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３．地域社会マネジメント研究科 

 

１ 研究科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
任意 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

 

【目  的】 

大学院地域社会マネジメント研究科は、地域社会の諸課題を解決するため地域社会の創造的プロ

ジェクト開発と実践的マネジメントを研究対象とし、経済・金融分野、企業経営分野、地域・まち

づくり分野及び会計分野のそれぞれの分野において当該研究・教育を通じて自立・持続可能な地域

社会形成の担い手となりうる高度の専門性を備えた職業人を養成することを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．社会人の再教育と人材育成を目指す生涯学習的役割を有するカリキュラムを構築し、ユニバー

サルアクセスの具現化を図る。  

２．領域横断的な有機的カリキュラムを構築し、総合的能力を持つ人材を育成する。 

３．地方自治体・NPO 等のスタッフのキャリアデザインに資するカリキュラムを構築し、地域コミ

ュニティ創生のマネジメント能力を持つ人材を育成する。  

４．他研究科との連携強化によるカリキュラム構築を図り、税務会計・地域企業経営等の実践的な

ビジネスマネジメント能力を持つ人材を育成する。  

５．地域社会との双方向的交流、協働を多面的・積極的に担いうる能力を涵養するカリキュラムを

構築し、学際的・統合的能力を備えた人材を育成する。 

 

 

２ 教育研究指導の内容等 

 

（１） 教育課程 
（大学院研究科の教育課程） 

必須 
大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65 条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条
第１項との関連 

必須 
「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養
う」という修士課程の目的への適合性 

必須 
「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研
究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

必須 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容のとの関係 
必須 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係 
必須 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 
必須 博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 
必須 専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教育目標との適合性 
（独立大学院等の教育課程） 

任意 
学部に基礎を置かない独立大学院、独立研究科における、下位の学位課程の教育内容・レベルを視野に入れた当該課程の教育
内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 前年度のカリキュラム拡充の検討については、一部で具体化したところであるが、更に上記中

期計画の視点から拡充の具体化を推進する。 

② 北海道内の諸地域からの本研究科への入学・参加を積極的に推進する制度とシステムを検討し

実現を図る。具体的には、遠隔授業システム、通信講座的制度などの具体的検討と可能な部分か

らの実現追求を図る。（継続） 

③ 過年度設置した法学研究科との履修の相互乗り入れ制度を踏まえた両研究科の関係の一層の強

化を検討し具体化する。 

④ 他大学の社会科学・人文科学系の大学院とのカリキュラム相互乗り入れ（単位互換）を推進す
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る。具体的には、大学間連携事業実現化推進を図っていくこととする。 

⑤ カリキュラムの分野別履修モデルをその養成目標を明示してより具体化し、一層の諸資格の拡

充を検討し実現を目指す。2007年度は、CFP認定教育プログラムの指定大学院となったが、さら

に、多様な資格修得の可能性を探るとともに、科目群の充実を図る。 

⑥ 本年度の前半を目途に、福祉・産業心理系を軸とする新たな履修モデル立上げの具体化を確定

していくこととする。 

⑦ 税理士志望者を支援するためのカリキュラムの充実・拡充。 

⑧ ＣＦＰ教育認定プログラムの所定科目の充実・拡充。（継続） 

⑨ 高齢者社会の進展と地域問題の課題が一層深刻化する中で、本研究科が果たすべき役割はます

ます重要となることが予想される。このような課題に応えるためには、地域ニーズに対応した教

育システムの改善と社会人がより学びやすい環境整備への一層の改善努力が要求されている。具

体的な方策としては、ユニバーサル・アクセスと社会的要請度の高い分野・カリキュラムづくり

を見据え、近隣の自治体や教育・研究機関との体系的、かつ継続的な連携の強化、各種の資格取

得が可能なカリキュラムの整備、社会人がより学びやすい環境とカリキュラムの整備を図ってい

くこととする。特に、カリキュラムそのものの内容よりも、いかにして大学院進学対象者のモチ

ベーションを高められるか、入り口のところに誘導できるか、この点の手法・戦略に創意工夫が

求められることを実感している。アピールのあり方を継続して検討していきたいと考える。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 人材育成の視点から分野のフレームを統合整理した。４分野を３分野に整理統合。 

