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１．開  会

○安藤委員長 それでは、定刻より少し早いですけれども、皆様お揃いですので、平成２９

年度第２回札幌市地方独立行政法人評価委員会を開会いたします。

 私は、委員長を務めます北海道大学名誉教授の安藤厚でございます。よろしくお願いいた

します。

 委員長として一言ご挨拶を申し上げます。

 札幌市立大学は、ご承知のとおり、創立１０年を迎えられて、今は次の１０年における新

たな飛躍を目指しておられるところと承知しております。

 私個人としては、この評価委員を務めさせていただいて４年目になります。この間、さま

ざまな資料を読ませていただきましたので、市立大学がＤ×Ｎという二つの学部の連携に

よって特色ある教育研究、地域貢献を進められて、多くの成果を上げてこられたことには敬

意を抱いております。

 また、本年は、第二期中期目標期間の最後の年に当たりますので、本評価委員会において

も、年度評価のほかに、昨年度は第二期中期目標期間の業務実績に関する中間評価を取りま

とめさせていただきました。また、次期中期目標の策定に向けてさまざまな意見を申し上げ

てきたところです。

 私どものこうした評価活動が市立大学の今後の深まりと発展に役立ちますようにと願っ

ております。

 本日は、平成２８事業年度評価書の作成に向けまして、本ヒアリングにおいて札幌市立大

学の皆様のご説明を伺って理解を深めたいと思っております。限られた時間ではあります

けれども、実り豊かな討論となりますように願っております。よろしくお願いいたします。

 それでは、第２回評価委員会の開会に当たりまして、評価委員会事務局より報告がござい

ますので、お願いいたします。

○事務局（早瀬企画課長） まちづくり政策局政策企画部企画課の早瀬と申します。

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の評価委員会は、委員５名全員のご出席をいただいておりますので、札幌市地方独立

行政法人評価委員会条例第６条第３項の規定により成立しておりますことをご報告いたし

ます。

○安藤委員長 早瀬課長、ありがとうございました。

 本日の第２回評価委員会では、次第にもございますとおり、平成２８事業年度業務実績報

告に関するヒアリングを行います。

 公立大学法人札幌市立大学の皆様におかれましては、本日の評価委員会にお越しいただ

きまして、ありがとうございます。

 それではまず、公立大学法人札幌市立大学の蓮見孝理事長にご挨拶いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○蓮見理事長 おはようございます。
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 理事長、学長を務めております蓮見でございます。

 大学側出席者を代表いたしまして、一言、ご挨拶をさせていただきます。

 法人評価委員の皆様には、お忙しい中、事前に大部にわたる資料を熟読、精査していただ

きまして、まことにありがとうございます。

 私たちの札幌市立大学は、昨年、開学１１周年を迎えました。そしてまた、先ほど、安藤

委員長のお話にありましたように、今年度をもちまして、第二期中期計画の最終年度を完了

することになっております。短期間の間にデザインと看護の両学部の整理、そして、助産学

専攻科の設置、また、博士前期・後期課程の設置など、大学の基盤をきちんと整えることが

できたと思っております。

 これも、歴代の法人評価委員の皆様を初め、多くの大学のステークホルダーの皆様の御尽

力の賜物と、心から感謝をしているところでございます。

 さて、私たちは公立大学なのですけれども、公立大学は、現在、全国に８９校ございます。

公立大学は、昨年度に２校ふえました。また、今年度に１校ふえまして、今後も公立大学が

増加していくという傾向が見られます。

 公立大学というのは、大型の国立大学や私立大学と違いまして、地域に根差した比較的小

規模な大学が多く見られる特徴を有していると思います。

 しかし、大きな政令指定都市、例えば横浜市とか大阪市とか名古屋市には、国立大学に匹

敵する規模の市立大学がございます。

 人口から申しますと、札幌市は全国で４番目に大きい政令指定都市でございますけれど

も、その他の大きな政令指定都市の市立大学と比べますと、私たちの大学はデザインと看護

の２学部、２研究科しかございません。しかし、開学以来、デザインと看護という一見全く

異なった領域に見える２つの領域が密接に連携いたしまして、Ｄ×Ｎという他大学にはな

い全く独創的なといいますか、特徴的な教育研究、そして社会貢献活動を進めてまいりまし

た。

 今後、少子高齢化が進みまして、１８歳人口が今年くらいまでは安定していますが、急激

に減少してまいります。これを一般的には２０１８年問題と言いまして、大学はどこも戦々

恐々としている状況だと思います。そういう中で、これからの大学のあるべき姿として、文

部科学省は、個性ある大学づくりということを強く掲げています。

 全国に７８０ぐらい大学があるのですけれども、どこも同じような学部とかカリキュラ

ムの品ぞろえで限られた学生の取り合いをするということではなく、オンリーワンの魅力

ある大学づくりを醸成して、価値観の多様化と年少人口の減少に備えてほしいという思い

が文科省にあるからではないかと思っております。

 ＳＣＵは、小規模でも、個性と魅力に富んだ大学、そして人間重視と地域への貢献という

開学以来の理念を重視いたしまして、人と社会の質の向上に力いっぱい貢献する大学を目

指していきたいと思っているところです。

 未来の担い手である学生をしっかりと育てて、適正に社会に送り出し、そして、卒業生が
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多方面で活躍してくれることにより、高い社会的評価が自然に醸成されて、それによって優

秀な学生が確保できる、このような良いスパイラルが維持できるように、引き続き尽力して

いきたいというふうに思っております。

 現在、まずは第二期中期計画をきちんと完結させ、次の中計につなげていけたらいいなと

思っています。

 本日は、限られた時間ではありますけれども、ぜひさまざまなご指摘やご意見を頂戴いた

したいと心から思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

 今日は、ありがとうございます。

○安藤委員長 蓮見理事長、ありがとうございました。

 それでは、改めまして、評価委員の皆様を私からご紹介させていただきます。

 杉下公認会計士共同事務所・公認会計士の倉知直美委員でございます。

 千葉大学名誉教授の宮﨑紀郎委員でございます。

 北海道中小企業家同友会常任理事であり三晃化学株式会社代表取締役社長の渡邊民嗣委

員でございます。

 聖隷クリストファー大学看護学部教授の鶴田惠子委員でございます。

 それでは、議事に入りたいと思いますが、ここから先は私も質問する側となりますので、

進行は事務局の早瀬課長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○事務局（早瀬企画課長） 安藤委員長、ありがとうございました。

 議事を進めるに当たりまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。

 まず、本日の次第、続いて、資料１が座席表です。資料２は、平成２８事業年度業務実績

報告に関して評価委員から市立大学にお聞きするヒアリング項目の一覧です。資料３は、ヒ

アリング項目に関する業務実績報告などの参考となる資料をまとめたものになります。

 資料２の項目の順で評価委員から質問を行いますので、市立大学の皆様には項目ごとに

回答をお願いします。その後、補足や再質問等がありましたら、適宜お願いいたします。

  ２．議  事

○安藤委員長 それでは、私から、小項目番号１の新旧カリキュラムの着実な実行について

お伺いしたいと思います。

 本項目については、平成２８事業年度の報告書には、実施状況の項に、前期・後期を通じ

て新カリキュラムを旧カリキュラムとともに着実に実行したとあります。また、評価委員会

の指摘事項等に対する項目では、授業評価アンケートに寄せられるコメントは、各教員へフ

ィードバックし授業改善に役立てているとあります。

 そこでお伺いしたいのですが、平成２８年度に導入された新カリキュラムの特徴と、これ

を「着実に実行した」と自己評価されたポイントについて、かいつまんでご説明いただけれ

ばと思います。

 それから、２つ目としまして、平成２８年度新カリキュラムにおける授業の内容や方法に
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ついての改善事例がありましたら、幾つか具体的にご教授いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○細谷デザイン学部長 この件につきまして、デザイン学部の細谷が回答いたします。

