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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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔研究支援委員会〕 

  ① 個人研究・共同研究を進めるとともに、総合研究を改変し複数年度にわたる重点研究を開始し

た。                                        

  ② 総合研究所とモンゴル科学アカデミー考古学研究所との研究協定締結を記念して、国際シンポ

ジウムを開催した。                                 

  ③ 研究部会規程の整備、在外・国内研究員制度のあり方についての議論の継続、機関リポジトリ

の整備、科学研究費補助金間接経費を財源とする研究促進など、一定の総合研究所体制の整備が

進んだ。またこれらの点について、学内への情報提供に努めた。一方で総合研究所に関る物的環

境の整備については大きな進展はなく、課題として残された。              

  ④ 毎月の研究支援委員会を開催し、運営にあたった。また所員懇談会を開催し、総合研究所の課

題について意見交換を行った。                            

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究員 

 (1) 研究促進奨励金による研究活動を推進する。 

 (2) 上記研究活動が発展した場合には、新規プロジェクトチームの編成や研究予算の継続的割り

当てなどの仕組みを検討する。 

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。また、その効果的な広報活動の方策を検討す

る。 
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  ③ 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 研究所員および本学学生による大学発ベンチャー設立のインキュベーション体制を検討す

る。 

(2) 総合研究所を窓口として、大学・大学院と学外機関との結びつきを強化する方策を検討する。 

  ④ 研究所・研究支援委員会の運営 

   (1) 総合研究所・研究支援委員会の円滑な運営に努める。 

   (2) 総合研究所の体制の整備を引き続き行う。 

   (3) 総合研究所の体制を整備するための外部資金獲得に努める。 

 

 

Ｂ 研究部会 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔研究支援委員会〕 

  ① 研究部会の規程を整備し、研究部会が立ち上がった。各研究部会での研究会を継続した。各研

究部会が編集を行い紀要の発行を継続して行った。                   

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

  ① 研究部会活動を紀要の発行だけにとどめず、学内・学外における研究成果の活用を積極的に実

施するために、総合研究所がバックアップするための体制を検討する。 

  ② 紀要の編集方法を改善し、紀要発行コストの縮減をおこなう。それによって紀要の電子化と紙

媒体での発行の両立を実現する。 

 

 

Ｃ 研究センター 

 

【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
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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、岩見沢市、四国中

山間部、スコットランド（ハイランド地区）） 

(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２０

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
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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 

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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔研究支援委員会〕 

  ① これまでの活動を継続した。（活動内容の詳細については、各研究センターを参照）    

 

〔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 リスクマネジメント研究会は、毎月1回、計12回開催した。 



 

- 44 - 

ｂ 平成 21 年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」(以下、「戦略連携

プログラム」という)事業の中で、法政大学地域研究センター、沖縄大学地域研究所等と交

流・共同研究を開始した。 

ｃ ア) リスクマネジメント研究会は、毎月1回、数名の研究員と教員が出席し、計12回開

催した。 

イ) 赤平市及び岩見沢市を中心とする産炭地における活性化モデルの検証を行ってきた。

次年度はインターンシップ学生の受け入れも含め、実践的なかかわりを通じて進める。

またマンガ研究会は、法政大学ほか札幌市の有識者メンバーを中心に地域資源として

のコンテンツを活かしたツーリズム開発等を視野に入れて進めてきたが、この度トヨ

タ財団の助成を獲得し「1970～80年代における札幌市のサブカルチャーシーンの再確

認と伝承 ――マンガ作家・湊谷夢吉とその時代」を6月に開催することとなった。 

ウ) NPO 法人「マイライフサポートネットワーク」の「ケア・カウンセリング講座」は

毎月1回程度開催し、本研究センターとしてサポートした。 

エ） 研究活動の進捗と共に学部講義の頻度も増えてきた。また、現在は専門員二人体制

で業務分担を担っている。  

   (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の 2009 年度末時の修了生数 74 名に対し、地域社会

