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いかに ISO26000を個別組織に導入するか
『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
髙

巖*

は、2004年以降の作成作業に取り組んできた

はじめに

エキスパートたちの並々ならぬ苦労と献身的

『社 会 的 責 任 に 関 す る 手 引』
（以 下、

努力があった。麗澤大学は、エキスパートた

ISO26000あるいは同規格と略す）は、「様々

ちのこの貢献を高く評価し、また「それに報

な組織」が同規格を活用することにより、社

い る べ き」と 考 え、2010 年 9 月、ISO26000

会的責任の実践を促し「社会の持続可能な発

。
の積極活用を機関決定した3）

1）

展に貢献すること」を目的とする 。
筆者は、2002 年末から2004 年 5 月まで、

Ⅰ.

ISO 高等戦略諮問会議のメンバーとして「社

麗澤大学における取り組みの流れ

会的責任規格を作成すべきかどうか」の議論

麗澤大学における規格を巡る活動は図表 1

に参加した。この会議における議論は堂々巡

の通りである。その開始は2008年11月に遡る。

りを繰り返し、度々、出口の見えない袋小路

2008年に入ると、ISO26000を巡る世界の議

に迷い込んだ。最終的に時間切れとなり、

論は収束し始めた。このため、同年 9 月頃に

2004 年 5 月、戦略諮問会議は妥協案を ISO

は、筆者も「どうすれば、組織に ISO26000

の意思決定機関である TMB に提出したが、

をフルセットで導入できるのか」といった問

筆者個人としては「規格の作成を始めたとし

いをたてるようになっていた。ISO26000の

ても、途中での放棄は十分あり得る」と感じ

導入では、いくつかの推奨事項を選び出し、

ていた。ISO26000を作成するということは、

つまみ食い的に取り組むことも可能であるが、

当時、それほど困難なチャレンジと思われた

それでは規格本来の趣旨に沿うことにならな

。
のである2）

い。で は、ど う す れ ば、ISO26000 を フ ル

これを乗り越え、規格は、2010 年11 月、
ISO26000として正式に発行された。背景に

セットとして組織に導入できるのか。答えは
簡単には出なかった。

＊ 麗澤大学教授
1）『Guidance on social responsibility 社会的責任に関する手引』（英和対訳版）ISO26000: 2010, p. 1および p. vi。なお、
社会的責任と持続可能な発展との関係は、同『手引』p. 9を参照されたい。
2） 高等戦略諮問会議における意見の対立点などは、髙 巖『誠実さを貫く経営』（日本経済新聞社）pp. 277〜286に
詳しい。また、髙 巖「ISO26000をいかに活用するか：麗澤大学におけるチャレンジ」『Safety Eye』第45号、2011
年でも紹介している。
3） 麗澤大学学長の中山理教授は、規格の発行に先立ち、麗澤大学として ISO26000を活用することを宣言した。中山
学長の建学の理念に対するコミットメントとリーダーシップがこれを可能にしたことを明記しておきたい。なお、麗
澤大学が活用を決定した理由の詳細については、同様に「ISO26000をいかに活用するか」『Safety Eye』第45号、
2011年を参照されたい。
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図表 1

麗澤大学における取り組みの流れ

2008年11月
2008年11月〜
09年 4 月

経済学部における取り組み（学長の理解と全面的支持により開始）
学生基点に立った実践教育プログラムの開発に着手
排出権取引を組み込んだ未来型ビジネスゲームの開発

2009年 4 月

経済学部における試験的実施
疑似体験を重視した教育を全学的に展開

2010年 3 月〜
10年 7 月

学生基点に立った実践教育プログラムの追加的開発に着手
国際会計基準を先取りした IFRS ビジネスゲームの開発

2010年 7 月 7 日

社会的責任推進（SR推進）グループを設置
「ISO26000管理一覧」の作成を開始

2010年 7 月15日

経済学部教授会で ISO26000の積極活用を採択

2010年 7 月22日

全学協議会で ISO26000の積極活用を採択

2010年 9 月13日
2010年 9 月〜

学長が ISO26000の積極活用を対外的に宣言（公式宣言）
社会貢献事業の一環として「国際ビジネスコース」を設計

2010年11月26日

社会的責任推進委員会（SR委員会）を設置

2011年 1 月〜

ステークホルダーの特定とダイヤローグの開始
学友会、在学生、環境任意団体など

2011年 3 月 7 日 SR委員会にて「ISO26000管理一覧」案を承認
2011年 3 月10日 「ISO26000管理一覧」
（第 1 版）の発行

しかし、ISO26000の内容を読み進むうち
に、徐々にではあるが、社会的責任とマネジ

ここまでは、言わば「社会的責任を巡る前提
の整理」となっている。

メント態勢の関係を動態的かつ整合的に捉え

実践に係る内容は、それ以降ということに

られるようになっていった。そして、2010年

なる。事実、附属書などを除く本論84ページ

夏、 1 つの結論にたどり着いた。それを文書

のうち、第 3 章までは僅か 9 ページにとどま

化したのが本稿に添付された『麗澤大学・

るが、第 4 章以降は75ページで、全体の約 9

ISO26000 管理一覧』である。同文書の作成

割を占める。その意味で、第 4 章以降の内容

には約 9 ヶ月（2010年 7 月〜2011年 3 月）を

こそが、ISO26000の実質的な部分となって

要したが、それは文書化と同時に、組織の態

いる。
そこで、第 4 章以降を見ていくと、すぐに

勢も整備する必要があったからである。
以下、なぜ『ISO26000 管理一覧』の作成

第 4 章から第 6 章（10〜68ページ）までの内

が「フルセットでの導入になるのか」を説明

容と、第 7 章（69〜84ページ）のそれが、大

4）

したい 。

きく異なっていることに気づく。第 4 章では、
社会的責任に関する 7 つの原則（いわゆる社

Ⅱ.

会的実践における判断基準）が取り上げられ、

ISO26000の全体構成

第 5 章では、各組織が社会的責任を認識する

本稿の目的を果たすには、まず ISO26000

必要とその実践にステークホルダー関与が不

という規格の全体構成を確認する必要がある。 可欠である点が述べられる。続く第 6 章では、
その概略は以下の通りである。

社会的責任の 7 つの中核主題とそこから派生

第 1 章では、適用範囲を整理し、第 2 章で

する具体的な課題が例示される。言わば、第

は、用語や定義を規定する。そして第 3 章で

4 章から第 6 章では、実践における判断基準

は、社会的責任を巡る歴史や現状を確認する。 や実践の内容が記されているのである。
4） これは筆者がたどり着いた 1 つの結論であるが、これは別の方法による対応を否定するものではない。むしろ、こ
こに『ISO26000管理一覧』を公表することで、別の対応法に関する議論などが起こることを期待したい。
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これを逆に言えば、そこでは「組織として

第 7 章の推奨事項を満たすため、何度も第 5

いかに実践につなげるか」という方法論ある

章や第 6 章の内容を確認し、ISO26000 文書

いは具体的なステップは示されていないとい

の上を行きつ戻りつした。その末の結論は

うことである。それゆえ、最後の第 7 章は、

「第 7 章の推奨事項を満たす形でマネジメン

マネジメント態勢への落し込みを意図した記

ト態勢を整えていけば、ほぼ必然的に第 4 章

述となっている。第 7 章のタイトルが「組織

から第 6 章の内容を網羅することになる」で

全体に社会的責任を統合するための手引」と

あった。

なっているのは、まさにそのためである。

図表 2 は、第 7 章の内容に沿って麗澤大学

仮に「マネジメント態勢への落し込みに関

の態勢を整備する中で浮かび上がった作業ス

するステップ」が第 7 章の内容であるとすれ

テップである。特に 1）
〜 9）までの各ステッ

ば、各組織としてやるべきことは、結局「第

プは、第 7 章の推奨事項に沿うことで、自ず

7 章に列挙された『推奨事項』に注目し、そ

。
と出てくる流れであった5）
この流れから分かることは「ISO26000の

の 1 つひとつに、漏れのないよう応えていく

第 4 章、第 5 章、第 6 章で展開された内容は、

こと」となる。

これらステップの中に否応無しに反映され

Ⅲ.

いかに ISO26000を個別組織に
導入するか

しかし、その次に出てくる問いは「果たし

る」という点である。
たとえば、ステークホルダー・エンゲージ
メント（第 5 章）は、図表 2 中のほとんどす
べてのステップで取り上げられる。2）では、

て第 7 章の『推奨事項』に応えるだけで、第

ステークホルダーを特定することが求められ、

4 章から第 6 章に展開された実践内容を組織

5）では、ステークホルダー視点からの課題

行動に反映させていると言えるのか」である。 絞り込みが要請される。7）8）9）では、パ
批評家は「第 7 章の推奨事項に絞って態勢整

フォーマンスの測定尺度の決定や信頼性確保

備を進めれば、第 4 章から第 6 章の内容を無

にステークホルダー関与が推奨される。
また中核主題（第 6 章）の確認は、3）お

視 し て い る こ と に な る」
「そ れ で は、フ ル
セットの導入とは言えない」と指摘するかも

よび 4）の各ステップで行われる。そこでは、

しれない。

組織の活動領域との関係で中核主題の具体化

麗澤大学は、こうした批判の可能性を念頭

（課題への翻訳）が求められるわけである。

に置きながらも、試験的に、組織態勢への落

そして社会的責任における原則と判断（第 4

し込みという作業を進めていった。その際、

章）は、5）の課題を特定する際にも、9）の

図表 2

マネジメント態勢に落し込むための10のステップ

1）トップがコミットメントを表明する
2）組織の活動領域とステークホルダーを特定する
3） 7 つの中核主題毎に課題を列挙する
4）活動領域と 7 つの中核主題（課題）との関連を整理する
5）ステークホルダーの視点から課題を絞り込み、それに優先順位をつける
6）課題への取り組みを推進する所管部署を決定する
7）取り組みの進捗状況（パフォーマンス）を把握するための方法を決定する
8）進捗状況に関する記録やデータの信頼性を高める
9）進捗状況を踏まえ問題点を改善し、必要に応じて課題そのものを見直す
10）以上の流れを『ISO26000管理一覧』にまとめる
5） 10のステップは ISO26000の中で明記された具体的な手順ではない。誤解のないよう注記しておく。
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行動改善を進める際にも、重要な羅針盤（説
明責任、透明性、ステークホルダーの利害の

『ISO26000 管理一覧』（第 1 版）を開示する
こととした。
規格作成に取り組んできたエキスパートた

尊重など）として機能することになる。

ちが望むところは、規格が活用され、事実と

Ⅳ. 『ISO26000管理一覧』の位置づけ

して持続可能な社会の構築が進むことにある。
『麗澤大学・ISO26000管理一覧』の公表によ

上記の解釈に基づき、筆者は「第 7 章の推

り、僅かでも ISO26000を積極活用する組織

奨事項に忠実に応えていくこと」が「個別組

が増え、社会の実態が変わることを期待した

織における ISO26000の実践・導入にあたる」

い。

と理解した。つまり「第 7 章が求める推奨事
項に忠実かつ厳格に応えることで、第 4 章か
ら第 6 章までの要求に応えることができる」

追 記 『麗澤大学・ISO26000管理一覧』の作成・
発行にあたり、麗澤大学社会的責任推進グルー

と解釈した。その上で最後に出てくる問いは、 プ・メンバーの協力は欠かせなかった。特に学校
「では、どう対応すれば、推奨事項に忠実に
応えていると言えるのか」であった。
ISO26000はマネジメントシステム規格で
はないが、社会的責任を組織の行動パターン
に落し込むには、どうしても活動を担保する
「組織内規程」（マニュアル）を作成する必要
がある。これ無くして「ISO26000 の推奨事
項に忠実に応えている」とはとても言えず、
また意思決定構造やステークホルダー対話の

法人廣池学園の生方 亨氏と江森 靖氏の規格導入
に対する情熱と貢献、公益財団法人モラロジー研

究所の村上 豊氏の企画力と行動力に幾度も助けら
れた。また麗澤大学企業倫理研究センターの寺本
佳苗客員研究員（専門は企業倫理）、麗澤大学経済
学部の倍 和博教授（専門は CSR 会計）、首藤聡一
朗准教授（専門は経営戦略論）、中野千秋教授（専
門は組織文化と経営倫理）には、それぞれ専門の
立場より貴重な助言を戴いた。ここに記し謝意を
表したい。

