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はじめに   

  

大学事務組織の目的は、大学の経営と教育研究を維持、発展させために安定的かつ合理的な管理運営

を行うことにある。同時に大学事務組織として独自な役割を持ちながら大学の経営と教育研究に対して

貢献することである。 

2004 年度から 2005 年度にかけて常任理事会の下に「事務組織改革検討委員会」を設置し、事務組織

に係わる検討を行った。迅速な事務処理と事務機能を高めるための到達目標は次の3点に要約できる。 

（１）事務組織の改革 

１）迅速な意思決定と事務処理を目指して部単位の組織から課単位の組織へ移行させること。 

２）全学的な視点からの問題解決と事務組織の活性化を促す業務横断的組織（プロジェクト）を形

成し活用すること。 

（２）事務職員の能力開発 

受身型の研修から、双方向型・問題提起型の職員研修に取り組むこと。 

（３）事務連携機能の強化 

部課長会議を毎週定例化し、適時に業務課題を共有し有効かつ効率的な業務執行を行うこと。 

 

１．事務組織と教学組織との関係 

  

（１） 事務組織と教学組織との連携協力関係の確立状況 

 

 １）現状 

本学の教学上の最高意思決定機関は大学協議会である。各学部の意思決定機関は学部教授会であ

り、大学院研究科の意思決定機関は大学院研究科委員会である。これらの意思決定機関の下に常設

委員会（教務委員会、学生委員会、就職委員会、広報入試委員会、図書委員会、電子計算機センタ

ー運営委員会、研究委員会、国際交流委員会、教職課程委員会）が設けられている。 

これに対応する事務組織として、大学協議会は学長の事務を掌る総合政策部政策推進課が担当し、

学部教授会は教務部教務課（学部ごとに 5 つの係が担当）、大学院研究科委員会は教務部大学院・

研究課が担当している。また、各種委員会は教務委員会が教務課、学生委員会が学生課、就職委員

会がキャリア支援課、広報入試委員会が入試課、図書委員会が図書課、電子計算機センター運営委

員会が情報処理課、研究委員会が大学院・研究課、国際交流委員会と教職課程委員会は教務課がそ

れぞれ担当している。 

以上の会議運営にあたり、事務組織はそれぞれの事務局として、報告・審議事項に関する資料作

成、諸規程との整合性の確認、必要な調査や情報提供、議事録作成等の支援業務を行うことによっ
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て、教学組織との連携協力を築いている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

教学関係の提案事項は、各学部の教務委員会や常設委員会で事前に審議される。そこに職員が事

務局として参画することによって、教学的側面、管理運営的側面から事務的な調整を加えた審議、

決定を行っている。 

学長の事務については教務部と総務部が分担して担うという変則的な役割分担が行われてきた

が、2004 年 11 月の事務組織改革によって、学長機能を支える事務局として総合政策部政策推進課

が設置された。部長会議、全学運営会議、大学協議会等の全学的な意思決定に関する事務を所管す

ることになり、全学の意思決定に係わる一元的な事務の運営が行われるようになった。 

【課題・改善方策】 

政策推進課が上述したように学長の事務を所管しながら、学園の将来計画や設置申請業務、第三

者評価を担当することになり、その負担が増大していることから政策推進課の事務体制の強化が課

題である。また、学部・学科の独自性やカリキュラムの複雑化とともに肥大化した教務部組織の見

直しが必要である。これまで教務課が担当していた大学院事務を大学院・研究課に移管したが、研

究や学会関係業務のほかに、学外にある社会連携センターも所管しており、事務分掌の合理的なあ

り方の検討が課題となっている。 

 

（２） 大学運営における事務組織と教学組織の相対的独自性と有機的一体性を確保させる方途 

 