マネジメント研究センターの研究員に41名が登録を行っている。一部研究員が当センター研

究員の肩書で実践的成果を発表している。                     

  ② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

      北海道都市地域学会の事務局機能を担うことや定例的な研究会や人材交流も含め活発な

利用がなされた。（定例的な研究会や、法政大、沖縄大、高知工科大などから研究者が多数

訪れた。若干、部屋の環境・密度（広さ等）が手狭になって来ている。        

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

      国内調査として、四国中山間部、および道内岩見沢、赤平市等、数箇所を地域再生事例の

調査として訪訪した。またスコットランドのハイランド地区の調査を行い、HIE（Highlands 

and Islands Enterprise）におけるRegional Developmentのヒアリング調査と各地域におけ

る実践の様子、特にインヴァネス、それからスカイ島、そして最後にグラスゴー近郊のバル

モア村において、グランド・ワーク・トラストの実態を調査した。          

(3) 研究上の成果の公表 

      上記（２）調査の内容を踏まえ報告書を作成。2010年度当該内容について報告会等を開催

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 

担当研究員の十分な研究時間が確保できず、システムの改良はまだ完成していない。 

ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

アーカイブデータの公開に関しては、作業が遅れており、まだ、十分な公開体制が整って

いない。 

ｃ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

クライアントの正式な獲得はできていないが、札幌の企業が、エリアマーケティングの分

析に協力をお願いする可能性を打診している。 
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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） 

本案件は、北海道開発局から国土交通省へ移管され、国土交通省の事業に取り上げられた

が、民主党が初めて実施した事業仕分けで差し戻しされ、北海道開発局は本事業の推進を断

念した。 

ｅ 江別の歴史と環境文化に関する事業（継続・重点事業） 

平成２１年度は、江別ワンショット事業の周知が徹底されていないと判断し、平成２２年

度に様々なイベントでの周知を徹底し、平成２２年度に実施する事とした． 

(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 

自動化システムは改良が進行し、数種類の自動化バージョンおよび幾つかの具体的なビジ

ネスモデルが提案されるに至った。                        

(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 

例年と同様に江別ものづくりフェスタに参加した 

ｂ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

今年度は会の活動があまり活発ではなかったため、サポートに関しても具体的には実施さ

れなかった。 

  ② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

     現在では外向けのIPアドレスは多くを必要としていないため、特に問題にはならなかった。 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

     例年通り、江別経済ネットワークなどに出席した。また、パーセプトロンに関連して北海道

開発局との連携が出来た。                             

(3) 研究上の成果の公表 

     成果の報告は十分ではなく、今後、総合研究所と連携して公表していくよていである。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

  ① これまでの活動成果を引き続き、継続、発展させる。 

  ② 特に産や官との共同研究など、外部資金をベースとした対外的な研究活動を充実させる。 

 

〔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 「戦略連携プログラム」の本格的事業展開の年度である。本事業を担う拠点として、集中

的体制を整え事業推進展開に専念する。 

ｂ 新体制の下、「戦略連携プログラム」等に続く新たな科研費等の外部資金の獲得に向けた

積極的な対応を図る。 

   (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過年度にお

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。（継続） 

  ② 研究環境 
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   (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利便性は大きい。

加えて近年の地域活性化活動に関わる対外的な評価を踏まえ、「拠点性」の特性を強く発信し

ていきたいと考えている。このためにも抜本的な改善が不可欠である。（継続） 

   (2) 競争的な研究環境創出のための措置 

2010 年度も特例地域の地域再生の基礎調査を実施する。（地域－赤平市、岩見沢市、四国中山間

部、スコットランド（ハイランド地区）） 

   (3) 研究上の成果の公表 

「戦略連携プログラム」事業に関わる4大学共同の成果報告書を作成する。 

 

〔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。今年度は江別市から、江別ブランド事典の新構想に関す

る提案を受けることになっている。 

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、江別市の団体等から貸し出しの要請を受けるようにな

ってきている。平成２２年度は、江別ワンショット事業とタイアップした形で公開方法を検

討する予定である。 

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２２年度は、エリアマーケティングに関連したIT企業から、地理情報システムと統

計解析との融合に関する相談を受けており、それを足がかりにした具体的なコンサルティン

グ事業に発展させたい。 

ｄ 小型筋電計によるリハビリテーションに関する事業（新規・重点事業） 

  平成２２年度は、小型筋電計を用いた効果的なリハビリテーションに関して、企業と共同

して研究する予定である。 

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２２年度は、研究

をさらに推進し、事業化に向けて取り組みたい。 

   (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 
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  「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 

 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。また、総合研究所との

連携も重要であると考えている。 

 

 

（２） 心理臨床センター 

 

【2009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（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
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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。 

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。 

ａ 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。 

    ｂ 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。 

    ｃ 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。 

ｄ 上記ａ～ｃ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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔心理臨床センター〕 

  ③ 事業内容等 

   (1) 江別・札幌市内を中心に地域住民の心理相談を継続して実施している。2009年度は15件の

新規ケースを受け付け、のべ530件前後の相談面接を行った。過去ののべ相談件数が1000 件

を超えていたことから比較すると相談件数は減少傾向にある。            
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   (2) 大学院生は学内外の臨床心理士や精神科医からスーパーヴィジョンを受けながら、それぞれ