 デザイン学部、看護学部の両学部でカリキュラムの改正を行ったところです。

 看護に関しましては、いろいろな教育課程が資格制度とともにありますことから、それほ

ど大きな改変ではございませんでした。

 ただ１点、ＣＯＣの授業に関しまして、学部連携基礎論という授業、地域プロジェクトⅠ・

Ⅱ・Ⅲという授業を新カリキュラムで導入したところでございます。

 デザイン学部に関して申し上げますと、大規模な改変をしております。

 １点は、４コースを２コースに変えたということです。これは、開学以来１０年たって、

専門教育のあり方が随分変わってきたということを踏まえて行ったことではございますけ

れども、人間空間デザインコース、人間情報デザインコースというふうに改めまして、従前

は４コースでやっていて、重複がかなり発生していた授業内容や、新しい専門教育としての

必要な内容を充実させてというところがデザイン学部の大きなポイントになります。

 ２つの大きなコースに分けたのですけれども、学生にとっては学び方が難しくはなって

いるのです。従前、４つの専門性の中から選べば絞り込めていくと。ただ、２つに大別され

てしまうと、どういう学びをしていいかなかなかわからない。その点を考慮しまして、履修

モデルというものをうまく活用しながら運用しているところです。

 履修モデルは２つのコースに３つずつございまして、コースではないのですけれども、学

び方の事例が、従前は４つだったものが６つにふえているということもポイントでござい

ます。

 もう１点、デザイン学部では、専門教育を前倒しで行いました。従前、２年生の後期から

コースに分かれて専門教育を始めていたわけですけれども、それを２年生の前期から始め

ております。こちらは、旧カリキュラムの中で学生が専門を学びに大学に入ったのだけれど

も、なかなか専門が始まらず、そこら辺で、じれてしまっているということが観察されてい

ました。ですから、少しでも早く専門になじませてあげましょうということで、１年の間に

はコースを選択する時間を設けて、２年生の頭には２つのコースのどちらか、あるいは履修

モデルを選択し始めるというような改変を行っているところです。

 もう一つは、新カリキュラムの移行に伴って確実に実施したと我々は報告しているわけ

ですけれども、その根拠をちょっとお話しします。

 皆様ご存じのように、カリキュラムを変えるというのは非常に大変な作業です。その中で、

私たちも初めて実感しているところですが、読み替えの科目ですね。旧カリキュラムの履修

生はまだ残っております。その履修生が単位を落としたり、そういう人たちに対して確実に

旧カリキュラムの履修ができるような配慮を行っているということです。全てを読み替え

ているわけではございませんで、実際には新年度にとらなければならないはずなのだけれ

ども、年次を変えたことで次年度は開講されないということもございます。そういうことに
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関しては、担当の先生にお願いして、少人数ではありますけれども、当該年度に実施してい

ただくという工夫はしているところです。

 もう１点、コースに関してですけれども、従前、我々は学部の連携の授業は大事にしてき

たのです。ところが、１０年の間に学部は連携していろいろな教育はするのだけれども、

我々は学部の中でうまく連携できているのだろうかということが途中から話題になってい

ます。そのメリット、デザインの分野を超えて学ぶことのメリットを我々も認識しておりま

して、それを新カリキュラムでは３年生の総合実習という非常に目玉の授業の半期を使っ

て行う計画を立てているところです。実際には来年実施される内容ですが、現状、準備を整

えているところです。

 それから、授業の実施改善事例というご質問がありました。

 ご存じのように、我々は授業評価アンケートを行いますと、それに対して、各教員のレベ

ルで各科目の改善を行っています。それは、イントラネットを使って、他の教員に対して発

信したり、学生がそれを見たりすることができるようになっているのですけれども、従前は

これをずっとやってきたのです。個々の授業の中で改善するというスタンスでおりました。

先生が独自に、今年はこうだったから来年はこう改善しようというスタンスです。実は、去

年あたりから、授業評価アンケートの項目の中で、教員の話のわかりやすさというポイント

が少し低下してきている傾向にありました。この件を授業評価アンケートで良くできない

かということで、去年の間にとった授業評価アンケートは、私が全体を網羅しておりますの

で、学部長が網羅している中で、比較的評価ポイントが高く、わかりやすい授業をしている

という先生を複数名チョイスして、どんなことをやっているかということを、実は今年度に

なってからですが、ＦＤとして実施しております。

 初めての試みだったのですが、大変好評でした。先生方は各々の工夫を勉強する機会にな

ったと思っております。

 今後も工夫を加えていきながら、上手く授業評価アンケートを皆さんが共有できる仕組

みを用意していこうと考えております。

 以上、二つのご質問についてお答えしました。

○安藤委員長 ありがとうございます。

 資料のアンケートのところを拝見していって、２学部の連携授業に関するアンケートで、

やや否定的な意見が出ていて、新入生の質がちょっと変わっているのではないかというこ

とがどこかに少し出ていたと思います。その辺は最近感じられていますか。

○細谷デザイン学部長 ずっと感じています。実は、学生にとっては大変なハードルです。

普通に学ぶのではなく、お互いに理解しながら学ばなければならないというのは、大変高度

なコミュニケーションの授業です。これは、開学以来、不平が非常に多かったものです。

 ただ、我々はそれでもやめずに改善を続けているのですが、卒業した後に既卒者アンケー

トをとりますと、学部の連携授業なり連携教育の授業というのは非常によく出てくるので

す。これは、目論見どおり、社会に出て連携の必要性に気がついて初めて効き目のある授業
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であると考えております。

 ですから、不平が多いというのはわかっておりますので、開設の時期、グループのつくり

方、スケージューリングなど、実にさまざまなことを今も改変しながら、できるだけ負担の

少ない開設を行っております。ただ、それでも毎回不平は出てくるものだと認識しておりま

す。

○安藤委員長 ありがとうございます。

 私からは以上です。

○事務局（早瀬企画課長） 本件について、以上でよろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○事務局（早瀬企画課長） それでは次に、資料２の番号２ですけれども、小項目番号６に

つきまして、鶴田委員からお願いいたします。

○鶴田委員 項目番号６、入学者の追跡調査についてご質問させていただきます。

 本項目については、平成２７事業年度の小項目評価において、アドミッションポリシーに

基づいた入学者選抜方法について、入学者アンケートや追跡調査を継続して行うとともに、

分析結果を踏まえて検討する必要があると意見させていただいておりますが、平成２８事

業年度の報告書には、デザイン学部では、特別選抜の推薦入試に小論、実技で入学した学生

のＧＰＡが他の入試区分に比べ若干高い傾向はあるものの、入試区分の違いについては入

学後の成績に大きな差異はなかったとありました。

 また、看護学部では、一般選抜と特別選抜において入試方法とＧＰＡとの間に有意な相関

は見られなかった。ＧＰＡの比較では、他の選抜区分と比較して特別選抜（社会人）のＧＰ

Ａが高いことがわかったとある。

 そこでご質問させていただきますが、現在時点でこの追跡調査の結果をどのように捉え

ているかをお伺いいたします。また、仮にこの傾向が続く場合は、入学者選抜方法について

はどのような見直しを考えられるか、お伺いいたします。

○樋之津副学長 この件に関しまして、樋之津からお答えさせていただきます。

 まず、デザイン学部も看護学部も入試区分によって入学後のＧＰＡですけれども、成績に

おいては有意差がなかったということで、入試の制度上の問題は特に感じておりません。こ

れからも追跡調査は継続していきたいと思っていますし、データを蓄積して今後の入試の

改善、充実を図っていきたいと思っております。

 ただ、看護学部のほうの社会人が学力面で少し優秀な成績ということですが、社会人は毎

年３名前後で、学部生に比べて１％に満たない数ですから、統計学的な有意差ということで

はないのですけれども、学習に対するモチベーションも意欲も高いということが一般の学

生に対しての刺激となっております。そういう意味では、非常に良い効果をもたらしている

と考えております。

 今、社会人は若干名という形で入試を行っておりますので、今後は志願動向や他の入試の

教育的な効果を勘案しながら検討していきたいと考えております。
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 ただ、デザイン学部も看護学部もこの傾向が続くかどうかにかかわらず、文部科学省が進

めております高大接続改革の新テストの方法を考えまして入試制度の全体的な見直しはし

ていかねばならぬと考えておりまして、今、検討しているところでございます。

○鶴田委員 入学された後のＧＰＡ調査をかなり丹念にやられていて、差がないというこ

とも明らかになっておりますが、学生を確保する上で、今のところ、入試方法については、

当面はこのまま持っていきたいということでしょうか。

○樋之津副学長 看護学部につきましては、現在の入試方法をそれほど変える必要はない

と思いますが、デザインに関しましては、少し多様な学生を受け入れるということで、ＡＯ

といった入試も考え、検討しているところです。

○鶴田委員 今後、センター入試が動いていくことを考えますと、入試についてはかなり抜

本的に考えて、その答えをここ数年で出さなければいけないのはどこの大学も同じでしょ

うけれども、その辺についても方向性が見えてきたら教えていただきたいと思います。

 どのくらいをめどにその辺の改革をなさっていかれますか。

○樋之津副学長 ２年前に告知しなければいけませんので、今年度中には大方の意見をま

とめていきたいと考えております。

○鶴田委員 ありがとうございました。

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございました。

 本件については、以上でよろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○事務局（早瀬企画課長） それでは次に、資料２の番号３、小項目番号１４番につきまし

