
１．概要（１ページ以内）

事業概要

事業名

タイプA申請タイプ

北海道科学大学

3年 収容定員

北海道札幌市手稲区

3332人

　本学は1967年に工科系大学として開学、その後、社会科学及び医療系分野を充実させ、積
雪寒冷地域対応の高度な教育・研究機関として発展してきた。これを基盤として、北海道にお
ける人口減少・超高齢社会・地域活性化の対応を目的として、工学、保健医療学、社会科学
の融合から「『北国の豊かな生活環境を創出する』ための『北国生活環境科学拠点』」を整備
し、地域との共創による新たなイノベーションを描き出す地域創生を実現する。

審査希望分野 理工・情報系

イメージ図

学校法人番号 北海道科学大学

北国生活環境科学拠点～積雪寒冷地域における医社工連携をとおした超高齢社会対応のための技術展開と普及～

○○ 生物・医歯系人文・社会系

北海道科学大学

○

工学部、保健医療学部、未来デザイン学部参画組織

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

支援期間

大学名

主たる所在地

学校法人名011003

図 本学の基盤力と先進力を活かした「共育」ストーリー 

 ★ブランディングテーマ 

 北国生活環境科学拠点～積雪寒冷地域における医社工連携をとおした超高齢社会対応のための技術展開と普及～ 

北海道における人口減少・超高齢社会・地域活性化の対応を目的として、工学、保健医療学、社会科学の融合から 
『北国生活環境科学拠点』を確立し、地域の快適な北国生活環境の創出・連携による『地域共育力』の向上を目標とする 
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２．事業内容（２ページ以内）

ために、各自治体・企業・研究所等との『共育』といった「大
学」と「地域」の相互作用性を重視し、本事業の地域への展開
と普及を創出させ、北海道全域を包括し得る事業を構築する。

■大学の将来ビジョン

本学の将来ビジョンは、『学生』と『地域社会』に対し「基盤能力と専門性を併せ持つ人材を育成し、地
域と共に発展・成長する北海道No.１ の実学系総合大学を実現する」である。本事業を通して、北海道に対
応した技術系や保健医療系の人材を多数輩出するとともに、地域に対応した新たな技術開発の醸成や地域振興
に影響を与え、地域社会と連携しながらそれぞれが抱えている諸問題の課題解決に寄与する『地域型大学』と
なることが大きなビジョンである。

北海道科学大学

（１）事業目的

■「積雪寒冷地域」及び「超高齢社会」に対応した新たな技術・技能開発の必要性

本学が存在する北海道地域は、本州とは異なる経緯で発展・展開してきている。ひとつは、積雪寒冷地域と
いう非常に厳しい気候風土を有していること、もうひとつは歴史的背景が明治期より開拓されたことである。
北海道地域は明治期以降、新しい地域社会を築いてきたが、冬期間の生活環境は以前に比べ大きく向上してい
るものの、他の地域に比べ冬期間の大雪に対する「雪対策」や寒冷に対する「エネルギー消費量の増大」「凍
害」等により生活が困難な地域である。また、近年の少子高齢化・過疎化があいまって、医療負担増や医療格
差の増大、若者離れ、地域コミュニティの崩壊などで疲弊している地域も多く、それらに対応した生活環境の
向上を目的とした「技術・技能の新たな展開」が急務である。

一方、本学は1967年（昭和42年）に開学し、それ以降、主に寒冷地技術の研究・教育に取り組んできてい
る。近年では、社会の実情にあわせるように、保健医療学系や社会科学系の学部・学科を設置し、さらに地域
との連携を促進しながら研究・教育を進めてきている。また、2008年（平成20年）より北海道内の各自治体
（北海道、札幌市手稲区、上富良野町、網走市、小樽市、幕別町、新ひだか町、猿払村）と包括連携協定を締
結し、それらの各自治体や地元札幌市を主として公開講座・市民コミュニティカレッジ等を開催している。そ
の連携事業参加者や企業・自治体との協議の場において、積雪寒冷地域に対応する地域生活の質向上及び少子
高齢化対応、北海道経済の活性化についてあげられることが多い。
そこで、積雪寒冷という「地域」における社会問題「超高齢社会」を踏まえ、これまで本学が蓄積してきた

研究・教育を軸とした「新たな技術・技能」の開発とその普及による、生活環境を支える「ノースライフ・イ
ノベーション」を目指すこととした。

■「大学」と「地域」との相互作用性の構築に向けた事業展開

本学は、ヒューマニティ、コミュニケーション能力、問題発見・解決能力、マネジメント能力といった基盤
能力を基に、専門性を身につけている人材が社会に求められていることを考慮し、基盤能力を前提とする「＋
Professional」の人材を育成することを示しながら、「地域」と「実学」を結びつけた『地域と共に発展・成
長する北海道No.1の実学系総合大学』を目指すことを掲げている。
このような状況のなかで、2012年（平成24年）より、分野横断的かつ工学・保健医療学・社会科学を融合さ

せた研究所を順次設立している。現在は「寒地未来生活環境研究所（IF）」「寒地先端材料研究所（LAM）」

「北の高齢社会アクティブライフ研究所（LAAN）」「北方地域社会研究所（RINC）」を設置し、新たな「地
域型研究の創出」と「地域の生活環境対応」に向けて進めている。
本事業は、これらの４つの研究所の研究（次頁）を中心としつつ、本学のほかの北国型研究等を踏まえ、上

