
学校法人共立女子学園ガバナンス・コード遵守状況
基本原則「１．自律性の確保」

会員法人は、私立大学としての多様な教育研究活動を実現するため、それぞれの寄附行為、建学の精神等の基本理念に沿って、自主性、独立性を確保すると同時に、自律的に学校法人

を運営する必要がある。

◎遵守原則１－１

会員法人は、学生、保護者、卒業生のみならず、広く社会に存在するステークホルダーに対し、教育研究目的を明確に示し、理解を得る必要がある。

〇重点事項１－１ ●実施項目１－１ 本学の状況

会員法人は、事業に関する中期

的な計画（以下「中長期計画」と

いう）等の策定を通じて、さらな

るガバナンス機能の向上を目指

し続ける。

①中長期計画の策定に当たり、教学関連及び

経営関連項目ごとに素案の策定主体、計画期

間、意見聴取方法及び意見の反映方法をあらか

じめ決定する。

本学園の中期計画は、学内組織において検討された原案を学園将来基本構想委員会（理事長、理

事、各設置校の長（教学の代表者）などで構成）においてとりまとめ、評議員会における意見聴取を

経て最終的に理事会において決定することとしている。

②中長期計画の策定に際し、直前の中長期計

画及び他の計画との関連性を明らかにする。

第二期中期計画(2018年4月～2023年3月)は、直前の計画である第一期中長期計画(2013年4月
～2018年3月)の実施結果を踏まえた上で策定している。

③中長期計画に教学、人事、施設及び財務等

に関する事項を盛り込む。

第二期中期計画では、学園・設置校ごとにビジョン及びそれを達成するためのマスタープランを掲げ

ており、各設置校のマスタープランにおいて教学に関する事項を、学園のマスタープランにおいて財

政、人事、施設設備に関する事項を盛り込んでいる。

◆第二期中期計画

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/

④中長期計画において、理事長をはじめ政策を

策定、管理する人材の育成、登用の方針を盛り

込む。

第二期中期計画の活動のポイントにおいて、階層別･業務別の体系的な研修制度を策定することを

盛り込んでいる。

◆第二期中期計画

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/

⑤中長期計画の内容について、その適法性、

倫理性を考慮するとともに、顕在的リスクのみな

らず潜在的リスクについても識別、評価する。

第二期中期計画の内容については、毎年度策定している事業計画や事業報告書の作成、計画の中

間評価(3年目終了時点)などを行う中で、その適法性、倫理性を考慮しつつ、リスク分析・検証を含め
た進捗管理を行っている。

◆第二期中期計画・中間評価

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
◆事業計画・事業報告

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/

⑥中長期計画の策定に際し、財政面の担保が

不可欠であることを踏まえ、現実的かつ具体的

な資金計画、収支計画を精緻化する。

第二期中期計画において、中期計画達成に向けた必要な資源を確保することを明示している。この

ため、毎年度の予算において、中期計画を確実に達成するために要する経費について一定額を計

上するとともに具体的な資金計画に基づき予算配分を行う仕組みを構築している。

⑦中長期計画において、実施スケジュールを含

む具体のアクションプランを明確にする。

毎年度策定している事業計画は、中期計画の具体的な実行プランをまとめたものであり、その進捗

管理の結果を事業報告書としてまとめている。また、５年の中期計画期間の中で3年目が終了した時
点において中間評価を行っている。

◆事業計画・事業報告

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
◆第二期中期計画中間評価

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/

⑧中長期計画に係る策定管理者（政策管理者）

と執行管理者を明確にする。

中期計画の策定及び進捗管理は学園将来基本構想委員会においてとりまとめることとしている。ま

た、計画の項目ごとに責任者と対応窓口となる委員会・事務局を明示することにより、執行・推進する

体制を明確にしている。

⑨中長期計画の最終決定は、十分な説明、資

料に基づき、会議体等の合議により行う。

中期計画は、学園将来基本構想委員会で原案をとりまとめ、常務理事会の承認を得て評議員会の

意見聴取の上、理事会において最終決定している。

⑩中長期計画において、測定可能な指標や基

準に基づく達成目標、行動目標を提示し、適宜、

データやエビデンスに基づいて中長期計画進捗

管理を行う。

第二期中期計画は、学園・設置校ごとにビジョン及びそれを達成するためのマスタープランとアクショ

ンプランを掲げる構成となっており、マスタープランには項目ごとに目標と評価指標を、アクションプラ

ンには具体的な数値目標や取組の内容を掲げている。

進捗管理は毎年度の事業報告の中で達成状況をデータや取組の内容で示し、その進捗度に応じて

ランク付けして行っており、次年度の事業計画策定にあたっての重要な参考として活用している。ま

た、同様の手法により、計画期間５年の３年終了時に中間評価を実施している。

◆事業計画・事業報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/

⑪中長期計画の内容、進捗管理方法につい

て、教職員を中心とする構成員に十分に説明

し、理解の深化を図る。

中期計画については、学園ホームページに掲載するとともに教職員に対しての説明会等を実施し教

職員への理解を深めるよう努めている。また、進捗状況についても、単年度ごとにとりまとめている

事業報告書を学園ホームページに掲載し学内外に公開することにより周知を図っている。さらに、こ

うした学園の取り組みの状況を特集して記事にした広報誌「Vision Letter」を作成し、全教職員に公
開している。

⑫外部環境の変化等により、中長期計画の変

更が必要となった場合、速やかに修正を行える

体制を構築する。

