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６．研究活動と研究環境 
 

１ 研究活動 
（研究における国際連携） 
任意 国際的な共同研究への参加状況 
任意 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
必須 附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 
任意 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

 

（１） 総合研究所 

 

Ａ 総合研究所 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究活動 

(1) 「戦略的研究」のあり方について検討する。 

(2) 研究部会のあり方について検討し、規程を整備する。 

② 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 総合研究所の発足と研究支援委員会への移行に伴い、必要な規程の整備を行う。 

(2) これまでの各研究所・学会等の成果を引き継ぎ、総合研究所の体制の整備と研究部会の整備、

充実に努める。 

(3) 総合研究所の物的環境を整備する。 

(4) 学内への情報の周知を図る。 

③ 総合研究所発足記念行事の開催 

(1) 総合研究所発足記念講演会・シンポジウムを企画、実行する。 

④ 研究所・研究支援委員会の運営 

(1) 総合研究所・研究支援委員会の発足と移行に伴い、その他の必要な措置を取る。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 

① 研究活動 

(1) 「戦略的研究」を研究促進奨励金における「重点研究」と位置づけ、規程の整備を行った。

2009年度から開始の予定である。 

(2) 研究部会規程を整備した。2009年度から学部を単位とする常設部会と学部横断的な特設部会

の双方が立ち上がる予定である。今後は特設部会の立ち上げと活動の活性化が課題となる。 

② 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 各学会における研究の積み重ねを活かし、かつ、商経部会の発展的解消などの状況の変化を

踏まえ、学部単位の研究活動の再整備と学際的研究の活発化に向け、研究部会（常設および特

設）を中心に諸規程の整備をおこなった。 

(2) 9月に所員懇談会をおこない、研究所の方向性について意見を集約し、議論を喚起した。 

(3) 総合研究所の物的環境について、学内討議を進めたが、当初の予定よりは遅れている。引き

続き整備・充実に努めなければならない。 

(4) 適宜研究所員への案内を出し、研究会情報と総合研究所の動きについて周知を図った。 

③ 総合研究所発足記念行事の開催 

(1) 総合研究所発足記念講演会・シンポジウムを実行した。約２００名の参加を得た。    
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④ 研究所・研究支援委員会の運営 

(1) 毎月の研究支援委員会を開催し、運営に当たった。また９月には所員懇談会を開催し、総合

研究所の方向について全学の研究所員と意見交換を行った。              

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究員 

研究促進奨励金による研究活動を推進する。 

② 講演会・シンポジウム 

定例講演会、シンポジウムを企画、実行する。 

  ③ 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 総合研究所の体制の整備を引き続き行う。 

(2) 研究に係る情報の学内への周知を図る。 

  ④ 研究所・研究支援委員会の運営 

     総合研究所・研究支援委員会の円滑な運営に努める。 

 

Ｂ 研究部会 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

これまでの学会の活動を引き継ぎ、研究会の開催、紀要の発行等を行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

   紀要の発行について継続して行った。また各学部を単位とする研究会も継続的に開催された。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究部会 

(1) 研究部会活動の活性化に努める。 

(2) 紀要の編集を行う。 

 

Ｃ 研究センター 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

  これまでの活動成果を引き継ぎ、継続、発展させる。 

 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

研究センター研究員による研究会の開催。2008年度はリスクマネジメント協会との連携を行

ないつつ（講師の派遣など）「リスクマネジメントに関する研究会」を開催する。 

他大学「地域研究センター」との共同研究・交流などを具体化する。2008年度は法政大学地

域研究センターとの共同研究・交流を行う「包括的な連携協定」を行なう。（2009 年度に向け

て、科学研究費等の共同申請を検討する。） 

(2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 
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大学院・地域社会マネジメント研究科と地域社会マネジメント研究センターは密接な表裏一

