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はじめに 

 

自己点検・評価は、大学の理念と目標を実現するため、教育研究活動および学内運営に関わる全ての

事業活動を不断に点検・評価し、その結果を社会に公開しつつ、諸改革・諸改善に結びつけるための重

要な手段と位置づけられる。本学はこの自己点検・評価のための体制づくりとその活動を1993年度から

進めてきた。 

あらためて現在の自己点検・評価の到達目標を指摘すれば、以下の通りである。 

1． 学内における自己点検・評価の体制を整備すること。 

2． 2006年度に全学的な自己点検・評価を実施すること。 

3． 2007年度大学基準協会の大学評価を通じて、学校教育法が定める認証評価を受けること。 

これら到達目標の3つの柱は、「教育」、「研究」、「社会貢献」、「大学運営」の4つの分野において定め

た本学の目標を総合的に実現するにあたって不可欠な課題であると考えている。 

 

１．自己点検・評価 

 

（１） これまでの取り組み 

 

本学は、これまで各学部・大学院研究科、および学内に設置されている常設の各種委員会を含め

た全ての組織機関において、毎年度、事業活動の具体的方針を策定し、 3月時点で1年間の活動を

総括するという独自な活動を、長年にわたり実施してきた。これは各組織に所属する全構成員の協

議と合意を土台に、それぞれの各機関が活動方針を決定し、その実施結果を踏まえ到達点と問題点

を全学的に確認して次年度方針を策定するというサイクルを持つものであり、いわば毎年度繰り返

される本学独自の点検・評価活動と評価しうるものである。同時にこの活動は、学園財政や施設・

設備管理など法人レベルの事業活動においても実施され、その結果を「学事報告」として毎年学内

に公表してきた。そして、これらの取り組みは現在もなお継続して実施されている。 

しかし、外部公表を目的とし、かつ教員の教育研究業績を含め、全学に統一した評価項目と評価

基準を用いて行われる本格的な自己点検・評価活動の推進は、1991年の大学設置基準の大綱化以降

のことに属する。すなわち、大学設置基準の改定では、大学における教育研究活動について、自己

点検・評価を行うべく努力規定が明記されたが、本学ではそれを契機に、自己点検・評価のための

体制づくりが進められた。 

自己点検・評価活動の具体化のためには、まずそれを実施するための組織が必要となる。これは

1993 年度に至って整備された。それは以下の 3 つの組織からなる。第一に、「自己点検・評価運営

委員会」である。同委員会は学部長 1 名、教務部長、理事 1 名および事務局長の 4 名で構成され、

自己点検・評価の基本事項および具体的な実施プランを作成する機関として設置をみた。第二は「基
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本事項検討委員会」であり、これは学長を委員長とし、各学部長、各教員部長、常務理事、事務局