述した北海道の生活環境に関わる諸問題の解決と地域振興を図る

図 工学・保健医療学・社会科学の融合 
による地域生活環境づくり 図 本学の研究及び地域貢献の展開 
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北海道科学大学

①～③の研究をもとに、北国の豊かな生活環境を創出するため、かつ、北国の生活環境科学拠点を構築する
ために、北海道内の地域特性を明らかにしながら、３つの研究で開発される技術の適合地域を検討するととも
に、そのためのメソッドを構築することを目標とする。

これらのことにより、積雪寒冷地域における人口減少・超高齢社会に対応するための生活環境を支えるこ
とが可能となる。また、本研究を遂行する４つの研究所は、「研究員（本学教員）」「準研究員（本学学
生）」、他大学教員や企業研究者といった「学外研究員」から構成されている。これにより、学生も研究で地
域社会に寄与できるとともに、学外者との関係性も大きく構築できることとなり、将来の有用な技術者とし
て「共育」できる。

本研究は、看工融合のフレームワークを策定、積雪寒冷地特有の室内保全、スマート住宅内の疾病、傷害、
独居の在宅生活人に必要なサポートシステムの質的向上とロバストな双方向情報交換システムを実現する住宅
構造の提案を目標とする。

②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の安全性・耐久性向上「寒地先端材料研究所」
本研究は、寒冷地を生活・活動圏とする装具使用者の安全確保及び生活・活動圏の拡大のために、装具の主

材料である高分子化合物（ポリプロピレン）の機械的性質を、低温曝露による材料劣化、装具製作条件及び材
料の諸物性の観点から明らかにし、安全性に関する知見を整備することを目標とする。

③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステム開発「北の高齢社会アクティブライフ研究所」
本研究は、健康高齢者、外来患者及び障碍者の在宅での健康維持並びにリハビリテーションを支援するた

め、通院・訪問サービスと同質のヘルストレーニング・リハビリテーションを自宅で受けられように、情報通
信技術（ICT）及び複合現実感技術（MR）を用いて、より多様な仮想環境条件での自身の動きを融合させた訓
練が可能となる「遠隔ヘルス・リハビリテーションシステム」を開発することを目標とする。

④３研究のメソッド構築「北方地域社会研究所」

（２）期待される研究成果

本事業に係る主たる研究テーマは、下記①～③であり、「北国高齢社会の生活カウンセラー（北国生活環
境科学拠点）」づくりを通し、これからの北国生活の質向上を目指すことが目標である。

①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発「寒地未来生活環境研究所」

図 本事業に係る研究内容と展開 

  

これからの積雪寒冷地域において 
人口減少・超高齢社会に対応するために 

先進の工学・保健医療学・社会科学を融合させ 
生活環境を支える「ノースライフ・イノベーション」を目指します 

超高齢社会 

少子化問題 

積雪寒冷地生活をサポートする 

医療用装具の安全性・耐久性向上 

独居高齢者宅 

①異常認知 

積雪寒冷地域 

空き家・空き地問題 医療負担問題 

雪処理問題 

元気高齢者等の増加 

 クラウド型 
遠隔ヘルスリハビリテーションシステム 

地域コミュニティの崩壊 

機械特性評価 

劣化評価 

スマート住宅における 

ウェルビーイング・サポートサービスの開発 

ＱＯＬ向上 遠隔医療 医療格差対応 除排雪 安心・健康増進住宅 
在宅医療 

冬季の活動量 装具劣化対応 

Tルンバ 

極寒地環境 
装具への要求 

材料開発 
プロセス設計 

②異常通報 ③状況確認 

④支援者連絡 ⑤駆け付け 

    

北国高齢社会の生活カウンセラー（北国生活環境科学拠点） 
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

　

　

②学生募集や卒業生の進路への影響、研究成果の寄与等の本事業で想定する効果を踏まえ、本事業の対
　象（ステークホルダー）を検討した内容

2017年度（平成29年度）における本学の入学者状況（815名）をみる

と、北海道内が95.2％、東北地方が1.8％、その他が3.0％、志願者数は同

94.2％、2.9％、2.9％であり、多数が北海道内各地域からの入学生及び志

願者である。2016年度（平成28年度）のオープンキャンパスの参加者動

向をみても、北海道内の高校生が98.5％となっている。また、本学で
は、高校や小中学校に対する大学見学会及び出前授業を受け入れている
が、2016年度（平成28年度）の受入数は78件で、その内77件が北海道内
の教育機関である。さらに、卒業生の北海道内企業への就職率をみる
と、2014年度（平成26年度）では43.5％、2015年度（平成27年度）では

45.8％、2016年度（平成28年度）では50.0％と、北海道内での就職率が高
まってきており、地元志向の傾向が強い。

一方、北海道内の地域との関係を構築している本学では、北海道、札
幌市手稲区、上富良野町、網走市、小樽市、幕別町、新ひだか町、猿払
村といった地方自治体と包括連携協定を締結している。それらの各自治

北海道科学大学

①建学の精神を踏まえた大学の将来ビジョン、本事業で打ち出す独自色の内容が将来ビジョンの実現に
　向けた位置付け、将来ビジョン及び独自色の内容の学内周知について

本学の建学の精神は、「本学は、科学的市民※の育成を教育理念
の中心に据えて、知識基盤社会を担う市民としての汎用的技能・能
力と時代の要請に即した専門の学術を教授・研究し、高い応用能力
と健全な心身を備え、科学的思考によって専門職としての役割を主
体的に果たせる人材を育成することにより、地域社会の活性化に寄
与することを使命とする」である。