  ② 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。)補助金の採択により、サテライト教室と本学の2箇所に遠隔講義システムを導入

した。 

  ③ 一部進捗・未完了。 

  ④ 戦略連携プログラムの連携校(法政大学、高知工科大学、沖縄大学)間で、遠隔講義システムに

よる共通科目「地域活性化システム論Ⅱ」を2010年度から開講することとした。 

  ⑤ 不十分であり継続して充実化を目指す必要がある。 

  ⑥ 2009年度に福祉系科目の開講について検討し、履修モデルの構築には至らなかったが、新たに

2010年度から「福祉論演習」を開講することとした。また、これに関連して、早期に４番目の履

修モデル構築を具体化する必要がある。 

  ⑦⑧ 該当科目において、一層の充実に努めたが拡充までに至らなかった。         

  ⑨ 入口誘導において有効な戦略が構築できなかった。結果、経済状況の悪化等諸般の事情はあっ

たものの入学定員の確保が出来なかった。過年度の実績に比して大幅な減員となった。   

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 整理統合された履修モデル（4 分野から 3 分野）の充実化を推進する。これに関連して量的に

過剰気味に至っている科目数の見直しを具体化する。 

  ② 法学研究科との連携強化について、継続して検討を深めていく。 

  ③ 当年度開講される「地域活性化システム論Ⅱ」の円滑な運営、および「戦略連携プログラム」

共通科目における新たな科目設定を具体化する。 

  ④ 福祉系分野を中核とした新たな履修モデルの構築を具体化する。 

  ⑤ 税理士志望者を支援するためのカリキュラムの充実・拡充。（継続） 

  ⑥ CFP教育認定プログラムの所定科目の充実・拡充。（継続） 

  ⑦ 「まちづくリスト」資格認定に向けた行動行程の確立およびカリキュラムの整備。 



 

- 207 - 

 

 

（２） 授業形態と単位の関係 
必須 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

 

 

（３） 単位互換・単位認定等 
必須 国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第15条） 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

本学大学院修士課程法学研究科との単位互換制度は税理士資格の修得を希望する院生が多数在学

することですでに多くの院生がこの制度を利用して単位修得を行っている。また、法学研究科及び

地域社会マネジメント研究科の両研究科は2007年度から日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

のＣＦＰ認定教育プログラムの指定大学院（道内初）となっており、両大学院の単位互換の内容が

一層充実した。今後は遠隔地からの院生の修学機会を提供する意味でも他大学院との単位互換制度

などより広範な単位互換制度の導入を検討する。（一部既述） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   「まちづくリスト」の公的資格認定に向けて、４大学連携の中で具体的活動を開始した。法政大

学との間で「ダブルマスター」の可能性について検討を開始した。             

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   「まちづくリスト」の公的資格認定に向けて、4大学連携の中で引き続き具体的活動を展開する。

法政大学との間で「ダブルマスター」の可能性についても、継続して検討を深化させていくことと

する。 

 

 

（４） 社会人学生・外国人留学生への教育上の配慮 
必須 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 本研究科は働きながら学ぶ社会人を主な対象と考えているところである。このためには、社会

人にとってより学び易い環境を整備することとする。（継続） 

（具体的計画） 

ａ 他大学の大学院との単位の互換制度の実施。（既述） 

ｂ 遠隔地からの受講が可能な遠隔地教育の実施。（既述） 

ｃ 一層の教育・研究成果が上げられるよう、各種の資格制度が取得できるカリキュラムの整

備。 

ｄ 院生の課程修了後の進路開拓の推進。キャリア支援課と連携を充実することとする。 

ｅ サテライト教室における院生の教育・研究環境設備の改善。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① ａｂｃ 戦略連携プログラム補助金により、遠隔講義システムをサテライト教室及び本学に導

入し、環境整備を行った。４大学共通科目を設定したことにより、単位互換制度の糸口を切

り開いた。継続して拡充を図ることとする。 
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    ｄ 中小企業家同友会等の企画に積極的に対応し、本研究科の教育システムをアピールした。

