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はじめに 

 

 大学はその知的・人的な資源によって社会に積極的に貢献し、大学としての社会的責任を果たすこと

が期待されており、社会貢献は教育・研究と並んで第3の大学の使命として掲げられている。戦後まも

なく札幌の地で1946年に設立された本学の前身である札幌文科専門学院の設立趣旨の中で、北海道の文

化形成の任に当たる有為な人材を育成することが謳われ、以来、本学は常に「社会に開かれた大学」で

あることをめざして、「地域と共生する大学」という大学の理念を掲げ、特に「地域貢献」を重要な事業

活動として設定してきた。 

 社会貢献の到達目標については、現在、大学として教育目標等と並んで次のような「地域貢献の目標」

を明示的に掲げ公表している。「大学に対する社会的要請に敏感に応答し、知的・人的資源の地域社会へ

の還元はもとより、人的交流、共同研究、施設開放などを通して、地域社会の環境保全、産業育成、経

済振興、教育・文化および福祉の向上などに積極的に寄与することによって、地域社会に開かれた大学

としての役割を果たす。」 

 本学は地域社会貢献の分野でこれまで主に以下の4領域で事業を推進してきたが、それらの主たる具

体的な到達目標は以下の通りである。 

1．公開講座等の市民向け生涯教育の提供 

本学と市民との間で学術・文化の面での交流を促進することを目的とした市民向け講演会や公

開講座等を、これまでの実績を活かして継続的に実施し、また本学の教育研究上の成果を社会に

還元するためにも、札幌市内に設置した「社会連携センター」における生涯学習企画「コミュニ

ティ・カレッジ」をさらに充実・推進する。 

2．ボランティアを教育に取り入れた地域社会への貢献活動 

札幌市教育委員会と協定を結び学生を学校ボランティアとして派遣する制度が、2006年度から

本格的に開始され、本学も積極的に参加しているが、今後も実績を積みながら更にその内実を豊

かに展開する。また、本学の位置する江別地域の子どもを対象にした地域連携活動を、「こども

発達学科」の教育と結びつけながら更に推進する。 

3．自治体・企業等との社会連携 

主に本学の「地域社会マネジメント研究センター」や「電子ビジネス研究センター」を中心に

して、特に本学が位置する江別市との社会連携事業がさまざまな形で展開されるようになったが、

他の企業との連携事業を含めて、今後も大学として積極的に社会貢献の活動分野を開拓していく。 

4．地域環境対策・地域防犯活動 

大学が所在する江別市文京台の環境整備と地域防犯対策に積極的に参加するために、本学はこ

れまで学生と共に地域の行政・町内会などと自主的に交流・協力してきたが、今後も関係組織と

連絡し合い、活動を推進する。 
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1．公開講座等の市民向け生涯教育の提供 

 

 本学は、教育研究の成果の還元、市民との間での学術・文化交流の促進を目的に、市民向けの学術講

演会・市民講座を継続して実施してきた。また、正課講義科目を市民にも開放し聴講してもらう公開講

座の開講や札幌市中心部のサテライトオフィス（社会連携センター）において各種の講座を開設する市

民向け生涯教育の取り組みを精力的に進めてきた。 

これらは全学的な取り組みと各学部・大学院研究科が独自に主催するものに大別できるが、以下は前

者のみを取り上げる（各学部が独自に実施しているものについては、本報告書「Ⅲ 学士課程の教育内

容・方法等」および「Ⅳ 大学院修士課程の教育内容・方法等」の中の点検評価項目「生涯学習」にお

いてそれぞれ各学部・大学院研究科ごとに記載している）。 

 

（１） 学術講演会（札幌市）・市民講座（地方講演会） 

 

学術講演会は、本学に人文学部が開設された 1977 年、札幌市内で「学術講演会―人文学部開設

記念―」を催したのを嚆矢とする。この記念すべき第1回目は、人文学部人間科学科の専門基礎科

目「日本人と文化」（集中講義）を担当した中根千枝東京大学教授と本学の大場利夫人文学部教授

が講演を行った。この時の参加者628名の圧倒的な継続開催の要望に応えて、その後継続的に開催

され現在に至っている。講演2本立て方式の学術講演会は1982年まで続けられ、翌1983年からは

参加者の要望もあり、前半に一人の演者による講演会、後半に室内楽の演奏会というスタイルの「学

術講演会―講演と音楽の夕べ―」に変わった。2006 年度で 30 回目を数え、札幌市や近隣市町村か

ら毎回 800 名を超える参加者がある。これまでにお越しいただいた市民の方は延べで 20,000 人に

なった。参加者には毎回、アンケートをとり、次回の講師・講演テーマの選択に活かしている。 

地方講演会は「市民講座」と称して主に北海道内の主要都市を年々巡回する方式で開催している。

第1回目の学術講演会が行なわれた翌年の1978年、北海道帯広市で開催したのを皮切りに旭川市、

室蘭市、滝川市、北見市、青森市、仙台市、稚内市、小樽市、釧路市で開催し、1 年に 2 都市の割

合で実施している。市民講座も 1986 年度から学術講演会と同様に「講演と音楽の夕べ」に切り替

えられた。これまでに52回の市民講座を開催し、延べ14,000人を超える市民の方の参加があった。 

 

表ⅩⅠ－1 学術講演会・市民講座の講演テーマと参加者数 

年度 講演会名 講演テーマ 参加者数 

学術講演会 学びで変わるこどもたち 1,010名 

青森市民講座 ちょっと気軽に健康づくり 350名 
2005 

苫小牧市民講座 
ちょっと気軽に健康づくり 

－関節痛予防のための運動－ 
270名 

学術講演会 家庭・地域における共育ちの復権をめざして 800名 

帯広市民講座 子どもを育て、私も育つとは 350名 
2006 

北見市民講座 
子どもを育て、私も育つとは 

－発達心理学の視点から 
270名 
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（２） 土曜公開講座（江別市） 

 

土曜公開講座は、1969 年から 1976 年までは一般教育科目「総合講義」を、地元江別市の市民に

開放する公開講座を兼ね、土曜日に通年開講されたものである。さらに 1980 年、商学部第二部の

一般教育科目「総合講義」（1982年度から「特別講義」）を毎年度、土曜日に江別市大麻公民館で江

別市教育委員会と共催し、市民に対しては「土曜公開講座」として開放し、継続的に開催してきた。

このように，土曜公開講座は市民が正課授業に参加し聴講するという公開授業の形態の市民講座で

ある。 

運営については、商学部第一部、経済学部、人文学部、社会情報学部、法学部が持ち回りで行い，

毎年市民の社会的な関心に応える総合テーマを設定し、それに沿って各学部の教員が 10 回連続し

て講義する。6回以上参加された方には修了証書を交付してきた。また、同講座は2001年度から北

海道教育委員会が主催する「道民カレッジ」の各種講座と連携し、広く北海道民の生涯学習の推進

に寄与した。 

この講座は商学部第二部の廃止とともに2005年度をもって終了した。 

 

