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第 1章 序論にかえて オホーツクに根ざす大学の底力

一一コミュニティ発展モデルの可能性を探る一一

姉崎洋一

はじめに一一オホーツク地域の概観

オホーツク地域と略称される範囲は、北海道の北東部に位置し約 278kmの海岸線で

オホーツク海に接し東西に細長く広がる文化地理的な概念である。近年の「環オホー

ツク圏」とい う概念を用いれば、北海道、サハリン、カムチャツカ半島を視野に入れ

た国際的な広がりをもっ圏域の南端に位置する。オホーツク地域は、行政的には、網

走支庁と重なり、道東地域とも言われ、道内の 12.8%の面積を占める。管内は、 26市

町村 (2004年 9月時点、 2006年 4月には、市町村合併で 19市町村になる)からなり、そ

の面積は 10700平方kmで東京都 (2200平方凶)のほぼ 5倍であり、新潟県とおおよそ

同じ面積である。 70%が森林で、人口は合わせて約 34万人という特徴を持つ。大雪、

知床、阿寒の 3つの国立公園に固まれ、観光客は年間約 1000万人(総延べ数、 1060万

9100人、 2004年、網走支庁統計)が訪れる。人口動態は全般的には札幌圏や一部の地域

を除く他の北海道地域と同様に、少子高齢化社会減の影響を強く受けている。

今回の大学調査対象とした紋別市 (2.6万人)、北見市 (11万人)、網走市 (4.1万人、

いずれも 2004年 4月時点)などには多少独自な動きが見られるものの、人口減少の動き

の動向を免れてはいない。産業構造は、農業、漁業、林業などの一次産業と自然特性

を生かした一部加工産業による二次産業、それに観光、サービス業や官公署などの三

次産業の構成比である。 中心地域の北見市は、畑作玉葱の作付面積日本ーであり 、小

麦生産の生産から 地ビールの生産も盛んである。寒冷で湿気が少なく快晴の日が多い

ことから精密機器などの工業集積(京セラ、東京電機などの工場立地)があり、商業の流

通拠点、でもある。紋別市は、近海養殖漁業、ホタテ貝などの生産と農業、網走市も漁

業、農業、観光の特徴をもっ。農業生産については、十勝型とオホーツク型の類型が

あるが、オホーツ クは素材移出型であり付加価値生産が弱し 1という面はあるものの、

その生産高は低くなく相対的な富の蓄積が見られた。 このような、経済的基盤の上に

高等教育機関の設置が、 1960年代以降に徐々に形成されてきたといえる。

1 北見市、紋別市、網走市における大学展開の歴史的動向

オホーツク地域の高等教育機関の設立・整備の歴史はまだ日が浅い。広大な北海道

において、高等教育機関の整備はその大学進学者の需給関係においても、インフラの

整備に要する費用対効果を原則にすれば、地域的な機会均等を維持することは困難で

あり、従って先行 した、札幌・道央圏、函館地区、旭川地区、釧路地区、帯広地区を

除けば、大学の立地は遅れをとり、その他の地域は地域のニーズの高まりと、環境整

備に必要な財政的な基盤の成熟を待つ他はなかったといえる。その意味でオホーツク

地域は、下記に概略を述べるように、その典型といえよう。
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(1)北見市における大学の歴史的展開

北見市では、 1960年代には、研究学園都市構想、があり、 1960年には北見工業短大

が設立され、次いで 1966年には 4年制の国立工業単科大学に改編し出発した。道内の

国立の工学部・工業大学としては北海道大学、室蘭工業大学に続く重要拠点であり、

この地域の工業発展と研究的支援に重要な役割を果たしてきているといえよう。学生

の出身は道外からも多い点で室蘭工大と好対照をなす。研究上も地域特性を生かした

研究に特徴があり、地域社会に根ざした社会工学の発展、産学官連携に関して「地学

連携j の具体的な展開が見られる。工学研究の最先端分野についても、幾つかの分野

で大学の特性を生かした特色が発揮されてきた。要するに、この地域の工業発展と研

究的支援に重要な役割を果たしてきていることの評価は高いものがあるといえよう。

とくに、産学協同に関して地元の社会的ニーズを受け止めての地域共同研究センター

の活動などにはユニークなものがある。 なお、教育研究に関しての厳格な評価システ

ムの採用など大学の競争的な環境での生き残りが強く意識されていることも特徴であ

る(詳しくは上田論文参照)10

北見市では、北見工大の役割を大いに評価しつつ、次に、文系大学の誘致が、地元

の強い要望もあって組織された。具体的には、道内では私学を代表する大学の一つで

ある北海学園大学に対して誘致対象が絞り込まれて、 1973年に要望書が渡された。学

校法人北海学園も意欲的にそれに応える感触が示されたこともあって、 1974年に設立

期成会、 1975年に設立準備会が組織され 1977年に北海学園北見大学(商学部商学科)