長など各組織および部局等における自己点検・評価の実施責任者から構成され、その主たる任務は、

「自己点検・評価運営委員会」が作成したプランを審議し、理念や目標、点検項目および評価基準

等の基本事項を審議・検討・承認し、必要な調整を行うところにあった。そして、第三は「自己点

検・評価運営委員会」が決定した事項を実施に移す「自己点検・評価実施委員会」である。この委

員会は、大学協議会点検評価実施委員会、理事会点検評価実施委員会、総合教育協議会および法学

研究科と6つの学部ごとに設置された点検評価実施委員会、そして8つの常設委員会を母体にした

それぞれの点検・評価実施委員会、合わせて 18 の委員会として構成された。こうして、本学にお

いても、本格的な自己点検・評価のための体制が整備された。 

1993年時点において決定された点検・評価項目は、大学・学部・学科等の理念・目標、教育研究

上の組織、学生の受け入れ、教育課程、教員組織および教育研究活動、校地・校舎・施設・設備、

図書館、学生生活への配慮、管理運営、事務組織、財政、自己点検・評価の組織、などである。こ

れらの項目は当時の大学基準協会の点検評価項目におよそ準拠したものである。 

1993 年度における以上の体制整備を踏まえて、翌年の 1994 年度より第 1回目の「自己点検・評

価報告書」を作成するための全学的な自己点検・評価が開始された。その成果が『札幌学院大学の

現状と課題－自己点検・評価報告書－』（1995 年 2 月）の刊行である。その後、現在に至るまで 2

つの自己点検・評価報告書が作成されている。第 2 回目の報告書（『札幌学院大学の現状と課題－

自己点検・評価報告書－』1999 年 3 月）は、1999 年 3 月に刊行された。これは大学院臨床心理学

研究科の設置準備を契機に点検・評価が実施され、報告書として作成されたものである。この報告

書は同研究科の設置申請に間に合わせるために作成されたという時間的制約もあって、第1回目報

告書に比してやや小さく纏められ、内容の不十分さも否めない。ただし、点検・評価項目は、前回

を踏襲している。同時に、この報告書作成にあたり、上記3つの組織体制を基軸に点検・評価活動

が実施され、その結果についても全学の 高意思決定機関である大学協議会で十分な協議が図られ

た。 

第 3回目の自己点検・評価活動は、2003年度において実施された。その報告書『札幌学院大学の

現状と課題－自己点検・評価報告書－』は 2004 年 3 月に刊行されている。2003 年度の自己点検・

評価活動は、学内のすべての活動領域にわたって点検・評価する点ではそれまでと同様であるが、

報告書のまとめ方という点では前2回とかなり趣を異にしている。それは「大学冬の時代」への対

応について全学的に検討すべきであるという状況認識、特に本学が抱えている「隘路」を総合的に

解明すること、また来るべき第三者評価のために、大学内部で相互評価を本格的に実施することが

必要であるとの認識により、大学の教育研究に直接責任を負っている大学執行部による会議体＝

「全学運営会議」の場における集中討議を重視したことによるものである。したがって、自己点検・

評価報告書は、各学部・大学院研究科、各部局など主要な活動領域について、過去4年間の取り組

みと評価を箇条書き風にコンパクトにまとめ、さらに点検活動と評価を踏まえて実施された全学運

営会議の討議内容を概要という形でそのまま盛り込んでいる。実際、この集中討議は、2003 年 11

月から2004年 1月まで計5回にわたって実施された。 
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（２） 現状における自己点検・評価体制と評価項目 

 

