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認証評価結果

判定】
【
評価 の結果、神戸国際大学 は、 日本高等教育評価機構 が定 める大 学評価基準 を満た して
いる と認 定す る。
【
認定期間】
平成 21(2009)年 4月 1日 か ら平成 28(2016)年 3月 31日 まで とす る。
条件】
【
大学 の教育研 究 目的 を達成す るため に必 要な財政基盤 を早急 に改 善 し、 平成 26(2014)
年 7月 末 に認証評価 時以 降 の財務状況 に関す る報告 書 (根 拠資料 を含 む)を 提 出す る こと。
‖ 総評
建学 の精神及び教育理念や 目的は、 さまざまな手段 を用 いて 学内外 に示す 努 力がな され
て いる。キ リス ト教精神 に基づ く教育理念 の学外 へ 明示、そ して使命 。目的 の明確化 と学
内外 へ の 明示 につ いて は、十 分 とはいえないが、改善 の努力がな されている。
教育研究 の 目的 の達成 のための組織や 附属機関は整 っているが、そ の運営 に係 る規程の
整備な どが望 まれ る。教 養教育 では、ユニ ッ ト制度な どに基づ くユニ
な教育課程が編
=ク
成 されて い るので、それ らの更なる充実 のためにも全 学的な運営 ・ 責任体制 の確立 に期待
す る。組織や意思 決定機 関 に関 しては、新学部 の完成 に向けて、更 に整 理・ 整備 されてい
くことが期待 され る。
教育 目的 の達成 のた め に教育課程 の編成方針 は適切 に設定 されてお り、独 自のユニ ッ ト
制度 の導入な ど、教育 目的が教育課程及 び授業科 目に反 映 されている。ただ し、学習 目標
と成績評価 基準 を更 に明確化 し、 これ をシラバスで提示 す る ことを期待 したい。
全学及び各学科 のア ドミッシ ョンポ リシー は明確化 され、運用 されて いるが 、 一部 の学
科で定員 を充足 してお らず、検討 中の対策 の早期実施 と一 層 の努力が求め られ る。 学生へ
の学習支援体制、学 生サ ー ビス体制 を整備 し、キ ャ リアセ ンター を中心 に就職 。進学支援
には努 力 している。
教員数 は、大学設置基準 を上回る専任教員 を確保 し、年齢 バ ランス も良 く、適切な採用
と配置 を行 って いる。 FD(Faculty Development)に 対す る組織 的な取組みがな されている
が、授業 ア ンケー ト結果 のよ り積極的な公表が期待 され る。
職員 の組織編成 については、適材適所 を基本 コンセ プ トに適切な配置が行われている。
人事評価 制度 の導入 と適切な運用 は評価 できる。職 員 の資質向 上で ある SD(Staff Deve‐

lopment)に ついて は、大学で組織的に実施す る方 向で検 討す る ことが期待 され る。
大学 の管理運営 に関 しては、法人 の寄附行為や諸規程 に則 り、適切 に機能 して いる。理
事長 の諮問 を受 け、大学運営 の施策 の立 案 を行 う 「大学企画運営会議」 を設置 し、管理部
門 と教学部 門 との恒 常的な連携 に努めて いる。 自己点検 ・ 評価 に関 しては、学外 へ の積極
的な公表が望 まれ る。

