.4％）

建物
10,815百万円

（23.1％）

※百万円未満切り捨てのため、合計
金額は⼀致しないことがあります。

（単位：百万円）
令和２年度 令和３年度 対前年度 令和２年度 令和３年度 対前年度

固定資産 44,840 44,555 ▲285 固定負債 5,718 5,857 139
有形固定資産 44,777 44,415 ▲362 資産見返負債 5,517 5,651 134

土地 29,667 29,667 0 長期未払金 62 68 6
建物 11,219 10,815 ▲404 資産除去債務 137 138 1
構築物 275 246 ▲29 流動負債 2,009 1,716 ▲ 293
機械装置 0 0 0 運営費交付金債務 156 0 ▲ 156
工具器具備品 418 479 61 寄附金債務 320 345 25
図書 2,930 2,936 6 未払金 1,329 1,146 ▲ 183
美術品・収蔵品 239 240 1 その他 202 225 23
車両運搬具 14 9 ▲5 負債の部合計 7,727 7,574 ▲ 153
建設仮勘定 13 19 6 資本金 41,257 41,257 0

無形固定資産 56 131 75 資本剰余金 ▲ 2,498 ▲ 2,923 ▲ 425
ソフトウェア 56 131 75 資本剰余金 10,393 10,547 154

投資その他の資産 6 6 0 損益外減価償却累計額 ▲ 12,836 ▲ 13,413 ▲ 577
その他 6 6 0 損益外減損損失累計額 ▲ 46 ▲ 47 ▲ 1

流動資産 2,294 2,238 ▲56 損益外利息費用累計額 ▲ 8 ▲ 8 0
現金及び預金 2,111 2,100 ▲11 利益剰余金 648 884 236
未収入金 73 48 ▲25 前中期目標期間繰越積立金 114 114 0
未収学生納付金収入 101 81 ▲20 目的積立金 306 0 ▲ 306
有価証券 － － － 教育研究環境整備積立金 － 450 450
その他 8 8 0 積立金 63 63 0

当期未処分利益（当期未処理損失） 164 256 92
純資産の部合計 39,407 39,218 ▲ 189

資産の部合計 47,134 46,793 ▲341 47,134 46,793 ▲ 341

資
産
の
部

負債・純資産の部合計

負
債
の
部

純
資
産
の
部

※百万円未満切り捨てのため、合計金額は⼀致しないことがあります。

（単位：百万円）
令和２年度 令和３年度 対前年比 令和２年度 令和３年度 対前年比

10,880 10,481 ▲ 399 経常収益 10,981 10,533 ▲ 448
業務費 10,506 10,142 ▲ 364 運営費交付金収益 6,589 6,652 63

教育経費 2,497 2,091 ▲ 406 授業料収益 2,576 2,505 ▲ 71
研究経費 260 236 ▲ 24 資産見返運営費交付金等戻入 196 197 1
教育研究支援経費 188 157 ▲ 31 公開講座収益 0 0 0
受託研究費 6 16 10 入学金収益 376 371 ▲ 5
共同研究費 0 3 3 検定料収益 79 65 ▲ 14
受託事業費 25 8 ▲ 17 受託研究収益 6 16 10
役員人件費 91 91 0 共同研究収益 0 3 3
教員人件費 5,509 5,495 ▲ 14 受託事業収益 25 8 ▲ 17
職員人件費 1,926 2,041 115 寄附金収益 96 76 ▲ 20

 ⼀般管理費 372 336 ▲ 36 資産見返寄附金戻入 24 22 ▲ 2
雑損 2 2 0 補助金等収益 559 386 ▲ 173

臨時損失 2 3 1 資産見返補助金等戻入 21 29 8
当期総利益（当期総損失） 164 256 92 施設費収益 290 40 ▲ 250

雑益他 138 155 17
臨時利益 － 192 192
目的積立金取崩額 65 15 ▲ 50

11,046 10,740 ▲ 306 11,046 10,740 ▲ 306

経常費用

計 計

※経常費用には50万円以上の設備等・図書は含まれていません。

〇教育・研究等経費：▲406百万円
消耗品費、修繕費の減少

○受託研究等経費：▲4百万円
受入金額の減少

○人件費：101百万円
退職手当支給額の増加

主な増減理由
〇運営費交付金収益：63百万円

運営費交付金により措置される退職手当支給額の増加
○寄附金収益：▲20百万円

寄附金を財源とする償却資産の除却・減価償却による減少
○補助金収益：▲173百万円

補助金収入の減少

教育研究支援経費
157百万円
（1.5％）

研究経費
236百万円
（2.3％）

教育経費
2,091百万円
（20.0％）

人件費
7,627百万円
（72.8％）

受託研究・事業費等
27百万円
（0.2％）

雑損
2百万円

（0.0％）

⼀般管理費
336百万円
（3.2％）

経常費用
10,481
百万円

施設費収益
40百万円
（0.4％）

寄附金収益
76百万円
（0.7％）

学生納付金収益
2,941百万円
（27.9％）

運営費交付金収益
6,652百万円
（63.2％）

その他
661百万円
（6.3％）

雑益
155百万円
（1.5％）

経常収益
10,533
百万円

○土地建物等：▲433百万円
減価償却及び除却による減少

○工具器具備品：61百万円
リース資産の取得による増加

○現金及び預金：▲11百万円
未払金の減少

○資産見返負債：134百万円
補助金等を財源とした償却資産の取得による増加

○未払金：▲183百万円
予算の早期執行等による減少

○資本剰余金：▲425百万円
施設費等を財源とした資産の減価償却等による減少

○損益外減価償却累計額：▲577百万円
施設費等を財源とした固定資産の減価償却累計額
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※百万円未満切り捨てのため、合計金額は⼀致しないことがあります。

※百万円未満切り捨てのため、合計
金額は⼀致しないことがあります。
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																												（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

												令和２年度 レイワ ネンド ド		令和３年度 レイワ ネンド ド		対前年度 タイ ゼンネンド								令和２年度 レイワ ネンド ド		令和３年度 レイワ ネンド ド		対前年度 タイ ゼンネンド

				資産の部 シサン ブ		固定資産 コテイシサン						44,840		44,555		▲285		負債の部 フサイ ブ		固定負債 コテイ フサイ				5,718		5,857		139

								有形固定資産 ユウケイ コテイシサン				44,777		44,415		▲362						資産見返負債 シサン ミカエ フサイ		5,517		5,651		134

										土地 トチ		29,667		29,667		0						長期未払金 チョウキ ミハライキン		62		68		6

										建物 タテモノ		11,219		10,815		▲404						資産除去債務 シサン ジョキョ サイム		137		138		1

										構築物 コウチクブツ		275		246		▲29				流動負債 リュウドウ フサイ				2,009		1,716		▲ 293

										機械装置 キカイ ソウチ		0		0		0						運営費交付金債務 ウンエイヒ コウフキン サイム		156		0		▲ 156

										工具器具備品 コウグ キグ ビヒン		418		479		61						寄附金債務 キフキン サイム		320		345		25

										図書 トショ		2,930		2,936		6						未払金 ミバライキン		1,329		1,146		▲ 183

										美術品・収蔵品 ビジュツヒン シュウゾウヒン		239		240		1						その他 タ		202		225		23

										車両運搬具 シャリョウ ウンパン グ		14		9		▲5				負債の部合計 フサイ ブ ゴウケイ				7,727		7,574		▲ 153

										建設仮勘定 ケンセツ カリカンジョウ		13		19		6		純資産の部 ジュン シサン ブ		資本金 シホンキン				41,257		41,257		0

								無形固定資産 ムケイ コテイシサン				56		131		75				資本剰余金 シホン ジョウヨキン				▲ 2,498		▲ 2,923		▲ 425

										ソフトウェア		56		131		75						資本剰余金 シホン ジョウヨキン		10,393		10,547		154

								投資その他の資産 トウシ タ シサン				6		6		0						損益外減価償却累計額 ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ルイケイガク		▲ 12,836		▲ 13,413		▲ 577