中期計画策定の中心的な役割を果たす学内組織である学園将来基本構想委員会は、必要に応じて

随時召集し審議・検討することが可能であること、また、学園として意思決定に重要な役割を果たす

常務理事会も原則週に1度開催することとしているなど、中期計画の変更が必要になった場合でも機
動的に対応できる体制を整備している。

⑬中長期計画の期間中及び期間終了後に、進

捗状況及び実施結果を法人内外に公表する。

第二期中期計画期間中は、計画の具体的な実行プランをまとめた事業計画を毎年度策定し、その進

捗管理の結果を事業報告書としてまとめ、学園ホームページを通じて学内外へ公表している。また、

５年の中期計画期間の中で3年目が終了した時点（2021年度）において中間評価を行い、事業報告
書と同様、学園ホームページを通じて学内外へ公表している。

◆事業報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
◆第二期中期計画及び中間評価

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/

1

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/


基本原則「２．公共性の確保」

会員法人は、わが国の将来を担う多様な人材を育成するとともに、教育研究活動とそこから得られた成果を通じて社会や地域に貢献し、その要請に応える必要がある。

◎遵守原則２－１

会員法人は、建学の精神等に基づく多様な人材育成像を保持しつつ、時代や社会の変化を踏まえながら、教育研究活動を通じて、広く社会に、また地域にとって有為な人材を育成す

る。

〇重点事項２－１ ●実施項目２－１ 本学の状況

会員法人は、それぞれの会員法

人が目指す人材育成（大学教

育）を行うために、教育の質の向

上や学修成果の可視化等によ

る教育の高度化に努め、不断の

改善サイクルにより教育研究活

動を向上させる。

① 学校法人及び当該学校法人が設置する大学
等のミッション、ビジョンを踏まえ、学校法人及び

大学、学部・学科、研究科等の毎会計年度ごと

の事業計画（以下「事業計画」という）、達成目標

や具体的な行動指針を明確にする。

中期計画において、学園・各設置校のビジョンを掲げるとともに、実現・達成するためのマスタープラ

ン、アクションプランを定めている。また、中期計画に基づき策定している毎年度の事業計画におい

て、到達目標や具体的な行動指針を明確にしている。

◆第二期中期計画

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
◆事業計画・事業報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/

② 達成目標、具体的な行動指針を教職員、学
生及び社会に発信し、共有する。

上記２−１−①に示した中期計画、事業計画を学園ホームページに掲載し公開することにより、教職
員・学生をはじめとする構成員のみならず広く社会に発信している。

③ 学校法人の中長期計画や事業計画、学部・
学科、研究科等の達成目標を実現するための

経営資源（ヒト、モノ、カネ）が、効率的な配分と

なり、著しく非効率的なものとならないよう、経営

資源の配分に係る基本方針を明確にする。

第二期中期計画（2018年度～2022年度）において、中期計画達成に向けた必要な資源を確保する
ことを明示している。また、毎年度の予算編成にあたり、その基本的な方針として策定している「予算

編成方針」の中で、中期計画を確実に達成するために要する経費について一定額を計上するととも

に具体的な計画に基づき予算配分を行うことを明記している。

◆第二期中期計画

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/
◆予算について

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/financial/yosan/

④ 「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の
方針」とカリキュラムとの整合性のチェック等を通

じて、それぞれの方針の実質化を図る。

すべての教育課程においてカリキュラム・マップ、カリキュラム・ツリー、ナンバリング、履修系統図、

履修モデルを整備している。また、毎年の自己点検の際に各学部・科においてカリキュラムの一体

性・整合性・妥当性を確認することで、「学位授与方針」、「教育課程編成・実施の方針」の実質化を

図っている。

◆内部質保証について

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/outline/Internal_quality_assurance.html

⑤ 「入学者受入れ方針」と入学者選抜との整合
性のチェック等を通じて、同方針の実質化を図

る。

本学では、2022年度6名のアドミッション・オフィサーを任命するとともに「入学者受入れ方針」に基づ
いた入学者選抜の改善を図るため、副学長を責任者とする入試開発検討会(アドミッションオフィス)
を設置し、入学者の追跡調査等による選抜方法の妥当性の検証や高大接続等に関する調査・研究

および企画・開発を行っており、これにより同方針の実質化を図っている。

◆共立女子大学の人材養成目的・3つのポリシー
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/undergraduate/purpose/
◆共立女子短期大学の人材養成目的・3つのポリシー
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/junior_college/purpose/

⑥ 自己点検・評価結果、認証評価機関による評
価結果やアンケート調査等を含むＩＲ（インスティ

テューショナル・リサーチ）活動の成果を活用し、

教育活動の改善を行う。

本学では、副学長を委員長とする「全学自己点検・評価委員会」を内部質保証の推進・責任組織とし

て設置し、全学的な教学マネジメント体制を構築している。また、BIツールによるデータを活用するな
どIR活動の成果を自己点検・評価の実施に積極的に採り入れ、大学教育の改善に役立てている。
◆自己点検・評価

