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1. リスクマネジメント基本方針
1.1 本ガイドラインの位置づけ

このリスクマネジメントガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、大学における危機管理に関する
規則（以下「危機管理規則」という。）及び大学の危機管理ガイドラインに基づき、○○大学（以下
「本学」という。）及びステークホルダーに影響を及ぼす様々なリスクに対し、迅速かつ的確に対処するため
の基本的な考え方、リスクマネジメント体制等を定めるものである。
1.2 本学のリスクマネジメントの位置づけ

本学が抱えるリスクは、教育・研究、事業戦略、経営、財務・経理、情報セキュリティ、施設管理、安全
衛生管理など、様々なものが存在する。そのため、本学のリスクマネジメントは、マネジメント対象となるリス
クを適切に把握し対応するために、リスクに係る環境、リスク分類・項目、情報の鮮度を保つ仕組みを構築
する。
また、組織として総合的に対応するために、担当者個人の認識や判断のみに依存しない戦略を持った
調査・取組みを実施するものとする。
さらに、リスクマネジメントは、大学内の様々なマネジメント・取組みと連携した活動となるため、他のマネ
ジメント活動の中に本ガイドで提唱するリスクマネジメントの考え方を取り込むことを推奨する。
なお、本ガイドラインに用いるリスクマネジメントに関する基本的な用語の定義は、「リスクマネジメント－
原則及び指針（ISO31000）」における定義に従うものとするが、当面の間、好ましくない影響のみを対
象とする。
1.3 リスクの定義

本学のリスクとは、「教職員及び学生等の安全と安心、教育・研究機関としての教育・研究機能、大学
としての経営・継続に対する潜在的に重大な影響」（※1）のことをいう。
※1:大学の危機管理ガイドライン（以下「危機ガイド」という。）参照。
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図 1-１ 大学が考慮すべき対象範囲（危機ガイドより引用）
1.4 リスクマネジメントの考え方

リスクマネジメントとは、リスクが顕在化する前にその発生の可能性や影響を適性化するための活動のこと
を言う。（図 1-２参照）リスクマネジメントの目的は、リスク情報・リスク分析による合理的な判断に基づ
く意思決定の支援である。
組織目標の達成を支援するマネジメント規格である ISO31000 による、リスクマネジメントの考え方は、
以下の通りである。
・目的達成の可能性を増加させ、事前の対応を促す。
・全組織でリスクを特定し、対応する必要性を認識し、好機と脅威の特定を改善する。
・関連する法律及び規制の要求事項並びに国際的な規範を遵守し、義務的及び自主的報告を改
善する。
・統治を改善し、ステークホルダーの信頼と信用を改善する。
・意思決定と計画のための信頼できる基盤を確定し、管理策を改善する。
・リスク対応のために資源を効果的に割り当てて使用し、業務の有効性と効率を改善する。
・損失の予防と事態管理を改善し、損失を最小化する。 等
大学のリスクマネジメントは、大学の経営目的・事業意義に沿った適切な対応を行うことが求められるた
め、全学的なリスクマネジメントシステムの継続的改善により、リスクマネジメントを推進する。
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図 1-２ リスクマネジメントと危機管理
1.5 本学リスクマネジメントの対象範囲
1.5.1

本リスクマネジメントガイドの適用者

本ガイドラインは、本学のリスクの特定・分析評価・対応を行う教職員等に適用されるものと想定してい
る。
1.5.2

マネジメント対象とするリスク

本ガイドラインは、本学における、あらゆるリスクを対象とする。本ガイドラインが対象とするリスクの一覧を
表 1-１に示す。
表 1-１ 対象とするリスクの例
リスク

リスクの発現要因

対応部局等

停電、火災・爆発、NBC 等の有害物質・放射性物質等
学内・大学活動中の事
故・事件・犯罪リスク

の漏洩、拡散、労働災害、通勤・通学時の交通事故、そ
の他事故（実験・実習中の事故等）、テロ、騒乱、暴

各部局等

動、暴力、傷害、殺人、薬物、その他事件、犯罪、盗難、
不審者の侵入、カルト・反社会的集団の活動

感染症、その他健康リスク 新型インフルエンザ、新興感染症（強毒性，エボラ等）、
（学内発生、流行等）

新興感染症（弱毒性）、再興感染症（麻疹等）、集
3
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保健管理センター

