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７．施設・設備等 

 

1 施設・設備等の整備 
必須 大学・学部、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 
必須 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 
任意 記念施設・保存建物の管理・活用の状況 

 

（１） 大学・学部の施設・設備等の整備 

 

【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 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。 

〔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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

 ① 今後の施設整備計画の策定については着手できなかった。次期基本金組入れ計画は立案できな

ったが、学内諸機関の施設需要調査に関わり図書館から新図書館の要望が出された。    

 ② 施設の有効活用のための再配置について、総合研究所等の再配置を行った。       

〔全学教務委員会〕 

   2008年度からの使用が可能となるように、情報処理課の協力を得て、Ａ・Ｂ・Ｄ館にパソコンを

備えつけた。                                     

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

本学においては「全日滞在型キャンパス」の構築を掲げ、キャンパスにおけるアメニティ向上の

ため様々な施策を講じてきた。2009年度はそうした施策を継続するとともに学園の中期計画に対応

した下記の諸計画を策定する。 

(1) 2014年度末までの大型施設・設備の建設・導入・補修などの整備計画の策定 

(2) 2011年度からの第2号基本金組入計画に伴う施設建設計画の策定 

(3) 現有施設・設備の利用状況の把握と再配置計画の策定 

(4) 2009年度事業計画の政策課題に対応する施設・設備の整備 

〔全学教務委員会〕 

教育方法の改善に向けて教材提示機能を充実させるためAV機器の増設を図る。 

 

（２） 大学院の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
必須 大学・学部、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 
（先端的な設備・装置） 
任意 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 
任意 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） 
任意 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） 
任意 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） 
任意 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 
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【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〕 

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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔社会連携センター運営委員会〕 

  ① 2008 年度も全学部・研究科入試パンフ配布に際し、札幌都心部の拠点としての役割を果した。

また、大学院入試説明会等でも社会連携センターを利用し、社会人入学者が増加する要因ともな

っている。                                     

  ② 当センターの札幌中心部機能が有効に活用されている。2008年度は、新設の経営学部開設記念

講演会、社会情報学部研究シンポジュームのほか、全道医師会主催の禁煙シンポジューム、NPO

自然保護の研究会など、利用が増加している。                     

  ③ 上記①、②で記述したとおり、教室貸出しの要望は相当増えている。本学院生OBが設立した「NPO

ライフサポートネット」の心理カウンセラー養成講座からも、年間を通した貸出し要望があり、

社会連携センターの教室貸出しの更なる工夫と改善が求められている。          

  ④ 基本的に当センターが都心部にある機能を活用する要望は相当強い。社会連携センタービルは、

大学院サテライト教室、生涯学習・コミュニティ・カレッジの利用で、教室等の稼働率はほぼ100％

近い。これに加え、教室の貸出し要望は年々増加傾向にあり、断るケースも出てきている。  

  ⑤ 上記②に記述した通り、ほぼ 100％に近い稼働率にある。階段が 1 箇所しかないビルで、安全

面も課題であり「再活用計画」の検討が必要である。                  

 

【2009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〕 

① 入試・就職に関するサテライト機能 

本学入試要項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 研究会等の活用 

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推進する。 

  ③ 教室の外部貸し出し 

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。 

④ (1)教室貸出要望(2)生涯学習多様化の対応（資格取得・ビジネス講座など）(3)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

び喫煙場所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。講座運営の一部
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外注化も視野に入れ検討する。 

⑤ 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」の検討が求めら

れている。 

 

２ 情報インフラの整備 

 

（１） 基幹ネットワークシステム 

 

（２） 情報教育システム 

 

【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 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会事業報告〕 