表ⅩⅠ－2 土曜公開講座の総合テーマと受講者数 

受講者 

年度 期  間 総合テーマ 
市民 

(修了証書 

交付者) 
学生

1995  5月 6日（土）～7月15日（土） 人間・その生と死 88 （48） 47 

1996  5月 11日（土）～7月27日（土） 現代社会とビジネス 40 （22） 52 

1997  5月 10日（土）～7月19日（土）
分権型社会の諸相 

－２１世紀への期待－ 
53 （27） 52 

1998  5月 9日（土）～7月11日（土） 情報化社会の光と影 58 （30） 53 

1999  5月 8日（土）～7月19日（土）
これって何？どういうこと？ 

…法と政治の10不思議… 
69 （33） 53 

2000  5月 13日（土）～7月15日（土） 社会環境の変化と生活の諸相 73 （37） 48 

2001  5月 12日（土）～7月14日（土） 現代企業と企業環境 47 （28） 45 

2002  5月 11日（土）～7月13日（土） 日本経済の転換を考える 88   146 

2003  5月 10日（土）～7月12日（土） 情報メディアと市民生活 61 （36） 21 

2004 5月 8日（土）～7月10日（土） どうする、ニッポン！ 88 （57） 15 

2005 5月 14日（土）～7月16日（土）
「一知半解」 

・・・知ってるつもりの再検討 
107 （68） 10 

 

（３） 社会連携センターによる生涯教育活動 

 

① コミュテイ・カレッジの発足とその目的 

本学は 2000 年に札幌市の中心部に拠点を設けて、生涯学習をはじめとする諸活動を展開して

きた。札幌都心部に進出した背景には、江別市に位置する本学がたんに江別市にとどまることな

く札幌圏を対象として、本学がもつ知的・教育的資源を地域社会のために役立てるという目標が

あった。ＳＴＶ北1条ビル(所在地は札幌市中央区北1条西8丁目)のワンフロアーを借りて、札
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幌学院大学アクティブセンターとして、生涯学習のためのコミュニティ・カレッジを小規模でス

タートさせたが、初年度で1,300人の受講生を集めることができた。2002年度には札幌市中央区

南大通り西6丁目に社会連携センタービルを購入したが、地下鉄大通駅1番出口から徒歩1分と

いう交通至便の立地条件を生かし、これまで以上に生涯学習の活動を展開するとともに、新たに

企業からの委託研究や調査事業、企業や行政との連携・協力の事業を展開することが可能となっ

た。 

② コミュニティ・カレッジの主な活動内容 

コミュニティ・カレッジは、厳選された講師の努力と受講生の熱意に支えられて、きわめて好

評である。その実績は、 も受講生が多い年度で年間1,800人、総受講生数が今年度で一万人を

超えたことにはっきりと示されている。講座終了後のアンケート調査によっても、コミュニテ

ィ・カレッジが受講生の生涯学習に大いに役立っていることがわかる。受講生は、そのおよそ 6

割が中高年層で、4割がリピーターという構成となっており、この割合はあまり変化していない。

本学同窓生には受講料の割引サービスを行っている関係もあって、同窓会からも喜ばれており、

その割合は2割から3割程度である。なお、コミュニティ・カレッジは、北海道教育委員会が主

催する「道民カレッジ」とも提携しており、北海道全体の生涯学習活動にも貢献している。 

コミュニティ・カレッジは、発足以来、大学院臨床心

理学研究科や人文学部臨床心理学科の開設もあって、一

般講座では心理学関連講座をひとつの柱としてきたが、

いつも募集定員の2倍の受講生を集めるなど、市民の関

心を集めてきた。そのほかには、北海道とアイヌ民族の

歴史、自然環境や野生生物の保護に関する講座が柱とな

っており、いずれも好評である。地域社会マネジメント

研究科のスタッフによる「まちづくり」講座、シニア世

代向けのライフスタイルやマネープランなどの実学的

な講座も人気を呼んでいる。少人数相手の市民セミナー

では、土曜日の午前中に講義、午後には自然観察会を組

み合わせたセミナーがきわめて好評であり、朝鮮通信使、

アイヌ文様、シルク版画、風景スケッチ、植物画、手話

など、多彩なセミナーを用意して、市民のニーズに応え

ている。語学講座では、すべてネイティブスピーカーに

よる英語とハングルの講座が受講料も安く、講師もしっ

かりしているとの高い評価を受けている。さらにパソコ

ン講座では、高齢者にもやさしく親切にをモットーとして、受けたい講座だけを無駄なく受ける

ことができるアラカルト方式を実行したところ、この方式や名称が専門学校や他のパソコン講座

に広がったことは、本学コミュニティ・カレッジの先進性をしめすものといえる。表ⅩⅠ－4・5

に 2005年度と2006年度の講座一覧を掲げたので、参照されたい。 

 
表ⅩⅠ－3 生涯学習（札幌学院大学

コミュニティ・カレッジ）事業に関す
る年度別概要一覧 

年度
開講した講座数 

（クラス含） 

受講整数

（年計）

前期 14講座 
2000

後期 20講座 

 

1,341人

前期 33講座 
2001

後期 47講座 

 

1,206人

前期 41講座 
2002

後期 59講座 

 

1,662人

前期 52講座 
2003

後期 50講座 

 

1,766人

前期 45講座 
2004

後期 49講座 

 

1,519人

前期 43講座 
2005

後期 38講座 

 

1,308人

前期 48講座 
2006

後期 44講座 

 

1,421人

総  計 10,223人

※語学講座及びパソコン講座は1コース

（平均10回）を1講座として表記した。
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表ⅩⅠ－4 2005年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ講座詳細一覧 