神戸国際大学
財務面 で は、法人全体 で帰属収入か ら消費支 出 を控除 した金額が 4年 連続 マ イナ ス、消
費収支 につ いて も 5年 連続均衡 を欠いて いる。大学は、4年 間 の 中長期財政計画 を策 定 、
帰属収支 の均衡 を目標 に財務体質 の改善 。強化 の努力 を しよ うとして いるが、第 2号 基本
金 へ の組入れ計画 がない こと、一 部 の学科 の定員未充足 、そ して 附属高等学校 の生徒数 の
定員割 れな ど、極めて厳 しい財務状況 を抱えて いる。 また、財務状況 の公 開 に関す る工夫
も必要で ある。
教育環境面 では、大学設置基準で規定 されて いる教育研究 目的 の達成 に必 要な設備 ・ 環
境 が整 って いる。 また、アメニ テ ィも十分整備 され、バ リアフ リーな どの安全 な環境 にも
配慮 して いる。
社会人 に対 して 「フ レン ドシップ会員制度」 を設 け、諸講座 を開講す るな ど、大学 の資
源 を十 分 に 開放す るべ く努 力 をして いる。また、地域連携 の一環 として、「六甲アイ ラン ド
地域振興会」 な どと協働す るな どして、地域貢献 と協 力 を図って いる。
社会的 な機 関 として必要な組織管理 に関す る諸規程が整備 され適正 に運用 されて いる と
ともに、危機管理 について も、総合的な 「神戸 国際大学防災 マニ ュアル」 を作成 し、全 教
職員 に配 付 し、周知徹底 を図って いる。そ のほか 、学 生の携帯電話 を利用 した緊急連絡や
海外 に留学す る学 生な どに向けた、海外での危機 に関す る対応な ど、社会的責務 に関連 し
て さまざまな努 力がな されて いる。ただ、研究成果 の公表 に関 して、今後 ホ ー ムペー ジな
どを通 して 学 内外 に公表す る ことが期待 され る。
Ⅲ 基準 ごとの評価
基準

1.建 学の精神

。大学の基本理念及 び使命 ・ 目的

判定】
【
基準 1を 満た している。
判定理 由】
【
創学者 の建学 の精神、大学 のキ リス ト教精神 に基づ く教育理念や 目的 については、学生
便覧 、学則 、ホーム ペー ジに掲載 されてお り、学校内行事 でも説明されて いる。また、学
生便覧 にはその精神 が詳 しく説明されて いるが、ホームページには必ず しも詳 しく述 べ ら
れてお らず、大学案内は どこに示 されているのか不明である。学則 にも定め られて いない。
学外 へ の建学 の精神 の明示 に関 して、改善 を図 り、浸透策を講 じていくとして いるが、そ
の具体的対策 が真 に実行 されることが望 まれる。ただ し、学 生及 び教職員に対 して関連授
業科 目の開設、学校行事 、「八代斌助資料 コーナー」の整備、「キ リス ト教センター委員会」
の活動な ど、あ らゆる機会 を通 じて建学 の精神 を浸透 させるよう努めて いる。
大学 の使命 。目的は、学校法人寄附行為第 3条 に示 されて いるが、学内外 に示す という
意味では、十分 とは言えない。学部や学科 の 目的 の示 し方 が、学則 、大学案内、学生便覧
な ど、刊行物の間で表現 の不統 一が見 られ、大学 の在 り方 の根幹 に関わ る問題 でもあるの
で、統 一 を図ることが期待 される。
礼拝が 1年 次 生を対象 として行われ、「キ リス ト教概論」「キ リス ト教史」 を開設 し、建

神戸 国際大学
学 の精神、大学 の使命 。目的 の 明示 に関 し、改善 を図る努 力を している ことは認 め られ る。
基準 2.教 育研究組織
判定】
【
基準 2を 満た して いる。
判定理 由】
【
教育研究 上の 目的 を達成す るために必 要な組織 として

