
７．施設・設備等 

 

1 施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
Ａ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 (表36)(表 37)(表 38)(表 40) 
Ｂ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況   
Ｃ群 社会へ開放される施設・設備の整備状況 
Ｃ群  記念施設・保存建物の保存・活用の状況 

 

（１） これまでのキャンパス整備計画と施設・設備の整備概要 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

この間の施設・設備の規模拡大に伴い、これらを維持するための照明や冷暖房等に要する光熱費

が無視できなくなっている。また、1 号館、2 号館、3 号館、図書館・研究棟など竣工後 20 年以上

を経過している建物については老朽化が激しく修繕費が増加している。今後は、効率的で無駄のな

いエネルギー対策の検討や計画的な補修計画が喫緊の課題となっている。他に、第3期キャンパス

整備計画の第2順位以降である「研究センター及び図書館関係の施設整備」、｢第 1キャンパスの公

道からのアクセス方法の整備｣、｢新たなグラウンド用地の確保｣等の検討が課題となっている。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

９ 施設・設備 

1983（昭和58）年に、「キャンパス整備基本構想に関する答申＝マスタープラン」を策定し、これをキャ

ンパス整備の基本理念と位置づけ、ほぼ５～10年間を区切りとした長期計画（３期）のもと、校地・校舎面

積の有効的な活用や計画的な施設・設備の整備・充実を図ってきている。 

なお、貴大学の理念・目標の実現に大きく貢献している「社会連携センター」は、バリアフリー化に問

題があり、その改善が望まれる。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

① 2010 年度に組入れが終了する第 2 号基本金組入れ計画に対応する施設整備の基本構想計画の

策定を、学内諸機関の施設需要調査を経て行うとともに、今後の施設整備計画の策定に着手し、

次期基本金組入れ計画を立案する。 

② 2007 年度キャンパス整備計画委員会の提言に基づき、「全日滞在型キャンパス」構築のために

必要な施設、設備の構築・整備を行う。 

③ 学内諸施設の利用実態を調査し、施設の有効活用のために必要な再配置を行う。 

〔社会連携センター運営委員会〕 

① 教室貸出要望/生涯学習多様化の対応（資格取得・ビジネス講座など）/サテライト機能（地域

社会マネジメント研究科・法学研究科院生の教育・研究活動）等、多様な要望への対応及び喫煙

室設置などが課題であり、その具体化及びその実施態勢の検討が必要。 

② バリアフリー、手狭な状況への対応を含め、当センタービルの「再活用計画」の検討が必要。 

 

（２） 学部の施設・設備等の整備 
 

１）全学共通 
（施設・設備等の整備） 
Ａ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 (表36)(表 37)(表 38)(表 40) 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

Ａ館・Ｃ館の教材提示設備について充実を図る。 
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〔社会連携センター運営委員会〕 

① 本学入試要綱配布等の募集活動における支店的役割、或いは学生の企業訪問等就職活動の際の

基地的役割として一層の展開を検討する。 

② 近年、社会連携センターの研究・研修会等での活用が増加している。今後とも本学教員を含む

研究会会場として活用を図る。 

③ 内・外部からの貸し出しの要望が増加しており、コミュニティ・カレッジと研究会 (土・日・

祝中心)活動で手狭になってきているが、できるだけ多くに活用できるよう対応していきたい。 

 