										その他 タ		6		6		0						損益外減損損失累計額 ソンエキ ガイ ゲンソン ソンシツ ルイケイガク		▲ 46		▲ 47		▲ 1

						流動資産 リュウドウ シサン						2,294		2,238		▲56						損益外利息費用累計額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ルイケイガク		▲ 8		▲ 8		0

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				2,111		2,100		▲11				利益剰余金 リエキ ジョウヨキン				648		884		236

								未収入金 ミシュウ ニュウキン				73		48		▲25						前中期目標期間繰越積立金 マエ チュウキ モクヒョウ キカン クリコシ ツミタテキン		114		114		0

								未収学生納付金収入 ミシュウ ガクセイ ノウフキン シュウニュウ				101		81		▲20						目的積立金 モクテキ ツミタテキン		306		0		▲ 306

								有価証券 ユウカ ショウケン				－		－		－						教育研究環境整備積立金 キョウイク ケンキュウ カンキョウ セイビ ツミタテ キン		－		450		450

								その他 タ				8		8		0						積立金 ツミタテキン		63		63		0

																						当期未処分利益（当期未処理損失） トウキ ミショブン リエキ トウキ ミショリ ソンシツ		164		256		92

																				純資産の部合計 ジュンシサン ブ ゴウケイ				39,407		39,218		▲ 189

				資産の部合計 シサン ブ ゴウケイ								47,134		46,793		▲341		負債・純資産の部合計 フサイ ジュンシサン ブ ゴウケイ						47,134		46,793		▲ 341

				※百万円未満切り捨てのため、合計金額は一致しないことがあります。



				主な増減理由 オモ ゾウゲン リユウ



				　○土地建物等：▲433百万円
　　　減価償却及び除却による減少
　○工具器具備品：61百万円
　　　リース資産の取得による増加
　○現金及び預金：▲11百万円
　　　未払金の減少 トチ タテモノ トウ ヒャクマンエン オヨ ジョキャク コウグ キグ ビヒン ヒャクマンエン シサン シュトク ゾウカ ゲンキン オヨ ヨキン ヒャク ミバライキン ゲンショウ														○資産見返負債：134百万円
　　補助金等を財源とした償却資産の取得による増加
○未払金：▲183百万円
　　予算の早期執行等による減少
○資本剰余金：▲425百万円
　　施設費等を財源とした資産の減価償却等による減少
○損益外減価償却累計額：▲577百万円
　　施設費等を財源とした固定資産の減価償却累計額 シサン ミカエリ フサイ ヒャクマンエン ホジョキントウ ザイゲン ショウキャク シサン シュトク ゾウカ ミバライキン ヒャクマンエン ヨサン ソウキ シッコウトウ ゲンショウ シホンジョウヨキン ヒャク マンエン シセツ ヒ トウ ザイゲン シサン ゲンカ ショウキャク トウ ゲンショウ ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク ヒャクマンエン シセツヒ トウ ザイゲン コテイ シサン ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

























				※百万円未満切り捨てのため、合計金額は一致しないことがあります。



土地

 29,667百万円 （63.4％）



建物

10,815百万円

（23.1％）



工具器具備品

479百万円（1.0％）





図書

2,936百万円（6.3％）





現金及び預金

2,100百万円(4.5％）



その他

788百万円（1.7％）





土地	建物	工具器具備品	図書	現金及び預金	その他	29667	10815	479	2936	2100	788	
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																												（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

												令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		対前年比 タイ ゼンネンヒ								令和２年度 レイワ ネンド ド		令和３年度 レイワ ネンド ド		対前年比 タイ ゼンネンヒ

				経常費用 ケイジョウ ヒヨウ								10,880		10,481		▲ 399		経常収益 ケイジョウ シュウエキ						10,981		10,533		▲ 448

						業務費 ギョウムヒ						10,506		10,142		▲ 364				運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ				6,589		6,652		63

								教育経費 キョウイクケイヒ				2,497		2,091		▲ 406				授業料収益 ジュギョウリョウ シュウエキ				2,576		2,505		▲ 71

								研究経費 ケンキュウ ケイヒ				260		236		▲ 24				資産見返運営費交付金等戻入 シサン ミカエリ ウンエイヒ コウフキン トウ レイニュウ				196		197		1

								教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ				188		157		▲ 31				公開講座収益 コウカイ コウザ シュウエキ				0		0		0

								受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ				6		16		10				入学金収益 ニュウガクキン シュウエキ				376		371		▲ 5

								共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ				0		3		3				検定料収益 ケンテイリョウ シュウエキ				79		65		▲ 14

								受託事業費 ジュタク ジギョウヒ				25		8		▲ 17				受託研究収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ				6		16		10

								役員人件費 ヤクイン ジンケンヒ				91		91		0				共同研究収益 キョウドウ ケンキュウ シュウエキ				0		3		3

								教員人件費 キョウイン ジンケンヒ				5,509		5,495		▲ 14				受託事業収益 ジュタク ジギョウ シュウエキ				25		8		▲ 17

								職員人件費 ショクイン ジンケンヒ				1,926		2,041		115				寄附金収益 キフキン シュウエキ				96		76		▲ 20

						 一般管理費 イッパン カンリヒ						372		336		▲ 36				資産見返寄附金戻入 シサン ミカエリ キフキン モド イ				24		22		▲ 2

						雑損 ザツ ソン						2		2		0				補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ				559		386		▲ 173

				臨時損失 リンジ ソンシツ								2		3		1				資産見返補助金等戻入 シサン ミカエリ ホジョキン トウ レイニュウ				21		29		8

				当期総利益（当期総損失） トウキ ソウリエキ								164		256		92				施設費収益 シセツヒ シュウエキ				290		40		▲ 250

																				雑益他 ザツエキ ホカ				138		155		17

																		臨時利益 リンジ リエキ						－		192		192

																		目的積立金取崩額 モクテキ ツミタテキン ト クズ ガク						65		15		▲ 50

				計 ケイ								11,046		10,740		▲ 306		計 ケイ						11,046		10,740		▲ 306

				※経常費用には５０万円以上の設備等・図書は含まれていません。 ケイジョウ ヒヨウ



				主な増減理由 オモ ゾウゲン リユウ



				〇教育・研究等経費：▲406百万円
　　消耗品費、修繕費の減少
○受託研究等経費：▲4百万円
　　受入金額の減少
○人件費：101百万円
　　退職手当支給額の増加

 ヒャクマンエン ショウモウヒンヒ シュウゼンヒ ゲンショウ ジュタク ケンキュウトウ ケイヒ ヒャクマンエン ウケイレ キンガク ゲンショウ ジンケンヒ ヒャクマンエン タイショク テアテ シキュウガク ゾウカ														〇運営費交付金収益：63百万円
　　運営費交付金により措置される退職手当支給額の増加
○寄附金収益：▲20百万円
　　寄附金を財源とする償却資産の除却・減価償却による減少
○補助金収益：▲173百万円
　　補助金収入の減少


 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ ヒャクマンエン ウンエイヒ コウフキン ソチ タイショク テアテ シキュウ ゾウカ キフキン ザイゲン ショウキャク シサン ジョキャク ゲンカショウキャク ゲンショウ ヒャクマンエン ホジョキン シュウニュウ ゲンショウ

