結果として１名の院生の就業に繋がった。 

    ｅ サテライトの環境整備の改善は、一部５階のスペース拡充に留まり不十分と言える。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 連携4大学を柱とする「単位互換制度」の具体化に向けた検討を継続して実施する。 

  ② 学部進学院生の就業に関して、多面的方策を企画し実践的活動を展開する。 

  ③ サテライトにおける根本的な教育研究環境整備方策について検討する。 

 

 

（５） 生涯学習への対応 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   市民講座（コミュニティ・カレッジ）事務局との強い連携を構築し、受講者の「大学院における

学び」を希求するモチベーションを高めるための戦略を具体化する。 

 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
必須 教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性 
任意 修士課程、博士課程、専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 
任意 大学教員、研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 地域型プロジェクトへのコンペ、論文発表会に積極的に参加する。（継続） 

② 近年、学部新卒者の入学が次第に増加する傾向にあり、これらの院生の就職開拓も今後一層重

要となる。これについては、2006年度より企業の人事担当者へのＰＲの実施やキャリア支援課に

大学院担当者を置くなどの改善を図ってきた。今後も引き続き改善を図る。（継続） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 論文発表会：１名の院生が学会において修士論文の骨子を発表。 

  ② キャリア支援課と連携し、就職に関する情報を提供する機会に院生が参加できるよう周知した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   地域型プロジェクトへの事業参加・コンペ、および発表会に積極的に参加する。（継続） 

 

 

（２） 成績評価法 
必須 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 
必須 専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

現在の成績の評価は大学院学則に基づき優良可という3段階によって行われているが、2007年度
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から、特別優秀者の評価(「秀」評価)を導入し、よりきめ細かい評価方法を実施した。今後も、引

き続き、検討を行う。（継続） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   特別優秀者の評価(「秀」評価)を導入し、よりきめ細かい評価方法を実施した。      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   特別優秀者評価（「秀」評価）を導入したが、これらのよりきめ細かい評価方法に拠り指導を充実

していく。 

 

 

（３） 研究指導等 
必須 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 
必須 学生に対する履修指導の適切性 
必須 指導教員による個別的な研究指導の充実度 
任意 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 
任意 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 特別演習Ⅰの１年後期からの導入を踏まえて、2 年間の研究教育指導体制の具体的改善をさら

に進めているところであるが、1年前期の指導体制、2年次の特別演習Ⅱ（通年科目）のさらなる

充実を図る。 

② 特別演習Ⅱ（通年科目）については、半期分割制度を早期に決定することとする。特別演習Ⅱ

の単位の付与と修士論文の合否との関係について、早期検討を開始する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 特別演習Ⅱの半期分割について検討を行い、2010年度から、研究指導を特別演習Ⅰ(1年次後

期・2単位)、特別演習Ⅱ(2年次前期・2単位)、特別演習Ⅲ(2年次後期・2単位)の 6単位で行う

こととした。修士論文完成に向けて、論文構成力等涵養のための特別カリキュラムを設定する必

要がある。（2010年度 設定完了）                           

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   昨年度改善を試みた、特別演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの枠組みに拠り指導を一層に充実していく。 

 

 

（４） 教育・研究指導の改善 

必須 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ･ディベロップメント（ＦＤ))およびそ
の有効性 

必須 シラバスの作成と活用状況 
必須 学生による授業評価の活用状況 
任意 修了生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

社会人の院生の多くが所定の単位を修得し大学院を修了してきたが、一方、学部新卒の院生の休

学が次第に目立ち始めており、学部新卒者に対するよりきめ細かい指導体制が必要となりつつある。

これについては、入学当初からの初年次教育の充実を行うことを検討する。 

今後は、大学院生に対するアンケート調査なども実施し、ＦＤ・ＳＤに繋がる教育・研究指導の
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改善に反映させる施策を実施する。（継続） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

複数の院生に対して、研究科長が個別指導を実施。2009年度修了生に対し、アンケート調査を実

施した。                                       

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   大学院生に対するアンケート調査等を実施し、FD・SDに繋がる教育・研究指導の改善に反映させ

る施策を具体化する。（継続） 

 