て、鶴田委員にお願いします。

○鶴田委員 小項目番号１４、コンソーシアムの構築とキャリア支援についてでございま

す。

 本項目については、平成２７事業年度の小項目評価において、隣接する市立札幌病院との

コンソーシアムについては、これまでの実績を踏まえて、強固なコンソーシアムの構築に向

けて取り組みが推進されることを期待すると意見させていただきました。

 平成２８事業年度の報告書には、報告会ではもっと気軽に多くの中堅看護師が参加でき

るとよいとの意見など、継続して研修を実施してほしいという要望が多かったとあります。

 そこで、まず、このほかにはどのような意見があったのか。それらの意見を踏まえ、今後、

第三期の期間のコンソーシアムをどのように推進していく予定なのか。また、このコンソー

シアムは、札幌市立大学の学生の学習支援及びキャリア支援の充実にどうつながっていく

のかをお伺いいたします。

○樋之津副学長 こちらにつきましても、樋之津がお答えいたします。

 まず、昨年度行いました中堅看護師の研修の報告会ということでどのような意見があっ

たのかということです。

 中堅看護師さんに１０名ほど来てもらって、他施設の看護師との出会いというところか
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ら交流ができて、同じような悩みを持っていることがわかり、学びを得たと。施設に戻って

中堅看護師として後輩からどのように見られているかということで自分を意識することが

できたという意見や、研修の修了後、実施施設の他のスタッフに対して、対応に自分の中で

変化を感じているとか、研修を通して学びを非常に得たという肯定的な意見が多かったと

感じております。

 そこで、今年度も引き続き中堅看護師を対象とした研修を継続して行っていただきたい、

そして、こういうことに気軽に参加できるようにしてほしいという意見が見られておりま

すので、今年度も引き続きこの研修は行う予定でございます。

 これらの意見をもとに、コンソーシアムの計画というのが次期の中期計画でも要望して

おりますけれども、主たる実習施設でもある市立札幌病院を初め、札幌圏の病院施設とこう

いう協議会を編成しまして、コンソーシアムの拠点としたいと考えております。

 具体的な取り組みとしては、看護職の人材育成を地域施設横断的に行うことで、看護師の

キャリア育成に貢献したい。あわせて、本学の教員や学生の実践能力の開発を図りたい。

 それから、中堅看護師という定義がまだはっきりしておりませんけれども、新人でもなく

管理者でもない中堅どころにある看護師のキャリア開発に貢献するといった看護の継続教

育というカリキュラムを考えていきたいということです。それから、これらの取り組みのテ

ーマとして、臨床の現場と大学での共同研究なども行い効果を検証していきたい。

 こういった構想を考えて、今、中期計画を立てております。

 もう一つ、このコンソーシアムが学生の修学支援やキャリア支援にどのようにつながる

のかということです。

 この取り組みは、今、突然起きたわけではなく、長年、我々の方で温めていた計画ですの

で、認定看護管理者（サードレベル）といった看護の管理者を育成するような教育課程を本

学で１０年間にわたって行っておりますけれども、その中でも１７５名の修了生が出てお

り、道内の主要な病院の看護部長等を務めていただいております。

 そうした取り組みや、市立病院等を初め、実施病院の主たる看護部長に臨時教授という制

度を使いまして、学内の教育等に非常に尽力いただいております。

 そういった臨時教授をしていただいている関係性がこのコンソーシアムの構築に非常に

強固なネットワークという形で協力いただいております。そうしたことが一つの教育支援、

修学支援であると考えております。

 当然ながら、隣地実習を初め、学内の演習や講義の非常勤講師、あるいは卒業研究、大学

院での研究のフィールドといった、臨床、現場の方たちとの連携をスムーズにしていくこと

が教育にも反映していると考えております。

 それから、キャリア支援に関しては、我々の方で１つの大きな目玉として、卒業する直前

に看護技術のスキルアップトレーニングを行っております。

 去年は、市内１５病院に対し、就職した卒業生を指導者として派遣していただきたいとい

うお願いをしたところ、延べ３３名の卒業生がスキルアップトレーニングに来てくれまし
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て、１週間くらいですが、卒業間近の４年生にいろいろ指導していただいたのです。

 技術の指導もさることながら、それぞれの施設の内情といいますか、病院で行っているい

ろいろな看護のことや、後輩に対して心配ないよといった形でフォローをしていただいて、

そこで交流が生まれまして、技術トレーニング、あるいは、メンタルの心配を解消するよう

なところでスムーズにキャリアに入っていけるような支援をしていただいています。

 これは、看護学部だけではなくてデザイン学部もそうですが、ＯＢ、ＯＧによるキャリア

説明会みたいなものを行っておりまして、卒業後も連携していくことでキャリア支援につ

ながっていると考えております。

○鶴田委員 ありがとうございます。

 教えていただきたいのは、コンソーシアムというのは、文科省から予算をいただいてやっ

てこられて、平成２８年度については、それがなくなった後、大学独自としてやられてきて

います。規模は縮小しながらもできる範囲でやってこられたというふうに読ませていただ

きました。

 今後やろうとしていることは、特段の費用がかからないでできるものでしょうか。

 今のお話からいくと、今までどおりということですが、コンソーシアムのメンバーからニ

ーズの高いプログラムとして何か提起されているものはありますか。

○樋之津副学長 札幌市内だけで、今の規模で行っていく分にはそれほど費用もかからな

いと考えておりますが、卒業生も道内全体に就職しておりますし、大学がない道東地区、道

南地区では、こういう研修に出したくても札幌まで来るのが大変であると聞いております

ので、予算がきちんとついていけば、道南、道東地区でのコンソーシアム、北海道全体を考

えたコンソーシアムを立ち上げていくことも必要と考えております。

 大学がそばにない地区では、研究や研修に関して大学にちょっと相談したくてもできな

いですし、距離的なこともあって研修にもそう簡単に出せないということがあるので、もし

こちらでそういう企画があれば、スカイプを使ってでも参加したいというニーズはござい

ます。

○鶴田委員 ありがとうございました。

 今のところ、看護の実習ということを主眼に置いてやってこられて、さらに北海道内に広

げることも計画検討中だというお話を伺いましたので、今、病院看護が中心なのだけれども、

地域の高齢者施設や訪問看護ステーションなど看護の提供の場が広がってきているので、

その辺についてお考えがあれば教えてください。

○樋之津副学長 まさに先生がおっしゃったとおりで、訪問看護ステーションなど小規模

のところは、研修に出したくても出せないという話は本当に聞いておりますので、そういう

ところでも活動できるように私たちも考えていかなければならないと思っておりますし、

これからの地域包括ケアを考えても、そこはぜひしていかなければならない分野であると

考えております。ありがとうございます。

○鶴田委員 事前にご質問の中に書き加えればよかったのですが、特定行為に係る研修制
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度に関してお伺いします。北海道というのは医療過疎地域が多いですが、看護師が特定行為

をできるようになったことで期待される役割の検討について、どのような状況かを少し教

えてください。

○樋之津副学長 特定行為に関してはまだ検討しておりません。現在、大学院における研究

科でＣＮＳの４コースを持っておりますけれども、さらにもう１コース、在宅看護領域です

が、そちらのＣＮＳの申請に向けて準備をしているところです。

 できれば、ＣＮＳの拡充は図っていきたいと考えております。

○鶴田委員 ありがとうございました。

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございます。

 本件は、以上でよろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○事務局（早瀬企画課長） それでは、続きまして、資料２の番号４、小項目番号１８につ