　※科学的市民とは「豊かな人間性とともに、基盤能力と専門性を併せ持ち、
　　専門職としての役割を主体的に果たせる人材」をさす。

それを踏まえて本学では、法人創立100周年となる2024年（平成

36年）へ向けた100周年ブランドビジョン（将来ビジョン）とし
て、「基盤能力と専門性を併せ持つ人材を育成し、地域と共に発
展・成長する北海道No.１の実学系総合大学を実現する」ことを宣
言している。

この将来ビジョンは、ブランドブックとして取りまとめて全教職
員に配布、ブランド共有説明会の開催やブランド委員会の立ち上げ
により、学内でビジョンの共有を図った。対外的には、将来構想特
設サイトの開設、記者発表やTV CMによる広報活動により、多岐に
渡るリリースを行い、本学のステークホルダー、とくにコアター
ゲットである「学生」「地域社会」にも将来ビジョンを表明してい
る。現在は、この将来ビジョンを実現するために掲げた我々の信条
「地域共育力」そして、行動指針を「地域貢献」と謳い、地域社会
とともに協働しながら歩み始めて、今年で５年が経過するところで
ある。

北海道は、我が国の国土面積の約５分の１を占め、都市間距離が
全国と比較すると約２倍という日常的に広域移動が必要となる広域
分散型社会である。また、１年の３分の１以上が積雪寒冷・多降雪
地域となる世界に類を見ない特徴的な地域である。これらの環境か
ら「雪対策問題」「エネルギー消費量の増大」「凍害」「医療格
差」「地域コミュニティの崩壊」が生じ、疲弊している地域も多
く、それらに対応した生活環境の向上を目的とした「技術・技能の
新たな展開」が急務である。

そこで本学は、将来ビジョンに基づく「地域社会への知の還元」を具現化するため、北海道生活環境に関わ
る諸問題の解決と地域振興を図ることを目的に、各自治体・企業・研究所等との「共育」といった大学と地域
の相互作用性を重視し、本事業「北国高齢社会の生活カウンセラー（北国生活環境科学拠点）の形成」を実
行に移すこととした。このことは、本学全教職員が参加する全学FD研修会で意識共有を図り、全学的な事業
として活動しているところである。

道内入学者
95.2%

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ
道内参加者

98.5%

道内就職率
H26：43.5%
H27：45.8％
H28：50.0％

本州入学者
4.8%

図 本学のブランドビジョン 

図 本学の入学者、オープンキャン 

パス参加者、道内就職率の状況 
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北海道科学大学

１）本学入学希望者（及びその保護者）・在学生
この数年の志願者数をみると、2015年（平成27年）は7,004人、2016年（平成28年）は6,507人、2017年（平

成29年）は5,902人で、北海道私学のなかでもトップクラスであり、多くの受験生及びその保護者から認知さ
れている。その受験者に対して、オープンキャンパスは毎年４回実施しており、そこで高校生及び保護者を対
象としたアンケート調査を実施している。本学のイメージについてみると、「専門施設がみられてよかった」
「いろんなことが発展している」「最先端の技術や技能が勉強できそう」「模擬講義や研究室紹介・実験学習
は楽しかった」また保護者からは「先端技術がみられてよかった」などの意見もあり、本学の特徴としている
『工学及び保健医療学を中心とした技術・技能を育む大学』として認知されていると捉えられる。

などが考えられる。
さらに、本事業を遂行することにより、北海道における「地域創生事業（まち・ひと・しごと創生総合戦略

における総務省の主な施策）」にも寄与できると捉えている。

③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ

本学の100周年ブランドビジョン（将来ビジョン）である『学生』と『地域社会』に対し「2024年までに、
基盤能力と専門性を併せ持つ人材を育成し、地域と共に発展・成長する北海道No.１の実学系総合大学を実現
する」というブランドイメージの浸透に向け、本事業では、先進の工学・保健医療学・社会科学を融合させ積
雪寒冷地域における生活環境を支える「ノースライフ・イノベーション」の展開を示し、『積雪寒冷地域の技
術・技能を開発・促進し、地域社会生活の向上に貢献する大学』としてのイメージを浸透させる。なお、ス
テークホルダーごとに整理した浸透イメージは次のとおり整理した。

　●本学入学希望者に対しては、積雪寒冷地域の技術・技能が最先端で学べる大学
　●在学生（その保護者）に対しては、北海道のトップ技術者・技能者を育成する大学
　●地域住民に対しては、積雪寒冷地域で安心・安全に暮らせるようにサポートする大学
　●企業に対しては、北海道の経済を共に立て直す大学
　●研究関連機関及び学術界に対しては、積雪寒冷地域の生活支援の技術を提供する大学

④現状の自大学のイメージ及び認知程度（アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等によるに係
　る把握・分析内容）

本学では、これまで実施してきたアンケート調査や関係機関からの意見聴取データを集約し、ステークホル
ダー（本学入学希望者・在学生、地域・企業、全体）ごとの分析を行い、次のとおり現状の本学のイメージと
認知程度の把握・分析を実施した。

体や地元札幌市手稲地域を主として公開講座・市民コミュニ
ティカレッジ等を開催している。その要望も近年では増加して
おり、2016年度（平成28年度）においては計69回開催し、内容

内訳は工学系講座が28回、保健医療系が34回、その他７回であ
り、近年では「高齢社会問題」や「北国生活に対する生活環境
向上」を目的とした講座の希望が増えている。