団食中毒等中毒症、メンタルヘルス（自殺等）、業務起
因性疾患
情報セキュリティリスク
コンプライアンスリスク

サイバーテロ、不正アクセス、改ざん、個人情報漏洩・紛失

情報企画課

ハラスメント、知財侵害、研究不正、会計不正、不正入

コンプライアンス室

試、その他懲戒事案
志願者減少、交付金・補助金減少、資産運用状況悪

財務リスク

財務課、施設企画

化、資産価値低下

施設管理リスク
運営リスク

課

施設・設備老朽化、環境汚染（土壌・地下水・大気

施設企画課

等）

入試課、

入試ミス、労務・人事問題、事業の縮小・自粛

人事・労務課等

研究レベル、研究成果の量、技術情報流出、危険物漏
洩、共同研究機関対応トラブル、知的財産権侵害、実験

研究

研究推進課

データ捏造・盗用、研究費の不正使用、利益相反、安全
保障輸出管理、デュアルユース
教育効果、教員不足、教育の質低下、海外教育機関と

教育

の連携、教職員の採用・確保・育成、教育プログラム設

教育企画課、

計、教職員の士気・モラル、授業中・課外活動上の事故

国際教育課

（学生）、教務関係ミス
自然災害

地震、豪雨、台風、火山噴火（浸水、斜面崩壊、降灰

総務課

（学内を含む周辺地域） 等）、落雷
プライベートの災害、事故・
事件・犯罪への関与、巻き
込まれ（海外を含む）
システム障害

自然災害、火災・爆発、交通事故、その他事故、テロ、騒
乱、暴動、暴力、傷害、殺人、薬物、その他事件、犯罪、
生、カルト・反社会的集団への参加、危険地域への渡航
施設企画課、

停電、システム障害

その他

各部局等

感染症、その他健康問題、交通機関等ストライキの発

情報基盤センター等

上記ハザード以外のもの、判断に迷うもの

総務課

1.6 リスクマネジメントの基本方針

本ガイドラインでは、全学のマネジメント対象とすべきリスクを「戦略リスク」「事業・業務遂行リスク」「基盤
リスク」3 つの区分とする。
また、マネジメント対象となるリスクは、大学活動、社会環境、自然環境等の外部・内部環境に応じて
変化し得るため、常に「リスクに変化を与える環境」を調査し、その調査結果を反映したうえでリスク分析を
行う必要がある。（図 1-３参照のこと。）
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図 1-３ 大学が対処すべきリスク構造
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2. リスクマネジメント体制
2.1 リスクマネジメント実施体制

本学のリスクマネジメントの実施は、総合リスクマネジメント委員会を中心とし、本学全体を統合した体
制により行うものとする。本学のリスクマネジメントの実施体制を図 2-１に示す。
執行部会議

総合リスクマネジメント委員会

戦略リスク
・リスクに係る環境の情報を基に戦略毎
のキーワード、シナリオによる定性的なリ
スク情報の調査・整理
基盤リスク

事業・業務遂行リスク

学長

リスク環境、戦略リスク
分析結果の情報提供・
意見交換・モニタリング・
対策案の選定

ＲＭ事務局
（所管部署）

リスクマネジメント
小委員会

・リスクマネジメント委員会が選定したリス
ク案の経営的観点からの検討

小委員会構成

経営判断を基にした
リスクへの対応の
指導・助言

担当部局
基盤リスク

リスク環境の情報提供・
重点リスク項目の提示・調査
・対策モニタリング

各部局

ＲＭ監査人
（内部/外部）

危機管理
小委員会

業務継続
小委員会

RM担当責任者
（理事等)
部局長

RM担当

・・・

調査・分析WG

部局長

RM担当

事業・業務遂行リスク

・リスク把握調査への回答
・重点リスクに関する調査への回答
・対策の実施

基盤リスク、
事業・業務遂行リスクの報告

・リスクマネジメント会議（月１回）の運営
・リスクに変化を与える環境の情報収集・分析
・重点リスク項目の選定 ・リスク情報の把握、モニタリング
・リスク対策に係る基本方針の決定、実施、調整、評価及び見直し
・対策案の選定 等