きまして、宮﨑委員からお願いいたします。

○宮崎委員 私は、先月、日本デザイン学会、これは日本のデザイン研究の最大の発表の場

でありますが、私は名誉会員で出席しておりました。蓮見学長も出席されていて、お会いし

てしばらく立ち話をする機会がありました。ここにいらっしゃる細谷先生、安齋先生も研究

発表にご参加で、大学院の学生さんもかなり参加されて発表されており、嬉しく思いました。

私は評価委員は２年目ですけれども、嬉しく思うなんて余り身びいきになるとまずいです

かね。

 しかし、残念なことに、Ｄ×Ｎ、デザインと看護の連携による研究の発表がここになかっ

たということです。デザイン学会では大体３００件以上の発表があるのですけれども、ずっ

とプログラムを丹念に見ましたら、１件だけ、Ｄ×Ｎのような研究がありました。これは、

佐賀大学の医学部、東京工業大学、東京芸術大学など５つの大学研究機関がグループを組ん

でＤ×Ｎに関する研究をされていました。この１件だけだったのですけれども、こういう研

究を大学でも振興すると有意義なのではないか、宣伝の場にもなるのではないか、大学の名

を広めることにもなるのではないかと思いました。

 本学の平成２８年度のＤ×Ｎ関連の研究は、ウェルネス及びまちづくりをテーマとする

ものが２件、ＣＯＣ共同研究費によるものが２件、寄付金によるものが１件、科研費による

ものが１件の計６件あり、活発に行われているように見えます。

 お伺いしたいのは、１番目は、実施されたＤ×Ｎそれぞれの研究概要と成果について、ま

た、外部発表、外部発信がどのようにされているか教えていただきたい。

 ２番目には、Ｄ×Ｎは、本大学の最大の特徴として中期目標に掲げられております。この

特色をさらに発展させるための今後の方策について、予算措置を含めて具体的にお示しい

ただければと思います。

 なお、今日の資料によりますと、上遠野地域連携研究センター長がお答えいただくことに

なっておりますけれども、Ｄ×Ｎというのは本学の根幹をなすものであると思いますので、
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蓮見学長からも一言伺えればと思っております。

 以上、よろしくお願いいたします。

○上遠野地域連携研究センター長 お答えいたします。

 Ｄ×Ｎに関心を持っていただきまして、ありがとうございます。

 今回、デザイン学会はたまたまなかったと判断していただいてよろしいかと思います。過

去には研究発表がありましたし、その後、知財として特許になったもの、製品化になったも

のがございますので、今後もそこを視野に入れながら進めていきたいと思っております。

 本学の最大の特徴であるＤ×Ｎに関しては、研究費も用意しておりますので、かなり包括

的にいろいろなものをやっている最中です。ただ、すぐに成果が上がるものではありません

ので、１１年目になりまして、先ほど言いましたような知財として、特許だとか実用新案と

か製品化というものが少しずつ出ている状況です。

 学際究の２件に関しましては、北海道の包括ケアや、モンゴル国におけるＩＣＴ活用によ

る保護者向け自己学習です。これは、赤ちゃんの足を突いてしまうものですから、少しリラ

ックスさせないと脱臼をするということで、本学では松浦先生が中心に研究しているので

すけれども、遊牧民ですので、ＩＣＴを利用しながら自己学習できるものとか、かなり有意

義なものを進めております。

 また、ＣＯＣの方も共同研究でＤ×Ｎがありまして、南区に住む就学前の子どもを育てる

世帯の子どもに関するニーズ調査や、まちの健康応援室で有資格者のボランティアの協働

による健康支援の検証とか、地域の方が主役、主力になって動けるようなシステムを作って

おります。

 他に、受託研究もございまして、企業様が発明したものを使ってのクッションの研究や、

科学研究費も口腔ケアのシミュレーションモデルなどに取り組んでおり、今後、かなり期待

できるかと思いますが、先ほど申しましたように、すぐに実績が出るものではございません

ので、長い目で見ていただけるとありがたいと思いますし、デザイン学会以外にもいろいろ

な学会で発表しておりますので、今後、Ｄ×Ｎを目玉にして主力になっていけるかと思って

おります。

 外部発表ですが、もちろん学会もございますが、本学では研究活動事例集や大学のウェブ、

あとはＳＣＵ産学官金の研究交流会の発表や学内展示もございますし、実際に病院などで

やることもございますし、数々の外部発表をしているつもりです。

 ただ、すぐに成果が上がるものではありませんので、ばっちり打ち出せるという状況にな

るにはこれから時間がかかるかと思います。

 もう１件の中期目標に掲げられているということですけれども、本学の一番大きな取り

組みとしては、全学の教員が研究交流会ということで、夏の後半ですが、全員研究発表をし

ます。そこで、マッチングが出てくるということが最大の成果というか、そこから萌芽的な

ものが生まれてくるという状況ですので、それを継続してやっているというのが、本学とし

ての取り組みだと思います。
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 予算措置としては、従来からの学内共同研究費やＤ×Ｎの研究課題枠を設けております