体の組織と位置づけている。（地域社会マネジメント研究科の附置研究センター）。地域社会マ

ネジメント研究科修了生は研究センターの研究員となっている。 

② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

札幌学院大学社会連携センター（札幌都心）内に研究センター事務所があり、都心の利便性

は大きい。拠点の特性を活用していきたい。 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

2008年度は特例地域の地域再生の基礎調査を実施する。（岩見沢地域を予定） 

(3) 研究上の成果の公表 

上記（２）の報告書を作成する 

 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 江別ブランド事典の有効活用に関する事業 

江別ブランド事典は2004年度から本格運用が始まっており、2005年度には懸案であった

GISシステムとの融合が実現した。2007年度より、本研究センターがサーバ管理を担当する

ことになり、それに伴って本研究センターとしては地域社会マネジメント研究センター等と

協力することで、地域ブランドおよびビジネスモデル実現のための基礎的な実験と提案を行

なっていく予定である。 

ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

本センターでは 2006 年度に江別市広報課より広報誌のデジタルアーカイブ化の提案を受

け、現在、20000コマのフィルムのうち12000コマのアーカイブが完成した。2008年度では、

残された部分のアーカイブ作業およびデジタル化された資料の公開に関する基礎実験を行

ない、事業の本格化に向けた足がかりとする予定である。またアーカイブ作業に関しては本

学学生、大学院生を参加させることにより、地域に密着した教育研究にも貢献していきたい。 

ｃ IT教育の自動化に関わる事業 

従前より、本センターのメンバーで考案し実施を続けているＩＴ教育の自動化システムを、

他の研究機関等に提供するための実証実験およびソフトウェア再構築を実施する。 

ｄ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

2006 年度から統計解析のコンサルティングの方面へも事業拡充するための基本的なソフ

トウェア整備を行った。2007年度は学内に対して統計分析サービス開始のアナウンスを行っ

た。2008年度は、具体的なクライアントの獲得に向けてさらに積極的な活動を展開したい。 

ｅ 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

2008 年度の総務省補助金のテーマとして、現在、火災警報装置と連動した地域ユビキタ

スネットワークの構築を目指して、地場産業および江別市経済部、江別市消防局、北海道総

合通信局と共同で委員会を設置している。2008年度は、この委員会を中心として防災用地域

ユビキタスネットワークを実現させるべく積極的に活動を実施したい。 

ｆ 江別の歴史と環境文化に関する事業（新規・重点事業） 

ｂにも関連するが、2008年５月より任意団体「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」

を設立した。2008年度は会の長期的な活動を視野に入れた活動計画の企画・立案を行ってい

きたい。また、現在、北海道開発協会による地域活性活動助成に申請しており、その助成金

による事業展開も想定している。 

(2) 社会貢献・地域連携事業 
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ａ 江別市との連携事業 

前年度に引き続き、江別市より「江別経済ネットワークHP管理業務委託」「江別ブランド

事典システム管理業務」並びに江別観光協会より「江別観光協会ホームページ・サーバー管

理業務」を受託する。 

ｂ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

例年に引き続き、今年度も参加する。 

ｃ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」は、本研究センターのデジタルアーカイブ事

業を継続的に市民レベルで実現するための手段であり、2008年度に発足し、発足記念講演会、

デジタルアーカイブ作業環境の整備等を補助金申請も含めて実施する。 

② 経常的な研究条件の整備 

受託事業、実験等でＷｅｂ環境等を使用するに当たり、ＩＰアドレスが不足しているため、グ

ローバルドメインの関係で電子計算機センターとの調整が必要となる。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 