図 2-１ リスクマネジメント体制
また、リスクマネジメントを推進するために、以下の役割を担う担当者を置く。
リスクマネジメントに必要な担当者


リスクマネジメントに関する全ての業務の統括を行う総合リスクマネジメント委員会に、リスクマネジメ
ント委員長（学長）と全学リスクマネジメント担当責任者（担当理事）を定める。総合リスクマネ
ジメント委員会の統括のもと、リスクマネジメント小委員会に担当部局にリスクマネジメントを推進す
る担当者として部局のリスクマネジメント担当（図 2-１中ＲＭ担当）を配置する。また、リスクマ
ネジメントシステムの推進全体を管理する事務局として部署を割り当てる。



会議体としては、リスクマネジメントの推進にあたっての活動に関する説明・調査の実施、組織横断
的な調整等を行うための調査・分析ワーキンググループ（図中調査・分析 WG）、リスクマネジメン
トに関する委員会としての決定を行い、全学としての最終意思決定を行う執行部会議に、その内
容を具申する。



RM 監査は、リスクマネジメントシステムの継続的な改善、規格の趣旨に即しているかどうかの確認
を目的とし、学内監査部門あるいは学外監査法人が定期・不定期に行う。監査結果は総合リス
6
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クマネジメント委員会及びリスクマネジメント小委員会において都度報告をうけ、リスクマネジメントに
関する経営層によるレビューや意思決定に反映される。

2.1.1

総合リスクマネジメント委員会の役割・業務

総合リスクマネジメント委員会の役割・業務は以下の通りとする。
① リスクマネジメント方針の策定
② リスクマネジメントに係る部局、委員会等への指示及び連携
③ リスクに変化を与える環境の情報収集、情報分析及び情報提供
・

抽出したリスクに係る環境の大学への影響、影響毎の考慮すべき事項を整理し、「執行部
会議」「担当部局」に共有する。

④ 戦略リスク特定・分析の実施、執行部への情報共有
⑤ リスクマネジメントシステムのモニタリング・レビュー（「3.7 リスクマネジメント監査（モニタリング・レビ
ュー）」を参照のこと。）
・
2.1.2

リスクマネジメントシステムの継続的改善

リスクマネジメント小委員会の役割・業務

リスクマネジメント小委員会の役割・業務は以下の通りとする。
① リスク把握調査の実施（重点リスクに基づく事業リスク・基盤リスクの調査票配付、情報集約）
② リスクアセスメントの実施
③ リスク対策に係る基本方針の決定、実施、調整、評価及び見直し
④ リスク対策案の選定
⑤ リスクマネジメントにおけるプロセスのモニタリング・レビュー（「3.7 リスクマネジメント監査（モニタリ
ング・レビュー）」を参照のこと。）
・
2.1.3

個々のリスクに対して実施したプロセスの継続的改善

執行部会議の役割・業務

執行部会議の役割・業務は以下の通りとする。
① 本学全体計画の策定・周知・意見交換
② リスクマネジメント小委員会の選定した対策案について、経営判断の観点から対策について承認・
予算措置
③ 決定した対策について、担当部局に対する指導・助言の実施
2.1.4

担当部局の役割･業務

担当部局の役割・業務は以下の通りとする。
① 重点リスクに関する調査・リスク把握調査（アンケート調査）の実施・報告
7
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② 顕在化リスクの危機管理委員会への報告
③ 対策の実施・報告
2.1.5