ケースを担当した。また、週1回のインテーク・カンファレンス、ケース・カンファレンスに

出席し、研鑽を積んだ。                             

   (3) 大学院生は担当したケースを事例研究としてまとめ、年１回発行の心理臨床センター紀要に

掲載した。                                   

   (4) 本学心理臨床センター主催の研修や公開講座は実施しなかったが、センター研究員が社会連

携センター開催のコミュニティカレッジで一般向けの心理講座を担当した。      

   (5) 研究員等の論文、大学院生の事例研究報告、センター活動報告をまとめた心理臨床センタ

ー紀要を発刊した。                               

   (6) 拡大事例検討会１回、特別・拡大事例検討会１回を開催し、本学心理臨床センター構成員の

他に、学外の教員・院生、本学修了生にも参加していただき、研修の場を設けた。また、札幌

国際大学との合同のセミナー（事例検討会と講演会）を社会連携センターで行った。   

   (7) 紀要の記念号や心理臨床センター市民講座を実現するための予算要求を行い、予算を獲得し

た。2010年度発行の紀要はセンター開設15周年の記念号として、通常号の内容に加え、本学

心理臨床センターの歩みやこれまでセンター運営に関わった現役・退職教員の論文を掲載する

予定で、すでに準備を進めている。                         

  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 

面接室等の環境整備については予算要求をしているものの実現には至っていない。地域住民

にたいするＰＲ活動も不足がちではあるが、養護教諭連絡会や不登校親の会 大会会場、北海

道家庭生活カウンセリングセンター等にパンフレットの配付依頼を行った。学外スーパーバイ

ザーの開拓は、学内スーパーバイザー（本学教員）の負担状況からも今後の継続課題であり、

本学修了生がこの役割を担うシステムづくりを検討したい。 

また、大学院生の教育実習施設の性格をもつことから、大学院生がケースを担当する前の教

育の一環として、2009年度より模擬試験（カウンセリングのロールプレイ）を実施した。 

   (2) 拡大事例検討会の継続的開催 

上記③(6)のとおり実施した。毎回、学内・学外から60名程度の参加を得ており、今後とも

定期的に開催する予定である。                          

   (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 

第 1号以降今年度まで継続して心理臨床センター紀要を発刊し、約 200 件の関係機関（主

に指定大学院）に送付することで、他の機関への本学心理臨床センターの活動をアピール

している。 

発刊時期の遅れの問題は、前年度よりは改善されたものの 7 月予定が 10 月となったこ

とから継続課題としたい。 

   (4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

2009 年度より、本学心理臨床センターへの来談者がより安心して利用できるよう、個人情

報保護法に則って対応する旨の説明を行い、同意書に記入いただくことを実施した。 

本学心理臨床センターの活動を地域住民に周知するための情宣活動は不十分であった。今後

は情宣活動とともに、地域住民向けの講座も検討課題としたい。（次項参照） 

   (5) 記念事業に向けての企画・準備 

臨床心理学研究科10周年の記念事業とともに記念講演会･事例検討会の計画を行った。 

紀要記念号については、③(7)のとおり準備作業を実施した。 

また、社会人向けの講座（一般市民にむけた「こころの健康」についての講座）の計画を進

めている。 
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【2010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（2010年 4月 1日～2011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・発展に努める。 

   (2) 拡大事例検討会および大学院との協力による特別事例検討会の継続的開催を行う。 

   (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を行う。 

   (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) 記念事業の実施 

  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、地域社会に対し大きな貢献をなしている。 

今後も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

ヴァ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、発展させることが必須であ

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) 拡大事例検討会および大学院との協力による特別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ヴァイザーにスーパーヴィジョンを受けて相談活動をすす

めている。２００２年度からは、学外のスーパーヴァ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ヴァイザーに日常的に接することで、スーパーヴァイザーを依頼す

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。また、

大学院との協力による特別事例検討会も同様に意義がある。したがって、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 

２００９年度、『札幌学院大学心理臨床センター紀要第９号』を発刊した。当センターの発
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展と同時に紀要内容の継続的な充実と定期的発刊が望まれる。 