手順を定めることなく、組織が一貫した行動
をとることは非現実的だからである。それゆ
え、筆者は、図表 2 における最後のステップ
として10）を追記した。
以上を前提として、麗澤大学では「組織内
規程」を『ISO26000 管理一覧』と名付け、
これを「組織への社会的責任統合」における
基幹文書と位置づけた。当然、麗澤大学の
『管理一覧』は、今後、自組織での取り組み
を通じて、また関係者の助言やステークホル
ダーからの提案を受け、改訂されていくこと
に な る。そ の 意 味 で、本 稿 に 添 付 さ れ た
『ISO26000管理一覧』は固定的なものではな
い。変化を続けるという意味で、それは、途
上の文書と言えるかもしれない。
ただしかし、たとえ途上文書であったとし
ても、筆者は、麗澤大学におけるこれまでの
経験を公表することで、「持続可能な社会の
構築に取り組む他組織」の一助になると考え、
― 4 ―

（校了
受付

）

平成23年11月20日
平成24年 2 月19日

麗澤大学
ISO26000管理一覧

麗澤大学社会的責任推進委員会
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 ԙ㜞ᩞ↢㧦ᩞ↢ߣߥࠅᓧࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
 Ԛතᬺ↢㧦ഃ⠪ߣߥࠅᓧࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
 ԛᓟេળ㧦ᩞ↢ߩᚑ㐳ߦᦨ߽ᒝᦼᓙࠍነߖࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
 Ԝዞ⡯వ㧦තᬺ↢ࠍ⹏ଔߒޔฃߌࠇࠆน⢻ᕈࠍᜬߞߚࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
 ԝᢎ ຬ㧦ᢎ⢒⎇ⓥࠍផㅴታᣉߔࠆਥ㧔ഭ᧦ઙߩᡷༀߥߤࠍ᳞ࠆਥ㧕
 Ԟ⡯ ຬ㧦ᢎ⢒⎇ⓥࠍផㅴᡰេߔࠆਥ㧔ഭ᧦ઙߩᡷༀߥߤࠍ᳞ࠆਥ㧕
 ԟቇ ળ㧦⎇ⓥᚑᨐ⊒ߩ႐ޔᖱႎ឵ߩ႐ࠍឭଏߔࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
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 Ԡᢥ⑼⋭㧦ᄢቇߩஜోߥㆇ༡ࠍ⋙〈ߔࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
 ԡขᒁవ㧦ᔅⷐߥ⾗᧚߿ࠨࡆࠬࠍឭଏߔࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳
 Ԣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧦ࠠࡖࡦࡄࠬౝߩ㑐ଥ⠪ޔᨰᏒޔ㑐᧲ޔᣣᧄࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡞ࡃࡠࠣޔ
 ԣ⥄ὼⅣႺ㧦ࠠࡖࡦࡄࠬౝߩ⥄ὼⅣႺޔㄭ㓞ߩⅣႺޔᣣᧄ߿ߩ⥄ὼⅣႺ
 Ԥߘߩઁ㧦ᣣᧄ⑳┙ᄢቇදળઁޔᄢቇ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߩߤߥࠕࠖ࠺ࡔޔ

㧟㧕ᓇ㗀ജߩ▸࿐ߦࠆઁ⚵❱ߦߟߡߪޔએਅߩࠃ߁ߦℂ⸃ߔࠆޕ
 ᢎ⢒߅ࠃ߮⎇ⓥᵴേߢᓇ㗀ࠍฃߌࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ࠣ࡞ࡊߪᄙޔ߇ࠆޘᄢቇ߇ᓇ
㗀ജࠍⴕߢ߈ࠆࠃ߁ߥࠨࡊࠗ࠴ࠚࡦߪߦ․ޔሽߒߥޔࠅߥ⇣ߣࠞࡔޕㇱຠߥߤ
ࠍ⚊ᬺ⠪ࠃࠅ⺞㆐ߔࠆࠊߌߢߥߚᧄޔߪ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࡦࠚ࠴ࠗࡊࠨޔቇߩ㊀ⷐ⺖
㗴ߣߒߥޕ
 ⏕߆ߦࡓ࠹ࠬࠪޔࠖ࠹ࡘࠠޔޔᷡޔ㘩ߥߤߩࠨࡆࠬࠍᄢቇߦឭଏߔࠆขᒁ
ᬺ⠪ߪޔᄢቇࠃࠅࠆ⒟ᐲߩᓇ㗀ࠍฃߌࠆઁ⚵❱ߣ⟎ߠߌࠆߎߣ߽น⢻ߢࠆ߇ࠚ࠴ߩߘޔ
ࡦߩవߢ┬ఽޔഭ߿ᒝഭߥߤߩੱᮭ㗴߇ࠆߣߪ⠨߃ࠄࠇߥ⺖ߩߎޔߚߩߘޕ
㗴ߦ㜞ఝవ㗅ࠍਈ߃ࠆᔅⷐߥߒߣ್ᢿߔࠆޕ

㧠㧕⸥ߩᵴേ▸࿐ߥߤࠍ⠨ᘦߒޔਛᩭਥ㗴ߣߩ㑐ㅪߢ↢ߓߡߊࠆ⺖㗴ࠍᐢߦߔࠆߣޔ
એਅߩㅢࠅߣߥࠆޕ

 Ԙᢎ⢒ᵴേ㧦ਥߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪޔቇ↢
  ฦਥ㗴ߪᰴߩ⑼⋡ߥߤࠍㅢߓߡᢎ⢒ߔࠆޕ
 ⚵❱⛔ᴦ㧔࿖㓙දജޔ࿖㓙េഥᛛⴚ⺰ޔ0210)1 ⺰ޔડᬺᴺോߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔ㧕
 ੱᮭ㧔࿖㓙㑐ଥ⺑␠ޔળᵴേṶ⠌␠ޔળᵴേ․Ṷ⠌ޔࠢࡢ࡞ࡖࠪ࠰ޔ࿖㓙ᴺੱޔ
ᮭߣᢎ⢒ޔᙗᴺߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔ㧕
 ഭᘠⴕ㧔ડᬺ୶ℂޔਛ࿖ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥޔડᬺᴺോੱޔഭോޔ࿖㓙ੱ⊛⾗Ḯ⺰ߥߤ㧕
 ⅣႺ㧔࿖㓙ࡏࡦ࠹ࠖࠕ⺰ޔ࿖㓙ࡏࡦ࠹ࠖࠕṶ⠌ࡄ࠶ࡠ࡛ޔ⺰ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔၞⷰ
శ⺰ޔⅣႺ⚻ᷣቇޔ࿖㓙ᴺߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔࠣࡦࠖ࠹ࠤࡑޔ㧕
 ᱜߥᬺᘠⴕ㧔ડᬺ୶ℂ⾏ޔᤃታോ⚻ޔᷣᴺޔડᬺᴺോޔ࿖㓙ળ⸘ၮḰࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔ
࠶ࠢࠬߥߤ㧕
 ᶖ⾌⠪⺖㗴㧔ઍਛ࿖㐷ޔડᬺᴺോ⚻ޔᷣᴺ⚻ޔᷣቇ⚻ޔ༡ቇ⺰ࡦࠖ࠹ࠤࡑޔ
ࠣߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔ㧕
 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹⊒ዷ㧔⸒⺆ᢥൻࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⇣ޔᢥൻࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ
⎇ⓥࡦ࡚ࠪࠛࠢޔ⺰ࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔᛛⴚṶ⠌ޔᄙᢥൻ↢ޔᄙᢥൻ␠ળ⎇ⓥޔ
⇣ᢥൻ⎇ⓥ␠ࠕࠖ࠺ࡔޔળ⺰ߥߤ㧕

 ԙᢎ⢒ᡰេᵴേ㧦ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪ⺖ޔ㗴Ფߦ⇣ߥࠆ
 ⚵❱⛔ᴦ㧔ද⼏ળޔᢎળޔോዪߥߤߩㅪ៤ᒝൻ⦟ᦨޔᢎ⢒⾨ߩዉߣផㅴߥߤ㧕
 ੱᮭ㧔り⊛♖⊛ߥ㓚ኂࠍ⽶ߞߚቇ↢߳ߩ㈩ᘦޔቇ↢ᢎ⡯ຬߩࡔࡦ࠲࡞ࠤࠕ⧰ޔቇ
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↢߳ߩᢎ⢒ᡰេߥߤ㧕
 ഭᘠⴕ㧔ࠃࠅᱜߥੱ⠨⺖ޔᢎ⡯ຬߩഭⅣႺߩᡷༀޔวℂ⊛ߥੱ⇣േ߿࡚ࠫࡉ
ࡠ࠹࡚ࠪࡦޔ᧪ࠍᝪ߃ߚࠬ࠲࠶ࡈߩ⢒ᚑࠬࡆࠨޔឭଏᬺ⠪ߣߩ⦟ᅢߥ㑐ଥߥ
ߤ㧕
 ⅣႺ㧔ⅣႺ߳ߩ⽶⩄シᷫࠍ㈩ᘦߒߚᢎ⢒ᣉ⸳ߩᢛ▤ℂޔឃ㊂ขᒁߥߤࠍ⇼ૃ㛎ߔ
ࠆߚߩࠪࠬ࠹ࡓߩలታޔᢎቶߘߩઁᣉ⸳ߩ⟤ൻߥߤ㧕
 ᱜߥᬺᘠⴕ㧔੍▚ߩㆡᱜߢലᨐ⊛ߥၫⴕޔᱜ⏕ߥળ⸘ಣℂߣ࠺ࠖࠬࠢࡠࠫࡖߥߤ㧕
 ᶖ⾌⠪⺖㗴㧔ቇ↢ၮὐߩᔀᐩޔᢎ⢒ലᨐߩ߇ࠆቇ⠌ⅣႺߩឭଏޔቇ↢ၮὐߦ┙ߞߚቇ↢
ᖱႎߩᵴ↪ߣ෩ᩰߥ▤ℂ⧰ޔᖱ߳ߩኻᔕޔᬺ⹏ଔ߿ᡷༀᗧߥߤࠍᵴ↪ߒߚᬺᡷༀߥ
ߤ㧕ޕ
   ․ߦޔቇ↢ၮὐߦ┙ߞߚᢎ⢒ߩ࠴ࡖࡦࠫߣߒߡޔԘឃ㊂⸘▚߿ +(45 ࠍขࠅㄟࠎߛ
ࡆࠫࡀࠬࠥࡓ㧔ታോṶ⠌ࡊࡠࠣࡓ㧕ߩ㐿⊒ޔԙ⚻༡߿╷ቯࠍ⇼ૃ㛎ߐߖࠆߚ
ߩታ〣ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒ޔԚ⾗ᩰขᓧࠍᔨ㗡ߦ⟎ߚታോṶ⠌ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒ޔԛ⻠⟵
⑼⋡ߣታോṶ⠌ߣߩᯏ⊛ߥㅪ៤ߩផㅴߥߤࠍ࿑ࠆޕ
 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹⊒ዷ㧔␠ળੱᢎ⢒ߦ㑐ߒߡߪޔᄢቇ㒮ߣ 41%- ߇ታᣉᡷༀߦขࠅ⚵㧕

 Ԛ⎇ⓥᵴേ㧦ਥߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪ⎇ޔⓥ⠪ߣߒߡߩᢎຬ
 ⚵❱⛔ᴦ㧔⚻ᷣޔࡖࠫࡠࠢࠬࠖ࠺ޔࠬࡦ࠽ࡃࠟޔ㧱㧿㧳ߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ੱᮭ㧔⽺࿎㗴ޔ㘩♳㗴ޔᖱႎᩰᏅޔ㧮㧻㧼ࡆࠫࡀࠬߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ഭᘠⴕ㧔ഭ㗴ޔഭోߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ⅣႺ㧔ⅣႺ㗴ޔㇺᏒ㐿⊒ޔᜬ⛯น⢻ᕈߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ᱜߥᬺᘠⴕ㧔ડᬺ୶ℂޔౝㇱ⛔ߦߤߥࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦޔ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ᶖ⾌⠪⺖㗴㧔ᶖ⾌⠪㗴ޔᜬ⛯น⢻ᕈޔో㗴ߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹⊒ዷ㧔ᕈᏒ᳃ෳ↹ߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕

 ԛ⎇ⓥᡰេᵴേ㧦ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪ⺖ޔ㗴Ფߦ⇣ߥࠆ
 ⚵❱⛔ᴦ㧔⎇ⓥᚢ⇛ળ⼏߇⎇ⓥ⾗㊄ߩ㈩ಽᣇ㊎ࠍቯߦࠇߘޔၮߠߊ㈩ಽታᣉߥߤ㧕
 ੱᮭ㧔⎇ⓥ੍▚ߩ㈩ಽߪᔅⷐᕈߣᐔߐࠍ㊀ⷞޔ࿖☋ᕈᐕ㦂ߥߤߦࠃࠆᏅߪⴕࠊ
ߥߎߣߥߤ㧕
 ഭᘠⴕ㧔⎇ⓥ⠪ߩ⎇ⓥⅣႺߩᡷༀޔቇળෳ↹ߥߤ߳ߩᡰេߥߤ㧕
 ᱜߥᬺᘠⴕ㧔⍮⊛⽷↥ᮭߩዅ㊀┹ޔ⊛⾗㊄ߩㆡಾߥ↪ߣᱜ⏕ߥႎ๔ߦ⊛⋡↪ޔ
හߒߚੱ߅ࠃ߮ࠣ࡞ࡊߦࠃࠆ⎇ⓥ⾌ߩၫⴕޔ⋉⋧ߩ࿁ㆱߥߤ㧕
 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹⊒ዷ㧔ᄢቇߣߒߡޔ54 ߦ㑐ߔࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߿ቇળᐕᰴᄢળߩ㐿ޔ
⎇ⓥᚑᨐߩ㐿ߥߤ㧕

 ԜᄢቇᏒ᳃ᵴേ㧦ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪ⺖ޔ㗴Ფߦ⇣ߥࠆ
 ⚵❱⛔ᴦ㧔54 ផㅴᆔຬળ߇ోࠍᛠីߒޔផㅴ㧕
 ੱᮭ㧔ㅜ࿖ߦ߅ߌࠆ㓚ኂ⠪ᣉ⸳ߩ⸰߅ࠃ߮ࡏࡦ࠹ࠖᵴേߥߤ㧕
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 ⅣႺ㧔⋭⾗Ḯ⋭ࠛࡀߩᔀᐩߩ࡞ࠢࠗࠨޔᔀᐩޔ᷷ቶലᨐࠟࠬ %1 ឵▚ ឃߩᛠីߣ
ᷫࠍࠬࡄࡦࡖࠠޔਛᔃߣߒߚ⥄ὼⅣႺߩోߣ⟤ൻߥߤ㧕
 ᱜߥᬺᘠⴕ㧔㜞ᩞ↢ߥߤߦ⚻༡ߩ㉑㉓ߣ␠ળ⊛ᗧ⟵ࠍℂ⸃ߒߡ߽ࠄ߁ߚߩࠗࡌࡦ
࠻ߩታᣉߥߤ㧕
 ᶖ⾌⠪⺖㗴㧔54 ߩᦨᄢߩᩇߣߒߡޔቇ↢ၮὐߦ┙ߞߡᢎ⢒ᣇᴺࠍᡷༀߒޔቇ↢ߩቇᬺߦ㑐
ߔࠆḩ⿷ᐲࠍะߐߖࠆߎߣߩߘޔᚑᨐࠍ⊒ାߒߡߊߎߣࠍੱઁޔᕁ߿ࠆ᳇ᜬ
ߜࠍᜬߞߚ⦟߈ੱ᧚ࠍㅍࠅߒߡߊߎߣߥߤ㧕
 ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹⊒ዷ㧔ᢎ⢒ᯏળߩឭଏ߿࿑ᦠࠨࡆࠬߩ㐿ޔᢎ⢒ᢎ᧚ߩ㐿ήఘ
↪⸵นޔ࿖㓙ℂ⸃ߩផㅴޔᣇ⥄ᴦߥߤߩ╷ᒻᚑ߿ᗧᕁቯߦෳ↹ߔࠆߎߣߥߤޔ
ߚߣ߃߫ޔ࿑ᦠ㙚㐿ޔశࡩਐᐫળߣߩᕛޔᨰᏒ╷ᡰេߥߤ㧕

㧡㧕⸥⺖㗴߳ߩขࠅ⚵ߺ߇࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔ߮ᜬ⛯น⢻ߥ⊒ዷߦߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀ࠍਈ߃
ࠆ߆ࠍޔ54 ផㅴࠣ࡞ࡊ߇ᐢߊᬌ⸛ߒޔ54 ផㅴᆔຬળߦႎ๔ߔࠆޕ54 ផㅴࠣ࡞ࡊߦࠃࠆᬌ
⸛ㆊ⒟ߢߪޔਥߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩᗧࠍ⡬ขߔࠆޔߦ․ޕԘቇ↢㧔ቇ↢ઍ⠪㧕ߩᗧ
ࠍⓍᭂ⊛ߦᒁ߈ߔޕ

㧢㧕⸥⺖㗴߳ߩขࠅ⚵ߺ߇ߩ❱⚵ޔቯޔᵴേ߮⸘↹ߦߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߆ࠍޔ54
ផㅴࠣ࡞ࡊ߇ᬌ⸛ߒޔ54 ផㅴᆔຬળߦႎ๔ߔࠆޕ

㧣㧕․⇣ߥ⁁ᴫߩਅߢ⊒↢ߔࠆน⢻ᕈߩࠆ߽ߩߣߒߡޔએਅߩ⺖㗴߇ߍࠄࠇࠆޕ
 ⹜ߦଥࠆਇㆡಾߥⴕὑ⹜ޔ㗴ߩṳᵨߥߤ
 ቇ↢ߦࠃࠆ⮎‛↪߿ജⴕὑߥߤ
 ⇐ቇ↢ߦࠃࠆਇᴺዞഭߥߤ
 ᢎຬߦࠃࠆᄖㇱ⾗㊄ߩ⑳⊛ᵹ↪ⴕࡂࠞࠕޔὑߥߤ
 ᢎ⡯ຬߦࠃࠆࠢࡂⴕὑⴕࡂࡢࡄޔὑߥߤ
 ቇ↢ᢎ⡯ຬߦࠃࠆ㘶㈬ㆇォㅢߥߤ

㧤㧕એࠍ〯߹߃ޔ㤀Ỉᄢቇߦ߅ߌࠆ⺖㗴ࠍ৻ⷩߦᢛℂߔࠆᧄޕቇߢߪ⺖ޟࠍࠇߎޔ㗴ࡑ࠻
࠶ࠢࠬߣޠ߱ߎߣߦߔࠆޕᏎᧃߩ⺖ޟ㗴ࡑ࠻࠶ࠢࠬࠍޠෳᾖޕ
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㗁⇟ภ

㧵㧿㧻㧞㧢㧜㧜㧜▤ℂ৻ⷩ
㗄⋡

ᢥᦠ⇟ภ

⚵❱ߩ␠ળ⊛⽿છߩℂ⸃



 ⚵❱ߦߣߞߡߩਛᩭਥ㗴߮⺖㗴ߩ㑐ㅪ


+51


ቯ㧔ᡷ⸓㧕

 ᐕ    ᣣ

ᕈ߮㊀ⷐᕈߩ್ᢿ
 ㊀ⷐᕈߩ್ᢿ





⚵❱ߦߣߞߡߩਛᩭਥ㗴߮⺖㗴ߩ㑐ㅪᕈ߮㊀ⷐᕈߩ್ᢿ
㊀ⷐᕈߩ್ᢿ

 ⸥ 㧠㧕ߦ߅ߡᐢߦߐࠇߚ⺖㗴ࠍޔ㊀ⷐᕈߣ߁ⷰὐࠃࠅ⛉ࠅㄟࠅ⛉ޕㄟ
ߺߦ߅ߡߪޔએਅߩ⻉ὐࠍ⠨ᘦߔࠆౕޕ⊛ߦߪޔᰴߩࠃ߁ߥᢛℂ߇น⢻ߢࠆޕ

㧝㧕⺖㗴߇ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳߮ᜬ⛯น⢻ߥ⊒ዷߦ߷ߔᓇ㗀ߩ⒟ᐲ
 ᧄቇߩ␠ળ⊛ߪޟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩ᭴▽ߦ⾗ߔࠆੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆߎߣߩߘޕࠆߦޠ
ᗧߢޔቇ↢㧔ẜ⊛ߥቇ↢ߢࠆ㜞ᩞ↢㧕ߪߦ․ޔ㊀ⷐߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߥࠆޕ
 41%- ↢ᶦቇ⠌⻠ᐳߥߤߢᏒ᳃ߦਈ߃ࠆᓇ㗀߽ᄢ߈߇ޔቇ↢ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߣߪᲧセߦߥࠄ
ߥޕ
 ᄢቇߦ߅ߌࠆ⎇ⓥߢߪޔቇળߥߤߦਈ߃ࠆᓇ㗀߽ήⷞߢ߈ߥޕ
 ⅣႺ߳ߩขࠅ⚵ߺߦ㑐ߒߡߪߦ߆ࠆߔߣ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬࠍ⺕ޔᔕߓߡޔᓇ㗀ߩ⒟ᐲࠍߤ
ߩࠃ߁ߦᝒ߃ࠆ߆߇ᄌࠊߞߡߊࠆ߇ޔቇ↢ߣߒߚ႐วߩߘޔᓇ㗀ߪᄢ߈ޕ
 ᄢቇ⻉ᣉ⸳ߦ߅ߌࠆ᷷ቶലᨐࠟࠬߩᷫߦദࠆߎߣߢޔቇ↢ߩᗧ⼂ߦᄢ߈ߥᄌൻࠍ߽
ߚࠄߔޕ
 ⅣႺ⟤ൻ߿ᄙ᭽ᕈߩ⛽ᜬߦദࠆߎߣߢޔᢎ⡯ຬߩߺߥࠄߕޔቇ↢ߩᗧ⼂ߦ߽ᄌൻࠍ߽
ߚࠄߔޕ

㧞㧕⺖㗴߳ߩขࠅ⚵ߺࠍታᣉߒߚ႐วߩലᨐޔታᣉߒߥ߆ߞߚ႐วߩᓇ㗀
 ߎࠇ߹ߢၞߩዊਛቇᩞ߿Ꮢ᳃ߦኻߒޔᄢቇߩᣉ⸳ߥߤࠍ㐿ߒߡ߈ߚ߇ߥࠊⴕࠍࠇߘޔ
႐วߩࡑࠗ࠽ࠬߩᓇ㗀ߪᄢ߈ޕ
 ⅣႺ߳ߩขࠅ⚵ߺࠍシⷞߒߚ႐วߩ⽶ߔࠄߚ߽߇ࠇߘޔലᨐߪήⷞߢ߈ߥޕ
 ၞߪޔᄢቇ߇ⴕ߁ 41%- ↢ᶦቇ⠌⻠ᐳ߿ᣉ⸳ߩ㐿ߦኻߒޔᒝᦼᓙࠍᛴߡࠆޕ
 ࿖ߩഥ㊄߿ߘߩઁᄖㇱ⾗㊄ߩ↪ߦ㑐ߒߡߪޔ෩ᩰߥ▤ℂࠍⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆޕ

㧟㧕⺖㗴߳ߩขࠅ⚵ߺߦ㑐ߒߡ߇࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔᜬߟ㑐ᔃ߿ ᔨߩ⒟ᐲ
 ᦨ߽㊀ⷐߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߢࠆቇ↢ߪޔၮᧄ⊛ߦቇ↢ၮὐߩᔀᐩߦᒝ㑐ᔃࠍᜬߞ
ߡࠆࠍࠇߎޕシⷞߔࠇ߫ޔᢎ⢒ലᨐߪ߇ࠄߕᧄޔቇߦኻߔࠆ␠ળ⊛⹏ଔ߽ਅ߇ࠆน⢻
ᕈ߇ࠆޕ
 ߎࠇߦ㑐ߒߡߪޔතᬺ↢߿ᓟេળ߽ᒝ ᔨࠍᛴߊޕ
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 තᬺ↢ᓟេળߪࠅࠃޔ⏕ߥᒻߢޟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩ᭴▽ߦ⾗ߔࠆੱ᧚ߩ⢒ᚑᦼࠍޠᓙ
ߒߡࠆޕ
 ᢎ⡯ຬߪޔ߈߿ߔ⡯႐ߢࠍߒߚߣ⠨߃ߡࠆౕࠍࠇߎޕൻߔࠆߚޔ⡯႐Ⅳ
Ⴚߩᡷༀߦദࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
 ⎇ⓥ⠪ߣߒߡߩᢎຬߪ⎇ޔⓥߒ߿ߔⅣႺߢࠍߒߚߣ⠨߃ߡࠆౕࠍࠇߎޕൻߔ
ࠆߚ⎇ޔⓥഥᚑߥߤࠍలታߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
 ࿖ߩഥ㊄ߦߟߡߪޔㆡᱜߥ↪ࠍ⏕ታߥ߽ߩߣߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

