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２．「基本原則」及び「遵守原則」の遵守概況

基本原則 基本原則の遵守状況 遵守原則 遵守原則の遵守状況

Ⅰ．自律性の確保 遵守 １－１ ①「遵守」

２－１ ①「遵守」

２－２ ①「遵守」

３－１ ①「遵守」

３－２ ①「遵守」

３－３ ①「遵守」

４－１ ①「遵守」

４－２ ①「遵守」

３．遵守状況の確認フロー図

E-mail：gaf@sec.musashi.ac.jp

　〇担当部署：遵守状況の点検、報告書案の作成

　　　↓　附議

　〇大学協議会：遵守状況の確認・了承

　　　↓　附議

　〇常任理事会：遵守状況の確認・了承

　　　↓　附議

　〇理事会：遵守状況の確認・了承

　　　↓　報告

　〇評議員会、監事

　　　↓　Webによる公表　　　↓　報告　　　　　　　　　↓　学内周知

　〇ステークホルーダー　　〇　日本私立大学連盟　　〇　教授会、事務部門連絡会、電子掲示板等

Ⅱ．公共性の確保

Ⅲ．信頼性・
     透明性の確保

遵守

2021年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

根津育英会武蔵学園

根津　公一

総務部　総務課

表紙（概要）

遵守

遵守Ⅳ．継続性の確保
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１．各「遵守原則」の遵守状況の説明

基本原則「１．自律性の確保」

　遵守原則１−１　教育研究目的の明確化、理解の獲得

遵守状況 ①「遵守」

「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　ガバナンス機能を向上させる手段の中心となるのが、中長期計画の策定で

ある。中長期計画の策定にあたり、理事長ドクトリンと学園長プランによっ

て学校法人の経営方針と実行すべき課題を示した上で、学校法人及び大学の

役職者によるワーキンググループや委員会等で素案や計画期間等を決定し、

大学部門は大学協議会、全体は常任理事会の審議を経て、理事会で最終決定

している。2011年度策定の第二次中期計画の総括を踏まえ2016年度に策定

された第三次中期計画（以下、「中期計画」という。）は、内部質保証委員

会の意見も反映し、2022年度の法人創立100周年を見据えて、経営と教学が

連携し、教学、人事、施設及び財務等に関する具体的な事項を盛り込み、学

校経営を取り巻く環境を精査し、リスクを勘案した上で策定されている。な

お、中期計画に役員の育成、登用の方針は盛り込まれていないが、私立学校

法の改正を踏まえて検討をする。

　中期計画は、施策毎に達成目標、完了予定年度、進捗率及び担当部署を定

め、毎年度の事業報告作成時に施策毎の進捗管理を行い、次年度以降の計画

の見直しや改善に向けた方策を策定している。また、期間中の収支試算表を

作成し、毎年度の事業報告の点検・評価において執行額を確認している。な

お、中期計画の政策管理は経営企画室を事務局に常任理事会が行い、執行管

理は学長及び事務局長が行っている。

　中期計画について教職員の理解が深まるよう策定時に学長が教職員に説明

会を実施し、経営企画室が事務職員の全体研修でも説明を行っている。さら

に、事業報告書の点検・評価結果に対する学長方針を大学協議会を通じて教

職員へ周知し、事務職員は人事評価の業務目標に事業計画の施策を紐づける

ことで浸透を図っている。

　施策の変更は常任理事会に報告、重要な変更は常任理事会の承認を得て理

事会に報告、施策の細部の変更は経営企画室に報告と定め、速やかに修正が

行える仕組みとしている。中期計画の前半終了後には進捗状況を評価し、後

半の計画を見直している。

　中期計画に基づく事業計画及び事業報告それぞれの要約と自己点検・評価

報告書は、ホームページ（以下、「HP」という。）に掲載している。
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基本原則「２．公共性の確保」

遵守原則２−１　有益な人材の育成

遵守状況 ①「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　本学が目指す人材育成を行うために、中期計画に基づき、各部門において