ので、今後も継続して行いたいと思っております。

 あとは、本学の広報としては、Ｄ×Ｎを目玉としておりますので、組織的に、戦略的に取

り組んでいるところです。

 以上です。

○蓮見理事長 先日も、立ち話で厳しいご指摘をいただきました。

 今、上遠野地域連携研究センター長から話があった内容で、私たちの進めている活動の説

明はほぼできたと思いますが、今回の日本デザイン学会の発表では、たまたまタイミング的

に発表する内容がなかったとご理解いただければと思います。教員数は約８０名の大学と

いうこともありますし、毎年多くの研究成果が次々と上がってくるということでもないの

で、その辺についてはご理解いただきたいということです。

 もう１つは、Ｄ×Ｎは研究だけではなくて、教育、研究、社会貢献という三つの大学の使

命に基づいてやっているものですから、教育におけるＤ×Ｎ、あるいは社会貢献におけるＤ

×Ｎについても非常に頑張っているということはご理解いただきたいと思います。

 手前勝手な報告で恐縮ですが、土曜日には桑園に新しく渓仁会のリハビリテーション病

院という比較的大きな病院が開設されて、そこのロビーのしつらえ等についていろいろご

相談を受けて、ようやく完成しました。それについては、私が外壁ファサードのデザインや、

山田良先生が室内のモニュメントなどを学生と一緒に行ったり、さまざまな院内のサービ

スデザインに対するアドバイス等も行いました。

 ということで、私と山田先生が、病院長から感謝状と記念品をいただきました。これは、

私が個人的にもらったものだと思っておりますので、大学に出すつもりはないですが、そう

いう意味では頑張っているということはご理解いただきたいと思います。

 もう１つ追加して、３年前に台湾の台中科技大学という国立大学がＤ×Ｎをやりたいと。

どうしてかというと、大学と看護の高等専門学校が合併して、何とかサービスデザインやデ

ザインシンキングを看護の中にも取り入れられないかというご相談を受けまして、私もそ

れから２回ほど伺ったのですが、その後、覚書を締結いたしまして、今後、Ｄ×Ｎで国際的

に大学間連携・交流を進めていきましょうという形で進んでおります。その他、いろいろな

大学に行っても、特にヨーロッパではヒューマンケアの重要性は非常に強く言われていま

すが、そういう意味からも、デザイン系の大学がナーシングについても強い関心を持ってい

る現状もありますし、医療関係の改善等についてもデザインが役割を果たせると思ってお

ります。

 そういう意味で、全体的に、国際的にも社会の一つの土壌が徐々に広まっているというこ

とが言えると思いますので、私としては、今後、将来性が非常に高いものではないかと思い

まして、第三期中期計画にもきちんと盛り込んでいくということでございます。

 以上です。

○城間デザイン研究科長 １つ補足でＤ×Ｎの成果について紹介したいと思います。



- 13 - 

 我々は、日本感性工学会でＤ×Ｎの研究発表をしております。昨年度、日本感性工学会の

論文集に掲載されております。その論文については、Ｊ－ＳＴＡＧＥでフリーでダウンロー

ドできますので、時間があるときに参照していただければと思います。

 具体的には、死産児の棺についての研究でございまして、これは既に製品化されておりま

す。札幌市内の段ボールをつくる会社の新たな段ボールの使用の一例として医療施設等で

有料で売られて使われております。

○宮﨑委員 ありがとうございます。

 なかなか頑張っていらっしゃる様子が伝わってまいりました。

 日本デザイン学会は、非常に素晴らしい研究も多いのですが、これはちょっとどうかなと

いう研究もありまして、発表の基準が緩いですから、何でも構わず、試行的なことでも何で

も発表していただければと思います。

 外部で発表するということでは、これも私の宣伝になって申し訳ないのですけれども、私

は、日本パッケージングコンペティションという日本で一番大きなパッケージのコンペの

審査委員長をずっとしております。そうすると、私どもの卒業生が参加して、そのパッケー

ジが受賞して、授賞式にやってきたのですが、「先生は偉いのですね。大学時代は先生はち

っとも偉いと思わなかったけど、こんな審査委員長をしているのですね。」という変な褒め

方をされたことがあります。

 こういった大学の先生や学生がどういうことをしているかということを知ると、学生、札

幌市民にとっては、とても刺激になることだと思います。ですから、こんなことはと思わず

に、ぜひたくさん外部発信をしていただきたいと思います。

 また、Ｄ×Ｎというのは目玉となるとても良いものだと思っておりますけれども、先ほど

研究交流会と申しましたでしょうか、まずは先生方がこれは重要な核だとしっかり認識し

てくださることが大切だと思います。

 その一環として、教育プログラムですね。先ほど、細谷先生がお話しになった１年生、２

年生の導入の部分でしょうか、そういうところの教育のありがたさや説得性も、こちらが重

要性をもっとしっかり意識していればより伝わると思います。

 看護のことは、私はよくわかりません。デザインにとっては、他の分野や変な先生と会っ

たりすることがとても大切で、それは学生時代から今日までずっと生きております。私は、

デザインについては説得力を持って学生にもかなり説明できそうですが、もしそういうこ

とが看護の分野でもあれば、看護の学生さんにも看護の先生が、これはこういうことで役に

立つのだよというふうに、抽象的になるかもしれませんが、お話しいただくといいのではな

いかと思います。

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございました。

 それでは、引き続きまして、資料２の番号５、小項目番号２３につきまして、宮﨑委員か

らお願いします。

○宮﨑委員 サテライトキャンパスについてお伺いします。



- 14 - 

 本項目について、平成２８事業年度の報告書には、「外部機関や他大学等との連携の場と

しての活用：２０１件」とあり、この実績は年度計画を上回っているとして、大学の自己評

価はⅣとしています。

 そこでお伺いしたいことの１番目は、２０１件という過去より少ない実績にもかかわら

ず自己評価をⅣにした理由です。

 サテライトキャンパス利用状況についての過去の実績は、お手元のピンクのファイルの

資料３の１０ページです。上から二つ目の棒グラフを見てわかるとおり、２０１６年は最下

位になっております。平成２７年度は２３６件、２６年度は２５７件、２５年度は３２０件

です。つまり、２８年度の２０１件をいずれも大きく上回っています。

 自己評価をⅣとした根拠は、１５０件と定めた年度計画（成果指標）を超えたためと思わ

れますが、単にこの数値を上回ったからといって、過去より少ない実績で成果が上がったと

したのは、何か別の理由があるのでしょうか。

 また、今後、どのような方策で、サテライトキャンパスを連携の場として活用することを

促進していくのでしょうか。

 以上、お伺いします。

○上遠野地域連携研究センター長 ありがとうございました。

 まずお詫びをしなければいけないのですが、皆様の手元の資料の２４８ページをご覧下

さい。

 上の左の表の数字で、計算に間違いがありました。ここに書かれているのは、実際に中ほ

どの産学連携・会議と教育・研究、学会等を含むというのがここで問われている連携の場の

集計でございまして、今回の２０１件というのは、それに公開セミナーを誤って入れたもの

で、実際には１８５件です。この辺が曖昧でございましたが、実際には３番目と４番目がこ

の案件に関する集計でございます。

 それを勘案しますと、過去と差違はありませんので、Ⅳとしたということです。

 宮﨑委員にはいろいろ指摘をしていただきまして、本当にありがとうございました。

 こちらの手落ちでありましたので、そこをご理解いただいた上で、指標は前回とほぼ変わ

らないということでⅣとしましたので、今後はこの辺をちゃんと精査しまして、誤りのない

ようにしたいと思います。

 申し訳ありませんでした。

 次に、サテライトキャンパスの活用ですが、学内ではイントラネットで周知しております。

産学官金の交流が進んでおりまして、利用数も少しずつふえております。新任の教員にもご

案内して少しずつ利用していただくようにしておりますし、サテライトキャンパスは申込

みをせずに当日に来てもし空きがあれば使用できるということもございますので、本学の

地域連携研究センターではいろいろな取り組みを行っておりますので、今後、産学連携を含

めて、ここが連携の場として活用されていくものと思っております。

 以上です。
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○宮﨑委員 ありがとうございます。

 私は千葉大学に長らくいたのですが、都内にこういった外部キャンパス、オフィスがあり

ます。しかし、そこは結構がらんとしているのです。というのは、そこに千葉大の職員も行

ったことがない、学生ももちろん行ったことがないのです。都民も千葉県人も皆知らないと

いう状況なので、何でもいいから理由をつくって学生を連れてくるとか、市民にちょっとの

ぞいてもらうということをされたらいいと思います。

 よくおやりになっていることはわかりました。ありがとうございました。

○蓮見理事長 教育においても授業の成果発表会をここで行ったりしております。研究発

表も行っておりますし、社会貢献としては、グッドデザイン賞の説明会をここで開催するな

ど、できるだけ多くの活用が図られ、社会に対して役立つスペースになるように工夫しなが

らここの利用率を高めていく努力をしております。

 ただ、一般的な入り込み客数などとは違って、あくまでも大学のキャンパスなので、管理

を厳しくしておりますし、手続的にも面倒くさいところがあり、ふらっと簡単に使えるスペ

ースではありませんので、利用数としてはそんなに伸びないのですけれども、年々、質を非

常に高めているということはご理解いただければと思います。

○事務局（早瀬企画課長） これについては、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○事務局（早瀬企画課長） それでは、次に行きまして、資料２の番号６、小項目番号２６

について、安藤委員長からご質問をお願いします。

○安藤委員長 小項目番号２６についてお伺いいたします。

 ここは、年度計画のタイトルでは公開講座の充実となっていたところかと思います。本項

目については、平成２８事業年度の報告書には年度計画を上回っているとして、大学におけ

る自己評価がⅣになっております。その検証には、受講者の満足度が年々上昇する中、平成

２８年度も５段階評価で４．６８にさらに上昇し、受講者からはおおむね好評で特段の課題

は見られなかったとあります。それはそれで、大変結構なことだと思います。

 ただ、公開講座については、小項目２７に、ＣＯＣ事業と連動させて公開講座を実施した

こともあり、平成２７年度と比較して開講件数がふえ、大学の知的資源の地域への還元につ

ながっているとあります。これも、ＣＯＣ事業が大変貢献している結構なことだと思います。

ただし、このＣＯＣ事業は、平成２９年度が最終年度に当たっているかと思います。そうし

ますと、このごろの補助金というのは、大抵は５年間の補助金をつけますから、終わった後

は自分で発展させなさいという話になっていると思います。

 そのことを踏まえて、ＣＯＣ事業が終わった後にどうなさるのか。もちろん、次の補助金

を考えるなどいろいろ手はあろうかと思いますが、その辺はどのように考えておられるの

か。

 また、それを含めて、現状では公開講座はＣＯＣ事業の活動に支えられているところが大

きいようですので、公開講座としての自立をどのように考えておられるのかを伺いたいと
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思います。

○蓮見理事長 ご質問、ありがとうございます。

 これについては、安藤委員長もよくご存じだと思うのですが、ＣＯＣの申請に際しまして

は、終了後も継続が条件であると文科省のヒアリングでもかなり厳しく言われたところで

す。

 公開講座という点では、平成２８年度も５段階評価で４．６８という非常に高い満足度を

得ておりますので、ＣＯＣについては公開講座として引き続き質の高いものを社会に提供

していきたいと思っているところです。

 単に受け身のレクチャーということだけではなく、大学が開く公開講座ですから、あくま

でも大学的な講座をさらに充実させていくということもあります。

 私の狙いとしては、学ぶ楽しさや充実感、生涯学習の意味などを多くの方に認識していた

だいて、できれば社会人として大学院に入学していただくとよいかと思います。

 自分であれば、どこまでも学びを深めていける、そういうものであるということにおいて、

一般的なカルチャーセンターとは全然違う特性を持つものであるというところを意識して

今後も運営していきたいと思っているところです。

 ＣＯＣについては、第二期中期計画期間の柱として、経営戦略でもＣＯＣの推進というこ

とを一番トップに上げております。それが平成２５年度に文科省が公募しました知の拠点

整備事業の申請をしまして、全国３１９の提案事業の中から選ばれた５２事業の一つとし

て採択されたということは、人間重視、地域への貢献ということを理念として標榜する本学

にとりましては非常にエポックメーキングなことだったのではないかというふうに認識し

ております。今年度で５年間の最終年度となるわけですけれども、昨年度の２月に中間評価

の結果が出されまして、私たちのＣＯＣはＡ評価ということで、これは計画どおりの進捗で、

事業の目的を達成することが期待できるという評価をいただいたところでございます。

 ＣＯＣは、教育、研究、社会貢献という三つの大学の使命それぞれにかかわって事業計画

を提出しておりますけれども、やはり、教育改革ということが一番重視されて提示されたも

のであろうかと認識しております。

 そういう意味では、新設の科目も含めまして１年生から４年生まで一貫して地域志向の

科目ができるようにカリキュラムを整備できたというのは誇っていいことではないかと思

っております。

 さらにその中での特徴的な科目としては、先ほど細谷学部長からも紹介がありましたけ

れども、昨年度から始めました自由科目の地域プロジェクトがございます。これはどういう

ことかというと、各教員が、自分が進めたいと思うプロジェクトを学生に提示し、それに対

して学生が主体的にこの指とまれで履修を決めるという極めてユニークなＰＢＬ型授業で

はないかと思っております。

 これについては、複数年度の履修が可能ということで、１年から４年まで通して地域志向

型の地域プロジェクトに関わることもできるという道筋を整備いたしました。
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 この地域プロジェクトは、あくまでも自由科目ですので、やらなくてもいいのですが、昨