１）自己点検・評価のための組織と基本方針 

2002 年の学校教育法の改正（2004 年 4 月 1 日施行）は、大学に対して文部科学大臣の認証を受

けた外部機関（「認証評価機関」）による評価を義務づけた。同法の施行を受けて、本学は 2005 年

度より、第三者評価を視野に入れた自己点検・評価のための準備に取りかかった。同年前期におい

て、常任理事会は第三者評価申請作業の進め方について協議し、同時に外部評価機関である高等教

育評価機構、大学基準協会、大学評価学位授与機構が開催するセミナー等に参加するとともに、す

でに大学基準協会に加盟し相互評価を受けている道内大学へのヒアリングを実施した。そして、同

年 9 月 22 日の大学協議会において、新たな状況に対処するための組織として「大学評価運営委員

会」の設置を決定した。この委員会の下で、学則改正案と点検・評価のための規程案の作成、第三

者評価機関の選定と認証評価の申請時期の検討、自己点検・評価活動の体制と基本方針づくり、基

礎資料の調査等の作業が進められた。 

これらの準備作業を土台に、2005年12月大学協議会において、学校基本法第69条の3に基づき、

自己点検・評価、認証評価を行う旨の条文を付け加えるべく大学学則および大学院学則の一部改正

を行った。同時に、自己点検・評価、認証評価のための新たな規程「札幌学院大学自己評価・認証

評価に関する規程」が提案され承認された。この規程に基づき、自己点検・評価のための新たな体

制が整備され、活動が展開されることになった。 

「札幌学院大学自己評価・認証評価に関する規程」は、教育研究等（教育及び研究、組織及び運

営、施設および設備）の現状について自己点検・評価活動を行うことを目的として、以下の2つの

委員会の設置を定めている。 

① 大学評価委員会 

② 大学評価運営委員会 

大学評価委員会は、学長を委員長とし、常務理事、各学部長、各大学院研究科長、総合教育セン

ター長、教務部長、学生部長、就職部長、広報入試部長、図書館長、電子計算機センター長、大学

評価部長、事務局長、その他学長が指名する者1名により構成され、自己点検・評価、認証評価の

ための基本方針を決定する機関である。各委員は、本学の教育、研究、施設・財務等全ての活動領

域に関わる組織・運営機関の責任者であり、実際の点検・評価活動の実施にあって各部署における

責任者でもある。 

大学評価運営委員会は、学長、常務理事、教務部長、大学評価担当部長、事務局長、および学長

が指名する者1人によって構成され、大学評価委員会の議題確定、およびそこで審議される自己評

価、認証評価に関する基本方針の原案策定等の役割を担う。 

2005年度に決定された点検・評価、認証評価のための基本方針は、以下の事項である。すなわち、

学校教育法が定める認証評価について、大学基準協会の大学評価を通じて受けること、大学評価の

申請時期を2007 年 1月とすることがそれである（2006 年 1月、第 2回大学評価委員会にて決定）。

この申請時期の決定にあたっては、学部・学科再編構想を視野に入れ、現行の6学部体制が維持さ
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れている間に点検・評価することが望ましいという点が考慮された。こうして、2006年より大学基

準協会に点検・評価報告書を提出するための活動が、全学あげて本格的に始動した。 

また、自己点検・評価の実施にあたり、各学部、大学院研究科は大学評価委員である学部長を中

心に学科長、学部教務委員長、及び担当事務職員を含め適切な構成員からなる点検・評価実施小委

員会を設けて活動を展開すること、他の部局等の点検・評価活動も大学評価委員である各組織の部

長、常任理事が責任者となって行うこと、また現状分析と評価結果について常任理事会、学部教授

会、研究科委員会、および既存の各種常設委員会で議論を深めることが基本方針として確認された。

かかる基本方針のもとで、本学の教育研究、大学運営に関わる全ての部署において問題が集団的に

議論され、それが教職員間で共有される仕組みが形成された。 

 