人件費

7,627百万円

（72.8％）



教育経費

2,091百万円

（20.0％）



研究経費

236百万円（2.3％）



教育研究支援経費

157百万円（1.5％）



一般管理費

336百万円（3.2％）



受託研究・事業費等

27百万円（0.2％）

 雑損

 2百万円（0.0%）







人件費	教育経費	研究経費	教育研究支援経費	一般管理費	受託研究・事業費等	その他	7628	2091	236	158	336	28	6	

運営費交付金収益

6,652百万円

（63.2％）



学生納付金収益 2,941百万円

（27.9％）



寄附金収益

 76百万円（0.7％）



雑益

 155百万円   （1.5％）



その他

 661百万円（6.3％）





運営費交付金収益	学生納付金収益	寄附金収益	施設費収益	雑益	その他	6652	2941	76	40	155	669	



データ

		費用 ヒヨウ

				円グラフ幅のための調整 エン ハバ チョウセイ				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		％

		人件費 ジンケンヒ		7,527				7,527		69.194704909		69.2

		教育経費 キョウイク ケイヒ		2,497				2,497		22.9545872403		23

		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		260				260		2.3901452473		2.4

		教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		188				188		1.7282588711		1.7

		一般管理費 イッパン カンリヒ		372				372		3.4197462769		3.4

		受託研究・事業費等 ジュタク ケンキュウ ジギョウ ヒ ナド		32				32		0.2941717227		0.3

		雑損 ザッソン		2				2		0.0183857327		0

				10,835				10,878		100		100

								※損益計算書上の経常費用合計額10,880 ソンエキ ケイサンショ ジョウ ケイジョウ ヒヨウ ゴウケイ ガク



		収益 シュウエキ

								％

		運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		6,589				60.0036426555		60.0

		学生納付金収益 ガクセイ ノウフキン シュウエキ		3,032				27.6113286586		27.6

		寄附金収益 キフ キン シュウエキ		96				0.874237319		0.9

		施設費収益 シセツヒ シュウエキ		291				2.6500318732		2.7

		雑益 ザツエキ		137				1.2476095073		1.2

		その他 タ		836				7.6131499863		7.6

				10,981				100		100





×グラフ

		費用 ヒヨウ

				円グラフ幅のための調整 エン ハバ チョウセイ				損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		％

		人件費 ジンケンヒ		7,527				7,527		0.6919470491		69.2

		教育経費 キョウイク ケイヒ		2,497				2,497		0.2295458724		23

		研究経費 ケンキュウ ケイヒ		260				260		0.0239014525		2.4

		教育研究支援経費 キョウイク ケンキュウ シエン ケイヒ		188				188		0.0172825887		1.7

		一般管理費 イッパン カンリヒ		372				372		0.0341974628		3.4

		受託研究費・共同研究費・受託事業費 ジュタク ケンキュウ ヒ キョウドウ ケンキュウ ヒ ジュタク ジギョウ ヒ		32				32		0.0029417172		0.3

		雑損 ザッソン		2				2		0.0001838573		0

				10,878				10,878		1		100

								※損益計算書上の経常費用合計額10,880 ソンエキ ケイサンショ ジョウ ケイジョウ ヒヨウ ゴウケイ ガク

		収益 シュウエキ

								％

		運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ		7,168				0.6524667759		65.3

		学生納付金収益 ガクセイ ノウフキン シュウエキ		3,156				0.2872747133		28.7

		補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ		37				0.0033679228		0.3

		寄附金収益 キフ キン シュウエキ		82				0.0074640451		0.7

		施設費収益 シセツヒ シュウエキ		8				0.0007281995		0.1

		受託研究・共同研究・受託事業 ジュタク ケンキュウ キョウドウ ケンキュウ ジュタク ジギョウ		33				0.003003823		0.3

		雑益 ザツエキ		207				0.0188421628		1.9

		その他 タ		292				0.0265792827		2.7

				10,986				0.9997269252		100



[分類名] 
[値]百万円
（74.9%）
[分類名]
[値]百万円
（17.7%）
[分類名]
[値]百万円
（2.6%）
[分類名] [値]百万円
（1.3%）
[分類名]
[値]百万円
（3.2%）
[分類名]
[値]百万円
（0.3%）

人件費	教育経費	研究経費	教育研究支援経費	一般管理費	受託研究費・共同研究費・受託事業費	雑損	0	7527	2497	260	188	372	32	2	
運営費交付金収益
7,168百万円（65.3％）
学生納付金収益
3,156百万円
（28.7％）
受託研究費等
33百万円（0.3％）
その他
292百万円（2.7％）
雑益
207百万円（1.9％）
補助金等収益
37百万円（0.3％）
施設費収益
8百万円（0.1％）

運営費交付金収益	学生納付金収益	補助金等収益	寄附金収益	施設費収益	受託研究・共同研究・受託事業	雑益	その他	7168	3156	37	82	8	33	207	292	
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決算報告書（決算ベース）の概要

○業務活動によるキャッシュ・フロー：17百万円
人件費支出及び施設費に係る支出が減少したため

○投資活動によるキャッシュ・フロー：▲280百万円
施設費による収入が減少したため

HUE Integrated Report 2022

主な増減理由

キャッシュ・フロー計算書の概要

（単位：百万円）
令和２年度 令和３年度 前年比

299 317 17
▲ 4 ▲ 284 ▲ 280

▲ 51 ▲ 43 7
243 ▲ 11 ▲ 255

1,867 2,111 243
2,111 2,100 ▲ 11資金期末残高

区　　分
業務活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー

資金の増加・減少額
資金期首残高

利益の処分に関する書類の概要

国立大学法人が獲得した利益（当期未処分利益＝当期総利
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、中期計画で定められた使途の範囲内において、国
立大学法人が自主的な判断により使用することができます。

認定されなかった額については、積立金となり、現金支出を
伴う業務には使用できませんが、損益計算において損失が発生
した場合の補填に使用することができます。

業務実施コスト計算書の概要

（単位：百万円）
令和２年度 令和３年度 前年比

業務費用 7,458 7,167 ▲ 291
損益計算上の費用 10,882 10,484 ▲ 398
（控除）自己収入 ▲ 3,423 ▲ 3,317 106

損益外減価償却相当額 643 661 18
損益外減損損失相当額 25 1 ▲ 23
損益外利息費用相当額 0 0 0
損益外除売却差額相当額 1 0 ▲ 1
引当外賞与増加見積額 ▲ 7 3 10
引当外退職給付増加見積額 53 ▲ 77 ▲ 130
機会費用 44 76 32
（控除）国庫納付額 - - -
業務実施コスト 8,218 7,833 ▲ 385