が開学した。同様に、同短期大学についても 1980年に誘致期成同盟、 1984年に北海

学園北見女子短期大学(1991年男女共学の北海学園北見短大に校名変更)が開学した。北

見大学は、商学をベースとしながら、観光や地域政策に独自な役割を担ってきた(1994

年には観光産業学科増設) 2。

これらの設立にあたっては、光本報告に詳しいが、地元自治体と大学を経営する学

校法人「北海学園Jとの間で「公私協力J方式が採用され、協定に基づいての土地や

財政的支援がなされた。 ところで、 「公私協力J方式が単に、大学開設にあたっての

財政的支援に止まらない本来の意味での対等平等なパートナーシップ (PPP:Public and 

Private Partnership) になることは必ずしも容易なことではない。北見大学は、学生募

集においてもそれなりに健闘し、教育成果として卒業生の人材も地元に多く輩出して

きたが、少子化と長期的経済不況の中での大学問競争において、寒冷地での単科大学

単一学部の文系私学が生き残っていくには、経営環境は厳しさを増さざるを得なかっ

た。 この結果、まずは、学校法人本部の経営判断として札幌にある北海学園大学の将

来計画との絡みもあり、北海学園大学の新学部(経営学部)増設に短大の教員が振り当

1 W北見工業大学概要Jl (平成 16年度)、 『北見工業大学地域共同研究センタ一概要』参照。
なお、 『国立大学法人北見工業大学中期目標Jl (2004.5.26)、同『中期計画Jl (2004.6.3)、

『自己点検評価報告書Jl W外部評価報告書』は、北見工業大学ホームページ (URL:
http://www.kitami-it.ac.jp )からアクセスできる。また、当調査グ、ループのヒアリング記録(本

報告集資料)を参照されたい。

2 北海学園北見大学概要参照。また、菊池均氏(北海学園北見大学商学部教授、教務部長)へ

の聴き取り (2004年 8月 3日)参照。本報告集資料参照。
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てられ短大が閉学された。さらには北見大学の 4年制の本体自身も四半世紀の活動を

経て、 2006年にキャンパス施設と研究所の一部を残しながら、校名変更(北海学園商

科大学(仮称) )手続きによって、同じ学部学科構成のもとに、札幌にある 北海学園大

学に隣接して新キャンパスが開学を迎えることが明らかになっている。この場合、学

生定員確保困難という経営事情悪化もさることながら、上述の学部・大学院再編に関

連しての大学改革構想が中心的な要件であったようにみられる。未来に向けた経営戦

略による大学撤退であるが、その細部は必ずしも明瞭ではない。学生募集は 2005年春

を最後に北見では停止された。札幌の学校法人本部には新大学開設準備室が設置され、

キャンパス用地も北海学大学に隣接して用意されてきている。なお、北見キャンパス

は、売却されず学校法人が維持管理し、別の用途を模索し、付設研究所(開発政策研究

所)も存続することが明らかになっている 3。

この北見大学撤退と入れ替わるように、生まれたのが日本赤十字北海道看護大学で

ある。同大学は、様々な誘致の動きが道内にあった中で、 1995年に北見に開設を決定

し、 2000年に開学した。この場合、国の地方拠点都市構想、が追い風となり、二市三町

でのオホーツク地方拠点都市が認可され、看護大学設立には、補助金が支出された。

このように、人口 10万人規模の都市での大学の設立立地と経営の問題と大学が果たす

文化・教育・経済の波及効果には、地方・小規模・単科大学の典型的な特徴と困難が

横たわってきたといえる。また、その延長線上に、大学の個性化の発揮による生き残

り(北見工大、日本赤十字北海道看護大学)と他方での大学撤退問題(北海学園北見大学)