2学 部 3学 科 のほか、セ ンター 、

研究所な ど多様な附属機 関 を設置 して、キ リス ト教精神 に基づ く人間形成、国際的な経済・
産業界 で活躍 す る人材 、更 に保健・ 福祉 を担 う人材 の養成 を行 って いる。平成 19(2007)
年度以降 、経済学部 の改組 、 リハ ビリテ ー シ ョン学部 の 開設、更 に質 の高 い留学生 の確保
を目指 した国際別科 の 開設な ど、時代や社会のニー ズに対応 した教育研究 の充実 に努 めて
いる。平成 21(2009)年 リハ ビリテ ー シ ョン学部 を開設 し、2学 部体制 にな ってか らの組織
とそ の運営 に関わ る規程の整備な どに遅れが見 られ るが、
現在そ の作業が進め られて い る。
新学部設置 に伴 い、 全学教授会 と学部教授会 の役割分担 が学則 に規定 されたが、各学部
の独 自性 を失 う ことな く、全体教授会で の検 討結果 を教学運営 に反 映 させてい くため、各
種規程 の見直 し、改 正 によって、全 学及 び 学部 の教学 に関わ る意思決定組織がよ り整理 さ
れ る ことが期待 され る。
教養教育 について は、経済学 部 は 「大学基礎論」な どの学部共通教育科 目に加 え、ユニ
ッ ト制度 とい う特色 あるカ リキ ュラム と専門選択 制 を導入、教 養教育 としての学科間共通
教育 ユニ ッ ト科 目を設置 し、学 びたい科 目を自由 に選んで 自分 の方 向性 を決 定 してい くシ
ステム を構 築 して いる。 一方、 リハ ビリテ ー シ ョン学部 にお いては、教養科 目 「科学的思
考」な ど独 自の専 門性 に基づ いた教養科 目を設置 し対応 して いる。 また、初 年次 にできる
だけ小 グル ー プでの指導 を取入れ るな ど、それぞれ の学部 では教養教育 を重視 した取組み
が行われ てお り、全学的な教養教育 の責任体制 の確立 に課題 はあるが、概ね教養教育 の実
施体制 は整備 されて いる。
基準 3.教 育課程
判定】
【
基準 3を 満た して いる。
判定理 由】
【
学則第 1条 の大学 の使命 。目的である 「聖公会キ リス ト教 の精神 に基づき、全人格的人
間形成 を目指す」 を反映す るもの として、 1年 次前期 に 「チ ャベ ル ウイ ー ク」 を設 けて、
チ ャベ ルで建学 の精神 を学習 し、大学 生活 の意義 を考 える機会 に して いる。 また、各 学部
の教育課程 は当該学部 の教育 目的 に則 した編成 とな ってお り、教育方法 、授業科 目にも反
映 されて いる。
経済学部 の新教育課程 へ の移行 、ユニ ッ ト制 の導入、 リハ ビリテー シ ョン学部 の 開設な
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ど、近 年相次 いで 大 きな改革 が進 め られてきて いるが、新体制下 での教育 目的 の達成状況
を点検 ・ 評価す るための早急 な取組みが期待 され る。
教育 目的 の達成 のために教育課程 の編成方針 は適切 に設定 されて いる。ただ し、教育 目
的 の達成 に関 わ り、各科 目の学習 目標 や成績評価 基準 につ いて シラバス に明示 し、学 生に
周知す る ことが望 ま しい。
経済学部 「ユニ ッ ト制」 はユニー クで あ り、学生 に学 びたい ことを学 ばせ、学びの方 向
性 を柔軟 に選択 し得 るシステム を提供 して いる点は評価 で きる。 また、教養教育 に関す る
教育課 程 は学部別 に編成 され、特 に経済学部 の 1年 次 ゼ ミで ある 「大学基礎論」 で は、大
学 で学 ぶ基礎 的知識 。能 力 の獲得 を 目指す内容 を盛込み、活用 している。大学 の特色 とし
て、少人数制や ユニ ッ ト制 によるきめ細か い指導 、更 に実践 に即 した指導 をな し得 る状 況
が教育課 程 の編成 にも表れ て いる。経済学部 では 1年 次 か ら職業観 を養 い、人間形成 につ
なげる ことを 目指 して、キ ャ リア教育 を体 系的 に実施す るな ど教育内容 に工夫がな されて