区　　分

○損益計算上の費用：▲398百万円
教育・研究等経費の減少によるもの

○引当外退職給付増加見積額：▲130百万円
見積額の減少によるもの

主な増減理由

国民１人当たりの負担となるコスト
【参考】令和２年度他大学の状況

東京大学 約８６７円
北海道大学約 ３５７円
東京学芸大学 約７２円
愛知教育大学 約４８円
大阪教育大学 約５９円

約６２円 ※令和２年度
約６５円

（人口 １億２５４４万人 令和３年１１月１日現在）

【収入】 【支出】 （単位：百万円）
令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度

6,662 6,712 9,697 9,822
805 285 9,697 9,822

0 0 0 0
596 497 854 272

0 0
260 155

2,842 2,873 0 0
0 0

0 0
0 0

129 132

131 114

0 0
0 0
0 0

102 19

11,190 10,517 10,936 10,341
253 175

計 計
収入－支出

目的積立金取崩

0 0
附属病院収入
財産処分収入
雑収入

産学連携等研究収入及
び寄附金収入等
引当金取崩
長期借入金収入
貸付回収金

123 91

自己収入 貸付金
授業料、入学金
及び検定料収入

2,713 2,740
長期借入金償還金
大学改革支援・学位授与機
構施設費交付事業費納付金

船舶建造費補助金 診療経費
補助金収入 施設整備費

大学改革支援・学位授
与機構施設費交付事業
費

49 13

船舶建造費
補助金
産学連携等研究経費及び寄
附金事業費等

施設整備費補助金 教育研究経費

区　　分 区　　分
運営費交付金 業務費

大学の業務運営の基礎財源として毎事業年度、国から交付される運営費交付金は、第３期中期目標期間は年度により増減
がありますが、法人化当初の平成16年度以降減少傾向にあり、財政状況は厳しいものとなっています。

■運営費交付金収入の推移

■自己収入及び授業料免除額の推移
主な自己収入は、授業料、入学金及び検定料収入となっており、授業料免除の拡充及び平成27年度以降学部改組に伴う入

学定員の見直しにより減少しています。

31 32

7,377 

6,943 6,970 

7,177 
7,023 

7,259 

6,662 6,712 

6,000

6,500

7,000

7,500 ※東日本大震災給与改
定臨時特例法に基づく
給与削減が平成24,25
年度に実施されたため、
減少している。

第3期中期目標期間

第1期中期目標
期間平均

(平成16～21年度)

第2期中期目標
期間平均

(平成22～27年度)

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

3,433 
3,329 

3,088 
2,970 2,975 2,915 2,842 2,873 

180 

293 

394 
470 476 466 475 

429 

0

100

200

300

400

500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

※百万円未満切り捨てのため、合計金額は⼀致しないことがあります。

※百万円未満切り捨てのため、合計金額は⼀致しないことがあります。

※百万円未満切り捨てのため、合計金額は⼀致しないことが
あります。

第1期中期目標
期間平均

(平成16～21年度)

第2期中期目標
期間平均

(平成22～27年度)

(単位：百万円)

(単位：百万円)

自己収入 授業料免除額


Sheet1



										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		区　　分 ク ブン				令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		前年比 ゼンネンヒ

		業務活動によるキャッシュ・フロー ギョウム カツドウ				299		317		17

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲ 4		▲ 284		▲ 280

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				▲ 51		▲ 43		7

		資金の増加・減少額 シキン ゾウカ ゲンショウ ガク				243		▲ 11		▲ 255

		資金期首残高 シキン キシュ ザンダカ				1,867		2,111		243

		資金期末残高 シキン キマツ ザンダカ				2,111		2,100		▲ 11



		主な増減理由 オモ ゾウゲン リユウ

		 ○業務活動によるキャッシュ・フロー：17百万円
　　人件費支出及び施設費に係る支出が減少したため
 ○投資活動によるキャッシュ・フロー：▲280百万円
　　施設費による収入が減少したため ギョウム カツドウ ヒャクマンエン ジンケンヒ シシュツ オヨ シセツヒ カカ シシュツ ゲンショウ トウシ シセツヒ シュウニュウ ゲンショウ




















Sheet1

												（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				区　　分 ク ブン				令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		前年比 ゼンネンヒ

				業務費用 ギョウム ヒヨウ				7,458		7,167		▲ 291

						損益計算上の費用 ソンエキ ケイサンジョウ ヒヨウ		10,882		10,484		▲ 398

						（控除）自己収入 コウジョ ジコ シュウニュウ		▲ 3,423		▲ 3,317		106

				損益外減価償却相当額 ソンエキ ガイ ゲンカ ショウキャク ソウトウガク				643		661		18

				損益外減損損失相当額 ソンエキ ガイ ゲンソン ソンシツ ソウトウ ガク				25		1		▲ 23

				損益外利息費用相当額 ソンエキ ガイ リソク ヒヨウ ソウトウ ガク				0		0		0

				損益外除売却差額相当額 ソンエキ ガイ ジョ バイキャク サガク ソウトウガク				1		0		▲ 1

				引当外賞与増加見積額 ヒキアテ ガイ ショウヨ ゾウカ ミツモリ ガク				▲ 7		3		10

				引当外退職給付増加見積額 ヒキアテ ガイ タイショク キュウフ ゾウカ ミツモリ ガク				53		▲ 77		▲ 130

				機会費用 キカイ ヒヨウ				44		76		32

				（控除）国庫納付額 コウジョ コッコ ノウフガク				-		-		-

				業務実施コスト ギョウム ジッシ				8,218		7,833		▲ 385



				主な増減理由 オモ ゾウゲン リユウ

				 ○損益計算上の費用：▲398百万円
  　教育・研究等経費の減少によるもの
 ○引当外退職給付増加見積額：▲130百万円
  　見積額の減少によるもの ソンエキ ケイサン ウエ ヒヨウ ヒャクマンエン キョウイク ケンキュウトウ ケイヒ ゲンショウ ヒャクマンエン ミツモリ ガク ゲンショウ









				国民１人当たりの負担となるコスト コクミン ニン ア フタン



						約６2円 ヤク エン		　※令和２年度
　　　　約65円 レイワ ネンド ガンネン ヤク エン

				　　　　（人口　１億２５４４万人　令和３年１１月１日現在）
 ジンコウ オク マン ニン レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ











【参考】令和２年度他大学の状況
　　　東京大学　　　 約８６７円
　　　北海道大学　　 約３５７円
　　　東京学芸大学　   約７２円
　　　愛知教育大学　   約４８円
　　　大阪教育大学　   約５９円




決算報告書

		決算報告書（決算ベース）の概要 ケッサン ホウコクショ ケッサン ガイヨウ



		【収入】 シュウニュウ														【支出】 シシュツ										（単位：百万円）

		区　　分 ク ブン								令和２年度 レイワ ネンド ド		令和３年度 レイワ ネンド ド				区　　分 ク ブン								令和２年度 レイワ ネンド ド		令和３年度 レイワ ネンド ド

		運営費交付金								6,662		6,712				業務費								9,697		9,822

		施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン								805		285						教育研究経費						9,697		9,822

		船舶建造費補助金 センパク ケンゾウヒ ホジョキン								0		0						診療経費						0		0

		補助金収入 ホジョキン シュウニュウ								596		497				施設整備費								854		272

		大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費 ダイガク カイカク シエン ガクイ ジュヨ キコウ シセツヒ コウフ ジギョウヒ								49		13				船舶建造費								0		0

																補助金 ホジョキン								260		155

																産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 キフキン								123		91



		自己収入 ジコ シュウニュウ								2,842		2,873				貸付金 カシツケキン								0		0

				授業料、入学金
及び検定料収入 ジュギョウリョウ ニュウガクキン オヨ ケンテイリョウ シュウニュウ						2,713		2,740				長期借入金償還金								0		0

