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ⅩⅣ．管理運営 

 

はじめに 

 

本学は、教育、研究、社会貢献について目標を掲げるとともに、「協働」の理念のもと大学の組織原

則ともいうべき運営に関する目標を定めている。大学および法人の管理運営や意思決定のレベルにおい

て、この理念と目標を実現するためには、教職員の総意を踏まえ、創意工夫を引き出し、公正で民主的

な運営に努めることが重要である。本学は、公的機関たる大学に相応しい運営組織と合意形成の場を確

立し、その保障に努めてきた。これらの到達点は次項で展開するとおりである。 

現在、本学が掲げる管理運営上の具体的な到達目標は以下の3点にある。 

第 1 は、大学と法人が、それぞれの組織の役割を明確にしながら、一層の有機的な連携関係を築き、

効果的かつ合理的な合意形成とスピーディーな意思決定を実現するための体制整備である。加えて、大

学と法人の密接な協力関係を前提に、大学の将来計画および戦略に関わる基本問題を検討・審議する機

関を設置するなど、組織体制の更なる強化である。 

第 2は、既存の常設委員会の再編、およびそれに関わる教員役職構成の再編など、教学組織の運営に

関わる機構改革を行うことである。 

第 3は、以上を踏まえて必要な諸規程の整備、明文化等の改正を図ることである。 

これらの到達目標は、近年の大学をめぐる環境のドラスチックな変化に対応するための課題である。

同時に、これらの目標は、本学の歴史に深く根ざす「協働」理念とこの理念に導かれた本学の運営目標

（「大学の外の声に耳を傾けつつ」「大学を民主的かつ機動的に運営し」「大学の自治を促進する」こと）

の具体化の一環として位置づけている。 

 

１．教授会  

 

（１） 教授会の権限 

 

本学は、大学学則第 47 条の定めに従い、学部の事項について審議決定する機関として教授会を

置いている。教授会は、専任の教授、助教授、講師をもって構成され、次の事項を学部として審議

する権限を有している。 

① 教育及び研究に関する事項 

② 教育及び研究の予算に関する事項 

③ 学生の入退学、試験、卒業等に関する事項 

④ 学生の厚生補導及びその身分に関する事項 

⑤ 教員人事に関する事項 

⑥ その他必要と認められる事項 

このうち⑤の教員人事に係わる事項は、当該学部に所属する教員の任用のための選考及び決定、
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学部所属教員の人事上の措置の決定を含む（札幌学院大学教授会運営規程第6条別記第1）。したが

って、学部教授会は、学校教育法施行規則第 67 条に定める事項を全て包括する審議権を有し、教

育課程全般、および教員の採用、昇格など教員人事も審議決定する（選任は理事会）。また学部教

授会は、教育研究の予算について、全学で設置される大学予算委員会で示された方針に従い、学部

の教育研究に必要な経費を審議し、全学的な予算案の作成において重要な役割を果たしている。 

学部教授会は、構成員の過半数の出席を成立要件とし、通常議案は出席者の過半数の賛成を、人

事等の重要な議案については出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 

 

（２） 学部教授会と学部長との連携協力関係 

 

各学部とも、教授会の下に学部運営会議を設置している。学部運営会議は、学部長の政策立案機

能を高め、教授会運営を円滑化することがその役割である。学部長、学科長、教務委員長によって

構成され第3週の月曜日に開催されている。ここで、教授会の議案の整理・調整を行い、第3週の

木曜日に教授会を開催している。学部長は教授会で議長となり学部教授会の運営を総括し、その決

定の執行に責任を負う。教授会運営にかかわる細部については、「札幌学院大学教授会運営規程」

に定められ、これに従って運営が行われている。 

また、各学部には学部教務委員会（委員長と2名の委員）が設置されており、カリキュラムの検

討、科目担当者の決定あるいは教務事項の企画、立案といった事項を取り扱い、学部長を支えてい

る。学部の教務委員長は全学教務委員会の委員を兼ねている。全学の常設委員会とは別に、人文学

部では学部内に入試委員会、広報委員会、進路支援委員会を学部に設け、学部長の政策立案支援と

業務執行を助けている。 

以上のような、学部運営組織を利用することで、学部教授会と学部長との機能分担が適切に図ら

れ相互の連携協力関係が形成されている。 

 

（３） 学部教授会と大学協議会との役割分担及び連携 

 