１）現状 

教学組織は、大学運営において常設委員会、学部教授会、大学院研究科委員会、全学運営会議、

大学協議会という会議体をとおして全学、学部及び研究科の意思決定を行う。上述したように、事

務組織はその意思決定プロセスにおいて様々な支援業務を通じて意思決定機関と連携するととも

に、決定事項の業務執行を組織規程に基づき行っている。 

事務局独自の意思決定及び調整機関としては、職員部長会議、部課長会議、事務局会議があり、

ここでは業務課題の共有化と事務局の独自課題の検討と具体化が行われる。全学的重要事項につい

ては、理事会、教授会、事務局のメンバーからなる学園政策会議、学園政策検討委員会、予算会議、

施設検討委員会等があり、これらの会議に職員は委員として参加することで大学運営における職員

という立場から独自の意見を反映させている。また職員の評議員は教職員評議員会の構成員として

事務職員の視点からの意見を反映させることで独自な役割を果たしている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

教学組織に対する事務組織の相対的独自性を確保するものとして、大学協議会、学部教授会、大
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学院研究科委員会に対して事務局会議があり、有機的一体性を確保するものとして学園政策会議、

学園政策検討委員会、予算会議、施設検討委員会などがある。 

いずれも開催頻度、審議内容、決定事項の履行状況等良好である。教学組織と事務組織双方の独

自性及び一体性が保たれている背景には、これまでの大学運営における教職員間の相互理解が蓄積

された結果といえる。 

【課題・改善方策】 

相対的独自性を尊重するあまり、現状では教学組織に対して職員の意見が、事務組織に対して教

員の意見が反映しにくい傾向が存在する。教学組織と事務組織の相対的な独自性を尊重しつつ、相

互に連携協力することによってより有効な業務執行が期待できるならば、そうした効果を生み出す

ための措置も必要である。常設委員会に職員が事務局として参加するばかりでなく、一定の範囲に

おいて職員が委員として参画することなどは検討課題である。また、事務組織の改革や職員の人事

に関して、教学組織からの意見を取り入れ、調整を行う仕組づくりも課題である。 

事務局会議等の職員の会議については、それぞれの目的や役割に応じ定例化するなどの見直しが

必要である。 

 

２．事務組織の役割 

 

（１） 教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制 

 

１）現状 

教学に関わる全学的事項については、学長を議長とする大学協議会、全学運営会議、学園政策会

議他で企画・立案が行われる。その事務局は政策推進課が担っている。学部、研究科に関わる事項

については、学部長、研究科長、教務委員長を中心とする学部運営会議、学科会議、研究科運営委

員会等で企画・立案が行われる。その事務局は教務課と大学院・研究課が担っている。 

事務組織は、教学部門の委員会及び諸会議に事務局として参加し、連絡調整を含む庶務的業務を

果たすことで補佐的な機能を果たしている。また、事務分掌に基づき決定事項を執行している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

企画・立案は教員で構成される会議体が担い、補佐機能を職員が担うという関係は、それぞれの

職責、役割、権限に相応した効率的な運営という観点から有効な分担といえる。しかし、いくつか

の委員会に顕著なように、日常的業務はもとより、長年の蓄積に基づいた情報の把握や現状分析に

長けた職員が企画・立案の中心を担うことは当然のことであり、職種の違いのみによって無理に区

分けすることがそれほど意味を持つとは考えにくい。本学の現状はオーソドックスな組織形態とな

っており、職員が各種の委員会等の委員とはなっていないが、実質的には企画・立案に深く関わっ

ている。 
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【課題・改善方策】 

6 学部 9 学科に対応する教務事務にそれぞれの担当職員が配置されている現行の組織体制は、学

部・学科の企画・立案の補佐機能を果たすという意味では専門的・効率的であるが、一方で学部間

の連携や調整がスムーズに行われず、無理や無駄が生じる場合もある。教務課内における統一性や

全学的事項を所管する政策推進課との密なる連携が必要である。また、学部等の重要な立場にある

教員ほど政策決定に係わる会議に数多く出席しなければならない現状を改善するためにも、職員が

アドミニストレーターとしての専門的力量を高め、事務的補佐業務から企画・立案業務を担うスタ

ッフに成長することが求められる。 

 

（２） 学内の予算(案)編成・折衝過程と事務組織の役割 

 