																大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費納付金								0		0

				附属病院収入 フゾク ビョウイン シュウニュウ						0		0

				財産処分収入 ザイサン ショブン シュウニュウ						0		0

				雑収入 ザツ シュウニュウ						129		132

		産学連携等研究収入及び寄附金収入等 サンガク レンケイ ナド ケンキュウ シュウニュウ オヨ キフ キン シュウニュウ ナド								131		114

		引当金取崩 ヒキアテキン ト クズ								0		0

		長期借入金収入 チョウキ カリイレキン シュウニュウ								0		0

		貸付回収金 カシツケ カイシュウ キン								0		0

		目的積立金取崩 モクテキ ツミタテキン ト クズ								102		19



		計 ケイ								11,190		10,517				計 ケイ								10,936		10,341



																収入－支出 シュウニュウ シシュツ								253		175

		■運営費交付金収入の推移 スイイ

				　大学の業務運営の基礎財源として毎事業年度、国から交付される運営費交付金は、第３期中期目標期間は年度により増減がありますが、法人化当初の平成16年度以降減少傾向にあり、財政状況は厳しいものとなっています。 ダイ キ チュウキモク ネンド ゾウゲン ホウジンカ トウショ ヘイセイ ネンド イコウ ゲンショウ ケイコウ ザイセイ ジョウキョウ キビ





































		■自己収入及び授業料免除額の推移
 ジコ シュウニュウ オヨ ジュギョウリョウ メンジョ ガク スイイ

				　主な自己収入は、授業料、入学金及び検定料収入となっており、授業料免除の拡充及び平成27年度以降学部改組に伴う入学定員の見直しにより減少しています。 オモ ジコ シュウニュウ カクジュウ オヨ ガクブ カイソ トモナ ニュウガク テイイン ミナオ ゲンショウ































































（単位：百万円）

運営費交付金収入	

第1期中期目標	
期間平均	第2期中期目標	
期間平均	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	7377	6942.833333333333	6970	7177	7023	7259	6662	6712	





自己収入	

第1期中期目標	
期間平均	第2期中期目標	
期間平均	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	3433.1666666666665	3328.8333333333335	3088	2970	2975	2915	2842	2873	授業料免除額	

第1期中期目標	
期間平均	第2期中期目標	
期間平均	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	179.83333333333334	292.66666666666669	394	470	476	466	475	429	









（平成16～21年度）

（平成22～27年度）

（単位：百万円）

（平成16～21年度）

（平成22～27年度）



グラフ (2)

				平成16年度 ヘイセイ ネンド		平成17年度 ヘイセイ ネンド		平成18年度 ヘイセイ ネンド		平成19年度 ヘイセイ ネンド		平成20年度 ヘイセイ ネンド		平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		運営費交付金収入 ウンエイヒ コウフキン シュウニュウ		7,516		7,212		7,377		7,549		7,430		7,178		6,947		6,945		6,850		7,175		6,871		6,869		6,970		7,177		7,023

		基幹運営費交付金 キカン ウンエイヒ コウフキン		6,590		6,303		6,426		6,434		6,402		6,319		6,231		6,162		6,157		6,531		6,153		6,161		6,478		6,557		6,544

		特殊要因運営費交付金 トクシュ ヨウイン ウンエイヒ コウフキン		926		909		951		1,115		1,028		859		716		783		693		644		718		708		492		620		479

		自己収入 ジコ シュウニュウ		3,055		3,551		3,493		3,497		3,482		3,521		3,422		3,401		3,381		3,321		3,289		3,159		3,088		2,970		2,975

		補助金収入 ホジョキン シュウニュウ		0		51		39		40		94		211		102		17		11		338		1,275		442		127		65		32

		授業料免除額 ジュギョウリョウ メンジョ ガク		166		175		176		189		188		185		245		285		270		300		300		356		394		470		476



				第1期中期目標
期間平均 ダイ キ チュウキ モクヒョウ キカン ヘイキン		第2期中期目標
期間平均 ダイ キ チュウキ モクヒョウ キカン ヘイキン		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド

		運営費交付金収入 ウンエイヒ コウフキン シュウニュウ		7,377		6,943		6,970		7,177		7,023		7,259		6,662

		基幹運営費交付金 キカン ウンエイヒ コウフキン		6,412		6,233		6,478		6,557		6,544		6,547		6,329

		特殊要因運営費交付金 トクシュ ヨウイン ウンエイヒ コウフキン		965		710		492		620		479		712		332

		自己収入 ジコ シュウニュウ		3,433		3,329		3,088		2,970		2,975		2,915		2,842

		授業料免除額 ジュギョウリョウ メンジョ ガク		180		293		394		470		476		466		475



運営費交付金収入の推移



基幹運営費交付金	

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	6590	6303	6426	6434	6402	6319	6231	6162	6157	6531	6153	6161	6478	6557	特殊要因運営費交付金	

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	926	909	951	1115	1028	859	716	783	693	644	718	708	492	620	







運営費交付金収入、自己収入及び補助金収入の推移



運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	7177	自己収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	3055	3551	3493	3497	3482	3521	3422	3401	3381	3321	3289	3159	3088	2970	補助金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	0	51	39	40	94	211	102	17	11	338	1275	442	127	65	









運営費交付金収入の推移



運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	7177	





自己収入の推移



自己収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	3055	3551	3493	3497	3482	3521	3422	3401	3381	3321	3289	3159	3088	2970	運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	7177	





■



補助金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	0	51	39	40	94	211	102	17	11	338	1275	442	127	65	運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	自己収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	3055	3551	3493	3497	3482	3521	3422	3401	3381	3321	3289	3159	3088	







運営費交付金収入	

第1期中期目標	
期間平均	第2期中期目標	
期間平均	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	7377	6942.833333333333	6970	7177	7023	7259	6662	







自己収入	

第1期中期目標	
期間平均	第2期中期目標	
期間平均	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	3433.1666666666665	3328.8333333333335	3088	2970	2975	2915	2842	授業料免除額	

第1期中期目標	
期間平均	第2期中期目標	
期間平均	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	179.83333333333334	292.66666666666669	394	470	476	466	475	











グラフ

				平成16年度 ヘイセイ ネンド		平成17年度 ヘイセイ ネンド		平成18年度 ヘイセイ ネンド		平成19年度 ヘイセイ ネンド		平成20年度 ヘイセイ ネンド		平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		運営費交付金収入 ウンエイヒ コウフキン シュウニュウ		7,516		7,212		7,377		7,549		7,430		7,178		6,947		6,945		6,850		7,175		6,871		6,869		6,970		7,177		7,023

		基幹運営費交付金 キカン ウンエイヒ コウフキン		6,590		6,303		6,426		6,434		6,402		6,319		6,231		6,162		6,157		6,531		6,153		6,161		6,478		6,557		6,544

		特殊要因運営費交付金 トクシュ ヨウイン ウンエイヒ コウフキン		926		909		951		1,115		1,028		859		716		783		693		644		718		708		492		620		479

		自己収入 ジコ シュウニュウ		3,055		3,551		3,493		3,497		3,482		3,521		3,422		3,401		3,381		3,321		3,289		3,159		3,088		2,970		2,975

		補助金収入 ホジョキン シュウニュウ		0		51		39		40		94		211		102		17		11		338		1,275		442		127		65		32

		授業料免除額 ジュギョウリョウ メンジョ ガク																				366		300		356		394		470		476



運営費交付金収入の推移



基幹運営費交付金	

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	6590	6303	6426	6434	6402	6319	6231	6162	6157	6531	6153	6161	6478	6557	特殊要因運営費交付金	

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	926	909	951	1115	1028	859	716	783	693	644	718	708	492	620	







運営費交付金収入、自己収入及び補助金収入の推移



運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	7177	自己収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	3055	3551	3493	3497	3482	3521	3422	3401	3381	3321	3289	3159	3088	2970	補助金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	0	51	39	40	94	211	102	17	11	338	1275	442	127	65	









運営費交付金収入の推移



運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	7177	





自己収入の推移



自己収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	3055	3551	3493	3497	3482	3521	3422	3401	3381	3321	3289	3159	3088	2970	運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	7177	