①2005年度 前期講座 

講座名 回数 担当者 期間 
受講者数
（人） 

様々な傷つきと心理的回復 
（札幌会場） 

全5回 
人文学部教授 
池田 光幸 他 

5月6日～6月13日 138

様々な傷つきと心理的回復 
（羽幌会場） 

全5回 
人文学部教授 
池田 光幸 他 

5月6日～6月13日 30

北海道史の中の札幌 全4回 
人文学部教授 
船津 功 他 

5月12日～6月2日 64

市民主役のまちづくり 全5回 
地域社会マネジメント研究科教授 
太田 清澄 他 

5月24日～6月21日 24

賢い暮らしとマネープラン 全2回 
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会専務理事・
ＣＦＰ・税理士 
白根 寿晴 他 

6月17日～6月18日 37

札幌の自然をたずねて 
（午前/講義、午後/観察会） 

全3回 
北海道自然観察協議会会長 
福地 郁子 他 

5月14日～6月5日 44

植物画（ボタニカルアート）を
描いてみよう 

全5回 
植物画家/北海道植物画協会会長 
清水 晶子 他 

5月14日～6月1日 23

シルク版画に挑戦しよう 全5回 
版画家  
越谷 賢一 

5月20日～6月24日 14

手話への誘い 全10回 札幌聴力障害者協会講師 5月12日～7月14日 15

英会話講座  初級・中級 全24回 
札幌学院大学非常勤講師 
Ｒ．Ｋ．ＰＡＬＭＥＲ 他 

5月9日～12月14日 99

たのしいハングル講座 
入門・初級 

全10回 
札幌学院大学非常勤講師 
朴 志濚  他 

5月18日～7月22日 47

基礎から学ぶたのしいパソコン
講座―昼・夜23コース開講― 

全3～8回 
社会連携センター講師 
服部摩利子 他 

5月9日～７月26日 160

 前期  計 695

                             ※英会話講座は2005年前期から通年講座（24回）へ変更 

②2005年度 後期講座 

講座名 回数 担当者 期間 
受講者数
（人） 

子どもの虐待防止をめざして 
（札幌会場）  

全5回 
臨床心理学研究科・人文学部教授 
伊藤 則博 他 

10月17日～11月14日 63

子どもの虐待防止をめざして 
（江別会場） 

全5回 
臨床心理学研究科・人文学部教授 
伊藤 則博 他 

10月17日～11月14日 40

入門・ダンスセラピー 全3回 
人文学部教授 
葛西 俊治 他 

11月21日～12月 5日 30

民衆の歴史を学ぶ―北海道・民
衆文化・近代社会―   

全4回 人文学部教授 船津 功 10月11日～11月1日 35

北の動物たちを保護する  全4回 
環境省自然保護官 
小野 宏治 他 

10月21日～11月11日 42

マネー新時代の資産管理 
―お金と暮らしの基礎知識―   

全4回 
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会専務理事・
ＣＦＰ・税理士 
白根 寿晴 他 

10月7日～11月12日 48

秋の自然を観察しよう    全3回 
北海道自然観察協議会会長  
福地 郁子 他 

10月15日～10月29日 20

スライドで見る江戸時代の朝鮮
通信使 

全3回 人文学部教授 奥谷 浩一 11月8日～11月22日 30

アイヌ模様をデザインしよう  全5回 デザイナー 貝澤 珠美 10月26日～11月30日 19

手話への誘い 全10回 札幌聴力障害者協会講師 11月10日～1月26日 23

携帯電話講座 全2回 ＮＴＴドコモ 12月6日・13日 12

英会話講座 初級 全10回 
札幌学院大学講師 
Ｗ.Ｈ．ＫＡＹ 他 

10月3日～12月12日 19

たのしいハングル講座  
継続・入門 

全10回 
札幌学院大学非常勤講師 
朴 志濚 

10月6日～12月22日 82

基礎から学ぶパソコン講座 
―昼・夜22コース開講― 

全3～8回 
社会連携センター講師 
服部摩利子 他 

10月4日～12月22日 150

 後期  計 613

 年度  計 1,308

年間収入計 9,202,650円
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表ⅩⅠ－5 2006年度（札幌学院大学コミュニティ・カレッジ）講座詳細一覧 

①2006年度 前期講座 

講座名 回数 担当者 期間 
受講者数
（人） 

現代の子育ちと子育てをめぐる
諸問題 

全7回 
臨床心理学研究科・人文学部教授 
伊藤 則博  他 

5月15日～6月26日 69 

生命倫理の現在 全4回 
札幌医科大学名誉教授・元人文学部教授
小片 其 他 

5月18日～6月15日 39 

アイヌの生活と文化を語る 全4回 
平取町ｱｲﾇ文化保存会事務局長 
貝澤 耕一 他 

5月26日～6月23日 39 

演劇とコミュニケーション 全4回 
札幌学院大学非常勤講師 
アートコーディネーター 
飯塚 優子  

5月17日～6月14日   23 

マネー新時代の資産管理 
－お金と暮らしの基礎知識－ 

全4回 
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会専務理事・
ＣＦＰ・税理士 
白根 寿晴 他 

6月23日～7月14日 63 

マネー新時代の資産管理 
（北広島会場15・江別会場42） 

全4回 
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会専務理事・
ＣＦＰ・税理士 
白根 寿晴 他 

6月23日～7月14日   57 

社会保険総合病院・本学後援・
連携センター連携講座 
「受動喫煙シンポジューム」 

全1回 
商学部第一部助教授 
北田 雅子 他 

6月30日   70 

札幌の春の自然を観察しよう 全3回 
北海道自然観察協議会前理事 
与那覇 モト子 他 

5月13日～5月27日   54 

アイヌ芸術をデザインしよう 全6回 デザイナー 貝澤 珠美 5月10日～6月14日   19 

大通公園で楽しくスケッチしよ
う 

全4回 
札幌宮島学園講師・美術家 
壱岐 伸子  

5月22日～6月26日   37 

手話への誘い－初めての手話－ 全12回 札幌聴力障害者協会講師 5月12日～8月11日 16 

英会話講座 初級 全24回 
札幌学院大学非常勤講師 
D.C.FLENNER 他 

5月9日～12月11日 101 

たのしいハングル講座 
入門・初級 

全10回 
札幌学院大学非常勤講師 
朴 志濚  他 

5月18日～7月22日 60 

基礎から学ぶたのしいパソコン
講座―昼・夜23コース開講― 

全2～8回 
社会連携センター講師 
服部摩利子 他 

5月9日～７月26日 191 

   前期  計 838 

                       ※英会話講座は2005年前期から通年講座（24回）へ変更 

②2006年度 後期講座 

講座名 回数 担当者 期間 
受講者数
（人） 

健康のためのライフスタイルを
考える 

全4回 
藤女子大学大学院教授 
福地 保馬 他 

10月18日～11月8日 22 

地域経済と地域金融とのつなが
り 

全3回 
地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科・経済学部教授 
平澤 亨輔 他 

10月10日～10月24日 13 

証券市場と株式会社制度の自由
化 

全4回 
法学研究科・法学部教授 
鈴木 敬夫・小杉 伸次 

10月31日～11月21日 13 

臨床心理学・芸術体験講座 全3回 
臨床心理学研究科・人文学部講師 
佐野 友泰 

10月16日～10月30日 47 

入門・ダンスセラピー 全4回 
臨床心理学研究科・人文学部教授 
葛西 俊治 他 

11月20日～12月11日 28 

マネー新時代の資産管理 全2回 
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会専務理事・
ＣＦＰ・税理士 
白根 寿晴 他 

