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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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

  2009年度もキャンパスにおけるアメニティ向上のための施設整備を行った。また校舎内全面禁煙

の実施に対応して、屋外喫煙施設の整備と、冬季簡易喫煙施設を設置した。2010年度で終了する2

号基本金積立に対する施設建設・改修は、(1)学生の修学・生活・交流支援施設の整備、(2)図書館

の整備を柱とするが、具体的な施設設計は 2010 年度に新しい大学執行部と調整を図った上で行う

こととした。                                     

〔全学教務委員会〕 

  今年度は、2201 教室、2204 教室、2301 教室、2302 教室、2303 教室に AV ラック及び VTR 一体型

DVD プレーヤーを設置した。しかしながら、既設機器の更新、設置方法の改善の点では課題を残し

た。                                         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会〕 

  ① 2010 年度で終了する 2 号基本金積み立てに対応する施設建設・改修の概要を 2009 度末までに

確定し、2010年度の遅くない時期に建設・改修基本計画を完成させる。 

  ② 施設整備の優先順位については、第1に、学生の修学・生活・交流支援施設の整備、第2に、

書庫をはじめとする図書館の整備とする。また、新規施設の配置に伴って派生する遊休既存施設

の再配置を行う。 

 

 

（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） 
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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 

 

【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

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。 

 

【2009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 入試・就職に関するサテライト機能 

2009年度も全学部・研究科入試要項の配布に、札幌中心部としての役割を果たした。特に、大

学院の入試説明会を社会連携センターで実施し、社会人入学者が増加する要因ともなっている。 

  ② 研究会等の活用 

社会連携センターが研究会等で有効に利用されている。月例で実施する研究会等もあり、札幌

中心部の利便性が大きい。ただし、施設の規模から、お断りするケースも多々出てきている。 

  ③ 教室の外部貸し出し 

内・外部からの貸し出しの要望が年々増加してきている。ただし、上述の通り、希望に応えき

れない状況になってきている。                            

  ④ (1)社会連携センターが札幌中心部にあることから、利便性等で活用する要望は高い。現状では、

大学院サテライト教室、生涯学習事業（コミニュテイ・カレッジ）、研究会、教室貸出などで教室

の稼働状況は、夏・春期を除き100%に近い。  

(2)コミニュテイ・カレッジ講座の土曜日使用の頻度も多く、土曜日の職員体制について改善を

要する（現行、土曜日は一人体制）。                          

  ⑤ 様々な機会を通じて、要望を出している。                      

 

【2010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、関連課と連携し学生募集活動の役割を強めたい。また、学生の就職活動

の基地的役割も追及する。 



 

- 57 - 

  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。 

 

 

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 

 

【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

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。 

  

【2009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 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 

   ＜前進面＞ 

Ｃ館コンピュータ教室に設置した教育用パソコンの起動・ログオンに要する時間は、導入２年

経過後も安定している（起動時間は 1台のみで 64 秒、242 台一斉で 69 秒、ログオン時間は 1台

のみで31秒、242台一斉で183秒（2月 27日計測））。 

Ｃ館コンピュータ教室の早朝及び夕方の利用に関する要望を受け、9 月から 1 教室で試行的に

利用時間を延長した。8時40分からの早朝開放では合計295名、18時までの夕方開放では1,750

名の利用があった。このように、一定のニーズが存在することが明らかになるとともに、施設開

放の規模として1教室が適当であることが確認できた。 

後期からソフトウェア「Microsoft Office」のバージョンを最新の「2007」に引き上げた。利

用者の混乱は認められなかった。なお、アプリケーション配信システムによって旧バージョンの

利用を保障したが、その利用回数は1,034回であった。 
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図書館閲覧室に設置した 50 台のシンクライアントパソコンの１年間のログオン回数は 61,187