２ 情報インフラの整備 
 

（１） 基幹ネットワークシステム 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

① 無線ＬＡＮ環境の年次計画的な拡充 

演習室やマルチメディア教室での無線ＬＡＮの利用実績はまだ少ない。これを推進するため、

具体的な授業モデルや成功事例を提示するなど積極的な広報活動を行う。一方、無線ＬＡＮエリ

アの拡大に伴い、電波障害等のトラブルや利用者からの要望に迅速に対応し、有用な情報が利用

者間で共有されるような運用体制を備える。 

② 論理的なセグメント構成 

2004年度の基幹ネットワークシステム更新では、従来の物理的なセグメントによるネットワー

ク構成を継承したが、教育研究上の利便性とセキュリティの確保という観点から、「認証ＶＡＬ

Ｎ」を活用した論理的なセグメントによるネットワーク構成への移行について検討を進める。 

③ 統合認証システム 

無線ＬＡＮおよび学外からのアクセスについては、既存の情報教育システムの認証データベー

スを利用することによって統合的な認証のしくみを実現した。今後の課題として、大学が運用す

るすべての情報システムで統合的な認証を実現すべく、ＩＤ管理の方針を確定するとともに円滑

な移行を実現するため、関連するシステムの運用状況を考慮しながら、適用の時期を具体化する。 
 

（２） 情報教育システム 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

ハード的な面でのインフラ整備は一定のレベルに達したといえる。しかしながら、すべての授業

科目において情報教育システムが有効活用されている状況にはない。今後は、システム利用に関す

るニーズを引き出し、これに応えるための組織的な支援体制を整備することが重要かつ緊急の課題

である。 

なお、次期システムの更新について、導入後 6 年経過した 2008 年度を想定し、以下の諸点を考

慮に入れながら基本的な方向性を検討している。 

① 他の部局との連携 

学内資源の有効活用と効率化といった観点から、「ＣＡＬＬを中心とする語学教育システム」

や「図書館システム」、「マルチメディア教室」と連携した全学的な教育学習支援システムの導入

が求められる。 

② ＩＣＴ活用授業科目の拡大 

すべての授業科目においてＩＣＴ活用に対するニーズの顕在化、多様化が想定される。後述す

る教育支援体制の充実によってこの動きが活性化することが見込まれる。教室や演習室にいつで

も利用可能なパソコンを常備するなど、マルチメディアやネットワーク活用の基盤を整備する必

要がある。 

③ 情報ネットワーク環境の変化 

学内無線ＬＡＮエリアの年次計画的拡張や一般家庭におけるパソコン、ブロードバンドの普及
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により教室外における学習環境が向上し、教室内外の学びを連携する「ｅラーニング」システム

等の効果的な活用が期待され、教育効果の引き上げや単位認定制度の多様化等を見据えた検討が

求められる。 

④ 高校学習指導要領の改訂 

2006年度以降の入学生は一般教科「情報」を修得している。バラツキはあるものの、一定のリ

テラシーを獲得した学生に対する情報活用能力育成カリキュラムを実現するためのシステム要

件の確立が必要である。 

⑤ 統合認証 

利用者の便宜とセキュリティを向上する上で、情報ポータルシステム等すべての情報システム

間で統合的な認証を実現することが有効である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

①) 2008年 4月に運用を開始した情報教育システムの安定稼動を図る。 

② 利用者からの評価やログの解析によって潜在的な問題を洗い出し、さらなる性能向上を図る 
 

３ キャンパス・アメニティ等 
Ｂ群 キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 
Ｂ群 「学生のための生活の場」の整備状況 
Ｂ群 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

学生のための生活の場の整備、受動喫煙防止のための設備、大学周辺の環境への配慮等は、常任

理事会の所管する事項となっており、キャンパス・アメニティを形成・支援する体制は確立してい

る。 

快適な環境作りという面では、屋外においては積極的な緑化推進や騒音対策等による地域環境へ

の配慮、屋内においてはきめ細かな清掃と一定程度のバリアフリー環境の整備、並びに喫煙の完全

分煙化により一定の成果が生まれている。 

それ以外の未整備の箇所については、バリアフリー委員会との連携により障がいを持つ学生の意

見を聴きつつ計画的に整備していく予定である。 
 

４ 障がい者への施設利用上の配慮 
Ａ群 施設・設備面における障害者への配慮の状況 
Ｃ群 各施設の利用時間に対する配慮の状況 
Ｃ群 キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

バリアフリー化が未整備な所があるので、その優先度や予算との兼ね合いにより整備計画を立て、

順次進めて行く予定である。また、この間、障がいを持つ学生の体格や程度の違いによりバリアフ

リー化の工事をやり直すこともあったので、今後はバリアフリー委員会や障がいを持つ学生の意向

や状況を十分調査した上で実施する必要がある。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

９ 施設・設備 

なお、貴大学の理念・目標の実現に大きく貢献している「社会連携センター」は、バリアフリー化に問

題があり、その改善が望まれる。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会連携センター運営委員会〕 