10月20日・21日 43 

マネー新時代の資産管理 
（北広島市会場14名） 

全2回 
日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会専務理事・
ＣＦＰ・税理士 
白根 寿晴 他 

10月20日・21日 14 

絶滅が危惧される北海道の野生
生物たち 

全4回 
環境省釧路自然事務所課長補佐・自然 
保護官 小野 宏治 他 

10月6日～10月27日 24 

スライドで見る江戸時代の朝鮮
通信使の足跡 

 人文学部教授 奥谷 浩一 11月2日～11月30日 40 

スライドで見る江戸時代の朝鮮
通信使の足跡（江別市会場15） 

 人文学部教授 奥谷 浩一 11月2日～12月7日 15 

平取町の自然とアイヌ文化 
（イオル）体験ツアー 

 
平取町ｱｲﾇ文化保存会事務局長 
貝澤 耕一 他 

10月14日・15日 6 

シルク版画に挑戦しよう 全6回 版画家 越谷 賢一 10月16日～11月20日 18 

アイヌ芸術をデザインしよう 全6回 デザイナー 貝澤 珠美 10月11日～11月15日 20 

入門・手話への誘い 全10回 札幌聴力障害者協会講師 10月6日～12月22日 11 

ハングル講座 全10回 崔 貞牙 他 10月3日～12月21日 112 

初級英会話 全10回 
札幌学院大学非常勤講師 
R.K.PALMER 

10月 7日～12月9日 17 

基礎から学ぶたのしいパソコン
講座―昼・夜22コース開講― 

全2～8回 
社会連携センター講師 
服部摩利子 他 

10月2日～12月22日    140 

   後期  計 583 

   年度  計 1,421 

年間収入計 10,365,300円 
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③ コミュニティ・カレッジの運営について 

コミュニティ・カレッジの運営にあたって、われわれが も心がけていることは、社会と市民

のニーズに適合した講座を、大学らしいスタンスを保ちつつ、しかもできるだけ親しみやすくわ

かりやすいかたちで開講することである。社会と市民のニーズのありかを知るために、受講生か

ら集めているアンケートを参考にしており、そこに記載されている要望にはできるだけ応えるよ

うにしている。そのほかに、市民に魅力のある講座を提供できる講師を厳選することにも心がけ

ている。 

コミュニティ・カレッジでは、2001年から2年継続して、人工衛星を用いたエル・ネット事業

に参加して好評を得た。放映したのは、心理学講座と北方文化の講座であった。 

また、2005年からは社会貢献活動の一環として、インターネット・テレビ会議システムを利用

して、人気講座を札幌市以外の地域へと無料同時中継する活動を開始した。これまでに、心理学

講座を江別市に中継したのを皮切りに、北広島町、羽幌町、倶知安町などにも心理学講座、マネ

ー講座、朝鮮通信使セミナーなどを無料で同時中継した。この活動は、とくに大学をもたない北

海道の市町村の教育委員会から大いに歓迎されており、地域住民からも格別の感謝を受けている。 

④ 大学院・学部の社会貢献について 

コミュニティ・カレッジの運営にあたって、各大学院・学部の社会貢献の一環として、年に何

本かの講座の提供を受けている。各大学院・学部の中に蓄積された知識や情報をコミュニティ・

カレッジを通じ、広く社会と市民に還元している。 
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表ⅩⅠ－6 大学院・学部から提供された講座詳細一覧 

2000年度 心の病を考える（全6回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 現代社会の中の心理学（全5回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 自然と人間の共生（全9回） 人文学部 

 ジェンダーの社会学（全8回） 人文学部 

 観光研究者からみた観光地（全3回） 商学部第一部 

 マネジメントゲームで学ぶ戦略的経営（全4回） 商学部第一部 

 アジア経済の旅 経済学部 

2001年度 現代社会と心理学（全5回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 心理的諸問題とその援助（全4回 臨床心理学研究科・人文学部 

 金融から時代を読む（全5回 経済学部 

 どうする？今日の教育問題（全5回） 人文学部 

 マネジメントゲームで学ぶ戦略的経営（全4回） 商学部第一部 

 ＩＴと産業社会（全3回） 商学部第一部 

 中国経済の行方（全3回） 経済学部 

2002年度 臨床心理士とはなにか（全5回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 日常心理－知らないうちにこんなこと 臨床心理学研究科・人文学部 

 社会福祉の今日的状況と課題（全4回） 人文学部 

 マネジメントゲームで学ぶ戦略的経営（全2回） 商学部第一部 

 所得平等神話の行方（全3回） 経済学部 

 日本の銀行業の現状と未来（全4回） 経済学部 

2003年度 心理療法の世界－心の悩みは如何に癒されるか－ 

（全5回） 
臨床心理学研究科・人文学部 

 韓国の歴史と文化（全5回） 人文学部 

 北海道の未来に向けて（全5回） 

－持続可能なまちマネジメント－ 
地域社会マネジメント研究科 

 文学の散歩道（全6回） 人文学部 

 北海道の歴史を学ぶ（全6回） 人文学部 

 知識と技能の心理学（全4回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 韓国の歴史と文化（全5回） 人文学部 

 ＮＰＯ会計支援ボランティアセミナー（全5回） 商学部第一部 

2004年度 臨床心理学の現在（全5回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 精神分析からみた現代人の心もよう（全3回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 入門ダンスセラピー（全4回 臨床心理学研究科・人文学部 

 北海道史と生活文化（全5回） 人文学部 

 アイヌの歴史と文化（全5回 人文学部 

 地域から考える日本の金融問題（全4回） 経済学部 

 北海道のメディアと市民ジャーナリズム（全4回） 社会情報学部 

2005年度 様々な傷つきと心理的回復（全5回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 子どもの虐待防止をめざして（全5回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 入門ダンスセラピー（全3回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 市民主役のまちづくり－先進事例をもとに－ 地域社会マネジメント研究科 