という重要な事例が生じてきたといえる。

(2) 紋別市の大学展開と撤退

ところで、北見市よりもさらに小規模な、紋別市では事情はどうであろうか。光本

報告で詳述されるが、紋別市でも北見市と同様に「公私協力」方式による大学誘致が

熱心に展開された。 この活動に応じたのは、北広島市に学校法人本部があり、専門学

校などの経営も手広く展開してきた道都大学であった。詳しくは、滝ヶ平報告に譲る

が、同大学は、地元の強い熱意のもとに、美術学部、社会福祉学部を 1978年に開設し

た。同大学の沿革や大学史を繕いても、何故紋別市にキャンパスを展開したのかにつ

いては、格別に強い内発的な動機があったとは伺えない。恐らくは、紋別市側が提示

した誘致条件に大きな魅力があったと考えられる。実際に、理事長 ・学長と紋別市長

との協定には、紋別市から大学側に多大な支援が盛り込まれたといえる。土地の提供、

建物への補助、学生の宿舎・アパート等への便宜、就職などにおける交通費補助など

ある意味で至れり尽くせりである。 さらには、紋別市は、道都大学を対象にした大学

振興室を 1995年以来独自に設置してきていることなどその重視ぶりが伺える 4。しか

し、事前の学生需要や教員の確保など市場調査が不十分であったのか、あるいは地域

ニーズと学科構成がミスマッチであったのか、美術学部は早い段階で撤退を余儀なく

3 向上、菊池氏聴き取り記録。

4 姫田潤市氏(紋別市総務部大学振興室参事、庶務課長)、尾形勝巳氏(同左大学振興室副参
事、庶務係長)への聴き取り (2004年 8月 4日)、本報告集資料参照。
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された。残った社会福祉学部については、存続の厳しさを持ちながら、地元に定着し、

堅実な学生教育とともに地域への社会貢献において少なからぬ実績を築いてきた。具

体的には、過疎地の少子高齢化進展や児童福祉や障害者福祉のニーズに対応して、多

くの実績をあげ、地元に根付いて地域貢献を行ってきたといえる。しかし、大学を経

営する学校法人本部は、早くからこの地での展開において紋別市からの財政支援なく

してはありえないことを明確にしていた。そのこともあって、年々厳しさを増す自治

体の財政危機の中で、岡市は大学への補助金の年額の減額変更申し出を表明せざるを

得なくなったが、同大学はその段階で協定の継続は困難として、紋別キャンパスの維

持を断念した。

教学的には地元定着が進展し、地域からも好感を持たれ、これからの発展が期待さ

れていたことは、調査での聞き取りから明確であった。従って、学生、教職員が移転

を望んでいたわけではない。法人理事会トップによるこのような撤退の判断は、私学

ではままあり得ることではある。しかし、地元からの強い誘致と積極的な財政支援に

よる私学の開設(キャンパスの土地の提供、運営に関する補助金、学生支援の様々な措置)、

さらに開学後の引き続く自治体からの財政支援がなされてきたことを考えると割り切

れない感慨を市民が抱くのも無理からぬものがあった。自治体と市民の要望にかかわ

らず、大学側のキャンパス維持姿勢が必ずしも強いものではなかったこと、私学の経

営の自由と、教育研究の公共性が予定調和的な融合を見せなかったことなど、撤退に

よって明らかになったことも多い。報道などによれば、場合によっては、紋別キャン

パスは売却の可能性も検討されているという。このような、ある意味で地域立地理念

が必ずしも明瞭ではなく、採算の見通しがなくなると早期に撤退をはかるといったコ

ミュニティ発展型ではない事例において、大学の地方への進出、展開、撤退の事例を

どのように考ええたら良いのであろうか。 rタウンJ (自治体)と「ガウンJ (大学)