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/outline/jikotenken.html

⑦ リカレント教育の諸施策について、その方針、
計画を明確化する。

本学がリカレント教育の一環として実施している公開講座や「共立アカデミー（正課外講座）」（就職や

資格取得などについての講座を提供）は、在学生・卒業生・社会人を区別することなく開講することと

しており、こうした受講者のニーズを踏まえながら生涯学習の機会を提供している。

◆公開講座

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/open_lecture/
◆共立アカデミー

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academy/

⑧ 留学生の受入並びに派遣に係る諸施策につ
いて、受入留学生の選抜方法、日本語教育プロ

グラムの充実や日本人学生とともに学ぶ機会の

創出、派遣留学生の教育課程編成・実施の方針

等の観点から、アカデミックな意義付けを明確に

する。

受入留学生は一般の日本人学生と同じように学修するため、「外国人留学生入試」において一定レ

ベルの日本語能力を求めているが、留学生用の日本語科目（教養教育科目「基礎日本語」・「応用日

本語」）等を用意している。さらに日本語講師や学生チューターによる日本語教育特別プログラムを

開催や、学内国際交流イベントや交流場所の提供など、日本人学生と留学生が交流できる機会も設

けている。

また、派遣留学生に対しては、留学先と提携した留学プログラムや学部・学科のカリキュラムに則し

た単位認定制度を構築している。

◆国際交流方針

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/disclosure/info/hoshin/index.html#06
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◎遵守原則２－２

会員法人は、社会の要請を踏まえつつ、特色ある教育研究活動から得られた成果を踏まえ、社会の要請の変化に対応して、現実の諸課題に対する解決方法を示し、社会に貢献する。

〇重点事項２－２ ●実施項目２－２ 本学の状況

会員法人は、市民講座・ボラン

ティア活動・地域課題解決等の

地域連携プログラムを通じ、大

学が社会・地域と連携し、その

発展に貢献していく活動を積極

的に行う環境を整える。

① 社会・地域貢献に係る学内方針を検討し、策
定する。

本学では、大学運営の各種方針の一つとして「社会連携・社会貢献に関する方針」を策定しており、

現行の中期計画においても「地域連携」を目標の一つの柱として掲げている。

◆社会連携・社会貢献に関する方針

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/disclosure/info/hoshin/index.html#04
◆第二期中期計画

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/

② 社会・地域との連携を支援する体制または仕
組みを整備する。

本学では、社会・地域との連携を通じて、社会・地域の課題解決等に取り組むことによって社会の発

展に寄与するとともに、本学の教育および研究機能の充実を図ることを目的とした「社会連携セン

ター」を設置している。

◆社会連携センター

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/

③ 組織的な各種ボランティア活動を展開するた
めに必要となる社会連携・地域貢献等に関する

諸規程を整備する。

本学では、学生のボランティア活動を組織的に支援するため、ボランティアセンター規程を整備し、同

規程に基づきボランティアセンターを設置している。

◆ボランティアセンター

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/campus/kwvc/
◆共立女子大学・共立女子短期大学ボランティアセンター規程

https://drive.google.com/file/d/1wmX4r4gDLdiqGDrCz24hqmnK-nZ6ne6a/view?usp=sharing

④ 公開講座や地域の課題解決に向けた地域連
携プログラム等を開設する。

公開講座については、神田一ツ橋キャンパス、八王子キャンパス、研修センター（杉並寮）を拠点と

し、WEB講座も含めキャンパスにとらわれない形で実施している。また、地域社会と連携して地域課
題の解決や地域振興に繋げることを目的とした地域連携プロジェクトを様々な形で積極的に展開して

いる。

◆公開講座

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/open_lecture/
◆地域連携プロジェクト

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/region/#anchor02

⑤ 社会・地域貢献に係る学内の自主的な取り
組みを把握し、全学的な取り組みとして展開す

る。

社会連携・地域連携に関する取り組みは、上記２−２−②に示した「社会連携センター」において情報
を把握し、全学的な取り組みとして組織的に展開している。

◆社会連携センター

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/

⑥ 自治体等の行政機関や企業との対話、信頼
関係の醸成に努める。

本学では、自治体や企業と連携協定を締結し、各種の地域連携、産学・大学間連携事業を展開して

おり、成果を挙げている。

◆毎日新聞　記事

https://mainichi.jp/univ/ch180701618i/%E5%85%B1%E7%AB%8B%E5%A5%B3%E5%AD
%90%E5%A4%A7
◆北海道新聞　記事

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/669907
◆社会連携

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/news/
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基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

会員法人は、私立大学の有する公共性に鑑み、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員のみならず広く社会からの信頼を得られるよう、説明責任を果たすとともに、透明性の確

保に努める必要がある。

◎遵守原則３－１

会員法人は、社会からの理解と信頼を確保するために、常に法令を遵守するとともに、多くのステークホルダーとの良好な関係の構築を目指し、教育研究活動を通じ社会に貢献する。