　これらのことから、本学入学希望者、在学生、地域社会、研
究関連機関や企業といったステークホルダーに対する「本申請
事業による研究成果の寄与や効果」について学内で議論した結
果、「狭義には地方自治体、広義には地域社会」をコアター
ゲットとすることとした。地域社会をターゲットにすること
は、我々の将来ビジョンである100 周年ブランドビジョンで設
定したステークホルダーと同一であり、『学生』と『地域社
会』に対し「2024年までに、基盤能力と専門性を併せ持つ人材
を育成し、地域と共に発展・成長する北海道No.１ の実学系総
合大学を実現する」こととコミットメントしている。なお、こ
こでいう、「地域社会」とは北海道内のジェネラルパブリック
（the general public）を意味している。
　これらを通して、本事業で想定される効果は、下記の２点で
ある。

　●北海道で働きたい受験生が入学し、北海道で職を得られる学生が増えるとともに、現在の人手不足
　　である技術系や医療系の人材を多数輩出できることに加え、地域に対応した新たな技術開発や地域
　　振興に影響を与え、北海道の企業活性化や生産基盤の活性化に寄与できること
　●各地域で抱えている諸問題（特に冬期間の生活苦）の解決に寄与できるとともに、連携研究所等と
　　の研究が促進され多くの成果が得られること、またそれらを通して、地域への誇りが醸成され、地
　　元への地域活性化が図られるとともに、地域住民一人一人が自己の知を磨きながら豊かな生活を送
　　ることができるようになること

図 本学における公開講座等開催実績 
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北海道科学大学

一方、新入生に対するイメージ調査を毎年実施
しているが、それによれば『工学・医療・社会学
を有する総合大学』と認識している学生が多いこ
とから、先述の『技術・技能が育まれる大学』と
して認知されていると捉えられる。また、ここ数
年のイメージの変化状況では、「他学部や他学科
と連携した教育が充実している」「地域に貢献で
きる人材の育成に力をいれている」「北海道とい
う積雪寒冷地域ならではの問題を扱った研究をお
こなっている」があげられ、『積雪寒冷技術・技
能育成大学』としてイメージされていると捉えら
れる。
　大学IRコンソーシアム学生調査の結果では、
　①実験実習等体験的学習やボランティア活動
　　・学生主体の授業
　②未完成課題・教員への異議・教職員への相
　　談・自主的な勉強・教員への親近感
　③教員と顔見知り度が高い
　④教員と話す機会、学習支援、クラス人数
に対する満足度が高くなっており、とりわけ①に
ついては、地域活動教育が少しずつではあるが進
んでおり、『地域貢献大学』としてのイメージが
定着し始めているものと考えられる。

それが顕著に現れているのが、学生たちが自分
の思いをカタチにできる夢プロジェクト制度（助
成最大1,000千円/件）である。これはキャンパス
の垣根を越え、地域と密接にかかわるプロジェク
トに多くの学生が参画しており、地域に対して貢
献する大学というイメージが浸透しているといえ
る（たとえば、大学周辺の高齢者世帯の除雪活動
「雪かき隊」）。これらの成果から、学生たちが
さらに積極的に地域貢献できるように2017年度

（平成29年度）よりボランティアセンターを設立
している。
２）地域・企業

地域や連携自治体と協働し、2016年度（平成28年度）は69回の公開講座等を開催した。その参加者アンケー
トの結果によると、「健康」（たとえば「高齢社会の生き方」「冬期間に簡単にできるダイエット＆リラック
ス講座」「高齢者居住・介護」など）、「生活」（たとえば「除雪対策」「寒冷地住宅と暖房」）を題材とし
た講座の希望が多い。これらのことから、本学は『北国技術・技能の生涯学習の内容が教授できる大学』と
してのイメージを有しているといえ、さらに『北海道を活性させる大学』として期待されている。

また、2016年度（平成28年度）には、技術移転イベントに北海道で２回、東京で１回出展している。東京で
の出展では、北海道で快適に暮らせるように技術開発した「空気清浄式家屋における超低負加圧型熱回収シス
テムの導入」、北海道での出展のひとつは医療系で大量の医用画像を人工知能に処理させる「読影支援システ
ム」、もうひとつは工学技術系で実学的な知の拠点を目指して「先端材料および建築構造における分野横断的
型研究」である。これらの技術展に対する相談者数は延べ約450名であり、本学の工学および保健医療学に対

する認知度と期待度は高いものと捉えられる。また、2015年度（平成27年度）より北海道立総合研究機構と協

働し「北国の豊かな暮らしを考える」技術展開セミナーを開催しているが、全２回の延べ参加者数は380名と
なっている。このことは、「北国の豊かな暮らしを考える」という昔からの命題にもかかわらず、いまだに課
題解決に至っていない実情と、その課題解決が本学に求められているミッションであることを示している。

一方、企業に対する大学説明会として、札幌と東京でそれぞれ年１回ずつ開催し、企業と情報交換会を開催
している。2014年度（平成26年度）における札幌での情報交換会のなかで「個別の知識ではなく幅広い知識を
有する学生の輩出」「諦めずに最後までやりとげる力の教育」「コミュニケーション能力教育」「持続的・自
立的な社会基盤を構築できる人材のフィールドワークを通した学生の輩出」「医工連携教育のプログラムの構
築」「道内企業への就職」「電気技術者の私学養成校としては北海道内唯一なので貴重な存在」などが聞か
れ、さらなる『人間性の高い技術者養成大学』や『地元企業への貢献大学』を期待されていることと考えら
れる。