年度、初めて開校したときの履修者が１７名おりました。今年度は、昨年からの継続も含め

て６５名にふえました。学生たちの地域に対する潜在する意欲は猛烈なものなのだという

ことを改めて理解することができ、力強く思っている次第です。

 今年度で終了する、また、第二期中期計画と機を一にしてこの授業が終了いたしますけれ

ども、ＣＯＣは、うちの大学にとりましては、市民に開かれた大学という１つの理念のシン

ボルでもありますし、その中でＣＯＣキャンパス、まちの学校については、さまざまな試行

錯誤を経て、ようやく市民や地域社会へのつながりが醸成されてきたところで、芽を出して

枝葉を広げ始めたと私は理解しております。

 ここで、水やり、栄養やりをやめてしまいますと一気に枯れてしまい、今まで５年間は何

をやっていたのかということになってしまいますので、今後も、ご指摘のとおり、大学予算

を継続できるように、札幌市にも強く働きかけていきたいと思って、協議を進めているとこ

ろであります。今後、真駒内地区のまちづくり等も都市計画を含めて大きく進んでいく方向

でございますので、こういうものにも貢献できればいいかなと思っております。

○安藤委員長 ＣＯＣ事業を中心とした地域貢献には市立大学が大変力を入れておられる

ということは、去年までのヒアリング等でも何度も伺っているところで、期待しております。

 ただ、来年にかけて予算措置の端境期になりますので大変だろうと思いますけれども、継

続してよい成果を上げられるように期待しております。

○事務局（早瀬企画課長） 続きまして、資料２の番号７、小項目番号４３につきまして、

倉知委員からお願いいたします。

○倉知委員 本項目については、平成２８事業年度の報告書には、年度計画を上回っている

として、大学における自己評価がⅣとあり、ＫＡＮＡえる基金について、公募要領にのっと

って審査委員会による審査を行い、速やかに活用できる体制を整えることができたとあり

ますが、まず、自己評価をⅣとした理由についてご説明ください。

 次に、速やかに活用できるような体制とは具体的にどのようなものかについてもご説明

をお願いいたします。

○蓮見理事長 まず、私から、修学支援基金について、一言、お話をさせていただきます。

 今日は何度も申しているのですが、本学ＳＣＵは昨年９月に開学１０周年記念式典を開

催し、多くの皆さんにご臨席をいただきました。

 修学支援基金は、開学１０周年を記念して創設した基金でございますし、この記念式典の

案内状とともに寄附、募集の依頼文をあわせて送るなど、機会あるごとに募集活動を展開し

てまいりました。

 その結果として、本基金への趣旨に多くの賛同が得られまして、延べ１１７人から３００

万円以上の寄附を頂戴することができました。これにつきましては、同規模の公立大学と比

べても、短い期間の中で大変多くの寄附をいただいたものというふうに理解をしておりま

す。
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 それから、基金の活用ですが、他の大学に聞きますと、修学支援基金等の基金というのは、

募集をして銀行に口座を設けているのだけれども、今まで１度も使ったことはないという

大学も結構あるのです。それに対しまして、基金の募集を始めた途端に熊本地震が起きまし

て、学生２名のご実家が被災されたということがございました。早速、見舞金という形で送

った次第です。また、その後、中国の洪水によって自宅が浸水したということもありまして、

留学生１名にも見舞金を送っております。

 このようなことで、基金が非常に順調に集まっているということと、有効に活用できたと

いうことをもちましてⅣという評価にしたということです。

 引き続き、ＫＡＮＡえる基金について説明させていただきます。

○樋之津副学長 ＫＡＮＡえる基金は、看護学にかかわる教育研究活動の充実や人材育成

を通じて社会貢献することを目的に、平成２８年３月につくられたものです。速やかな活用

を目指して、すぐに公募要領を昨年５月に策定し、６月から公募いたしました。

 この応募については、学部長と研究科長、そして、学部長、研究科長が推薦する者を各１

名と、事務局長が推薦する１名の計５名で審査委員会を作りまして、厳正に審査をし、９月

７日から研究費が執行できるように、速やかに活用できる体制をつくったということで、こ

のような結果になりました。

○倉知委員 修学支援基金というのは、去年は１０周年記念というものがありましたので、

そういうときにパンフレットを入れてお金もいっぱい集まったと思うのですけれども、来

年になったらⅢ評価になってしまう感じなのでしょうか。

○蓮見理事長 鋭いご指摘をありがとうございます。

 しょっちゅう基金をお願いします、お願いしますというのもうるさいと感じられること

もあると思いますので、今後は、いろいろなイベントのたびに泣きを入れるといいますか、

皆さんにご依頼して、少しずつ、少しずつふやしていければなと思います。これを一気にい

っぱい集めてということではないとご理解いただければと思います。

○倉知委員 活用するときは、熊本地震だったり洪水だったり、その対象の学生さんがいま

すが、自分から申請するのですか。それとも、教員から言って申請されてお金を渡すような

感じになるのですか。

○蓮見理事長 自分からの申請が基本です。

○倉知委員 では、しなければ、こういうものがあるよという……。

○蓮見理事長 もちろんそれもいたしますけれども、基本は、きちんと状況がわからないと、

貴重な基金ですので、そういう両面から行うということでご理解いただければと思います。

○倉知委員 住所なども把握されていると思うので、全学生に確認するのかどうかと思い、

質問しました。

○蓮見理事長 今日のご説明にはないのですけれども、授業料減免という制度がありまし

て、授業料収入の５％まで授業料減免ができるという制度です。札幌市特有のことかもしれ

ませんが、授業料減免の申請が非常に多いのです。ということは、学生たちも貧困が非常に
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深刻になっているということで、日ごろから非常に苦学をしている学生が多いのです。留学

生も同じような状況にあるのですけれども、例えば中国の場合でいいますと、洪水が出て、

ご自宅の１階が全部浸水して、基本的には住めなくなったということがあったときに、授業

料減免の申請があったのです。それについては、授業料減免の条件をいろいろ見てみますと

当てはまらないので、それは出ないということになるのですが、状況としては非常に厳しい

ものがありますので、それに代わって修学支援基金でお見舞金を出したということがあり

ました。

 ということで、非常に厳しい条件に基づいて審査をするのではなく、できるだけ温かく、

困っている学生を支援しようという形で使われているものでございます。ですから、こうい

うものは非常に有効ではないかと私は認識しております。

○倉知委員 集まった基金が、申請の割にお金がなくなって不足するということにはなら

ないですか。

○蓮見理事長 全然大丈夫です。

○倉知委員 そうなったら、どなたにあげるということも考えるようになるのでしょうか。

○蓮見理事長 そうですね。

 東北大震災のときは、うちの大学は授業料を取らないで学生を受け入れたとか、看護師を

派遣したとか、いろいろやっております。何が起こるかわかりませんので、その都度、適切

な行動をとってまいりたいと思いますけれども、今のところは非常にバランスよく基金が

動いているということでございます。

○倉知委員 ありがとうございます。

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございました。

 では、続きまして、資料２の８番、小項目番号４６の成果指標の設定について、渡邊委員、

お願いします。

○渡邊委員 それでは、小項目番号４６番の成果指標の設定についてお伺いいたします。

 平成２７事業年度の全体評価で、成果指標は計画の進捗状況の評価の前提となるという

ことで、中期目標期間後半及び次期中期目標期間においては特に適切な指標の設定が必須

であるとしております。

 また、成果指標が設定されている場合でも、中期目標期間前半における成果を踏まえて見

直し、適切な指標を設定し直す必要があると意見しております。

 そこで、年度計画において、新たに設定した成果指標、見直しをした成果指標、その実施

状況について、幾つか具体例をご教示願いたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○蓮見理事長 それでは、これにつきましても蓮見がお答えいたします。