  これまでの活動が継続された。                            

 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

 ａ 研究員による研究会開催は、研究員の個人研究活動にとどまった。（博士課程での研究2名、

執筆活動など）。 

 ｂ リスクマネジメント論演習科目の講師派遣等で、リスクマネジメント協会と連携。2008 年

度に本大学院生（社会人）1名がリスクマネジメント協会認定の資格を取得した。2007年度1

名（社会人）と合わせ2名が地域で活動中。1月 31日に札幌学院大学リスクマネジメント研

究会を発足し活動を開始した。 

 ｃ 法政大学地域研究センターとの共同研究・交流として,「地域活性学会設立総会参加」およ

び内閣官房・内閣府後援「地域活性化システム論」（地域課題解決の場および研究の推進）科

目を 2009 年 4 月から新設（全国大学 23 番目）することとした。同大センターとの赤平市の

共同調査、札幌市で発足の漫画研究等の交流を継続中。包括的連携協定の準備段階である。 

 ｄ 本研究科修了生が中心となって運営しているNPO法人「マイライフサポートネットワーク」

の活動支援体制を整え継続的サポートを実施している。 

 ｅ センター専門員の研究体制を支援する環境整備に努めている。この中において、専門員が

研究に専念できることとなり、北海道大学大学院博士課程における学位取得に繋がったと理

解している。 

(2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

地域社会マネジメント研究センターは、専門員を配置し、受託研究や地域社会貢献活動行っ

てきた。2008年度は、NPO法人への研修会（心理学関係）後援事業および上記の①の事業共同

している。 

札幌学院大学リスクマネジメント研究会は、本センターの活動の一部として活動し、大学院

と連携を行なっていく。 

本センターの研究員制度については、過年度生に対する周知が不足している点を改善する。 

② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 
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都心の利便性が評価され、多くの研究会が実施されている。研究センター関係では、空知支

庁活性化研究会（北海道庁関係部署含む）、NPO会計研究・研修会などが主なものである。  

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

研究レポート「岩見沢市における創造都市の展開」を策定し、年度末に岩見沢市長に提出

を予定している。 

来年度以降も特定の自治体に対して同様な係わり方を実施していきたいと考えているとこ

ろである。                                   

(3) 研究上の成果の公表 

3月末に(2)の報告書を作成した。                        

 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 江別ブランド事典の有効活用に関する事業 

前進面：ブランド事典の機能向上のため、自然言語処理システムの改善を実施することが

できた。 

問題点：地域社会マネジメント研究センターとの協力関係が確立していない。 

ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

前進面：本センターで推進しているデジタルアーカイブのデータが、本学地域社会マネジ

メント研究科の修士論文として利用された。これは、研究計画にある本学大学院

生との連携の第一歩である。また、江別市以外（江別在住の個人）からもアーカ

イブの依頼があった。 

問題点：デジタルアーカイブデータのアーカイブ作業があまり進まず、まだ、アーカイブさ

れていないデータが残されている。 

ｃ IT教育の自動化に関わる事業 

本事業は、今年度は高大連携にかかわる事業として、本研究センターとは独立して実施さ

れた。 

ｄ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

統計解析コンサルティングの軸となるセンター員の留研のため、今年度は特段の活動が行

われなかった。 

ｅ 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

前進面：学外補助金に応募できるまでの具体的構想が完成した。また、委員会の方向性と

して、火災だけではなく、老人、身障者等にも適用できるシステムにするべく、全

体像の見直しが行われた。 

問題点：学外資金の獲得のために総務省の補助金に応募したが、採択されなかった。 

ｆ 江別の歴史と環境文化に関する事業（新規・重点事業） 

前進面：研究計画にあるとおり、北海道開発協会の助成金に採択された。その助成金により

「江別ワンショット事業」のシステム構築を行うことができた。 

問題点：特になし。                               

(2) 社会貢献・地域連携事業 

ａ 江別市との連携事業 

事業計画にあるとおり3種類の業務を受託できた。 

ｂ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

参加した。 

ｃ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 
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事業計画にある内容をすべて実施できた。 

② 経常的な研究条件の整備 

調整は不十分である。                               

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究センター 

   これまでの活動成果を引き続き、継続、発展させる。 

 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 研究センター研究員による研究会の開催。2008年度に引き続きリスクマネジメント協会と