㧠㧕ߐࠇߚ⺖㗴߳ߩขࠅ⚵ߺߦ㑐ߒߡ␠ޔળ߇ߤߩࠃ߁ߥᦼᓙࠍᜬߞߡࠆ߆
 ࿖ߪᧄޔቇߦኻߒޔቇ჻ᢎ⢒ߩ৻ጀߩలታࠍᦼᓙߒߡࠆޕ
 ␠ળߪޔතᬺ↢ᓟេળߣห᭽ߦᧄޔቇߦኻߒޟᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩ᭴▽ߦ⾗ߔࠆੱ᧚ߩ⢒
ᚑᦼࠍޠᓙߒߡࠆޕ
 ᧄቇࠍ⽷⊛ߦᡰេߒߡ߈ߚ⋉⽷࿅ᴺੱࡕࡠࠫ⎇ⓥᚲߪᧄޔቇߦኻߒޔᓼᢎ⢒ߩ
৻ጀߩలታࠍᦼᓙߒߡࠆޕ
 ၞ␠ળߪᧄޔቇߦኻߒޔၞߦ㐿߆ࠇߚᄢቇߢࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆޕ

㧡㧕ߎߩઁޔ+51 ߪ㊀ⷐᕈߩ㜞⺖㗴ߣߒߡޔᰴߩࠃ߁ߥ⽎ߩ⊒↢ࠍ㒐ߋߚߩขࠅ⚵
ߺ㧔ࠬࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻㧕ࠍ㊀ⷞߒߡࠆޕ
 ᴺߩਇㆩ߿࿖㓙ⴕേⷙ▸ߣߩਇᢛว㧔ഥ㊄߿ᄖㇱ⾗㊄ߩਇᱜ↪ߥߤࠍ㧕
 ੱᮭଚኂࠍᒁ߈ߎߒ߆ߨߥⴕὑ
 ↢߿ஜᐽߦෂኂࠍ߷ߒ߆ߨߥⴕὑ
 ⅣႺߦᖡᓇ㗀ࠍ߷ߒ߆ߨߥⴕὑ

 એޔ㧝㧕ޯ㧡㧕ࠍ⠨ᘦߒߚ႐วߦ․ޔ㊀ⷐᕈ߇㜞⺖㗴ߣߒߡޔ
ౕࠅࠃޟ⊛ߥᜬ⛯น⢻ߥ
␠ળߩ᭴▽ߦ⾗ߔࠆੱ᧚ߩ⢒ᚑޟޠቇ↢ၮὐߩᔀᐩߦࠃࠆᢎ⢒ലᨐߩะޟޠⅣႺ⼔ో߳
ߩขࠅ⚵ߺޠ
ޕࠆࠇࠄߍ߇ޠ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠢࠬޟ
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⚵❱ߩᓇ㗀ജߩ▸࿐
⚵❱ߩᓇ㗀ജߩ▸࿐ߩ⹏ଔ

 ᄢቇߪઁޔ࿅߿ઁੱߩ್ᢿ߿ⴕേߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߎߣ߇ࠆߩߎޕᓇ㗀ߩ▸࿐ࠍᛠីߔࠆ
ߚޔᰴߩ⻉ⷐ࿃ࠍ⠨ᘦߔࠆౕޕ⊛ߦߪޔᰴߩࠃ߁ߥᢛℂ߇ߢ߈ࠆޕ

㧝㧕ᚲ߮⛔ᴦ
 㤀Ỉᄢቇߪቇᩞᴺੱᑝᳰቇߩ⸳⟎ߔࠆᄢቇߢࠅޔ㑐ㅪᴺੱߩ⋉⽷࿅ᴺੱࡕࡠࠫ⎇
ⓥᚲࠃࠅቇᩞᢎ⢒ഥᚑ㊄ࠍฃߌߡࠆߩߘޕᗧߢᧄޔቇߪࠅࠃ❱⚵ߩߘޔᓇ㗀ࠍฃߌࠆ┙႐
ߦ⟎߆ࠇߡࠆᧄޔ߃ࠁࠇߘޕቇߪޔၮᧄ⊛ߦߦ❱⚵ߩߘޔኻߒᚲ㑐ଥߩᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎ
ߣߪߥ߇ޔߦᄢቇߣߒߡߩᵴേ߇৻ቯߩᚑᨐࠍߍࠇ߫ߦ❱⚵ߩߘޔߡߞ߽ࠍࠇߘޔᓇ㗀
ࠍ߷ߔߎߣߪࠆޔ߫߃ߣߚޕ+51 ߩⓍᭂᵴ↪ߪޔ᧪⊛ߦߪ⎇ࠫࡠࡕޔⓥᚲߦࡊ
ࠬߩᓇ㗀ࠍ߷ߔน⢻ᕈ߇ࠆޕ

㧞㧕⚻ᷣ⊛㑐ଥ
 㤀Ỉᄢቇࠃࠅ↢ᵴߩ♳ࠍᓧߡࠆ⠪ߪߔߴߡᓇ㗀ࠍฃߌࠆਥߣߥߐࠇࠆޕᢎຬ߅ࠃ߮⡯
ຬߪᧄޔቇߦ߅ߡ +51 ࠍᵴ↪ታ〣ߔࠆਥߢࠆ߇ߣࠇߘޔหᤨߦޔᓇ㗀ࠍฃߌࠆਥ
ߢ߽ࠆޕ
 ડᬺ⚵❱ߣߪ⇣ߥࠅᧄޔቇߦߪߥ߁ࠃࠆߦࡦࠚ࠴ࠗࡊࠨޔਅ࿅ߪߥޕవߦ߽⸅
ࠇߚ߇ࡓ࠹ࠬࠪޔࠖ࠹ࡘࠠޔޔᷡߥߤߩࠨࡆࠬࠍᄢቇߦឭଏߔࠆขᒁᬺ⠪ߪޔ
ࠆ⒟ᐲߩᓇ㗀ࠍฃߌࠆઁ⚵❱ߣ⟎ߠߌࠄࠇࠆ┬ఽޔߦߎߘޔߒߛߚޕഭ߿ᒝഭߥߤ
ߩੱᮭ㗴߇ࠆࠊߌߢߪߥߩ ޕ㧟㧕ࠍෳᾖޕ

㧟㧕ᴺ⊛ᴦ⊛㑐ଥ
 ᴺ⊛ᴦ⊛ߥᓇ㗀ࠍ߷ߔࠃ߁ߥઁ⚵❱ߪޔၮᧄ⊛ߦߥޔߒߛߚޕฦಽ㊁ߩኾ㐷ኅߣߒ
ߡޔᢎຬ߇ޔ࿖߿ᣇ⥄ᴦߥߤߩ╷ቯߦ㑐ਈߒޔᴦ⊛ᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣߪࠆޕ

㧠㧕⺰
 ዊⷙᮨߥᄢቇߢࠆߚޔ⺰ߦ߷ߔᓇ㗀ߪዊߐ߇␠ޔળ⊛⽿છಽ㊁ߢߪ৻ޔቯߩᓇ㗀
ജࠍᜬߞߡࠆߩߘޕᗧߢᧄޔቇߦ߅ߌࠆ +51 ߩⓍᭂᵴ↪ߪ␠ޔળ⊛⽿છߦ㑐ᔃࠍᜬߞ
ߡࠆઁ⚵❱ߦޔዋߥ߆ࠄߑࠆᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߽ߩߣ੍ᗐߐࠇࠆޕ

㧡㧕ᢎ⢒ߩ㑐ଥ
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 +51 ߪޔᢎ⢒ߩ㑐ଥࠃࠅ↢߹ࠇߡߊࠆᓇ㗀ജߩ▸࿐⏕ࠍផᅑߒߡߥ߇ޔᢎ⢒ᯏ
㑐ߣ߁ᧄቇߩ⚵❱․ᕈ߆ࠄߔࠇ߫ߩߎޔ㑐ଥߦၮߠߊᓇ㗀ࠍήⷞߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޔߦ․ޕ
ᧄቇߢߪ⋥ޔធ⊛ߥᓇ㗀߇߱ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߒߡޔቇㇱᄢቇ㒮ߩቇ↢ޔ41%- ↢ᶦቇ
⠌⻠ᐳࠍฃ⻠ߔࠆ৻⥸Ꮢ᳃ߥߤ߇߅ࠅޔ㑆ធ⊛ߥᓇ㗀߇߱ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߒߡ߽ޔ㜞ᩞ
↢ޔතᬺ↢ޔᓟេળߥߤ߇ࠆޕ

㧢㧕⎇ⓥߩ㑐ଥ
 +51 ߪ⎇ޔⓥߩ㑐ଥࠃࠅ↢߹ࠇߡߊࠆᓇ㗀ജߩ▸࿐⏕ࠍផᅑߒߡߥ߇⎇ޔⓥᯏ
㑐ߣ߁ᧄቇߩ⚵❱․ᕈ߆ࠄߔࠇ߫ߩߎޔ㑐ଥߦၮߠߊᓇ㗀߽ήⷞߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ⥸৻ޕ
⊛ߦޔᢎຬߪੱߩ┙႐ߢክ⼏ળߥߤߦᏨߔࠆߎߣߦߥࠆ߇ޔᒻᑼޔᄢቇ߇⸵นࠍߔࠆ
ߎߣߢክ⼏ળᆔຬߦዞછߔࠆߚ߽ࠇߎޔᄢቇ߇߷ߔᓇ㗀ߩ㧝ߟߦട߃ߡ⠨߃ࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

 એࠍ〯߹߃ࠇ߫ޔ㤀Ỉᄢቇ߇ᗧ⼂ߒߡജࠍᵈߋߴ߈ 54 ⺖㗴ߪޔᢎ⢒ߩ㑐ଥࠍㅢߓߡߩ߽
ߩ⎇ޔⓥߩ㑐ଥࠍㅢߓߡ߽ߩࠄࠇߘޔ㧔ᢎ⢒⾗Ḯ߿⎇ⓥ⾗Ḯ㧕ࠍᵴ߆ߒߚขࠅ⚵ߺߦ㓸ਛߐ
ߖࠆߩ߇วℂ⊛ߣߥߞߡߊࠆޕ
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ᓇ㗀ജߩⴕ

 㤀Ỉᄢቇߦࠃࠆᓇ㗀ߪޔᰴߩࠃ߁ߥᚻᲑ߿ᣇᴺࠍㅢߓߡⴕߐࠇࠆࠬߩࠇߙࠇߘޔߒߛߚޕ
࠹ࠢࡎ࡞࠳ࠣ࡞ࡊߢޔലߥᚻᲑ߿ᣇᴺ߇⇣ߥࠆߚޔߪߢߎߎޔਥߦޟᢎ⢒ߩ㑐
ଥࠍޠㅢߓߡᓇ㗀߇߱ޟቇ↢ޠ
ޔ
⎇ޟⓥߩ㑐ଥࠍޠㅢߓߡᓇ㗀߇߱ޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟ
㧔␠
ળ㧕ߦߟߡޔઍ⊛ߥᚻᲑߣᣇᴺࠍᢛℂߔࠆޕ

㧝㧕ᄾ⚂ߩⷙቯ߹ߚߪࠗࡦࡦ࠹ࠖࡉߩ⸳ቯ
 ᐢߊᝒ߃ࠇ߫ޔᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒ߪޔቇ↢ߣߩᄾ⚂ߦၮߠߊ߽ߩߢࠆޕቇ↢ߪޔᔅୃ
⑼⋡߿ၮ␆⑼⋡ߥߤޔฦಽ㊁ࠃࠅᦨૐᔅⷐනࠍୃᓧߒ  ߢ⸘✚ޔනࠍขᓧߒߥߌࠇ
߫ޔතᬺߢ߈ߥࠍࠇߎޕ೨ឭߣߒߡޔቇ↢ߪޔᓼ⑼ቇ㧔ᔅୃ㧕߿␠ળ⊛⽿છߩਛᩭਥ
㗴ߦଥࠆ⑼⋡ࠍጁୃߔࠆߎߣߦߥࠆޕ
 ቇ↢ߦኻߔࠆࠗࡦࡦ࠹ࠖࡉߣߒߡޔᄢቇߪ)ޔ2# ߥߤߦၮߠߊ⹏ଔࠍⴕޔᅑቇ㊄ߘ
ߩઁߩቇ⠌ᡰេࠍⴕߞߡࠆޕ㤀Ỉᄢቇᓟេળ߽ޔᮨ▸⊛ߥቇ↢ߦኻߒᅑബ⊛ߥᗧࠍㄟ
ߩ⾨ޔឭଏ߿ᡰេࠍⴕߞߡࠆޔઁߩߎޕ㤀Ỉᄢቇ⚻ᷣቇળ߽⚻ޔᷣቇㇱߩቇ↢㧔ቇ↢
ળຬ㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚ⎇ⓥᡰេࠍⴕߞߡࠆޕ