３）全体
2016（平成28年度）～2017年度（平成29年度）における大学認知度調査をみると、北海道内大学における大

学ブランド力は44.1ポイントで他大学に比べて低いが、大学の印象で全体平均以上の項目は、一般イメージと

して「いま注目されている、旬である（4.5％）」「センスがいい、かっこいい（2.5％）」「成功している

（2.5％）」である。大学ブランドイメージとしては「学部、学科が充実している（4.0％）」「研究施設が充

実している（2.8％）」「キャンパスのデジタル化が進んでいる（1.8％）」が高い。学生ブランドイメージ

図 北海道私立大学別志願者数 
 （出典：豊島継男事務所『2016年度一般入試志願状況レポート 最終報』） 
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北海道科学大学

上記、本学のイメージ・認知度の状況をうけ、「積雪寒冷地域の技
術・技能が最先端で学べる大学」「北海道のトップ技術者・技能者を育
成する大学」「積雪寒冷地域で安心・安全に暮らせるようにサポートし
てくれる大学」「北海道の経済を一緒に立て直してくれる大学」等のイ
メージは少なからず浸透していると捉えられるが、「名前だけ」の認知
が多い結果も示されており、本学の魅力があまり伝わっていない。よっ
て、本学のイメージで持たれている「研究施設が充実」「学部・学科」
など、教育や研究を絡めた内容を情報発信する必要がある。

そこで、これまで以上の効果的な情報発信手段とその対象について検
討した。情報の発信手段においては、現在も実施遂行しているホームペ

は、今後充実させていく必要を感じる。また、大学認知率は72.5％で全体平均86.0％を下回り、とりわけ中間

層で低い（20代が78.9％、30代が69.4％、40代が66.9％、50代以上が76.5％）。一方、認知経路をみると「口コ

ミから」と「テレビCM（10.1％）」が高く、認知程度は一定の評価があると考えられるが、「名前だけ」の
認知で本学特有の魅力はあまり伝わっていないことがわかる。よって、さらに情報発信手法を検討することに
加えて、本学のイメージで持たれている「研究施設が充実」「学部・学科」などを中心として、教育や研究を
絡めた内容を情報発信していく必要があるといえる。

⑤分析内容を踏まえた情報発信手段・内容
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北海道科学大学

ージやSNS、新聞記事、TVCM、大学で発行する広報誌においては、全
てのステークホルダーを対象として情報発信する。

地域に対しては、講演会（今年度は「地域に密着した講座」開催）、
学外展示会、情報交換会、地域団体との連携活動（たとえば、北海道150

年記念事業、ていね夏あかり事業、北海道および手稲フットパス事業、
各地域との職員研修会等）にて発信する。

入学希望者（及びその保護者）に対しては、オープンキャンパス、大
学説明会、在学生及びその保護者に対しては、授業やPF面談、各種大学
行事、学内展示、学内講演会、保護者懇談会や親交会総会、そして、同
窓生に対しても各地域の同窓会総会等に情報発信する。

⑥具体的工程とそれを達成するための成果指標と達成目標

ブランディング戦略の工程
については右図に示したとお
りで、各ステークホルダーと
密接に関係する各部署（本学
希望者（及びその保護者）は
入試広報センター、学生（及
びその保護者）は学生支援セ
ンター、企業は就職支援セン
ター、地域及び研究関係は地
域連携推進センター）が担当
する。また、達成目標の進捗
状況の把握も各部署の月１回
の会議（学生支援センター会
議、就職支援センター会議、
入試広報センター会議、地域
連携推進センター会議、事務
局連絡会議）でとりまとめ、
それらをブランディング戦略
の統括部署である「大学改革
推進室」で事業評価、検討・
見直し、事業選定を実施し、
PDCAサイクルを実行する。

成果指標及びそれに対する
情報発信媒体については表の
とおりである。それらを総括
し、「総合的達成目標指標」
とし、
　「情報発信力」
　「本学の認知度」
　「大学の魅力度」
　「研究促進力」
について、2016年度（平成28

年度）を 100 としたときの

2017年度（平成 29年度）～

2019年度（平成31年度）の目
標を設定した。

図 ブランディング戦略の工程 

表 情報発信手段・指標及び目標 

※2017（平成29年度）～2019年度（平成31年度）は2016年度（平成28年度）をベースに実施する。 

 ただし、PDCAおよび外部評価により、手段・評価が追加されることが予想される。 

※b.認知度主観評価は、公開講座や大学見学等にて本学の「認知度」を問うアンケート調査やヒアリング調 

 査としている。2016（平成28年度）は該当する項目を問うていないため「－」とした。 
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図 情報発信媒体例 

2016

手段 指標 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 目標

ｱｸｾｽ回数 871,369件 897,510 949,792 1,002,074

出典回数 433回 446 472 498

ツイッター ﾌｫﾛﾜｰ 1,530人 1,576 1,668 1,760

新聞・広告 出典回数 101回 104 110 116

ＴＶ・ラジオ 出演回数 30回 31 33 35

71 78 85

4 6 8

大学見学会 83回 90 95 100

大学見学会 － 10% 15% 20%

－ 10% 15% 20%

－ 15% 20% 25%

協議会 － 10% 15% 20%

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 3,708人 3,800 3,930 4,040

進学相談会 4,252人 4,380 4,500 4,640

技術移転展示会 450人 450 500 540

大学見学会 32回 35 40 50

志願者数 5,902人 7,500 7,650 7,800

道内就職率 度合 50.0% 55% 60% 65%

件数 118件 130 140 153

金額 118百万円 130 142 154

学術論文執筆 件数 132件 145 158 172

外部資金受入

ｱﾝｹｰﾄ
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構築
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随時、調整実施