に比すほどでもないが、 「ガウンJの道義的・社会的責任性はないのだろうか。

学生や教員にとっても、噂のレベルはあったにしても事前に情報は流されず「撤退J

を新聞報道で初めて知った人が多いと言われる。しかも、学年途中の学生も紋別キャ

ンパスでは、受講機会が保障されず北広島市のキャンパスに移って残りの学生生活を

送るように通知された。また、教員全員の雇用が維持できるのかということも懸念さ

れた。このようなことも、撤退事例の抱える厳しい側面である。さいわい、 2005年春

には北広島キャンパスで、新入生が迎え入れられ、希望した教員も新キャンパスに移

行したようである。

(3) 網走市での大学展開

網走市でも他の自治体と同様に「公私協力」方式で熱心な大学誘致がされた。結果

的には、東京農業大学生物産業学部の設立がはかられたが、この場合の「公私協力」

方式は、北見市、紋別市の場合とは幾分様相を異にしている。すなわち、財政的には、

土地の提供を除けば 網走市側から大学への直接的な財政支援は殆ど見られないこと

である。むしろ、岡市と同大学の関係には、本来の大学と地域社会とのパートナーシ
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ップに近い関係を築こうとする協働の意思が伺える 5。大学の研究・教育の資源の還元

には、網走市からの研究や調査委託、審議会委員への要請への応諾、人材養成講座へ

の同大学スタッフの関わり、卒業生の地元近辺への定着、地場産業へのコンサルテイ

ング、オホーツクの住民運動への学問的・教育的貢献など、興味ある事例が多い。こ

こには、百年を超える歴史を持つ東京農大の相対的に安定した大学経営環境の優位性、

また網走に展開した生物産業学部は、世田谷に展開する大学本体に対しての一つの学

部の位置づけであり、経営上のリスクに耐える資源があること、また網走にキャンパ

スを持つことについては、榎本武揚を創始者群像の一人に数え北海道にその歴史的な

由来を幾っか持つことや、学部の研究・教育にとってオホーツクの自然環境がマッチ

ングしていること、教員に進取の気風があり、遠隔地の条件を逆手に取って、オホー

ツク大学問交流事業の中心に位置付くスタッフを有するなど、内発的条件や主体的条

件に積極的な要件が多い。その結果、学生募集においても、道内以上に道外からも応

募があり、積極的能動的な学生の意欲は、大学院への進学や就職において良好な結果

を生み出してきている 6。このように、東京農大の場合は、全体的には撤退事例とは対

照的に拡充発展という事例を提供している。

この点において、網走市と東京農大とのパートナーシップは、北見市と北海学園北

見大学、紋別市と道都大学のパートナーシップ関係との比較において大きな差異があ

るといえよう。なぜなのであろうか。東京農大が、前述したように東京に本体を持つ

100年を超える歴史ある大学で、学生募集のリクルートカや卒業後の労働市場での安

定性、スタッフの充実した配置、設備投資や大学経営における基礎的な財政力などが

背景にあることは間違いない。他方、北海学園北見大学は、学校法人の将来構想にお

いて札幌地区に集中しての拡充発展という選択を考えたことによって、北見地域との

連携関係は研究所の存続やキャンパス施設の活用という限定された内容に後退させら

れた。さらに、道都大学の場合は、道内に閉じた新興大学であり、理事会の姿勢が民

間経営ビジネス感覚に近いところで運用され、短期的な財務政策に大学経営を従わせ

るという差異が表面化したことは認められよう。客観的な外部環境はそれほど大きな

差異はないのに、三つの大学においてなぜこのような落差が生じるのであろうか。こ

のことは、大学の 「コミュニティ発展モデル」を考える上でも興味深い事例を提供し

ているといえよう。

2. コミ ュニティ発展モデルの吟昧

北見市と紋別市の二つの大学の「撤退」 事例を見つめると、大学は、都市圏にしか

展開できないようにすら思われる。はたしてそうなのであろうか。このことは、一見

正しいようにも見えるが、しかし、東京農大、北見工業大学、などを見つめ、さらに

5 田中俊次氏(東京農大生物産業学部産業経営学科長、教授)への聴き取り (2004年 8月 5

日)、及び山真夫氏(網走市企画総務部企画調整課長) 、小田島和之氏(同左企画調整係長)
への聴き取り (2004年 11月 11日)記録参照、木報告集資料に収録。

6 黒瀧秀久氏(東京農大生物産業学部助教授)への聴き取り (2004年 11月 11日)、本報告
集資料参照。
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はオホーツク大学問交流事業をつぶさに追ってみると必ずしもそうとはいえないこと