コンピュータ実習室のパソコン更新、図書館システムの更新など情報教育システムの改善を行つ

た。 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

＜前進面＞ 

本委員会のメンバーが参加する情報教育システム導入検討委員会において教務部、図書館等の関連部

局と連携しながらシステム要件を定義し、導入作業を経て４月から運用を開始した。 

パソコンの起動・ログインに要する時間は大幅に短縮し、授業運営上の問題を解消した。１年経過後

もプロファイル増加に伴う影響は軽微である（起動時間は1台のみで66秒、242台一斉で72秒、ログ

イン時間は1台のみで62秒、242台一斉で144秒（3月 12日計測））。 

3つのパソコン教室については、机と椅子を併置し、ICTを活用した協調的な学習空間（「ブレンデッ

ド教室」）として位置づけ、主に外国語教育や専門演習で活用されている。 

図書館閲覧室に50台のシンクライアントパソコンを配備し、図書文献とネットワークが融合した学

びの場とパソコンを囲んで討議ができるグループ学習環境を充実した。１年間のログイン数は 51,976

回（第４閲覧室：39,004回、グループ学習室：12,972回）と、昨年度（21,014回。ただし、25台設置）

に比較して大きく伸びた。また、図書館で夜間、休日もパソコンが利用できることからセンター施設の

夜間開放を廃止し、経費節減が実現した。 

事務用パソコン及びプリンタの更新に伴い、旧機器を情報教育システムのクライアントに転用し、大

学院研究室、非常勤講師室及び教職課程室での教育利用に供した。 

＜問題点＞ 

2009 年 3 月以降、図書館閲覧室に配置したシンクライアントパソコンの動作が一部不安定になる現

象が発生している。システム導入ベンダーと連携した対応を行っているが、原因の特定に至っていない。 

 

【2009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 教育研究システムの安定運用と次期システム検討へ向けた情報収集 

2004年度に整備した基幹ネットワークシステム及び研究用システムならびに2008年４月に更

新した教育システムの安定稼動を図るとともに、次期システム検討へ向けた情報収集を行う。 

(1) 日常的なログ解析や定期的な性能評価を通じてシステムの稼動状態を監視し、障害に至る予
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兆の早期発見によって教育研究活動への影響を未然に防止する。 

(2) システムの利用状況や電子計算機センター窓口での利用者支援状況の分析によって潜在的

な問題や新たなニーズの洗い出しを継続し、現行システムの改善や次期システム更新へ向けた

検討素材の収集に努める。 

② ＩＣＴを活用した教育改善及び学生生活支援の基本的な方針策定 

教務部、学生部、図書館等との連携の中で、あるいは「教育開発センター」構想にも配慮しな

がらＩＣＴを活用した教育改善及び学生支援の基本的な方針について、学外の先進事例を参考に

しながら、継続して調査研究を進める。 

③ 学外との教育研究交流及び社会貢献 

「ＴＩＥＳ」を利用する他大学等との情報交換や特定非営利活動法人サイバー・キャンパス・

コンソーシアムＴＩＥＳ（略称：ＮＰＯ法人ＣＣＣ－ＴＩＥＳ）への参画によって戦略的な大学

間連携の具体的モデルを見出す。 

  

３ キャンパス・アメニティ等 
必須 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 
必須 「学生のための生活の場」の整備状況 
必須 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

 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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会〕 

  「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・整備は行わなかった。アメニ

ティの向上のための設備充実を行った。                         

〔理事会事業報告〕 

① キャンパス・アメニティ向上のため、A館から E館の 1～3階及び G館 1～2階の休憩談話スペ

ースのテーブル、椅子を全面的に更新した。また、一部演習室の机・椅子をより高機能なものに

更新した。その他に、シャワートイレの設置(G館 1～2階)、3号館正面玄関の自動ドア設置・ア

プローチのバリアフリー化、学習支援室の設置を行った。 

② 2009年 4月 1日からの施設内全面禁煙実施に対応して、喫煙室の廃止と屋外喫煙施設の整備を

行った。 

 

４ 障がい者への施設利用上の配慮 
必須 施設・設備面における障がい者への配慮の状況 
必須 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 
任意 各施設の利用時間に対する配慮の状況 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔社会連携センター運営委員会〕 

   ほぼ 100％に近い稼働率にある。階段が 1 箇所しかないビルで、安全面も課題であり「再活用計
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画」の検討が必要である。                               

 

【2009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」の検討が求められ

ている。 

 

５ 組織・管理体制 
必須 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 
必須 施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況 

 

 

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 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔電子計算機センター運営委員会〕 

