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２－１ 大学調査のヒアリング記録

（１）市立名寄短期大学訪問調査

2001年7月24日 14：00～16：00

市立名寄短期大学教授 前田 憲 氏

同助教授 大坂 祐二 氏

同道北地域研究所職員 堀口貴恵子 氏

訪問者 相川・姉崎・久野・谷・平島・布上・光本

前田 中身については学校を代表した形の議論じゃ

なくて地域研究所の所長としての話になると思い

ますので。その辺をお含みください。

大坂 名寄短大の生活科学科の大坂といいます。北

大の教育学部、社会教育にずっといたんですけ

ども、名寄に来て 6 年目ですね。北大では社会

教育だったんですけども、ここでは主に社会福

祉、と、社会教育もやっているという、そういう立場

です。たまたま姉崎先生と研究会なんかでずっと

前から関わりあったものですから、今回窓口にな

っているんですけど、僕も、それ以外のところは地

域研究所の企画にもないですし、何か代表する

立場でもないので、個人的な意見の範囲でしか

言えないのですけど、そんなことでももしお役に立

てれば…。よろしくお願いします。

地域的な教育行政の「可能性」

前田 前田憲です。昭和 44 年に北大大学院教育学

研究科を単位取得退学、その 4 月に名寄に赴

任、ですから、今年 32 年目になります。小学校・

中学校・高校も名寄出身です。

地域的資料的な制約から、ここにいてできる仕

事は何なんだろうと見定めるまで長い時間がかか

ってしまったと思っています。そして、昭和 23 年

から 31 年までの地方教育委員会活動をテーマと

しました。

昭和 27 年からは市町村の教育委員会も必ず

設置しなければいけないというふうに変わります

が、そのとき教育委員というのは住民の選挙で選

ばれたんですね。教育委員会制度に関しては非

常に評価が高い。つまり、教育基本法あるいは教

育基本法第 10 条を実現するための、制度的な支

柱だというのが、鈴木英一先生の評価ですね。

ところが、できあがった教育委員会に対しては

非常に低い評価なんですね。例えば、当時でい

いますと、日本教職員組合が市町村に教育委員

会をつくるのに猛反対いたしますし、市町村に教

育委員なんてものを選挙で選べば、進んだ都市

は別として、遅れた地方では、地域ボスが教育行

政を牛耳るようになる、というのが日教組の基本的

な立場です。宗像誠也先生もそういう観点で、市

町村に教育委員会を下ろすのは反対だという論

を展開されていた。

そして、本州の都府県等々にも、いくつか焦点

決めて調査に行ったんですけど、結果的には北

海道を事例にしまして、実際市町村でつくられた

教育委員会っていうのが、どういった地域的な教

育行政の可能性をもつものだったんだろうかという

ことを検討してみたいと思い、一昨年にその中間

総括をしたところです（前田憲『北海道における公

選期地方教育委員会の事例的研究』（市立名寄

短期大学紀要別冊第一号、 2000 年 3 月）。

今はそのあとをどうするのか、残されているとこ

ろをどうするか、つまり町村合併、当時今と同じよ

うに 3 分の 1 に町村なりましたから、そういう町村

合併と地方教育行政というのはどうつながるのか

というあたりは、この仕事で落としておりますので、

その補充もしたいなと思っています。そんなことを

しながらここに 32 年籍を置いています。よろしくお

願いいたします。

光本 地域社会の期待…地域住民、地域社会が現

在大学に何を期待していて、それがどのような形

で表れているのか。また、大学の方もそれに対し

てどう応えているのか、ということをおうかがいして

いきたいと思っています。おそらくその中には地

域の側の要望と、大学の考える地域に対する貢

献、地域との連携といったこととは、少しズレがあ
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る場合もあるのかなと思うのですが、そういったこと