具体的な行動指針となる事業計画を策定している。事業計画書及び事業報告

書は、HPに公表し、大学部門については、公表用とは別に詳細を記載した

事業計画書を大学協議会を通じ、常任理事会、理事会を経て決定し、教職員

に周知している。また、毎年度の予算編成方針については、経営協議会で協

議し、常任理事会に報告の上、当該方針に基づき各部局の予算査定を行い、

予算書は評議員会の意見を聴いた上で、理事会で決定されている。

　「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」とカリキュラムと

の整合性並びに「入学者受入れの方針」と入学者選抜との整合性について

は、毎年度の学部・研究科の自己点検・評価の中で三つの方針の適切性を検

証している。2019年度からは教育プログラムの定期的検証としてデータに

基づいた検証を実施し、カリキュラム改定等の改善や入試大綱作成の変更を

行っている。

　自己点検・評価結果、認証評価結果及び大学IRコンソーシアム学生調査結

果については、内部質保証委員会が改善を必要と判断した事項については、

学長より改善方針を明示し、大学協議会を通じて全教職員に周知している。

　留学生の受入並びに派遣については、大学の「グローバル教育方針」を策

定し、数値目標を設けている。留学生向けの日本語の授業やEast Asian

Studies科目を設置し、留学生と日本人学生との交流等は大学グローバル教

育センターが中心にMusashi Communication Village等を活用し行ってい

る。

　入試制度については、人文学部日本・東アジア文化学科が外国人学生向け

入試を実施している。2022年度入試においては大学院人文科学研究科が、

中国の西安外国語大学とのダブルディグリー協定に基づく、指定校制推薦入

学を実施する。

　なお、リカレント教育の方針や計画は明確にしていないが、大学院におい

て社会人向けコースとして経済学研究科では高度で専門的な知識の修得をめ

ざす高度職業人コース、人文科学研究科では生涯学習コースやキャリアアッ

プコースを設けている。
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遵守原則２−２　社会への貢献

遵守状況

基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

遵守原則３−１　法令の遵守、社会貢献

遵守状況

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　学校法人全体の社会・地域連携の体制は整備できていないが、大学が「社

会連携、社会貢献に関する方針」を策定している。大学庶務課を所管とし

て、区民が正規の授業を学生と一緒に履修できる「練馬区武蔵大学特別履修

生制度」や公開講座を共催している。また、東京都練馬区と2019年8月に包

括協定を締結し、連携を強化する予定である。

　また、地域社会の発展に貢献するため武蔵コミュニティビジネス研究会を

設置し、日本政策金融公庫池袋支店と「地域創生にかかる産学連携の協力推

進に関する協定」の締結等を行い、地域社会に対するビジネスの役割につい

て毎年ワークショップを開催している。

　ゼミナール等が取り組む社会・地域貢献に係る活動については援助金を大

学から給付し、学部横断型ゼミナール・プロジェクトでは、産学連携のもと

企業のCSR報告書を作成している。

　以上の練馬区との連携事業の実施や外部評価の際には、行政、企業人等を

委員として選出し意見交換を実施している。

　なお、組織的な各種ボランティア活動の展開に必要な諸規程の整備はなさ

れていないが、学生については、ボランティア実習を正課授業の１つとして

実施している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　監査機能の向上及び実質化のため常勤監事を選任し、専用の監事室で勤務

をしている。当該監事は日本私立大学連盟監事会議の委員として監事監査ガ

イドラインの作成に関わり、監事監査規程、監事監査計画及び監査報告は、

当該ガイドラインを参考に策定している。なお、監事監査マニュアルと

チェックリスト等は、私立学校法の改正を踏まえて策定中である。

　常勤監事は毎週開催の学内理事の打ち合わせ及び月例の常任理事会に出席

し、理事会及び評議員会には監事全員が出席することで積極的な意見が陳述

できている。監事は、大学協議会、教授会等の会議資料の提供、自己点検・

評価報告書及び内部質保証に関する調査報告書等の閲覧を通じて、大学運営

の情報を得ている。監事同士の打合せは、理事会・評議員会議案の事前説

明、会計監査人による監査結果説明、次年度監査計画説明等を通じて行われ

ている。監事、会計監査人及び内部監査室との間では、年２回、監査計画と

監査結果について報告会を開催しており、常勤監事と内部監査室とは、毎月

初旬に監査連絡会を開催している。

　監事には、文部科学省の学校法人監事研修会、日本私立大学連盟の監事研

修会、大学監査協会の研究会議等の研修機会を提供している。

　監事監査の継続性担保のため、監事が意見を陳述した決算が理事会及び評

議員会に報告されるまでは、監事の任期を継続させている。監事の選任基準

は明確にできていないが、私立学校法の改正を踏まえて検討を行う。

①「遵守」

①「遵守」
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遵守原則３−２　理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備　