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、更なる内容

の充実が必要である。 

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。 

   (5) 記念事業の実施 

２００９年度末をもって、１５周年を迎えることとなり、２０１０年度に記念事業計画を実

施する。 

ａ 記念講演会 

  著名な専門家をお招きしての記念講演会を７月に実施する。 

ｂ 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き、記

念誌的な要素を入れた記念号を７月に発刊する。 

ｃ 社会人向けの記念講座の開講 

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。 

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する。 

ｄ 上記①～③に関わる企画を実施する。 

 

 

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 
 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔研究支援委員会〕 

  ①②③ 個人研究費の執行についての説明責任を果たすために、各所員が総合研究所年報において

研究費の使途と研究内容の関連について示した。学内研究助成制度のあり方については、より効

果的なあり方についての議論が課題として残された。 
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現行制度（規程）の改革に着手し、2011年度の在外・国内研究員制度については、2012年度か

ら新制度に移行することを前提に、現行制度の手直しで暫定的に対応することとなった。 

2012年度以降については、「研究休暇制度（サバティカル制度）」の方向で検討を進めたが成案

とはならなかったため、課題として残された。 

 

【2010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）の有効な活用のための仕組みを検討する。具体的には、研究成果

に応じた個人研究費の部分的な傾斜配分を検討する。 

  ② 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。 

  ③ 各種助成金の有効活用に努める。 

  ④ 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。 

  ⑤ 総合研究所研究所ホームページを充実させ、引き続き公開する。 

 

 

（２） 競争的な研究環境創出のための措置 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔大学事業計画〕 

   個人研究費執行について説明責任を果たすために、各所員が総合研究所年報において研究費使途

と研究内容の関連について示した。学内研究助成制度のあり方については、より効果的なあり方に

ついての議論が課題として残された。留研制度については現行制度（規程）の改革に着手し、2011

年度の在外・国内研究員制度については、2012年度から新制度に移行することを前提に、現行制度

の手直しで暫定的に対応することになった。2012 年度以降については、「研究休暇制度（サバティ

カル制度）」の方向で検討を進めたが成案とならなかったため、課題として残された。科学研究費公

募に関し、学内説明会を継続して行った。                        

〔研究支援委員会〕 

   科学研究費の公募に関し、学内説明会を継続して行った。2010年度の申請件数（新規）は１１件

であり、いっそうの促進が必要であると考えられる。また学内の研究助成制度との関連については、

課題として残された。                                 

 

【2010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〕 

  ① 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。 

  ② 産学官連携の窓口を創設し、学外の諸機関への周知を図る。 



 

- 53 - 

  ③ 地方自治体における産学官連携の窓口と連携し、補助金等の情報を研究所員へ提供する仕組み

を検討する。 

 

 

（３） 研究上の成果の公表 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

 ① 昨年は、総合研究所の最初の報告書である『札幌学院大学総合研究所年報 2008』を発行して、

個人や外部資金による研究活動、在外・国内研究員の活動、大学選書の発行などが公表された。 

 ② 公募による重点研究の立ち上げは実行された。                    

〔大学事業計画〕 

   経営学部設立に伴い、これまで商学部と経済学部で発行していた「商経論集」が、「経営論集」と

「経済論集」として新たに発行された。総合研究所国際シンポジウムの内容をブックレットとして

公刊した。札幌学院大学選書の発行が継続された。札幌学院大学後援会学術図書自費出版助成と選

書の関係の整理については、課題として残された。学術機関リポジトリの運用規程を作成し、リポ

ジトリの運用が可能となった。前年度の本学の研究成果の集大成としての「総合研究所年報」を、

各研究所員の協力を得ては発行することができた。                    

〔研究支援委員会〕 

  ① 各研究紀要は、継続的に発行された。また経営学部の設立に伴い、これまで商学部と経済学部

で発行していた、「商経論集」が「経営論集」と「経済論集」として新たに発行された。総合研究

所国際シンポジウムの内容をブックレットとして公刊した。 

  ② 札幌学院大学選書の発行が継続された。札幌学院大学後援会学術図書自費出版助成と選書の関

係の整理については、課題として残された。 

  ③ 総合研究所ホームページについて、記載項目の吟味は完了し、ホームページ構成を依頼中であ

る。 

  ④ 機関リポジトリの運用規程を作成し、リポジトリの運用が可能となった。 

  ⑤ 「教員情報」の活用について、教員による活用が進んでいるとは言えない。活用をもっと促進
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する必要がある。 

  ⑥ 昨年度の本学の研究成果の集大成としての「総合研究所年報」を、各研究所員の協力を得て発

行することができた。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔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 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。 

  ② 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。 

  ③ 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。 

  ④ 総合研究所年報の発行を行う。 