 

４ 国内外との教育研究交流 
必須 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 
任意 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 
任意 国内外の大学院との組織的な教育研究交流の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 法政大学大学院・政策創造研究科(地域研究センター)と共同研究を行なうための事前協議等

を開始した。法政大学・高知工科大学・沖縄大学と共同で、「戦略的大学連携支援事業」の２１

年度枠に向けて、申請作業を実施。 

② 昨年度の1月に発足した「札幌学院大学リスクマネジメント研究会」の発足シンポジウムを秋

を目処に実施する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

① 平成 21 年度「戦略連携プログラム」補助金が採択され、法政大学、高知工科大学、沖縄大学

との連携が開始された。本学における補助金の推進母体は、地域社会マネジメント研究センター

とした。新たに法政大学・高知工科大学と連携し、経済産業省の事業導入に資した。 

② リスクマネジメント研究会は、平成21年度は「戦略連携プログラム」補助金の業務に重点を置

いたため、スタッフ不足等の理由によりシンポジウムの開催はできなかった。しかし毎月定例で

研究会を開催しており、確実に成果を集積している。（H21年度は12回実施） 

③ 北海道都市地域学会および地域活性学会との連携を強化した。 

④ 2009年度に「地域活性化システム論」を開講し、内閣府と連携することとなった。内閣府から

の派遣講義を実施する事等による本校の社会的PRが可能となった。 

⑤ 本学研究科の院生M1(1名)が教員1名とともに、本学と国際交流提携を行っている中国集美大

学を訪問し、国際交流を行った。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 「戦略連携プログラム（2年次）」の円滑な運営・執行を図る。 

  ② 法政大学・高知工科大学との連携による「経産省事業」に関わる協働体制の構築を図る。 

  ③ 「北海道都市地域学会」「地域活性学会」等との連携強化を図る。 

  ④ 内閣府等政策執行機関との連携強化を図る。（継続） 

  ⑤ 提携校を中心とした国際交流の一層の充実を図る。 
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５ 学位授与 
必須 修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 
必須 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
任意 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 
任意 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

修士論文・特定課題研究の客観的な評価基準を2008年度の大学院便覧で公開し、その基準に基づ

き今年度から評価を行なう。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   デュプローマポリシーの策定を行った。（アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー同時策

定）                                         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   策定されたデプローマポリシィの周知とこれに基づく教育指導の徹底に努める。 

 

 

６ 学生の受け入れ 

 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 
必須 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

本年度においても様々な媒体を通じ、本研究科のアピールを行い、平成21年度大学院入試では、

1期・2期を合わせて17名の志願者を確保した。 

① 広報内容と掲示方法の充実強化：研究科の特徴、教育研究内容の状況を適時掲示した広報パン

フレット・地域社会マネジメント研究科独自のブログの内容と編集を改善強化する。 

② 多様な層の多様な要求に対応するきめ細かい広報体制（新卒者・企業・自治体・その他組織な

ど）を推進する。平成21年度志願者の中に1期・2期を合わせて7名の学部生が含まれたことか

ら、新卒者に対する PR が少しずつではあるが実ってきていると考えている。特に人文学部から

の志願者が増えていることから、そのニーズに合わせて5つ目の履修モデルを構築することの検

討を開始した。（継続） 

③ 外国人留学生への教育的配慮等を充実させる。（継続） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①②③ アドミッションポリシー・カリキュラムポリシーの策定。社会福祉系の履修モデルの構築

については、検討段階に留まった。2010年度には履修モデルの改革を実施する。社会人入学者の

現員と併せて、学部からの入学者も減員となっている。学部において、学部講義を通じて「まち

づくリスト」の位置づけを明確にし、学部からの大学院入学者を拡充することが必要となる。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 策定されたアドミッションポリシィ・カリキュラムポリシィの周知と有効な広報戦略を図る。 

  ② 福祉系履修モデルの構築を具体化する。 

  ③ 経営学部を中心とした学部との連携強化の枠組みについて、継続して検討を深化させる。 
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  ④ 外国人留学生への教育的配慮等を充実させる。（継続） 

 

 

（２） 学内成績優秀者選抜入試 
必須 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした措置の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