 １）現状 

予算編成は、常任理事会が毎年度作成する予算編成方針に基づき、各予算管理課が事業計画及び

予算要求書を提出し、大学予算委員会及び予算会議の議を経て、常任理事会が予算案を策定し、毎

年度2月の評議員会及び理事会で審議・決定する。 

予算会議の構成員には、大学予算委員長である学長、常務理事、大学予算委員会副委員長のほか、

事務局長が加わっており、各予算管理課から出された要求書の事情聴取及び査定を行う。担当事務

局は財務課であり、財務課長は予算会議に出席し、編成原案の作成を進める。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

法人部門の予算編成は常任理事会が、大学部門の予算編成は大学予算委員会が責任を持つという

分業システムで予算編成作業が進められてきたが、2005年度から理事会・大学双方のメンバーから

なる予算会議が正式に位置づけられ、機能するようになった。 

予算編成方針は、財務課が作成する前年度決算、当年度の入学者数、在籍学生数、中長期の財政

見通し等に基づき、常任理事会が策定する。その後、予算編成日程の作成から始まり、前年度の各

部門予算執行状況調査、予算要求書集計、事情聴取、査定案作成を経て次年度予算案を評議員会、

理事会で審議、決定するまでのほとんどの事務を財務課が担当している。1 法人 1 大学で予算規模

が 50 億円程度の本学の場合、財務課が中心的な役割を担って予算編成と折衝過程に関与すること

は、継続性・専門性という観点からも合理的である。 

【課題・改善方策】 

予算（統制）規程が未策定であること、また、各部門の決算に関する総括が不充分であり、事業

そのものの見直しや大胆な政策の転換がされにくく、前年度予算の踏襲という傾向になりがちであ

る。予算要求母体である教授会や各種委員会等の事業計画が、現状の教育研究活動や学生実態を正

確に反映したものであるかどうかの検証をきちんと行うためには、予算の執行管理を行い、実態を

把握している各事務担当部門が適切な情報提供や提言を通じて、より積極的に事業計画作成に関与
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する必要がある。 

 

（３） 学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割 

 

１）現状 

本学は、開学当初から学内の意思決定に事務組織も独自に関与してきた制度と伝統がある。具体

的には、事務局長のほか職員から理事が2名選出されており、常任理事会をはじめ主要な意思決定

機関に職員が参画している。また、大学の基本計画を審議する学園政策会議及び学園政策検討委員

会にも、事務局長及び職員理事がメンバーとして加わっている。 

学園の中長期計画及び大学の意思決定に係る事務組織として総合政策部が置かれ、そのもとに政

策推進課と広報課がある。政策推進課は学長の庶務事項を担うとともに、学園政策会議、学園政策

検討委員会、全学運営会議、大学協議会等の意思決定機関を所管し、これらの機関で審議決定され

た事項を議事録として作成し、情報伝達している。この他に、政策推進課は自己点検・評価及び監

督官庁への認可・届出業務も担当し、大学の中枢的役割を果たすとともに、総務課、財務課との連

携で法人の意思決定にも関与している。 

一方、広報課は、常任理事会で決定されたことや、学園の重要事項について情報の共有化を図る

ため、常任理事会の編集による「札幌学院通信」を月1回発行し、役員・評議員・教職員に配布し

ている。また、教職員評議員会終了後は、議案書が全教職員に配布され、教員は各学部教授会で、

職員は事務局会議において報告されている。 

 