本学では、大学学則第 49 条の定めに従い、全学の事項について審議決定する機関として大学協

議会を設置している。大学協議会は学長、大学院研究科長、学部長、総合教育センター長、並びに

各学部教授会及び総合教育センターから選挙により選出された協議員各2名をもって構成されてい

る。大学協議会は毎月定例で開催されている。また、報告事項、審議事項については、事前に常設

委員会、学部教授会を踏まえたうえで全学運営会議での議論を経て、大学協議会に報告、提案され

る。 

大学協議会は、学長が議長となり全学の教育研究に係わる事項の運営について責任を負うととも

に、教育研究に係わる事項、教員の人事について大学として決定する権限を有する。 
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大学協議会は、次の事項を審議する。 

① 学則その他規程の制定及び改廃に関する事項 

② 教育及び研究の基本に関する事項 

③ 学部、学科の設置及び廃止に関する事項 

④ 学長、学部長、部長及び図書館長等の選出の基準に関する事項 

⑤ 教育及び研究の予算に関する事項 

⑥ 教員人事の基本に関する事項 

⑦ 学生の定員及び募集に関する事項 

⑧ 学生の厚生補導及びその身分の基本に関する事項 

⑨ 教員理事候補及び教員評議員候補に関する事項 

⑩ その他必要と認められる事項 

以上のうち②は、全学に共通する基本的な教育研究方針及び体制の決定であり、学部教授会の権

限に属する事項とは重複していない。また、⑥は、具体的には専任教員の任用に係わる事項につい

ての意思決定並びに非専任教員の任用及び待遇等の基準の決定、並びに教員の任用、身分の変更、

所属学部の変更、休退職、表彰、処分、職務規程等人事に関する一般的規則の決定及び教授会構成

員の権利の重要な変更の決定を含んでいる（札幌学院大学教授会運営規程第6条別記第1）。 

以上のとおり、学部教授会は学部の事項について審議決定し、大学協議会は大学全体の事項を審

議決定しており、役割の分担関係が形成されている。 

学部教授会と大学協議会の連携については、次のとおりである。すなわち、大学協議会のもとに、

政策方針を審議・研究・立案する機関として、また必要に応じて学長、学部長および部長と協力し

て、大学協議会の決定を執行するために、以下の常設委員会を設置している。 

ア．全学教務委員会 

イ．学生委員会 

ウ．広報入試委員会 

エ．就職委員会 

オ．図書委員会 

カ．研究委員会  

キ．国際交流委員会 

ク．教職課程委員会 

ケ．電子計算機センター運営委員会 

コ．人事委員会 

全学常設委員会は、各学部教授会から選出された委員によって構成されている。したがって常設

委員会では、教授会から出された意見が反映される。常設委員会で決定された全学的事項について

は、学部教授会に報告され、重要課題の場合は審議事項として提案される。 

また、全学の政策方針及び運営について協議するため、全学運営会議を置いている。全学運営会

議は、大学協議会の運営のための議題の整理と調整機能を兼ねている。全学運営会議の構成員は学
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長、学部長、大学院研究科長、図書館長、各部長である。学部長は全学運営会議の委員として学部

教授会の意見を大学協議会の場で反映させ、また、大学協議会で決定された事項については速やか

に学部教授会に報告している。学部長のこのような役割を機能させることで、学部教授会と大学協

議会の連携が図られている。 

 

（４） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

教授会は、学則、教授会運営規程によって教育課程及び所属教員の人事に関して、審議・決定す

る権限を有し、それを適正に行使している。決定を行う際には過半数の賛成、人事等の重要事項で

は3分の2の賛成が必要であり、これらの定めは厳格に適用されている。 

学部教授会と学部長との連携協力関係は、学部に設置される運営会議と学部教務委員会が機能す

ることによって図られていると評価できる。 

学部教授会と大学協議会の役割分担関係は明確であり、常設委員会と全学運営会議の機能が両者

の連携協力関係を維持していると評価している。 

他方、問題点として2点が指摘できる。常設委員会の機能である政策方針の審議・研究・立案に

ついては、委員の選出が2年毎の言わばローテーション方式であり、委員が入れかわるため長期的

なあるいは深い検討を要する課題につては有効な役割を果たし得ていない。 

また、運営の実態と「教授会運営規程」との間に齟齬が生じている部分がある。 

【課題・改善方策】 

現行の「教授会運営規程」の改正手続きを2007年度中には行い、実態と制度の間の齟齬を解消す

る。 

全学の常設委員会の再編成と教員役職者構成の再編を内容とする教学組織の改革を 2007 年度中

に決定し、2008年度から執行する。 

 