〇重点事項３－１ ●実施項目３－１ 本学の状況

会員法人は、会員法人における

ガバナンスを担保する理事会に

よる理事の職務の執行監督機

能の向上、監査機能の向上及

び監事機能の実質化のため、監

事選任方法の工夫・改善、支援

体制の整備等を図る。

① 『私立大学の明日の発展のために－監事監
査ガイドライン－（私大連 監事会議）』を参考に、
監事監査基準（監事監査規程）、監事監査計画

や監査報告書を策定する。

監事は、寄附行為の定めに従い監査報告書を策定し理事会・評議員会へ提出している。

◆監事監査報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/kanji/

② 『私立大学の明日の発展のために－監事監
査ガイドライン－（私大連 監事会議）』を参考に、
監事監査マニュアル、監事監査調書や監事監査

チェックリストの策定に努める。

「監事監査ガイドライン」を参考に監査を行っている。

③ 常勤・常任監事の登用、または常勤・常任監
事がいる状況と同様の監事監査が実施できるよ

うな監事監査支援体制を整備する。

本学園の監事はいずれも非常勤であるが、学校運営にも造詣が深い財務会計・法務に精通した専

門家を登用している。監事には、学園を取り巻く内外の情報の提供のほか監査法人とのディスカッ

ションや内部監査室との情報交換を行う機会を随時設定するなど、常勤・常任の監事がいる状況と

遜色のない支援体制をとっている。

④ 監事が評議員会、理事会において、積極的に
意見を陳述することができる仕組みを構築する。

また、経営に関する重要な会議等についても出

席し、積極的に意見を陳述することができる仕組

みを構築する。

理事会・評議員会の資料は、2週間前までに構成員に送付することを原則としており、各議案につい
ての理解と意見の陳述ができるよう必要な時間を確保している。また、監事の求めに応じて常務理

事会をはじめ学園としての意思決定に関係する各種会議や委員会等の議事録や資料を閲覧する機

会を設けている。

⑤ 監事監査に必要な資料の提供、説明等、十分
な情報提供を行う。

常務理事会をはじめ学園としての意思決定に関係する各種会議や委員会等の議事録や資料を閲

覧し、必要に応じて理事や事務局が説明する機会を設けている。また、決算時に実施している期末

監査（理事長はじめ常務理事が出席）においては、事業報告書や決算書類を提示し、その内容につ

いて説明している。

⑥ 監事間の連携の深化を図るべく、必要に応じ
て監事会を開催する。

理事会・評議員会の前後や監事監査、内部監査室との意見交換の際に、適宜、監事間で打合せを

行い、連携を深めている。

⑦ 監事と会計監査人、内部監査室等とが協議す
る場を設定する。

監事は、監査法人から年に数回定期的に監査報告を受け、会計監査上の問題について協議を行っ

ている。また、適宜、監事と内部監査室と意見交換ができる場を設けている。

⑧ 監事に対する研修機会を提供し、その充実を
図る。

文部科学省・日本私立大学連盟等が実施する研修について監事に情報提供をしている。

⑨ 監事の独立性を確保するために、その専門性
を考慮しつつ、監事選任基準の明確化または監

事指名委員会を設置するなどの方法によって監

事を選任する。

監事は、学園の寄附行為において、独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができ

る者を選任するよう定めている。これに従って、候補者を理事会において選出し、その候補者のうち

から評議員会の同意を得て、理事長が選任している。

◆学校法人共立女子学園寄附行為より一部抜粋

（監事の選任及び職務）

第13条　監事は、この法人の理事、職員（学長、校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）、評
議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補

者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

２　前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができ

る者を選任するものとする。

⑩ 監事監査の継続性を担保すべく、監事の選任
時期について留意する。

監事の任期は３年としており、再任も可能である。補欠の場合の任期は、前任者の残任期間とする

ことができる。また、任期満了後でも後任者が選任されるまでは、その職務を行うことになっている。
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◎遵守原則３－２

会員法人は、社会からの信頼を損なうことがないように、理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るとともに、大学で起こり得る利益相反、研究活動に関わる不正行為