いる。
【
優れ た点】
・ 履修 モデル をモジュー ル化 した ユニ ッ ト制は、経済学部 の新たな教育課程編成 の基本 と
なってお り、特色 ある取組み として評価 で きる。
【
参考意見】
・ シラバス に、各科 目の学習 目標 、成績評価 基準 を明示 し、学 生 に周知 を図る ことが望 ま
れ る。
基準 4.学 生
判定】
【
基準 4を 満 た して いる。
判定理 由】
【
建学 の精神 に基づ いて 全学及び各学部・ 学科 のア ドミッシ ョンポ リシー を定 めてお り、
学則 、ホームペー ジ、大学 案 内な どに記載 して いる。受験 生や高等学校 に対 しては、ホ ー
ム ペー ジ、進学説明会、高校訪 問な ど多様 な機会 を通 して周知 に努 めて いる。
入学者選抜 につ いては、9種 類 の多様 な入試 区分 を用意 し、ア ドミッシ ョンポ リシー に
沿 って全 学的 な入試体制 の もとで実施 している。
入学定員 に対す る入学者数 につ いては、経済学部都市環境 。観光学科 が入学定員 を充足
して いな い ことにつ いて対策 を検討 中で ある。また、在籍学 生につ いて は、学習支援体 制、
学生サ ー ビス体制 、就職 。進学支援体 制 が整備 されつつある。
全学 的 に実施 して いるオ フ ィスア ワー 制度 に加 えて、学習支援室 を設置 し、学生の相談
体制 の強化 を図 つて いる。学生 の意見 をくみ上げるため の意見箱 を設置 し、学生 の提案 ・
不満 ・ 意見な どについて 学長 が 目を通 し、回答・ 対応 を掲示板 にて公 開 して いる。
学生サ ー ビスにつ いて は、学 生奨学金 による経済的な支援 を行 って いる。学生及び私費
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外 国人留学生 には学内奨学金や授業料減免制度 を導入 している。課外活動 には活動助成金
の支給や部室 の提供 を行 い、運動施設 も整備 して いる。「学生課保健 セ ンター」が学生 の健
康相談 、心的相談 、生活相談 にあたっている。
就職 。進学支援体制 については、全 学組織 のキ ャ リアセ ンター が就職全般 の支援 を行 っ
ている。 4年 間一 貫 したキ ャ リア教育 を支援 す る体 制 として 「キ ャ リア教育 。支援連絡調
整委 員会」 を設置 して いる。職業適性検査、 一般常識テス ト、SPI試 験 を、全員 が無 料 で
受験で きるよ うに してお り、キ ャリア教育支援 に努 力 している。
【
優れ た点】
。
「学 生課保 健 セ ンター 」において、年度初 めに新入生全 員 に対 して個 別面談 を実施 し、学
習 上、生活 上の 問題点 の早期発見 に努 めて いる点は評価 できる。
・職業適性検 査、一般常識テ ス ト、SPI試 験 を全員 が無料で受験できる点は、評価 できる。
基準 5.教 員
判定】
【
基準 5を 満た している。
判定理 由】
【
教員数 は大 学設置基準 を上回る専任 教員数 を確保 してお り、専任教員 の職位、年齢 バ ラ
ンス も適切で ある。基幹 とな る授業科 目は専任教授が担 当 してお り、適切な配置 とな って
いる。
教員 の採用・昇任 につ いて は、「専任教員 の 人事 の手続 きに関す る規程」「教授・准教授 。
専任講 師 の任用 に関す る規程」「教員昇格基準」が整備 されてお り、これ らに基づ いて 手続
き、審査が行われ て いる。若手教員 の採用 について は、公募採用 の際 に面接、模擬授業 を
実施 し、 教員 としての資質 を確認 して いる。 また、実業界出身 の実務家教員 の採用 を行 う
な ど優秀 な教 員 の確保 に努めて いる。
個人研 究費 と経済 文化研究所 によるプロジェ ク ト制度 によ り、教 員 の教育研究活動 を支
援 して い る。また、「科学研究費 申請奨励研 究費規程」によ り、採択 された者 に補助金 を支
給す る制度 を整 備 して い る。