２）自己点検・評価項目と点検周期 

「札幌学院大学自己評価・認証評価に関する規程」第6条は、点検・評価すべき項目について明

確に定めている。それは「本学の理念および教育目標に関すること」以下 16 項目にわたり、本学

の全ての活動領域を網羅するものである。今回、大学基準協会の大学評価を受けるにあたり、設定

した点検・評価項目は、同協会のそれに準拠している（ただし、本学独自の裁量のもとで設定した

項目もある）。 

また、自己点検・評価活動の周期は、上記「規程」に明文化した通り、認証評価のための活動と

は別に、日常活動の一環として取り組むことを目的に毎年度とし、その結果を「札幌学院大学自己

点検・評価年次報告書」（仮称）として刊行し、外部に公開することとしている。ただし、この年

次報告書は 2006 年度においては認証評価のための報告書に替え、次年度以降から刊行する予定で

ある。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

2005年度から進められた自己点検・評価体制の整備により、二点の前進面が評価しうる。第一に、

点検評価を実施する旨学則上に明記されたことに伴い、「札幌学院大学自己評価・認証評価に関す

る規程」が制定され、それをもとにして新たな委員会組織が設置されたことである。2004年度以前

においても、「自己点検・評価運営委員会」「自己点検・評価基本事項検討委員会」が存在したが、

これは実態的にはほぼ4年ごと自己点検・評価報告が作成される時期にのみ機能する特別委員会的

な性格となっており、日常的に活動する組織ではなかった。これに対して、2005年度に設置した現

行の「大学評価委員会」は、日常的に機能する委員会となっている。現在、大学評価委員会は月 1

回のペースで定期的に協議を重ねており、また大学評価運営委員会も同様である。 

第二に、2006 年 1 月の大学評価委員会において、2007 年度認証評価を受けることを決定したの

を契機に、2006年度から全学あげて自己点検・評価活動を実施していることである。この間、個々

の点検評価項目を踏まえ、教育・研究活動の現状分析と問題点の洗い出しが行われた。同時に、他
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大学における先進的な実践例の資料収集と、その検討・協議も大学評価委員会においてなされてい

る。これらの活動はもちろん一過性のものではなく、日常的に実践していく課題として全学的に共

有されつつある。 

現在のところ、自己点検・評価体制のあり方に関わって残されている課題がある。それは点検・

評価の実施組織の問題である。2004 年度以前においては、「実施委員会」という組織が存在してい

た。これは各学部内、常設委員会の内部などにおいて、全学で 18 設けられていた。しかし、2005

年度の点検・評価体制の見直しにおいて、これを一旦解消した。その理由は、新たな点検評価の項

目に対応した機能的な組織になりえないという判断があったからである。したがって、2005年度の

点検・評価に関わる組織再編において、実施委員会のあり方を検討したが、この問題は別途議論が

進められている教員の役職構成、および全学的常設委員会の見直しと一緒に議論すべきであると判

断して現在検討課題に残している。2007年度認証評価申請を目的とした集中的な点検・評価の実施

にあたっては、暫定的という留保つきで、大学評価委員全員が各部署における実施の責任者を兼ね

ているのが現状である。そして、これら大学評価委員が、個々の部署において、当面に必要な限り、

点検・評価実施小委員会等を適宜設置して実施にあたっている。こうしたいわば暫定措置は 2008

年度以降において解消し、新たな実施委員会を再構成したいと考えている。 

【課題・改善方策】 

上記「評価」で指摘した自己点検・評価のための全学的な実施組織を 2007 年度末までに整備す

ることが課題である。今後構築すべき点検・評価実施委員会は、教員役職の構成と常設委員会組織

を踏まえることが必要である。現在、全学的な機構改革の見直しの検討が進められており、新たな

体制が 2008 年度から実施される予定である。それを踏まえた上で、現在の大学評価委員会をあら

ためて再構成し、実施委員会組織についても日常的な点検・評価活動を強化ならしめる機動的なあ

り方を再構築する。同時に、「札幌学院大学自己評価・認証評価に関する規程」も新たな実施体制

に照応すべく改正する。 

 

２．自己点検・評価の結果と将来に向けた改善・改革を行うためのシステムとの関連 

 

（１） 現状 

 

自己点検・評価の結果を基礎に、将来の発展に向けた改善・改革を行うための制度システムは、

既存の常任理事会、大学協議会、教授会、各種常設委員会など学内のフォーマルな意思決定機構を

基礎としている。 

本学の場合、各組織・部署ごとの点検・評価活動の実施責任者は、常任理事、学部長、大学院研

究科長、各部局の長であり、法人や大学の運営を担っている執行責任者である。したがって、自ら

所管する組織、部署を点検・評価し、その結果を踏まえて提示する改善策は、自らの責任において

当該組織・部署で実施される仕組みをもつ。学部や大学院研究科の教育内容・教育方法は、学部長、

大学院研究科長が実施責任者となって点検・評価を行い、その結果に基づく改革・改善策は教授会、
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研究科委員会に提案され、所属教員の承認と合意の下で実施に移される。学生の受け入れ、学生の