回と、昨年度（51,976回）よりも増加した。なお、導入後にパソコンの動作が不安定になる現象

が発生していたが、原因を特定し、問題は解消した。 

＜問題点＞ 

10月 16日 16時過ぎ、教育システムと接続する基幹LANのコアスイッチに障害が発生し、2つ

の授業と3つのエクステンションセンター講座ならびに一般利用者に影響を与えた。基幹ＬＡＮ

のコアスイッチは二重化しているが、教育システムは片側のスイッチのみと接続しており、当該

スイッチが故障した場合に教育システムのサービスが停止する危険性を孕んでいる。    

  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 

＜前進面＞ 

ICT を活用した教育改善及び学生支援の基本的な方向性を検討するため、センター長が私情協

主催の「教育改革IT戦略大会」に参加し、情報収集活動を行った。示唆に富んだ事例については

資料や報告書を学内関係者に回覧し、ICTを活用した教育改善と学生支援の有用性を訴えた。 

全学的なSNS（Social Networking Service）の導入を検討し、その試行的な取組として期間限

定のサービスを提供することとした。ひとつの試行として、入学予定者向けに “つながり”の場

を提供することとした（入学前 SNS「SGU ヒント!」）。なお、試行的サービス提供にあたり、SNS

の適正な運営を図るための利用規約を制定した。 

FDセンターと連携し、「ICTを活用した授業改善とキャリア形成支援」というテーマで学内フォ

ーラムを開催した。「ポートフォリオ」や「携帯電話」といったツールの実践的な活用事例に学び、

学生の主体的な学びやキャリア形成を支援するためのICTの意義と実践にあたって解決すべき課

題を認識することができた。 

学生部からの要請にもとづき、学生相談室でカウンセラーが教職員とコミュニケーションを取

るための無線LAN環境を整備した。 

＜問題点＞ 

教務部、学生部、図書館等と連携したICT活用の基本的な方向性に関する検討には着手できな

かった。                                      

  ③ 学外との教育研究交流及び社会貢献 

＜前進面＞ 

本学が開発した統合認証システムを「TIES」と連携することによってユーザ認証の利便性とセ

キュリティ強化が期待できる。そこで、これを加盟大学で共同利用するためにオープンソースと

して提供することをNPO法人CCC-TIESに提案した。理事会で検討に付され、方向性が認められた。 

＜問題点＞ 

戦略的な大学間連携に関与することはできなかった。なお、NPO法人CCC-TIESに加盟する6大

学（帝塚山大・札幌大・創価大・明治薬科大・愛知学院大・名古屋学院大）による連携事業が「大

学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム(戦略GP)」に採択され、多様な活動を展開し

ている。                                      

 

【2010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

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
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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。 

   (3) 研究用Webメールシステムのレスポンス低下の問題解消へ向けて調査を進め、解決の方向性

を具体化する。 

   (4) ＯＳやアプリケーションのバージョンアップなど技術的な状況変化に対応するため、仮想サ

ーバの積極的な利用を想定し、将来的な仮想環境構築へ向けた試行と評価を行う。 

  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、ＦＤセンター等との連携の中で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。 

本格的なキャンパスＳＮＳ導入にあたり、入学前ＳＮＳの試行的取組を評価し、期待される効

果と運用面での課題を明らかにする。 

  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 

 

 

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 

 

【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。 

 

【2009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〕 

様々な機会を通じて、要望を出している。                       

 

【2010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 

 

 



 

- 60 - 

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 

 

【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 統合認証システムの導入 

    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。 

 

【2009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 各種セキュリティ対策の実施 

＜問題点＞ 

研究用メールサーバの6名の教員アカウントに対して不正侵入があった。いずれも類推されや

すい、不適切なパスワードを設定していたことによる。ただちに、当該アカウントのパスワード

を変更し、全教員に対してパスワード管理の徹底を呼びかけた。ログを調査した結果、不正侵入

の目的は「スパムメール（迷惑メール）の送信」にあると判明した（例えば、あるアカウントで

は、3千件のメール送信が確認された）。 

なお、サーバ上のメッセージの一括ダウンロードや一括転送といった行為は行われていないこ

とを確認した。                                   

  ② 統合認証システムの導入 

＜前進面＞ 

「Live@edu」との連携については、ILM サーバを再構築して教育システムの認証システムと連

携することによってパスワード管理の統合化を実現した。 
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「TIES」との連携については、TIESサポートデスクの協力のもとで動作検証を実施し、統合認