２）評価と課題・改善方策  

【評価】 

現状で述べたとおり、本学においては学内の意思決定・伝達システムの中で事務組織はよく役割

を果たしている、と評価できる。 

事務組織を法人部門と大学部門に分離せず、事務局長の下で課を組織単位とする単線型の機構は

情報伝達の面では効率的である。 

学内広報誌である「札幌学院通信」は、これまで諸会議の報告事項と審議事項の標題のみを中心

に掲載してきたが、2005年度から常任理事会での決定事項や学園の重要事項について文章でまとめ

た記事を中心に月1回発行する編集体制に変更した。これによって、教職員をはじめ学外の理事・

評議員にも学内の重要課題や意思決定に係る情報が速やかに伝達されるようになったと評価する。 

【課題・改善方策】 

上述したように、本学の事務組織は学内の意思決定に重要な役割を果たしてきたが、規模の拡大

と教職員の増加は必然的に分業化をもたらし、意思決定に直接参画する者とそれ以外の者との意識

の乖離が生じてきたことも事実である。 

事務組織の肥大化と硬直化、役職者の固定化、それに伴う業務の縦割り化、そして職員全体の高

齢化により、若手の職員が意思決定に参画する機会やその能力を活かす機会が失われてきている。
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情報の共有化だけでなく、職員全体の力量を向上させるための機構改革や人事の刷新、プロジェク

トの活用等を推進する必要がある。 

 

（４） 国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況 

 

１）現状 

国際交流事業は、各学部から選出された教員で構成する国際交流委員会（委員長は委員の互選）

が中心的役割を担っている。担当事務は、教務課のなかの全学共通・庶務係の係長が兼務で担当し、

学生及び教員の派遣や受入れなど提携校との交流事業に関わる業務を中心に行っている。 

入試業務及び学生募集活動は、広報入試部長（学長の任命する教員）のもと、各学科から選出さ

れた教員で構成する広報入試委員会が担っている。入試課職員はすべての業務に関与し、入試委員

と連携して業務を行っている。 

学生の就職支援は、就職部長（学長の任命する教員）のもと、各学部から選出された教員で構成

する就職委員会が担っている。キャリア支援課職員はすべての業務に関与し、就職委員と連携して

業務を行っている。また、外部講師による資格取得講座を開設しているエクステンションセンター

もキャリア支援課が所管している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

国際交流については、教務課の一担当業務の位置づけであり独立した事務組織が確立していない。

したがって、語学や外国との交流促進という専門的素養を身に付けた専任職員の配置がされていな

い。現状では国際交流委員会の委員や語学に堪能な教員との連携協力によって協定校との交流事業

を中心に業務が遂行されている。全般に交流事業の幅が狭く、事務組織も独立して活発な展開をす

るまでに至っていない。また、国際交流委員長は重要な役職であるにもかかわらず全学運営会議の

構成員となっていない。 

入試業務、就職支援業務のいずれも教員が講義や研究活動を兼務してできる範囲は限定されてい

る。職員が日常的・継続的に専念することによって本格的な学生募集活動や入学試験業務、学生に

対するキャリア支援業務や求人開拓業務が可能となる。そうした意味で、入試課、キャリア支援課

それぞれに職員の課長を置き職員が実務の全般を担い、合理的な業務に努めている。教員の委員は

政策立案を主とする業務を担当し、職員は現業的な部分を担当している。現状では入試業務、就職

支援業務について、特に専門的な業務として専門職の配置といった観点からの人事上の配慮はなさ

れていない。 

【課題・改善方策】 

他の教員部長もそうであるが、広報入試部長と就職部長も任期制である。教員部長の場合には戦

略的な業務設計ができる程度の任期を確保することが必要である。職員は充分な業務の蓄積と分析

能力を備え、戦略課題を持って業務に臨む必要がある。そうした人材の養成とある程度長期の在任
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は不可欠である。しかし一方、定期的な異動は組織の活性化には避けられないという人事異動上の

矛盾がある。 

入試課ではこれまでの業務に加え、出張講義や校内ガイダンス、大学訪問等が通年化し、負担が

増大しているほか、高大連携の推進も課題となっているため、他部署の職員を活用する横断的な業

務のあり方を進めている。入試業務については、入試広報に結びつく大学ブランドの創造や様々な

企画に他部署の職員の能力活用が期待できることから、今後各部署間の業務調整も含めて職員の総

合力を生かす方策を検討する。 

 