等について、その防止のために必要とされる制度整備を行い、実行する。

〇重点事項３－２ ●実施項目３－２ 本学の状況

会員法人は、ガバナンスを担

保する内部チェック機能を高め

るため、有効な内部統制体制

の確立を図る。

①法令等の遵守に係る基本方針・行動基準を定

め、事業活動等に関連した重要法令の内容を役

職員に周知徹底する。

リスクの未然防止及びリスク発生時の学園の対応について定めたリスク管理規程において法令遵

守を「教育・研究事業活動遂行に関連するリスク」の一つとして位置付けている。

事業活動に関連した重要法令の内容については、関係機関からの通知等の公文書を担当部署に

配付するとともに必要に応じて学内のグループウェア等を活用した情報提供を行うことにより役職員

への周知を図っている。

②法令等遵守体制の実効性に重要な影響を及

ぼし得る事項について、理事会及び監事に対し

て定期的に報告がなされる体制を整備する。

学園で定めているリスク管理規程では、法令遵守に関する事項もリスクの範囲に含めまれており、リ

スク発生やリスクに結びつく重要情報を入手した場合は、事務局長を通じて理事長及び常務理事に

報告することとなっている。また、こうした事項については、適宜、理事会に報告するとともに、理事

長と監事との間で、理事会終了後の時間等を活用して意見交換を行っている。

③学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある

事象への対応について、理事会その他の重要な

会議等において、十分な情報を踏まえたリスク分

析を経た議論を展開する。

学園で定めているリスク管理規程において、リスク発生時において必要な場合は理事長又は常務理

事を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて信頼のおける専門家からの助言も得ながら、情

報の収集・分析や再発防止策の検討などを一元的に行うこととしている。

④理事等が、事業内容ごとに信用・ブランドの毀

損その他のリスクを認識し、当該リスクの発生可

能性及びリスク発生時の損害の大きさを適正に

評価する。

学園で定めているリスク管理規程による全体の包括的なリスク管理をはじめ、研究活動、公的研究

費、ハラスメント防止、情報セキュリティや公益通報など想定されるリスクに関して、事象ごとに必要

な規程を整備し、理事長や常務理事、設置校の長などを責任者としてリスク評価も含めて対応でき

る体制を整備している。

⑤不正または誤謬等の行為が発生するリスクを

減らすために、各担当者の権限及び職責を明確

にするなど、各担当者が権限及び職責の範囲に

おいて適切に職務を遂行していく体制を整備す

る。その際、職務を複数の者の間で適切に分担

または分離させることに留意する。

大学運営を含め法人運営に関して全学的な観点で対応が必要な事項については、事項に応じて委

員会等を設置して対応することとしており、その役割や担当者の権限、責任については、委員会等

ごとに整備した規程の中で明示している。

事務組織に関しては、「共立女子学園事務組織規程」において、部署ごとの所掌業務や職制などを

明確に示した上で、業務における複数チェックや人材育成基本方針に基づいたジョブローテーション

により、不正または誤謬等の行為が発生するリスクを減らしている。

⑥職務を特定の者に一身専属的に属させること

により、組織としての継続的な対応が困難とな

る、あるいは不正または誤謬等が発生するといっ

た事態が生じないよう、権限及び職責の分担や

職務分掌を明確に定める。

⑤に記載している内容と共通

なお、事務職員については「事務職員人材育成方針」を定め、ジョブローテーションによる人材育成

に基づく人事配置を行うこととしている。

⑦内部監査室あるいはこれに相当する業務を担

当する部署等を設置するなど、内部チェック機能

を高める。

学園業務の適性化、効率化など内部チェック機能を担う組織として理事長のもとに内部監査室を設

置している。

⑧内部監査基準または内部監査ガイドライン等

の内部監査に関する諸規程を整備し、内部統制

体制を確立する。

監査の対象、種類、区分のほか年間計画の策定をはじめ監査実施上の手続きや手順など内部監

査に必要な事項を盛り込んだ内部監査規程を整備している。

⑨相互牽制機能が働く有効な体制を整備し、監

事、会計監査人及び内部監査室等による三様監

査体制を確立する。

監事、監査法人、内部監査室がそれぞれ独立して監査を実施するとともに、情報共有および意見交

換ができる場を設けている。

⑩学校法人の財務状況に重要な影響を及ぼし

得る事項について、財務担当理事と会計監査人

との間で適切に情報を共有する。

学園の財務状況に関する重要課題については、理事長・常務理事と監査法人との間で定期的に情

報交換を行っている。

⑪理事会その他の重要な会議等における意思

決定及び個別の職務執行において、法務担当及

び外部専門家に対して法令等遵守に関する事項

を適時かつ適切に相談する体制を構築するな

ど、法令等を遵守した意思決定及び職務執行が

なされることを確保する体制を整備する。

法人事務局にコンプライアンス担当の職員を配置し、理事会その他の重要な会議等における意思

決定及び個別の職務執行にあたっては、関係法令をはじめ学園諸規程や社会規範等に照らした実

務的なチェックを行っている。また、顧問弁護士と契約し、法的に高度な専門知識や対応が必要な

場合に随時、適切な助言等を受けながら業務執行が遂行できる体制を整備している。

⑫教職員等が違法または不適切な行為、情報

開示内容に関し真摯な疑念を伝えることができる

よう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検

証され適切に活用されるよう、（消費者庁の「公

益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整

備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」

（平成28年12月９日）等を参考にして）内部通報
に係る体制を整備する。

公益通報者保護法に基づき「学校法人共立女子学園公益通報及び相談に関する規程」を制定し、

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」

を参考にして、法令違反行為等に関する調査・報告を行う体制をはじめ事実が明らかになった際の

是正措置や再発防止措置等についても明確に定めている。
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◎遵守原則３－３

会員法人は、自らが行う教育研究活動に係る情報や、それを支える経営に係る情報について広く社会から理解を得るため、様々な機会を通じて、積極的に情報を公開する。

〇重点事項３－３－１ ●実施項目３－３－１ 本学の状況

会員法人は、広く社会に対して、

継続的かつ時宜に適った情報

公開を行うための制度整備をさ

らに進める。

① いつ、どのような情報を、誰に対して、どのよう
に開示するかなどを規定した情報公開基準また

はガイドライン等の諸規程を整備する。

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平成２２年文部科学省令第１５号）に基づき、大学・

短期大学ホームページに情報を公開しており、特に教育・研究活動等の情報は「学生・学修に関す

る情報」に取りまとめている。

◆学生・学修に関する情報

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/disclosure/student-info/

② 公正かつ透明性の高い情報公開を行うため、
開示すべき情報が迅速かつ網羅的に収集され、

法令等に則って適時、正確に開示することのでき

る体制またはシステムを整備する。

上記3-3-1①に示した省令に定められている公表事項については、担当部署により情報を恒常的に
更新できるようなシステム・体制を整えており、その運用・管理については「学校法人共立女子学園

ホームページ運用・管理規程」において定めている。

③ 法令に定められた財務書類等を適切に公開
する。

私立学校法に定められる財産目録、貸借対照表および収支計算書等については、学園の寄附行為

の定めに従い、学園・大学・短期大学ホームページにおいて公開をしている。

◆財務情報の公開

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/disclosure/zaim-info/

④ 中長期計画、事業計画との連関に留意した事
業報告書の作成を通じてその進捗状況を公表す

る。

各年度の事業計画は中期計画で示した目標を達成するための具体的な取組をとりまとめた形で策

定しており、事業報告書にはその進捗状況を整理したものを盛り込んで作成している。また、中期計

画については、3年目終了時点で中間評価も実施しており、これらはすべて学園ホームページにて
公表している。

◆事業報告書（財務情報の公開）

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/
◆第二期中期計画中間評価

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/termplan/

⑤ 認証評価結果、外部評価結果及び設置計画
履行状況等調査結果等、学外からの評価結果等

を公表する。

認証評価、外部評価及び設置計画履行状況等調査など学外の評価結果については、大学・短期大

学ホームページにて公表をしている。

◆認証評価結果・外部評価結果

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/outline/hyouka.html
◆設置計画履行状況報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/outline/kanren/