の連携を行ないつつ（講師の派遣など）「リスクマネジメントに関する研究会」を開催する。 

ｂ 他大学「地域研究センター」との共同研究・交流などを具体化する。 

ｃ 昨年度の実績（ア～エ）を踏まえ、一層の充実を図っていくこととする。特に、研究員に

よる研究会開催を重点目標として具体化を図っていくこととする。 

     ア) リスクマネジメント論演習科目の講師派遣等で、リスクマネジメント協会と連携。2008

年度に本大学院生（社会人）1名がリスクマネジメント協会認定の資格を取得した。2007

年度1名（社会人）と合わせ2名が地域で活動中。1月31日に札幌学院大学リスクマネ

ジメント研究会を発足し活動を開始した。 

     イ) 法政大学地域研究センターとの共同研究・交流として,「地域活性学会設立総会参加」

および内閣官房・内閣府後援「地域活性化システム論」（地域課題解決の場および研究の

推進）科目を2009 年 4月から新設（全国大学23番目）することとした。同大センター

との赤平市の共同調査、札幌市で発足の漫画研究等の交流を継続中。包括的連携協定の

準備段階である。 

     ウ) 本研究科修了生が中心となって運営しているNPO法人「マイライフサポートネットワー

ク」の活動支援体制を整え継続的サポートを実施している。 

     エ) センター専門員の研究体制を支援する環境整備に努めている。この中において、専門員

が研究に専念できることとなり、北海道大学大学院博士課程における学位取得に繋がった

と理解している。 

   (2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

大学院・地域社会マネジメント研究科と地域社会マネジメント研究センターは密接な表裏

一体の組織と位置づけている。（地域社会マネジメント研究科の附置研究センター）。地域社

会マネジメント研究科修了生は研究センターの研究員となっている。 

本センターの研究員制度については、過年度生に対する周知が不足している点を2008年度

において改善したところであり、一層の充実化を図っていくこととする。 

  ② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

札幌学院大学社会連携センター(札幌都心)内に研究センター事務所があり、都心の利便性は

大きい。知名度の高まりも感じるところであるので、拠点の特性を一層活用していきたい。（継

続） 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

2009年度は特例地域の地域再生の基礎調査を実施する。（地域－赤平市等） 

(3) 研究上の成果の公表 
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上記（２）の報告書を作成する。 

 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 江別ブランド事典の有効活用に関する事業 

江別ブランド事典は平成１９年度で補助金の契約期間を満了したため、平成２１年度か

ら本研究センターに全面的に帰属することとなり、ハードウェアや基盤システムを含めた

大幅な改良を施すことが可能となった。本年度はそれに着手するとともに、改良型自然言

語処理システムの実装も実施したい。 

   ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

本センターで平成１８年度から実施している江別市のデジタルアーカイブ作業は平成２

０年度でほぼ完了した。それに伴い、平成２０年度から、e-learningシステムによる公開

の基礎研究を、大学院地域マネジメント研究科の研究とタイアップして行っている。平成

２１年度は、その研究をさらに推進し、地域に公開するのみならず、地域の歴史教育にも

貢献できるシステムとして位置づけ、継続的に研究を行っていきたい。 

ｃ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

平成２１年度は、統計解析コンサルティングの具体的なクライアントの獲得に向けて、

学内および学外に対してさらに積極的な活動を展開したい。 

ｄ パーセプトロンによる漁業の効率化に関わる事業（新規・重点事業） 

平成２１年度は、定置網漁業の効率化を図るための情報技術の活用に関して、補助金を

視野に入れた産学連携の事業を展開する予定である。 

    ｅ 江別の歴史と環境文化に関する事業（継続・重点事業） 

本研究センターが関わる任意団体「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」では、平

成２０年度に北海道開発協会の助成金を獲得し、「江別ワンショット事業」の基礎的システ

ム構築を行うことができた。平成２１年度は、「江別ワンショット事業」の本格的な展開を

実施していきたい。 

(2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

ａ IT教育の自動化に関わる事業 

従前より、本センターのメンバーでＩＴ教育の自動化システムの応用に関する研究を続

けている。このシステムは本学での全学共通教育にも利用されており、さらに、平成２０

年度からは、高大連携のためのツールとしても注目されるようになった。平成２１年度は、

総合教育センターとの連携を蜜にし、研究をさらに推進していきたい。 

(3) 社会貢献・地域連携事業 

   ａ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

例年に引き続き、今年度も参加する。 

 ｂ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

    「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」は、地域の歴史や環境文化の保存のために

有益な活動を行っている。本研究センターでは、この会の発足に深く関与しており、特

に情報技術の側面からこの会の長期的なサポートを行っていきたい。 

  ② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

受託事業、実験等でＷｅｂ環境等を使用するに当たり、ＩＰアドレスが不足しているため、

グローバルドメインの関係で電子計算機センターとの調整が必要となる。 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 
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競争的な資金の獲得のためには、自治体や地域企業との綿密な連携が必要不可欠である。

本研究センターは発足当時からこれを積極的に推進してきており、今年度も継続して、連携

可能な自治体や企業を発掘していきたい。 

(3) 研究上の成果の公表 

本研究センターの活動は、地域自治体や企業との連携が中心となるため、学会だけではな

く、関連する様々な団体の事業報告として成果を公表していく予定である。 

 