も含めてお話願えればと思います。

姉崎 初に総論的にお話ししていただいて、その

上で、個別の論にいった方がたぶんやりやすいと

思うんだけど。概観も含めて、名寄短大ってどうい

う性格の大学かということや、今ここまできてどうい

うふうな問題を持っておられるかとか、教育の特色

だとか、少し短めの概観をしていただいて、そのう

えで各論点でちょっとおうかがいできたらと思いま

す。

前田 ちょっと 初から大きな形で、どういうふうにお

話整理していったらいいか（笑）。

地域、設置者と大学

前田 北海道教育学会の昨年度の大会が室蘭工大

で開かれたんです。そのときに室蘭工大が当番

校で、「地域社会は室蘭工大に何を期待するか」

というシンポジウムをやったんです。そのとき朝日

新聞の支社長の人がひとつ例を出して、「滋賀県

に住んでいたことがある」と。「それで、室蘭に来た

場合に、室蘭工大の学生は非常にそれと比較す

るとかわいそうだ」と、つまり、「学生に対する接し

方のようなものが、国立と県立では、非常に違って

いる。滋賀県立大学では、町の中で一軒空いた

建物があった。それを地域づくりというような観点

と学生活動という観点で結びつけて、そして学生

生活を豊かにするにはどうしたらいいかという点を

投げかける教員たちがいた」。ところが、「室蘭工

大に来てみると、そんなのは全くない。それが非

常に室蘭に来て感じたことだ」と話されたことがあ

ったんですね。滋賀県立の場合は、かつては全

国で一番学科の多い短期大学だったですね。あ

そこでは、いろんな学科をつくって、そして地域的

な要請で学科をつくって、地域的な要請、例えば

繊維にしても、地域的な要請がなくなると、違う学

科に組換えながら短大を改組して滋賀県立大学

になったところなんですね。

それで、懇親会の席ででしたけれど、「室蘭工

業大学に地域は何を期待するかって言っている

けど、室蘭工大から地域っていうのものを必要とし

ているんですか？」と発言したんです。どういった

ことかっていうと、滋賀県立短大など公立短大は、

地域そのものがなければ大学は成立しないわけ

ですね。ところが「室蘭工大が投げかけている投

げかけ方は、大学にとって地域をどう活用・利用、

どういう環境をつくるかというレベルに過ぎないの

ではないか」と。したがって「室蘭工大にとって、室

蘭という地域は実は必要でなくて、それが千歳で

あっても恵庭であっても同じことなんじゃないか」。

そのあたり、公立と国立というのはかなり違ってる

のですね。

その地域というものの考え方自体ですね。つま

り、設置者がなくなれば、また大学の必要性を認

めなければ、大学はなくなるわけです。設置者が

必要ないというふうに認めれば、その大学の学科

は必要なくなるわけですね。

そうした性格をもちながら、われわれが多分この

30 年、 40 年くらい考えてきたのは、それとも若干

違っていて、設置者との間にどういう合意をつくっ

て大学と設置者の関係を考えていくかという、そう

いう流れが基本だったんじゃないかという、そんな

気がするわけです。

開学から専攻分離まで

前田 概要自体について言いますと、袋の中に「沿革

と理念」というのを入れておきました。市立名寄短

期大学は昭和 35 年 4 月、家政学科 1 学科、入

学定員 60 名の短期大学として創設されていま

す。そのとき校舎をつくった材料は、小学校建築

の古材です。小学校を建て替えるそのときに出た

木材、解体材を使って、この短大を、従来あった

市立高校にくっつけてつくっています。

道内の短大の設置状況でいいますと、昭和 35

年というのは、札幌圏外から他の地域に、高等教

育機関がひろがっていく時期でして、昭和 35 年

の段階でみれば、函館と小樽と札幌と江別にしか

短大はありません。それで昭和 35 年の 11 月に

設置審議会の委員が現地審査に来てますけど

も、ここの現地審査が終わってから、帯広大谷短

大の現地審査にまわっています。したがって、そ

の年にできたのは、名寄と、帯広と、北見工業短

期大学、この三つが同じ時期にできたと思いま

（１） 市立名寄短期大学
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す。

次に、「生活科学科の現状と課題」というところ

に入っていきますが、これの 2 ページ目にです

ね、簡単に、これまでの推移を図示したものが載

っています。

1960 年に家政科 1 学科で出発して、それを

1966 年に一類・二類っていう形に分けています。

一類は栄養士資格と中学校教員免許状（家庭）を

出せるコース、二類は中学校教員免許状だけ出

すコースです。それで、 73 年に、一類から中学校

教員の免許を削っています。そして 1981 年に栄

養専攻課程と家政専攻課程に専攻分離をしてま

す。ご承知のことだと思いますけど、専攻課程を

分離するには、教員数に関して言いますと、同じ

学科の中に専攻課程がある場合でも、学科に準

じた教員数が必要になります。したがって、ここで

専攻分離をしたということはどういうことかっていう

と、 1960 年にできて、 1981 年になって、ようやく

入学定員 100 名に対応する教員数が揃った、と

いうふうに理解していただいていいと思うんです。

そのあと、その 3 年後になりますけど、家政専

攻課程を分離して児童専攻課程をつけ三つの専

攻となっています。これはどういう経過によるかと

いいますと、新しい学科をつくりたいという場合に

は、そこの施設も教員も設置審の審査が必要とな

ります。ところが、専攻課程の設置ってのは文部

省に対しては届け出だけで済むんです。つまり、

つくりやすいと。これが一つですね。それから、当

時の美土路達雄学長が、大学には一定の学生数

が必要で、人を増やすにはどうしたらいいかを考

えろ、という形で、その二つの要素が合わさってつ

くられたのが、児童専攻課程（入学定員 50 名）だ

ったわけです。

このとき、専攻課程ではなく学科としてつくった

方がよいという意見はかなり学内的に強いものとし

てありました。だけど、先ほど言いましたような事情

でそうなったのです。設置者との間で学科設置と

いう合意は難しい、ならば、学内的にできる努力、

学生を増やせる余地は何かっていうと、専攻課程

の設置だというかたちでやりましたのが 84 年の児

童専攻の設置です。

ところがご承知のように、その後北海道では中

学校の教員採用数が非常に減ってきます。それ

で、ここの学校ができました一つの理由はです

ね、道北地域における―この場合、網走の方、

道東も含みますけど―教員が非常に不足して

いた時期です。私学部卒業したのは昭和 39 年で

すけども、その時期も、どういう答案を書けば落ち

る試験なのよ（笑）っていうくらい、非常に不足して

いた時期です。それで、僕は昭和 28 年に名寄の

小学校を卒業してますけど、その 50 ％は臨時教

員、代用教員です。つまり、今で言うと、高校を卒

業してすぐに教員になったというような形です。 35

年もそれを引きずっていた段階なんですね。それ

が設置の一つ理由になっています。

もう一つは栄養士と保健関係の仕事です。事

実、 1 期生から 3 期生ぐらいまでをみますと、卒

業生の 80 ％以上は教員になってってるんです

ね。ところがその後教員採用が非常に減ってきて

いまして、それで、児童専攻をつくったはいいけど

も、中学校教員免許だけではもたないわけです

ね。これをなんとかする必要があるということで、児

童専攻課程に幼稚園の教員免許を 90 年につけ

ました。これは短大の生活科学科・家政科の中で

幼稚園免許を出した、多分、全国 初だと思いま

す。これは僕たちで文部省と交渉しても、まずでき

なかった。この免許は出なかったと思います。これ

は記録に残らないんですけども、当時の桜庭康喜

市長の文部省への働きかけ、ねばり、努力の結果

であったと思います。そして 94 年に幼稚園免許

に加えて、児童専攻課程で保育士の免許を出す

ようになります。

これができてから、児童専攻課程の応募者、専

攻の教員たちの努力ってかなりあったと思うんで

すけど、例えば卒業生相手に夏期セミナーを開く

とかね、しかも、ここだけじゃなくて、卒業生の住ん

でいる地域に行ってそういうものを開くとか、そん

な努力とかもいろいろあったと思うんですけども、

これ以降、児童専攻課程については、志願者数

はかなり上向きまして、今年は、約 3 倍くらいまで

の状況になっています。
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看護学科の設置と困難

前田 1994 年、保育士の免許と合わせて、看護学科

を設置しました。ここに資料として出していません

けど、看護科の設置に関しましては、ここの市立

総合病院に准看護婦養成所があったんですね。

それで、その准看護婦養成所を高等看護学院に

改組するという形で、 93 年段階には、助役を準

備室長として、高等看護学院をつくるための準備

室ができました。ところが、学内的にはですね、む

しろ短大にその併置が考えられないかという意見

があり、病院側でもそれを理解し応援してくれまし

た。道の関係部局に行ったときに、ここでも同じこ

とを言ったんですね。それで、つくる 1 年半、 2 年

前かな、桜庭市長が、短大につくるってことを議

会に意思表明しまして、実質 1 年半くらいでつく

ることになりました。

ご承知のとおり、看護学の教員が全国的に不

足している時期で、当時の学長と準備室長の業

務は大変なものでした。看護学の教員は、まだ不

足していますね。もうちょっとすると落ち着くと思う

んですけど。

平成 6 年の看護学科開設において、建物が次

々に建ってくるんですね。それで、私も準備室の

お手伝いをしたんですけど、教員集めをどうして

いくかっていう（笑）、それで気が気じゃないとい

う、そんな状況を経験しましたが、いずれにせよ、

平成 6 年に看護学科をつくって、現在まで来てお

ります。

先走りますけども、現在について言いますと、

生活科学生活科学専攻課程が今年初めて定員

を割りました。従来は児童専攻と栄養専攻の第二

志望者も入れながら定員を埋めていたところなん

ですけど。これにつきましては、数年前から道の

教員採用試験が非常にきつくなりまして、この生

活科学専攻で受験できる教員は中学校家庭科な

んですね。北海道で 40 名ぐらいの家庭科の教員

を採用していた時期はだいたい 5 名から過年度

生を入れて 10 名ぐらいは教員になっていけてた

んですね。それが、今年度の採用で言いますと、

全道で 4 名。よく受かったなと思いますけど、 1 人

現役で受かりまして（笑）、そんな状況です。この

採用数が少なくなると同時に志願者がどんどん減

りだしていって、今年は定員割れになっていま

す。沿革関係の概要は以上です。

教員数と組織

前田 それから次に、組織機構なんですが、まず学長

です。これは 1 名ですね。その次に教授会、ここ

では助手以上のすべてが教授会の構成員になっ

ておりまして、現在助手はいませんけど、看護学

科の教員が 16 名、生活科学科の教員が 24 名、

合計 41 名というのが、現在の教員数です。

生活科学科に関して言いますと、教員数は、札

幌市内にこの学校があれば、もっとずっと少なくて

済むと思います（笑）。短期大学設置基準の家政

系の学科・専攻課程の 低教員数は、入学定員

100 名までで 5 名、関連の学科専攻がある場合

は 4 名ですから。

ここは僻地にあるおかげで、専任を増やさなけ

ればいけない状況にあります。つまり、市内から非

常勤講師がそんなに手に入らんということです

ね。でもこれは、うちの学校にとって非常に恵まれ

た側面じゃないかって僕は思っています。全国平

均の学生数は、例えば生活科学系でいうと、教員

1 人あたり 27 ， 8 名になるんじゃないでしょうか。

ちょっと 近の数字見てないんですけど。うちで

は教員 1 人あたり 12 ～ 13 くらい？

大坂 看護も入れてですか。

前田 いや、入れないで。

大坂 そうですね。

前田 そのぐらいになると思いますので、そんな意味

で、 1 年生が入学すると同時に学生 10 人以内で

読み書きを含めたようなゼミをやることも一応可能

でして、ちなみに私の今年の 1 年生の受け持ち

のゼミは 2 人です（笑）。読書会のような感じです

ね。

それから図書館長が 1 名。これは教員の兼務

です。学生部長が 1 名。これも教員の兼務です。

事務局組織なんですけど、その数の少なさに驚

かれると思います。管理課長と事務局長が兼務発

令になっています。したがって 1 名です。それか

ら総務係が 3 名。教務係が 3 名。それから図書
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係が 1 名にプラス臨時が 2 名、したがって 1.5 名