2007年度に、学内推薦制度を踏まえて、学部と連携した短期修了制度、学部4年に在籍しながら

大学院教育を受講できる学部履修生制度の検討を行い、2008年度から学部4年在籍者に対する学部

履修生制度を実現させた。今後、さらに税理士養成の中で、経営学部と連携し、早期に資格取得が

できるような制度の検討の確立に向けた検討を開始する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   経営学部において、早期卒業制度が制定されたため、大学院との連携が可能となった。学部履修

制度による受講者は無く、本制度の周知に継続して努めていく必要がある。         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   早期卒業制度に拠る院生の確保について具体化に努める。 

 

 

（３） 門戸開放 
必須 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

 

 

（４） 飛び入学 
必須 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

 

 

（５） 社会人の受け入れ 
必須 大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

社会人を積極的に受け入れることを視野に、科目等履修生制度を大いに活用する等の戦略を図っ

ていくこととする（継続）。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

科目等履修生：地域社会マネジメント研究科に、6 名在籍し、このうちのそれぞれ 2 名が、地域

社会マネジメント研究科及び法学研究科に入学した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   科目等履修生制度・長期履修生制度の一層の活用を図る。（周知の徹底・広報戦略等） 

 

 

（６） 科目等履修生、研究生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生、研究生等） 
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任意 大学院研究科における科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況 
任意 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った、大学院における学生受け入れ・単位認定の適切性

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

働きながら夜間および土曜日を利用し標準期間内に修了することは極めて困難である。現在は科

目等履修生制度を入学前に効果的に利用したり、長期履修生制度を有効に活かしながらより円滑に

単位を修得する形でそれらの課題に対応している。過年度においても、科目等履修生制度を利用し

たものが3名在籍し、そのうちの1名が実際に入学するに至り、実際の効果をあげている。今後は、

遠隔地教育など、新しい教育体制などの実現によって学位授与率の向上を図っていくことを検討す

る。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   2009年度実績 

    科目等履修生：地域社会マネジメント研究科に、6 名在籍し、このうちのそれぞれ 2 名が、地

域社会マネジメント研究科及び法学研究科に入学した。 

    長期履修生：5名の院生が科目等履修生制度を利用した。 

 

 

（７） 定員管理 
必須 大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

入学定員の確保に向けて一層の努力を図っていくこととする。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

多面的な活動を実施したが、経済状況の悪化等もあり十分な定員を確保できなかった。抜本的な

戦略構築が必要である。                                

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   定員確保に向けて、多様な方策・戦略を試行していくこととする。 

 

 

７ 教員組織 

 

（１） 教員組織 

必須 
大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数、法令上の基準との関係における当該大学院研究科の教員組
織の適切性、妥当性 

必須 大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担および連携体制確保の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

本研究科の中核科目であるまちづくり分野の担当者2名が 1年単位契約の契約特別任用教員であ

り、任期制ではない専任教員の充足が課題であったが、この点に関しては、2007年 4月より大学院

の専任教員を採用が実現した。今後、さらに教育・研究を充実させるための人事配置を検討する。

更に、会計科目担当者の定年退職（1名）に伴い、会計科目の特別演習担当者が不足し、平成21年

度から発足する経営学部のスタッフから補強することで学部と協議を行ない、実現したが、まちづ
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くり系科目の担当教員１名については、充足できなかった。今後、さらに教育・研究を充実させる

ための人員配置を検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

① まちづくり系科目の教員の拡充は具体化できなかった。本研究科の特徴でもある当該分野のス

タッフ拡充は必須であるため、2010年度には確実に具現化すべきであると考える。 

② ４大学連携は初年度でありかつ、半期の実施であった。このため諸々の課題が顕在化してきた。

この対応策として先ずは４大学連携の構成員を明確化することが必要である。 

③ 2009 年度は、「管理会計論演習」担当者を専任教員として補充することができた。また、2010

年度は、「財務会計論演習」担当者を専任教員として補充する予定。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 「まちづくり」系教員スタッフの増強について具体化する。 

  ② プロジェクトにおける「教員連携の構築」を具体化する。 

 