（２） 心理臨床センター 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔心理臨床センター〕 

① 事業目的 

地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床心理学

研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

② 事業目標（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日） 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催、ならびに大学院との協力による特別事例検討会の開催 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

③ 事業内容等 

心理臨床センターは、目的を果たすため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 地域社会、地域住民を対象とした心理教育相談 

(2) 本学臨床心理学研究科大学院生の教育、訓練、実習 

(3) 心理臨床活動に関する研究 

(4) 地域社会や機関を対象とした研修及び公開講座 

(5) 札幌学院大学心理臨床センター紀要の刊行 

(6) その他、センターの目的達成のため必要と認められた事業 

④ 事業方法とその改善 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

心理臨床センターでは、学外からのさまざまな心理的問題を抱えた来談者に対する心理・教

育相談活動の実践を行っており、まだまだ社会的には充実していないが、ますます必要とされ

ている心理相談の場として、地域社会に対して大きな貢献をなしている。 

相談活動における受付業務体制の充実、相談活動を推進する際の面接室等の環境整備、地域

住民にたいするＰＲ活動、また、好ましい相談活動を進めていくための学外スーパーバイザー

との連携強化など、さらなる教育研修システムの構築、発展が必須である。 

また、心理臨床センターは、2000年４月に設置された「大学院臨床心理学研究科」の教育実

習施設としての性格を有し、地域社会で活躍する臨床心理士の訓練･研修・養成機関でもある。

2002 年４月より、臨床心理学研究科は日本臨床心理士資格認定協会より第１種の指定を受け、

2005年には、引き続き第１種指定の継続が認定された。地域で活躍できる臨床心理士養成とい

う点からも、研究科教育研修システムにおける心理臨床センターの相談活動の重要性が益々高

まっている。 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催 

心理臨床センター実習生（大学院生）は相談活動の内実を高めるため、原則的に１年次は学

内教員、２年次には学外のスーパーバイザーにスーパービジョンを受けて相談活動をすすめて

いる。2002年度からは、学外のスーパーバイザーや現場で活躍している修了生の参加を求めて
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拡大事例検討会を開催している。 

目的は学外のスーパーバイザーに日常的に接することで、スーパーバイザーを依頼する際に

役立つばかりでなく、事例に対する多様な理解を学ぶことである。 

また、先輩に触れることで、多様な領域での心理臨床の実際を知ることが可能になる。非常

に有意義な事業と考えられるので今後とも継続的に開催する。 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

2007 年度、『札幌学院大学心理臨床センター紀要第７号』を発刊した。当センターの発展と

同時に紀要内容の継続的な充実が望まれる。 

当該紀要はセンター研究員及び研修員の研究・研修活動の成果発表の場として、更なる充実

が必要である。 

また、活発な情宣を行うことで学内での活動の認識を深めてもらうことはもとより、他大学

心理臨床センター等の関係機関への継続的な情報発信も必要とされる。 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

地域の要請に応え、より一層地域社会に貢献できるよう努める。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                   