といったらいいんでしょうか。学生係が 3 名います

が、これは教務係との兼務です。

それで、公立っていう場合に県立と市立を比較

しますと、圧倒的に少ないのが後者の事務職員

数なんですね。ちなみに、現在学生は 450 名定

員で 480 名いますけども、図書係を除きますと、

事務局長まで入れて事務職員は 7 名という格好

になっています。

市民の期待

前田 不明なところがあったらまたあとでご指摘いた

だくことにしまして、事前にいただいた項目の「市

民は大学に何を期待しているか。または、それは

どのような形であらわれるか。大学の考える地域

性とのずれ、今後の課題」ということ。そのことなん

ですけれど、「市民は大学に何を期待しているか」

ということは、非常に答えづらい中身だと思うんで

すね。

つまりですね、どういうことかっていいますと、そ

れは時期によって違ってきているわけです。昭和

35 年に短大ができたとき、当時の新聞や市民の

談話などを見てみますと、非常に大きな期待を持

って迎えられています。人口たかだか 3 万 5 千

―当時ですね―の町で、しかも日本の一番

北の短期大学ができた。また、名寄市が自分の大

学を持てた、と。これは非常に大きな期待なんで

すね。

ところが、できてですね、 3 年経ちますと、「大

学っていうのにこんなに金をかけてていいのか」っ

ていうのに変わります（笑）。現実的にお金がどん

どん出て行くわけですから。それで、昭和 42 ， 3

年に廃学問題っていうのがでてくる、大学を維持

するのをやめよう、道立に移管しようという動きが

出てきます。しかし、道では当時引き取る気なん

か全くありませんから、看護学院に改組するなら

引き取ってやろう、というところまでは行ったんで

すね。ところが、当時の市長、ここの短大をつくっ

たときの池田幸太郎市長ですが、この市長が、

「自分で生んだ子どもを自分で潰すわけにはいか

ん」って言って、突っぱねて決着がつくんですが、

いずれにせよ、お金が非常にかかりだします。で

きてから 3 年目の昭和 37 年ですけれども、大学

の全体の運営費に対して市が持ち出した金が 78

％。つまり、大学運営の 8 割近くのお金を市が負

担しなければならない。こんな状況になるんです

ね。当時の市議会の議事録をめくってってみます

と、議会の会期ごとに短大をどうするかっていう問

題が議論されてまして。それで、「ダイヤというのは

貧乏人は持たん」と（笑）。「短大っていうのは名寄

が持ったダイヤかもしらん」（笑）。そんなに美しく

はないと僕は思うんですけど（笑）。そんな質問と

か意見が市議会の議員から出てきているというよう

なことがあるんですね。

こうやって見ますと、市民は大学に何を期待す

るかというのは、時期によって難しいと思うんで

す。それで、僕は先ほど昭和 44 年にこの学校に

赴任したというふうに言いましたけど、昭和 42 ～

43 年が廃学問題の年ですから。飲みにいきまし

て、店の人と話すと必ず言われることは、「短大の

先生って給料高いんですってね」（笑）っていうこ

とですね。「背中に“赤字”っていうゼッケンでも背

負ってんのかい」って。特に地元なもんですから

知り合いが結構いまして。そんなようなことを非常

に言われた経験があります。

では、その大学自体をどういうふうに立て直して

いくのかということが問題になるんですけど、これ

は大学内の努力と設置者の努力がいると思いま

す。このときに、設置者側の問題について言いま

すと、国が助成金を出すべきだっていう、交付税

制度を国が考えるべきだ、と。これを、全国公立短

期大学協会という組織がありますが、この中で積

極的に主張したのが、池田幸太郎市長でして、公

立短期大学協会の『 20 年の軌跡』かな、その中

にも、これをひっぱってくれたのは当時の池田幸

太郎だという言い方があります。逆に言いますと

ね、県立やなんかでは、「そんなはした金」って程

度だったのかもしれませんね、当時で言います

と。だから補助なんていらんよ、ってことだったの

かもしれません。

それで、ちょっとこの「収支表」をご覧になってく

ださい。平成 10 年度で 7 億くらいの支出になっ

ていると思いますが、この年度で確か市が出して
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いるのは 7 、 8 千万じゃなかったかと思います。

実際出しているのは。それで、その下の表、見て

いただきたいんですけど、歳入というところです。

ここに、「学生に係る交付税」っていうのが記載さ

れていると思いますが、 10 年度の歳入で 6 億 5

千万のうち 3 億 5 千 9 百万は、当時の池田市長

たちががんばってくれた制度のおかげで、交付税

として国から補填されています。

ちなみに看護学科について言いますと、平成

13 年で学生 1 人あたり 119 万 1 千円が補助とし

て来ます。生活科学科の学生について言います

と、学生 1 人あたり 74 万 3 千円が補填されます。

したがって、 7 億から 8 億のいわゆる大学予算の

うち、市が純粋に市の負担という形で持ち出すの

は 1 億切るんじゃないでしょうか。この年度につい

てはそうなります。

それで、ご承知のように、現在名寄市の人口は

2 万 7 千台なんです。廃学問題が出た頃は名寄

市にとっても人口増加の時期になります。それ

で、当時からみますと、 1 万人口が減ってきてい

るわけです。この段階で市民は大学に何を期待し

ているか。

一つは人口の問題です。「短大と自衛隊が名

寄からなくなったら…」という言われ方をするんで

すけど（笑）、教職員入れて約 500 名ですね。 2

万 7 千の町の 500 名分の交付税を考えるだけ

で、 500 人から 1000 人減るわけですから。短大

がなくなればそういう状況になります。かつ、学生

は下宿やアパート。名寄から学生がいなくなれ

ば、例えば学生はそこでアルバイトしているわけ

で、名寄市内のコンビニの何軒かはつぶれるわけ

ですから。さらに、若い人たちの交流、町づくり・

地域づくりにとって学生がいるいないでは町のイメ

ージがまったく変わってくるわけですから。

そういう意味では現在市民は大学に、そういう

意味で非常に大きな役割を期待しているのでは

ないかというふうに思います。総体として見たらで

すね。小さくという形で見れば、例えば研究問題と

してこんなことを短大でできないかとか、それから

生涯学習にかかわってこういう形のことができない

かとか、そういったさまざまな期待がありますけど、

総論として言いますと、現在市民の大学に対する

期待は、全部が全部そうとは言えませんけど、昔

から考えますと追い風、困っていますけど追い風

だと考えてよいだろうと感じています。

その中で、現在、一部四年制大学移行に向け

た計画が進行中でして、市の課長以上の会議が

ここ 2 カ月ほど精力的に開かれております。これ

は、学内から出した計画をもとにここで検討してく

れているんですけども、その結果がたぶん 8 月く

らいに、四大化できるかどうか、なるとしたらどうい

う形で行うかというような中間報告で出てくるので

はないかと。

だらだらと長くなりましたけど、不足しているとこ

ろは指摘してください。

資格―幼稚園教諭と保育士

姉崎 どうもありがとうございました。かなり具体的なと

ころで、知らない点もいくつかうかがったわけです

が、今のお話のところから質問をさせてもらうという

ことで。

歴史の方の変遷の方に 初お話を頂いて、そ

ういう市長のご努力があって、確かに私も公立大

学にいたときに、文部省で係長くらいにしか会っ

てくれなかったことを思い出しましたけれど（笑）。

そのあたりで、いくつか徐々に学科という形ではな

くて、専攻課程という形で、私たち、当初やっぱり

専攻科っていうのは大学や短大にあったので、そ

ういうふうに少し理解していたことがあったんです

が、今日のお話はそうではなくて、準じた形で作ら

れてくというそのことで、なるほどというようにおうか

がいしたわけですね。で、時代によって少しニー

ズの違いが出てきたりするけれども、資格との対

応の問題がやはり大変大きいなということを考えた

りしました。

近年では、こういう短大の中での増設とかなか

なか難しい時代で、 94 年に児童専攻課程で幼稚

園教諭と保育士と両方出せてるということで、これ

はだいぶ今統合の動きがありますけど、依然とし

て省庁のなかでは壁がきつくて同時に二つ出す

っていうのはなかなか前はできなかったりしたんで

すね。福祉系だと保育士は出すけれども、逆に教

育系は幼稚園しか出せないとかっていう、こういう
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のを両方出せるっていうのはかなりすごいなって。