（５） 大学運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 

１）現状 

本学園の予算の編成及び執行並びに決算に係わる事務を担当する事務組織として財務課を設け、

適正な業務執行のために課長1名、係長1名を配置している。本学園の土地建物等施設の管理及び

運営に係わる事務については管財課を設け課長1名を配置している。本学園の人事給与、福利厚生、

役員に係わる庶務的な事項を運営するために総務課を設け、課長 1 名、係長 1 名を配置している。

また、総務課と財務課を統括するために総務部長を配置している。 

本学園の中長期計画策定等の支援を行うために政策推進課を設け、課長1名、係長1名を配置し

ている。ホームページ他、学園広報のために広報課を設け課長1名を配置している。政策推進業務

と広報業務を有効に執り行うためにこの2課を統括する総合政策部長を設けている。 

以上のとおり、大学運営を経営的側面から支える事務機能を確立させ管理運営の適性に努めてい

る。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

大学運営を経営面から支える事務局機能については、人事、財務、施設などの経営の分野毎に事

務組織を設けており、常任理事会の経営機能を支えていると評価できる。また、業務運営面におい

ても部課で情報共有と業務協力をしており、事務局機能は経営面で有効に機能していると評価でき

る。 

【課題・改善方策】 

大学運営を経営面から支えうるような事務局機能としては、先ず事務局を構成する職員の個人ベ

ースで政策提案が行えるような能力を身につけることが前提である。その上で財務、管財、総務と

いった部署間の有機的な連携の下で政策情報を理事会に提供することが課題である。 

収入の側面では、退学率（3.73%：2005 年度）を全国平均（3.3%『学校法人の経営改善方策に関

するアンケート2004年 2月』）に近づけるような方策が必要である。退学、休学等に到るケースの

原因と傾向を事務的に把握し適切な方策を講じることが課題である。教学部局の経営的な側面から

の業務課題と言えよう。 
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また、経常費補助金に係わる特別補助については、本学のどのような教育研究の取り組みが補助

金の対象となるのか、あるいは、すでに実施している事業であっても条件整備を行うことで補助金

申請ができるものがあるとすればそれはどのような事業か、といった視点から事務局を機能させる

ことが課題である。教務課、学生課といった大学事務部門と財務部門の連携によって学習会や研修

会のような企画を設け補助金獲得を拡大させるべく事務を機能させることが課題である。 

 

３．事務組織の機能強化のための取り組み 

 

（１） 2006年事務組織改革 

 

１）現状 

2005 年 12 月、常任理事会のもとに事務機構改革検討委員会が設置され、そこでの検討結果に基

づき、2006年 6月に事務組織を5部長12課から3部長12課に変更した。これにより、財務部長と

学生事務部長が廃止され、総合政策部長のもとに政策推進課と広報課、総務部長のもとに総務課と

財務課、教務事務部長のもとに教務課と大学院・研究課を置き、他の管財課、情報処理課、入試課、

学生課、キャリア支援課（旧・就職課）、図書課は事務局長直轄とした。 

  

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

2005 年度に設置された「事務機構改革検討委員会」答申に基づいて、2006 年 6 月に、これまで

の 5 部・12 課から 3 部・12 課に移行させ、部単位の組織を一部廃止し、課単位とすることによっ

て意思決定の迅速化と合理化を図ることが可能となった。このことと同時に新たな業務に必要な人

材を生み出すことが可能となった。 

【課題・改善方策】 

肥大化している教務課組織の改善が課題である。特に国際交流やＦＤ活動、学習支援業務といっ

た新たな教務分野の業務をどのように事務組織的に位置づけるか、有効なあり方を検討する。 

現状独立して事務組織を設けている大学院関係業務を学部に位置付けることで有効に機能する

ことが期待できる場合（学部立ち上げの研究科の場合など）は、そのあり方を検討する。また、研

究所構想との関係で事務組織のあり方を検討する。 

学生支援に関係する部署（教務課、学生課、キャリア支援課）の事務室は分散しているため、利

用者である学生の立場に立った配置を検討する。 

 

（２） 業務横断的組織と職員の活性化 

 