■



補助金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	0	51	39	40	94	211	102	17	11	338	1275	442	127	65	運営費交付金収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	7516	7212	7377	7549	7430	7178	6947	6945	6850	7175	6871	6869	6970	自己収入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成	28年度	平成29年度	3055	3551	3493	3497	3482	3521	3422	3401	3381	3321	3289	3159	3088	
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財務指標による他大学との比較

■業務費に占める人件費の割合 ■業務費に対する一般管理費の割合

　→数値が低いほど少ない人件費をもって業務が遂行されていると考えられます。 　→数値が低いほど管理運営の効率化・合理化が図られていると考えられます。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
人件費 8,036 8,138 7,809 8,043 7,527 7,628 一般管理費 324 348 344 336 372 336
業務費 10,467 10,519 10,340 10,497 10,506 10,142 業務費 10,467 10,519 10,340 10,497 10,506 10,142
比率（本学） 76.8% 77.4% 75.5% 76.6% 71.6% 75.2% 比率（本学） 3.1% 3.3% 3.3% 3.2% 3.5% 3.3%
比率（11大学） 78.5% 78.8% 78.2% 77.4% 75.0% 74.9% 比率（11大学） 3.9% 4.1% 3.8% 4.2% 4.1% 5.0%

　→数値が高いほど外部資金による活動性収益性が高いことを示しています。 ■学生一人当たりの教育経費　※教員人件費は含んでいません

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
外部資金収益 145 115 117 104 128 104 教育経費 1,943,228 1,925,600 2,058,489 1,995,326 2,497,153 2,091,917
経常収益 10,875 10,986 10,871 10,957 10,981 10,533 学生当教育経費（本学） 360 360 385 375 471 398
比率（本学） 1.3% 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 学生当教育経費（11大学） 346 340 360 392 455 460
比率（11大学） 2.2% 2.1% 2.3% 2.1% 2.1% 2.2% 【参考】

学生数 5,384 5,345 5,337 5,312 5,292 5,246

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
広義研究経費 420,315 410,617 416,456 391,087 381,778 386,015 外部資金獲得額（本学） 177,096 168,418 154,928 163,525 154,062 183,815
教員当研究経費（本学） 755 746 765 735 720 729 教員当外部資金獲得額（本学） 318 306 284 307 290 347
教員当研究経費（11大学） 761 731 735 727 757 724 教員当外部資金獲得額（11大学） 373 368 358 357 331 327
【参考】 【参考】
教員数 556 550 544 532 530 529 科研費採択件数 216 216 187 193 202 230

■経常収益に占める外部資金
（受託研究収益、共同研究収益、受託事業等収益、寄附金収益）の割合

■教員１人当たりの研究経費　※研究経費、受託研究費、共同研究費、科学研究費補助金 ■教員１人当たりの外部資金獲得額　※受託研究収益、共同研究収益、科学研究費補助金
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教育経費／学生数（附属除く）数値が高いほど学生⼀人当たりにかけられた教育
経費が高いと考えられる。

■教員⼀人当たりの研究経費

729千円 724千円
(研究経費＋受託研究費＋共同研究費＋
科学研究費補助金（直接経費））／教員
数（附属含む）

数値が高いほど教員による研究活動が盛んである
と考えられる。

活
動
性

■学生⼀人当たりの教育経費
※教員人件費を除く

398千円 460千円

(受託研究収益＋共同研究収益＋受託事
業等収益＋寄附金収益)／経常収益

数値が高いほど外部資金による活動・収益性が高
いと考えられる。

■教員⼀人当たりの外部資金獲得額

347千円 327千円
(受託研究費＋共同研究費＋科学研究費
補助金（直接経費）＋科学研究費補助金
（間接経費））／教員数（附属含む）

数値が高いほど教員⼀人当たりの外部資金獲得額
が高いと考えられる。

発
展
性

■経常収益に占める外部資金の割合

1.0% 2.2%

人件費／業務費数値が低いほど少ない人件費をもって業務が遂行
されていると考えられる。

■業務費に対する⼀般管理費の割合

3.3% 5.0% ⼀般管理費／業務費数値が低いほど管理運営の効率化・合理化が図ら
れていると考えられる。

効
率
性

■業務費に占める人件費の割合

75.2% 74.9%

指 標
指標の見方

※1
本 学
※2

 教育系
 11大学平均 算 式

※1 指標の見方欄の「↑」を付した指標は数値が高いほど、「↓」は数値が低いほど、望ましい状態にあることを示しています。
※2 本学が教育系11大学平均より望ましい指標値である場合は、 しています。色付け

○外部資金費率が低い⼀方，⼀般管理費を節減し，教育・研究経費に多くの予算を投入している。

■財務指標のレーダーチャート

※教育系11大学平均値を「1」とした
場合の本学の値をグラフ化したものです。

※本学の令和２年度決算の値を「1」とした
場合の値をグラフ化したものです。
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令和３年度決算財務指標による他大学との比較 令和３年度決算と令和２年度との比較

33 34

本学 教育系11大学平均


財務指標による他大学との比較

		財務指標による他大学との比較 ザイム シヒョウ ホカ ダイガク ヒカク



		本学を含めた教育系学部のみで構成される11大学と本学の財務指標を比較したものです。 キョウイク ケイ ガクブ コウセイ ダイガク ホンガク ザイム シヒョウ ヒカク

		■業務費に占める人件費の割合 ギョウム ヒ シ ジンケンヒ ワリアイ																■業務費に対する一般管理費の割合 ギョウム ヒ タイ イッパン カンリヒ ワリアイ

		　→数値が低いほど少ない人件費をもって業務が遂行されていると考えられます。 スウチ ヒク スク ジンケンヒ ギョウム スイコウ カンガ																　→数値が低いほど管理運営の効率化・合理化が図られていると考えられます。 スウチ ヒク カンリ ウンエイ コウリツカ ゴウリカ ハカ カンガ



































				平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド						平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド

		人件費 ジンケンヒ		8,036		8,138		7,809		8,043		7,527		7,628				一般管理費 イッパン カンリヒ		324		348		344		336		372		336

		業務費 ギョウム ヒ		10,467		10,519		10,340		10,497		10,506		10,142				業務費 ギョウム ヒ		10,467		10,519		10,340		10,497		10,506		10,142

		比率（本学） ヒリツ ホンガク		76.8%		77.4%		75.5%		76.6%		71.6%		75.2%				比率（本学） ヒリツ ホンガク		3.1%		3.3%		3.3%		3.2%		3.5%		3.3%

		比率（11大学） ヒリツ ダイガク		78.5%		78.8%		78.2%		77.4%		75.0%		74.9%				比率（11大学） ヒリツ ダイガク		3.9%		4.1%		3.8%		4.2%		4.1%		5.0%





		■経常収益に占める外部資金
（受託研究収益、共同研究収益、受託事業等収益、寄附金収益）の割合 ケイジョウ シュウエキ シ ガイブ シキン ジュタク ケンキュウ シュウエキ キョウドウ ケンキュウ シュウエキ ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ キフ キン シュウエキ ワリアイ

		　→数値が高いほど外部資金による活動性収益性が高いことを示しています。 スウチ タカ ガイブ シキン カツドウセイ シュウエキセイ タカ シメ																■学生一人当たりの教育経費　※教員人件費は含んでいません ガクセイ ヒトリ アタ キョウイク ケイヒ キョウイン ジンケンヒ フク

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド						平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド

