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令和２年度 学校法人北海道星槎学園 実績報告書 

 

Ⅰ 法人の概要 

 

１ 法人の目的 

 

学校法人北海道星槎学園は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、世界の平

和と社会に貢献する有能な人材を育成することを目的とする。（寄附行為第３条） 

 

２ 建学の精神と教育基本理念 

 

学校法人北海道星槎学園が設置する星槎道都大学(以下「本学」という。)は、昭和53(1978)

年4月、オホーツク圏に位置する北海道紋別市において、大学名称を「道都大学」として開学し

た。開学以来、建学の精神に「百折不撓と奉仕の精神」を掲げ、いかなる困難にも耐え、たえ

ず前進する強靱な精神をもって学問・技芸の修得にのぞみ、私益の追求だけでなく国家・社会

に広く貢献する奉仕の精神を有する専門的職業人の育成を教育理念としてきたが、平成

29(2017)年4月、大学名称を「星槎道都大学」に改称したことを機に、加入する一般社団法人星

槎グループ(以下「グループ」という。)の全ての教育機関共通の建学の精神となる「社会に必

要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる。」へ建学の精神を変

更し、先行きの予測が困難な複雑で変化の激しい現代社会に必要とされることを創造するとと

もに、社会の持続的発展を実現するため学術研究を通じて常に新しい道を切り開き、すべての

人々が共生しえる社会の実現に貢献することを大学の使命とした。さらに教育の理念も「必要

とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現をめざし、それを成し遂

げる。」に変更し、必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現

をめざし、それを成し遂げることのできる豊かな教養と専門知識および技術を身につけた課題

探究能力および創造力に富んだ有為な人材を育成することとし、そのためにグループの三つの

約束「人を認める・人を排除しない・仲間を作る」のもと、共生社会の実現に資する「共感理

解教育」を実践していくこととした。 

なお、共感理解教育とは、身のまわりや地域にある課題を学修の対象とすることで、学生自

身が感じ、考えることを促進し、それを仲間と共に学び合い、共有共鳴することで、社会との

関わりや世界とのつながりを理解し、自分の命とそれを取り巻くものの大切さを学んでいくも

ので、共感理解教育の実践では、新たな発見と感動と自らの動機付けを基礎に、自分自身を育

て仲間を作ることで、相手を認め、命のつながりや自分の役割を理解するとともに、生涯学び

続け、主体的に考え、予測困難な時代に未来を切り開いていく「生ききる力」を培って行く。 

 また、星槎道都大学の目的および使命についても、大学名称並びに建学の精神の変更に伴 

い、「星槎道都大学学則」（以下「学則」という。）第１条において「本学は建学の精神と教 

育の理念に基づき、広い分野の総合的な知識と深く専門の理論および応用を教授研究し、豊か 

な教養と専門知識および技術を身につけた課題探究能力および創造力に富んだ有為な人材を育 

成することを目的とし、もって文化の創造発展と共生社会の実現に貢献することを使命とす 

る。」に平成30(2018)年4月より変更している。 
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３ 学園の沿革 

 

昭和 39(1964)年 12 月  学校法人北海道産業学園設立 

北海道産業専門学校の本科及び予科高等部設置 

昭和 40(1965)年 4 月  北海道産業専門学校開設  

昭和 41(1966)年 1 月  北海道産業短期大学設置認可 

昭和 41(1966)年 4 月  北海道産業短期大学開設 設置学科－経営科、建設科 

昭和 51(1976)年 4 月  北海道産業短期大学を道都短期大学と校名変更 

学校法人北海道櫻井産業学園と法人名を改称 

昭和 53(1978)年 2 月  道都大学（紋別市）設置認可 

昭和 53(1978)年 4 月  道都大学開設（社会福祉学部、美術学部） 

昭和 59(1984)年 12 月  北海道産業専門学校校舎移転（広島町より札幌市へ） 

昭和 62(1987)年 4 月  北海道産業専門学校を道都総合専門学校と校名変更 

平成 3(1991)年 4 月  道都短期大学を道都大学短期大学部と校名変更 

平成 4(1992)年 4 月  道都国際学園を道都国際観光専門学校と校名変更 

平成 8(1996)年 4 月  道都大学美術学部、札幌キャンパス(北広島市)へ移転 

平成 12(2000)年 12 月  道都大学経営学部(経営学科)設置認可 

平成 13(2001)年 3 月  道都国際観光専門学校廃止 

平成 13(2001)年 4 月  道都大学経営学部開設 

平成 14(2002)年 3 月  道都大学短期大学部廃止 

平成 17(2005)年 4 月  道都大学社会福祉学部、北広島市へ移転 

平成 25(2013)年 2 月  学校法人国際学園と連携合意書調印 

平成 26(2014)年 4 月  道都大学通信教育科開設 

平成 27(2015)年 12月  学校法人国際学園と包括連携協定調印 

平成 28(2016)年 4 月  学校法人北海道星槎学園と法人名を改称 

星槎グループへ加入 

平成 29(2017)年 4 月  道都大学を星槎道都大学と校名変更 

平成 29(2017)年 9 月  星槎道都大学留学生別科日本語専攻開設 
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４ 設置する学校及び学部・学科等 

 

設置する学校 学部・学科等 開校年月 摘 要 

星槎道都大学 

社会福祉学部社会福祉学科 昭和 53年 4月  

美術学部デザイン学科 昭和 53年 4月  

美術学部建築学科 昭和 53年 4月  

経営学部経営学科 平成 13年 4月  

留学生別科日本語専攻 平成 29年 9月  

 

５ 学校・学部及び学科等の学生数の状況 

                                       ※令和 2(2020)年 5月 1日現在 

学校名 学部・学科等 入学定員 収容定員 現員数 備 考 

星
槎
道
都
大
学 

社会福祉学部社会福祉学科    60人   240人 189人  

美術学部デザイン学科    40人   160人 172人  

美術学部建築学科    40人   160人 142人  

経営学部経営学科   120人   480人 314人  

計 260人 1,040人 929人  

留学生別科日本語専攻 30人 30人 4人  
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６ 役員の概要 

※令和 2(2020)年 5月 1日現在 

(定員数)理事８人～１０人、監事２人 (現員数)理事９人、監事２人 

区分 氏   名 
常勤・非常

勤の別 
摘   要 

理 事 長 正木 清郎 常 勤 
平成 26年 4月理事・常務理事就任 

平成 27年 4月理事長就任 

常務理事 酒井 純一 常 勤 

平成 25年 1月理事就任 

平成 25年 5月理事退任 

平成 25年 11月理事就任 

平成 26年 3月理事退任 

平成 27年 4月理事・常務理事就任 

(星槎道都大学事務局長) 