 今ご指摘がありましたように、昨年度の評価委員会で成果指標の適切な設定や見直しに

ついて厳しいご意見をいただきました。ただ、この時点では、既に平成２８事業年度計画が

策定済みでございましたので、今回の事業年度計画には反映されておりません。ただ、平成
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２９事業年度計画より、教育研究、地域貢献、国際化、大学間連携に関する項目で新たに成

果指標を設定いたしました。

 教育に関する項目では４指標、研究では３指標、地域貢献で２指標、国際化、大学間連携

でそれぞれ１指標を追加しております。

 事例については、例えば、ＦＤ研修会の項目では、これまで回数だけを指標としておりま

したけれども、新たに参加者数を指標として追加することといたしました。それぞれについ

て細かく見直しをしまして、できるだけ明解な指標となるように工夫したつもりでござい

ます。

○渡邊委員 ありがとうございました。

 成果指標は非常に難しいと思うのです。自分で自分のことをこれだけやりましたという

ものをつくっていくのは、非常に客観性があるような状況で今後運営されることを願って

おります。

○事務局（早瀬企画課長） ありがとうございます。

 続きまして、資料２の番号９、小項目番号５２、キャンパス活用等に関するプラン素案の

策定について、渡邊委員からご質問をお願いします。

○渡邊委員 引き続きご質問をさせていただきます。

 小項目番号５２、キャンパス活用等に関するプラン素案の策定についてです。

 本項目については、平成２７事業年度の小項目評価において、キャンパス活用等に関する

プラン素案策定に際しては、財源が確保されていることが前提となることから、プラン骨子

に比べ、具体的な内容や数値が盛り込まれることを期待すると意見しております。

 次に、平成２８事業年度の報告書には、見直したプラン（長期計画）において、整備内容

ごとに概算事業費を盛り込んだとございます。

 そこで、キャンパスの活用等に関するプランにおいて、４項目が重点項目として挙げられ、

そのうち、キャンパス施設のバリアフリー化の推進が優先項目とされ、その具体的な内容の

記載があるが、その他の項目について、今後どのように進めていく予定かということをお伺

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○川上事務局長 事務局長の川上でございます。

 この件について、私からお答えしたいと思います。

 まず、キャンパスの活用等に関するプランについてでございますけれども、平成２９年、

ことしの１月に策定しまして、平成２９から３８年度までの１０年間を対象としたプラン

でございます。

 優先項目であるキャンパス施設のバリアフリー化の推進を初めといたしまして、アクテ

ィブラーニングなど新しい学びの推進に伴う効率的な施設利用、キャンパスの魅力アップ

と憩いの場の創出、快適なキャンパス環境の整備の合わせて４項目をプラン推進に当たっ

ての重点方針として定めたところでございます。また、このプラン推進に当たって必要とな

る財源についてでございますけれども、札幌市から本学の繰り越し積立金から５，０００万
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円の取り崩しが認められまして、当面、平成２９から３１年度に実施予定のバリアフリー関

係の整備、例えば段差解消機の設置や多目的トイレの増設などを予定しておりますけれど

も、こういう部分についての財源のめどがついているところでございます。

 一方、それ以外につきましては、今後、札幌市と協議の上、平成３２年度に改めて充当可

能な財源額の見直しを図ることにしておりまして、それに基づきまして、バリアフリー化に

係る整備を引き続き実施いたしますとともに、バリアフリー以外の３項目につきましても

検討を進めていく予定でございます。

 また、これらの検討に当たりましては、学生や教職員からの意見を聴取するとともに、学

内に設置しております施設整備を担当する教職員で構成する委員会を中心にそのあり方を

検討いたしまして、周辺の自然環境と調和を保ちながら機能性、利便性、快適性と両立され

た施設整備を今後図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

〇渡邊委員 ありがとうございます。

 確かに、財源がないとできないということで、約５，０００万円が認められております。

資料編の５９２ページからずっと続いております。内容についてはもう精査されていると

いうことですが、よく見ると、芸術の森の方に予算がたくさんついていて、桑園の方の額が

少ないということがありますので、そのあたりの事情もご説明願えますか。

○川上事務局長 今、資料のほうで提出しておりますプランの平成２９年から３１年度ま

での予定されている整備の事業内容をご覧いただきますと、何となく芸術の森のキャンパ

スのほうが多いという印象を持たれるかと思いますけれども、あくまでも芸術の森キャン

パスのほうは、ご存じのとおり、芸術の森の非常に地形を生かした形でキャンパス整備をし

ておりまして、逆にバリアフリー化の視点から言うと、なかなか難しいところが結構あると

いうことが裏返しであるかなと考えているところでございます。そういうところから、自然

と桑園キャンパスに比べて芸術の森キャンパスのほうが、今後、バリアフリー化をしなけれ

ばいけないところが多いという結果になっていると考えております。

○渡邊委員 ありがとうございました。

 大学はお金が随分かかると思いますが、札幌市のほうで予算を講じていただいて、良い学

校にしていただきたいと思います。

○事務局（早瀬企画課長） それでは、最後に資料２の１０番目、小項目番号５５につきま

して、倉知委員からお願いしたいと思います。

○倉知委員 本項目においては、平成２７事業年度の小項目評価において、危機管理マニュ

アルの策定にとどまらず、実効性確保のために、発生を想定した事前訓練についても検討の

余地があると意見しています。

 平成２８事業年度の報告書には、キャンパスごとに防災訓練を実施したとあります。また、

小項目５３において、感染症（集団）発生対応マニュアルを、特にインフルエンザ等感染症

の流行時期に合わせて、複数回にわたり周知を行ったとされております。
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 そこで、防災訓練については、具体的にどのような規模、方法で訓練を行い、その結果が

どのように反映されているかについてご説明をお願いします。

 また、インフルエンザ等が学内に流行した場合の事業継続についてはどのように考えて

いるのかもあわせてお願いいたします。

○川上事務局長 この件についても、引き続き、私からお答えしたいと思います。

 まず、１点目の防災訓練についてでございますけれども、防災訓練につきましては、毎年

実施をしており、特に平成２８年は１０月にデザイン学部がある芸術の森キャンパスと、看

護学部がある桑園キャンパスの両キャンパスでそれぞれ地震による火災を念頭に、電気室

からの出火を想定しまして、通報、避難、誘導、消火等の訓練を実施しまして、この際、両

キャンパスにおける訓練には教職員及び学生の半数が参加したところでございます。

 そして、今回の訓練を実施した結果、今申し上げましたように、参加者数が約半数にとど

まっていること、また、事前に出火場所や避難場所が決められた中での訓練になっているこ

とから、どうしてもシナリオどおりの訓練という形になりまして、参加者の意識の問題や訓

練自体の内容が形骸化しがちになるのではないかという課題を改めて認識したところでご

ざいます。

 そこで、今後、こうした課題を踏まえまして、まずは１人でも多くの学生が参加できるよ

うに、これまでの周知方法であります学生のメールに加えまして、先生方から学生さんに直

接働きかけを行っていただくなど、多くの教職員や学生が参加できる時期や訓練の実施回

数についても検討してまいりたいと考えております。

 また、事前の想定に基づいた訓練という課題に対しましては、例えば、当時の気象条件な

どを見ながら避難場所を臨機応変に変えるなど、より実践的な内容となるよう改善をして

いきたいと考えております。

 さらに、地震を想定した訓練をしているのですが、最近の全国各地で発生している集中豪

雨や土砂災害も想定した訓練内容を今後加えていくことも検討していきたいと考えている

ところでございます。

 続きまして、２点目のインフルエンザ等感染症が学内に流行した場合の事業継続につい

てでございます。

 この件につきましては、まずは学校保健安全法と本学が規定しております感染症（集団）

発生対応マニュアルに基づいて対応することとしているところでございます。

 具体的には、インフルエンザ等感染症の集団発生が危惧される場合には、デザイン、看護

の両学部長が協議をいたしまして、その結果を危機管理委員会の構成メンバーである学長、

副学長、部局長に報告し、学長判断のもと、危機管理委員会を招集することになります。そ

して、この委員会の中におきまして、感染症の種類やり患者数など全体の状況を把握しなが

ら、札幌市保健所など専門の機関と相談をしながら、注意喚起にとどめるのか、あるいは講

義を休講するのか、キャンパスを閉鎖にするのかという形で具体的な対応方針を協議決定

する形になります。
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 いずれにいたしましても、その判断は学生の生活に大きな影響を及ぼすことになります