		外部資金収益 ガイブ シキン シュウエキ		145		115		117		104		128		104				教育経費 キョウイク ケイヒ		1,943,228		1,925,600		2,058,489		1,995,326		2,497,153		2,091,917

		経常収益 ケイジョウ シュウエキ		10,875		10,986		10,871		10,957		10,981		10,533				学生当教育経費（本学） ガクセイ ア キョウイク ケイヒ ホンガク		360		360		385		375		471		398

		比率（本学） ヒリツ ホンガク		1.3%		1.0%		1.1%		0.9%		1.1%		1.0%				学生当教育経費（11大学） ガクセイ ア キョウイク ケイヒ ダイガク		346		340		360		392		455		460

		比率（11大学） ヒリツ ダイガク		2.2%		2.1%		2.3%		2.1%		2.1%		2.2%				【参考】 サンコウ



																		学生数 ガクセイスウ		5,384		5,345		5,337		5,312		5,292		5,246



		■教員１人当たりの研究経費　※研究経費、受託研究費、共同研究費、科学研究費補助金 キョウイン リ ア ケンキュウ ケイヒ ケンキュウ ケイヒ ジュタク ケンキュウヒ キョウドウ ケンキュウヒ カガク ケンキュウヒ ホジョキン																■教員１人当たりの外部資金獲得額　※受託研究収益、共同研究収益、科学研究費補助金 キョウイン リ ア ガイブ シキン カクトク ガク シュウエキ



				平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド						平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド

		広義研究経費 コウギ ケンキュウ ケイヒ		420,315		410,617		416,456		391,087		381,778		386,015				外部資金獲得額（本学） ガイブ シキン カクトク ガク ホンガク		177,096		168,418		154,928		163,525		154,062		183,815

		教員当研究経費（本学） キョウイン ア ケンキュウ ケイヒ ホンガク		755		746		765		735		720		729				教員当外部資金獲得額（本学）		318		306		284		307		290		347

		教員当研究経費（11大学） キョウイン ア ケンキュウ ケイヒ ダイガク		761		731		735		727		757		724				教員当外部資金獲得額（11大学） ガイブ シキン カクトク ガク ダイガク		373		368		358		357		331		327

		【参考】 サンコウ																【参考】 サンコウ

		教員数 キョウイン スウ		556		550		544		532		530		529				科研費採択件数 カ ケン ヒ サイタク ケンスウ		216		216		187		193		202		230





人件費比率



人件費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	8036	8138	7809	8043	7527	7628	業務費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	10467	10519	10340	10497	10506	10142	比率（本学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	0.76800000000000002	0.77400000000000002	0.755	0.76600000000000001	0.71599999999999997	0.752	比率（11大学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	0.78500000000000003	0.78800000000000003	0.78200000000000003	0.77400000000000002	0.75	0.749	









学生当教育経費



教育経費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	1943228	1925600	2058489	1995326	2497153	2091917	学生当教育経費（本学）	360	360	385	375	471	398	学生当教育経費（11大学）	346	340	360	392	455	460	









教員当広義研究経費



広義研究経費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	420315	410617	416456	391087	381778	386015	教員当研究経費（本学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	755	746	765	735	720	729	教員当研究経費（11大学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	761	731	735	727	757	724	









外部資金獲得額（本学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	177096	168418	154928	163525	154062	183816	#REF!	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	1	教員当外部資金獲得額（本学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	318	306	284	307	290	347	教員当外部資金獲得額（11大学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	373	368	358	357	331	327	









人件費比率
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一般管理費比率



一般管理費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	324	348	344	336	372	336	業務費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	10467	10519	10340	10497	10506	10142	比率（本学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	3.1E-2	3.3000000000000002E-2	3.3000000000000002E-2	3.2000000000000001E-2	3.5000000000000003E-2	3.3000000000000002E-2	比率（11大学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	3.9E-2	4.1000000000000002E-2	3.7999999999999999E-2	4.2000000000000003E-2	4.1000000000000002E-2	0.05	









外部資金収益	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	145	115	117	104	128	104	経常収益	平成28年度	平成29年度	平成	30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	10875	10986	10871	10957	10981	10533	比率（本学）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	1.2999999999999999E-2	0.01	1.0999999999999999E-2	8.9999999999999993E-3	1.0999999999999999E-2	0.01	比率（11大学）	平成28年度	平成2	9年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	2.1999999999999999E-2	2.1000000000000001E-2	2.3E-2	2.1000000000000001E-2	2.1000000000000001E-2	2.1999999999999999E-2	
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		財務指標による他大学との比較 ザイム シヒョウ ホカ ダイガク ヒカク



				指 標 ユビ シルベ								指標の見方
※1 シヒョウ ミカタ		本 学
※2 ホン ガク		 教育系
 11大学平均 キョウイク ケイ ダイガク ヘイキン		指標の見方※1 シヒョウ ミカタ		算 式 サン シキ



		効率性 コウリツセイ		■業務費に占める人件費の割合 ギョウム ヒ シ ジンケンヒ ワリアイ										75.2%		74.9%				人件費／業務費 ジンケンヒ ギョウム ヒ

				数値が低いほど少ない人件費をもって業務が遂行されていると考えられる。





				■業務費に対する一般管理費の割合 ギョウム ヒ タイ イッパン カンリヒ ワリアイ										3.3%		5.0%				一般管理費／業務費 イッパン カンリヒ ギョウム ヒ

				数値が低いほど管理運営の効率化・合理化が図られていると考えられる。





		発展性 ハッテンセイ		■経常収益に占める外部資金の割合 ケイジョウ シュウエキ シ ガイブ シキン ワリアイ										1.0%		2.2%				(受託研究収益＋共同研究収益＋受託事業等収益＋寄附金収益)／経常収益 ジュタク ケンキュウ シュウエキ キョウドウ ケンキュウ シュウエキ ジュタク ジギョウ トウ シュウエキ キフキン シュウエキ ケイジョウ シュウエキ

				数値が高いほど外部資金による活動・収益性が高いと考えられる。 スウチ タカ ガイブ シキン カツドウ シュウエキセイ タカ カンガ





				■教員一人当たりの外部資金獲得額 キョウイン ヒトリ ア ガイブ シキン カクトク ガク										347千円 センエン		327千円 センエン				(受託研究費＋共同研究費＋科学研究費補助金（直接経費）＋科学研究費補助金（間接経費））／教員数（附属含む） チョクセツ ケイヒ カンセツ キョウイン スウ フゾク フク

				数値が高いほど教員一人当たりの外部資金獲得額が高いと考えられる。 スウチ タカ キョウイン ヒトリ ア ガイブ シキン カクトク ガク タカ カンガ





		活動性 カツドウセイ		■学生一人当たりの教育経費
※教員人件費を除く ガクセイ ヒトリ ア キョウイク ケイヒ キョウイン ジンケンヒ ノゾ										398千円 センエン		460千円 センエン				教育経費／学生数（附属除く） キョウイク ケイヒ ガクセイスウ フゾク ノゾ



				数値が高いほど学生一人当たりにかけられた教育経費が高いと考えられる。 スウチ タカ ガクセイ ヒトリ ア キョウイク ケイヒ タカ カンガ





				■教員一人当たりの研究経費 キョウイン ヒトリ ア ケンキュウ ケイヒ										729千円 センエン		724千円 センエン				(研究経費＋受託研究費＋共同研究費＋科学研究費補助金（直接経費））／教員数（附属含む） チョクセツ ケイヒ キョウイン スウ フゾク フク