〔心理臨床センター〕 

① 事業目的 

    地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床心理学

研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

 江別・札幌を中心とした広い地域からの（学外）来談者に対して心理相談活動を継 続しており、

本年度も約50件の新規ケースを受けつけ、のべ1000 件前後の相談面接を行なった。またその相

談面接の担当の大半は大学院生であり、心理臨床の実践的訓練の場を提供でき、学内・学外の専

門家による1ケース・１スーパーバイザーという形式を継続し濃密な臨床教育も継続している。

のべ相談面接件数の若干の減少、中断ケースの若干の増加などもみられるが、臨床的な成果をあ

げている。 

 道内の臨床心理士一種指定校の急増、社会的情勢による心理的問題の変化などの影響もあり、

より充実しより効率の高いセンター事業計画なども検討していかねばならないと思われるが、心

理臨床活動として十分に社会に貢献していると評価できる。               

② 事業目標（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日） 

(1) 週日、午前９時から午後６時までの相談受付、午前 10 時から午後４時までの電話による新

規受付を継続し、広く開かれた相談体制を継続し、大学院生を中心とした相談面接を継続して

いる。また、その相談活動へ１ケース１スーパバイザーという個別による臨床的実践教育も継

続して行ない、カンファランスによる集団的実践教育も年間を通して行った。より適切で、よ

り適切な相談環境を築いていくための、相談室の施設的な充実や相談室の施設的な問題（待合

室や待機室などの配置等）も検討課題としてあげられた。               

(2) 拡大事例検討会２回、特別事例検討会２回の開催を行ない、修了生や学外の院生・教員など

多くの参加者を集め充実した研修の場を作った。幅広く魅力的な事例提供やコメンテイター、

またより幅広い参加者（学外スーパーバイザ）集めなどに、まだまだ検討課題がある。   

(3) １２月に例年通りの論文・事例検討を掲載し刊行した。編集規定の修正や、紀要の基本的な

方針などが検討された。また、刊行計画の遅延などについても検討された。       

(4) 地域連携センターによる公開講座との連携や、江別市の地域組織からの要請などへの講師派

遣などにも関与した。将来的にはセンターが主体となった地域への精神衛生に関連した公開講

座などの復活なども検討されるだろうが、現在の教員・スタッフでは、基本となる相談活動の

充実でかなりの無理をかけており、人的資源の限界がある。              
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③ 事業内容等 

(1) 地域住民を対象に相談活動を行うのが本来の目的であり，年間の総面接回数は 1000 を越え

ている。                                     

(2) 院生はケースを担当することが義務付けられており，定期的にスーパーヴィジョンを受けな

がらカウンセリングを行っている。また毎週開催されるインテーク・カンファレンス，ケース

カンファレンスにも出席し，研鑽を深めている。                   

(3) 院生は担当したケースを事例研究としてまとめることになっている。         

(4) 社会連携センターで開催される札幌学院大学コミュニティカレッジで毎年講座を担当して

いる。                                      

(5) センター紀要は毎年定期的に発行している。                    

(6) 特別事例検討会，拡大事例検討会を開催し，集中講義等で来られた先生方にコメンテーター

になっていただいている。                             

④ 事業方法とその改善 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

センターでの院生のケース担当に際しては、大学院担当教員の過重な負担のもとに個人スー

パービジョンを何とか展開出来ているのが現状である。学外スーパーヴァイザーの開拓もさら

に行っていくことが今後の課題ではあるが、予算的な問題もあり困難な状況にあると言わざる

を得ない。大学院修了生の中にも、学外スーパーヴァイザーとしての役割を担う人たちが今後

育ってきて、修了生を交えた研修システムを模索していきたい。 

指定大学院連絡協議会をはじめとして種々の機会に、他大学の状況などの情報収集に努めた。

道内の指定大学院と道臨床心理士会との懇談会では、情報交換や相互の連携を活発にするべく

検討を重ねているところである。 

2005 年に日本臨床心理士資格認定協会の実地視察を経て第一種指定校の継続が認められて

はいるが、その時に指摘された改善点など未整備のままでもある。近々には指定校継続のため

の実地視察も行われることを想定すると、それら改善点の整備が喫緊の課題である。 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催 

計画通りに拡大事例検討会は継続的に開催され、学内・学外から多数の参加を得た。 

今後も、定期的に開催し、左記の目的と目標を達成したいと考えている。 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

これまでと同様、研究員、研修員の論文、実習生の事例報告を十分な質と量で掲載すること

ができた。また前号まで徹底されなかった書式の統一について、執筆段階と校正段階で入念な

点検を行ない、より学術雑誌に相応しい体裁を整えることができた。 

 書式については、特に引用文献欄について、いまだ不統一が見られるため、APA(American 

Psychological Association)のガイドラインに準じて投稿内規を改善し、研修員らに徹底した

指導を行なった。 

発行が期日（７月）に間に合わず、半年以上遅い 12月発行となってしまった。締切遵守の

他、改稿に際して著者との連絡が一時不通になったこと、校正箇所が多く発生したことなどの

問題が特定された。これらについては編集委員会で討議後、改善策を策定し、執筆希望者に周

知させることとした。 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

江別市にある北海道消防学校では年に二回の講演を行い、社会連携センターにおける講演を

担当し、地域社会に貢献した。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔心理臨床センター〕 
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① 事業目的 

地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床

心理学研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

 ② 事業目標（2009年 4月 1日～2010年 3月 31日） 

   (1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催、ならびに大学院との協力による特別事例検討会の開催 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