前田 いや。

姉崎 近はいいんですか？

前田 道内の短大の幼児教育科では全部二つ。くわ

えてもっと他の資格を出してるところもあります。

姉崎 私がいたところの愛知県立大学では、いまだに

社会福祉学科っていうところでは保育士を出して

いて、それで児童教育学科ってところで幼稚園教

諭出していて、両方統合してやりゃあいいと思うも

んだけど、それぞれ課程認定が違うだめだとかっ

ていうのがまだあるってうかがったりしたんですけ

ど。

前田 資格対応っていうことで、ちょっと一つ補足して

いいですか？僕は、特に大きな都市部にある短

期大学以外では、もう教養的学科というのはまっ

たく形状を持たないっていう意識を持っているん

ですね。

それはどういうことかっていいますと、昭和 35

年にここの学校ができたときの北海道の高校の女

子の上級学校進学率が 13 ％なんですね。言い

換えると、短大に行くってことが高い学歴なんで

す。ですから、短大を出れば高学歴対応の仕事

っていうのは職業資格を持ってなくてもできるとこ

ろが結構あったんですね。ところが今、これはもう

なくなっていて、そういう意味で短大というのは、

都市圏にない職業資格対応を持たない短大の学

科は経営的にはダメだろうっていう意識をもってま

す。

「地域」をどうつかむか

前田 それからもう一つ、ぜひ皆さんから教えてほし

いことなんですけど、「地域」って概念をどういうふ

うにつかまえるかということなんですね。

看護学科をつくったときの文部省に提出する文

書の作成などについてお手伝いする機会があっ

たんですが、こういうことを書いたんです。「上川北

部地区医療圏は 10 市長村で構成されています

が、この面積はほぼ山梨県に匹敵する。こうした

中に、看護学の全国的諸成果を地域的に還元

し、地域的諸問題を全国的視野をもちつつ比較

検討し得る存在、いわば看護学の教育・研究セン

ター的機能と役割を担う短期大学が存在すること

には意義深いものがある」。高校の進学範囲で言

いますと、ここには、上川第 4 学区・第 5 学区の

二つの通学区があります。和寒町から中川（郡）ま

でです。そういう意味でいうと、北海道における地

域っていうものを面としてつかむ場合と、中身とし

てつかむ場合と、かなり違ってくる面がないでしょ

うかという気がするんですね。

つまり、「地域」っていう概念をどう使うかというこ

と、そのあたりをぜひ教えていただきたいなって思

います。

姉崎 国立大学、特に北大あたりは、まあ比較的旧七

帝大の中では地域社会を意識している大学だと

は思いますけれども、でも、道というような全体、さ

っき地域社会というレベルで見ると、道という非常

に広い東北 6 県を合わせたようなような形の、そう

いうところへの意識ではあるんですが、より身近な

ところへの地域社会の責任性という、例えば札幌

市との関係性っていうようなことなどを例えば研究

のなかに位置づけようとすると、たぶん北大の中

では、それはローカルな仕事をしすぎるというよう

な話になって、ある意味ではナショナルな全世界

的な仕事をせよという、そういうようなプレッシャー

を非常に受けることになるんだろうと思いますが、

国立大学のナショナルっていうのはあまり地域性

とつながらずにこれまで来たっていうのは、私は公

立大学にいたこともありまして非常に思うわけで

す。

逆に地域社会と非常に近いところにいると、先

ほどの退廃だとかそういうことが非常に直接に出

てきたり、市長の働きがあるかないかとか、そういう

ことが非常に強く出るっていうそういう側面も、これ

また逆にいうと国立大学よりは不安定な要素を持

つというところがあると思うんですけども、そういう

のを非常に知恵を出されながらくぐってきておら

れるっていうか、むしろ学生数を増やしてきたり、

学科も増やしてこられてるっていうお話だったと思

うんですけれども、今おうかがいして、上川第 4 と

第 5 学区だけで山梨県っていうのは確かに…、

私が持っているイメージは本州の地域社会ぐらい

でした（笑）。
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地元学生の進学率

光本 山梨って言葉が出たので思い出したのです

が、同じくらいの規模の設置者で都留文科大学が

ありますよね。都留文科大学もそうですし、あるい

は高崎経済大学もそうなんですけど、大学に対す

る地域の期待っていうと必ず出てきますのが、地

元の入学率を上げろというお話なんですけれど、

こういったことっていうのは、名寄の場合はあるの

でしょうか。

前田 こんなことお話していいのかなぁ（笑）。私がここ

に来た昭和 44 年度に限って言いますと、「入学

の選考が終わったあとに、教員の皆様から推薦あ

りませんか」っていうのがありました。地元の高校

中心でした。これはさすがになくなりました。

光本 それはしばらくあったんですか？

前田 来たときにはありました（笑）。それでですね、地

元の入学率を上げるっていう言い方は、つまり地

元の人をもっと入れなさいっていう言い方は、結

構やっぱりあります。看護の推薦のところも一つの

例になるかと思うんですけど、これあとでちょっと

お話することにします。

ただですね、僕の感じで言いますと、地元の入

学率は非常に高いと思ってます。といいますの

は、現在ですね、名寄に高等学校が四つありま

す。三つが道立、一つが市立です。市立は平成

14 年 3 月で廃校になります。それで、普通高校

が一つと農業高校が一つと、工業高校が一つだ

ったんですが、その工業高校がその向かいの市

立女子高といっしょになる形で新しい高校をつく

る。それで、名寄高校というのはですね、かつて

私がいた時期には 6 クラスあったんですけど、現

在一学年 4 クラスです。僕の時期は 1 クラス 50

名です。今 40 名ですから、 1 学年 160 名です。

都市の学校は 1 学年 400 から 450 じゃないで

すか。減ってきているとはいえ、そんなもんですよ

ね。そういう中からすると…、地元進学者ってどの

くらいいる？

大坂 受験の数しかないですけど、 2001 年で名寄市

内、生活科学科の一般入試に 9 名、看護の一般

入試に 13 名。

前田 20 名以上来てるってことですね。そういう意味

では、地元からは結構入ってるように思うんです。

それで、むしろ、一つ問題になりましたのは看

護学科です。ここは結構倍率が高くなりまして、地

元から入りづらくなります。看護学科を平成 6 年

につくったときには申請書類で先ほどのように地

域性を売りました。それで、できたときには、上川

第 4 学区と第 5 学区、ここには推薦制度を導入し

ました。それからそのあとですが、それでも子ども

の数も減ってきますから、もうちょっと広げていい

んじゃないかということで、それにプラスして、網走

管内の一部と宗谷・留萌管内を推薦地域に加え

ました。そのあと、さらに受験生を増やそうという格

好で、いま全国に拡大して、それと別個に上川第

4 と第 5 学区に限って推薦制度と。推薦で落ちた

人は学科試験で受けてもかまいませんというやり

方をとっています。

ですから、そういう意味で言いますと、今、地元

の入学率を上げろっていう声が一番出るとしたら

市議会かもしれませんけど、市議会レベルではほ

とんどありません。

学生の就職と学科改組の問題

姉崎 この前、木村純先生に話をしてもらったときに、

彼がここにいたころのことで言われていたんです

が、地元からそういう学生が入ると同時に、出てい

くときはかなり就職の関係もあるので、道東にも一

部行くけれども、大半は、まあ道外も一部あるけど

も、道全体に、あるいは札幌圏にかなり出ていくと

いう話をうかがったんですけど、今から十数年前と

いうことでうかがったんですが、その傾向は今もだ

いたい同じですか？

前田 地元に仕事と言ったら…。

大坂 地元だと、そうですね。市役所もあまり入らない

ですから、信金と北陽製紙くらいですか。

前田 ただ、これも専攻によってかなり違うんですよ

ね。生活科学専攻課程の場合は特別の職業教育

に対応するものがないんです。で、これは大坂さ

んがいま言ったような格好で、それぞれ職場を開

拓しなきゃいらない。

ところが、児童専攻の場合には保育所・幼稚園

なんですね。これ、かなり僻地、自分の出身地に
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なりますけど、例えば日高管内の節婦とか、非常