㧞㧕⚵❱ߦࠃࠆߩ⊒⸒
 ቇ↢ߦኻߒߡߪ߿ࠫࡍࡓࡎޔጁୃࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦߥߤࠍㅢߓߡޔᓼ⑼ቇ㧔ᔅ
ୃ㧕ߩᗧ⟵ࠍ⏕ߒ␠ޔળ⊛⽿છߦଥࠆ⑼⋡ߩጁୃࠍᅑࠆޕ
 ␠ળߦኻߒ⦟ᓇ㗀ࠍ߷ߔ⋡⊛ߢޔ㤀Ỉᄢቇߦ߅ߌࠆ +51 ߩขࠅ⚵ߺߪޔ᭽ߥޘᯏ
ળ㧔ႎ๔ᦠ߿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߥߤ㧕ࠍ↪ߡ㐿␜ߔࠆޕ

㧟㧕ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖޔᴦᜰዉ⠪ߦ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬઁߩߘޔኻߔࠆࠛࡦࠥࠫࡔࡦ࠻
 ቇ↢߳ߩᓇ㗀ߪޔၮᧄ⊛ߦࠬࠢޔᜂછ߿ࡒᜂᒰᢎຬࠍㅢߒߡⴕ߁ޕ
 ᦨૐᐕ㧞࿁ޔቇ↢ߩઍ⠪㧔ቇળၫⴕㇱ㧕ߣᗧ឵ࠍⴕ߁ޕ
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教育活動における改善
教育支援活動における「消費者課題」
学生基点に立った学生情報の活用と厳格な管理、苦情
対応
教育支援活動における「環境」
環境への負荷軽減を配慮した教育施設の整備・管理
排出量計算や取引などを疑似体験するためのシステム
構築
大学市民活動における「コミュニティ参画・発展」
教育機会の提供や図書サービスの公開
教育教材の公開・無償利用許可
国際理解の推進
政府・地方自治体の政策形成や意思決定への参画など

7340‑3）行動を実施する上で必要なリソースと比べ、そ
の行動による効果はどうか

教育活動における科目の充実
教育支援活動における「消費者課題」
学生基点に立ったチャレンジとして
経営や政策決定を疑似体験させるための実践プログラ
ムの開発・実施
資格取得を念頭に置いた実務演習プログラムの開発・
実施
講義科目と実務演習との有機的な連携の推進など

7340‑2）ある課題が組織の目標達成能力に著しい影響を
及ぼすか

教育支援活動における「消費者課題」
学生基点の徹底、教育効果のあがる環境の提供
大学市民活動における「環境」
温室効果ガス（CO2 換算）排出の把握と削減
キャンパスを中心とした自然環境の保全と美化

7340‑1）法令遵守、国際規格等に関し、組織はどのよう
な状況にあるか

環境の美化・保全に努めること

❹
❺ コミュニティ貢献を持続的に実
施すること

温室効果ガスの削減を図ること

❸

❷ 学生基点に立った窓口業務・対
応に徹すること

❶ 学生基点に立った教育を推進し、
学生の成長を助けること

7340、５つの麗澤課題

課題に取り組むための優先順位の決定

大学市民活動における「コミュニティ参画・発展」
教育機会の提供や図書サービスの公開
（高大連携、図書館開放など）
教育教材の公開・無償利用許可
国際理解の推進（光ヶ丘商店会との協働イベントなど）
大学施設の開放や教育支援
政策形成や意思決定への参画（柏市政策支援など）

7340‑6）容易にそして迅速に実施できるか

教育活動における改善
教育支援活動における「消費者課題」
学生基点に立った学生情報の活用と厳格な管理、苦情
対応
大学市民活動における「環境」
省資源・省エネの徹底
温室効果ガス（CO2 換算）排出の把握と削減
大学市民活動における「消費者課題」
学生の学業に関する満足度を向上させること
本学における成果を公表・発信すること
他人を思いやる気持ちを持った良き人材を送り出して
いくこと

7340‑4）望ましい結果を得るためにかかる期間はどうか
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ᐕᐲߪޔᒰ㕙ߩភ⟎ߣߒߡޔᰴߩࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ࠍ㧟ߟߩᵴേಽ㊁ߩઍ⊛ߥࠬ࠹ࠢࡎ࡞
࠳ߣߥߒޔߩ⹏ଔࠍⴕ߁ߎߣߣߔࠆޕ
 ߥ߅⎇ޟⓥ⾗Ḯߩ㐿ߦޠ㑐ߒߡߡ߃ޔขࠅߍߥߩߪ⎇ޔⓥᬺ❣ߩ㐿␜߿╷ឭ⸒ߥ
ߤߦߟߡߪ․ࠍ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔቯߔࠆߎߣ⹏ࠆࠃߦ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬ߮ࠃ߅ޔଔ߇࿎㔍
ߥߚߢࠆޕ

  Ԙᢎ⢒⾗Ḯߩ㐿  ޟ41%- ↢ᶦቇ⠌⻠ᐳߩฃ⻠⠪ޠ
41%-ޔ㜞ᄢㅪ៤ޔડᬺ⚻༡࠴ࡖࡦࠫ㧞㧝ޔ࿖㓙ℂ⸃⻠ᐳޔน⢻ߥᢎ᧚ߩ㐿ޔ
ޟ࿖㓙ࡆࠫࡀࠬࠦࠬߜ┙ߩޠߍߥߤ߇ࠆ߇⹜ߪߢߎߎޔ㛎⊛ߦ 41%- ↢ᶦቇ
⠌⻠ᐳߩฃ⻠⠪ࠍࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߔࠆޕ
  ԙᣉ⸳ߩ㐿    ޟ࿑ᦠ㙚↪⠪߿ߘߩઁᣉ⸳↪⠪ޠ
ᣉ⸳ߥߤߩ㐿ࠍㅢߓߡߩၞ⽸₂ߦߪ߿ࠬࡄࡦࡖࠠޔ࿑ᦠ㙚ߥߤߩ㐿ޔ⢒㙚
ߩ㐿ޔᱠߩឭଏߥߤ߇ࠆ߇ޔߪߢߎߎޔ࿑ᦠ㙚↪⠪ࠍਛᔃߣߔࠆᣉ⸳↪
⠪ࠍࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߔࠆޕ
  Ԛߘߩઁၞ⽸₂  ޟశࡩਐᐫળޠ
ᢎ⢒ᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡߩ⽸₂ᵴേ㧔ࡏࡦ࠹ࠖࠕޔᷡᵴേߥߤ㧕ޔቇ↢ਥዉߦࠃ
ࠆ⽸₂ᵴേޔᢎຬ⡯ຬਥዉߦࠃࠆ⽸₂ᵴേߩ❱⚵ઁޔᵴേߦኻߔࠆᓟេ߿ද⾥ߥ
ߤ߇ࠆ߇⹜ߪߢߎߎޔ㛎⊛ߦ㓞ធߔࠆశࡩਐᐫળࠍࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߣߔࠆޕ

 ᐕᐲ⹜ޔ㛎⊛ߦԘԙԚࠍታᣉߒߩߘޔߢޟㆡಾߥ㑆㓒ߢߩ⏕ޠࠣࡦࠠࡑ࠴ࡦࡌޟޠ
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ޟޠࠢ࠶ࡃ࠼ࠖࡈߩࠄ߆࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޟቯ㊂⊛ᜰᮡߣቯᕈ⊛ᜰᮡߣߩ૬↪ࠅߩߤߥޠ
᭽ࠍᢛℂߔࠆߎߣߦߔࠆޕ

 ߜߥߺߦޔ㤀Ỉ⺖㗴ߣݑ㤀Ỉ⺖㗴ߦݒଥࠆขࠅ⚵ߺߩ␠ળ⊛ᗧ⟵ߪ⪺ߒߊᄢ߈ޔ߃ࠁࠇߘޕ
ᧄቇߪޔߦ  ᐕᐲਛߦ⏕ࠍࠢࡑ࠴ࡦࡌޔቯߢ߈ߥߊߣ߽ߦࠇߎޔଥࠆขࠅ⚵ߺࠍ੍ቯㅢ
ࠅㅴߡߊ߇ࠢࡑ࠴ࡦࡌޕቯ߹ࠄߥߚߦขࠅ⚵ߺߩࡍࠬࠍ⪭ߔߣߔࠇ߫ᧃᧄޔォୟ
ߦߥࠆ߆ࠄߢࠆޕ
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␠ળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆ⚵❱ߩㅴ߮ࡄࡈࠜࡑࡦࠬߩ⏕

 +51ߪ␠ޔળ⊛⽿છߩ⋡ᮡߦᾖࠄߒߡߩߤ߇❱⚵ޔ⒟ᐲታ❣ࠍߍߚ߆ࠍ್ᢿߔࠆߎߣޔ
߹ߚࡊࡠࠣࡓ߮ᚻ⛯ߦ߅ߡᔅⷐߣߐࠇࠆᄌᦝὐࠍ․ቯߔࠆߎߣࠍផᅑߒߡࠆߚߩߘޕ
ߩ╙+⒳ࡕ࠾࠲ࡦࠣᬺߣߒߡޔᰴߩ㗄ࠍ⏕ߔࠆࠃ߁᳞ߡࠆޕ

㧝㧕⋡⊛߮⋡ᮡߪᗐቯߒߚߣ߅ࠅߦ㆐ᚑߐࠇߚ߆ޕ
 +51ߪ߁ⴕߦ⊛⛯⛮ࠍ࠲࠾ࡕߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄޔߢޔ㓙ߦ⇐ᗧߔߴ߈㗄ߣߒ
ߡޔ㧡ߟࠍߍߡࠆ߇ߩߜ߁ߩߘޔ㧠㧕
ޟᜰᮡߦᾖࠄߒߚ᷹ቯ㧔⋡ᮡ㆐ᚑᐲ╬㧕
⏕ߩߎ߇ޠ
㗄ߦᒰߔࠆᧄޔ߃ࠁࠇߘޕቇߪޔ㤀Ỉ⺖㗴ߘࠇߙࠇߦ㑐ߒޔએਅߩࠃ߁ߥޟᜰᮡߦᾖࠄߒ
ߚ᷹ቯޕࠆߔߣߣߎ߁ⴕࠍޠ

 㤀Ỉ⺖㗴ޔߪߡߟߦݏݎ㆐ᚑߔߴ߈⋡ᮡ୯㧔ࠧ࡞㧕ࠍ⟎߆ߥ߽ࠇߕߪݏߣݎޕቇ↢
ߦࠃࠆਥⷰ⊛ߥ⹏ଔߢࠅ৻ޔ߽߆ߒޔቯߩ୯ࠍ㆐ᚑߔࠇ߫߁ߣࠅࠊ⚳ޔขࠅ⚵ߺߢߪߥ
߆ࠄߢࠆޕၮᧄ⊛ߦฝ⢋߇ࠅߢᢙ୯߇ᡷༀߒ⛯ߌࠆߎߣ㧔ࠆߪḩὐߦㄭߣߎࠈߢᮮ
߫⁁ᘒߦ⪭ߜ⌕ߊߎߣ㧕ࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ

 㤀Ỉ⺖㗴 ޔߪߡߟߦݐᐕᐲࠍ⋡ᮡᐕᐲߣߒߡౕޔ⊛ߥᢙ୯ߩ㆐ᚑߦദࠆࠬߩߘޕ
࠹࠶ࡊߣߒߡޔᰴߩ㧟Ბ㓏ߩ⋡ᮡࠍ⸳ቯߔࠆޔ߅ߥޕ㔚ജળ␠ߩᖱߦࠃࠅޔឃଥᢙ߇ᄌേ
ߔࠆߚޔ᷷ቶലᨐࠟࠬឃ㊂⸘▚ߦߚߞߡߪޔታ㓙ߩឃଥᢙࠍ↪ߚឃ㊂ߣࠜࡈ࠺ޔ
࡞࠻୯ࠍߞߡ⸘▚ߒߚឃ㊂ߩ㧞ߟࠍ␜ߔߎߣߣߔࠆᧄޕቇ߇㆐ᚑߒࠃ߁ߣߔࠆᷫ㊂ߪޔ
ၮᧄ⊛ߦ࠺ࡈࠜ࡞࠻୯ࠍ↪ߚ႐วߩឃ㊂ߣߔࠆޕ