バリアフリー、手狭な状況への対応を含め、当センタービルの「再活用計画」の検討が必要。 
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５ ハード面にかかわる施設・設備等を維持管理するための責任体制 
Ｂ群 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 
Ｂ群  施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

施設・設備の修繕は発生主義になりがちで、その修繕範囲が拡大してしてから動く傾向があり大

学の諸活動に与えるリスクも大きく、費用もかかりがちである。今後は補修履歴データベースの構

築により綿密な補修計画を立て計画的な予算獲得による施設・設備の補修を行っていく予定である。 

防火管理に関しては、必要限度の防火管理者を選任してはいるものの、火災発生時の被害を最小

化するためには部署単位に最低1名は防火意識を持った職員の配置が必要であり、また実際の防火

訓練や避難訓練も少なくとも年に1度は行うことが必要である。このためには、防火管理者講習会

への職員の派遣を計画的に行い、管財課以外の職員にも防火管理意識を涵養し火災等発生時の対応

が的確にできるよう訓練する必要がある。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

９ 施設・設備 

ハード面の施設・設備の管理・運用については、「学校法人札幌学院大学組織規程」に基づき、適切に実

施されている。 

 

６ 情報資産の活用と保護を実現するための情報セキュリティの確保 

 

（１） 教育研究の円滑な遂行を保障するための情報セキュリティ 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

情報セキュリティを脅かす緊急性の高い課題に対しては、上記のような対策を講じているが、一

方で、より高いレベルでセキュリティを維持するために実施すべき課題が存在する。 

① 個人認証システムの統合 

現在、本学には多様な情報システムが存在し（研究用メールシステム、情報教育システム、情

報ポータルシステム、教員が個別に運用する教育支援ツール「ｍｏｏｄｌｅ」等）、それぞれ独

自の個人認証機能を持っていることから、利用者はシステムごとに「ユーザＩＤ」と「パスワー

ド」を管理しなければならない。こういった現状は、利用者に安易なパスワード管理を助長する

ことになり、セキュリティレベルの低下を引き起こす。 

これを解決するためには、個人認証システムの統合（すべてのシステムをひとつのＩＤをパス

ワードで利用できる）が必要である。その際には、バイオメトリクス認証（生体認証）の導入や

長期間パスワードを変更しない利用者への利用制限など、安全かつ効率的な運用を実現するため

の具体的方策を検討する必要がある。 

② 研究室における公開サーバのセキュリティ対策 

現在、14の研究室と7つの研究施設等において、教員が教育研究上の必要性から公開サーバを

立ち上げている。しかしながら、ニーズの実現に注力するあまり、セキュリティ対策が疎かにな

っているという実態も見受けられる。サーバ管理者としての遵守事項を取りまとめたガイドライ

ンを策定するとともに、これを実効あるものとするための支援体制について検討を進める必要が

ある。 

③ フィルタリングソフトの導入 

「集団自殺」や「麻薬」などインターネット上の違法・有害情報が犯罪や財産権・人権侵害と

いった社会問題の発生を助長していることから、2005 年 8 月、内閣官房や総務省、文部科学省、

警察庁など関係省庁で構成される「ＩＴ安心会議」が対策を打ち出した。その具体的な対策のひ
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とつとして、違法・有害サイトへのアクセスを制限する「フィルタリングソフト」の導入が掲げ

られている。 

フィルタリングソフトの導入に関しては、本学におけるアクセスの実態を把握した上で、教育

研究とのバランスを考慮しながら慎重に検討を進めなければならない。一方で、利用者に対する

情報倫理教育の充実など、インターネットを有効かつ適正に利用するための具体的な対策を検討

する必要がある。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

９ 施設・設備 

情報セキュリティの確保も、2004（平成16）年の情報漏えいが疑われる出来事をきっかけに、「ネットワ

ークに係る情報セキュリティに関する基本方針」を制定し、より高いレベルでのセキュリティ対策を整える

ことを目的として、情報セキュリティ責任者（理事長・学長）のもとで全学的に取り組んでいる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