生活支援の事業活動は、それぞれ広報入試部長、学生部長が実施責任者となって点検・評価を行い、

その結果に基づく改革・改善策は常設の委員会（広報入試委員会、学生委員会）に提案され、同委

員会の承認と合意の下で実施される。こうしたシステムは、他の事業部門でも全て同様に存在する。

また1つの組織のみでは解決できない全学的な改革・改善策や、学部間、大学院間、他の諸組織間

の調整を必要する施策は、学長、各学部長・研究科長、総合教育センター長、各教員部長からなる

大学執行部の会議体（全学運営会議）において検討と協議がなされ、教学レベルの 高意思決定機

関である大学協議会の合議と承認の上で実施に移される。このように、本学では点検・評価の実施

責任者が各事業運営の組織責任者であり、かつ大学執行部の構成員であることから、点検・評価活

動の結果を教職員全体の合意をとりつつ具体的な改善・改革に結びつけるシステムが、フォーマル

な意思決定機構を基礎に形成されている。 

こうしたシステムの有効性は、過去の点検・評価活動において実証されていると考える。例えば、

前回 2003 年度の点検・評価活動では、全学の事業活動を踏まえて点検・評価報告書を作成し、各

組織・部署で改善を進めるとともに、全学運営会議において、評価結果をもとに全学的な改善策に

ついて集中的な討議が実施された。そして、大学をめぐる情勢の変化や財務状況等を勘案しながら

問題解決を図るべく可能な限りの諸改革が進められた。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

2004年度以前、点検・評価に関わる委員会の活動実態は、報告書を作成する時期のみに関わる臨

時的な性格を免れていなかった。いわば日常的に機能する組織ではなかった。したがって、点検・

評価活動と諸改善・諸改革との密接な連動関係を形成する上で弱点を残すものであった。 

しかし、2005年度以降では、自己点検・評価を日常的に実施することを前提とした規程の策定と

組織体制の整備を図ったこと、2007年度大学基準協会による大学評価を前提に、同協会の定める明

確な評価基準を用いて点検・評価を実施するとともに、他大学の状況と比較が可能となったことに

より、今後評価結果を踏まえ細かな事項も含めて日常的な改善を促す端緒が形成できたと評価する。

また、「札幌学院大学自己評価・認証評価に関する規程」第9条は、「自己評価・認証評価の結果に

基づく対応」として「学長・学部長および部局の長は、自己評価・認証評価の結果に基づき、改善

が必要と認められた事項についてその改善に努めるものとする」と定め、大学運営の執行を担う各

責任者に改善義務を課したことも前進面であったと評価している。 

【課題・改善方策】 

年間サイクルの点検・評価とその結果に基づく諸改善をより実質化させていくためには、上述し

たように点検・評価実施委員会の新たな整備が重要と考える。この課題は全学的な機構改革の見直

しの議論を踏まえて対応する。また、この点検・評価実施委員会は既存の教授会、研究科委員会、

および各部局と密接に関わり、学内諸組織において有効かつ適切な位置を与える。 
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本学では、毎年度、学部・大学院研究科、全学常設委員会等の年間事業計画を 3 月度に総括し、

次年度5月までに、関係諸機関における事業計画方針を決定して実行に移すという活動形態をとっ

てきた。今後ともこのサイクルを維持し続けるが、何を総括し何を今後の方針として実行するか、

その内容について、2007年度以降は認証評価用に作成する「点検・評価報告書」をベースに具体化

を図る。同時に、これまで作成されてきた各機関の総括文書と年次方針文書（各学部・大学院研究

科の「事業総括」と「事業計画」、および「常設委員会の総括および事業計画」）は、「点検・評価

報告書」に準拠した内容と形式をもつ「札幌学院大学 自己点検・評価年次報告書」（仮称）に変

更し、毎年度作成することとする。こうした措置によって、点検・評価の結果と将来に向けた諸改

善活動とがより密接に連動し、効果的なシステムの構築が可能となると考える。 

 

３．自己点検・評価に対する外部者による検証 

 