理    事 山本 一彦 常 勤 

平成 21年 4月理事就任 

平成 25年 3月理事退任 

平成 27年 4月理事就任 

(星槎道都大学学長) 

理    事 飯浜 浩幸 常 勤 

平成 23年 4月理事就任 

平成 25年 11月常務理事就任 

平成 26年 3月常務理事退任 

(星槎道都大学学長補佐) 

理    事 櫻井 政経 常 勤 

昭和 62年 5月理事就任 

平成 7年 4月常務理事就任 

平成 9年 4月副理事長就任 

平成 19年 4月理事長就任 

平成 26年 3月理事長退任 

(星槎道都大学図書情報館長) 

理    事 佐藤 尚正 非常勤 
令和 2年 4月理事就任 

(星槎国際高等学校もみじキャンパス長) 

理    事 里見 英樹 非常勤 
平成 25年 3月理事就任 

(株式会社メディア・マジック代表取締役) 

理    事 増田 明雄 非常勤 
平成 25年 7月理事就任 

(有限会社湘南マジックウェイブ代表取締役) 

理    事 吉田 洋一 非常勤 

平成 26年 4月理事就任 

(一般社団法人北海道ファシリティマネジメン

ト協会会長) 

監  事 堤 健太郎 非常勤 
平成 25年 5月監事就任 

(堤法律事務所弁護士) 

監  事 澤田 和宏 非常勤 
平成 27年 4月監事就任 

(学校法人西野学園教育顧問) 
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７ 評議員の概要 

※令和 2(2020)年 5月 1日現在 

(定員数)１７人～２１人 (現員数)２０人 

分類 氏   名 在任年月 主な現職等 

1号 山本 一彦 11年 1ヵ月 理事・星槎道都大学長 

2号 

酒井 純一 11年 1ヵ月 常務理事・星槎道都大学事務局長 

櫻井 政経 37年 1ヵ月 理事・星槎道都大学図書情報館長 

由水  伸 5年 1ヵ月 星槎道都大学学長補佐 

3号 

飯浜 浩幸 15年 1ヵ月 同窓会役員・理事・星槎道都大学学長補佐 

遠藤 基一 4年 1ヵ月 同窓会役員・日本アクセス北海道株式会社執行役員 

信濃 吉彦 10ヵ月 同窓会役員・星槎道都大学経営学部長 

4号 

安藤 淳一 5年 1ヵ月 星槎道都大学美術学部長 

上野 正三 6年 1ヵ月 北広島市長 

及川  薫 6年 11ヵ月 北菱テクニカル株式会社相談役 

小早川 俊哉 2年 1ヵ月 星槎道都大学社会福祉学部長 

齋藤 範之 6年 1ヵ月 星置調剤薬局代表取締役 

佐藤 尚正 6年 3ヵ月 星槎国際高等学校もみじキャンパス長 

里見 英樹 7年 2ヵ月 理事・株式会社メディア・マジック代表取締役 

祐川  渉 1ヵ月 みらいコンサルティング株式会社札幌支社長 

前田  豊 1ヵ月 星槎国際高等学校校長 

正木 清郎 6年 1ヵ月 理事長 

増田 明雄 6年 10ヵ月 理事・有限会社湘南マジックウェイブ代表取締役 

吉田 洋一 6年 1ヵ月 理事・一般社団法人北海道ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会会長 

渡邊 吾一 6年 1ヵ月 札幌スパインクリニック院長 

※私立学校法第 42条 2項により、評議員会を議決機関としています。 

 

＜役員賠償責任保険＞ 

 学校法人北海道星槎学園は、役員及び評議員等を被保険者とする「役員賠償責任保険契約」

を締結しています。 
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８ 教職員の概要 

※令和 2(2020)年 5月 1日現在 

(教員) 

学  科 教 授 准教授 講 師 助 教 計 兼任 計 

社会福祉 
12 

(14) 

9 

(6) 

3 

(4) 

0 

(0) 

24 

(24) 

8 

(9) 

32 

(33) 

デザイン 
5 

(5) 

3 

(3) 

2 

(1) 

0 

(0) 

10 

(10) 

16 

(17) 

26 

(27) 

建  築 
5 

(5) 

3 

(3) 

2 

(1) 

0 

(0) 

10 

(9) 

3 

(3) 

13 

(12) 

経  営 
11 

(11) 

7 

(8) 

3 

(1) 

5 

(3) 

26 

(23) 

18 

(23) 

44 

(46) 

そ の 他 
0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

0 

(0) 

1 

(1) 

0 

(0) 

1 

(1) 

合  計 
33 

(35) 

22 

(20) 

11 

(9) 

5 

(3) 

71 

(67) 

45 

(52) 

116 

(119) 

内 特任教員 16 3 2 0 21 ― ― 

※学長を含む。( )内は令和元年度 

 

(職員) 

 法人 事務系 技術系 医療系 計 

本 務 
1 

(1) 

31 

(26) 

2 

(2) 

0 

(0) 

34 

(29) 

契約・嘱託 
0 

(0) 

9 

(17) 

3 

(3) 

0 

(0) 

12 

(20) 

臨 時 
0 

(0) 

5 

(6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(6) 

計 
1 

(1) 

45 

(49) 

5 

(5) 

0 

(0) 

51 

(55) 

兼務(教員) 
0 

(0) 

9 

(9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

9 

(9) 

合 計 
1 

(1) 

54 

(58) 

5 

(5) 

0 

(0) 

60 

(64) 

※理事長を含む。( )内は令和元年度 
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Ⅱ 事業の概要 

 