① ウィルス対策や不正侵入対策など基本的なセキュリティ対策を実施するとともに、新たな脅威

への迅速な対応を図る。 

② 「統合認証システム」を導入し、複数の情報システム間のパスワードを利用者が統一的に管理

する環境を整える。 

ａ 後期から運用を開始する 

ｂ 対象システムとして、「情報教育システム」、「情報ポータルシステム」、「図書館システム」

及び「ｅラーニングシステム（ｍｏｏｄｌｅ）」を想定する 

ｃ 利用者が自身の判断でパスワードを個別に管理する運用も想定する 

③ 研究室等で分散管理しているサーバを電子計算機センター施設に集約し、物理的サービスを提

供するとともに、セキュリティ対策を実施する。 

ａ 安定的な電源供給と冷却サービスを提供する 

ｂ 錠管理した施設での盗難等防止対策を講じる 

ｃ 定期的な脆弱性診断によるセキュリティ監査を実施する 

〔情報セキュリティ委員会〕 

電子計算機センターと連携しながら各種情報セキュリティ対策を実施し、緊急性の高い脅威には

迅速に対応する。 

① 学内ネットワーク資産を安全かつ有効に利用するための遵守事項を整理し、順次対策基準、お

よび実施手順としてまとめる。 

② 複数システム間のパスワードを一元管理するために、統合認証システムを導入する。 

 

（２） 個人情報データベースの活用と保護 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

現行の個人情報保護規程の構成は、その対象範囲が情報ネットワーク上の学生個人データに限定

された状態にある。しかしながら、「個人情報の保護に関する法律」の完全施行（2005年 4月 1日）

に伴い、大学に関与するすべての個人のあらゆる媒体の個人情報について適正な取扱いが求められ

ている。現在、既存の情報セキュリティポリシーを中核にした新たな枠組みについて検討を進めて

いるところである。 

原案の基本的な方向性は、次の図のように、全学的な個人情報保護施策の実施に責任をもつ「個

人情報保護委員会」を新設し、情報セキュリティ委員会と連携しながら具体的な対策を講じるとい
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う形態である。 

この中で既存の情報セキュリティ委員会は、個人データの安全管理措置（主に「技術的・物理的

対策」の策定、実施）に特化した専門部会と位置づけている。また、所管事務局についても、個人

情報保護については総務部門（総務課）が、情報セキュリティについては情報システム部門（情報

処理課）が所管するというあり方に整理する。あわせて、現行の対策基準（Standard）に位置づい

ている学生個人データベース保護規程は、新たに制定される全学的な個人情報保護規程に吸収させ、

その新規程のもとに現行の取扱要領を見直し、具体的な安全管理措置（物理的、技術的、人的、組

織的）を定めた対策基準として機能させることを想定している。 

 

個人情報保護のための新たな組織体制（原案） 

 

 

一方、保護対策を有効に機能させるためには、「Plan－Do－Check－Action」による継続的な改善

が求められる。特に、個人情報取扱いの実態を評価（Check）した上でさらなる改善（Action）に

つなげるフェーズに注力することが肝要である。これを推進するため、いわゆる「内部監査」機能

の導入について検討を進める。2006年度は、外部コンサルタントの協力を得て、学生受け入れに関

する一連の業務（学生募集－入試－入学手続き）に関して法令上の観点からこれを評価（内部監査）

する試みを行う。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔情報セキュリティ委員会〕 

全学的な情報セキュリティポリシーのもとで、学生個人情報を利用するすべての大学構成員の特

性に応じた対策をPlan-Do-Check-Actionのサイクルにより継続的に改善する。 

① 大学が保有するすべての個人情報の保護について全学的な対策を実施するための組織・体制、

遵守事項を定めた規程（「個人情報保護規程（仮称）」）の制定を目指し、現行ガイドラインや運

用状況との整合性を確認する。 

② 職員用ガイドラインの策定を行う。「Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａ」による各種対策の継続的改善や「教員用ガ