（１） 現状 

 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するためには、外部機関あるいは外部者による検証

が何よりも重要である。これまでの自己点検・評価では、本学教職員以外の外部有識者による点検・

検証は行われていない。他方、2004年度から改正学校基本法の施行により、認証評価機関による大

学評価が義務づけられた。これに伴い本学は 2007 年度に大学基準協会の大学評価をもとに認証評

価を受ける。したがって、本学の現状では、今回の大学基準協会により実施される大学評価が外部

者による検証の第一歩となる。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

第三者評価機関による認証評価とは別に、本学独自の学外有識者による点検・評価およびその検

証を行うシステムの導入も重要であると考える。大学のステイクホルダーは、多方面にわたってお

り、学生の父母のみならず、関係する地域住民あるいは企業などの意見や評価を自己点検・評価制

度に取り入れる仕組みを整備することが緊急の課題である。その在り方について、現在進められて

いる機構改革、および 2007 年度以降の大学評価委員会、大学評価実施委員会の組織改革の中で検

討していきたい。 

 

４．大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

 

（１） 現状 

 

文部科学省から本学に対する業務改善の指摘について、2000年度以降のものに限って事実経過と

是正措置を述べたい。 
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まず、人文学部臨床心理学科の設置に関わり、認可時（2000年 12月 21日）に、文部科学省から

「留意事項」の指摘はなかった。その後、年次計画履行状況調査時（2001年 12月 18日）において、

同省から「人文学部臨床心理学科の定員超過の是正に努めること」という指摘を受けた。同学科の

入学定員は90名であったが、2001年度入学者数が126名となり入学定員超過率1.40になったこと

によるものである。文部科学省の指摘を受けて、翌年の2002年度、入学者数を98名（定員超過率

1.08）に是正した。そして、「人文学部臨床心理学科設置に係る年次計画履行状況報告書」（2002年

5月 1日現在）に改善結果を記載して提出した。その後、2003年度、同学科の入学者数は103名（定

員超過率 1.14）、2004 年度入学者数は 99 名（定員超過率 1.10）で推移した。以上の事実経過は、

2004年度まで毎年「人文学部臨床心理学科設置に係る年次計画履行状況報告書」に記載し文部科学

省に提出している。 

また、大学院地域社会マネジメント研究科の設置に関わり、認可時（2002年 12月 19日）に、文

部科学省から「留意事項」の指摘を受けた。それは「経済学部経済学科の定員超過の是正に努める

こと」という内容であった。同学科は、入学定員が200名であるが、2001年度の入学者数が278名

（定員超過率1.39）、2002年度入学者数282名（定員超過率1.41）であった。文部科学省の指摘を

受けて、本学は 2003 年度入学者数214 名（定員超過率 1.07）と改善し、同年 5月 1日現在で「大

学院地域社会マネジメント研究科設置に係る履行状況報告書」を作成し、改善結果を文部科学省に

報告した。2004 年度についても、入学者数は 222 名（定員超過率 1.11）であり、その事実を踏ま

えて「大学院地域社会マネジメント研究科設置に係る履行状況報告書」（2004 年 5 月 1 日現在）を

作成し、文部科学省に報告している。これ以降、本学は文部科学省から指摘を受けていない。 

なお、大学基準協会からの勧告等については、これまで正会員として加盟していないことから、

指摘の事実関係はない。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

これまで文部科学省からの改善措置等の指摘について、誠実に即応してきたと評価している。今

後とも指摘を受けないよう改善に努める。 

また、今後大学評価に関わり、多くの指摘を受けると思われるが、誠実に対応する。この点につ

いて、「札幌学院大学自己評価・認証評価に関する規程」は、第 9 条に「学長、研究科長、学部長

及び部局の長は、自己点検・認証評価の結果に基づき、改善が必要と認められた事項についてその

改善に努めるものとする」と定め、大学執行部および関係機関の長に対して改善実施の措置を謳っ

ている。これは単なる改善のための努力義務という意味ではなく、厳格な履行義務として位置づけ

ている。 
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