１ 事業の背景と基本方針 

近年の高等教育機関を取り巻く環境は、生き残りをかけた極めて厳しい競争的時代が到来し 

ている。１８歳人口の急激な減少により地方小規模大学を中心に定員割れする大学が増加し、

さらに大学の研究教育力の低下が指摘され、産業界からは役に立つ人材養成を迫られている。

また、大学設置基準の弾力化という規制緩和、自己点検・評価の導入、第三者評価やキャリア

教育の義務化、国立大学の法人化、ＦＤ・ＳＤの義務化、ガバナンス改革、教育の可視化・教

育の質保証など、各私立大学は、文部科学省が掲げる「2040年に向けた高等教育のグランドデ

ザイン」の推進により、国内ひいては国際競争に打ち勝つための独自の３つのポリシーを策定

し、強みや特色の明確化など教育体制の整備を迫られている。 

本学園は、昭和 39(1964)年 12月に学校法人北海道産業学園として法人登記され、以来、実 

務に強い人材の育成を理念とし、55年間にわたり多くの有益な人材を輩出してきた。なかでも

星槎道都大学(旧・道都大学)は昭和 53(1978)年 4月、オホーツク圏の紋別市に当時としてはユ

ニークな社会福祉学部と美術学部を擁する大学として開学した。平成 8(1996)年、美術学部を

道都大学短期大学部が置かれていた北広島市に移転、平成 13(2001)年、短期大学部を改組転換

し新たに経営学部を開設、平成 17(2005)年には社会福祉学部を北広島市に移転して、現在 3

学部 4 学科の学部・学科構成となっているほか、新たな挑戦として平成 26(2014)年 4 月に通

信教育科、平成 29(2017)年 4月に留学生別科を立ち上げ、同時に大学名を「星槎道都大学」に

改称し、新たなスタートを切った。 

また、学校法人の運営強化を図るため、平成 28(2016)年 4月に学校法人国際学園との業務連 

携を発展させ、国際学園が加入する星槎グループへ正式加入し、それを機に法人名を「学校法

人北海道星槎学園」に改称し、更なる経営の安定化を図った。 

令和 2(2020)年度の事業にあっては、次の基本方針を掲げ社会的ニーズに応えるべく総合的 

な改革を進めるとともに、併せて世界的な新型コロナ感染症の感染拡大、ひいては国の非常事

態宣言や道の様々な感染予防対策・措置に対応しながら、教育・研究等を力強く推進するため

の方策を実施した。 

 

(１)教育目標の要点 

１）建学の精神「社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを

成し遂げる。」のもと、以下の能力、知識および態度等を身につけた人材を育成する。 

①すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度 

②すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこれ

らを実践的に活用する能力 

③すべての人々が共生する社会で必要となる教養 

④課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度 

⑤身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現すると

ともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働することがで

きる態度 

２）経営、スポーツ、福祉、教育、デザイン、アート、建築等各学部・学科の専門的知



 

 8 

識や技術の修得はもとより、その専門知を生かして狭い専門領域を超えて統合し、共

生社会の創造に貢献する優れた人材を育成する。 

３）スポーツ・障がい者スポーツ指導者などスポーツ人材養成を強化し、スポーツの星

槎道都大学の地位を確立する。 

４）ボールパークを始めとして地域に広く題材をとった教育研究を推進し、地域社会の

中核を担える人材を育成する。 

５）上記の人材育成により就職率 100％を目指す。 

 

(２)地域共生型大学及び国際的な大学の構築 

地域社会に学ぶとともに、社会人入試、通信教育、公開講座および講演会等の生涯学

習機会の提供や地域との共同事業を通じ、共に成長する地域共生型の大学を構築する。

また、留学生が多数入学し、その卒業生が世界で活躍する国際的な大学を構築する。 

 

(３)教育研究体制の基盤整備 

専門的職業人育成のため教育研究体制の基盤整備と内外の諸団体との連携を含めた国 

際化、情報化への対応力の拡充を目指す。 

 

(４)総合経営力の強化 

着眼「世界」着手「地域」のグローバル人材を育成する社会的使命を果たすため、効

果的且つ効率的な特色ある教育手法を駆使することにより、財政基盤を含む総合経営力

を強化する。 

 

(５)組織風土の改革 

経営・教育に関する諸施策の策定・実行・評価の各段階において、部門間、部門内の

情報・意見の徹底的交流を図ることによる総力結集型の職場風土を確立する。 

 

２ 令和２(2020)年度の主な事業の目的・計画及びその進捗状況 

 

(１)教育研究活動 

１）学士課程教育の質の保証に向けた継続的な取組 

学士課程教育の質の保証に向けた取組として、令和元(2019)年度より、学生カルテ・ポ

ートフォリオシステム及び全学生に対してＧＰＳ-Ａｃａｄｅｍｉｃテストの導入を行い、

ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与の方針)に沿った学生の学修成果の可視化を実施

した。このことにより学生自身が本人の学修成果や学業成績及び汎用力(思考力、姿勢・態

度、経験等)の情報を閲覧することが可能で、次学期の学修計画の立案に役立てることがで

きるようになった。また、教職員が可視化情報を共有することにより組織的な学生の学修

支援体制が確立された。更に令和元(2019)年度時間割より、クオーター(4期)制を導入し、

短期集中型授業実施による教育効果の向上を図る取り組みを行っている。 

２）学生の人間性、社会性の向上に務めるため演習・実習教育の内容充実 

学生の人間性、社会性の向上に務めるため演習及び実習教育の充実に向けて、平成
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24(2012)年度より基礎ゼミナールを実施している。本科目には専門教育担当教員が加わり

テーマ設定も多様化され学生のニーズにも充分応えられている。更にキャリア支援科目群

の授業科目を整備し、インターンシップ等学生が主体的に取り組む実習活動を単位認定す

るなど教育内容の充実を図り、社会人基礎力の向上に努めている。 

３）学生の課題探究・問題解決能力開発支援の内容充実 

課題探究・問題解決能力開発支援の充実に向け、令和元(2019)年度より前述のＧＰＳ-

Ａｃａｄｅｍｉｃテストの導入を行い、これらの学修成果の可視化に取り組んだ。その結

果を大学全体としての共通教育科目においての指導に活用し、課題探求・問題解決能力の

育成に結びつく支援を総合的に行っている。 

４）ＦＤ活動の推進 

本学では専門委員会としてＦＤ推進委員会を設置し、ＦＤ活動の推進を図っている。令

和２(2020)年度は、所属の専任教員全員がＦＤ活動に参加し、具体的成果として、次のと

おり全学ＦＤ研修会及び学科別ＦＤ研修会を実施した。また、学生による授業評価の取組

（前・後期各 1回）を実施し、授業等の改善に努めた。 

①全学ＦＤ研修会 

 第 1回「「科学研究費助成事業（科研費）における研究倫理及びコンプライアンス等に

ついて」(ｵﾝﾗｲﾝ配信) 参加者専任教員全員 

 第 2回「遠隔授業実施に向けた模擬授業(教材作成)等説明会①」(対面) 参加者 39名 

 第 3回「遠隔授業実施に向けた模擬授業(教材作成)等説明会②」(対面) 参加者 19名 

 第 4回「2019年度入学前学習プログラム報告会」(ｵﾝﾗｲﾝ) 参加者 8名 

 第 5回「平成 30年度授業改善アンケート表彰者による講演～授業実践における取り組 

    みの紹介-大規模授業部門・小中規模授業部門-」(ｵﾝﾗｲﾝ・対面) 参加者 38名 

 第 6回「令和元年度授業改善アンケート表彰者による講演～授業実践における取り組み 

の紹介-大規模授業部門-」(ｵﾝﾗｲﾝ・対面) 参加者 31名 

 第 7回「学生と教職員を繋ぐ BIND.note等の運用促進～基礎編」(ｵﾝﾗｲﾝ) 参加者 33名 

 第 8回「学生と教職員を繋ぐ BIND.note等の運用促進～応用編」(ｵﾝﾗｲﾝ) 参加者 21名 

 第 9回「遠隔授業における運用事例（ティップス等）について」(ｵﾝﾗｲﾝ配信)  