危機管理体制との関係

リスク対応を行ってもリスク回避をしない限り、リスクがゼロになることはないため、残留リスクに対するマネジ
メントを行うことが組織には求められる。そのため、リスクが顕在化した場合の影響の拡大を抑制するための
危機管理が重要となる。
危機管理活動とは、危機が発生又は発生する可能性のある状況（リスクが顕在化した後）における
対応及びそのための事前準備のことをいう。（危機管理ガイド参照のこと。）
危機管理ガイドに記載の通り、リスク顕在化の予兆の把握、リスク適性化の取組みの継続的な実施を
危機管理活動と捉えると、リスクマネジメント小委員会で集約・分析されたリスク情報を危機管理委員会と
随時共有することで、それらの機能がリスク情報を通して連携することが重要となる。
そのため、学内のリスクマネジメント及び危機管理に係る組織体のコミュニケーションの仕組みは重要とな
る。
2.2 リスクマネジメントに関する教育・研修

教職員はリスクマネジメントの主体として、平常時から本ガイドラインを活用した教育・研修を行うもとする。
リスクマネジメント教育は、以下のカテゴリーで行う。
①

役員・部局長

②

教員

③

職員
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3. リスクマネジメントの実施
3.1 リスクマネジメントシステムのフロー

本学のリスクマネジメントは、原則として年度単位で一巡するものとする。リスクマネジメントの一般的な作
業ステップをフロー図として図 3-１に示す。

図 3-１ リスクマネジメントシステムのフロー

3.2 リスクマネジメント方針の策定

総合リスクマネジメント委員会は、年度末に、次年度のリスクマネジメント方針を策定する。
リスクマネジメント方針はリスクマネジメントを実施する上での全ての拠り所になるものであり、本学としてど
のようにリスクマネジメントを実施するかという姿勢を示すものである。その際、リスクマネジメントを通じて本学
の教職員、学生、地域住民等の学内外のステークホルダーとどのような関係を築くかについても言及するこ
とが望ましい。
9
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なお、リスクマネジメント方針は毎年改訂する必要は無く、リスクマネジメントの継続的実施状況を勘案
して必要に応じて、改訂する。
本学のリスクマネジメント方針には表 3-１の項目を含める。
表 3-１ マネジメント方針に含める項目
本学基本理念の基にどのようにリスクマネジメントシステムを位置付けるかを記
述する。教育・研究方針及び事業方針とリスクマネジメント方針に示される

前文

内容とに整合が取れていることが重要である。また、リスクマネジメントおよびリ
スクマネジメントシステムに関する責任の所在を明確にすることも重要である。
リスクマネジメントを実施する上での全学における行動方針となるもので、最も
重要な部分である。一般には、経営資源（物、財、人、サービス）、ステー
クホルダー、一般公衆、地球・地域環境、大学の事業体としての価値（社

行動指針

会的信頼性、ブランド等）に対して、どのような立場で行動するかを明記す
る。極力、優先順位を付けることが望ましい。
リスクマネジメント目標は、実際のリスクマネジメントシステムにおいて到達する
リスクマネジメント目標

目標または管理の考え方等を概括的に示すものである。システムの運用はこ
の目標を達成するように構築する必要がある。

3.3 本学のリスクマネジメント全体計画の策定・周知

リスクマネジメント小委員会は、年度の初めに、年度におけるリスクマネジメント全体計画を策定する。こ
こでは、年間スケジュールの立案と全学のリスクマネジメント活動における重点目標を定める。
年間スケジュールについては、基本的な実施期間が予め決まっている場合は、それらとの整合を取る。
重点目標は、単年度もしくは数年継続する内容であり、教育・研修方針、事業方針や投資計画に整
合した形で設定される。複数年に渡る重点目標を設定した場合は、各年度がどの時点に位置するかも明
確にする。重点目標は３つ前後の設定が妥当であるが、学内動向や社会情勢により前後するものとする。
リスクマネジメント全体計画の策定から周知までの手順は以下の通りとする。
① 教育・研修方針、事業方針及び投資計画を基に本学全体計画素案を検討する。
② 素案を基に、リスクマネジメント小委員会で議論し、委員長が決定する。
③ リスクマネジメント担当者に対して、決定された内容を委員長名で指示する。
④ 決定内容に応じて、リスクマネジメント担当者が属する担当部局に係るリスクであった場合は、担当
部局内で内容を共有し、実施計画への反映を行う。
⑤ 必要に応じて、会議を開催（月１回程度）し、重点目標の徹底を図る。
重点目標の例