１）現状 

課や係に納まらない課題あるいは業務横断的に取り組む方が業務的な効果が期待できる課題に

 - 576 -



ⅩⅥ 事務組織 

ついて、横の組織（プロジェクト）を活用することが上述の事務機構改革検討委員会の提言に盛り

込まれた。このような横断的な組織を活用することによって職員の活性化を促すことも課題とされ

た。具体例としては8のプロジェクトが示されたが、そのうち、活動が開始されたのは学生募集プ

ロジェクトチームであり、各地で開催される入試相談会等に各課から選出されたメンバーが派遣さ

れている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

大学の規模拡大とともに、業務の質量が増大し、職員も増加してきた。これまでの事務組織改革

は、そうした大学の管理・運営に対応するために量的な視点から事務組織を検討し職員配置を行い、

有機的に機能させる方法を検討してきた。部課長制度の導入は、責任体制を築き業務を適正に運営

することとなったが、一方で事務のタテ割り傾向を強め、横の連携を希薄にした。こうした現状を

業務の質的な視点から見直し、横の組織（プロジェクトあるいはグループ）を設けたことは今後の

事務組織の有効なあり方を検討する上で意味があると評価できる。 

また、部課長会議を毎週定例化し、業務に係わる情報を適時に共有し、各部署が連携して業務を

遂行できるようにしたことは評価できる。 

【課題・改善方策】 

事務のタテ割り傾向が強まることによって、職員がその部署の仕事に埋没しがちになり、大学の

目標や方針が末端に浸透しないという結果が生じた。こうした現状を改善し、大学を取り巻く環境

の厳しさを共有化し、職員が一丸となって目標を達成するために、部課長会議や事務局会議だけで

なく、課内のミーティングや研修を通してコミュニケーションを活発化する必要がある。また、職

員の異動を定期的に行い人事異動を契機として業務の標準化を進めることが課題である。 

学生サービスの充実、教育・研究サポート体制の強化、情報公開と積極的な広報活動、地域社会

への貢献、産官学の連携等、専門的能力が必要な分野では担当する職員の能力開発は急務である。

またこうした分野で専門的な能力を備えた職員が業務的な自律性の下で活躍できる組織づくりが

課題である。 

 

（３） 職員研修制度 

 

１）現状 

これまでの職員研修の成果を踏まえた上で、2003年度に問題意識の共有化、個人の適性や関心に

応じた専門性の追求、業務の組織的な蓄積・継承、キャリア形成、能力開発とモラルの向上を目指

し、以下のような研修制度を発足させた。 

① 階層別研修・・・経験年数や職務に応じた研修で、初任者研修、中堅職員研修、管理職研

修及び全体職員研修からなる。 

② 業務研修・・・業務に必要な専門性を身につけることを目的とした研修で、部課別業務研
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修及び希望者研修からなる。 