２．学長・学部長の権限と選任手続き 

 

（１） 学長・学部長の権限 

 

学長は、本学を代表するとともに大学の 高意思決定機関である大学協議会の運営を統括し、そ

の決定の執行と大学の運営全般に総括的責任を負っている（「札幌学院大学教授会運営規程」第 9

条）。学部長は、学部を代表するとともに、学部教授会の議長として、学部教授会の運営を総括し、

その決定の執行に責任を負っている（「札幌学院大学教授会運営規程」第13条）。 

学長、学部長の任務と権限は札幌学院大学教授会運営規程第11条、第15条に係わる「学長及び

学部長の任務と権限大綱」に明記され、明示的な規則に基づき権限が執行されている。 

学長はその在職中理事となり（札幌学院大学寄附行為第7条）法人業務の決定に参画する。 
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（２） 学長・学部長の選任手続き 

 

① 学長の選任手続き 

学長の職務、任期及び選任等に関する事項は「札幌学院大学長の職務、任期及び選任等に関す

る規程」に定められている。学長の任期は3年で引き続き三選以上に及ぶことはできない。学長

選任の手続きは、先ず「札幌学院大学学長候補選挙内規」に基づき学長候補者が選挙される。学

長候補の有資格者は本学の専任の教員である（札幌学院大学学長候補選挙内規第 2 条）。選挙権

者は、本学の専任の教員、職員である（札幌学院大学学長候補選挙内規第 3 条）。学長候補選挙

内規に定める選挙手続きに従って学長候補者が選出されると、理事会、大学協議会の代表からな

る学長推薦委員会で学長候補者を理事会に推薦し、理事会が学長を選任する（札幌学院大学長の

職務、任期及び選任等に関する規程第6条）。 

② 学部長の選任手続き 

学部長の選出は、「札幌学院大学学部長候補者選挙規程」によって定められている。学部長候

補の有資格者は、当該学部に所属する専任教員である（札幌学院大学学部長候補者選挙規程第 2

条）。有権者は当該学部に所属する専任教員である（札幌学院大学学部長候補者選挙規程第3条）。

学部長候補者選挙規程に定める手続きに従って選挙が行われ、学部長候補者が選出される。学部

長の選任は学部教授会で行われ、大学協議会に報告される（札幌学院大学教授会運営規程第6条

別記第1）。 

 

（３） 学長補佐体制の構成と活動 

 

学長補佐体制の強化の一環として大学協議会の議を経て 2004 年 9 月から「政策推進室」を設け

ている。政策推進室は、大学政策の企画、立案に係わり学長の諮問を受けて政策提言や答申を行う

役割を負っている。学長は、大学協議会で政策推進室の委員3名を提案し、承認を受けた委員が政

策推進室を構成し、学長機能の強化のための役割を果たしている。現在第3期目の政策推進室が構

成されている。政策推進室の活動経費については、学長の一定の判断の下で執行できる学長運営費

が充てられている。 

 

（４）  評価と課題・改善方策 

 

学長は規程化された選挙手続きによって全学の教職員の選挙によって候補者が選出され、その結

果を尊重して理事会において決定される。所属職員を統督する（学校教育法第 58 条）立場の学長

候補者を全学の教職員の選挙によって選出する手続きは適切な方法であると評価できる。 

学部長選任手続きは規程化されており、学部長候補者を学部所属教員の選挙によって選出する手

続きは適切な方法であると評価できる。 

学長、学部長の権限については、学則、教授会運営規程、札幌学院大学長の職務、任期及び選任
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等に関する規程に明示的に規定されており、権限行使は適切に行われている。 

 

３．意思決定 

 

（１） 経営上の意思決定 

 