 地域力向上市民講座（北海道との連携講座） 

－市民の力で創造する新たな地域社会 

地域社会マネジメント研究科 

・商学部第一部 

 北海道史の中の札幌（全4回） 人文学部 

 民衆の歴史を学ぶ－北海道・近代社会－（全4回） 人文学部 

2006年度 発達臨床心理講座 

－現代の子育ちと子育てをめぐる諸問題 
臨床心理学研究科・人文学部 

 臨床心理学－芸術療法体験講座－ 臨床心理学研究科・人文学部 

 入門ダンスセラピー（全3回） 臨床心理学研究科・人文学部 

 証券市場と株式会社制度の自由化（全4回） 法学研究科・法学部 

 生命倫理の現在（全4回） 人文学部 

 健康のためのライフスタイルを考える（全4回） 商学部第一部 

 
地域経済と地域金融とのつながり－北海道の現状と課

題（全3回） 
経済学部 
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（４） 地域社会マネジメント研究センターによる研究成果の還元 

 

地域社会マネジメント研究センターでは、以下の二つの事業を展開し、研究成果を還元している。

第一は観光パンフレット作成事業である。この事業は、観光を通じて札幌市の活性化を図るための

具体的な提案を目的として実施されたもので、地域社会マネジメント研究科の院生も参加し、担当

教授が監修を行なった。2005年度センター予算で3万部作成し、札幌市内主要ホテル及び札幌市内

の主な観光案内所、道庁赤レンガカフェ、近代美術館、時計台等々に配布した。札幌市で開催の全

国学会・研修会等から要望が多く、2006年度、更に3万部増刷し、札幌市内の小学校全教員に総合

学習用として札幌市教育委員会を通じ1万部配布した。 

第二は、ＮＰＯに関するセミナーの開催である。地域社会マネジメント研究センターが、市民主

役のまちづくり・再生の中心的な役割を担っているＮＰＯ法人のレベルアップ・人材養成を目的と

して一般市民及びＮＰＯ法人関係者を対象に北海道ＮＰＯサポートセンターと協力し 2003 年度か

ら、継続的に開催（毎年11月又は12月に開催）している。開催内容は主にＮＰＯ法人の会計が中

心で、約70人が参加した。2005年からは、専門家向けセミナーとして、北海道税理士会と連携し、

ＮＰＯ会計の専門家の養成（税理士対象）を目指し、継続的に開催している。2005年は、全道から

80名の専門家の参加があった。2006年度も同様に専門家向けセミナーを実施し、全道から40名の

参加があった。 

 

（５） 社会連携センターの市民への開放 

 

社会連携センターは、地の利を生かして、各種の学会・研究会・シンポジウムなどに会場を提供

していることによって社会貢献を果たしている。2005 年度は「海洋油汚染国際シンポジウム」、今

年度は、当センターとして初めて全国的な学会に会場を提供し、第37回新英文学会が8月26日か

ら2日間当センターで開催された。また、受動喫煙に関する講演会とシンポジウムが6月30日に、

そして「国際ワークショップ・私たちから見たサハリン2」が11月 25日に開催された。 

 

（６） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

学術講演会・市民講座は、その参加者が延べ 34,000 人を超え、地域市民に生涯教育の場をあた

えることに大きく貢献してきた。 

社会連携センターについては、その前身を含めると、合わせて7年間、コミュニティ・カレッジ

を中心にその活動を展開してきた。少ない予算と人員、とりわけ担当教員がわずか一人という厳し

い状況のなかで、札幌市民の間にコミュニティ・カレッジの活動を定着させてきたことは、一定の

評価に値すると思われる。それは、市民と道民の生涯学習の期待に応えてこれに貢献してきたし、

地域社会との関係構築にも役立っただけでなく、さらに企業、役所、ＮＰＯなどとの社会連携にも
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一定の道を開いてきた。また、それは同窓会や在学生の父母にも貢献している。 

 【課題・改善方策】 

社会連携センターのコミュニティ・カレッジ活動については、これまでの実績と経験を踏まえな

がら、市民のニーズに応えてたえず新しいアィディアを出すとともに魅力的な企画を組んで、いっ

そう質的に充実した講座内容にしていくことが課題となる。受験生の激減、大学全入というきわめ

て厳しい大学情勢のなかで、本学の社会貢献と宣伝の活動は今後ますます大きな役割をもつことは

明らかである。そして、今までの経験と実績を生かしつつ、例えば本学と北海道の諸地域との間に

生涯学習を基軸とする双方向的なネットワークを構築することを長期的に展望しながら、社会連携

センターの活動のさらなる進化をめざす。学術講演会、市民講座については、市民からの要望にこ

たえつつ今後も継続していく。 

 

２．ボランティアを教育に取り入れた地域社会への貢献活動 

 

（１） 札幌市教育委員会との連携協力 

 

１）現状 

札幌市教育委員会と協定を締結し、札幌市内の小・中学校等に本学学生を派遣する「学生ボラン

ティア事業」が 2006 年度から開始された。これは、小・中学校からの学生派遣への要望が多いこ

とから、札幌市教育委員会を通じて、本学にも協力が求められることになったためである。小・中

学校としては、子ども一人一人の状況に応じた教育活動への支援・協力を得ることを期待し、それ

が、本学で従来不足してきた学生にとっての体験的な学習の側面、即ち、定期的に学校に訪れて児

童・生徒と関わりを持つことや、教師の仕事を様々な面から体験することを満たす内容であったた

めに、派遣が決定された。本学としてのこの活動の位置づけはあくまで「ボランティア」であり、

大学からの諸費用補助や、単位化などはなされていない。 

学生に期待されている活動の具体的な内容は、「特別支援を要する児童の指導補助」、「総合的

な時間の学習補助」、「不登校生徒の学習などの支援」などであり、多彩かつ責任のある役割を求

められている。 

この派遣学生の選考は慎重に行われた。その理由として、名前こそ「ボランティア」ではあるが、

児童・生徒に対しては当然責任ある行動を取る必要があること、また学業との両立が不可欠である

こと等が挙げられる。そこで、教職課程を履修している全学の3年生以上を対象に、説明会を開い

て募集し、人物・成績などを考慮して選考し、17名の派遣を決定した。この学生達には、「学生ボ

ランティア活動記録」を毎月提出させている。年度末には報告書を作成、同時に報告会を開く事に

なっている。 

大学側の学生支援策としては、「学生ボランティア支援委員会」を新たに設け、派遣学生数名ず

つに対し「支援担当教員」を決めて、学生から提出された「学生ボランティア活動記録」をチェッ

クすると共に、学生の相談を受けるなどして、円滑な活動ができるように配慮してきた。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