証システムを利用できることを確認した。しかし、「TIES」側のセキュリティ対策に改善すべき点

があることが判明したことから現時点で実装には至っていない。             

  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） 

＜前進面＞ 

2 名の教員から合計 7 台のサーバを預かっている（４台の「moodle」サーバと 3 台の Web サー

バ。昨年度に比較して2台増加）。いずれも冷却と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、図書館及び総合研究所からの要請にもとづき、教員の研究・教育業績を公開するリポジ

トリサーバを預かり、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がサーバ管理者へのヒ

ヤリング等に着手していない。                            

〔情報セキュリティ委員会〕 

① 実施手順の作成 

＜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。 

・研究用メールサーバの6名の教員アカウントに対して不正侵入があった。いずれも類推しや

すい不適切なパスワードを設定していたことが原因。ただちに、当該アカウントのパスワー

ドを変更し、全教員に対してパスワード管理の徹底を呼びかけた。ログを調査した結果、不

正侵入の目的は「スパムメール(迷惑メール)の送信」にあると判明(あるアカウントでは 3

千件のメール送信が確認された)。なお、サーバ上のメッセージの一括ダウンロードや一括転

送は行われていなかったことを確認した。                     

  ② 統合認証システムの導入 

   ＜前進面＞ 

電子計算機センターと連携し、次のとおり学外システムとの連携環境を実現した。 

・「Live@edu」についてはILMサーバを再構築して教育システムの認証システムと連携すること

により実現した。 

・e-ラーニングシステム「TIES」との連携については、各大学にとってユーザ認証の利便性と

セキュリティ強化が期待できることから、CCC-TIESに対して統合認証システムをオープンソ

ースとして提供することを提案し、理事会で検討いただいた。しかし、「TIES」側のセキュリ

ティ対策に改善すべき点があることが判明したことから、現時点では実装に至っていない。 

 

【2010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 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） 
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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〕 

  ① 情報セキュリティ対策の推進 

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 

 

【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

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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔情報セキュリティ委員会〕 

  ① 個人情報保護規程の制定 

＜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 ＰＤＣＡによる各種対策の継続的改善 
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＜前進面＞ 

 個人情報の記載された不要書類を処分について、学内各所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。 

 全教職員に対しての個人情報保護に関する講習会実施の可能性を検討するため、外部業者の協

力を得て「情報セキュリティセミナー」に参加し、講師との意見交換を行った。 

＜問題点＞ 

 教職員向け講習会実施の可能性について十分に検証することができなかった。      

  ③ 啓発活動 

＜前進面＞ 

全教職員に対して情報セキュリティメール通信を発行し、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。 

今後の具体的な個人情報保護対策を講じるためのデータを取得するため、専任教員に対して「個

人情報の取り扱いに関するアンケート」を実施した。 

＜問題点＞ 

 具体的な個人情報保護対策を講じるための検証が進まなかった。次年度の課題としたい。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔情報セキュリティ委員会〕 

  ① 個人情報保護対策の推進 

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

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 

ＰＤＣＡサイクルによる各種対策の継続的改善を図る。具体的には、「教員用ガイドライン」

と「学生個人データの安全管理措置に関するガイドライン（職員用）」について、利用者の声

を収集しながら実効性を検証し、必要に応じて改訂を行う。 

   (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個人情報保護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。 

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「個

人情報保護に関するアンケート」を継続的に実施する。アンケートの結果を参考に実効性のあ

る啓発の取り組みを検討する。 

 