リスクマネジメントシステムの導入とリスクマネジメントの積極的な実施風土の醸成
10
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日常業務プロセスに潜むリスクへの取り組みによる業務改革の推進



学内に流通する情報の取り扱いを視点としたリスクの洗い出しと取り組みの推進



コンプライアンスの徹底を阻むリスクへの取り組み強化 など

年間スケジュール例を表 3-２に示す。
表 3-２ 年間スケジュール（例）
時期

実施主体

前年度まで

リスクマネジメント小委員会

実施内容
■大学内外の環境変化を整理する
■全体計画の策定
■リスクマネジメント方針の確認

４月

■リスクマネジメント小委員会活動計画の承認

総合リスクマネジメント委員会

■リスクに変化を与える環境の調査・情報共有
■戦略リスク特定・分析

執行部会議

■全体計画の通知、意見交換

リスクマネジメント小委員会

■当該年度の重点リスクの検討・決定
■リスク特定

５月

・重点リスクに基づく調査対象者の決定・調査票

調査・分析 WG

の設計
・調査票一式の配付

担当部局

■調査票の記入・提出
■調査結果の確認・補正

調査・分析 WG
６月

■各担当部局の RM 担当者や執行部、

執行部会議
担当部局

担当部局等との意見交換
■リスクアセスメントの実施

調査・分析 WG

■リスク基準に基づく対応リスクの抽出

７月

■リスク把握調査結果の執行部会議・担当部局

リスクマネジメント小委員会

への共有、総合リスクマネジメント委員会への報告
■リスク対応の検討

調査・分析 WG
８月

・リスク把握調査結果の通知
・リスク対応策検討結果報告書配布
■リスク対応検討結果の確認

執行部会議

■各担当部局の RM 担当者や執行部、担当部

リスクマネジメント小委員会
担当部局
９月

局等との意見交換
■リスク対策方針の決定

リスクマネジメント小委員会

・リスク対策の報告、承認、予算措置

執行部会議

・リスク対策方針の総合リスクマネジメント委員会
11
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への報告
リスクマネジメント小委員会

10～12 月

担当部局

１月

監査人

■リスク対応の実施
■リスクマネジメント監査
■リスクマネジメント監査結果を踏まえ、リスクマネ

２～３月

総合リスクマネジメント委員会

ジメント小委員会へのフィードバック
■次年度のリスクマネジメント方針の策定

3.4 リスクアセスメントに先立つ基礎調査
3.4.1

大学の内外状況の調査・設定 リスクに変化を与える環境の把握

総合リスクマネジメント委員会が、大学活動・社会環境・自然環境により、リスク自体及びリスクによる影響
がどのように変化するのかについて、定期的に分析・整理する。
組織内外の環境の変化によりリスクは変化するため、学内・学外の状況の変化を把握し、リスクマネジメン
トで行うリスク分析の有効性を担保することが重要である。
3.4.2

戦略リスクの把握

総合リスクマネジメント委員会は、整理・分析した、「リスクに変化を与える環境」の情報を把握した上で、
戦略リスク発見・把握・分析を行い、執行部会議に共有する。
具体的には、リスクに変化を与える環境の情報を参考にしつつ、戦略毎のキーワード、シナリオによる定
性的なリスク情報の調査・整理する。
把握すべきリスクの例