に小さな町ですよね。そこの出身だった学生が卒

業してそこに帰るとか。あるいは、自分が実習に行

く場所が、わりと自分の出身の町の施設を使うこと

もありますから、そこでつながりができて、卒業して

そこに就職するケースとかいう形で、わりと児童専

攻の場合には実習と就職がつながってるところが

あります。

それから、栄養専攻は半分、約 50 ％が栄養士

になりますので、ここは給食センター、病院など。

そういう中で、 近ここ数年増えてきているのは委

託会社ですか。ある会社に採用され、そこからよ

そへ出されるという。

姉崎 派遣労働みたいな。

前田 みたいな感じです。だから、木村純さんが言っ

たケースで言うと、生活科学専攻の学生はわりと

それに該当するのかもしれませんね。

それから看護学科なんですけど、ここの学校で

は札幌出身者ってのはほとんどいなかった、少な

かったんですよ。ところが看護学科ができて、札幌

と石狩圏が、看護については受験者がガッと増え

ました。そして、その卒後については、やっぱり看

護婦あるいは看護士として力を伸ばせる病院に行

きたいってのが基本みたいですね。ここをつくった

ときの趣旨で言いますと、名寄市立総合病院なん

かも看護婦さんが足りない時期で、名寄市立病院

クラスの、各市立病院クラスの幹部になるような人

を養成するって文部省に申請するときは書いたん

ですけど、やっぱり看護婦・看護士になって、伸

びていける病院に行きたいというのが学生の就職

にとっては一番強いと思います。それで、平成 6

年に学科ができてから、卒業生を 5 回出していま

すけど、名寄市立総合病院だけでうちの出身者

が 20 名から 30 名になりました。あと 5 年たつと一

大勢力になるのではないかと期待しております。

光本 就職のことと関連して、自己点検評価報告書な

んかもちょっと拝見したんですけども、やはり生活

科学専攻課程について、他の専攻と比べて、や

や就職難である、と。しかも、先ほど先生がおっし

ゃいましたように、明確な資格と結びついた形で

の出口がイメージしづらいということなので、学生

の側もなかなか就職活動に足が踏み出せないと

いうか、そういった状況なんかも指摘されていて、

これはたぶん全国的に見れば、珍しくないという

か、むしろかなり一般化してしまっている状態だと

思うんですけども、特に職業人養成にこれまで力

を入れてきた短大で、こういう状態になっていると

いうことで、このことがですね、今後克服の展望や

課題っていいますか。どういった形で生活科学専

攻課程の出口イメージと結びつくような教育課程

なり、教育の体制っていうのを組み直していくのか

っていうのが大きな課題じゃないかと思うんですけ

ども。何かその辺のことについて。今の時点で議

論があれば。

前田 将来計画の検討が進んでいますが、現在のま

まで推移すれば生活科学専攻は廃止するという

のが正しい方向だと思います。資格としては教員

対応しかできなかったわけですから。受験生が集

まらないところで学科が成立しないというのはもう

どうしようもない部分です。

ただ、入学してくる学生は非常にいいです。非

常勤の先生に授業なんかしてもらっても「非常に

やりやすいですね」「意欲的ですね」っていう、お

世辞もあるかもしれませんけど、いい学生が来て

います。それから、 2 年生で卒業レポートはまとめ

なければいけません。これはゼミに所属するという

格好をとるんですけど、書く学生は、内容は別に

しまして 80 枚くらい書きます。何も長ければいい

ってもんじゃないんだけど（笑）。そういう意味で

は、非常に学生は意欲があるし、来たことに後悔

したっていう形で卒業していくのはあまりいません

ね。しかし、このまま推移すれば廃止せざるを得

ないと思います。

それで今、学内から市の方に投げかけている一

つの方向は、生活科学専攻を中心に四年制の福

祉学科に改組する。それから、栄養専攻と看護に

ついては、それぞれの四大化を目指す。できるだ

け早い時期の転換をする。それから、児童専攻に

おける保育士養成と幼稚園教諭ですが、ここは短

大部として併置するというものです。

児童選考をなぜ短大部で併置するからという

と、まず志願者が多くいます。それから、幼稚園が

「四年制大学の教員を求めているか」というと、四

年制卒業の幼稚園教諭をまだ全道的には求めて
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いない。

ここの短大でいいますと、児童専攻の昨年の就

職率 100 ％ですから、ほぼ幼稚園か保育所には

行けるという条件はある。ここは当面、四大化を図

るよりもむしろ全道的なニーズに合った短大を残

した方がいい。これが将来計画委員会でまとめて

市の方に投げかけた中身なんです。したがって、

生活科学専攻の将来はあるかっていったら、「な

い」っていう格好になるんじゃないかと思います。

こういうこと言うと、学生が神経質になって「なく

すんですか？」って怒られるんですけど。…。

姉崎 生活科学という点で、資格対応という点では、

都市以外ではなかなか開拓が難しいということで

すね。

前田 それで、今年の入学者から、福祉に向けた改

組をして考えていくのなら、カリキュラムをそういう

形で直すことって難しいことじゃないんじゃないと

いうことで、訪問介護員の二級資格を出すことに

しました。カリキュラム改定といっても、 4 科目か 5

科目付け加えれば済みますから、できれば今年

中に申請して、今の 1 年生から。ただしこれは就

職には役立ちません。ただ、卒業生がある地域で

生活していったときに、一つの地域資源にはなる

んじゃないかという、そんな観点で取らせたいなと

いう、そんな動きをしています。

姉崎 学科間によってすごい差が、今生じています

ね。 100 ％のところと、かなり厳しいところ。それで

も、全体としては 6 割くらいの就職率でしたか。

前田 もうちょっと上を行ってるんじゃないか？

大坂 そうですね。もうちょっと。

姉崎 非常に、他の短大に比べると、高いっていうふ

うに。

光本 全国的に見ると、必ずしも悪いということではな

いんでしょうけども、ただ、比較すると、各学科の

中では 低になってしまう。

前田 ただうちの学生は就職にあたっては、あまり地

域は選びませんね。会社規模についてもあまり気

にしません。

光本 そうなんですか。この近辺の地域出身の学生

であっても、札幌とか、あるいはもっと遠くに行くっ

ていうこともあるんでしょうか。

前田 はい。

大坂 離島にも行きますしね。

姉崎 たくましさはある。

進学目的と転科

光本 先ほど、非常に意欲的だというお話だったんで

すけども、どういうことが考えられるんでしょうか。

例えば、栄養専攻や児童専攻の第二希望の学生

が、いわば…。

前田 半分ぐらい。

光本 そうすると、やっぱり入学の時点においては、

希望と違うギャップっていうんですか、当然ありま

すよね？そういったものなんかをうまく乗り越えら

れるような何かあるんでしょうか？

前田 「これをやりたい」っていう中身が、皆さん、高校

から大学に行くときって、中身分ってやってま し

たか（笑）？でも、どうしてもそういう方向に進みた

いという人のために、昨年度、学内の転科制度を

可能にしました。事実、昨年は 2 人、生活科学専

攻から児童専攻に移った学生がいます。どうして

も保育士をやりたいという。試験は、論文面接試

験と 1 年生のときの勉学状況を加味しておこなっ

ています。

光本 その転科は、例えば生活科学専攻と看護の間

でも可能なんですか？

前田 いえ。できません。

光本 生活科学の中だけ。

前田 はい、そうです。ただし 1 年間余計に在学する

ことになります。厚生省の規則で、保育士養成の

期間ってのは、そこに 2 年間以上在籍しなきゃな

らないんです。

姉崎 1 年では足りないと。

前田 栄養士についても、 2 年間そこに在籍しなきゃ

いけないんです。ですから、四年制にでもなれ

ば、わりと楽になるのが出てくるかもしれないんで

すけど。それで現在は 1 年加わって 3 年間という

在籍状況です。

看護学科につきましては、看護学科の場合は

科目の積み重ねを大事にされますよね。それで、

1 年次終了時に何科目か単位を落とすと進級さ

せないって規定があるもんですから、これは生活

科学科が転科するのは無理になっています。
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姉崎 卒業必修単位もかなり違う形にはならないです