 ╙㧝Ბ㓏㧔 ᐕޯ ᐕ㧕 ᐕᲧߢޔ㧡㧑ᷫ
 ╙㧞Ბ㓏㧔 ᐕޯ ᐕ㧕 ᐕᲧߢޔ㧝㧜㧑ᷫ
 ╙㧟Ბ㓏㧔 ᐕޯ ᐕ㧕 ᐕᲧߢޔ㧝㧤㧑ᷫ

 ߥ߅ޔ᧪⊛ߦߪޔቇ↢ᢙߥߤ߇ᕆჇߔࠆߎߣ߽น⢻ᕈߣߒߡࠅᓧࠆߚߩߘޔ႐วߦߪޔ
ቇ↢৻ੱᒰߚࠅឃ㊂ߩᷫ㊂ߢ⋡ޔᮡߩ㆐ᚑᐲࠍࠆߎߣߣߔࠆޕ

 㤀Ỉ⺖㗴ޔߪߡߟߦݒ߮ࠃ߅ݑ㤀Ỉ⺖㗴ߣݏݎห᭽ߦ⋡ޔᮡ୯ࠍ⟎߆ߥޕቯ㊂ൻߢ߈ࠆ
߽ߩߦߟߡߪޔၮᧄ⊛ߦฝ⢋߇ࠅߢߩ⛮⛯⊛ᡷༀࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ
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㧞㧕ᚢ⇛߮ࡊࡠࠬߪ⋡⊛ߦวߞߡߚ߆ޕ
 ߎߎߦ߁ޔߪߣޠ⊛⋡ޟ㤀Ỉ⺖㗴ߦݒݑݐݏݎขࠅ⚵㓙ߩޟ࠹ࡑޕࠆߔߣޠ
 ߹ߚޟᚢ⇛ࡊࡠࠬࠍ⊛⋡ߩߘޔߪߣޠ㆐ᚑߔࠆߚߩޟᚻᲑᣇᴺޕࠆߔߣޠ
 ߘࠇࠁ߃ޔ㤀Ỉ⺖㗴ߦݒݑݐݏݎኻߔࠆࡄࡈࠜࡑࡦࠬࠍ⠨߃ࠆ႐วߦߪޔ㤀Ỉ⺖㗴ߣ⋡⊛
ߩᢛวᕈࠍ⠨߃ޟߣޠ⊛⋡ޟߦࠄߐޔᚢ⇛ࡊࡠࠬߩޠᢛวᕈࠍ⠨߃ࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
 ߥ߅ޔ㤀Ỉ⺖㗴ޔߪߡߟߦݒݑݏݎ㧞ᐕㅪ⛯ߢ⺖㗴ߦ㑐ߔࠆࡄࡈࠜࡑࡦࠬ߇ᖡൻߒߚ႐
วޠ⊛⋡ޟߩߢ߹ࠇߘޔ㧔࠹ࡑ㧕ߣޟᚢ⇛ޠ㧔ᚻᲑᣇᴺ㧕ߩࠅᣇࠍ⋥ߔޕ㤀Ỉ⺖
㗴ޔߪߡߟߦݐฦᲑ㓏ߦ߅ߡ⋡ᮡ୯ߦ㆐ߒߥ႐วޟߣޠ⊛⋡ޟߩߢ߹ࠇߘޔᚢ⇛ߩޠ
ࠅᣇࠍᬌ⸛ߒޔᰴߩᲑ㓏ߢߩ㆐ᚑߦߟߥߍߡߊޕ

㧟㧕߇ലᨐࠍߍߚ߆ޕ߆ߗߥߪࠇߘޕ߇ലᨐࠍߍߥ߆ߞߚ߆ޕ߆ߗߥߪࠇߘޕ
 㤀Ỉ⺖㗴ޔߪߡߟߦݒݑݐݏݎ㜞ലᨐ߇ߞߚ႐วߩߘޔℂ↱ࠍಽᨆߒޔน⢻ߢࠇ߫ޔ
ઁߩ⺖㗴ߦ߽ᔕ↪ߔࠆޕㅒߦޔലᨐ߇߇ࠄߥ߆ߞߚ႐วߩߘޔℂ↱ࠍಽᨆߒޔේ࿃ࠍ․ቯߔ
ࠆޕน⢻ߢࠇ߫ߩߘޔේ࿃ࠍขࠅ㒰ߊޕᔅⷐ߇ࠇ߫߿⊛⋡ޔߪࠇߎޔᚢ⇛ߩࡌ࡞ߢ߽ⴕ
߁ޕ

㧠㧕⋡⊛ߪㆡಾߛߞߚ߆ޕ
 ߎߎߦ߁ޔߪߣޠ⊛⋡ޟ⸥ߣห᭽ޔ㤀Ỉ⺖㗴ߦݒݑݐݏݎขࠅ⚵㓙ߩޟ࠹ࡑޠ
ࠍ߁ࠬࡦࡑࠜࡈࡄޕᖡൻߩේ࿃ߥߤࠍขࠅ㒰ߊߎߣ߇ߢ߈ߕߩ⊛⋡ޔ㆐ᚑ߇࿎㔍ߣߥࠇ߫ޔ
⋡⊛ߩୃᱜ߿ᄌᦝߥߤࠍᬌ⸛ߔࠆޕ

㧡㧕߽ߞߣታ❣ࠍߍࠄࠇߚߪߕߩ㗄ߪ߆ޕ
 ߎߎߦ߁㗄ߣߪ⺖ޟ㗴ޟޠ⊛⋡ޟޠᚢ⇛ࠍߡߴߔޠᧄޔ߃ࠁࠇߘޕផᅑ㗄ߪએਅ
ߩ⻉ὐࠍ⏕ߔࠆࠃ߁᳞ࠆޕ
 㤀Ỉ⺖㗴ݒݑݐݏݎએᄖߩ⺖㗴ߢߣߞ߽ޔജࠍࠇࠆߴ߈⺖㗴ߪߥ߆ߞߚ߆ޕ
 ࠆ⺖㗴ߩਅߦߒߚ⋡⊛ߢߪࠆޔߒߥ߆ߞߚ⋡⊛ߢߣߞ߽ޔജࠍࠇࠆߴ߈
⋡⊛ߪߥ߆ߞߚ߆ޕ
 ࠆ⋡⊛ߩਅߦ↪ᗧߒߚᚢ⇛ߢ↪ߪࠆޔᗧߒߥ߆ߞߚᚢ⇛ߢߣߞ߽ޔജࠍࠇࠆߴ߈
ᚢ⇛ߪߥ߆ߞߚ߆ޕ

㧢㧕ߔߴߡߩ㑐ଥ⠪߇ෳടߒߡࠆ߆ޕ
 㤀Ỉ⺖㗴․߇࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔߪߡߟߦݒݑݐݏݎቯߐࠇߡࠇ߫․ޔቯߐࠇߚࠣ࡞
ࡊߩઍ⠪ࠍࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ઍߣߔࠆߩߡߴߔޟ߅ߥޕ㑐ଥ⠪ᦌߪ߁ߣޠᤒߢࠅޔ
ߦߩߡߴߔޟ㑐ଥ⠪ࠍޠෳടߐߖࠃ߁ߣߒߡ߽ߪࠇߘޔ㕖ታ⊛ߢࠆߚᧄޔቇߢߪࠬޔ
࠹ࠢࡎ࡞࠳ઍߦࠃࠆ㑐ਈࠍ߽ߞߡޟ㑐ଥ⠪ߦࠃࠆෳടⷐ߁ߣޠઙࠍḩߚߒߚߣ⠨߃ࠆ
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ߐߖߡࠆߚޔ㧞ᰴ⹏ଔߦ㑐ߔࠆᗧߪ᳞ߥߎߣߣߔࠆޕႎ๔ᦠߩ⊒ⴕᤨᦼ߇ᭂ┵ߦߕ
ࠇㄟߎߣߪㆱߌߚ߆ࠄߢࠆߚ߹ޕ㧞ᰴ⹏ଔߩౝኈߪޔႎ๔ᦠߣ߁ᒻᑼߢߐࠇࠆߚ
ߦࠇߘޔ㑐ߒ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔߦ⇣⺰߇ࠇ߫ޔౣᐲޔᰴᐕᐲߩኻߩ႐ࠍᵴ↪ߒߡޔ
ᗧࠍߒߡ߽ࠄ߁ޕ
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ߔࠆߎߣߢߩ࠲࠺ޔ㓸߮▤ℂߩା㗬ᕈࠍ㜞ࠆᔅⷐᕈ߇ࠆޕ+51 ߪߩߚߩߘޔ
⏕ᬺߢߪޔᰴߩ㧟ߟࠍ⋡⊛ߣߔࠆࠃ߁ⷐ⺧ߒߡࠆޕ

㧝㧕࠺࠲ߩᱜ⏕ᕈߦ㑐ߒ⥄ାࠍ㜞ࠆߎߣ
㧞㧕࠺࠲߮ᖱႎߩା㗬ᕈࠍ㜞ࠆߎߣ
㧟㧕࠺࠲ߩࠠࡘ࠹ࠖ߅ࠃ߮ࡊࠗࡃࠪࠍㆡቱ⼔ߔࠆߎߣ

 ᴺᓞߩႎ๔⟵ോߪߥ߇ߦ․ޔ෩ᩰߦ▤ℂߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ࠺࠲ߣߒߡޔ㤀Ỉ⺖㗴ݎ
ߩᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻ߩ⚿ᨐޔ㤀Ỉ⺖㗴ߩݏቇ↢↢ᵴࠕࡦࠤ࠻ߩ⚿ᨐ߇ࠆޔ߃ࠁࠇߘޕ
⸥㧝㧕㧞㧕㧟㧕ߩ⋡⊛ߦᾖࠄߒߩ࠲࠺ޔ㓸ᣇᴺ⸥ޔ㍳ᣇᴺޔಣℂᣇᴺߥߤߦ㑐ߒ⺋ޔಣℂ
߿ਇㆡᱜߥಣℂ߇ߥ߆ࠍቯᦼ⊛ߦ⏕ߔࠆޕ
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 ᴺᓞߩႎ๔⟵ോ㧔⋭ࠛࡀ࡞ࠡᴺޔ᷷ᥦൻኻ╷ᴺ㧕߇ࠆ␠ળ⊛⽿છ㑐ㅪ࠺࠲ߢޔ
․ߦ㊀ⷐߥ߽ߩߪޔ㤀Ỉ⺖㗴ߦݐଥࠆࠡ࡞ࡀࠛ↪ޟ㊂ޠ
ޟ᷷ቶലᨐࠟࠬߩឃ㊂ޕࠆߢޠ
ߘࠇࠁ߃ߦࠇߎޔ㑐ߒߡߪޔ⸥㧝㧕㧞㧕ߩ⋡⊛ߦᾖࠄߒߩ࠲࠺ޔ㓸ᣇᴺ⸥ޔ㍳ᣇᴺޔಣ
ℂᣇᴺߥߤߦ㑐ߒ⺋ޔಣℂ߿ਇㆡᱜߥಣℂ߇ߥ߆ࠍቯᦼ⊛ߦ⏕ߔࠆޕ

 㤀Ỉ⺖㗴ޔߪߡߟߦݑᣢㅀߩࠃ߁ߦࠍ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔ㧟ߟߦಽߌޔᖱႎ߿࠺࠲㧔⼏
㍳ߥߤ߽㧕ࠍޔㆡቱㆡᱜߦ㓸▤ℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕᐕᐲߪ⹜㛎ᦼ㑆ߣߩ⟎
ߠߌߢࠆ߇ޔା㗬ᕈะߦะߌޔน⢻ߥ㒢ࠅ෩ᩰߥᖱႎߩ▤ℂࠍⴕ߁ޔ߅ߥޕ
ޟ㤀Ỉߩߦቇ
߱ળޠ
ޟ⡯ຬޠ
ޟቇ↢ޔߪߡߟߦޠ㧟㧕ߩ㗴߇ଥߞߡߊࠆߚߪߦࠖ࠹ࡘࠠޔචಽߥ
ᵈᗧࠍᛄ߁ޕ