③ 派遣研修・・・他大学等の視察や学外での調査研究など国内及び海外で視野を拡げること

を目的とした研修 

④ 自己啓発研修・・・職員が自発的に能力開発やキャリア形成を図ることを目的とした研修

で、通信教育、希望者研修及び職員個人研修からなる。 

これに伴い、職員研修規程及び職員派遣研修取扱要領を制定し、職員研修費取扱要領の一部を改

正した。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

階層別研修には、学内で実施する新人職員研修会と職員夏季研修会がある。前者は、新採職員に

対して、職員の部課長が分担して私大職員及び本学職員としての基礎知識を身につけてもらうため

の研修であり、後者は全職員が一同に会し、学内外の諸情勢や本学の基本政策について情報や問題

意識を共有化するための研修である。中堅職員研修及び管理職研修は、主として日本私立大学協会

並びに同協会北海道支部主催による研修である。これらの研修に計画的に該当する職員を派遣して

いる。 

業務研修は、文部科学省や上記協会主催の研修、所属する諸団体等が主催する研修であり、業務

課題に適した職員を積極的に派遣している。 

派遣研修は、個人の申請方式とし、自発的な要求や意欲に応える制度にしたため、個人の適性や

関心に基づいた意欲的な研修参加がなされ始めた。 

自己啓発研修についても個人の申請方式としたため、これまでになかった通信教育への応募や、

各種セミナーへの参加希望が出され、職員の能力開発に貢献している。 

2006年度は、事務職員の能力開発を目的として従来の受け身型の一斉方式の夏季研修会を双方向

型、問題提起型の研修とした。具体的には年代別のグループを形成し、グループに所属する職員一

人一人が課題に則して発言し、討議を行い、積極的な姿勢を身につけることを目的とした。 

【課題・改善方策】 

大学を取り巻く環境が激変し、職員が担うべき業務の質・量ともに変化しているなかで、本学職

員は高齢化が進み、今後数年の間に多数の定年退職者が予定され、職員構成が大きく変わる。こう

した現状から、業務上必要な専門的力量を組織的に蓄積・継承するとともに、職員一人ひとりの自

己啓発を促し、新たな業務にチャレンジするための研修を促進する必要がある。そうした観点から、

派遣研修や自己啓発研修に若手職員の積極的な応募が望まれる。同時に、直属の上司の示唆や協力

も不可欠である。新たな課題や業務に挑戦する提案型職員を養成するための研修としては、2006年

度の年代別研修の経験を生かし、職員の積極性が発揮されるような内容と方法を備えた研修を実施

することが課題である。 
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４．事務組織と学校法人との関係 

 

（１） 現状 

 

本学の事務組織は事務局長の下に各部課が並列に組織されている。総務課・財務課・管財課は法

人関係業務を所管している。理事長、常務理事を中心とする法人運営と政策形成に係わる業務は総

務部と総合政策部が所管する。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

事務局長の下に単一の事務組織を組織しているため、学校法人から見ると直接的で効率的な運営

ができており評価できる。また職員が異動によって法人系と教学系双方の業務経験を積み、教学系

の業務を理解した上で法人系の業務を行っている点は評価できる。 

【課題・改善方策】 

私立学校法の改正に伴い、学校法人の管理運営機能の強化が求められている。監査室の設置を

2007年度中に実現することが課題である。また、理事会機能を強化するために、事務局においては

政策形成能力と政策提言能力を高め、法務や財務など専門的技量を備えた人材の養成が課題である。 

 

５．大学院の事務組織 

 

（１） 現状 

 

大学院法学研究科と臨床心理学研究科は学部立ち上がりであるため、大学院の事務は、教務課の

各学部担当に位置付けられていた。しかし、2003年に開設した地域社会マネジメント研究科が学部

立ち上がりではない独立大学院であることから、事務組織改革と同時に、三つの大学院の事務は、

2004 年 11 月から大学院・研究課にまとめられた。大学院・研究課における大学院運営に関わる事

務は、①研究科長の選出に関すること②研究科長の庶務事項に関すること③研究科委員会に関する

こと④大学院入学試験に関すること⑤院生の履修指導に関すること⑥授業運営に関すること⑦諸

証明発行に関すること、と規定されているが、この他に、学生募集、入試広報等も担当している。

さらに、大学院・研究課は、研究に関すること（個人研究費の管理、科研費の申請及び管理、各学

部の論集担当事務）、研究所・研究センターの運営に関すること（電子ビジネス研究センター、地

域社会マネジメント研究センター、心理臨床センター等）、社会連携センターに関すること（生涯

学習事業「コミュニティ・カレッジ」、大学院サテライト教室）等、広範囲にわたる業務を担当し

ている。 

三つの大学院の運営のうち、研究科長の庶務、研究委員会の担当、授業運営、履修指導等に関し
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ては、3名の職員が主担当・副担当となり、それぞれの研究科を複数で担当している。大学院入試、