 

（２） 教育研究支援職員 
必須 大学院研究科における研究支援職員の充実度 
必須 大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

任意 
大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ)、リサーチ・アシスタント（ＲＡ)の制度化の状況とその活用の適
切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

本研究科の多くは社会人であること、授業が札幌のサテライト教室と江別市にある本校の2箇所

で行われている。この特色に配慮した支援体制の充実が必要である。このためにも、ＦＤ・ＳＤを

徹底する。（継続） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

FD・SDの徹底は図れなかったが、端緒となる院生アンケート等は実施した。 

FD・SDの未実施については、大学院における当該システムの在り方が根本的に議論されていない

ことに起因している。2010年度においてはこの議論が先ずは必須である。          

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   大学院におけるFD・SDのシステムの確立を図る。 

 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
必須 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
任意 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

 

 

（４） 教育研究活動の評価 
必須 大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有効性 
任意 大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況 
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（５） 研究科と他の教育研究組織・機関等との関係 
必須 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

大学院法政大学地域創造研究科等との共同研究及びリスクマネジメント協会との連携事業を実施

する。（既述） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

① 平成21年度「戦略連携プログラム」事業が採択され、法政大学、高知工科大学、沖縄大学との

連携が開始された。本学における補助金の推進母体は、地域社会マネジメント研究センターとし

た。新たに法政大学・高知工科大学と連携し、経済産業省の事業導入に資した。 

② リスクマネジメント研究会は、平成21年度は「戦略連携プログラム」補助金の業務に重点を置

いたため、スタッフ不足等の理由によりシンポジウムの開催はできなかった。しかし毎月定例で

研究会を開催しており、確実に成果を集積している。（H21年度は12回実施） 

③ 北海道都市地域学会および地域活性学会との連携を強化した。 

④ 2009年度に「地域活性化システム論」を開講し、内閣府と連携することとなり、内閣府からの

人材派遣、PRが可能となった。 

⑤ 本学研究科の院生M1(1名)が教員1名とともに、本学と国際交流提携を行っている中国集美大

学を訪問し、国際交流を行った。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 「戦略連携プログラム（2年次）」の円滑な運営・執行を図る。 

  ② 法政大学・高知工科大学との連携による「経産省事業」に関わる協働体制の構築を図る。 

  ③ 「北海道都市地域学会」「地域活性学会」等との連携強化を図る。 

  ④ 内閣府等政策執行機関との連携強化を図る。（継続） 

  ⑤ 提携校を中心とした国際交流の一層の充実を図る。 

 

 

８ 研究活動と研究環境 
（研究活動） 
必須 論文等研究成果の発表状況 
任意 国内外の学会での活動状況 
任意 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
任意 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
（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 
（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 
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（１） 研究活動を促進するための措置、科学研究費補助金等外部資金獲得のための取り組み 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 研究活動を促進するための措置，科学研究費補助金等外部資金獲得のための取り組み 