か？看護の方がかなり多い…。

前田 三年制短大としてはわりと少ない方じゃないで

しょうか。いまは 95 単位じゃなかったかな。それか

ら、生活科学科が 75 前後。ただし、保育士と幼稚

園教諭両方とる学生がかなり多いですから、その

場合は 100 ぐらいになるんじゃないでしょうか。四

年制は 低 124 ですか。ですから、 2 年間で 100

近くになるとかなりな負担です。

姉崎 ほぼ毎日何時間か、ですね。

大坂 月によっては土日がほとんど集中講義でつぶ

れるっていうのも。

将来構想―各専攻の思惑と四大化への対応

姉崎 四大化の流れの中で、多少学科によって、少し

スタンスが違ったり、見通しが違ったりっていうの

があるのでしょう。これは、かなり前から議論はある

ようにうかがっているんですけれども。財政の問題

なんかでも、先ほどの、短大の経営の段階の財政

と、四大化になるので、かなり規模が違ってきた

り、教員スタッフの問題や等々あると思うんですけ

ども、着地可能な点で、先ほど少しお話を頂いた

んですけど、どんな議論があるのかっていうのを、

あるいは、短大で今生き残れるではないかってい

うふうな議論も一方にあったりする、と。先ほどの

保育士やそういうようなもので考えていけば、幼稚

園の場合でもそうですけれども。

前田 現在進めている将来計画に関しては、委員会

できたのは一昨年から？

大坂 はい。

前田 それを 4 回ほど課題によって委員会を組み替

えてきています。

今できている委員会は市の課長以上で検討し

ている検討会に、学内からも参加して、市の方で

の議論と大学の議論をすり合わせるための委員

会。したがって、市で結論を出すと、この委員会の

役割は終わりになって、次はもっと具体的な委員

会に入っていきますけど。そんな格好でのすり合

わせが現在の段階なんだと思います。

それで、現在の委員会なんですけど、年齢的に

低 10 年ここで勤める人。その人たちで将来構

想を中心になって考えてくれという形での委員会

になっています。

そして、その委員会が、将来的な構想、例えば

先ほど福祉と、栄養と看護の四大化って言いまし

たけど、将来構想を議論するにあたって、看護学

科を四大化することについて看護学科に意見を

投げかけ、栄養専攻を四大化することについては

栄養専攻、それから生活科学専攻については生

活科学専攻、それから児童専攻については児童

専攻という形で議論をしてくれ、というやり方をとっ

たんです。

したがって、各専攻から出てきた意見がたたき

台、ベースになっていますので、将来的思惑につ

いては、大きなズレってのはありません。ただし、

生活科学専攻は、専攻から四大化につながるっ

ていうのが、そのままいかないところなんですよ

ね。生活科学専攻から福祉ってやっぱり違うわけ

ですから。生活福祉っていう分野があるにせよで

すね。ここのところは、むしろ、将来計画委員会の

提起したものを戻して、それでいいかってという形

になりますね。

光本 それは、専攻の方はまとまらなかったっていうこ

とになるんでしょうか。生活科学の方で何か意見

は。

前田 どうなんでしょう。イメージが多様だって言った

方がいいのかな（笑）。

大坂 そうですね。

前田 つまり、これは私個人の見解になりますけど、

生活科学専攻の将来像は構築できないわけです

よ。どういう形のものにするか。

光本 生活科学という形で将来を描けない状況にな

っているんですね？

前田 はい。例えば生活福祉になるのか、違う形で改

組して何かにしていくのか、このままでいくのか、

廃止するのか、と。この三つしかないんですね。選

択肢って。

姉崎 それは、全国で一時期、家政科から生活科学

部へっていう転科あるいは転学部っていうのは相

当やった上で、その今の総括というか、全国的に

見ても、そういうことが出てきているということなん

でしょうかね。

前田 全国的な動きはちょっと私分りません。生活科
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学部それ自体についての。一番遅かったのがお

茶の水でしたか。国立では。

姉崎 そうですね。

前田 長野の方が遅かったですか？

姉崎 長野女子もそうですし、大阪市大も確かそうだ

と思います。

前田 早かったのは京都府立あたりが早かったと思い

ますけど。生活科学という学部分野から将来性を

どのようにっていう点での全国的な動きっていうの

は、ちょっと私勉強不足で分りません。ただし、こ

の地域でそれをもって多くの志願者を集められる

かどうか。

光本 栄養ですとか看護なんかは学内でも四大化と

いうのは、むしろ合意というか、積極的にやろうと

いうことでまとまっているわけですね。

関連しておうかがいしたいんですけども、看護

なんかの場合ですと、学生の方の状況を見まして

も、入学時点での“歩留まり”というんでしょうか、そ

れが他学科に比べて低いですね。一方に四大で

の看護婦・看護士養成がいて、片方で学費の安

い専門学校等があり、ということで、どうも短大教

育の優位性というかメリットのようなものが見えにく

くなっているんじゃないかと思うんですけども。もう

短大教育にとどまるというようなことは全然考えて

ない、とにかく四大化を急ぐという話になっている

んですか。

前田 個々でいろんな意見はありうるんじゃないかと

思いますが、全学的にはそうなっています。つま

り、看護教育については短大教育の方がいいっ

ていう意見も一般論としては成立するんですね。

だけど、一応 終的に設置者つまり名寄市の方

にぶつける案は、この案でいきましょうということで

した。多分、いま設置者との詰めの中では、設置

者が一番気にしているのは、人件費を含む経常

費ですから、そのあたりをどうやってクリアできるの

かというような詰めも含めて検討が進んでいるんじ

ゃないかと思います。

光本 四大化した場合の、ですね。

前田 はい。それで、一応市役所内にできた課長以

上の短大から出てった案を検討している組織のキ

ャップは助役がやっています。

財政問題

光本 ちょっと話が飛びますが、財政のことでは地方

交付税の問題っていうのは非常に大きいと思うん

ですが、今、いわゆる地方分権策の一環として、

交付税制度を見直そうと、整理統合したり廃止し

たりしようということになっていますよね。そうします

と、大学の財政についての見通しは危ないという

か、そういう心配が非常に強いと思うんですけど

も。その辺の議論というのは実際のところどうなっ

ているんでしょうか。

前田 うちの看護学科つくったときの学科づくりってい

うのは、ある意味追い風の時期だったんですね。

つまり、看護学科を立ち上げるについてかかった

費用の 50 何％だったかバックします、と。設置自

治体に戻します、と。この制度ができた年だったも

のですから、それで、スパッと行ったんですね。

今はそれと逆の時期を迎えているようでして、現

在の短大の事務局長は前の財政課長なんです。

ですから市の財政のことが頭に入っている人なも

のですから、このヒアリングの前に、国の自治体に

対する財政対応について、「今日聞かれたらどう

やって答えたらいい？」って聞いたんです。そうし

たら、「『私どもも非常に危惧しております』って言

ってください」って（笑）。「今の段階でそれぐらいし

か言えないかなぁ」って言っていました（笑）。

分権と交付税制度を含むあり方・システムにつ

いては、具体的にどういうふうになっていくかって

いうのが見えてきてない部分があるんですね。そ

れで、「『大変危惧しております』って言うより他は

ないかなぁ」（笑）と言わざるを得ない面があるんで

すね。市の方では、例えば、全国で交付税が何

兆か抑えられれば、名寄市の規模では、何億の

いわゆる歳入減になる、というような試算ははじい

ているようですし、制度的にどうなっていくかを見

極めなければならない。そして危惧というか危機

意識のようなものが私などにも伝わってきます。

光本 交付税獲得のときに、名寄他、率先して声上げ

て、全国公短協なんかをあげての運動を行ったわ

けですよね。今、全国公短協なんかでは、どんな

姿勢でこの問題に臨んでいるんでしょうか。

前田 私は公短協の会議に出ることがないので、具
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体的にこうだっていうふうには申し上げられないん