				数値が高いほど教員による研究活動が盛んであると考えられる。 スウチ タカ キョウイン ケンキュウ カツドウ サカ カンガ







		※1 指標の見方欄の「↑」を付した指標は数値が高いほど、「↓」は数値が低いほど、望ましい状態にあることを示しています。 シヒョウ ミカタ ラン フ シヒョウ スウチ タカ スウチ ヒク ノゾ ジョウタイ シメ

		※2 本学が教育系11大学平均より望ましい指標値である場合は、 ホンガク キョウイク ケイ ダイガク ヘイキン ノゾ シヒョウ アタイ バアイ												色づけ		しています。

		○外部資金費率が低い一方，一般管理費を節減し，教育・研究経費に多くの予算を投入している。





		■財務指標のレーダーチャート ザイム シヒョウ

































				※教育系11大学平均値を「1」とした場合の本学の値を
   グラフ化したものです。



																※本学の令和２年度決算の値を「1」とした
　場合の値をグラフ化したものです。 ホンガク レイワ ネンド ガンネン ケッサン アタイ
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北海道教育大学基金

北 海 道 教 育 大学基 金は、 教員を 目指す 、ある いは地 域社会
の 様 々 な 分 野で活 躍しよ うと勉 学に励 む学生 を支援 するた
め に 、 平 成 18年1 2月に 設立さ れまし た

これまでに、339,329 ,113円のご寄附を頂戴いたしました。
令和4年3月末現在

育英事業

①優秀な大学院生（現職教員以外）への奨学金給付
１０人に対し、１人１０万円 計１００万円を給付

②優秀な学部学生への奨学金給付
１５人に対し、１人１０万円 計１５０万円を給付

合計 ２５人 ２５０万円を給付

修学支援事業

キャンパス指定事業、附属学校（園）支援事業

「キャンパス活性化リノベーション事業」による修学環境の整備、岩見沢校サッカー部の活動支援のほか、
各校の修学環境整備、学生支援、教育支援、就職支援、学生活動支援等に要した経費を支出

表彰事業

意欲的に学習や自己研鑽に励み、学業成績優秀な学生や課題活動等の成果が特に顕著な学生等を表彰
学業成績優秀者１６人、人命救助７人、その他の表彰 個人３人、団体１組（表彰状及び記念品を贈呈）

①経済的理由により修学困難な学生に対する奨学金給付
１６人に対し、１人１０万円 計１６０万円を給付

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経済的理由等により修学困難な学生に対する奨学金給付
４３７人に対し、１人８千円～３万円 計４,４５８,０００円を給付

③学生の海外留学支援のための奨学金給付
５人に対し、海外留学に係る渡航費用の⼀部補助として、計４７６,０００円を給付

令和３年度事業として以下のとおり実施しました。

令和2年5月に募集を開始いたしました新型コロナウイルス感
染症拡大に伴う「緊急学生支援金」は、これまで多くの皆様か
らご支援・ご協力を賜わり、総額約2,500万円のご寄附をいた
だくことができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げ
ます。

いただきましたご寄附は、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受け、アルバイトができなくなり経済的に困窮している
学生など、計1,000名を超える学生に対し緊急学生支援金とし
て給付いたしました。受給した学生から寄せられた感謝の声を
掲載しておりますので、是非ご覧ください。

さて、このコロナ禍にあって心温まる出来事があったことを
ご紹介させていただきます。本学は、道内に５つのキャンパス
がありますが、近隣住民の皆様の中には、直接お金をキャンパ
スに持参し、名乗らずに帰ってしまわれた方や食料品や生活必

需品などをトランクに詰めて持参された方などが多数おられま
した。恐らく日頃から学生の姿を見て、コロナ禍で困っている
ことはないかと案じ、また、勉学や地域のために頑張っている
若者に対し何かできることはないかという思いが、支援の行動
につながったのだと思います。図らずも学生が地域に受け入れ
られ、愛されていることを知り、大変嬉しく思いました。

改めまして、皆様のご厚情に感謝申し上げるとともに地域に
なくてはならない大学として今後も皆様の期待に応えてまいり
たいと存じます。

北海道教育大学長 蛇穴 治夫

緊急学生支援金へのご寄附の御礼

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急学生支援金」への
皆様からの温かいご支援、ありがとうございました。

寄附額：24,884,486円（1,650件） ※令和4年3月31日現在

お申し込み方法

郵便振替・銀行振込によるご寄附 北海道教育大学のホームページから「北海道教育大学基金」へ進み、申込
フォームにアクセスの上、必要事項を入力・送信してください。

クレジットカードによるご寄附 北海道教育大学のホームページから「北海道教育大学基金」へ進み、専用
サイトにアクセスの上、ご寄附をお願いします。

古本募金によるご寄附 北海道教育大学のホームページから「北海道教育大学基金」へ進み、「未
来を築こう。北教大古本募金」へお進みください。

遺贈によるご寄附 本学への遺贈（遺言による寄附）によるご寄附も承っております。詳しく
は北海道教育大学基金事務室（011-778-0914）までご連絡ください。

育英事業SP返礼品企画についてお問い合わせ先
北海道教育大学基金事務室

０１１－７７８－０９１４
ＦＡＸ：011-778-0631
メール：s-somu@j.hokkyodai.ac.jp
Ｈ Ｐ：https://www.hokkyodai.ac.jp/fund/
住 所：〒002-8501

北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号

本学と猿払村が相互協力協定を締結し
たことを契機に、この度、期間限定で大
学基金の育英事業の寄付者に、猿払村の
特産品を返礼品としてご用意いたしまし
た。

この機会に、ぜひ本学の育英事業にご
協力いただき、猿払村の特産品を楽しん
でお選びいただければ幸いです。詳しく
は北海道教育大学基金のホームページを
ご覧ください。

２次元バーコー
ドからアクセス
できます
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北海道教育大学の基本データ

※学部5,021人 大学院修士課程29人 大学院専門職学位課程115人
５，１６５人 （令和4年5月1日現在）

学生数
（学部・大学院）

教職員数

敷地面積
（附属学校園等含む）

蔵書数

附属学校園数

生徒数
（附属学校園）

国際交流

全学教育研究支援機関

公開講座数

※役員等12人 大学教員352人 附属学校教員182人 事務系職員等236人
７８２人 （令和4年5月1日現在）

※札幌ドーム 約20個分
※札幌校 267,590㎡ 旭川校 232,469㎡ 釧路校 165,550㎡

函館校 220,262㎡ 岩見沢校 238,566㎡ 事務局 19,803㎡

１，１４４，２４０㎡ （令和4年5月1日現在）

１，１６１，８８７冊 （令和3年3月31日現在）
※和漢書 1,042,943冊 洋書 118,944冊

１０学校園 （令和4年度現在）

※幼稚園（旭川・函館）２園／小学校（札幌・旭川・函館）３校
中学校（札幌・旭川・函館）３校／義務教育学校（釧路）１校
特別支援学校（函館）１校

２，８９９人 （令和4年5月1日現在）
※幼稚園 100人 小学校 1,228人 中学校 960人 義務教育学校 552人 特別支援学校 59人

海外派遣留学生数 １１人 （令和3年度派遣者数）

外国人留学生数 ４６人 （令和3年度受入数）

国際交流協定数 ３７大学 （令和3年度5月1日現在）
（14か国・地域）

６機関 （令和4年度現在）

※へき地・小規模校教育研究センター／未来の学び協創研究センター
国際交流・協力センター／ＩＲセンター／キャリアセンター
大雪山自然教育研究施設

２４講座（令和3年度講座数）

※⼀般公開講座7講座 授業公開講座16講座 現職教員等公開講座1講座
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