に気づかされる。その意味で、辺境、過疎地域における「コミュニティ発展型」モデ

ルの事例には、このような失敗学と発展学の両方を学ぶことが可能なように思われる。

また、そのように見ることによって、多くの示唆を得ることができるように思われる。

撤退事例には、所与の条件の厳しさに対しての代替的な条件の確保と新たな戦略方策

の欠如が浮かびあがらざるを得なかった。他方では、地域に深く根ざし生き残りと発

展をはかろうとする事例には、教職員のミッション意識の高さ、学生・院生を育て引

き上げていく教育力、さらには地域との交流を通じて醸し出されるパートナーシップ

によるエンパワーメント効果などが看取された。また、石山報告に詳しいが、単科大

学の制約から開放されるために組織されてきたオホーツク大学問交流事業では、各大

学から意欲的な参加が見られた。その中心には、地域を生かしての研究と教育の発展

をはかろうとする大学人の意気込みが看取された。このように考えてみると、オホー

ツク地域の各大学の展開動向には、地域社会と大学との関係論をとらえる多くの示唆

が含まれているといえように

最後に、これまでの調査の中から浮かび上がる構造や論点を整理して、序論的考察

を終えよう。

(1)オホーツク地域の大学を取り巻く環境(ネガティブな面)

これまでに述べてきたように、オホーツク地域は客観的に見れば、①青年期人口が

少なく、少子高齢化の過疎地域であり、②地元では、高卒後の専門学校志望や就職希

望も少なくなく、その限りでは、大学進学率が低く、地元からの進学には多くを望め

ないこと、③立地した大学は単科大学で、領域の重なりがなく孤立化しやすい。④大

学人は、地理的に東京や札幌などの都会地型の「学問生産中心地帯」から遠いことに

よる周縁意識と閉塞感を持ちやすい。⑤地元自治体は財政的にも人的にも限られた資

源で、公私協力方式には限界がある、などであった。しかもこれらは、早急に改善が

はかられることは、自然発生的にはあり得ない事柄である。

(2) オホーツク地域の大学を取り巻く環境(ポジティブな面)

しかし、発想を転換させれば、オホーツク地域にも有利な側面が少なくない。事実、

この地域で生き甲斐をもって研究・教育に逼進している人々が異口同音に述べるのは、

①雑音に乱されず勉学・研究に打ち込める暮らしやすさと自然環境、②大学と地域社

会との良好な相互関係があり、大学は地域から大いに期待され、その貢献がのぞまれ

ている。③住民の大学への期待と信頼感は、学生の受け入れ、産学協同、シンクタン

7 例えば、第 53回東北・北海道地区大学一般教育研究会での「大学問連携」についての報告

(黒瀧秀久、 2003年 9月 12日)や、オホーツク・大学問公開交流セミナー W1 T時代のリカ
レント教育報告書JI (2002年 2月)には、東京農業大学創立 100周年記念オホーツク圏フォ
ーラム『開こう、オホーツク圏交流のフロンテイア』報告書 (1992年 1月 20日)や、 「北東
アジア・環オホーツク海圏交流と拠点都市構想、フォーラム (1995年 10月 27日)の構想段
階から具体的な成果をオホーツク地域の広がりの中で、異業種・異分野交流を含んでの研究的
展開と地域と連携しての大学教育・教養教育に関して実践的に報告する段階に移行してきたこ

とが如実に示されている。
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クとしての役割発揮などに具体的な姿が示されている。④コミュニティに根ざそうと