FD検 討委 員 会 の 設 置や FD委 員 会規 程 の 制定 、 FD研 修会 の 開催 な どが 行 わ れ 、
FD(Faculty Developmenoへ の組織 的な取組みがな されている。 授業評価 ア ンケー トによ
る改善 について は、授業担 当者任せではある ものの、授業改善 をしよ うとして いる。
【
参考 意見】
・授業評価 ア ンケー トに基づ く授業改善 が担 当教員個人任せ とな って いる点 につ いて、責
任体 制 を明確 に して組 織的 に対応す る ことが望 まれ る。
基準 6.職 員
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判定 】
【
基準 6を 満 た して いる。
判定理 由】
【
大学 の使命 。目的 を達成す るため に必 要な事務組織 を整備 し、適材適所 を基本 コ ンセ プ
トとし、人事 上のバ ランス を勘案 した配置 を行 って いる。
事務組織 は、法人事務局 、大学事務局及 び 附属高校事務部 の 3部 門編制 とな ってお り、
「事務組織規程」に基づ いて 、各部門 の業務量 、業務内容及び新規業務 の発生な どによ り、
常務理事会が毎年度職員 の昇任・ 異動 。新規採用 について決定 し、事務体 制 を整備 して い
る。
事務職員 には平成 16(2004)年 度か ら人事評価 制度 を導入 してお り、人事評価 結果 に基づ
いて昇任 。昇格 。異動 が 実施 されて いる ことや 各人 の給与 にも反映 されて いる ことな ど制
度 の適切な運営が図 られて い る。
職員 の資質・ 能 力向上 に関 して は、「職員研修規程」「職員海外研修規程」 を定 めて、 さ
まざまな学外 の 団体主催 によるセ ミナ ー に職員 を参加 させて いる。
平成 21(2009)年 度 に 2学 部 3学 科体 制 に した ことによ り、教育研究活動 の支援 を円滑 に
進 めるため に、各部 門 の課長相 当職以上 の教員・ 事務職員で構成す る 「部課長会議」 を組
織 し、定 期的 に会 議 を開催 して 各部 門間 の連絡調整、情報交換、意見調整 を行 っている。
また、 教授会 の傘下 に置かれ て い る各種委 員会 の担 当部署が決め られてお り、教員 と職 員
との連携が図 られ、教育研究支援 のための事務体制 が構築 されて いる。
基準 7.管 理運営
判定】
【
基準 7を 満た して い る。
判定理 由】
【
管理運営 につ いて、 法人全体 の管理運営 は、「学校法人八代学院寄附行為」「寄 附行為施
行細則」 に基づ いて、教学 の管理運営 は、「神戸 国際大学学則」に基づ いて、事務組織 の管
理運営 は、「学校法人八代学院事務組織規程」に基づいて 関連す る諸規程が整備 され、それ
ぞれ の規程 に則 り適正 に運営 されて いる。
寄附行為及 び 寄附行為施行細則 に基づ き、理事会以外 に法人 の 日常的な業務 を決定す る
機 関 として常務理事会 を設置 し、原則 として毎月開催 されてお リー定 の機能 を果た して い
るが、法人 として迅速な意思決定 と実 質審議 との整合性 を図 りつつ運営す る ことが望 まれ
る。
自己点検 ・ 評価 につ いて は、平成 4(1992)年 に 「神戸国際大学 自己点検 運営委員会」 の
設置 と「神戸国際大学 自己点検 運営委員会規程」が施行 され、過去 3回 実施 されて いるが、
大学 の管理運営な どの改善 ・ 向上 へ の反映や結果 の公表 の状況 に課題が見 られ るので、改
善 に向けて組織 的な取組みが望 まれ る。
法人 に理事長 の諮 問 を受 け、大学 の管理運営 に関す る施策 の立 案 を行 う 「大学企画運営
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会議」が設置 され、理事長代行 、学院長 、学長 、学部長、法人事務局長 、大 学教員 2名 (学
長補佐 を含 む)な ど法人 ・ 教学部門・ 管理部 門 の責任者 で構成 されてお り、法人 。大学 の
各組織機能 の迅速な意思決定が図 られ るとともに、管理部門 と教学部 門 との 間で、恒常的
に適切な連携 を図 り運営 されて いる。
【
参考意見】
。自己点検 。評価 は、これ まで 3回 実施 しているが、大 学 の教育 。研 究 、管理運営 の改善 ・
向 上に十分反映 されて いな い点 について、恒常的な組織体制 の整備 に取組み、評価結
果が実効性 ある もの として改善 。向 上 に反映 され るよ う一 層 の努 力が望 まれる。
・ 自己点検 ・ 評価報告書 について、今後、ホ ー ム ベー ジな どで学内外 に広 く公表す ること
が望 まれ る。
基準 8.財 務
判定】
【
基準 8を 満た して いる。
【判定理 由】
財務状況 について、法 人全体 で 帰属収入 か ら消費支 出を控除 した金 額が、平成 17(2005)
年度か ら平成 20(2008)年 度 まで
平成 20(2008)年 度 まで