開始して間もない活動であり、現時点で評価するのは困難である。しかしながら、派遣学生たち

の報告からは、児童・生徒との交流を楽しむだけでなく、様々な問題や悩みに突き当たり、また現

職教員の仕事の厳しさも少しずつ理解してきていることが伺える。ここから、前述の「定期的に学

校に訪れて児童・生徒と関わりを持つことや、教師の仕事を様々な面から体験すること」は、達成

されているのではないかと考える。 

【課題・改善方策】 

① 学生の選考について 

初年度である2006年は、3月に札幌市教育委員会と正式に提携がなされたという事情があった

ためやむを得ないことではあるが、時間的に余裕のない状態での選考であった。本来は、学生に

十分な情報を与え、熟慮する時間を与えた後に希望を募ることが望ましい。2007年度以降は、各

年度の派遣学生の報告書や報告会を全学的に開放し、2007年度派遣希望学生はそれらを参考にで

きるように配慮すべきである。また、募集期間にも、より余裕を持たせて、前年度末から設定す

ることが望まれる。 

② 学生への支援について  

「支援担当教員制」はほぼ円滑に機能していると考えられるので、2007年度以降もこの方式を

踏襲する事が望ましい。また別の問題として、学生への諸費用支援などが挙げられる。現段階で

は学生には全くこの面での支援がなされて居らず、学生は自宅近辺や大学近辺の小・中学校を希

望することが前提となっている。しかし、近隣の小・中学校では、学生個人が望むような体験が

できない場合、学生は交通費負担を覚悟で遠方の学校まで行くことになる。今後、この「学生ボ

ランティア」を、大学では得られない体験学習の機会として積極的に捉え、小・中学校への交通

費を補助する支援を検討する。 

③ 単位化について 

本学では、前述のようにこの活動について単位化はなされていない。札幌圏でこの活動に参加

している大学のうち、単位化をしているのは北海道教育大学札幌校のみである。単位化は、学生

にとっては自身の活動が正規の学習として認められるという利点があるが、反面、単位として必

要な時間数や内容を確保するため、ボランティアが有しているはずの時間や活動内容の自由度が

減ずること、また単位ほしさに動機付けの低い学生が参加するおそれがあることなど、様々な欠

点も孕んでいる。従って、この単位化については十分な議論を重ねることが望ましい。 

④ 他の自治体との連携について 

2006年度は、札幌市以外でも、千歳市、江別市の小学校からの学生派遣要望があった。しかし

ながら、学生の希望や都合と合致せず、派遣は見送ることになった。これらの自治体との提携も

今後視野に入れ、円滑な提携関係を築く必要がある。 
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（２） 地域の子どもを対象にした大学＝地域連携活動 

 

１）現状 

本学は、ボランティアを教育システムに取り入れ地域社会に貢献する活動として「ＳＧＵ遊ベン

チャー」という活動を展開している。この取り組みは、学生と地域の子供たちのとの交流を内容と

するものであり、人間科学科心理系教員が 2005 年度からはじめた「大学地域連携活動」を母体に

したものである。この活動のねらいは以下のとおりである。 

① 学生と地域の子どもとの交流体験を通じて、体験的学習の機会を提供する。 

② 「子どもの発達の場」として、家庭や学校を越えた「地域社会」の重要性がますます高まりつ

つある現在、子どもを対象とした地域と大学の連携を図ることが必要となっている。 

③ 企画・立案から実践、評価まですべて学生スタッフが中心となって行うため、学生にとっては、

ひとつの社会的活動を実現する過程に一貫して関わる貴重な経験となる。 

④ 学生と地域の子どもが定期的に交流し互いに学びあう場を提供することは、大学の地域貢献に

つながり、「開かれた大学づくり」の一実践例となる。 

現在のところ、学生スタッフ約 70名、教職員スタッフ 6名という体制で活動している。2005 年

度は 6 回の「ものづくり体験教室」を実施し、2006 年度もすでに 3 回行っている。また、2006 年

10月に地元企業（江別製粉）主催のイベント「小麦フェスタ」に参加し、小麦を使ったものづくり

教室の企画・運営に参加するなど、活動の場が大学外に拡大しつつある。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

2005年度の活動に参加した児童はのべ150名にのぼり、付き添いの保護者を加えると全体でのべ

200 名以上が参加したことになる。ほぼ毎回参加する児童数も増えており、地域児童の間でも本活

動の存在が知られるようになってきた。活動後に実施するアンケートを見ても概ね好評であり、「こ

のような活動を今後も続けて欲しい」という保護者の声も多い。また、地域の子供会や地元企業の

イベントに協力を要請されるなど、本活動が地域に根ざしはじめたと評価することができる。 

【課題・改善方策】 

課題としては、子どもたちにとって「楽しく安全な活動」を実現するという目的を越えて、活動

の「教育的意味」について考察を深めていく必要性があげられる。「楽しい」だけではなく子ども

にとって「有意義」な体験を実現することに目標にすえることで、活動全体の質が高まるだけでは

なく、本活動の教育実践的性格を強めることが可能となる。また、大学の通常の授業との連携を構

築することも今後の課題である。人文学部こども発達学科の「地域連携マネジメント実習」は本活

動をモデルとして創設された科目であり、ここに一つの連携のあり方を見ることができる。しかし、

本活動をそのまま「科目化」したり、単位認定の対象とすることは、ボランティア活動の主旨から

はずれるだけでなく、活動そのものを変質させるおそれもあり、慎重に吟味したい。 
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３．自治体・企業等との社会連携 

 

（１） 自治体との社会連携（自治体の政策形成への寄与） 

 

１）自治体行政への委員等派遣 

本学は、1968年に現第一・第二キャンパスがある江別市に移転して以来38年を経たが、その間、

地域との連携を深めてきた。そうした社会連携の一つの形態として、本学教員による自治体行政へ

の関与がある。特に、地元江別市を中心に北海道、札幌市、また近隣の北広島市などの自治体の政

策形成に関わり、各種行政委員会の委員として本学教員を多数派遣している。 

下記表ⅩⅠ－7は、2004年～2006年度の3年間、本学が承認した主な派遣先と委員名をまとめた

ものである。その多くは、都市計画、まちづくり、市民生活関連事業、福祉事業、男女共同参画な

ど重要な審議機関となっており、少なからず自治体政策形成に寄与している。 

 