⑥ 学校法人が相当割合を出資する事業会社に
関する情報を公開する。

学園が出資している事業会社である株式会社ウィズ・ケイに関する情報は、公表している学園の事

業報告書の中で同社の事業内容や財務状況等に関する情報を掲載している。また、学園のホーム

ページから関連リンク先として同社のホームページにアクセスできるようにしている。

◆事業報告書

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/

⑦ 公表した情報に関する外部からの意見を聴取
し、反映できる体制を整備する。

外部からの問い合わせ先として各担当部署の連絡先を学園ホームページに公開し対応している。

◆お問い合わせ

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/inquiry/

〇重点事項３－３－２ ●実施項目３－３－２ 本学の状況

会員法人は、情報を公開するに

当たり、幅広いステークホル

ダーの理解が得られるよう、そ

の公開方法の工夫・改善を図

る。

① 公開する情報の包括性、体系性、継続性、一
貫性及び更新性に留意する。

学校教育法など法令上公開が義務づけられている情報をはじめ主要な教育情報は大学･短期大学

ホームページにおいて開示しており、最新の情報を随時アップデートするとともに可能な限り同じ形

式にして経年比較等ができるよう工夫している。

② 公開した情報へのアクセシビリティ及びユーザ
ビリティの向上を図る。

様々なステークホルダーに対応するため、学園及び全ての設置校のホームページには、メニュータ

ブやステークホルダー別のリンク、サイト内検索などの機能を備えている。また、ユーザーが視聴す

る媒体（PC、タブレット、スマートフォンなど）のサイズに合わせて最適なデザインに自動調整される
ようにしている。

③ 情報の受け手にとっての理解容易性、明瞭性
及び重要性に留意し、グラフや図表を活用した資

料等、幅広いステークホルダーが理解しやすい

手段によって情報を公開する。

情報の公開にあたっては、ステークホルダーが理解しやすいよう可能な限り平易な表現をするよう

心掛けており、特有の専門用語等を使用する際は注記を入れているなどの工夫をしている。また、

財務情報については、学校法人会計についての説明やグラフ・図表を用いた資料を活用し公開する

等の工夫をしている。

◆学校法人会計について（勘定科目の説明含む）

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/about/disclosure/zaim-info/report_zaimu.pdf
◆収入・使途説明グラフ

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/financial/disclosure/graph.html

④ とくに収支の均衡状況、将来必要な事業に対
する資金の積立状況や資産と負債の状況につい

て、学校法人の信頼性、透明性及び継続性の観

点から、理解容易性、明瞭性に留意した情報を

公表する。

事業報告書に掲載している財務概要の解説においては、財務諸表それぞれについて主要科目ごと

の状況をピックアップして掲載するとともに、過去5年間の経年推移や財務比率を併せて掲載するな
ど、財務状況がより理解しやすくなるような情報提供に努めている。

◆事業報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/

⑤ 中長期計画並びに事業計画との連関に留意
した評議員会への事業の実績報告や事業報告

書の作成を通じた経営上の課題や成果の明確

化、共有化により、経営改革を推進する。

評議員会への諮問にあたって、中期計画と事業計画・事業報告書の関係を明確にした上で、その内

容とともに経営上の課題や成果についてわかりやすく説明している。

⑥ 大学に特有の用語に関してはわかりやすい説
明を付すなど、大学関係者以外の幅広いステー

クホルダーからの理解が得られるよう工夫する。

情報提供にあたっては、特有の専門用語等を使用する際は注記を入れるなど、ステークホルダーか

ら理解が得られるよう努めている。
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基本原則「４．継続性の確保｣