する大学人の意識転換によって、あらたな学問の生成、学際的な教育研究効果があら

われはじめている。以上のことは、本報告集の北見工大、東京農大、道都大学、北海

学園北見大学の関係者、あるいは北見市、紋別市、網走市、の担当者、道都大学の学

生、北見市の高校教師のそれぞれの当事者の方々からの聴き取りでも明瞭に浮かび上

がる事柄であった。

(3) オホーツク地域の大学のたど って いる三つの軌跡

単純化を恐れずにいえば、この間の調査から見えてきたのは、次の三つの軌跡であ

った。

第一は、北海道の中でも地理的に北端にあり、少子高齢化と過疎地域の影響をまと

もに受けているオホーツク地域は、長引く経済不況と競争的環境下の大学の生き残り

戦略において、守りの姿勢にあっては、経営の厳しさ、将来予測の困難がどうしても

打開できず、結果的にこの地域から撤退の道をたどるケースであった。北海学園北見

大学、道都大学のそれぞれには別の要因も働いているが、いずれも深傷を負う前の撤

退であった。

第二は、地域貢献・連携と大学存立目的の焦点化による発展の模索をはかつている

事例である。既に触れてきたように、北見工業大学、東京農大(生物産業学部)、日本

赤十字北海道看護大学の事例は、いずれも与えられた条件の厳しさにただ従うのでは

なく、新たな展開の道筋を探求してきたことによって、条件の厳しさに打ち勝つ優位

な条件を構築していく実践が浮かび上がってきたといえる。 しかしながら 、調査の足

りなさや、分析が不十分なことも多くあった。今回は、とくに、北見工業大学の産学

連携においての産業分析あるいは地域社会への関わりの細部の調査が不十分であった

ことがまずあげられる。また、東京農大での新学科増設に向けた構想の分析、地域自

治体や住民との連携による具体的な成果が地域発展のキーパースンの養成や支援とい

う形でこれから明瞭になっていくことへの追調査の必要など、まだまだ描き切れてい

ない要素があることをおことわりせざるを得ない。

第三は、大学関連携によるコンソーシアム型運動の発展である。石山報告に詳しい

が、オホーツク・大学問交流協議会の運動は、一つには、大学の教員集団が主導権を

もって、自らの研究と教育のエンパワーメントをはかる運動であり、明らかにこの運

動に関わりをもっている個々の研究者たちは研究や教育の発展への手がかりを得てい

ることが明らかであった。二つには、大学問の連携事業によって、地域に総合大学機

能を生みだし、異業種、異分野、異学問の融合によって、あらたな知見、もっといえ

ば融合知が生成してきていることであった。三つには、地域社会の人々にとっては、

実践的な課題に対して生きた応答関係を生み出していることである。1960年代に展開

されたかつての信濃生産大学がそうであったように、生産学習と政治学習の統ーや思

想信条の自由の保障による自由な学びの創造、アカデミズムと実際の地域の現場との

緊張ある出会いによって生み出される新たな経験や知見の発展、参加による学習共同

体ともいうべき自治の体験、参加し実践する中で鍛えられ発展させられる個々人(学生、

教員、地場の産業人、地域の人々)の認識や地域的情報のつながりの発展が見られた。こ
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の聞のオホーツク大学問交流事業から汲み出せる教訓|は豊かである。これも、その意