表ⅩⅠ－7 本学専任教員の行政等への委員等派遣状況 

北海道 北海道建築審査会委員、北海道消費生活審議会委員、北海道都市計画審議会委員、調査研究会副座長 

札幌市 札幌市中小企業等振興審議会委員、札幌市障害者ケアマネジメント推進協議会委員、札幌法律援護基金顧問

江別市 

江別市経済審議会委員、江別市社会福祉審議会委員、野幌まちづくり協議会委員、江別市建築審査会委員、

大麻まちづくり協議会役員、大麻まちづくり協議評議員、江別市スポーツ振興財団評議員、江別市都市計画

審議会委員、江別市介護事業計画策定等委員 

北広島市 北広島市都市計画審議委員 

2004 

年度 

沼津市 沼津市史編纂事業に係る委員 

経済産業研究所 研究会委員 

北海道 

北海道建築審査会委員、北海道消費生活審議会委員、北海道都市計画審議会委員、北海道立女性プラザ運営

協議会委員、北海道男女平等参画審議会委員、調査研究会副座長、北海道立市民活動促進センター及び北海

道立生活センター指定管理者候補者選定準備委員会委員 

札幌市 
札幌市中小企業等振興審議会委員、札幌市障害者ケアマネジメント推進協議会委員、札幌市障害者ケアマネ

ジメント推進協議会委員、札幌法律援護基金顧問 

江別市 

江別市スポーツ振興財団評議員、江別市介護事業計画策定等委員、江別市教育委員会生涯学習推進協議会理

事・総務委員長及び社会教育委員会委員、江別市経済審議会委員、江別市建築審査会委員、江別市行政改革

推進委員会委員、江別市指定管理者選定委員会委員、江別市社会福祉審議会委員、江別市男女共同参画評議

員会委員、江別市都市計画審議会委員、大麻まちづくり協議評議員、野幌まちづくり協議会委員 

北広島市 北広島市都市計画審議委員 

2005 

年度 

沼津市 沼津市史編纂事業に係る委員 

経済産業研究所 研究会委員 

北海道 

北海道男女平等参画審議会委員、北海道立女性プラザ運営協議会委員、北海道中小企業総合支援センター事

業可能性評価委員会委員、地域資源を活かした地域活性化策に関する調査研究会座長、コミュニティビジネ

ス創出セミナーのファシリテーター、北海道スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール運営指

導委員、戸井地区コミュニティ運動推進協議会アドバイザー、過疎地域を考える懇話会委員 

札幌市 札幌市障害者ケアマネジメント推進協議会委員、札幌法律援護基金顧問、札幌市地域自立支援協議会委員 

江別市 

江別市経済審議会委員、江別市社会福祉審議会委員、江別市都市計画審議会委員、江別市教育委員会生涯学

習推進協議会理事・総務委員長及び社会教育委員会委員、江別市行政改革推進委員会委員、江別市男女共同

参画評議員会委員、江別市建築審査会委員、江別市スポーツ振興財団評議員、江別市環境クリーンセンター

等長期包括的運営管理委託事業者選定委員会委員、江別市みどり保育園公設民営化事業者選定委員 

北広島市 北広島市都市計画審議委員、北広島市協働推進懇話会 

2006 

年度 

日本学術会議 日本学術会議連携会員 
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２）受託研究事業 

本学では、自治体の政策形成にかかわる受託事業を地域社会マネジメント研究センター、電子ビ

ジネス研究センターが行っており、以下の内容である。 

 

① 地域社会マネジメント研究センターによる受託事業 

(1) 高校生の意識調査 

江別市から、江別市内にある公立・私立高校 5 校（2 年/3 年約 3,300 人・回収率 90.6%）

のアンケート調査に基づく｢高校生の職業観｣調査を受託した（調査期間は、2004 年 10月 1日

から 2005 年 3 月 20 日まで。受託金額は 422 万円）。引き続き、江別市から、札幌市立高校 8

校（2年生 2,300人・回収率91.0%）のアンケート調査に基づく｢高校生の職業観｣調査を受託

した（調査期間は、2005年 2月 1日から2005年 3月 31日まで。受託金額は348万円）。 

この調査は、江別市において問題となっているフリーターやニートと呼ばれる若年層の雇用

促進を目指すための一環として研究・調査を研究機関へ委託したものである。完成した報告書

及び各高校の分析データは、江別市内の全高校及び札幌市内の全市立高校に配布し、進路担当

教員から好評を得ている。この調査は、江別市における若年層の雇用促進をすすめる政策の一

環として行われた。 

(2) e-プロモーションＴＶ共同調査 

ノーステック財団から地域社会再構築に向けてのコミュニティＦＭ局の位置と役割に関す

る全道調査分析に基づく「コミュニティＦＭの現状と新たな可能性」調査を受託した（調査期

間は、2005年 12月 1日から2006年 3月 31日まで。受託金額は100万円）。引き続き、同委託

調査の実証実験として、ノーステック財団から 2006 年度「e-プロモーションＴＶサービスの

開発」を受託している。 

この調査は、(財)北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)が主催したプロジェ

クト事業化支援事業研究会において、民間企業及び大学と連携し、地域が活性化することを模

索し、同財団の補助金を利用して受託調査を行い、報告書を提出した。その結果を受け、さら

に実証実験を受託することができた。この調査は、北海道の地域政策推進事業の一環として行

われた。 

② 電子ビジネス研究センターによる受託事業 

(1) グレシャム相互翻訳サービスシステムの開発と管理 

江別市の姉妹提携都市グレシャム市との円滑な情報交流を目的として、両都市のＷｅｂペー

ジを相互に翻訳して表示することを支援する自動翻訳システムの開発を江別市から受託した。

開発期間は、2002年 4月 10日から8月 31日まで。受託金額は16万円。 

その後、本センターが開発した江別市-グレシャム市間の相互自動翻訳システムは，2004 年

度まで民間のプロバイダにてサーバの運用を行なっていたが、江別市からの要請により 2005

年度から本研究センターでの運用保守を行なう事となった。この受託事業は、江別市の国際交

流事業とその政策形成の推進に寄与した。 
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(2) 江別ブランド事典の開発 