ので、慎重な判断のもとに適切な対応を講じていきたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○倉知委員 ありがとうございます。

 防災訓練について、消防署と連携して、消防車も来てという感じでやるのですか。全て大

学内の方だけでという感じですか。

○川上事務局長 防災訓練自体は、消防法に基づいて、防災計画のようなものをつくって、

それに基づいて防災訓練をしておりますけれども、実際に消防車に来てもらってというこ

とまではしておりません。

○蓮見理事長 消火器による消火の実演はやっています。

○倉知委員 また、余り関係ないですが、防災訓練をしたときに、ＡＥＤの使い方の説明な

どをしたりということはないのですか。危機管理ではないですけれども、校内でいきなり倒

れた人がいてとか、こういうもののついでにやるとか、そういう対応はとられていないので

すか。

○上田地域連携課長 ＡＥＤにつきましては、各キャンパスに設置しているということも

ありまして、看護学部もありますので、看護学部の学生は講義の中で学習します。事務局、

教職員、特に芸術の森キャンパスにつきましては、過去に、消防署にそういう訓練をしてい

ただいたことがあります。

○倉知委員 教職員の方は、使い方は大丈夫と。

○上田地域連携課長 ただ、１回だけではすぐにできるかどうかわかりませんけれども、や

ったことはあるということです。

○倉知委員 子どもが小学校にいて、水泳などのプール監視員をやるときは、呼ばれて、Ａ

ＥＤのやり方を教わったりさせられるので、大学ではそういうことがないのかなと思った

のです。

○蓮見理事長 正直に言いまして、私も２回くらいＡＥＤの訓練を受けたことがあります

けれども、忘れてしまうのです。何かあったときに、私は怖くて使えないと思います。どう

したらいいのかなということがありますので、今日ご指摘いただいた内容等を持ち帰りま

して、より実質的な危機管理の訓練ができるように充実を図ってまいりたいと思います。

○事務局（早瀬企画課長） それでは、予定していた質問項目に関するヒアリングは以上で

ございますが、最後に何かございますか。

○安藤委員長 それでは、時間に余裕があるようなので、追加でお聞きします。質問の予告

をしておりませんので、この場でお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。

 私も関係箇所を読み込んだわけではなくて、この場の思いつきですが、今日は大学院の関

係が余り話題になりませんでしたので、そのことについてお伺いしたいと思います。

 これはうろ覚えですが、去年、一昨年のときには博士の学位の状況について、多少の疑問

があったり、やりとりをした記憶があります。それに関する今年の報告書がどうなっている
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のかもよく認識していないのですが、その後の状況についてお聞かせいただけたらと思い

ます。

○城間デザイン研究科長 大学院の博士号の授与の状況ですけれども、昨年度にデザイン

研究科は９月に１人が修了しております。看護学研究科は昨年度の３月に１人の修了者を

出しております。昨年度についてはそれぞれ１名ずつです。看護の場合は、長期履修の学生

がそろそろその時期を迎えますので、今後、博士号の取得者も順次ふえていくと予測されま

す。また、デザイン研究科におきましても、博士３年目の学生が４名おりますので、その学

生たちが博士号の時期を迎えている状況でございます。

○安藤委員長 ありがとうございます。

 そのほか、大学院の関係で教えたいようなことがありましたらお聞かせください。

○松浦看護学研究科長 看護学研究科博士後期課程についても少し説明を加えさせていた

だきます。

 今、城間研究科長からご報告がありましたように、看護の方で３月に１名の修了者を出し

ました後に、こうした学生の学びの軌跡が１つ刺激になりまして、在籍者の方でも予備研究

計画書の審査、続いて倫理審査などの受審者が出てきております。予備審査、本審査につい

ては、まだ今年度の申請はございませんけれども、研究科の責任者としましても、逐次、学

生に刺激を与えながら、進捗管理を十分行えるように、双方向的な対話を心がけております。

 それから、看護学研究科の博士後期課程に入学者がしばらくおりませんでしたけれども、

昨年度は１名の入学、今年度も１名の入学、それから、入学者は少なかったのですけれども、

受験者がふえてまいりましたので、今後も教育内容の充実を図ることができるよう努力し

てまいりたいと思っております。

 以上です。

○安藤委員長 ありがとうございました。

  ３．そ の 他

○安藤委員長 それでは、予定していた質問項目に関するヒアリングが終わりましたので、

最後に連絡事項を事務局からお願いします。

○事務局（早瀬企画課長） 私から、評価委員の皆様にご連絡がありますので、お聞きいた

だければと思います。

 まず１点目は評価書の提出期限についてです。

 第１回の評価委員会でご案内しておりますが、評価書のご提出期限は７月３１日月曜日

とさせていただいております。お忙しいところを大変恐縮でございますが、よろしくお願い

いたします。ご不明な点がありましたら、事務局にご連絡をお願いいたします。

 ２点目は、財務諸表・剰余金の繰り越し承認についてでございます。

 本日の資料の４番目にございますが、８月８日に開催予定の第３回評価委員会では、平成

２８事業年度の評価（案）を確定するとともに、本日お手元にお配りしております資料４の
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財務諸表から剰余金の繰り越しについてご審議をさせていただきたいと考えておりますの

で、その概要について簡単に説明させていただきます。

 財務諸表の承認につきましては、地方独立行政法人法第３４条によりまして、公立大学法

人は、毎事業年度、財務諸表を作成し、市長の承認を受けなければならず、市長が承認を行

うに当たっては、評価委員会に意見を伺うことになっております。

 また、地方独立行政法人法第４０条によりまして、法人が毎事業年度の損益計算において

生じた利益を翌事業年度に繰り越す場合においても、市長の承認を受けなければならず、市

長は、この承認に当たっても評価委員会に意見を伺うことになっております。

 これらの規定に基づきまして、札幌市長から評価委員会に対しまして７月２１日付で諮

問をさせていただいたところでございまして、諮問書が資料４の１ページ目に添付させて

いただいております。

 財務諸表につきましては、作成及び提出が法令に適合してなされているかという点、それ

から、表示内容が地方独立行政法人会計基準に適合しているかという点からご審議をいた

だくこととなります。

 現在、事務局においても上記の観点から確認を行っているところでございますので、第３

回評価委員会におきましては、ご参考としてその結果をご報告させていただく予定でござ

います。

 続きまして、平成２８事業年度剰余金の繰り越しについてでございます。

 財務諸表の５ページにございますとおり、平成２８事業年度の損益計算の結果、５，９９

２万４，２４１円の残余がございまして、それを平成２９事業年度の業務の財源に充てたい

旨の申請が大学から札幌市長に対して行われております。

 剰余金の繰り越しにつきましては、合計収容定員に対する学生数の充足率が９０％以上

となっていること、年度評価において全体として行うべき業務を行っているとの評価が可

能であることという観点から、承認の可否を判断することとされているところでございま

す。

 こちらにつきましても、事務局において確認させていただきまして、第３回評価委員会に

おきまして、ご参考としてその結果をご報告させていただきます。

 それから、第３回評価委員会についてお知らせをいたします。

 第３回評価委員会につきましては、８月８日火曜日の午後２時から、札幌すみれホテルで

開催いたします。

 第３回評価委員会におきましては、各委員の皆様からいただきました評価書をもとに評

価委員会としての評価（案）を確定すること、それから、先ほどお伝えしたとおり、財務諸

表等に関する審議も予定をしております。

 加えまして、第三期中期目標についてもご審議いただく予定です。

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○安藤委員長 ただいまの連絡事項及び本日のヒアリング全体を通しまして、何かござい
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ますか。

（「なし」と発言する者あり）

  ４．閉  会

○安藤委員長 それでは、本日の会議は以上をもちまして終了とさせていただきます。ご協

力ありがとうございました。

以  上  

※ 重複した言葉遣いや、明らかな言い直しや誤りがあったもの等を整理した上で作成し

ています（札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課）。