① ＜問題点＞ 

教員が管理するｅラーニング用サーバ（Ｍｏｏｄｌｅサーバ）に不正侵入があり、フィッシン

グに利用されかけるという事件が発生した。管理者アカウント（ＩＤとパスワード）の管理の甘

さに起因するものである。 

非常勤講師が担当科目の成績情報が入ったデータを学外レンタルサーバーに格納していたとこ

ろ、部外者の不正アクセスにより流出するという事件が発生した。ＩＣＴを利用する教員に対し
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て、安全性と利便性に富んだ機能の紹介（情報教育システムのネットワークストレージサービス

の活用を促すなど）が十分でなかったことも遠因と考える。               

② ＜前進面＞ 

高度なアカウント統合管理ではなく、複数のシステム間でパスワードの共通化を可能すること

を要件として、 小限のコストでシステムを導入した。 

統合認証サーバと各システムの認証サーバ間の通信は全て暗号化するとともに、統合認証サー

バは学内セグメントに配置して安全性を確保した（学外から利用する場合はSSL-VPN を経由して

利用）。 

なお、本システムは、「仮想サーバ」上で動作させることとした。今後新たなサービスを提供す

るにあたってのハードウエアの追加投資を抑えるためである。 

＜問題点＞ 

現時点で、学外システムとの統合化は実現していない。継続課題として実現を図る（「Live@edu」

との連携は、マイクロソフト側で「ＪＤＫ」が提供されれば実現できる見込みである。ｅラーニ

ングシステム「ＴＩＥＳ」との連携については、帝塚山大学の教材開発室と調整を行っている）。 

③ ＜前進面＞ 

９月からサービスを開始し、２名の教員から合計５台のサーバを預かっている（４台の「ｍｏ

ｏｄｌｅ」サーバと１台のＷｅｂサーバ）。いずれも冷却とＵＰＳによる電源供給及び施錠管理し

た施設提供といった物理的なセキュリティに関する基本サービスである。研究室からのリモート

作業が可能であり、サーバ管理者がマシン室に立ち入ることはない。 

なお、図書館との協議により、８月に更新した新図書館システムについてもハウジングサービ

スを提供し、安全性の確保と経費削減を図った。 

＜問題点＞ 

すべてのサーバ管理者が本サービスを利用している状況にない。センター機能を利活用した情

報セキュリティ対策の有効性を訴え、さらなる利用の拡大を図る必要がある。一方、利用上の制

約事項があれば、これを解消するための対応を具体化しなければならない。        

〔情報セキュリティ委員会〕 

① ＜前進面＞ 

新たな脅威に対してガイドライン策定し、セキュリティの確保を図った。具体的には、世界的

に流行したＵＳＢメモリを媒介とするウィルスに関して電子計算機センターと連携し、ホームペ

ージ等を通じて大学構成員全体に注意喚起と実施すべき対策を示した。また、物理的対策として

学内設置の全パソコンにＵＳＢメモリの自動実行解除措置を施した。 

電子計算機センターと連携し、教員が研究室で管理するサーバを電子計算機センターで預かる

サービス（ハウジングサービス）を具体化し、安全性確保のための実施手順のもとで運用を開始

した。現在教員２名から５台のサーバを預かり、運用を実施している。 

＜問題点＞ 

以下のインシデントに対して電子計算機センターと連携し、速やかな対応と原因分析を行った。

しかし、サーバ管理者に対する実施手順の策定には至っていない。 

・教員が管理するe-ラーニングサーバに不正侵入があり、フィッシングに利用されかけるとい

う事件が発生した。これはパスワード管理の甘さに起因することから、サーバ管理者及び利

用者へパスワードの適正な管理についての注意を行った。（情報セキュリティメール通信№

35） 

また、以下のインシデントに関しては、その遠因として、電子計算機センターが提供する安全

なネットワーク・ストレージ・サービス利用に関する案内が不足していたことが考えられ、利用

者向け実施手順の改善が求められる。 

・非常勤講師が担当科目の成績情報を格納していた学外レンタルサーバに部外者の不正アクセ
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スがあり、個人情報が流出する事件が発生した。これが悪用される状況には発展していない