味では、調査の不十分さ、分析の甘さがあって、そうした豊かな内容を十全に描きき

れなかったことも少ないことをあらかじめお断りしておきたい。

むすび一 地域の大学とコミュ ニティ発展との相互関係へのいくつかの示唆

本報告集では、 『高等継続教育研究』第 2号で、姉崎が言及した大学と地域社会と

のパートナーシップ関係においての大学の「コミュニティ発展モデ、ノレj の検証という

側面を含んでの調査であった。その限りで、分かったことを整理すれば以下のことが

あげられよう。いずれも、地域にねざして展開をはかろうとする大学にとっての一つ

の示唆に思われた。

第ーは、地域からの大学撤退のケースは多くの大学過疎地域で今後起き得る事例で

あり、単純な経営的観点からは存立は難しいことを立証している。

第二は、大学の地域連携・貢献、大学存立目的の特化についての評価は容易ではな

いが、道を切り開いている大学は、コミュニティに根ざして研究と教育を質的に引き

上げることにしか方策はないことに自覚的である。

第三は、大学問のコンソーシアム型運動は、大学の公的な活動ではなく、大学人の

運動的な関係性にこそ核心がある。大学人のミッション意識と自信の引き上げ、地域

の多様なネットワークの生きた関係に大学が加わり、研究的な新たな起業を組織して

いること、教育力を高めていることであった。

なお、本号の内容的構成について触れておこう。第一に、各大学の調査報告では個

別大学の存立構造と研究教育の特色が、東京農大(石山論文)、道都大学(滝ヶ平論文)、

北見工大(上田論文)について分析される。第二に、それらの分析における鍵的な概念

として、国の高等教育政策と大学改革の全般的動向、大学の統廃合に働く力学につい

ては、今回分析が間に合わず、別の機会にあらためて展開がはからざるを得なくなっ

たが、大学設立と運営における公私協力方式、大学の公共性をめぐる争点については

光本論文が分析を試みている。大学の地域社会連携と社会貢献、大学関連携と協力の

方式、大学教員の立場性などについては、この序論で試論的な試みを姉崎が行った。

第三に、この地域の大学の発展の重要な主体的な要件となってきたオホーツク大学問

協力事業については、石山論文が詳しく分析している。関係者の聴き取りについては、

資料編の記録を参照頂きたい。

最後に、この問、調査にご協力頂いた関係者の方々に、この場をお借りして深甚な

お礼を申し上げたい。
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オホーツク地域 各大学の概観

1 北見工業大学

1960年工業短期大学として開学、 1966年に 4年制の工業大学に改組

理念・人を育て、科学技術を広め、地域に輝き、未来を築く

基本目標:1、向学心を喚起し、創造性を育み、将来の夢を拓く

2、個性に輝き、知の世紀をリードし、地域特色のある研究

3、地域のニーズに応え、 地域をリードし、地域の発展に貢献

4、国際的視野を踏まえた教育研究、 学生 ・教職員の国際化を推進

学部・大学院・共同利用教育研究施設、組織など

工学部 1学年定員 410名(機械システム工学科 80名、電気電子工学科 80名、情報シス

テム工学科 60名、化学システム工学科 60名、 機能材料工学科 50名、土木開発工学科 80

名、共通講座)、入学者の道外比率 58. 7%、道内 41. 3% (2004年)

大学院工学研究科

博士前期課程 1学年定員 92名(機械システム工学専攻 16名、電気電子工学専攻防名、

情報システム工学専攻 16名、化学システム工学専攻 14名、機能材料工学専攻 10名、土

木開発工学専攻 20名、共通講座)

博士後期課程 1学年定員 12名(システム工学専攻 7名、物質工学専攻 5名)

学内共同教育研究施設(地域共同研究センタ一、機器分析センタ一、未利用エネルギー研究

センタ一、情報処理センタ一、サテライト・ベンチャー・ピジネスラボラトリー)

地域共同研究セ ンタ ー :地域密着型研究、リエ ゾン機能、大型研究設備 ex 燃える氷メタ

ンハイ ドレード、人口膝関節の長寿命化研究、

90E 

!年度 総件数 道内
70 

道外 管内(網走主斤)

4 32 22 10 20 60 ， 
50 ， 

• 11 " "' 

40 I ・・聞 n1111111l:・星道回外1

5 30 22 8 21 
6 31 27 4 23 
7 30 24 6 20 

B 30 25 5 20 
30十E ・.-園内"11 " " " "・9 40 31 9 20 

20 flllllllllllllllllllllllll 10 41 34 7 26 

11 45 39 6 32 

12 54 47 7 33 
10 

13 66 54 12 38 
14 73 59 14 35 

15 80 61 19 38 

オホーツク圏の産学官連携:自治体、大学、公設試験研究機関、職業訓練機関、大学シーズ

と地域ニーズ、大学と地域の各種交流、 「地域コーディネーターJ (ボラ ンティア精神と起

業家志望)の役割、産学官連携推進委員・協力員 (18市町村と協力関係)の配置。

日本経済新聞調査 (2004年 2月 16日)全国 108大学中 93大学回答、研究力:17位北大、

52位北見工大、山梨大、 56位室工大、法政大、改革意欲度 :6位北見工大c1位奈良先端科

学技術、 2位工学院、 3位立命館、 4位高知工科、 5位九州大)

教育研究推進組織(地域連携・研究戦略室、知的財産本部、国際交流センター)
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2 北海学園北見大学商学部(商学科・観光産業学科)