参加者専任教員全員 

  ②学科別ＦＤ研修会 

  ・経営学科 

第 1回「オンライン遠隔授業による教育活動の充実～現段階でのオンライン遠隔授業の

課題の共有」(ｵﾝﾗｲﾝ)  参加者 23名 

第 2回「オンライン遠隔授業による教育活動の充実～オンライン授業の経過（利点・ 

不具合等）」(ｵﾝﾗｲﾝ)  参加者 21名 

第 3回「オンライン遠隔授業による教育活動の充実～オンライン授業を実施してのまと 

め（今後の展望等）」(ｵﾝﾗｲﾝ)  参加者 16名 

第 4回「退学者・留年者予防に向け学科で取り決めること～テーマについて、意見募集」 

(ｵﾝﾗｲﾝ) 参加者 17名 

第 5回「退学者・留年者予防に向け学科で取り決めること～意見の集約、提言」(ｵﾝﾗｲﾝ)  

参加者 18名 
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第 6回「退学者・留年者予防に向け学科で取り決めること～議論についてまとめ、今後

の取り組みについて」(ｵﾝﾗｲﾝ) 参加者 22名 

  ・社会福祉学科 

   第 1回「共生社会を目指す学生支援の在り方」「社会福祉学科ＦＤの活動をふまえた次

年度への継続課題」(ｵﾝﾗｲﾝ) 参加者 23名 

  ・デザイン学科 

   第 1回「星槎道都大学の学生サポート～現状と今からできること」(対面)  

参加者 10名 

   第 2回「企業におけるプロダクトデザインの役割」(対面) 参加者 10名 

  ・建築学科 

   第 1回「遠隔授業に関する学生アンケート結果についてのＦＤ研修会」 参加者 9名 

 ５）地域を題材とする教育研究の推進 

本学では、例年、包括連携を締結する北広島市、由仁町、神恵内村を中心に各学部学科

が地域を題材とする教育研究を多数実施してきたが、令和2(2020)年度は新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、その活動は限定的なものとなった。3市町村との地域連携事業とし

ては、社会福祉学科による「おうちじかんでぬりえ」が実施され、304点の絵が集まり優秀

作品の表彰を行った。また、北広島市では、社会福祉学科がオレンジリボン運動への参加、

デザイン学科が「きたひろしま農園マップ」、「JR北広島駅東口ウィンドアート」を制作、

建築学科が「星槎道都大学防災講座」を連携事業として実施している。由仁町では、社会

福祉学科が保育ボランティアを「オンラインによる保育園児との交流会」として実施した。

神恵内村では、デザイン学科が「村のキャラクターデザイン」の制作を行った。 

６)地域との連携、地域への開放等社会的活動の実施 

平成 28(2016)年 4月より名称変更した「地域連携推進センター」を中心として、北広島

市、由仁町、神恵内村との包括連携のもと、学部の特性と教員の研究成果を生かし、地域

に根ざす大学としての役割を果たすべく、物的・人的資源を社会に提供するとともに地域

との幅広い交流を行った。    

具体的には、令和 2(2020)年度も市町村や地域団体等の依頼によるセミナー講師派遣及

び学生ボランティア派遣、審議委員や専門委員への教員派遣、更に公開講座の開講、地元

高等学校とのスポーツ交流、科目等履修生の受け入れなどを継続展開した。 

 ７)星槎大学との連携による資格取得の推進 

平成 25(2013)年度に単位互換に関する包括協定の覚書を調印した。単位互換科目につい

ては各々のカリキュラム改訂に基づき適宜調整を行っている。現在、多様な学びを希望す

る学生が、星槎大学の幼稚園教諭・小学校教諭課程等の授業科目を修得しているとともに、

資格・免許等取得のセーフティネットとして星槎大学通信教育課程の科目を修得し、令和

2(2020)年度も本学において単位認定を実施している。 

８）高大連携の推進 

   現在、高大連携として、平成 25(2013)年度に星槎クループ校である星槎国際高等学校並

びに地元北広島市の北海道北広島西高等学校、平成 26(2015)年度に北海道名寄産業高等学

校、平成 27(2015)年度旭川明成高等学校、平成 28(2017)年 5月に札幌市立札幌平岸高等学

校と同年 9月北海道石狩翔陽高等学校、平成 29(2018)年 4月に札幌新陽高等学校と相互の
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教育に係る交流・連携を通じて、両課程における学修効果の向上を期して、一層魅力ある

高校教育及び大学教育を実現するため連携協定を締結している。また、大大連携として、

星槎グループ校の星槎大学と建学の精神を共有しつつ互恵平等の立場で、それぞれの大学

への推薦および受入れ、単位互換を行うことについて合意する協定を締結している。更に

専大連携として旭川福祉専門学校との連携協定を締結している。なお、令和 2（2020）年

度は星槎国際高等学校の各学習センターと出身学生の教育情報交換を行う「学生状況共有

会議」を定期的に開催し、連携の強化を図った。 

９）教育研究体制の検討 

   令和 2(2020)年度は、令和 3(2021)年度導入の新教育課程、3学部 4学科 10専攻 33コー

スの主専攻(メジャー・プログラム)及び副専攻(サブメジャー・プログラム)の具体的教育

内容の審議を進め、プログラムを完成させた。また、学部学科の改組転換等については、

経営状況の安定化が図られたのちに検討することしている。 

10）競争的な資金獲得の推進 

   令和 2(2020)年度も例年同様に各種の競争的な資金獲得へ向け、学務課において各学部

学科へメール案内・説明会の実施等を行った。なお、令和 2（2020）年度は科学研究費助

成事業の「研究活動スタート支援」において、1件の採択があった。 

11）産学官・地域連携の受託研究・共同研究の提携推進 

   星槎道都大学受託研究取扱規程（H19.11.22 施行）を設け、受託研究・協同研究の受入

整備を行っているが、令和 2(2020)年度においては実績がなかった。 

 

（２）国際化・情報化 

 