が、当該学生へのお詫びと事実の報告、全教職員への報告と注意喚起、ホームページを通じ

た事実報告を行った。情報セキュリティメール通信を通じた注意喚起も行った（№34） 

② ＜前進面＞ 

電子計算機センターと連携し、学内で運用されている複数のシステム間でパスワードの共有化

を可能とする統合認証システムを導入した。 

統合認証サーバと各システムの認証サーバ間の通信はすべて暗号化するとともに、統合認証サ

ーバは学内セグメントに配置し、安全性の確保を図った。 

 

【2009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 各種セキュリティ対策の実施 

インシデントの再発を防止するため、情報セキュリティ委員会と連携し、適正なアカウント管

理の徹底について理解と意識の向上を図る取組を継続する。 

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。あわせて、きめ細かな利用者支援によって情報セキュリティの確保を図

る。 

② 統合認証システムの導入 

学外システムとのパスワード管理の統合化を実現する。 

ａ 「Live@edu」との連携についてはマイクロソフト側との協議を継続し、実現を図る。 

ｂ ｅラーニングシステム「ＴＩＥＳ」との連携については、帝塚山大学の教材開発室およ

びＮＰＯ法人ＣＣＣ－ＴＩＥＳと調整を行い、実現を図る。 

③ 研究室等で管理するサーバの運用支援（ハウジングサービス） 

サーバ管理者に対して、センター機能を利活用した情報セキュリティ対策の有効性を訴え、さ

らなる利用の拡大を図る。一方、利用上の制約事項があれば、これを解消するための対応を具体

化する。 

〔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 実施手順の作成 

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） 個人情報データベースの活用と保護 

 

【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
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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

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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔情報セキュリティ委員会〕 

① ＜問題点＞ 

原案はできているが、規程の実効性や有効性を確保するための作業（例えば、「本当に実現可能

なガイドラインを制定できるのか？」といった規程とガイドラインとの整合性の検証など）を進

めることができなかった。次年度の達成課題に据えたい。                

② ＜前進面＞ 

個人情報保護に関する対策として、指紋認証ＵＳＢメモリの貸し出しを継続的に行い、利用者

からの評価をもとに対策の有効性を評価した。 

個人情報が記載された不要書類の業者による一括廃棄については、利用者からの評価が高く、

事業の継続を求めたが予算が認められなかった。そこで、学内に設置しているシュレッダーでの

処分を全教職員へ促した。 

学習支援特命課長の設置に伴い、学生指導シート「はぐくみ」のアクセス権限付与について情

報セキュリティ委員会での検討を行った。初めてのケースであったが、利用者のニーズにもとづ

き、これを機関決定するまでの流れについて現行実施手順の実効性を検証することができた。 

＜問題点＞ 

入試課業務に関する外部監査の成果をもとに職員用のガイドラインを策定することを計画して

いたが、実施することができなかった。 

対策の強化を図るため、教職員の情報セキュリティに関する意識や抱えている問題点を明らか

にするためのアンケートを検討したが、実施に至らなかった。              

③ ＜前進面＞ 

全教職員に対して情報セキュリティメール通信№33.34.35.36 を発行し、個人情報保護に関す

る対策や、年度内に発生した情報漏えい事件等を紹介することでセキュリティに関する意識の醸

成を図った。情報セキュリティメール通信に添えた「パワーポイントと音声を組み合わせたコン

テンツ」の平均閲覧数は126であった（特に、１１月に発行した「サーバへの不正侵入事件」に

ついての記事は、アクセスが多かった）。 

＜問題点＞ 

教職員のセキュリティに関する理解度や意識の状態を把握するための方法を具体化することが

できなかった。                                   

 

【2009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、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 個人情報保護規程の制定 

現行ガイドラインや運用状況との整合性を確認し、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
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規程（仮称）」）の制定を目指して規程案を作成する。 

② ＰＤＣＡによる各種対策の継続的改善 

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。 

また、教職員の情報セキュリティに関する意識や抱えている問題点を明らかにするため「情

報セキュリティに関するアンケート」を実施する。 

③ 啓発活動 

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。 

 