私立学校法第36条は、理事会が学校法人の業務を決することを定めている。理事会は、「学校法

人札幌学院大学寄附行為」（以下寄附行為と言う）によって運営している。理事会は理事15名、監

事 2 名で構成され、毎年 2 月、5 月に定例理事会を開催し、寄附行為に規定する議案の決議を行っ

ている。日常的な業務の審議決定については「理事会の包括的授権に基づき」、理事長、学長、常

務理事、評議員会において選任した理事からなる常任理事会が責任を負っている（学校法人札幌学

院大学常任理事会運営規程第4条）。 

理事長は、学校法人札幌学院大学を代表し、その業務を総理する（寄附行為第8条 2項）。また、

理事長は理事会の議長となり理事会を運営する（寄附行為第16条）。理事のうち、専務理事を1人

置くことができる（寄附行為9条）が、現在本学園では専務理事を置いていない。常務理事につい

ては、若干人を常務理事とする（寄附行為 10 条）ことが定められている。現在、常務理事は本学

教員3名がその任に当たっており、総務・財務担当と教学担当に責任を分担している。 

理事の選任は寄附行為第7条に定められている。現在、教職員の理事は、職名で理事となる学長、

事務局長のほか、教授会から4名、事務局から2名が選任されている。学内理事候補の選出方法に

ついては、教員評議員候補者選挙内規、職員評議員候補者選挙内規によって定められている。この

内規に基づき、教授会、事務局において選挙管理委員が選出され、無記名による理事候補者の選挙

が行われ、評議員会、理事会において理事として選任されている。 

私立学校法第41条に定められている評議員会は、寄附行為第23条に基づき設置されている。評

議員会は毎年2月及び5月に開催される。私立学校法第42条に定める、「理事長において、あらか

じめ、評議員会の意見を聞かなければならない事項」については、寄附行為第 25 条に定め、評議

員会での議決を経て理事会で決定している。 

本学園では、教員又は職員の身分を有する者で、寄附行為によって選任された評議員からなる教

職員評議員会を設けている（教職員評議員会運営内規）。これは、学園の事業計画及び予算等の重

要事項の決定について教職員が経営の主体として自覚的に関わるべきことを制度化したものであ

る。教職員評議員会は、定例では2月及び5月に開催されている。臨時教職員評議員会は、臨時評

議員会の開催前並びに学長が必要と認めたとき、及び教職員評議委員総数の3分の1以上の教職員

評議員から会議に付議すべき事項が書面で学長に示され、教職員評議員会の招集を請求された場合

に、その請求のあった日から20日以内に招集される（教職員評議員会運営内規第2条）。 
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（２） 教学上の意思決定 

 

大学の意思決定機関は、学部においては学部教授会、全学に係わる事項については大学協議会で

ある。大学協議会は、1993年 4月から全学教授会に替わる代議機関として発足した本学の教学上の

高意思決定機関である。意思決定における学長と大学協議会との役割、権限関係、学部長と学部

教授会との役割、権限関係については「１．教授会」で記述したとおりである。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

2005年 4月 1日に「私立学校法の一部改正する法律」が施行された。今回の法改正の主要な点は、

①理事の選任・解任に関する手続き及び理事会業務の責任主体を明確にすること、②監事の選任手

続きを明確にすると同時に監事職務の拡大を図ることにあった。本学園は学校法人における理事会

の経営責任を明確にし、経営内容の透明性とガバナンスの向上を図るために2006年 12月に寄附行

為の変更を行った。こうした改定は、大学に対する社会的責務に応えられる体制づくりを目指すも

のである。業務監査については監事による監査に加え、2007年度中に内部監査に係わる規程化を図

り内部監査室を設置することが予定されている。 

日常的な業務の審議決定を任務とする常任理事会は、ほぼ隔週定例で開催されており、常任理事

会の中では、各理事によって課題が分担され、適時に進捗状況の報告と課題の提起がされている。3

名の常務理事は全て兼務体制となっている。他の業務負担を減らし、理事としての業務に専念でき

る時間の確保と業務執行を支援する事務的な体制充実が課題である。 

本学園では教職員の中から一定の範囲において理事、評議員の候補者を選出する制度を有してい

る。また、教職員から選出された評議員による教職員評議員会を設けている。近年の大学を取り巻

く競争的な環境の下で、教職員が主体となって課題に取り組むことが求められている。本学の管理

運営の考え方とそれに基づく制度について教職員に周知を図りあるいは研修の機会を設け、学園の

重要課題について教職員がより一層の自覚と責任感を持つような意識改革が課題である。 

 

４．教学組織と学校法人理事会との関係 

 

（１） 現状 

 