立案した戦略を実施した場合と実施しなかった場合のリスク



戦略の前提となる外部・内部環境が変化した場合の目標実現性の確認など、計画自体に潜む
リスク



各計画の達成を阻害するリスク など

戦略リスクについて検討する際には、環境の変化を捉え損ねて何も対応しないことや、不適切な戦略を
選択することで得られる可能性のあった便益を得られない、という「環境変化認識不足」に係る要素も考慮
することが重要である。
3.4.3

事業・業務遂行リスク、基盤リスクの把握（把握調査の実施）

把握調査は、本学に潜在するリスクを特定すると共に、本学のリスクを一元的に把握することを目的とす
る。
リスク把握とは、過去の経験や実績を整理することではなく、将来的に顕在化する可能性のあるリスクを
12
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新たに発見することに意味がある。従って、リスク把握調査を実施する際は、本学として、望ましくない状況
を明確にした上で複数の視点で検討することが望ましい。その際には、リスクマネジメント小委員会（調査・
分析 WG）の整理・分析した、「リスクに変化を与える環境」の情報を参考とする。
事業・業務遂行リスク及び基盤リスクに関する調査を、必要に応じて担当部局毎に実施する。概ね１
年に数回程度を目安に、定期的に実施することが望ましい。
基本的には、全担当部局を調査対象として、各担当部局管轄の具体的な事業を想定し、リスクマネジ
メント小委員会が全学・事業・業務への影響が大きいと考えられる重点リスクを設定し、各担当部局に把
握調査を実施するという形を取る。
各担当部局がリスクマネジメントに関わる仕組みを基本とし、各担当部局で完結しない担当部局横断
的に対応すべきリスクについても、リスクマネジメント小委員会で重点リスクとして設定し、調査を実施する。
リスク把握調査


担当部局の管轄下以外も特定できるよう総合リスクマネジメント委員会で重点リスクを設定する。



責任分担が明確な事業及び組織役割に係るリスク



組織横断で対応すべき重点リスクの設定方針
・

組織方針に則った選定（例︓大学事業戦略、中期計画 等）

・

リスク特性・状況に則った選定（例︓受験等のシーズナル性を持つイベント、事業状況
等）

・

社会的な要請に則った選定（例︓国の要請、法改正、他大学の危機事象発生等のトリガ
ー 等）



重点リスクの検討を基に、担当部局共通のテーマで調査を実施



自由記述形式

リスク把握を実施する際は、以下に示す影響規模と発生確率の基準を参考にして、各担当部局へのア
ンケート調査を行う。
表 3-３ 本学における発生確率の尺度
極低

低

中

高

共通

ほぼ起きない

あまり起きない

時々起きる

起きやすい

尺度

５０年に１回以下

数十年に１回程度

数年に１回程度

毎年発生

他大学では発生事例

大学内やグループ機関

がある

内で発生したことがある

大学内外で発生事例
経験

は見聞しないが、起きる
可能性はゼロではない

自分が経験したことがあ
る、もしくは大学内で見
聞することが間々ある
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表 3-４ 本学における好ましくない影響のレベル例
軽微