実施

各教員・研究所受入

各教員・研究所受入

入学試験
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実施

全学対応型

指導(適宜、セミナー実施)

3,5332,524人
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４．事業実施体制（２ページ以内）

北海道科学大学

　本事業に係る「実施体制」「自己評価体制」「外部評価」「外部との連携」についてのPDCAサイクルおよ
び連携方策の全体イメージについて下図に示す。

実施体制

①研究活動：本学は「積雪寒冷地の技術・技能の構築」の
ために、現在４つの研究所を設置しており、これらの４研
究所は横断的な教員及び他大学教員や企業研究者といった
学外研究員、さらに準研究員として学生も参画している。

本事業は、北海道の生活環境向上に資するために、これ
ら４研究所のイニシアティブと技術のシナジー効果により
３つの研究を展開する。統括部署は、研究担当副学長を
トップとする「研究推進委員会」で、委員会は２～３ヶ月
に一度開催し、各研究テーマの進捗状況等のチェック及び
評価を行っている。

また、本学の地域連携及び研究促進のためのサポート体
制は「地域連携推進センター」及び「教育研究推進課」が
担当し、「教育研究推進課」にコーディネーター役とした
人材を登用する。コーディネーターは各事業の遂行状況や
それらの企画・運営を遂行するとともに、後述する地域団
体との調整等も行う。

②ブランディング戦略：本学のブランドビジョンを構築す
るために、本学では各センターが多様な業務を遂行してい
る。それらを取りまとめる「大学改革推進室」が各セン
ターの事業内容を把握するとともに大学全体の調整等も実
施する。つまり、「実行（DO）」は各センターで実施、

「点検・評価（CHECK）」及び「計画改善指示（ACTION

＆PLAN）」は「大学改革推進室」が担当するが、「点検・

評価（CHECK）」においては外部評価団体からの評価を受
けて、次なる計画を策定する。 図 本学の４研究所の体制 

相互チェック 

点検評価 
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ブランディング部門 ※単独PDCA 
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外部評価（随時追加） 
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北海道科学大学

　前述したが、学内で実施している研究プロジェクトに係る自己点検・評価は、産学連携・地域活性化のため
のシンクタンク機能を有した全学組織の「地域連携推進センター」で行い、そこでの分析及び分析結果からな
る企画立案については、学長をトップとする学長の諮問機関「企画運営会議」にて審議する体制となってい
る。
　本事業は、研究と本学ブランディング戦略の相互作用性を用いて、本学の独自性を推進するとともに、ス
テークホルダーである「地域社会」の活性化を目指すものであり、上記①と②にて、それぞれPDCAサイクル
を廻しながら進めていくが、それらを自己点検及び自己評価するのは、研究部門「研究推進委員会」とブラン
ディング部門「大学改革推進室」を統括する「企画運営会議」がその役を担っている。
　「企画運営会議」は、毎月１回の定例開催であり、そのなかで、上記①と②の実行状況を確認（CHECK）

しつつ、不備等があれば、その会議にて改善指示（ACTION）が申し送りされ、次なる計画（PLAN：研究推

進委員会及び大学改革推進室）と、実行（DO：研究推進委員会及び大学改革推進室）のサイクルで、ポジ

ティブ・スパイラル（POSITIVE SPIRAL）を生み出す仕組みとなっている。

外部評価体制及び外部との連携・効果の波及先

①外部評価体制
　本学は下記②の＜連携自治体等＞に示すように、研究・教育を推進することを目的に、東北工業大学、酪農
学園大学、追手門学院大学、苫小牧工業高等専門学校、函館工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校、旭川
工業高等専門学校や北海道立総合研究機構等と連携協定を締結している。また、地域（北海道内）との結びつ
きと積雪寒冷地域で発生する諸問題を解決するために各自治体とも連携協定を締結している。
　本事業は「地域」をステークホルダーとした事業の遂行、並びにさらなる事業連携及び研究連携促進のため
に、下記の理由及び外部団体に外部評価委員として選出した。

　●北海道立総合研究機構：北海道全般を網羅し、学術団体として研究の進捗状況の評価
　●東北工業大学：学術教育機関（同業種）の視点から、研究の進捗状況及びブランディングの方針、
　　　　　　　　　さらに大学運営等（とりわけ、本事業の廻し方（PDCAサイクル））の評価
　●札幌市手稲区：最も身近な団体であり、地域への浸透状況とその方法等の評価
　●上富良野町：地方自治体のなかで最初に連携協定を締結しており本学の方針等を理解しており、
　　　　　　　　これからの大学認知度向上方法等の評価