１）留学生受入・支援の強化 

令和 2(2020)年度は、昨年に引き続き留学生への直接支援として、学費助成や学生食堂 

券無料配布事業を展開するとともに、留学生キャリア支援講座を実施した。 

留学生の受け入れ強化策としては、例年、日本語学校訪問・説明会の実施、短期留学プ

ログラム、教職員の海外派遣・受入等を実施して交流が図り強化してきたところではある

が、令和 2(2020)年度は新型コロナ禍のため、ほぼ実施が見送られ、リモートによる個別

面談や協定校での説明会を実施した。 

海外の教育協定校は、令和 2（2020）年度新たに中華民国の樹人医護管理専科学校の 1

校が加わり、現在 11校となり、留学生の受入体制は年々強化されている。 

また、令和 2（2020）年度も昨年に引き続き日本大学連合学力試験(JPUE)に参画し、2021

・2022年度入学留学生の受入に向け、中国及び台湾を中心とした活動を実施し、10人が 4

月入学した。 

 留学生別科については、平成 29(2017)年 10月から日本語専攻コース(定員 30名・1年課

程)の運営を始め、令和 2(2020)年度も少人数ではあるが 4月 3人、10月 5人の入学生を受

入れた。 

２）情報公開と透明性の確保 

   平成 23(2011)年度学校教育法の改正により義務化されている「教育研究情報の公開」項

目はもとより、その他法人概要、大学研究教育内容や学生アンケート結果等を積極的にホ
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ームページ上で公開し、透明性の確保等に継続的に努めた。 

３）広く社会的にアピールするためのパブリシティの強化 

学園の教育研究活動を広く社会的にアピールするためのパブリシティ強化策として、学

園広報誌「Star Rafter(星の槎)」を年 2 回発行した。また、平成 30(2018)年度より本学

ホームページの学科 BLOGの充実を目標に掲げ、各学科の教育研究の活動内容を適宜発信し

ている。更に地元新聞社等へ本学の教育研究活動内容の情報提供を積極的に行い、記事の

掲載をもって地元市民などへ活動内容の発信を行った。  

４）ホームページの適宜改訂、Ｔｗｉｔｔｅｒ等のＳＮＳを活用した情報発信の充実 

  大学イメージに直結するホームページについては、平成 30(2018)年 5月に全面リニュー

アルし、令和 2(2020)年度も運用各部局において、適宜内容を精査し修正を行っている。

また、令和 2(2020)年度は、受験生や在学生などステークホルダーの更なる利便性の向上

と大学イメージアップ戦略として、ホームページを令和 3(2021)年 5 月を目途に全面改訂

することを決定し、入試広報課を中心としながら全学で検討・準備が進められた。 

Facebook・Twitter・Youtube等 SNSの活用については、令和 2（2020）年度も図書情報

センターや入試広報課を中心に一層情報発信機能の充実が図られ、本学の教育・スポーツ

・入試情報などがタイムリーにステークホルダーへ提供されている。 

 

（３）学生支援 

   

１）就学支援・履修支援の充実 

   平成21(2009)年度入学生より導入しているGPA (Grade Point Average)制度及びCAP(履

修単位制限)制度に基づく修学指導を行う履修アドバイザー制度により、ゼミ教員、履修ア

ドバイザー及び学務課指導による就学支援・履修支援を行い、学生に対して、きめの細か

い指導を継続的に実施した。また、令和元(2019)年度より学生カルテ・ポートフォリオシ

ステム及び全学生に対してＧＰＳ-Ａｃａｄｅｍｉｃテストを導入し、組織的な学生の学修

支援(就学支援・履修支援)の充実を図っている。 

   更に、令和 2(2020)年度は、新型コロナ禍の遠隔授業に対応するための就学支援として、

全在学生に対して１人あたり 3万円の遠隔授業準備等支援金を給付したほか、一層強固と

なる修学支援・履修支援体制を構築するため、学科毎の教員サポーター制度の導入につい

て検討がなされた。 

 ２）中途退学者防止対策の推進 

   各学科の取り組みとして、入学当初に学生との個人面談を実施し、学生の目的意識、生

活状況、履修科目などを確認し、学生個々の状況の把握に努め、的確な修学指導を実施す

るとともに、学科会議等において教員間の情報交換を密にし、長期授業欠席者の早期発見

・指導を実践したほか、成績不良者に対して GPAに基づく修学指導を規程に基づき実施し、

退学者防止に努めた。また、令和元(2019)年度よりアセスメントポリシーに基づく学生満

足度調査を実施し、退学者防止に努めている。 

３）キャリア教育・就職支援の充実 

キャリア支援委員会において、学生のキャリア教育並びに就職支援の指導内容を検討

し、就職率 100%の達成、非就職希望者の削減、就職希望業種就職率の向上の方策を実施し
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ている。具体的に令和 2(2020)年度は、新型コロナ禍のため対面方式はもとより、オンラ

インを活用して、次のようなキャリア支援を実施した。 

・キャリア教育科目の実施（キャリア支援演習、キャリアデザイン等） 

・就職ガイダンスの実施 

・学内 WEB企業・福祉団体合同説明会 

・個別企業説明会の開催 

・北海道警察・自衛官採用試験説明会の開催 

   ・インターンシップ説明会の開催 

   ・大学独自開拓インターンシップ企業への学生派遣 

   ・基礎学力の養成（公務員試験・民間企業対策講座、漢字検定、マナー講座） 

      ・ＳＰＩ対策講座・職業適性試験の実施 

   ・新卒応援ハローワーク学卒ジョブサポーターによる個別相談会の実施 

      ・就職個人面談（キャリアカウンセリング）の実施 

   ・模擬面接の実施、履歴書・エントリーシートの添削指導 

   ・就職活動マニュアル本、履歴書の無料配布 

   ・留学生向けキャリア支援講座 

・北海道中小企業家同友会との連携事業の実施など 

４）資格・免許取得支援事業の充実 

  資格等取得支援事業として令和 2(2020)年度は、昨年に引き続き社会福祉士及び精神保 

健福祉士国家試験受験対策講座、建築士国家試験対策講座、教育職員採用試験対策講座、

公務員試験対策講座を実施し、合格者増に向け取り組んだ。なお、その結果として社会福

祉士国家試験の合格率が 46%、精神保健福祉士国家試験の合格率が 60%、北海道教育職員採

用試験合格者が 3 人となった。また、新たに宅地建物取引士国家試験講座を開設し、3 年

生の 2名が国家試験に合格した。 

５）本学独自奨学金制度の見直しと高等教育の修学支援新制度 

   本学独自の奨学金制度として、経済的理由により修学継続が困難となった在籍学生（留 

学生を除く）に対し、修学を可能とするために必要な資金の一部を給付、または貸与する 

星槎道都大学在学生奨学金を設けている。令和 2(2020)年度は、特に新型コロナ禍の対応 

措置として、学内ワークスタディ奨学金の採用人数・金額上限を撤廃してアルバイト収入 

等が減少し就学が困難となった学生の救済措置を決定し、説明会や WEBによる案内を適宜 

実施した。その結果、令和 2（2020）年度実績としては、学内ワークスタディ奨学金 5人、 

給付奨学金 4人の学生を採用している。 

また、令和 2(2020)年度から実施された高等教育の修学支援新制度について、文部科学 

  省へ機関要件の確認申請を行い、対象機関の認定を受けた結果、158人の学生が新制度の 

適用となり、授業料減免や給付奨学金の対象となった。 

更に令和 2(2020)年度は、奨学金や助成金の総合的な改革を実施するための学内審議を

行い、令和 4(2022)年度入学生から適用する本学独自の奨学金や特典制度などを決定して

いる。 

６）ＴＡ・ＳＡ制度の推進 

  本学では、本学研究生及び学部に在学する学業及び人物ともに優秀な学生を教育支援者
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として採用し、教育課程の授業科目の教育的補助業務に従事させることにより、賃金支給