  ③ 事業内容等 

     心理臨床センターは、目的を果たすため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 地域社会、地域住民を対象とした心理教育相談 

(2) 本学臨床心理学研究科大学院生の教育、訓練、実習 

(3) 心理臨床活動に関する研究 

(4) 地域社会や機関を対象とした研修及び公開講座 

(5) 札幌学院大学心理臨床センター紀要の刊行 

(6) その他、センターの目的達成のため必要と認められた事業 

(7) 記念事業に向けての企画・準備 

  ④ 事業方法とその改善 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

心理臨床センターでは、学外からのさまざまな心理的問題を抱えた来談者に対する心理・教

育相談活動の実践を行っており、まだまだ社会的には充実していないが、ますます必要とされ

ている心理相談の場として、地域社会に対して大きな貢献をなしている。 

相談活動における受付業務体制の充実、相談活動を推進する際の面接室等の環境整備、地域

住民にたいするＰＲ活動、また、好ましい相談活動を進めていくための学外スーパーバイザー

との連携強化など、さらなる教育研修システムの構築、発展が必須である。 

また、心理臨床センターは、２０００年４月に設置された「大学院臨床心理学研究科」の教

育実習施設としての性格を有し、地域社会で活躍する臨床心理士の訓練･研修・養成機関でも

ある。  ２００２年４月より、臨床心理学研究科は日本臨床心理士資格認定協会より第１種の

指定を受け、２００５年には、引き続き第１種指定の継続が認定された。地域で活躍できる臨

床心理士養成という点からも、研究科教育研修システムにおける心理臨床センターの相談活動

の重要性が益々高まっている。 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催 

心理臨床センター実習生（大学院生）は相談活動の内実を高めるため、原則的に１年次は学

内教員、２年次には学外のスーパーバイザーにスーパービジョンを受けて相談活動をすすめて

いる。２００２年度からは、学外のスーパーバイザーや現場で活躍している修了生の参加を求

めて拡大事例検討会を開催している。 

目的は学外のスーパーバイザーに日常的に接することで、スーパーバイザーを依頼する際に

役立つばかりでなく、事例に対する多様な理解を学ぶことである。 

また、先輩に触れることで、多様な領域での心理臨床の実際を知ることが可能になる。 

非常に有意義な事業と考えられるので今後とも継続的に開催する。 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

2008年度、『札幌学院大学心理臨床センター紀要第８号』を発刊した。当センターの発展と

同時に紀要内容の継続的な充実が望まれる。 

当該紀要はセンター研究員及び研修員の研究・研修活動の成果発表の場として、更なる充実

が必要である。 
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また、活発な情宣を行うことで学内での活動の認識を深めてもらうことはもとより、他大学

心理臨床センター等の関係機関への継続的な情報発信も必要とされる。 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

地域の要請に応え、より一層地域社会に貢献できるよう努める。 

(5) 記念事業に向けての企画・準備 

      2009（平成21）年度末をもって、15周年を迎えることとなる点で、2010（平成22）年度記

念事業実施に向けての企画・準備を行う。 

① 記念講演会及び事例検討会 

著名な専門家をお招きしての記念講演会を開催し、あわせて同日に通常より案内範囲を

広げ事例検討会を実施する。 

    ② 紀要記念号の発刊 

通常の紀要内容に加え、これまでの活動の歴史や縁のある方々からの投稿をいただく等、

記念誌的な要素を入れた記念号を発刊する。 

    ③ 社会人向けの記念講座の開講 

       社会貢献の一環として実施している、本学コミュニティ・カレッジ講座とタイアップし、

心理臨床センターのスタッフによる記念講座を実施する。 

④ 上記①～③に関わる企画を立案し、内容に応じた適切な予算計上を行う。 

 

２ 研究環境 
（経常的な研究条件の整備） 
必須 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
必須 教員個室等の教員研究室の整備状況 
必須 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
必須 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
必須 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
必須 科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 
任意 基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
任意 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
任意 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 
（倫理面からの研究条件の整備） 
任意 研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 
任意 研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性 

 

（１） 経常的な研究条件の整備 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 教員研究経費（個人研究費）の有効な活用・促進に努める。学内研究助成制度（研究促進奨励