会員法人は、それぞれの建学の精神等の基本理念に基づき、その使命を果たすため、大学における教育研究活動の維持、継続並びに発展に努める必要がある。

◎遵守原則４－１

会員法人は、私立大学の教育研究活動の継続性を実現するため、大学運営に係る諸制度を実質的に機能させ、自律的な大学運営に努める。

〇重点事項４－１ ●実施項目４－１ 本学の状況

会員法人は、大学運営に係る諸

制度によるガバナンス機能の向

上のため、評議員会、理事会及

び監事等の機能の実質化を図

る。

① 政策を策定、管理する責任者（理事長、常務
理事、学長をはじめとする理事等）の権限と責任

を明確化する。

理事長、常務理事等の職務権限や責任については、寄附行為においてその基本的な職務権限を定

めている。

② 政策を策定、管理する責任者の選任、解任に
係る手続き等を明確化する。

役員の選任・解任の手続きは寄附行為に定めている。

③ 政策を執行する責任者の権限と責任を明確
化する。

学長をはじめとする教学面の責任者の職務権限等については、それぞれ学則に定めている。事務

局における責任者や所掌業務は、事務組織規程に定めている。

④ 理事会、監事及び評議員会等のガバナンス
機関において、機関内及び機関間の有効な相互

牽制が働くような仕組みを構築する。

理事会、監事及び評議員会等における相互牽制機能が有効に働くようその役割・機能について寄

附行為に定めている。

⑤ 理事会及び監事が、理事長や特定の利害関
係者から独立して意見を述べられるか、モニタリ

ングに必要な正しい情報を適時、適切に得ている

か、理事長、内部監査人等との間で適時、適切

に意思疎通が図られているか、理事会及び監事

による報告及び指摘事項が適切に取り扱われて

いるか、を定期的にチェックする。

理事会等の運営においては、議長が議案ごとに理事、監事に対して意見を求め確認しており、特別

な利害関係を有する者については、寄附行為の定めに従い議決に参加しないようにしている。ま

た、モニタリングの参考となる学園の動向や刊行物、各種のデータなどの情報を適時提供するととも

に、理事会終了後にも理事長と外部理事や監事が適宜意見交換を行う機会を設けている。このほ

か監事は、定期的に実施している役員執行部との意見交換や監査法人との報告会などを通じて、

業務運営上の課題等について相互に意思疎通を図っている。

⑥ 教学組織と法人組織の役割・権限・責任を明
確化する。

法人組織及び理事会等の役割・権限については寄附行為に定めている。また、法人運営の意思決

定に必要な事項は常務理事会、教学に関して意思決定に必要な事項は教学側の責任者を構成員

とする研究科長・学部長・科長会を設置しており、それぞれのミッションや審議事項をはじめ必要な

事項について規程を定め、役割・権限・責任を明確化している。

⑦ 政策を策定、管理する責任者（常務理事等）
が政策の執行状況を確認できる仕組みをＩＴの活

用等により構築する。

常務理事ほか常勤理事は、政策決定に係る主要会議･委員会のメンバーになっており、これらの会

議等において政策の執行状況が確認できるようになっている。また事務局が発信する内外の情報

や各種の決裁情報等にグループウェアからアクセスできるシステムを構築している。

⑧ 経営情報を正確かつ迅速に教職員等に伝達
するためのＩＴ環境を整備するなど、学校法人経

営に係る当事者意識を醸成する仕組みを構築す

る。

法人経営に関する各種の会議資料やデータについては随時更新し、グループウェアからアクセスで

きる仕組みを設けている。また、予算・決算をはじめ事業計画や事業報告書など経営に関わる重要

かつ基本的な情報は理事会等での議決後、速やかに学園ホームページに掲載するなど、常に学園

の経営情報が身近に接することができるようなIT環境を整備することで教職員の当事者意識を醸成
している。

◆予算について

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/financial/yosan/
◆決算について

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/financial/kessan/
◆事業計画・報告書

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/

⑨ 理事会や常務理事会等の議決事項を明確化
する。

理事会の議決事項は、寄附行為に定めている事項のほか、学園で定めている規則や規程の中で理

事会の議決が必要な旨を条文化している。また、常務理事会の附議・承認が必要な事項を列挙した

規程や内規を定め、明確化している。

⑩ 理事会、評議員会の開催に当たり、資料を事
前に送付するなど、十分な説明や資料を提供し、

構成員からの意見を引き出すための議事運営の

仕組みを構築する。

寄附行為上、理事会及び評議員会に附議すべき事項については、会議開催の7日前までに通知す
ることを原則としているが、運用上は2週間前には附議事項と合わせて当日の配布資料を送付し、
構成員の理解を得るのに十分な時間を確保している。配布資料についてもできるだけわかりやすく

作成するとともに会議の席上でも丁寧な説明を行い、質疑応答の時間も十分に確保するよう心掛け

ている。また、オンラインによる参加も可能とするよう寄附行為を変更し、より意見表明の機会が確

保されるよう努めている。

⑪ 評議員の定数は学校法人の規模を踏まえた
数とする。

評議員の定員数は、理事(12名以上14名以内)の定員の2倍程度となる26名以上31名以内、と寄附
行為に定めており、規模に応じた人数と認識している。

⑫ 学校法人内外の人材のバランスに考慮しつ
つ、理事及び評議員等に外部人材（選任時に当

該学校法人の役員、教職員でない者*）を積極的
に登用（理事、評議員については複数名）する。

理事については現員12名中のうち7名(58%)を、評議員については現員28 名のうち11名(39%)を
外部から登用している（2022 年4月現在）。

⑬ 外部人材に経営情報を正確かつ迅速に伝達
し、運営の透明性を確保するとともに、外部人材

からの意見聴取の仕組みを整備する。

外部から登用している理事、評議員が多いことから、理事会、評議員会に配布する資料については

できるだけわかりやすく作成するとともに会議の席上でも丁寧な説明を行い、質疑応答の時間も十

分に確保するよう心掛けている。また、オンラインによる参加も可能とするよう寄附行為を変更し、よ

り意見表明の機会が確保されるよう努めている。また、議案のほか、学園の最新の状況についてま

とめた資料やデータ等を提供し、意見交換を行う時間を確保している。

⑭ 理事、評議員及び監事に対する研修機会を提
供し、その充実を図る。

理事、評議員及び監事には、文部科学省をはじめ日本私立学校振興・共済事業団や日本私立大学

連盟等が主催する研修会や会議等に関する情報を随時提供している。
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◎遵守原則４－２