学生募集、広報等は、大学院・研究課全体で担当している。 

独立研究科である地域社会マネジメント研究科は、社会人も対象としているため、他の大学院と

は異なり、平日の夜間（6・7 講時）と土曜日（1 講時～7 講時）に講義を行っている。この講義の

うち約9割はサテライトキャンパス（札幌学院大学社会連携センター・札幌市中央区大通西6丁目）

で開講している。地域社会マネジメント研究科の日常の授業運営は、専任職員の監督の下、社会連

携センターで実施されているコミュニティ・カレッジ（生涯学習講座）の運営と併せて非専任職員

が担っている。 

大学の任務のひとつであり、大学院と関係の深い研究活動に関わる事務についても大学院・研究

課が担当している。この研究活動を社会に還元する手段の一つとして、本学のセンター（電子ビジ

ネス研究センター、地域社会マネジメント研究センター、心理臨床センター）が存在している。特

に、電子ビジネス研究センター及び地域社会マネジメント研究センターは、社会貢献（セミナー開

催、独自事業の推進）と併せて、外部資金の獲得を積極的に行っており、その申請・支援事務を大

学院・研究課が担っている。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

大学院に関わる事務が学部の事務と明らかに違う点は、①教授会にあたる研究科委員会が教務委

員会を持たないこと、②入試課、教務課(授業運営、庶務業務)、就職課と学部では分業されている

業務を一連の業務として行っていること、③一つの部署で三つの大学院を担当していること、であ

る。 

①に関しては、事務職員が研究科の運営を実質的に担う一員となり、教員・職員が一体となった

迅速な企画立案等を実現させている。具体的には、地域社会マネジメント研究科の在学者及び本学

出身者進学制度、臨床心理学研究科の特別選抜制度、法学・地域マネジメント研究科の単位互換制

度、長期履修学生制度等の整備を職員が中心になって実現し、結果的に志願者獲得の増加に繋がっ

ていると評価している。 

②に関して、事務局が入試から就職の一連の業務を担当しているという利点を生かし、社会的な

ニーズを大学院の入試制度やカリキュラム等の改善に反映させている。実際には、税理士試験科目

免除を可能とするカリキュラム、専修免許取得のためのカリキュラム、社会人の受け入れにつなが

る諸制度の整備等に担当事務も積極的に係わり、研究科の特色化を進めている。こうした業務支援

を通じて、地方自治体職員、本学出身者、シニア世代等の進学対象者層に合わせて広報手段を工夫

し、志願者獲得にもつなげている。 

③に関して、三つの大学院を横断的に運営していることから、業務の標準化とそれぞれの大学院

の特徴的な部分の差別化が可能になった。このことから、予算編成時に、より効率的かつ有効的な

予算組を行うことが可能となった。 
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電子ビジネス研究センター及び地域社会マネジメント研究センターによる外部資金の獲得は、申

請件数と併せて毎年確実に増加しつつある点は評価できる。 

【課題・改善方策】 

三つの大学院を取りまとめていること、入試から就職までの一連の業務を担当していること、大

学院に関連する研究センターを担当していることは、研究・教育・社会貢献を一連の流れとして捉

えることができるため、新たな政策や施策を検討する上で大きなメリットである。しかし、業務が

多岐にわたっているため、全体の業務量が増加する傾向にある。また、夜間の講義運営、サテライ

トキャンパス勤務のための勤務時間帯と勤務地の調整など、物理的な意味での業務負担が存在する。

業務の整理と併せて効率的な事務処理のための体制の検討が課題である。 

今後、大学院のための新しい制度として、ＣＦＰ受験資格取得可能なカリキュラムの新設、社会

人から強く要望のあった土日集中講義の開講を2007年度から実施する。さらに、修了期間の短縮、

学部から大学院への専門形成のためのカリキュラムの連動、教育訓練給付制度等の導入を、2008年

度に向けて検討し、実現のための準備を進める。 

研究活動に関しては、外部資金の獲得を現状よりも積極的に進めるために、補助金制度に関する

情報を収集するとともに、申請に精通した補助金コーディネーターを育成する必要がある。この種

の業務は、事務職員が担っていくべき役割と考えている。こうした体制整備を通じて、学園財政に

おける学費依存率を相対的に下げ、外部資金である争的資金の獲得をさらに増やしていくことが課

題である。 

知的財産保護のための事務体制も必要不可欠であるため、その実現のための準備作業を 2007 年

度から行う。 
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