②学外との連携体制・効果の波及
　上述しているが、本学は地域社会との結びつきを重視し、知識や技術を還元することで地域・産業発展に寄
与することを目的としている。現在、以下＜連携自治体等＞に示すような地方自治体・大学・企業等と連携協
定を締結しているが、連携事業の内容は、公開講座や大学見学会、連携授業などであり、地方自治体との要望
に応じて対応している。とりわけ、先述した４つの研究所のうち北方地域社会研究所を中心としてそれらの事
業を担っており、以下＜連携事例＞のような連携事業を実施している。
　これらの連携事業を通して、地方自治体と本学が『人的』『知的資源』『施設』の相互交流支援や効果的
な活用を進めてきており緊密に連携していることから、主に積雪寒冷地域とりわけ北海道地域の活性化や人的
育成に寄与しているが、さらなる向上を目的に本学のブランディング事業を連携自治体と促進させていく。

＜連携自治体等＞
　北海道、(独)北海道立総合研究機構、北海道網走市、北海道小樽市、北海道幕別町、北海道上富良野町、北海道猿払村、北海道新ひ
だか町、北海道札幌市手稲区、青森県弘前市、医療法人渓仁会手稲渓仁会病院、北海道機械工業会、北海道バイオ工業会、酪農学園大
学、東北工業大学、追手門学院大学、苫小牧工業高等専門学校、函館工業高等専門学校、旭川工業高等専門学校、釧路工業高等専門学
校
＜連携事例＞
○上富良野町：職員研修（人間社会学科、電気電子工学科）、膝痛教室（理学療法学科）、上富良野協会病院見学（理学療法学科）
○猿払村：猿払村遠隔科学講座「おどるラジコンカーをつくろう」（電気電子工学科・木村尚仁教授）、遠隔システムを使ったパネル
ディスカッション（人間社会学科、高等教育支援センター、電気電子工学科）
○幕別町：コミュニティカレッジ（機械工学科、看護学科、電気電子工学科、診療放射線学科、建築学科、情報工学科）、青少年公開
講座幕別町サイテクアド（建築学科）、幕別町まちづくり基本方針策定協力（人間社会学科）
○網走市：網走市連携公開講座（情報工学科、建築学科、高等教育支援センター）
○小樽市：南小樽駅周辺地区バリアフリー基本構想策定（都市環境学科）、小樽市の除排雪対策について助言協力（建築学科）
○札幌市手稲区：「ていねっこ☆フェスティバル」（都市環境学科）、特別防災セミナー（都市環境学科、看護学科、北海道薬科大学
(系列校でH30年度に薬学部として統合予定)）、稲苑大学公開講座（看護学科、理学療法学科）、手稲ぱわふる☆きっずらんど（ロー
バースカウト部）、食育セミナー（看護学科）、前田まちのお宝探検（建築学科）、「ていねっていいね！区民の集い」、大学近隣町
内会情報交換会（学生支援センター、地域連携推進センター、情報工学科）

③事業全体：①研究活動と②ブランディング戦略を複眼的な視点でマネジメントするのは、学長をトップとす
る「企画運営会議」がその役を担っている。「企画運営会議」は、それぞれのPDCAサイクルがよりよい循環
を生むように連携させ、また、それぞれの進捗状況等について情報を共有・管理し、横断的に課題を検討する
組織である。

自己点検・評価体制
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５．年次計画（３ページ以内）

平成30年度

目
標

■研究部門
　２年目の主たる３研究の実施目標を下記に示す。
①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発研究：２年目は看工融
合スマートサポートシステムの具体的試行運用を行う。期待した運用ができているか、うまく
いかなければその原因は何か、改善点を明確化し、最終年度での最適型システム構築を目指す
ための基礎資料等を得る。
②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の開発研究：吸引成形を経たポリプロピレンを
用いて南極昭和基地及び北海道内の冷凍庫内で低温曝露試験を実施し、短下肢装具材の機械的
性質への影響因子を見極める。
③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステムの開発研究：Iotを用いた在宅でのヘル
スリハビリテーション評価システムの開発を行い、高齢者の身体活動を評価する。
■ブランディング戦略部門
地域社会での事業の認知度向上

■総合的達成目標指数（平成28年度に対する指数）
　平成30年度の達成目標は下記の通りである。

　情報発信力 111.24％、認知度主観評価 116.25％、大学魅力度 116.79％、研究促進力 119.56％

北海道科学大学

平成29年度

目
標

■研究部門（４月～翌年３月）
初年度の主たる３研究テーマは下記のとおりであり、初年度においてはそれぞれ基礎的研究

の遂行等を目標とする。また、この３つの研究を主軸とし、これらに関連するテーマ及び本学
のブランディング戦略に関わる「北国型研究」も遂行させ、成果・評価を高める。
①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発研究：積雪寒冷地特有
の室内健康環境の維持、スマート住宅内の疾病、傷害、独居の在宅生活人に必要なサポートシ
ステムの質的向上を目標とし、ロバストな双方向情報交換システムを実現する住宅構造を提案
する。
②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の開発研究：北海道内で低温曝露方法を検討
し、経時的な機械的強度の変化を測定して国立極地研究所に低温曝露を依頼するサンプルを決
定、また本研究に必要な吸引成形機を設計・製作する。また、短下肢装具材の内部構造及び機
械的性質の評価手法を確立する。
③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステムの開発研究：冬期間における高齢者の
屋内外における身体健康調査を実施し、高齢者特有の身体活動の問題点を見いだす。
■ブランディング戦略部門
①学内における全学的なブランディングの確認と意識共有（４・５月）、②本事業開始の学外
周知及び事業連携の確認と調整（６～９月）、③実施した研究について評価（９～３月）
■総合的達成目標指数（平成28年度に対する指数）