江別ブランド事典は、江別経済ネットワーク（江別市の地域経済活性化を目的とする産学官

連携組織）の第一号プロジェクトとして始まった。地域固有の有形、無形なものを含めて地域

が育んできたものを市民の手で「江別ブランド」（または地域ブランド）として評価・確立し

たうえで、インターネットを活用し、広く多くの方に知ってもらい、利用してもらうという地

域情報の在り方を示すとともに、江別ブランドの消費拡大から地域経済の活性化、さらには新

たなブランドの創発、雇用拡大を目的としている。 

(財)ニューメディア開発協会が公募していた 2003 年度先進的情報技術活用モデルシステム

開発事業に江別市が「江別ブランド事典」システムの開発事業を申請し採択され、このシステ

ムの開発を、電子ビジネス研究センターが約1,900万円で受注することになった（開発期間は、

2003年 8月 27日～2004年 3月 31日）。この事業は、江別市の地域情報を集約し、地域経済活

性化政策を推進する事業の一環として行われた。 

(3) 起業化促進支援セミナー 

江別市は、新規事業の創出と、これによる既存企業との連携などから発生する地域経済の活

性化および雇用の確保を目的に、起業家に対する支援を事業化し、その実現に向け、地域との

協働に重点を置くこととした。この拠点のひとつとして、本学電子ビジネス研究センターと共

催で「起業化促進支援セミナー」を開催することとした。このセミナーは、2002年度から年1

回継続して開催している。 

 

以上のように、地域社会マネジメント研究センター、電子ビジネス研究センターの受託事業は、

北海道の地域政策事業、および江別市の若年者雇用促進事業、国際交流事業、地域活性化事業にか

かわる政策形成に寄与するものであった。 

 

（２） 企業等との社会連携 

 

電子ビジネス研究センターは、企業等の受託研究を推進している。財団法人北海道科学技術総合

振興センターが産業創造技術研究開発支援事業を行い、民間企業2社及び本学の3社でその事業の

一部を請け負った。本学は「多面的多次元情報システムの研究と開発」にかかわる空間データオブ

ジェクト化作業を担当し、2003 年度に追加分を含め 384 万円、2004 年度に更に 100 万円を受託し

事業を完了した。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

本学は、地方自治体の政策形成に対して2つの側面から関与している。それは、地元江別市をは

じめ道、および近隣の自治体の各種審議会等委員に教員を派遣してきたこと、もう一つは地方自治
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体が地域政策を立案するために行われる受託研究事業を推進してきたことである。 

自治体の各種審議会委員等への教員派遣にあたっては、本学では派遣先機関から正式な委任状を

受け、学長名によってその旨承諾するシステムがとられている。大学機関として正式な承認のもと、

多くの教員は都市計画、まちづくり、市民生活関連事業、福祉事業、男女共同参画など重要な審議

機関で活躍しており、少なからず自治体政策形成に寄与してきたと評価できる。 

自治体からの受託研究は、現在のところ地域社会マネジメント研究科が附置する地域社会マネジ

メント研究センター、および電子ビジネス研究センターが担っている。地域社会マネジメント研究

センターは2003年度に設置され、電子ビジネス研究センターは2001年度に創設された。したがっ

て、研究事業活動の歴史は未だ浅い。受託件数、受託金額の側面で見ても、その活動は緒に着いた

ばかりである（受託件数、受託金額の現状と推移は本報告書「ⅩⅤ 財務 ２．外部資金等」を参

照のこと）。しかし、委託先の大半は営利企業等の団体・組織ではなく地方自治体であり、受託研

究の内容も道の地域政策、あるいは江別市の若年者雇用促進、国際交流、地域活性化に関わってい

る。その意味で、本学の上記2つの研究センターは、研究員等の人的規模は小さいながら設置目的

に合致した活動が展開され、地域自治体政策形成に寄与してきたと評価する。 

【課題・改善方策】 

現在のところ、受託研究については、件数・金額ともに少ないので現体制（兼務体制）でも対応

することができているが、今後、件数・金額が増加するのであれば事務体制等を強化する必要があ

る。また、受託を継続的に受けるためには、学内で行われている研究と外部からのリクエストのマ

ッチング、補助金等の情報収集、成果物に対する知的財産保護等を組織的に行なうなどの専門的な

知識が必要なため、専門のスタッフも必要である。 

 

４．地域環境対策・地域防犯活動 

 

（１）  江別市文京台地区環境対策協議会 

 

大学の所在する地域である文京台の環境整備について、行政、地域町内会、大学の三者で構成す

る「環境対策協議会」を結成し、定例会で諸問題について協議して改善を図っている。検討する課

題は、迷惑駐車、ゴミ問題、自転車の駐輪問題などを取り上げている。大学は役員の一員としては

もちろん、そこの結論を踏まえて学生への指導も行っている。 

 

（２） 地域防犯パトロール 

 

文京台地域の防犯のために例年6月中旬から8月中旬の夜間（午後8時～10時）に大学近隣の自

治会の合同で行われる地域防犯パトロールに、大学も協力している。大学の教職員及び学生有志は、

実施期間の前半の 6 月中旬から 7 月中旬の平日に毎日概ね 10 名程度が参加している。大学からの

参加者は自治会および他大学からの参加者とともに、不審者の有無、街灯の状況など地域の安全に
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関わる状況について注意しながら巡回を行っている。  

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

環境対策協議会では大学の教職員が2名役員に選出されており、また、会合の会場に大学の会議

室を提供するなど、その活動に対して協力的な姿勢を保持している。また、会合の結論に沿う形で

学生の行動から生じる問題への対応を行い、地域の環境整備に一定の貢献をしている。しかし、検

討されている諸課題について抜本的に状況を改善するには至っていない。 

また、地域防犯パトロールは、本学からの参加者数は多く、またその主体となる学生の活力が巡

回にいい影響を与えていると思われる。また、巡回中に地域の実情や学生の生活実態などについて

対話をすることも多く、参加者にとっては地域の方と交流し、地域の実情について知る機会ともな

っている。 

 【課題・改善方策】 

環境対策協議会との関係では、引き続きそこで検討される課題について地域の人々に大学の取り

組みを説明し、相互理解を深めるべく努力するとともに、課題について解消の方向で学生への指導

を継続・強化する必要がある。また、地域の環境整備についての大学の取り組みとしては、地域の

環境にとってのマイナス要因の除去にとどまらず、大学から地域環境の改善にとってプラスとなる

方策について積極的に提言するなどの提案型の関与を推進することも必要である。 

また、地域防犯パトロールとの関係では、評価のところに記した「地域の実情」を知る機会とい

う付随的効果との関係では、より多くの教職員および学生の参加を呼びかけることが重要である。 
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