ですけど、今、全国の公立短大の学長会議があり

ますと、時期にもよるんですけど、前年度比何パ

ーセントの予算削減という形での、予算の削減は

非常に強いそうです。学長から会議の結果などを

うかがいますと、県立レベルでは本当に削り方が

非常に大きいと聞きます。

姉崎 前年比 30 ％減で、 2 年やると 0.7 × 0.7 で半

分になってしまうという県もあります。

前田 それで、以前はある意味で県立レベルでは、あ

まり交付税ってのは意識してなかったと思うんで

すよね。

光本 大学の予算規模が大きいですから。

前田 交付税のパーセントは小さい、と。でも、削られ

てきたときにどういう反応をするかでしょうね。建前

としては、これは削られるのは困るっていう意識は

あると思いますけども。ただ、普通交付税に切り替

わったのは 47 年か 48 年、あの前後ですね。あれ

から、額は減ったことないんですね、一貫して増え

てるんです。「聖域なき」と言われて、ここまで手を

つけるかどうか分らないですけど、公立短大の今

後について大きな心配事です。

姉崎 経常的経費の部分で、交付金や補助金ではな

くて、今起債制度が別な形で出てきています。あ

る種のプロジェクト方式だけど、それにはちょっと

切り替わりようがない性格のものですね。

前田 よく分かりませんが、公立短大と設置自治体に

とって大きな壁は総務省なんですね。地方財政を

しきっていますから。うちの看護学科ができるとき

に、 15 人教員を増やすと言ったら、職員を 15 人

どこで削るかって言うんですね。

つまり、条例定数からいうと名寄はそれを下回

っていると言っても、現員から何名どこで減らすん

だっていうところまで詰められた経緯があるんで

す。

ただいずれにせよ、分権制度と交付税制度が

どうなるか、これについては公短協でも十分議論

はしていないというふうに学長の公短協会議の報

告からは推測されますが、これにはまだあまり公に

されない議論があるかもしれません。

光本 そうしますと、当然設置者の側も従来の財源形

態あるいは設置形態のままでは運営しにくくなる

のではないか、と。現実に東京都ですとか、大阪

府ですとか、いくつかの自治体では、国立大学の

ように独法化のような制度を検討しているところも

現れはじめてますけども、名寄の場合、そういった

議論が同じ条件ではなかなかできないと思います

けども、やっぱりそういうことも視野に入れていこう

という動きも、もしかしたらあるのかな、とも思った

のですが。そういった話はあまりされていません

か。

前田 現状ではない。組合もないでしょ？

光本 そうすると、当面はやっぱり交付税制度など、

国からの財源は活用するとしても、基本的には名

寄市が支えるという…。

前田 そういうことだろうと思います。

光本 そういうスタンスに変わりはないわけですね？

前田 ただ、大学ができるときは別なんでしょうけど、

例えば道内で言うと、釧路が 1 市 9 町村です

か？

光本 はい。一部事務組合方式ですね。

前田 それから、短期大学についていえば、岡山県

の新見短大が 初なんですね。ただ、その後ほと

んどできてないんですね。

光本 できてませんね。

前田 それで、ここの短大の場合に、創設のとき、いく

らかの金は近隣市町村、富良野あたりまで含め

て、寄付を求めることはあったようですけど。

光本 寄付を求めて行脚して、という話が『 30 年誌』

にもありました（笑）。

前田 いま広域行政の中で、短大を広域行政の対象

にするかっていうことは、ちょっとこの地域では難

しいんじゃないでしょうか。

面白い議論がありましてね、地域研究所に協力

していただく形で、去年、名寄市と近隣三町の首

長・町長がに報告者になってもらって、「首長が語

る 21 世紀の地域、わが町の展望」というシンポジ

ウムをやったんです。医療圏は非常に広域ですよ

ね。名寄市立総合病院で言うと、だいたい紋別、

北は枝幸・浜頓別、あのあたりまで患者のエリアに

なっているんですね。こんなのは近隣市町村がも

う少し金を出して運営すべきだという意見が出た

んです。そしたら、ある町の町長が、交付税ってい

うのは国勢調査中心に出てくるんだ、と。国調人
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口を中心にはじかれてくる。おれの町の患者が名

寄市立病院に入院してるときは名寄市の人口に

数えられる、貢献してるって（笑）、冗談として、ユ

ーモアとして話されたんですけれど。

名寄についていうと、非常にうまくいったのが、

火葬場が広域処理なんですね。今問題になって

いるのが、ゴミの広域処理です。いま大学までは

ちょっと考えられないと思いますね。

光本 介護保険なんかは…。

大坂 認定審査は広域で。

光本 じゃあいくつかの事業については、広域化して

いこうという動きはある…。

姉崎 経営問題は、他でも『朝日』でこの間何回か厳

しい事例報告があったり、山陰地方の一部事務

組合できた大学がやっぱり経営が厳しくなって、

普通は注文を直接はしないんだけど、自治体が

直接大学に留学生増やせとか、そういう要求をせ

ざるを得なくなっているという話が出てましたけれ

ど。さっきおっしゃったように大変難しい、どう制度

的に落ち着くか分からない時期ですから難しいで

すね。

地元高校との連携

佐藤 大学と高校の連携では、先ほどの話だと、上川

地区の推薦制度で募集するという形の話をうかが

いましたけど、逆に、大学から高校に別のアプロ

ーチというのは考えられているのかな、と。例え

ば、美唄聖華のように、看護専門の高校と連携を

とったりして、大学と地域の高校の連携を。私の考

える地域は住んでいる場所としか考えていないん

ですけれども。

大坂 高校にはあまりしていないですけれども、市立

高校の廃校の話がでてくる少し前に、組合で、こ

んなに近いのだから教員同士少し交流しようとい

う話で、何度か試みたんですけれども、その後、

統合の話が出て、交流もやっとはじめたばかりで、

それに対しても、結局何もできないまま話が進ん

だ、ということはあった。それ以外は、個別に授業

に協力したりとかそんなぐらいではないかなあと思

いますけど。

前田 ある種の方針を持って、特定の高校、全道的な

高校との接点をどのように求めていくか、という格

好のはないですね。これも連携というのか分らな

いけれども、志願者の問題があるものですから、

学内の委員会の方針の下で、志願者の増加にむ

けた、高校に対する説明会はかなりやっています

ね。今年は 100 数校、東北まで含め。

姉崎 教員が出向くわけですか。

前田 そうですね。特別、佐藤さんが言われたような

形での大学教育、高校教育の内在的な部分から

の接点をどう求めるかという連携はないと思いま

す。

姉崎 専門高校入試とかある種の AO 入試で絞り込

みをかけるというようなものは。

前田 入試制度そのものは、農業高校の生活科学科

から入試枠をとったことはありますけど、実効はな

かった。志願者がいなかったといった方がいいの

かな。

姉崎 オープンカレッジのようなものはやられている？

大坂 推薦で受けようと思っている人が大体来ます。

姉崎 北大も AO 部門が盛んになって。私も旭川、函

館と。平島さんはどうですか。

看護教育の四大化

平島 四年制大学へ移行するという話があったと思う

んですけれども、看護教育の四大化ということで、

いま四大に看護ができていて、 近卒業生も出て

きて、四大の看護教育の成果もやっと評価されよ

うとしているようですが、逆に私は短大の価値も見

直していいと思っているのです。それは、国家資

格をとって 3 年で出られるというところと、 4 年か

けなければならないというのは違ってくると思いま

すけれども。

前田 具体的な看護教育の中身に沿って私自身は

お話できないのですけど、それとともに、四年制

への移行を考える場合、かなりの部分のウエイト、

危機意識は志願者動向なんですね。

いま、平島さんがおっしゃった中で言うと、短大

の場合は、だいたい 3000 時間ですね。かつては

3300 時間。 3000 時間のうちの 1000 時間は臨床

実習ですね。 3 年間のうちの半年は、ここに即し

て言うと、 3 年生が大学に戻ってくるのは週 1 回
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（週 5 日中）。そういう意味では、ゆとりがないって