  Ԙ⥄ὼⅣႺߩో        ޟ㤀Ỉߩߦቇ߱ળޠ㧔ⅣႺછᗧ࿅㧕
  ԙ⥄ὼⅣႺ⡯႐ⅣႺߥߤߩ⟤ൻ ޟ⡯ຬޠ㧔⥄ὼⅣႺㇱಽߦߟߡߪቇ↢ࠍ㧕
  Ԛᢎቶߘߩઁᣉ⸳ߩ⟤ൻ     ޟቇ↢ޠ

 㤀Ỉ⺖㗴ޔ߽ߡߟߦݒ㤀Ỉ⺖㗴ߣݑห᭽ߦࠍ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޔ㧟ߟߦಽߌޔᖱႎ߿࠺
࠲㧔⼏㍳ߥߤ߽㧕ࠍޔㆡቱㆡᱜߦ㓸▤ℂߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕᐕᐲߪ⹜ޔ㛎ᦼ㑆
ߣߩ⟎ߠߌߢࠆ߇ޔା㗬ᕈะߦะߌޔน⢻ߥ㒢ࠅ෩ᩰߦᖱႎࠍ▤ℂߔࠆޕᄢቇᏒ᳃ᵴേ
ߦଥࠆࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߪޟࠆࠁࠊޔᄖㇱ⠪ߦ․ޔߚࠆߢޠ㧟㧕ߩࠠࡘ࠹ࠖߩ
㗴ߦᵈᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ

  Ԙᢎ⢒⾗Ḯߩ㐿  ޟ41%- ↢ᶦቇ⠌⻠ᐳߩฃ⻠↢ޠ
  ԙᣉ⸳ߩ㐿    ޟ࿑ᦠ㙚↪⠪߿ߘߩઁᣉ⸳↪⠪ޠ
  Ԛߘߩઁၞ⽸₂  ޟశࡩਐᐫળޠ

 ߥ߅ᧄޔቇߢߪߦ࠲࠺ࠄࠇߎޔ㑐ߔࠆା㗬ᕈะߪޔႎ๔ߩߚߛߌߢߥߊࡑࠜࡈࡄޔ
ࡦࠬะߩߚߦ߽ޔ㊀ⷐਇนᰳߣ⠨߃ߡࠆޕ
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㗁⇟ภ
㧵㧿㧻㧞㧢㧜㧜㧜▤ℂ৻ⷩ
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+51

ቯ㧔ᡷ⸓㧕

 ᐕ    ᣣ

 ࡄࡈࠜࡑࡦࠬߩᡷༀ





ࡄࡈࠜࡑࡦࠬߩᡷༀ

 +51ߩߩផᅑ㗄ߪޔవߩ㧝㧜ߩࠬ࠹࠶ࡊߢ⸒߃߫╙ޔ㧥⇟⋡ߩࠬ࠹࠶ࡊߣߥ
ࠆޕ


ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ᘒߦ⪭ߒㄟߚߩ㧝㧜ߩࠬ࠹࠶ࡊ

㧕࠻࠶ࡊ߇ࠦࡒ࠶࠻ࡔࡦ࠻ࠍߔࠆ
㧕⚵❱ߩᵴേ㗔ၞߣࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ࠍ․ቯߔࠆ
㧕㧣ߟߩਛᩭਥ㗴Ფߦ⺖㗴ࠍߔࠆ
㧕ᵴേ㗔ၞߣ㧣ߟߩਛᩭਥ㗴㧔⺖㗴㧕ߣߩ㑐ㅪࠍᢛℂߔࠆ
㧕ࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩⷞὐ߆ࠄ⺖㗴ࠍ⛉ࠅㄟߺߦࠇߘޔఝవ㗅ࠍߟߌࠆ
㧕⺖㗴߳ߩขࠅ⚵ߺࠍផㅴߔࠆᚲ▤ㇱ⟑ࠍቯߔࠆ
㧕ขࠅ⚵ߺߩㅴ⁁ᴫ㧔ࡄࡈࠜࡑࡦࠬ㧕ࠍᛠីߔࠆߚߩᣇᴺࠍቯߔࠆ
㧕ㅴ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ⸥㍳߿࠺࠲ߩା㗬ᕈࠍ㜞ࠆ
㧕ㅴ⁁ᴫࠍ〯߹߃㗴ὐࠍᡷༀߒޔᔅⷐߦᔕߓߡ⺖㗴ߘߩ߽ߩࠍ⋥ߔ 
㧕એߩᵹࠇࠍޡ+51 ▤ℂ৻ⷩࠆߣ߹ߦޢ


 ⚵❱ߪ␠ޟߩޔળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆᵴേߩ⋙ⷞ␠ޟߩ߮ࠃ߅ޠળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆ
⚵❱ߩㅴ߮ࡄࡈࠜࡑࡦࠬߩ⏕␠ޔ߃߹〯ࠍߤߥޠળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆࡄࡈࠜࡑࡦࠬࠍ
ᡷༀߒߡߊޕ+51ߪޔㆡಾߥ㑆㓒ߢࡄࡈࠜࡑࡦࠬߩ⏕ࠍⴕࠍࠇߘޔᡷༀߦߟߥߍ
ࠆࠃ߁ផᅑߔࠆ⚿ߩ⏕ޕᨐޔᰴߩࠃ߁ߥ⻉㕙ߩᄌᦝࠍㄼࠆߎߣߦߥࠆ߆߽ߒࠇߥޕ

㧝㧕⋡ᮡ߿⋡⊛ߩୃᱜ
㧞㧕␠ળ⊛⽿છߦ㑐ㅪߔࠆᵴേ߿ࡊࡠࠣࡓ▸࿐ߩᄢ
㧟㧕␠ળ⊛⽿છᵴേߦᔅⷐߣߥࠆ⾗Ḯߩㅊട
㧠㧕ᣂߚߦ⊒ߐࠇߚታ〣ᯏળߩ↪

 ⸥㧝㧕㧞㧕㧟㧕㧠㧕ߕࠇߩᄌᦝ߽ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄޔ㜞ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޔࠅ߹ߟޕ
⋡ᮡ߿⋡⊛ࠍᄌᦝߔࠆߎߣߢޔᵴേ▸࿐ࠍᄢߔࠆߎߣߢߪࠆޔᣂߚߥ⾗Ḯࠍᛩߔࠆߎ
ߣߢߪߦࠄߐޔᣂߚߥታ〣ᯏળࠍ↪ߔࠆߎߣߢࠅࠃߪ❱⚵ޔ㜞ࡌ࡞ߩࡄࡈࠜࡑࡦࠬࠍ
㆐ᚑߔࠆ߆߽ߒࠇߥߣ߁ޕᣣᏱߩขࠅ⚵ߺࠍㅢߒߡߚߒ߁ߘޔᡷༀᣇᴺ߿ᡷༀߩ⚵วߖࠍ
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ዉߔࠆ߆߽ߒࠇߥ߇ޔ+51 ߩ  ߩផᅑ㗄ߦᓥᧄޔቇߪޔᰴߩ㧞ߟߩᣉ╷ࠍ⻠
ߕࠆޕ

 ╙㧝ߪ⏕ޔᬺߩㆊ⒟ߢߐࠇߚࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩ⸃ࠍⓍᭂ⊛ߦ↪ߔࠆߎߣ
 + ⒳ࡕ࠾࠲ࡦࠣࠍታᣉߔࠆㆊ⒟ߢ⋡ߪࠆޔᮡ㆐ᚑᐲࠍ⏕ߔࠆㆊ⒟ߢࠢ࠹ࠬޔ
ࡎ࡞࠳ࠃࠅᗧࠍฃߌߚ႐ว⊛⛯⛮߇ࠇߎޔᡷༀ߳ߩࡅࡦ࠻ߣߥࠆน⢻ᕈ߇ࠆࠇߘޕ
ࠁ߃ᧄޔቇߪߦޔ⸥ߐࠇߚࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ࠛࡦࠥࠫࡔࡦ࠻ࠍ⚳ᦨߩߎޔᲑ
㓏㧔ࡄࡈࠜࡑࡦࠬᡷༀߩᲑ㓏㧕ߦ߅ߡ߽ታᣉផㅴߔࠆޕ

 㤀Ỉ⺖㗴ޔ߫ࠇߔ␜ߢݎߦቇ↢ઍߣߩ࠳ࠗࡗࡠࠣߢޔࠄ߆ߩᜰ៰߇ࠅߎޔ
ࠇ߇ᑪ⸳⊛ߥ߽ߩߢࠇ߫ޔ54 ផㅴࠣ࡞ࡊ߇ᜰ៰ࠍฃߌޔᚲ▤ㇱ⟑ߣ⺞ᢛߒޔᔅⷐ߇
ࠇ߫ޔ⠉ᐕᐲߦ߅ߌࠆᡷༀ⸘↹᩺ߦ⋓ࠅㄟޕᡷༀ⸘↹᩺ߪޔ54 ផㅴᆔຬળߦឭߐ
ࠇߢߎߘޔᛚߐࠇࠇ߫ޔ⠉ᐕᐲߩᬺ⸘↹ߦᤋߐࠇࠆޕ

 ╙㧞ߪో❱⚵ޔߩࡄࡈࠜࡑࡦࠬߛߌߢߥߊޔฦᵴേࠣ࡞ࡊߦ߅ߌࠆࡄࡈࠜࡑࡦ
ࠬߣߩ㑐ଥߠߌ߽ⴕ߁ߎߣ
 ᧄቇߢߪޔฦᵴേࠣ࡞ࡊߦ߅ߌࠆࠦࡒ࠶࠻ࡔࡦ࠻ࠍᒝൻߔࠆߚޔฦࠣ࡞ࡊߩᐕᰴ
ࡄࡈࠜࡑࡦࠬࠍ⏕ߔࠆౕޕ⊛ߦߪޔ㤀Ỉ⺖㗴ߦࠇߙࠇߘݒݑݐݏݎ㑐ߒޔಽ
ഀน⢻ߥᵴേࠣ࡞ࡊࡌ࡞ࠍ⏕ቯߒࠬࡦࡑࠜࡈࡄߦࡊ࡞ࠣߩߘޔᖱႎࠍឭଏߔࠆޕ
ߎࠇߦࠃࠅޔฦᵴേࠣ࡞ࡊߩ 54 ᗧ⼂ࠍ㜞ޔᡷༀദജࠍଦߔޕ

㤀Ỉ⺖㗴ࠆߌ߅ߦݎᵴേࠣ࡞ࡊߣ⹏ଔ
 ᄖ࿖⺆ቇㇱ㧔 ᐕ  ࠃࠅ㧕
 ⚻ᷣቇㇱ㧔 ᐕ  ࠃࠅ㧕
  ⚻ᷣቇ⑼
  ⚻༡ቇ⑼
  ࿖㓙ࡆࠫࡀࠬࠦࠬ㧔 ᐕ  ࠃࠅ㧕

㤀Ỉ⺖㗴ࠆߌ߅ߦݏᵴേࠣ࡞ࡊߣ⹏ଔ㧔 ᐕ  ࠃࠅ㧕
 ᢎോ⺖
 ቇ↢⺖
 ࠠࡖࠕࡦ࠲
 ࿖㓙ᵹࡦ࠲
 ࿑ᦠ㙚
 ࡋ࡞ࡊ࠺ࠬࠢ
 ࡉ࠶ࠢࡦ࠲
 㘩ၴࠨࡆࠬ㧔߭ࠄ߉ߤߥࠄߊߐޔ㧕
ߚߛߒޔߩᵴേࠣ࡞ࡊߦ߅ߌࠆ⹏ଔߪޔ2011 ᐕᐲࠃࠅ㐿ᆎߔࠆ
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㤀Ỉ⺖㗴ࠆߌ߅ߦݐᵴേࠣ࡞ࡊߣ⹏ଔ
 ᵴേࠣ࡞ࡊ߳ߩㆶరߪࠅ߹ޔᗧࠍὑߐߥߚޕߥࠊⴕޔ