測定方法を基に成果を示す指標を「総合的達成指標」として４つに分類し、平成29年度の達
成目標は下記の通りである。
　情報発信力 104.2％、認知度主観評価 111.25％、大学魅力度 109.56％、研究促進力 110.06％

実
施
計
画

■研究部門
　主たる３研究の実施計画を下記に示す。
①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発研究：冬季の実証試
験、現状実態調査、調査結果の分析を行う。また、看工融合スマートサポートシステムの定義
に基づいた実施計画となっているかをルーブリックシートにてチェックする。
②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の開発研究：短下肢装具材の内部構造は密度測
定と熱分析とX線回折にて評価、また機械的性質は本学の引張試験機にて評価する。いずれも
試験片形状や試験条件の開発から着手する。これにより、短下肢装具材の内部構造及び機械的
性質の評価手法が確立され、国立極地研究所に低温曝露を依頼するサンプルを決定する。
③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステムの開発研究：各種センサによる屋内外
での身体活動分析及び臨床身体機能評価を行う。
■ブランディング戦略部門
①研究所における研究内容の主旨確認、②公開講座等の開催、③特設ホームページ等の開設・
広報媒体の製作と広報
■測定方法

①PDCAサイクルにおける点検評価書、②ホームページ等の閲覧数や入学者数への影響分析、
③学部研究費受入数や研究論文数等の影響分析、④地域団体へのヒアリング調査による研究遂
行等の分析、⑤研究報告書の作成、⑥技術イベント等に参加
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北海道科学大学

平成31年度

目
標

最終年度の３研究テーマは下記のように進めるとともに、地域への社会還元および事業化の
促進に向けて検討する。また、この３テーマの連携展開も促進させつつ、次なる「北国型研
究」事業及び「ブランディング戦略」を構築する。
■研究部門
①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発研究：過去２回の冬季
間実証試験結果をとりまとめ、スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスを
開発する。
②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の開発研究：前年度までに得られた知見に基づ
き追加試験を行い、短下肢装具材の高経年化に伴う機械的性質の低下と材料の結晶化度及び結
晶配向依存性等の関係を明らかにし、積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の安全性・耐
久性向を開発する。
③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステムの開発研究：ICT、Iotを用いたクラウン
ド型遠隔ヘルスリハビリテーション総合システムを開発する。
■ブランディング戦略部門
①地域の本事業の認知度向上、②本学の研究ブランディング定着と研究基盤の構築、③協働研
究に向けた基礎基盤の構築
■総合的達成目標指数（平成28年度に対する指数）
　平成30年度の達成目標は下記の通りである。

　情報発信力 118.29％、認知度主観評価 121.25％、大学魅力度 125.92％、研究促進力 130.15％

実
施
計
画

■研究部門
①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発研究：基本的には、実
証試験は前年度と大差ないが、データ処理については、ビッグデータ、機械学習・深層学習な
どAIの理論の一部を導入し評価する。その際、大容量サーバーの運用が必須となる。
②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の開発研究：短下肢装具材の内部構造は密度測
定と熱分析とX線回折により評価する。機械的性質は本学の引張試験機により評価する。ま
た、これまでに得られた結果と追加試験材の結果を比較する。
③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステムの開発研究：各種無線センサ（熱画像
センサ、身体活動センサ等）、スマートフォンを用いて身体活動を評価しトレーニング可能な
システムを構築し、その効果を検証する。また、本センサを用いて在宅での高齢者の見守りに
も用いてその効果を検証する。
■ブランディング戦略部門
①地域社会に対して３テーマを通した「（仮）北国生活創造」セミナーの開催、②公開講座の
開催、③ホームページや広報媒体の製作と広報
■測定方法
①PDCAサイクルにおける点検評価書、②公開講座等におけるアンケート調査の実施、③ホー
ムページ等の閲覧数や入学者数への影響分析、④学部研究費受入数や研究論文数等の影響分
析、⑤地域団体へのヒアリング調査による研究遂行等の分析、⑥研究報告書の作成、⑦技術イ
ベント等に参加

実
施
計
画

■研究部門
①スマート住宅におけるウェルビーイング・サポートサービスの開発研究：基本的には、あ
らゆるモノがネットにつながる「IoT」の実証実験と深く位置づけられる。有効な端末は、ス
マートフォンが代表的であり、それを活用する。その他自作端末も検討し、住宅への設置を検
討する。
②積雪寒冷地生活をサポートする医療用装具の開発研究：短下肢装具材の内部構造は密度測
定と熱分析とX線回折により評価する。機械的性質は本学の引張試験機により評価する。ま
た、常温暴露材と内部構造や機械的性質を比較する。
③クラウド型遠隔ヘルスリハビリテーションシステムの開発研究：各種無線センサ（熱画像
センサ、身体活動センサ等）、スマートフォンを用いて在宅で可能な身体活動を評価分析す
る。
■ブランディング戦略部門
①各研究テーマの公開講座・技術セミナーの開催（５～12月適宜実施）、②技術展示会等の出

展（５～11月適宜）、③研究報告会の開催（３月）、④ホームページや広報媒体の製作と広報
■測定方法
①PDCAサイクルにおける点検評価書、②公開講座等におけるアンケート調査の実施、③ホー
ムページ等の閲覧数や入学者数への影響分析、④学外研究費受入数や研究論文数等の影響分
析、⑤地域団体へのヒアリング調査による研究遂行等の分析、⑥研究報告書の作成、⑦技術イ
ベント等に参加
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

北海道科学大学

　該当いたしません。
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