いったらいいのかな、ここの場合。つまり、北大の

場合はこういう形態をとらなくてすむのだろうと思う

のです。実習病院が近くにたくさんある、卒業生

が総婦長やっているような病院が。ここの場合は、

名寄と士別の市立総合病院。今回から国立療養

所名寄病院も入れて実習も組んでいますが、国

立療養所は国の施策の中では廃止候補の病院。

市立病院しか残らない。週 1 回学校に戻って送る

学生生活というのは、ゆとりがないという気はす

る。学校行事にはほとんど関われない。そういう状

況にはあります。短大看護という場合も、学科が置

かれている地域性が影響するかもしれませんね。

看護学科ができたときの学科長が吉田京子教

授。北大医短から来たのですが、彼女は、「よい

看護教育をするには、名寄という地域は、社会的

地域資源がもう少し厚くないとだめではないか」と

心配されていました。

姉崎 平島さんが 3 年の方がいいというのは、ゆとりと

は別に。

平島 四大になる場合でも、 3 年でやることを 4 年で

やるのならいいんですけれども、 4 年になると助

産婦や保健婦とかが入ってきて、結局忙しいのは

同じだと思うんです。卒年次に、二つ、三つの国

家試験をいっぺんに受けなければならないという

負担はすごく大きいのではないのかな、と考えて

いるんですけど。 3 年で 1 回看護婦をとって、さら

に上の資格っていう位置づけで助産婦。それを一

緒にするのはどうなのかな、と。

前田 むしろ専攻科をつくって、学位授与機構の認

定を受ける形で、学士資格を出すような構想です

ね。

平島 全国的には四大化と同時に専攻科もなくなっ

ているようなので。一度働いてから、また学ぼうと

する時に、専攻科の方が、すごくアクセスしやす

い。四大化しちゃうと、 2 年間いないといけない

し、 2 年間職業生活から離れるのは大きい。専攻

科の 1 年間を大事にした方がいいんじゃないか

なぁ、と。

前田 これは、看護じゃないんだけれども、札幌大谷

が 2 年間の専攻科。

光本 2 年＋ 2 年で四大資格。

前田 ただ、逆に高校訪問すると、短大と専門学校の

看護学科の違いを聞かれるんですよ。私の言い

方では、短大をつくるときの設置審議会による教

員の資格審査は専門学校とは比較にならないほ

どきつい、と言うのですが。

大坂 もし言うとしたら、名寄短大は看護学科と生活

科学科があって、学生も色々交流ありますよ、とい

うことです。

光本 総合性というか、他の専攻の学生と交流できる

というメリット。

姉崎 資格だけで言えば変わらない。

大坂 経済的なものだとむしろ高看の方が有利です。

光本 実際の学生同士の交流の状況はどうですか。

大坂 一時期、看護の学生がサークルにも行事にも

全然関わらなかったけれど、なくなりましたね。交

流はずいぶんある。それがどういう効果があるかと

いわれると分らない。

道北地域研究所

姉崎 あと、道北地域研究所という短大が付設してい

る研究所で、地域への貢献や可能性ということで

少しうかがいたいと思います。

前田 『北の暮らしと家政学―地域社会の発展条件と

生活研究の課題―』（北海道大学図書刊行会、

1987 ）、この本を出したのは、美土路達雄、北大

教育学部の社会教育から来ていただいた学長が

中心になって、彼が音頭をとって、科研費で出版

したんです。この研究所も美土路先生がつくった

んです。学内で賛成した人はいなかったんじゃな

いかな、昭和 57 年のとき。美土路先生の説明

は、こういう観点から必要だ、と。 後は、「俺がや

りたいという中身をやらせないのならば、なぜ自分

を学長として呼んだのか説明してほしい」と。カリス

マ性を持った先生ですね。

開所式には、当時の北大学長の今村成和先生

が退職後でしたけれど、来てくださって、「簡単に

成果があがると思ったら大間違い」という記念の言

葉をもらいました。現在、年報の発行、市民対象

の研究所の設置記念講演会（年 1 回）、シンポジ

ウム（年 1 ～ 2 回）、公開講座の主催の四つが具

体的な仕事です。本学の教員は全部自動的に研
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究所の所員となります。現在の運営体制は、所長

と次長と企画運営委員会でやっている。必要に応

じ全員の協議会をもつ。

生活科学科というのは、どうしようもなく領域が

広いですね。（教員体制としては）同じ分野から複

数の教官は取らないのが短大、 1 人 1 分野です

ね。そこでの共同研究はどうすれば実現できる

か、というのが現在の一つの課題、今年の重点で

す。

今年は、道北地域における産業経済及び生活

の活性化に関する基礎的研究、という統一テーマ

をつくりまして、そして、この中で一つが、道北地

域における農林業・製造業の再編成に関する調

査研究、もう一つが過疎地域における高齢者の

生活調査、もう一つが高齢者福祉の実態と課題、

という三つの柱で共同研究を組もうと、ある団体か

ら寄付金（ 110 万円）をもらって、今年は何とかこ

れを進めていきたいと思っています。学外とも協

力して、協力しないと難しいので。専任研究員と

いうのはいないんです。お渡しした資料に講演会

一覧とシンポジウム一覧、公開講座のタイトルが

載っています。

姉崎 色々な講演会などをしているようですが、かなり

の数が受講されるんですか。

前田 例えば、看護職員だけを対象にした専門職セミ

ナーとかは、お金をとっても成立しますね。

堀口 不登校関係のシンポジウムのときは入りきらな

かったこともありました。 120 ～ 30 名ぐらいかな。

タイムリーだったのかもしれませんが。だいたい 60

～ 80 名ぐらい、シンポジウムでは入ります。

前田 研究所に対して、期待は高いんでしょうね。こう

いうことをしてくれとか。もうすこし、道北の自治体

と直接つないでいくような何かがほしいと思ってい

るんですが、道北各町村の課題を明らかにするよ

うな雑誌を年 1 回ぐらい出してもいいんじゃない

かとも思っているんですがね。

姉崎 委託研究などの形のものは。

前田 非常に少ないですね。今までは、主なものは名

寄市からです。例えば、高齢者の在宅介護にあた

ってそれを行っていく場合の需要の実態調査と

か、病院のカルテ等をカード化した場合の全国的

な事例にどのようなものがあるかとか、名寄市が総

合計画を作るにあたって、 20 年ぐらいまでを含め

た人口動態調査、などですね。

できれば、近隣の町村からあっていいんですけ

ど、まだそこまで研究所として親しくなってないの

かな。美深、下川、風連、の総務企画関係の課長

には諮問委員になってもらって、年 1 回活動を聞

く機会をもっています。

姉崎 可能性がかなりありますよね、今後の。

前田 よその機関、農協、市町村とくっつくようなことを

進めていかなければならないのでしょうね。

姉崎 北大法学部が多少そういうコンサルタントをや

ろうとしているようですね。教育大の内田さんも自

治体学会などとつながって。

前田 旭川にいったら、内田さんは旭川から北に目を

向けるといってたけど、 1 回も来てくれないなぁ

（笑）。

設置形態と職員養成の課題

前田 事前にいただいた質問票について言います

と、学長の市議会予算委員会への出席はありま

せん。議員協議会には出ます。学校の方針につ

いて、請求があった場合は本会議にも出ます。事

務局組織ですが、研修機会は特別には持ってい

ません。公立短大協会で実施するのには出席し

ています。

光本 そうすると、一般行政職と同じで、専門性を磨く

機会はあまりない。

前田 はい。これは、国立と違うところですが、ここは

市の部局なので、だいたい 3 ～ 5 年で職員は変

わる。公立短大協会の教員の集まりでも、継続で

きないかという話は全国的にでますね。ただ、うち

は少ない事務職員数で非常によくやっていると思

います。やる気があって、嫌な顔もしないでね。

光本 独立部局のメリットを具体的に感じる場面は。

前田 ほとんどないですね。つまり、事務局長は二面

性（市の職員と大学の局長）をもたざるをえないで

しょう。その辺けっこう難しいらしいですけれども、

うちのメリットといえば、県立では考えられないらし

いですけど、市長にはすぐに会えますね。市長と

の間は近いですね。

姉崎 大都市でも同じですね。名古屋市や横浜市あ
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たりでもそんな感じですね。独法化は大きいところ

では検討にはなるかもしれないけれども、そもそも

こういうものを置く意味とかが、小さいところではほ

とんどないように思えますけど。

前田 国自体が職員の勤務対応とか、研究費とか、

教授会まで含めて、どのように考えているか、国

立は見えているのでしょうか。

姉崎 かなり着地点をつくっているような感じはありま

すね。総長、総長補佐クラスでもだいたい膨らん

できてしまっていますね。

前田 国が変わればそれに沿って、自治体でも自動

的に変わっていかなければならない側面はあるだ

ろうけど、それが何かというのは様子見ですかね、

今のところは。

光本 東京都や大阪府が地方自治体の中では独法

化に積極的なようですが。東京は、総務省に直

接、独法化したいので法制的な措置を整えろ、と

言っているようです。そして、総務省も基本的にそ

れを受け、公立大学が独法化することが可能にな

るように法制面での措置の検討をはじめているよ

うです。もちろん設置者が実行するかどうかは別

の問題ですが。

前田 都立がやると、国立にもリアクションが出るかも

しれませんね。

姉崎 今日はどうもありがとうございました。

以上