㤀Ỉ⺖㗴ࠆߌ߅ߦݑᵴേࠣ࡞ࡊߣ⹏ଔ
 ᵴേࠣ࡞ࡊ߳ߩㆶరߪ ޔᐕᐲਛߦ⊛⋡ޔᲤߩᬌ⸛ࠍⴕ߁ޕน⢻ߥ߽ߩߦߟ
ߡߪࡊ࡞ࠣޔᲤߩ⹏ଔ߽⹜㛎⊛ߦታᣉߔࠆޕ

㤀Ỉ⺖㗴ࠆߌ߅ߦݒᵴേࠣ࡞ࡊߣ⹏ଔ
 ᵴേࠣ࡞ࡊ߳ߩㆶరߪ ޔᐕᐲਛߦ⊛⋡ޔᲤߩᬌ⸛ࠍⴕ߁ޕน⢻ߥ߽ߩߦߟ
ߡߪࡊ࡞ࠣޔᲤߩ⹏ଔ߽⹜㛎⊛ߦታᣉߔࠆޕ
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 ᐕ    ᣣ

␠ળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆ⥄ਥ⊛ࠗ࠾ࠪࠕ࠴ࡉ





␠ળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆ⥄ਥ⊛ࠗ࠾ࠪࠕ࠴ࡉ

 ᧄቇߪޔ+51 ߦೣߞߚขࠅ⚵ߺࠍਛᔃߦផㅴߔࠆޔ߃ࠁࠇߘޕᒰ㕙ߪⷙߩઁޔᩰ߿ࠗ࠾
ࠪࠕ࠹࠴ࡉߥߤߪ↪ߒߥޔߒߛߚޕ+51 ߩផᅑ㗄ࠍߘߩ߹߹ታ〣ߦߟߥߍࠆߦߪޔ
ౕᕈࠍᰳߊߚᧄޔߦߎߎޔቇߣߒߡߩޡ+51 ▤ℂ৻ⷩࠍޢᚑߔࠆޕ54 ផㅴᆔຬળߢ
ౝኈᡷ⸓ߩቯ߇ߥߐࠇࠇ߫ࠍࠇߎޔฃߌޔ54 ផㅴࠣ࡞ࡊ߇ᡷ⸓ᬺࠍⴕ߁ޕോዪߦߪޔ
Ᏹߦᦨᣂ ࠍ▤ߔࠆޕ

 ߜߥߺߦޟߚࠇ⸅ߢޔ++ ⒳ࡕ࠾࠲ࡦࠣ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠢࠬߩ⥸৻ޔߪߡߟߦޠ
ᚻᴺࠍ↪ࠆᔅⷐ߇ࠆߚޔⷐࠍߎߎߦ⸥ߔޕ

 ࠬࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߩኻ⽎ߣߥࠆ⺖㗴ߪޔ㤀Ỉ⺖㗴ޔߊߥߪߢݒݑݐݏݎ㧣㧕ߦ
␜ߐࠇߚ⁁ߥ⇣․ޟᴫߩਅߢ⊒↢ߔࠆน⢻ᕈߩࠆ߽ߩޕࠆߥߣޠએਅߦ߹߹ߩߘޔᒁ↪ߔࠆޕ

 㧣㧕⁁ߥ⇣․ޟᴫߩਅߢ⊒↢ߔࠆน⢻ᕈߩࠆ߽ߩޠ
 ⹜ߦଥࠆਇㆡಾߥⴕὑ⹜ޔ㗴ߩṳᵨߥߤ
 ቇ↢ߦࠃࠆ⮎‛↪߿ജⴕὑߥߤ
 ⇐ቇ↢ߦࠃࠆਇᴺዞഭߥߤ
 ᢎຬߦࠃࠆᄖㇱ⾗㊄ߩ⑳⊛ᵹ↪ⴕࡂࠞࠕޔὑߥߤ
 ᢎ⡯ຬߦࠃࠆࠢࡂⴕὑⴕࡂࡢࡄޔὑߥߤ
 ቇ↢ᢎ⡯ຬߦࠃࠆ㘶㈬ㆇォㅢߥߤ

 ᧄቇߪޔᰴߩࠃ߁ߥࠬࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߩᨒ⚵ߺࠍ⸳ߌޔ⸥ࠬࠢߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߦദ
ࠆޕ

㧝㧕ၮᧄᣇ㊎߅ࠃ߮ⷙ⒟ߩ╷ቯ
 ᢎຬ୶ℂ✁㗔ޔ⡯ຬൕോⷙೣߥߤ
㧞㧕⍮ផㅴਥߩቯ
 ᢎળ⎇ޔⓥ⑼ᆔຬળ✚ޔോ⺖ࠩࡊޔോ⺖ߥߤ
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教育支援活動における「人権」
身体的・精神的な障害を負った学生への配慮
学生・教職員のメンタルケア
アカハラ・セクハラ・パワハラ防止措置
研究支援活動における「公正な事業慣行」
知的財産権の尊重
競争的資金の適切な利用と正確な報告
使用目的に即した個人およびグループによる研究費の執行
利益相反の回避

＜インパクトの大きな事象＞
7340‑5）速やかに対処しなかった場合、重大な代償を払う
ことになるもの

入試に係る不適切な行為、入試問題の漏洩など
在学生による薬物使用や暴力行為など
留学生による不法就労など
教員による外部資金の私的流用、アカハラ行為など
教職員によるセクハラ行為、パワハラ行為など
在学生・教職員による飲酒運転・交通事故など

＜発生し得る事象＞
7321‑7）特異な状況の下で発生する可能性のあるもの
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不正経理問題については、財務部、監査スタッフなどが監査を徹底し、仮に不正があれば、
教員倫理委員会が事実確認・調査を行い、処分案および再発防止策を検討する。

事後の対応として、次の委員会などを置き、事実確認・処分を行う
学生に対しては
学部執行部、学生委員会による確認と指導・処分
教員に対しては
教員倫理委員会・大学教員人事委員会による事実確認・処分
職員に対しては
人事委員会による事実確認・処分

事前の対応として次の委員会などを置き、マイナス情報の収集とリスク管理を行う
学生に対しては
教務課、学生課、学生相談センター、ハラスメント防止委員会（ハラスメント相談員）
、
国際交流センター、学部執行部
留学生については、不法就労などの法令違反がないよう徹底すること
教員に対しては
ハラスメント防止委員会（ハラスメント相談員）、公益通報者保護委員会、学部執行部、
教員倫理委員会
職員に対しては
ハラスメント防止委員会（ハラスメント相談員）、公益通報者保護委員会

7800、7310‑5）
「組織の決定及び活動が及ぼすマイナスの影響に対処するための適切な行動」

リスク把握とリスク・マネジメントの大枠

いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
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SR 課題マトリックス（大学活動
組織統治
健全なガバナンス
についての教育。
科目としては、国
際協力、国際援助
教育活動
技 術 論、 NPO/
主なステーク NGO 論、企 業 法
ホルダーは、 務、ビ ジ ネ ス エ
①在学生
シックスなど

人権

労働慣行

環境

公正な事業慣行

人権意識を高める 科目としては、企
ための教育の推進。業倫理、中国ビジ
科目としては、国 ネス研究、企業法
際関係概説、社会 務、人事労務、国
活動演習、社会活 際人的資源論など
動特別演習、ソー
シャルワーク、国
際法、人権と教育、
憲法、ビジネスエ
シックスなど

環境意識を高める 公正な事業の必要性に
ための教育の推進。関する教育の推進。科
科目としては、国 目としては、企業倫理、
際ボランティア論、貿易実務、経済法、企
国際ボランティア 業法務、国際会計基準、
演習、ボランティ ビジネスエシックスな
ア論、ヨーロッパ ど
地域観光論、環境
経済学、国際法、
マーケティング、
ビジネスエシック
スなど

身体的・精神的な
障害を負った学生
への配慮、学生・
教職員のメンタル
ケア、苦学生への
教育支援、アカハ
ラ・セクハラ防止
措置など

より公正な人事考
課、教職員の労働
環境の改善、合理
的な人事異動や
ジョブ・ローテー
ション、将来を見
据えたスタッフの
育成、サービス提
供事業者との良好
な関係

環境への負荷軽減
を配慮した教育施
設の整備・管理、
排出権取引などを
疑似体験するため
のシステムの保
守・充実

予算の適正で効果的な
執行、正確な会計処理
とディスクロージャー

①在学生、⑥教員、①在学生、⑥教員、⑥教員、⑦職員、
主なステーク
⑦職員など
⑦職員など
⑩取引先など
ホルダー

①在学生、⑫自然
環境など

①在学生、④後援会、
⑥教員、⑦職員、⑨文
科省など

社会的責任の推進
を念頭に置いた協
議会、教授会、事
務局などの連携強
化、最良教育賞の
導入と推進
教育支援活動

研究活動

経済社会総合研究センター、比較文明文化研究センター、企業倫理研究センター、言語研究

研究戦略会議が研
究資金の配分方針
を決定し、それに
研究支援活動 基づいて配分を実
施

研究予算の配分は、研究者の研究環境
その必要性と公平 の改善、学会参画
さを重視（国籍、 などへの支援
性別、年齢などに
よる差別は行わな
い）

知的財産権の尊重、競
争的資金の適切な利用
と正確な報告、使用目
的に即した個人および
グループによる研究費
の執行、利益相反の回
避

主なステーク ⑥教員・研究者
ホルダー

⑥教員・研究者な ⑥教員・研究者、
ど
⑧学会など

⑥教員・研究者、⑧学
会、⑨文科省など

SR 推進委員会

大学市民活動

主なステーク
ホルダー

途上国における障
害者施設の訪問お
よびボランティ活
動など

省資源・省エネの 高校生に経営の醍醐味
徹底、リサイクル と社会的意義を理解し
の徹底、温室効果 てもらうためのイベン
ガス（CO2 換算） トの実施など
排出の把握と削減、
キャンパスを中心
とした自然環境の
保全と美化など

①在学生、⑥教員、
⑦職員、⑬その他

⑪コミュニティ、
⑫自然環境など
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いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
領域と中核主題・課題の整理)
消費者課題

2012. 02. 19現在

コミュニティ参画・発展

主な評価手段

科目としては、現代中国入門、企業
法務、経済法、公共経済学、経営学
概論、マーケティング、ビジネスエ
シックスなど

持続可能な社会の構築に対す 授業評価アンケー
る意識の醸成。科目としては、ト、学生代表との
言 語・文 化・コ ミ ュ ニ ケ ー 対話
ション、異文化コミュニケー
シ ョ ン 研 究、コ ミ ュ ニ ケ ー
ション論、レクリエーション
技術演習、多文化共生、多文
化社会研究、異文化研究、メ
ディア社会論など

学生基点の徹底、教育効果のあがる
環境の提供（静寂な教育環境など）、
学生基点に立った学生情報の活用と
厳格な管理、苦情対応（授業評価や
改善意見などを活用した授業改善な
ど）
。特に、学生基点に立った教育
上のチャレンジとして、①排出権取
引や IFRS を取り込んだ実践的な教
育プログラムの開発、②経営や政策
決定を疑似体験させるための教育改
善、③資格取得を念頭に置いた実務
演習プログラムの開発、④講義科目
と実務演習との有機的な連携の推進
など

学部おける道徳教育に関して
は、道徳科学教育センターが
教材を開発・教育内容の改善
を推進

①在学生、②高校生、③卒業生、④
後援会、⑨文科省など

①在学生、⑪コミュニティな
ど

センターなどが中心となって、 7 つの分野にわたる研究を推進する
大学として、SR に関するシ
ンポジウムや学会年次大会の
開催、研究成果の公表・公開

所管部署
教務課

授業評価アンケー 組 織 統 治（ 総 務 課 ）
、人 権
ト、学生生活アン （学生課、人事課）、労働慣行
ケート（窓口毎評 （人事課）、環境（総務部）
、
価アンケート）
公正な事業慣行（経理課）、
消 費 者 課 題（ 教 務 課、総 務
課 ）、コ ミ ュ ニ テ ィ 参 画
（ROCK、学長室）

各自の業績など

各研究センター
プラザ事務課

⑧学会、⑬その他
SR の最大の柱として、学生基点を 教育機会の提供や図書サービ
徹底すること、学生基点に立って教 スの公開、教育教材の公開・
育方法を開発・改善し、学生の理解 無償利用許可、国際理解の推
を促すこと、他人を思いやる気持ち 進、地方自治体などの政策形
を持った人材を送り出していくこと、成や意思決定に参画すること
学生の学業に関する満足度を向上さ
せること
⑤就職先、⑪コミュニティなど

⑪コミュニティ、⑬その他
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地域環境団体、施 組織統治（ROCK、学長室）、
設利用者などの意 人権（国際交流課・外国語学
部担当教員）
、環境（総務部）、
見や評価
公正な事業慣行（経済学部担
当教員）、消費者課題（教務
課、総務課）、コミュニティ
参 画（ 図 書 館 事 務 課、
ROCK）