遵守状況

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　教職員の行動規範及びコンプライアンス規程を定め、コンプライアンスの

重要性を深く認識させるとともに、当該規範等をHP上に公表している。

2020年４月施行の改正私立学校法については、理事会、評議員会、教授

会、事務部門連絡会等を通じて、改正の要点を周知している。なお、コンプ

ライアンス規程に基づきコンプライアンス委員会が迅速に対応できる体制は

整備されているが、定期開催ではないため、理事及び監事への定期的な報告

は行われていない。来年度に向けて定期的な開催を検討している。

　リスクマネジメントについては、リスク管理規程に基づくリスク管理委員

会、さらに危機管理規程に基づく緊急対策本部又は危機対策本部が組織さ

れ、迅速に対応できる体制が整備されている。委員会等は必要に応じ常任理

事会又は理事会に報告を行っている。

　事務職員の権限は、専任事務職員職務権限規程及び教職員給与適用内規に

より定められてり、業務マニュアルと業務分担表の作成と更新、業務日報の

管理職への提出を通じ、適正な業務分担を管理職が図ることができる制度を

整備している。

　内部チェック機能を高めるため内部監査室を設置し、常勤の職員を配置

し、大学監査協会の「内部監査基準」を参考に内部監査規程を整備してい

る。また、会計監査人は、最低年２回、経理責任者の理事に面談形式のヒア

リングを行い、監査計画説明会と監査報告会の際には、経理責任者の理事、

監事、財務部長、内部監査室長と意見交換を行っている。なお、三様監査体

制の確立のために、テーマを定めた会合の実施と非常勤監事との一層の連携

を行う検討を行っている。

　規程の制定・改正又は契約締結は、総務課が法務部門として全点を審査し

ている。法解釈に係る不明な事項は、適時、顧問契約を結んでいる弁護士、

司法書士、税理士又は弁理士に相談ができる体制となっている。

　教職員が組織内の違法又は不適切な行為等に対する真摯な疑念を伝えるこ

とができるよう、また、伝えられた疑念が客観的に検証されるようコンプラ

イアンス規程に基づきコンプライアンス通報制度を整備し、HPを通じで公

表している。なお、大学の研究活動に関する不正については、研究倫理規程

及び研究活動上の不正行為防止等に関する規程並びに公的研究費の不正防止

対策に関する基本方針及び公的研究費不正使用の防止等に関する規程を定め

不正防止の制度整備を行い、告発窓口も設けている。

①「遵守」
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遵守原則３−３　積極的な情報公開

遵守状況

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　情報の公開は、学校法人、大学及び高校中学それぞれの公式HPに掲載す

ることで実施している。法令が定める大学の教育研究活動等の状況に関する

情報は、５月１日を基準日に大学企画室が大学HPに、法令が定める財務書

類等は、理事会及び評議員会の手続き終了後に経理課が、役員名簿、役員報

酬の基準及び寄附行為は、総務課が変更の都度、それぞれ学園HPに掲載し

ている。また、事業報告書は、中期計画、事業計画と紐づく形で作成され、

2019年度からは計画遂行上の課題も記載し、経営企画室が学園HPに掲載

し、認証評価結果、点検・評価報告書、設置計画履行状況等調査結果、相互

評価及び外部評価結果等は、大学企画室が大学HPに掲載している。なお、

情報公開基準又は規程を2022年度中に制定できるよう検討をしている。

　本法人100％出資子会社の株式会社武蔵エンタープライズに関する情報

は、当該会社HPにおいて事業内容、決算及び組織が掲載されており、学校

法人HPにリンクを貼り、アクセスをしやすくしている。

　HPのアクセシビリティ及びユーザビリティについては、学園広報室と大

学の広報室が、その向上を図り、図表やビジュアルを重視した内容とし、ま

た、HP以外の多様なSNSにより情報を発信している。

　財務情報については、その概要、財務諸表の読み方、グラフを利用した経

年の推移について解説した文章を掲載し、点検・評価報告書や事業報告書に

ついては、大学に特有の用語に関して注釈をつけている。

　なお、公表した情報に関する外部からの意見を聴取・反映する体制は整備

されていなが、様々なステークホルダーとの会合等を通じて意見の聴取を積

極的に行っている。

①「遵守」
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基本原則「４．継続性の確保」

　遵守原則４−１　大学運営に係る諸制度の実質化、自律的な大学運営

遵守状況

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　寄附行為運用細則により、理事長他の代表権を有する理事、校務を統轄す