会員法人は、私立大学の教育研究活動の継続性を実現するため、財政基盤の安定化、経営基盤の強化に努める。

〇重点事項４－２－１ ●実施項目４－２－１ 本学の状況

会員法人は、私立大学の教育

研究活動の継続性を確保する

ために、学生納付金以外の収入

の多様化等によって、財政基盤

の安定化及び強化を図る。

① 「寄附を受ける」から「寄附を募る」への転換を
図り、寄附金募集事業を推進するための体制を

整備する。

奨学制度の充実及び教育研究活動の推進のため「共立女子学園フューチャーズ募金」を設立し、寄

付金募集事業を推進するための募金事務室を置いている。

◆共立女子学園フューチャーズ募金

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/bokin/outline.html

② 理事長、学長等のトップ層が寄附募集活動の
重要性を認識したうえで、業務としての寄附募集

の位置づけを明確にし、教職員の寄附募集に係

る意識と理解の深化を図る。

募金事務室にて寄付金募集事業を実施しており、随時理事長と情報を連携しながら組織的に推進し

ている。

③ 「大学のミッション、ビジョンの実現に向けた事
業」「大学の将来（機能別分化、個性化、多様化

やグローバル化）に向けた事業」や「スポーツ・文

化振興、地域振興、社会貢献、その他社会の

ニーズに合致した事業」等の目的を明確化したう

えで、寄附者からの共感を得て寄附を募る。

趣意書や大学・短期大学ホームページにて寄付金の目的及び応募状況を報告している。また、在学

生や卒業生などに随時趣意書を発送し、本学の募金事業の周知を行っている。

④ 補助金を含めた外部資金に係る情報収集、情
報共有（学内広報）、研究シーズや成果の情報公

開（学外広報）を推進するための体制を整備す

る。

事務局に教員の研究活動の推進・支援に関することを所掌する部署（教育学術推進課）を置いてお

り、科学研究費助成事業に関する情報について随時学内グループウェアを通じて発信し共有化を図

るとともに教員の研究業績や研究活動の情報を大学・短期大学ホームページに掲載するなど、学外

への情報発信を行っている。

⑤ 補助金を含めた外部資金獲得のための円滑
な事業運営や研究推進のための体制を整備す

る。

補助金を含めた外部資金に係る各種の情報について、それぞれ事務局の関係部署が収集・共有

し、獲得に向けて連携しながら組織的に具体的な取り組みを進めている。

⑥ 社会・地域連携、産学官民連携、大学間連携
や高大連携を通じた外部機関との連携を推進す

るための体制を整備する。

地域連携、産学・大学間連携等、外部機関との連携を推進し、組織的な支援を行うことを目的とした

社会連携センターを設置している。

⑦ リスクを考慮した資産の有効活用を行うため
の規程及び体制を整備する。

資金の運用に関する取り扱いの基準や運用方法等を定めた規程を整備するとともに、専門の知識

を有する学外の有識者を含む委員会を設置し、リスクを十分考慮しながら運用を行っている。

〇重点事項４－２－２ ●実施項目４－２－２ 本学の状況

会員法人は、幅広いステークホ

ルダーからの信頼性確保及び

教育研究活動の継続性確保の

ために、危機管理体制を拡充す

る。

① 管理運営上、不適切な事案が生じた際には、
速やかな公表と再発防止が図られる体制を整備

する。

不適切な事案を含め、リスク事象が発生した場合の具体的な対応方策をリスク管理規程として定め

ており、必要な場合は対策本部を設置するなど広報体制や再発防止策を含め万全な体制で対応に

あたることとしている。

② 危機の発生に備え、危機管理時の広報業務
に係るマニュアル、緊急時の対応マニュアル等、

危機発生時に必要となる各種マニュアルを整備

し、教職員、学生等に広く周知する。

リスク発生時における学園としての全般的な対応は、リスク管理規程において具体的に定めてい

る。災害時の対応については、「災害時対応マニュアル」を整え、教職員用はグループウェアに、学

生用はキャンパスガイドに掲載し、常に確認できるようにしている。

◆共立女子大学・共立女子短期大学の災害対策

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/disclosure/campus-info/saigai.html

③ 危機の発生を未然に防止するためのシステム
及び体制を整備する。

学園のリスク管理規程において、リスクを未然に防止をするための教職員の心構えを明記するとと

もにリスクに結びつく情報を迅速に入手し、必要に応じて役員執行部が対応について協議する体制

を整えるまでの手順を具体的に定めている。

また、大規模災害が発生した場合、教職員用災害時対応マニュアルにおいて、学園災害対策本部

を中心とした体制を定めている。

④ 危機が発生した場合、あらかじめ整備した緊
急時対応マニュアル等に基づき対応する。

リスクが発生した際は、情報収集から対策本部の設置による対応に至るまでの手順を詳細に定め

た学園のリスク管理規程に基づき、行動することとしている。また、災害時においては教職員用災害

時対応マニュアルに基づき行動することとしている。

⑤ 情報システムへのアクセス権限を厳格・適切
に設定する。

情報システムへのアクセスについては、利用者個々のアカウントについて所属や資格、業務に合わ

せて適切かつ厳格に権限設定を行っているとともに、年1回の外部機関によるシステム監査を受診
している。

⑥ 情報セキュリティ体制の適切性及び運用状況
を検証する

学園の内部監査規程において、業務監査、財務監査のほかに監査の種類としてシステム監査を実

施することとしており、「学園の業務で使用しているシステムが法令及び学園諸規程等に準拠して、

適正かつ効率的に運用されているかを検証するとともに、システムの信頼性、安全性及び効率化の

観点から監査を行う。」と定めている。
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