による経済的支援を行うとともに、学部教育の充実に資することを目的に教育支援者（TA

・SA）制度を設けている。令和 2(2020)年度は、昨年に引き続き建築学科授業科目の実技

・演習科目において、前・後期各 2名の計 4名のＳＡを採用した。 

７）教育環境整備に係わる事業の実施 

   令和 2（2020）年度は、新型コロナ禍における遠隔授業に対応するため、全教員へのカ

メラ・マイク付きノート PC配付及び研究室やアトリエ棟の学内ＷｉＦｉ環境整備を実施し

た。そのほかＷＥＢシラバスシステム整備やＷＥＢ教科書注文システムの導入、アトリエ

棟及び 1号館教室等のＬＥＤ化、3号館 3308教室の可動式机・椅子整備、学生食堂整備等

の事業を実施した。また、運動施設では、サッカー・ラグビー場ＬＥＤ照明化、人工芝フ

ットサル場整備、野球場関係施設整備を実施した。更に学内美化事業として継続して花プ

ランターや花壇整備、新型コロナ対策として教室・演習室等に飛沫パテーション設置、玄

関各入口に除菌消毒マット及びアルコール消毒液スタンドを整備した。 

 

（４）管理運営 

 

１）財務基盤の健全化 

在学生数増加のための取組については、学園の「経営企画会議」等において、学生

募集対策についての様々な意見交換を行うことで方針を決定し、入試広報課が詳細な

募集戦略を立案、入試委員会(全学的な組織で各学科より委員を委嘱)で審議され、学

長が最終決定している。これにより全教職員が共通認識をもって広報活動に臨み、本

学担当者のみならずグループ教職員による具体的な広報活動を展開している。 

   財政面では、昨年に引き続き管理経費の抑制に努めるとともに、附帯教育事業の充実及

び校舎貸出事業などにより収入の多様化を図った。 

２）コンプライアンス強化 

   法令順守と法人・大学の倫理の確立を図り、健全で適正な法人・大学運営及び本学の社

会的信頼の維持に資するため、また、私立学校法や学校教育法の改正等に対応するために

法人及び大学の規則等の見直しや未整備になっていた事項について、以下のとおり規程整

備を実施した。更に学内の情報共有を推進して経営・教育に関する諸施策の策定・実行

・評価の各段階において、部門間、部門内の情報・意見の聴収を徹底的に図った。 

＜法人規程関係＞ 

・学校法人北海道星槎学園 寄附行為（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程(「事務分掌表」を含む)（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 危機管理規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 情報共有会議規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 事務専決規程（R02.04.01制定） 

・学校法人北海道星槎学園 文書処理規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 決裁文書要綱（R02.09.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 公印取扱規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 個人情報保護規程（R02.04.01改正） 
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・学校法人北海道星槎学園 特定個人情報保護規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 ハラスメント防止対策委員会規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 ハラスメント調査委員会内規（R2.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 ハラスメント相談窓口取扱内規（R2.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 人事評価規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 公益通報者保護規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 教職員出向規程（R02.04.01制定） 

・学校法人北海道星槎学園 給与規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 旅費規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 退職金支給規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 役員の報酬等に関する基準（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 評議員の報酬等に関する基準（R02.04.01制定） 

・学校法人北海道星槎学園 兼任教員講師料基準（R02.04.01制定） 

・学校法人北海道星槎学園 通勤手当支給規程（R2.04.01制定） 

・学校法人北海道星槎学園 客員教員規程（R2.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 兼任教員(非常勤講師)就業規程（R2.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 非常勤職員就業規程（R2.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 契約職員規程（R02.04.01制定） 

・学校法人北海道星槎学園 財務書類閲覧規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 資産運用規則（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 衛生委員会規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 ＳＤ推進委員会規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 教育改革有識者委員会規程（R02.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 懲罰委員会規程（R2.04.08制定） 

・学校法人北海道星槎学園 教育改革実行会議規程（R2.04.01改正） 

＜大学関係規程＞ 

・星槎道都大学 学則(R02.04.01改訂) 

・星槎道都大学 教授会規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 自己点検・評価運営規程（R02.04.01改正） 

・星槎道都大学 教学マネジメント会議規程（R2.04.01改訂） 

・星槎道都大学の 3つのポリシー（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 シラバス検討委員会細則(R02.04.01改訂) 

・星槎道都大学 定期試験等における不正行為取扱規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 成績評価基準及び履修単位数の上限設定等に関する規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 学生個人情報保護規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 学校保健安全法における学校感染症の取扱基準（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 私費外国人留学生入学金等減免及び奨学金規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 スポーツ特待生規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学の授業実施、学生の授業欠席及び単位認定に関する基準(R02.04.01改訂) 

・星槎道都大学 授業改善取組規程（R02.04.01改訂） 
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・星槎道都大学 進級に関する規程（R02.04.01制定） 

・星槎道都大学 公開講座規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 履修証明プログラムに関する規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 留学生別科日本語専攻規程（R02.10.01改訂) 

・星槎道都大学 受託研究取扱規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学における公的研究費の不正防止基本計画（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 ＭＩＮＤ審査委員会要綱（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 地域連携推進センター規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 教職センター運営規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 名誉教授称号授与規程（R02.11.01改正） 

・星槎道都大学 給油カード使用規程（R02.04.01改訂） 

・星槎道都大学 カウンセラー及びアドバイザー規程（R02.04.01改正） 

・星槎道都大学 アドミッション・オフィス規程(R02.04.01改訂) 