金・学会発表旅費助成等）の有効な活用に努めるとともに、そのあり方について検討する。 

② 各種助成金の有効活用に努める。 

③ 在外・国内研究員制度の充実と有効な活用について検討する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 

① 研究促進奨励金制度において、従来の総合研究を重点研究に変更し、複数年の研究費の執行や

助成金額を大幅に増加するなど、内容の充実を図った。ただ、制度の具体的な運営に際し、次年

度以降の予算確保の目途や財務課などの関係部局との調整に課題が残されている。 

個人研究費の使途の透明性を図るため、研究支援委員会メンバーなどを対象に、個人研究年次

報告書の作成、公開を試験的に行う予定である。 

② 科学研究費補助金の間接経費の管理、執行に関し、関係部局との議論が十分に尽くされておら
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ず、次年度以降に課題が残された。 

③ 各種助成金の案内及び在外・国内研究員制度の活用に関しては、経年的な事業運営に終始して

おり、活性化に向けて次年度以降に課題が残された。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 教員研究経費（個人研究費）の有効な活用・促進に努める。学内研究助成制度の有効な活用に

努めるとともに、そのあり方について検討する。 

② 各種助成金の有効活用に努める。 

③ 在外・国内研究員制度の充実と有効な活用について検討する。 

 

（２） 競争的な研究環境創出のための措置 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

 科学研究費補助金等、学外の各種補助金の獲得を推進する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 

 科学研究費補助金の公募に際し、昨年度に引き続き、全学的な説明会を開催した。説明会の参加

者は昨年度と比較して増加したものの、応募件数はあまり変化がなく、次年度以降に課題が残され

た。学内の研究促進奨励金制度との関連付けなど、外部資金の積極的な応募の促進に向けた対策に

ついて検討すべきと考える。                              

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

 研究費、留研制度等、本学研究支援制度の有効な活用と科学研究費等学外各種補助金の獲得を促

進する。 

〔研究支援委員会〕 

科学研究費補助金等、学外の各種補助金の獲得を推進する。 

 

（３） 研究上の成果の公表 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 紀要の発行を円滑に進めるとともに、研究成果の多様な公表の形態を検討する。 

② 札幌学院大学選書を含めた、現行の出版助成制度の見直しを行い、研究成果の継続的発行に努

める。 

③ 旧「研究委員会ホームページ」のあり方について検討する。 

④ 学内の研究成果の集約と公表の充実に努めるとともに、大学ホームページ上の「教員情報」を

活用する。 

⑤ 研究に関する広報誌及び研究所報の発行を検討する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 
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① 紀要の発行は円滑に行われた。また、個人研究費と研究成果との関連について各教員が記述し

公開することが新たに検討された。 

② 出版助成制度が十分に活用されるよう、組織や規程の整備が行われた。 

③ 総合研究所の諸活動を大学内外にアピールするための内容を検討し、新しいデザインのホーム

ページを作成するための費用の見積もりを行った。内容項目と費用の見積もりは終えたが、更新

の体制を今後具体化する必要がある。紀要のデジタル化への対応、それに伴う著作権の手続きに

ついて、今後議論する必要がある。 

④ 「教員情報」の活用を促したが、昨年並みの利用にとどまった。新しいホームページの誕生と

共により内容を充実させ、広報する必要がある。 

⑤ 「札幌学院大学ブックレット」が発行された。また、総合研究所年報の発行が企画された。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

① 積極的な研究成果の公開へ向けて、2009年度から刊行する「研究所年報」において研究成果の

公表を行う。 

② 公募によって重点研究を立ち上げ、成果を公表していく。 

〔大学事業計画〕 

 研究成果公表を積極的に推進する。 

〔研究支援委員会〕 

① 紀要の発行を円滑に進めるとともに、研究成果の多様な公表の形態を検討する。 

② 札幌学院大学選書を含めた、現行の出版助成制度の見直しを行い、研究成果の継続的発行に努

める。 

③ 「総合研究所ホームページ」の立ち上げを行う。 

④ 機関リポジトリによる研究成果のWeb上での公開を促進する。 

⑤ 学内の研究成果の集約と公表の充実に努めるとともに、大学ホームページ上の「教員情報」を

活用する。 

⑥ 総合研究所年報の発行を行う。 

 