4年 連続で マ イナス、消費収支 も平成 16(2004)年 度か ら

5年 連続 して 均衡 を欠 いている。大 学単独 で も、消費収支 は平成

18(2006)年 度 か ら平成 20(2008)年 度 まで 3年 連続 して 均衡 を欠 いて お り、特 に、経済学部
都市環境 。観光学科 は、平成 20(2008)年 度及び平成 21(2009)年 度 の 2年 連続で入学定員
を下 回ってお り、入学者 の安定確保 に向けた改善が望 まれ る。
大学 は、平成 21(2009)年 度 を改革元年 と位置付 け、平成 21(2009)年 度か ら平成 24(2012)
年度 までの 4年 間 の 中長期財政計画 を策定 し、経済 学部 の抜本的な改革、 リハ ビリテー シ
ョン学部 の設置計画 の履行な どに取 組み 、更 に支 出面では、人件費・ 教育研究経費・ 管理
経費 にシー リング (概 算要求基準 )を 定めて、 帰属収支 の均衡 を 目標 に財務体質 の改善・
強化 を図る努 力がな されて いる。
しか し、第 2号 基本金 へ の組入れ計画がな く、附属高等 学校 の在籍生徒数は 4年 間収容
定員数 を下 回る見通 しで ある。 これ らの改善 を行 い、中長期財政計画全般 にわた って確実
に実行す る ことが 求め られ る。
財務情報 の公 開 につ いて は、ホー ム ペー ジの掲載や 閲覧請求 に応 じて 閲覧 にも供 して い
るが、公 開方法は分か りやす く解説す るな どの工夫が望 まれ る。
外部資金 については、研究助成金、委託事業な ど外部資金 の増加 に向けた積極的な取組
みが望 まれ る。特 に、募金 につ いては組織的 に取組むな ど一 層 の努 力が望 まれ る。
会計処理 については、監査法人 の公認会計士及び監事 による定期 的な監査 を通 じ、学校
法人会計基準 に則 り適切 に行 われている。
【
改善 を要する点】
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。大学 の過去 4年 間 の消費収支 は学 生 数減少 に伴 って悪化 し、平成 20(2008)年 度 は帰属収
入で消費支 出が賄 えて いな い。法 人全体 で も同年度決算で消費収支比率 、流動比率、前
受金保有率 、負債比率 の悪化が著 しく、 財政安定化 に向けた早急な改善 が必 要 で ある。
基準 9.教 育研 究環境
評価結果】
【
基準 9を 満た して いる。
判定理 由】
【
大学 は、平成 14(2002)年 3月 に神戸市垂水 区か ら現在 の六 甲アイ ラン ドに全面移転 した
キ ャ ンパスで あ り、校地 ・校舎面積 は大学設置基準 を十分 に満た して いる。特 に、施設計
画・ 建設 に当た って は、平成 12(2000)年 11月 に神戸市 と大学 との間で締結 した 「環境形
成協定書」 に基づ き、周辺 の美観 に留意 し、周辺 の環境 と調和 の とれた景観 を形成す るよ
う配慮がな されて い る。
また、体育施設 (体 育館 、テ ニ ス コー ト、 トレーニ ング施設 )、 附属施設 (部 室、学 生食
堂、駐車場 ・ 駐輪場 )、 情報サ ー ビス施設 (図 書館 、パ ソ コ ン設備 )も 整備 されて いる。
更 に、平成 21(2009)年 リハ ビリテ ー シ ョン学部 の設置 に伴 い、当該学部 の教育研究 目標
達成 のために施設 の増築 。改築 工事 が行われ、施設設備 の充実 が図 られて いる。
建物 の耐震性 につ いて は、昭和 56(1981)年 に改 正 された新耐震基準 に適合 している。
バ リア フ リー について も、身障者用 エ レベー タ 。トイ レの設置、出入 口に 自動扉 の設置
と点字鋲 の設置、通路 の段差 にはス ロー プを整備 し車椅子 に対応 できるな どきめ細か い対
策 を講 じて いる。

1号 館

(事 務管理棟 )に ついては平成 17(2005)年 3月 に IS014001:2004年 版 を認証取

得 し、 省 エ ネルギ ー ・ 省資源及 び環境 の維持保 全 に積極的 に取組 んで いる。
平成 14(2002)年 3月 の移転 を契機 に教育研究環境 の整備 は進み、安全性 や アメニ テイ に
配慮 した教育環境 の整 備 ・ 維持 の努力が継続 されて いる。
基準