３）人事評価の実施 

令和 2(2020)年度も継続して教職員の勤務意欲と能率の向上を図るため、人事評価規程

に基づく「業務評価及び発揮能力評価、教育活動等評価(教員のみ)」並びに部下による「部

門長業績評価」を実施した。部門長業績評価については 9月と 3月に実施され、その結果

を踏まえた「部門別運営会議」を開催し、各部門の業務改善に取り組んでいる。発揮能力

評価については複数年の評価を勘案して今後の人事等に反映させることを目的に継続実施

し、業務評価及び教育活動等評価については年末手当支給の参考資料としている。 

４）メンタルヘルスの取組の充実 

   平成 27(2015)年 12 月施行の労働安全衛生法の一部を改正する法律により、義務化され

た「ストレスチェック」を令和 2（2020）年度も継続実施し、本法律に基づく適切な学内

対応を行った。なお、ストレスチェックの実施に当たっては、毎月開催する法人設置の「衛

生委員会」において、回収結果等について検証し業務改善に向けた審議を行っている。 

５）ＳＤ活動の推進 

   ＳＤ活動については、平成 22（2010）年度から正式に法人設置の「ＳＤ推進委員会」を

発足させ、同委員会においてＳＤ活動を推進している。令和 2（2020）年度は、新型コロ

ナ禍であったが、対面のほかＷＥＢ等を活用して次のとおり事業を展開した。 

①ＯＪＴ 

第 1 回「遠隔授業実施に向けた教材作成等説明会～Teams、One Note、クラスノートブ

ック説明会」 参加者 67名 

第 2 回「遠隔授業実施に向けた教材作成等説明会～Teams、One Note、クラスノートブ

ック説明会」 参加者 70名 

 第 3回「学修成果可視化システム及び BIND.noteの運用等に係る説明会」参加者 46名 

 第 4回「星槎道都大学の学生理解と支援～学生相談室からみえるもの」参加者 119名 

②ＯＦＦ－ＪＴ 

例年複数の職員が参加している日本私立大学協会北海道支部実施の各専門研修会が新

型コロナ禍ですべて中止となったが、大学各部門に関連する業者が主催するＷＥＢセミナ

ー等への積極的な参加を教職員に呼びかけ、教育研究支援能力の資質向上に努めた。 
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６）事務組織や事務処理方法効率化の検討 

  令和 2（2020）年度は、事務組織の効率化を図るため学校法人北海道星槎学園職制及び

分掌規程を改正し、組織改革を実施した。具体的には、事務局の部を廃止し、室・センタ

ーを課と同格とする変更を行い、事務局の課及びセンターを教学支援グループと管理運営

グループの２グループに分け、事務局長を補佐するとともに教学支援グループの事務を把

握し統括する事務局次長、事務局長を補佐するとともに管理運営グループの事務を把握し

統括する事務部長を配置することとした。また、事務局長の指示に基づく特命事項を担当

する事務局参与を置くこととし、より効率的な事務体制を実現した。 

また、事務処理の効率化を図るため令和 2（2020）年度は、ＷＥＢシラバスシステム、

ＷＥＢ教科書注文システム及び学校図書館管理システムを導入し、一層の事務効率化を図

った。 

 ７）管理運営強化・教育改革による関連補助金獲得の推進 

   令和 2(2020)年度も私立大学等経常費補助金特別補助の増額及び私立大学等改革総合支

援事業の補助金獲得を目指し、配分区分表に基づく各項目の体制整備を実施した。なお、

特別補助については、各項目の応募条件の厳格化等により増額とはならず、また私立大学

等改革総合支援事業についても、前年度より大幅なポイント増を達成したが、応募タイプ

の採択校数の削減により、採択に至らなかった。 

 ８）寄附金募集の充実 

   寄附金の募集について、本学ホームページに恒常的な募集ページ及びフォームを作成し

募集を行っているが、令和 2(2020)年度は一般寄附金の応募に至らなかった。また、新入

学生保護者に対して「星槎道都大学教育事業拡充協賛金」の募集を実施した結果、15件の

寄附金応募があり、教育事業の拡充に役立てた。 

 ９）星槎グループ内の連携強化 

令和元(2019)年度より、星槎グループ内の連携強化を図るため、以下を目的にして北海

道プロジェクトが組織され、令和 2(2020)年度も各プロジェクトについて定期的な審議・

検討を行った。また、令和 2(2020)年度は、本学キャンパス内に星槎国際高等学校北広島

キャンパスが開校、更に星槎国際高等学校各学習センター教員と本学ゼミ担当教員による

内部進学者の情報交換会議を新たに開催し、一層の連携強化が図られた。 

①星槎国際高等学校、星槎もみじ中学校、星槎道都大学の各事業部が途切れ隙間なく連

動し、互いに敬意を払うと共に豊かな人間関係を築き、相互の協力体制を確立し、星

槎の理念を敷衍する。  

②札幌北広島を主とした北海道全域に星槎の名を轟かせ、全体の強い勢いを創出し、地

域から愛され、選ばれる組織作りを行う。  

③圧倒的且つ、特色を持った唯一無二のプログラムをスピーデイーに展開し、全道一の

共育力を発揮する。  

④「全道一発信する学校」をテーマとして、星槎のあらゆる教育活動を幅広く伝えてい 

く。 

    

（５）その他 

 １）広報活動の充実 
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令和 2（2020）年度は、新型コロナ禍における難しい広報活動となったが、高校訪

問を事前確認の上実施したほか、感染予防対策を徹底した 2 部制の対面オープンキャ

ンパスの実施、ＷＥＢオープンキャンパス、ＳＮＳを利用したライブ配信・動画配信

など新たな広報活動を展開した。そのほか出張授業・進路講演の派遣増や進学相談会対

応者の増員など目指し、入試広報課を中心とした広報活動を実践した。更に本学が取り組

む教育内容改革(メジャープログラム・サブメジャープログラム)や独自の経済支援制度を

効果的に伝えるため、新たなパンフレット作成などを実施した。 

 ２）寄附金募集に係る環境整備 

   本学ホームページに恒常的な寄附金募集ページ及びフォームを作成し、募集に係る

環境を整備しているが、令和 2(2020)年度は応募には至っていない。寄附金応募の広

報活動実施に向け、今後検討していく。 

３）部活動の充実 

   星槎道都大学体育・文化活動後援会からの部活動への助成金を受け、各部活動の活性化

が図られた。令和 2（2020）年度は、新型コロナ禍のため体育系部活動の主要な大会が

中止となる中、硬式野球部が秋季札幌６大学野球リーグ戦優勝、男子バスケットボール部

が北海道大学バスケットボール選手権大会で 35 年ぶりに優勝を果たした。そのほか柔道

部、陸上競技部が全国的に活躍、男子サッカー部、男子ラグビー部、女子バレーボール部、

男子ハンドボール部が道内 1部リーグに所属し活躍している。また、文化系部活動では、

ボランティア研究部をはじめ 20 団体が地域交流活動や作品制作活動などに精力的に取組

んでいる。 

４）同窓会活動の充実 

     令和 2(2020)年 5 月開催の同窓会役員会において、本年度の主な活動計画が策定され同

窓会支部活動等を実施する予定であったが、新型コロナ禍のため開催が中止された。 

５）対外活動の充実・生涯学習への対応 

  令和 2(2020)年度も次の活動を予定していたが、一部の事業が新型コロナ禍のため開催 

中止となった。 

・星槎道都大学開放ＤＡＹの開催（中止） 

・星槎道都大学公開講座Ｄ－ＯＰＥＮの開催（第 46回 6月中止・第 47回 9月～） 

・星槎道都大学教員免許状更新講習の開催（8月・12月） 

・介護職員初任者研修の開催（9月～） 

   ・高校生バンド大会キタヒロ軽音フェスの開催(中止) 