る学園長及び学長の権限と責任並びに教学組織と法人組織の役割、権限及び

責任を明確化している。理事会の決定した業務の執行は常任理事会が行い、

理事会と常任理事会の議決事項は、それぞれ寄附行為と常任理事会規程に定

められている。また、常勤監事は、毎週行われる内部理事との打ち合わせに

参加し意見を述べ、内部監査室長も監査結果を適宜、理事長及び監事に報告

しており、指摘事項への事後対応もモニタリングしている。

 　なお、代表権を有する理事の選任と解任の手続きは寄附行為で定める

が、より詳細なものが必要かは、私立学校法の改正を踏まえて検討する。

　グループウェアの導入により教職員等に情報を迅速に提供できるＩＴ環境

を整備している。単なる事務連絡にとどまらず、所轄官庁からの通知や法令

の情報も伝達している。ただし、代表権を有する理事や常任理事会が、ＩＴ

を活用して政策の執行状況を確認できる仕組みの構築は、学校法人のＩＲを

担う部署を2022年度に整備できるよう検討する。

　理事会、評議員会の開催に当たり、必ず事前に資料を理事・評議員に送付

し、欠席者からは事前に意見を聴取している。ただし、評議員会の開催回数

が、年３回と限られているため相互牽制が十分とは言えず、評議員会の運営

については、私立学校法の改正を踏まえて検討する。

　理事及び評議員には、外部人材を積極的に登用し、ともに全体の60％以

上が外部人材で構成されている。また、評議員は、その定数が理事の定数の

２倍を大きく超過しないように選任している。なお、外部理事及び評議員に

対する研修機会の提供は十分ではなく、私立学校法の改正を踏まえて検討す

る。

①「遵守」
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遵守原則４−２　財政基盤の安定化、経営基盤の強化

遵守状況

２．追加事項

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　募金事務室に常勤の事務職員を配置し、同窓会とも連携し、理事長をはじ

めとする役員が率先して募金活動を展開している。募金に際しては、使途区

分を明確にし、寄付者が使途を選択できるようにしている。

　補助金を含めた外部資金に係る情報は、研究に関しては研究支援課が情報

収集に加えて資金獲得のサポートを行っている。教育に関する補助金につい

ては大学企画室が情報を収集し、学内で適時共有しているが、補助金獲得の

ための事業運営に関する体制は整備できていない。2022年度の整備に向け

て事務分掌の見直しを始めたところである。

　学校法人全体として外部機関との連携を推進する体制は整備されていない

が、大学に関しては、社会・地域連携については大学庶務課、産学官民連携

は研究支援課、高大連携については大学企画室が担当している。

　資金の活用は、資金運用規程に基づき、資金運用委員会の下、経理課が安

全で効率的な運用を図っている。

　危機管理体制については、リスク管理、危機管理及び大規模地震対応マ

ニュアルを随時更新し教職員に周知し、学生には携帯版の大地震対応マニュ

アルを配布している。これらのマニュアルに基づき、定期的な防災、海外で

の事故及び安否確認の訓練を実施している。

　大学の管理運営上、不適切な事案が生じた際は、学園広報室を窓口に速や

かに公表をする体制は整っている。

　情報システム部が学校法人全体の情報セキュリティを担い、アクセス権の

適切な設定を管理し、学生・教職員への定期的なセキュリティガイダンスに

より啓発に努めている。

　本報告書は、2021年10月1日を基準日として、2020年10月1日から2021年10月31日までの遵守状況を点

検したものである。本法人の第三次中期計画は、2022年３月31日で期間が満了し、引き続き６年間の第

四次中期計画が2022年4月1日からスタートする。第四次中期計画は、遵守原則１−１の記載と同様に、

新「理事長ドクトリン」と新「学園長プラン」によって学校法人の経営方針と実行すべき課題を示した上

で、学校法人、大学の役職者によるワーキンググループや委員会等で素案や計画期間等を決定し、大学部

門は大学協議会、全体は常任理事会の審議を経て、評議員会の意見を聴取した上で、2021年10月の理事

会で最終決定している。

①「遵守」
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