1977年「地方の時代」に「公私協力方式j の先駆けとして北見市の強い要望の下に北海学

園北見大学開設。 1984年には北海学園北見女子短期大学の開設。以来、着実な地歩を重ねて

きた。しかし、学校法人本体の将来計画の動向、経営環境の変化の中で、短大は 2004年 3月

に閉学(北海学園大学の新設経営学部、経済学部地域経済学科に定員を振り替え)、北見大学

は募集を 2005年までとし、 2006年に校名変更(北海学園商科大学)して札幌に移転すること

になった。

2005年の北海学園北見大学の入試要項(北見での最後の入学者募集)では、商学部定員 150

(商学科 100，観光産業学科 50)である。それぞれ一般入試は半数、残り半数は公募推薦入試。

なお、開発政策研究所(1994年創設)は北見に残ることになった。

主な事業は以下の通りである。

1，開発政策及びその関連分野の基礎的・応用的研究の推進

2，各分野にかかわる調査研究、資料の収集

3，地方自治体等との共同研究、委託研究の受け入れ

4，他大学及び研究機関との共同研究及び連携

5，外国人研究者等との学術研究、交流

6，生涯教育及び社会教育にかかわる研究・指導推進

7，研究成果の印刷・公表等

8，その他の本研究所の目的を達成するために必要な事業

研究スタッフ(主として本務教員+特別研究員、嘱託研究員)

3 道都大学

1978年に紋別市に、美術学部と社会福祉学部の 2学部を創設。北広島のキャンパスと 2キ

ャンパス制度。地元に一定の貢献を果たしてきたものの、入学者の確保の困難と大学経営に関

しての厳しさが続いた。学部構成と地域ニーズや学生・教職員のリクルートのミスマッチは、

美術学部に早く生じて札幌キャンパスに撤退、さらに社会福祉学部も理事会の方針もあり、紋

別市からの財政支援に関しての合意が不調であることを契機に社会福祉学部も 2004年 12月ま

でに学生の紋別での授業を終えた。これらの決定は、理事会サイドでの決定であり、学生、教

職員の政策決定への参加は閉ざされていた。学生・教職員は札幌(北広島市)キャンパスに移

転。 2005年の紋別での募集は停止された。移転後の札幌キャンパスでの概観は以下の通りで

ある。

道都大学(北広島市) 美術、経営、社会福祉の 3学部。

美術学部 140人(デザイン 70人、建築 70人の 2学科)、経営学部 180人(経営学科)

社会福祉学部 180人(社会福祉)計 1学年 500人の規模

4 東京農業大学 生物産業学部

1989年に生物産業学部は網走市に創設された。東京にある本キャンパスは、沿革を 1891年、

榎本武揚による育英量農業科創設にさかのぼり、北海道にも縁が深い。網走の生物産業学部は、

動物、植物、水圏の 3分野から構成され、人類の生存を支える食糧問題の解決、深刻化する自

然環境の保全、世界に通用する生物産業の構築など、の現代的なテーマを掲げ、大学院、学部、
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研究所の重層的な厚みのある研究・教育がなされてきた。オホーツク大学間交流事業の活動で

は、中心的な役割を担っている。

学部、大学院の構成は以下の通り。

生物生産学科 40人

食品科学科 25人

産業経営学科 70人

アクオバイオ学科 (2006年開設予定) 80人

大学院 生物産業学研究科

生物産業学専攻 博士前期 15人 (1学年定員)

博士後期 8人

5 日本赤十字北海道看護大学

1999年に北見市に開学。看護学部看護学科の単科大学。学士(看護学)の基礎に、看護師、

保健師、助産師の資格を提供、大学院は看護学研究科(看護学専攻修士課程)を設置。入試は、

推薦(公募推薦、指定校推薦)、一般入試、大学入試センター試験利用入試の 3種類で、計

184名 (2004年の場合)の入学者。

教育理念は下記を掲げている。

「建学の精神である赤十字の理念に基づき、社会における看護の役割を認識し、学際的・創

造的に看護を実践していく基礎的能力の習得を目的とします。また、広い知識と深い専門の学

芸を教授・研究することを通し、看護の発展に貢献するとともに、国際社会で活躍できる人材

を育成します。」

教育目的

1. 生命の尊重を基盤とした豊かな人間性を養う 。

2. 人間関係を深めることを通して一人の人間を総合的に理解し、その人の健康に関わ

る諸問題の解決に必要な知識と技術を主体的に学ぶ態度と方法を養う。

3. 変化する社会の中で看護が担うべき役割を認識し、他領域専門家との学術的協力を

もとに、将来、看護の発展に寄与できるための基礎的能力を養う 。

4. 保健・医療・福祉の現実を建設的に批判し、倫理的批判のできる基礎的能力を養う 。

5. 看護実践の過程を科学的に思考し、将来、看護専門職として教育・研究に直接貢献

できる能力を養う。

6. 看護実践を通して、国際的に貢献できる基礎的能力を養う 。
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