 ６）星槎の未来を考える日(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)への参加 

   平成 30（2018）年度より実施される星槎の未来を考える日(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)に参加し

てきたが、令和 2（2020）年度は新型コロナ禍のため開催中止となった。 
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Ⅲ　財務の概要 

１　資金収支計算

　主な科目は、以下のとおりです。

【収入の部】 (単位：千円)

予算 決算 差異

 学生生徒等納付金収入 1,117,714 1,116,230 1,484

 手数料収入 10,880 11,100 △220

 寄付金収入 1,562 1,562 0

 補助金収入 249,478 252,706 △3,228

 資産売却収入 0 0 0

 付随事業・収益事業収入 25,751 26,150 △399

 受取利息・配当金収入 5 4 0

 雑収入 36,826 36,779 46

 借入金等収入 225,000 225,000 0

 前受金収入 372,907 410,268 △37,361

 その他の収入 68,061 65,598 2,462

 資金収入調整勘定 △417,828 △421,282 3,454

 当年度資金収入合計 (a) 1,690,356 1,724,117 △33,761

 前年度繰越支払資金 61,669 61,669

 収入の部合計 1,752,025 1,785,786 △33,761

【支出の部】

予算 決算 差異

 人件費支出 636,114 633,368 2,745

 教育研究経費支出 596,584 599,103 △2,519

 管理経費支出 103,441 106,073 △2,632

 借入金等利息支出 2,430 2,430 0

 借入金等返済支出 225,000 225,000 0

 施設関係支出 8,105 8,434 △329

 設備関係支出 12,911 15,330 △2,419

 その他の支出 100,268 100,349 △81

 資金支出調整勘定 △78,659 △92,021 13,362

 当年度資金支出合計 (b) 1,606,194 1,598,068 8,125

 翌年度繰越支払資金 145,831 187,718 △41,887

 支出の部合計 1,752,025 1,785,786 △33,761

 支払資金の増減額 (a-b) 84,162 126,049 △41,887

資 金 収 支 計 算 書

科目

科目

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

　当年度の資金収入は17億2411万円であり、予算に対して3376万円の増加となりました。また、
前年度繰越支払資金6166万円を加算した収入の部合計は、17億8578万円となりました。
　一方、本年度の資金支出は15億9806万円で、予算に対して812万円の減少となりました。また、
翌年度繰越支払資金は予算に対して4188万円増加し、1億8771万円となりました。
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２　事業活動収支計算

　主な科目は、以下のとおりです。

(単位：千円)
科目 予算 決算 差異

 学生生徒等納付金 1,117,714 1,116,230 1,484

 手数料 10,880 11,100 △220

 寄付金 6,155 7,243 △1,088

 経常費等補助金 249,478 252,706 △3,228

 付随事業収入 25,751 26,150 △399

 雑収入 36,826 36,779 46

 教育活動収入計 1,446,804 1,450,209 △3,405

科目 予算 決算 差異

 人件費 623,134 621,222 1,911

 教育研究経費 709,875 709,600 274

 管理経費 112,925 116,688 △3,763

 徴収不能額等 131 811 △680

 教育活動支出計 1,446,065 1,448,322 △2,257

 　教育活動収支差額 739 1,887 △1,148

科目 予算 決算 差異

 受取利息・配当金 5 4 0

 教育活動外収入計 5 4 0

科目 予算 決算 差異

 借入金等利息 2,430 2,430 0

 教育活動外支出計 2,430 2,430 0

 　教育活動外収支差額 △2,425 △2,425 0

 　　 経常収支差額 △1,686 △538 △1,147

科目 予算 決算 差異

 特別収入計 18,295 17,941 353

科目 予算 決算 差異

 特別支出計 0 98 △98

 　特別収支差額 18,295 17,842 452

 基本金組入前当年度収支差額 16,609 17,304 △695

 基本金組入額合計 △40,464 △55,134 14,670

 当年度収支差額 △23,855 △37,829 13,974

 前年度繰越収支差額 △7,277,446 △7,277,446 0

 翌年度繰越収支差額 △7,301,301 △7,315,276 13,974

収

入

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

事

業

活

動

教
育
活
動
外
収
支

特
別
収
支

収

入

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

事

業

活

動

支
出
の
部

事
業
活
動

教
育
活
動
収
支

事 業 活 動 収 支 計 算 書

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

　本年度決算における事業活動収入合計は14億6815万円でした。
　また、本年度の当年度収支差額は△3782万円となり、前年度繰越収支差額△72億7744万円を加算する
と、翌年度繰越収支差額は、△73億1527万円となりました。

事
業
活
動
収
入
の
部

①学納金

77.0%

②補助金

17.4%

③その他

5.6%

教育活動収入の構成比率

①学納金

②補助金

③その他

①人件費

42.9％

②教育研

究経費
49.0%

③管理

経費他

8.1％

教育活動支出の構成比率

①人件費

②教育研究経費

③管理経費他
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３　貸借対照表

【資産の部】 (単位：千円)

本年度末 前年度末 増減

 固定資産 3,473,374 3,547,908 △74,534

 　有形固定資産 3,467,774 3,540,942 △73,167

     土地 642,086 642,086 0

     建物 2,204,630 2,297,153 △92,522

　　 その他の有形固定資産 621,057 601,701 19,355

 　その他の固定資産 5,599 6,966 △1,367

 流動資産 229,404 130,075 99,329

 　現金預金 187,718 61,669 126,049

 　その他の流動資産 41,686 68,406 △26,719

 合計 3,702,779 3,677,984 24,794

【負債及び純資産の部】

本年度末 前年度末 増減  

 固定負債 385,787 405,246 △19,458

 流動負債 554,393 527,444 26,948

 計 940,181 932,691 7,490

 基本金 10,077,874 10,022,739 55,134

 消費収支差額 △7,315,276 △7,277,446 △37,829

 計 2,762,597 2,745,293 17,304

 合計 3,702,779 3,677,984 24,794

 減価償却額の累計額 6,496,779 6,383,197 113,581

 基本金未組入額 13,703 11,467 2,236

純
資
産

　令和３年３月31日現在の資産、負債、基本金等を本年度末と前年度末で比較しております。減価償却
対象資産（建物、構築物、教育研究用機器備品等）については、取得額から減価償却累計額を控除した
金額による直接法で表示しております。

貸 借 対 照 表

負
債

科目

資
産

科目

令和３年３月31日

 

 