10.社 会連携

判定】
【
基準 10を 満た して いる。
【判定理 由】
大学 は、地域 の市 民、学 生の保護者、卒業生 を対象 とした 「フレン ドシップ会員制度」
を設 け、平成 20(2008)年 度 は会 員 を対象 として 年間 13科 目の 「開放講義」 を開講 して い
る。更 に、地域交流 ・ 生涯教育セ ンター 主催で会員以外 にも広 く市 民を対象 として主 に英
語 。英会話講 座、スポ ー ツ講座、資格対策講座な ど 17講 座 を開講 して いる。 また、大学
の学術研究会 主催 の公 開講演会及 び経済 文化研 究所 主催 の公 開土曜講座 (4講 座 )の 開講
並び に附属高等学校 との共催 による国際理解講演会 、そ して 「キ リス ト教 セ ンター」 によ
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るパ イ プオルガ ン コ ンサ ー ト、オルガ ン講座な どを開催 し、教育研 究 の成果 につ いて、多
様な方法 。内容 で地域 へ の人 的 。物的資源 の提供 とサ ー ビスが活発 に実施 されて いる。
難病 の 「ブル ー リ潰瘍」 に感染 した子供たち の医療 と教育活動 をサポー トす る国際ボ ラ
ンテ ィアプ ロジェ ク トや地域 の 防災・ 救急 ボ ランティア活動な ども、教職 員 と学 生が一体
とな って活発 に行 われて いる。
特色 ある地域連携 の一 環 として、兵庫県 内 の観光 に関す る学部 。学科 を設置す る大学 と
兵庫県が連携 し、「ツー リズムひ ょう ご学官連携協議会」を設置 し、県 内 の関係大学及 び行
政 と連携 して ツー リズム の振興 に向けて地域お こし、人材養成 、イ ンター ンシ ップ の拡充
な どについて 活動 して い る。なお、海外 の大学 との交流が継続的に行われて い る反面、企
業 との連携、他大学 との連携 には課題 もあ り、今後 の教育研 究 上のよ リー 層 の交流 を期待
したい。
大学 が六 甲アイ ラン ドに全面移転後 は、「六 甲アイ ラン ドシテイ 自治会」及 び 「六 甲アイ
ラン ド地域振興会」 と連携 し、地域 のイ ベ ン ト活動 に企 画 :運 営な どに積極的 に参加 して
地域 との良好 な交流関係 が保たれて いる。
基準

11.社 会 的責務

判定】
【
基準 11を 満た して いる。
判定理 由】
【
社会 的機 関 として必要な組織倫理 については、「学校法人八代学院服務規程」「個 人情報
の保護 に関す る規 程」「セ クシャルハ ラスメン ト防止 ・ 対応な どに関す る規程」「公益通報
者 の保護 に関す る規程」な どの基本的な規程が整備 されてお り、組織倫理が確立 されてい
る。 これ らの基本規程 に基づ いて各種委員会 、教学部門、管理部門 とも適切 に連携 し、運
営 されて いる。
危機管理体 制 について は、総合的な 「神戸国際大学防災 マニ ュアル」 を作成 し、全教職
「防火管理規程」に基づ く自衛消防組織 による消防訓練
員 に配付 し周知徹 底 を図 つている。
については年 1回 実施 して いるが、学生 を含 めた避難誘導訓練 の実施が望 まれ る。
学生へ の緊急連絡 の際 に携帯電話 メール送信が可能 になっている点は、現代社会 に対応
した危 機管理体制 として評価 で きるが、全学 生が登録す る ことを期待す る。
海外 に留学す る学 生な どを対象 とした 「海外危機管理 マニ ュアル」 を作成 し、非常事態
発生時 の初動体 制 の強化や情報収集体 制な どの整備 に努 める こととしてお り、危機管理 に
適切 に対応 して いる。
このほか に、科学研究費補助金 に係 る不正防止、気象状況 による授業対応 、入試 ミス防
止、 コ ンピュー タセキ ュ リティ対策、救命・ 防災サポ ー トチ ー ムの設 置な どの危機管理体
制 が整 備 され適切 に運営 されて いる。
大学 の教育研究成果 につ いは、経済文化研究所 の公表が遅れて いるものの、大学紀要 、
経済経営論集が刊行 され 、大学及 び学術研究会 のホ ー ム ペー ジな どを通 じて 学内外 に公正
かつ適切 に広報 されている。
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【
優れ た点】
。学 生へ の緊急連絡 の際 に携帯電話 メー ル送信が可能 にな って いる点は、現代社会 に対応
した危機管理体 制 として評価 で きる。
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