「学校法人札幌学院大学常任理事会運営規程」の改正を 2005 年 2 月に行い、新たに学長を常任

理事会の構成員とし、大学側の意思が常任理事会の決定に直接に反映するようにした。このことに

よって学長の任務である、「理事会に対して大学を代表して教育研究条件の改善を推進し、教育と

研究に関する予算の編成と執行に当たる」（「学長及び学部長の任務と権限大綱」第11条別記2）と

いう役割が強化されることとなった。 

また、教学組織と学校法人理事会が良好な意思疎通を図るために、2005 年 10 月からは、理事長
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を議長とし、学長、常務理事、研究科長、学部長を委員に含む「学園政策会議」を3年間の時限を

持つ会議として設けた。学園政策会議では、現在までに大学の持続的発展を目指す総合的な指針の

策定を目的として15回の会議が開催され、学部学科再編・再創造構想、多様な教員任用のあり方、

事務機構改革、教員組織の在り方等について議論が行われた。ここでの審議内容については、各

学部教授会及び事務局会議に報告されている。また、教職員及び全理事・全評議員に対して常

任理事会が毎月発行する『学院通信』という学内報を通じて、学園政策会議の内容、常任理事

会の業務内容などが伝えられ、学内での動きと方針についての理解を得るよう努めている。 

また、学長を含む教職員の評議員で構成される教職員評議員会は、理事会に対して相対的な自律

性を持っており、理事会に教学組織側の意思が反映される関係になっている。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

学長が常任理事会の構成員となることにより、教学組織と理事会との政策的な推進役として制度

上位置づけられ、大学の事業計画実現のための諸条件の整備のために発言し行動するという長所が

生まれた。 

学園政策会議の設置によって、教学組織の相対的自律性を認めたうえで理事会と意思決定上の調

整を図ることが可能となったことは評価できる。学園政策会議についての規程が整備されていなか

ったため、「学園政策会議運営規程」を新たに制定した。 

 

５．大学院の管理運営体制 

 

（１） 現状 

 

大学院の管理運営のために研究科委員会を設けている。研究科委員会は大学院研究科の授業を担

当する専任の教員で構成される（札幌学院大学大学院学則第 35 条）。研究科委員会の審議事項は、

以下のとおりである。 

① 入退学等学生の身分及び賞罰に関する事項 

② 研究科の授業科目、単位数、履修方法及び担当に関する事項 

③ 試験に関する事項 

④ 課程修了の認定及び学位の授与に関する事項 

⑤ 教員の人事に関する事項 

⑥ 研究科にかかわる諸規程の制定、改廃に関する事項 

⑦ 研究科にかかわる自己点検・評価に関する事項 

⑧ その他必要と認める事項 

研究科委員会は研究科長が議長となり、定められた事項を審議するため毎月定例で開催されてい

る。 
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研究科委員会と学部教授会との間の相互関係は次のようなものである。例えば、法学研究科は、

研究科委員会の構成員が大学院教育を受け持つ専任教員1名を除きすべて法学部教授会に所属して

いることから、学部教育の内容・方法など運営全般を十分に理解したうえで大学院教学の内容につ

いて審議することができる。同様に臨床心理学研究科も、研究科委員会の構成員全員が学部教授会

に所属しており、その目的である臨床心理士の養成（専門的職業人養成）を実現すべく学部の教育

内容を踏まえたうえで審議がなされている。他方、地域社会マネジメント研究科は、基礎となる学

部を持たない独立の研究科であるため、教育内容にかかわり学部教授会との意思疎通は乏しい。た

だし、大学院の専任教員は、商学部第一部、経済学部、人文学部、社会情報学部から選出されてお

り、学部教授会は大学院担当教員への派遣（兼担）をサポートしている関係にある。 

研究科長は研究科委員会を構成する専任教員の選挙によって選出される。この選任手続きは、札

幌学院大学大学院研究科長候補者選挙規程に定められている。研究科長は大学協議会の構成員であ

ると同時に学園政策会議の構成員でもあるため、研究科長が大学院の意思を学園の意思決定に反映

させることが可能である。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

研究科委員会の組織及び審議事項は、札幌学院大学大学院学則第 35 条に定められている。研究

科委員会は、上記規程に基づき、適切な運営がされていると評価する。 

学部教授会と学部に基礎をおく大学院の研究科委員会は、機構上それぞれ独立した組織であるが、

教育活動の諸課題に関して相互に共有し、理解のうえ事業運営を可能とする関係が形成されている。 

研究科長は規程に基づき選出されており、選任の手続きは適切であると評価する。 
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