（既述） 

② 附置研究所，研究センター等に関わった研究科としての取り組み 

本研究科は、地域社会の企業・行政・地域社会と連携したまちづくりなど、地域社会への貢献

に大きな役割を果たすことを目的としている。したがって、教育・研究といった従来の教員の評

価に加えて地域社会への貢献度が新たな評価基準に加味されることになろう。このような新しい

教員の評価をどのような基準で定めていくのかが今後の課題である 

教育研究組織・機関相互の単なる交流に止まらずに、委託を含めた外部研究者の受け入れを推

進する。また、他の大学院や企業・自治体等との共同研究を推進する。特に自治体の地域再生等

地域社会が抱える現代的課題に多方面からアプローチできるよう、実務者との交流にも力を入れ

る。 

昨年度の下記の実績を踏まえ、2009年度以降、実施に向け、さらに連携が必要となる。 

(1) 科学研究費などの学外資金の獲得を推進する。 

(2) 研究センターの前年度の委託事業の獲得実績の上に、センターと連携し学外の研究助成獲得

を促進する。 

(3) 研究センターと本研究科との役割分担関係を強化し、研究事業などでの連携を希求する。 

【地域社会への貢献】 

江別市を中心とした地域社会の貢献を強く意識して、これまでの研究・実践の蓄積を裏づけと

して活動を展開してきた。具体的には地域都市政策に係わる講演会、シンポジウム、セミナーに

おいて当研究科の希求するスタンスを発信してきたことは評価に値するものと考えている。 

【共同研究】 

法政大学政策創造研究科との共同研究の体制を整えた。第１号の活動として、赤平市における

地域活性化プログラムづくりに取り掛かった。 

【自治体との協働による地域課題への対応活動】 

江別市経済部と連携し、昨年度のパッケージ事業に引き続き、地域雇用実現化事業（厚労省）

申請のフレームおよびスキームづくりに当たり、内容が高く評価され採択された。 

【科学研究費（学外資金）の獲得等】 

「産学連携による実践型人材育成事業－サービス・イノベーション人材育成－」に商工会議所、

企業と連携し応募したが、 終審査において不採択となった。当該要綱の解読等の精査に一層努

めていく必要を感じているものである。現在、法政大学・高知工科大学・沖縄大学と共同で、「戦

略的大学連携支援事業」の２１年度枠に向けて、協議を重ね申請書類を策定中である。 

【研究センターとの連携】 

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。

ただし、当センターをシンクタンク機能組織としてまでは、質の向上を高める事が出来なかった。従

って外部からの受託事業の実績を積むことはできなかった。来年度以降の大きな課題と受け止めてい

るところである。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 新たに法政大学・高知工科大学と連携し、経済産業省の事業導入に資した。 

（平成22年度「地域新事業創出発展基盤促進事業費補助金（地域新事業移転促進事業）」(経済産
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業省)「コミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業」）               

  ② 「地域社会への貢献」「自治体との協働」については一定の成果を得られた。地元江別市以外へ

の拡大が今後の課題である。 

    ・『４大学連携』採択済み。対外的発信に大きな成果を得た。 

    ・「地域活性化シンポジウム Vol.１」の開催。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

   地域社会マネジメントセンターにおける新体制のスタッフと連携し、新たな科研費等の外部資金

獲得に積極的に対応する。 

 

 

（２） 附置研究所、研究センター等に関わった研究科としての取り組み 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 地域社会マネジメントセンターと連携して、引き続き「地域社会への貢献」「自治体との協働」

を軸に活動を展開していくこととする。 

  ② 「地域活性化シンポジウム Vol. ２」の開催 

 

 

９ 研究科の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
必須 大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 院生用に 80 台(3 研究科院生用)のノート PC を確保し、その一部をサテライト教室に配備する

等成果はあったが、昨年度に引き続き、本年度も以下について継続して検討を実施して行く。 

(1) 本学及び連携センターの教育研究環境の改善。部分的には前年度に改善されたが２つの場所

（本学と大通サテライトキャンパス）の使用方法を含めて全体的に見直し、社会的活動の拠点

としての場所の問題からより一層の改善を図る。 

② サテライトキャンパスとして位置付けられている社会連携センタービルについては、大学院講

義、学会、コミュニティ・カレッジの使用頻度が増加しつつあることから、施設そのものが手狭

になってきていること、ビル自体が古くエレベーター設備がないため、身障者や高齢者への対応

が難しいことが課題となっている。抜本的な対応方針を早急に検討すべき時期にあると考え、関

係部署と協議を行なって行きたが、進展を見なかった。本年度より積極的に対応していく年度で

あると理解している。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 戦略連携プログラム補助金により、遠隔講義システムをサテライト教室及び本学に導入し、環

境整備を行った。                                  

  ② サテライト機能の充実については、関係各方面への積極的な働きかけ等により合意形成の面に

おいては進捗を見たといえるが、諸般の事情もあり具体的計画については停滞している。新学長

体制の下、早期に抜本的検討が必須である。                      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔地域社会マネジメント研究科〕 

  ① 「戦略連携プログラム」事業により設置した、遠隔講義システムを有効に活用し、多様な教育

研究方途の具体化を図る。 

  ② サテライト機能の充実 

    サテライトキャンパスとしての抜本的な改善に向けて、具体的行動計画を確定していくことと

する。 

 

 