イドライン」の実効性の検証、個人情報の記載された紙媒体やデータの適切な処分、個人データ

を安全に持ち運ぶための指紋認証ＵＳＢメモリの貸し出しなどを継続的に行い、利用者の声を収

集しながらこれら対策を評価し、継続的な改善を図る。 

③ 学内構成員の理解と協力、意識の向上を図ることを目的としている「情報セキュリティメール

通信」の内容を精査し、より理解が深まる方法（例えばセキュリティチェックテストなど）を模

新たな組織体制 

学生個人情報データベースで管理す

る学生個人情報の保護に関する規程

ネットワークに係る 

情報セキュリティに関する基本
情報セキュリティ責任

審 議

情報セキュリティ委員会 

「学生指導シート」の利用

に関するガイドライン

方

学生個人データの安全管理措

置に関する取扱要領

学生個人データの安全管理措

置に関するガイドライン 

研究室におけるパソコン利

用に関するガイドライン 

Policy 
 
 
 

Standard 
 
 
 

Procedure 

全学的な 
個人情報保護規

個人情報保護責任

審 議

個人情報保護委員
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索しながら継続する。これを通じて全教職員に対してセキュリティに関する情報を発信し、セキ

ュリティに対する意識の共有と理解の向上を図る。さらに、情報セキュリティ委員会のホームペ

ージを充実させ、構成員が個人情報保護の対策を講じるうえで有益な情報を紹介する。 

 

７ 大学院の施設・設備等の整備 
（施設・設備等） 
Ａ群 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 (表39) 
Ｂ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 
Ｃ群 大学院学生用実習室等の整備状況 
（先端的な設備・装置） 
Ｃ群 先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性 

Ｃ群 
先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の、他の大学院、大学共同利用機関、附置研究所等との連携関係の適
切性 

（独立研究科の施設・設備等） 
Ｃ群 独立研究科における、当該研究科専用の施設等の整備の適切性 
（夜間大学院などの施設・設備等） 
Ｃ群 夜間に教育研究指導を行う大学院における、施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適切性 
（本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等） 
Ｃ群 本校以外の場所にも拠点を置き、教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性 
（維持・管理体制） 
Ａ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 
Ｂ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図る体制の確立状況 

 

（１） 大学院研究科の施設・設備等の整備及び維持管理体制 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善の方策】 

大学院の志願者が増えつつある中で、院生研究室の数が限られていることから、今後も1人1事

務机のスペースを確保できるかどうかが問題となってきている。地域社会マネジメント研究科にお

いては、2007年度から入学定員を5名増加したが、サテライト教室と本学をあわせると現在のとこ

ろ対応は可能な状態である。一方、法学研究科では税理士志望者が殺到し、2007 年度入学者数は、

17 名を予定している。2007 年度は対応可能であるが、2008 年度以降、このような状況が続くよう

であれば、対策を検討する必要がある。 

地域社会マネジメント研究科のサテライト教室のある社会連携センタービルの施設・設備の点検

は外部委託の定期点検によるところが多く、常時専任職員等が配属されている第１キャンパスの施

設・設備とは異なり、暖房設備、給排水設備、電気設備等で突発的なトラブルが起きたときの対応

に時間を要する。これをできるだけ予防するため、定期的に専任職員が出向したり、外部委託の点

検回数を増やすなどの方策が考えられる。また、光熱費が高騰するなか現状の院生研究の使用時間

を保障していくためには、特に冬期間の時間外及び休日暖房のあり方については建物全体を暖める

方式から、個別暖房の方式に改めることを検討する。 

社会連携センタービル自体の問題であるが、大学院、学会、コミュニティ・カレッジの使用頻度

が増加しつつあることから、施設そのものが手狭になってきていること、ビル自体が古くエレベー

ター設備がないため、身障者や高齢者への対応が難しいことが課題となっている。 
 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

９ 施設・設備 

なお、貴大学の理念・目標の実現に大きく貢献している「社会連携センター」は、バリアフリー化に問題

があり、その改善が望まれる。 
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