中程度

重大

極大

１００万円未満

数千万円

１億円

数億円

事業継続が可能

事業継続が短期的
（1 ヶ月以内）に
不可能

事業継続が中期的
（3 ヶ月程度）に
不可能

業務継続が長期的
（約半年）に不可
能

負傷者少数

負傷者少数（重
傷）

負傷者多数
or 死者発生

死者多数

少数健康被害
（治療短期）

少数健康被害
（治療長期）

多数健康被害

－

敷地内

周辺地域

周辺地域を越える

－

基準未満

基準超過

基準を大幅に超過

－

社会からの
信頼低下

一部の学生・地域住
民・関係者からの
クレーム

一部の学生・地域住
民・関係者からの重
度のクレーム

全国的な全国紙・Ｔ
Ｖ報道によるバッシン
グ

－

当局との
関係悪化

当局からの
注意・指導

補助金・交付金の
減少

補助金・交付金の停
止、支援対象大学
選定枠から除外

－

対策レベル

部署レベル

担当部局レベル

全学レベル

重大な経営の危機

損失金額
物的被害

人的影響

環境影響

3.5 リスクアセスメント
3.5.1

リスクアセスメントの範囲の設定

リスクアセスメントを開始する際、「リスクアセスメントの範囲を明確にする」ことは重要なステップである。な
ぜなら、対象とするリスクについて分析を網羅的に行う場合、大規模な作業になり、予定している計画の範
囲に収まらない可能性があるためである。このような事態に陥らないために、リスクアセスメントとして実施する
範囲や深さを予め検討して、フレームを明確にすることが重要である。
さらに、全学においてリスク情報を共有する観点からは、全体像に対してどの部分を対象としたのかという
情報の共有も重要となる。情報の共有を行うことで、リスクアセスメントの対象外に潜在している可能性の
あるリスクを見落としてしまうことを防ぐ。
リスクアセスメントの対象となるリスク分類は表 1-１の通りとする。また、ベンチマークを設定し、ベンチマ
ークとの比較分析等に対する経年変化の分析を行うこともアセスメントの一環として実施する必要がある。
3.5.2

リスクアセスメント実施の流れ

リスクアセスメントでは、組織を取り巻くリスク全体から検討対象とするリスクを特定（リスク特定）し、リス
クの影響とその起こりやすさを検討（リスク分析）する。リスク分析の結果に基づき、リスクへの対応の必要
14
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性を意思決定（リスク評価）する作業である。
基本的には、3.5.3 に示したリスク把握調査の調査票において各担当部局が自主的に実施した後、リ
スクマネジメント小委員会が内容調整、精査を行う。
リスクアセスメントの結果は様式１にまとめるものとする。なお、分析において利用した情報などは随時様
式１以外に添付資料として文書管理をする。
(1) リスク特定

本学のマネジメント対象となるリスクの範囲を踏まえ、組織を取り巻くリスク全体から検討対象とするリスク
を特定する。特定したリスクは、継続的に組織的な管理を行い、変化を把握する必要がある。なお、特定
に至らなかったものについても、その後の変化を組織的に監視することは重要である。
(2) リスク分析

リスクの影響とその起こりやすさを検討する。リスクの分析にあたっては、分析の精度や評価基準にばらつき
がでないよう、全学におけるリスク基準に基づき、組織共通の尺度で分析する。
（表 3-３、表 3-４参照のこと。）
(3) リスク評価

リスク分析の結果に基づき、リスクへの対応の必要性を判断し、意思決定に資する情報を抽出する。リ
スクへの対応の必要性を判断する上で、被害規模及び発生確率のリスク基準との関係を明確にする。被
害規模及び発生確率の尺度に基づき、本学のリスク基準を設定した。（表 3-５参照のこと。）
本学のリスク対応は、リスクレベルⅠからⅣのエスカレーションルールに基づき対応するものとする。
また、対応の必要性の考え方の例をリスクマトリクスとして、図 3-２に示す。
表 3-５ 本学のリスク基準
リスクレベル

概要

対応

Ⅰ

最優先に対処すべきリスク

回避または低減

Ⅱ

年度予算で優先的に対処すべきリスク

回避、低減または共有

Ⅲ

中長期に低減策を検討するリスク

回避、低減または共有

Ⅳ

監視下においておくリスク

リスクの保有

15
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図 3-２ リスク基準とリスク評価の考え方（一例）
また、特定された優先的な対応が必要となるリスクについては、比較対象（ベンチマーク又は過年度調
査結果）に対し質的な変化が生じている場合は、その背景要因も含めて分析しておくことが望ましい。
3.6 リスク対応

リスク対策については、一般に経営リソース（ひと、もの、かね、じかん）の投入を伴うものであり、リソース
の配分という観点で、リスク評価結果に基づき対策を決定する。
従って、リスクマネジメント小委員会がリスク対策案の検討・選定を行った後、執行部会議等で、次年度
予算の作成に合わせてリスク対策を承認し、予算措置を決定する。また、決定したリスク対策を各担当部
局に責任を持って実行してもらうために、執行部会議より担当局に対策に係る指導･助言を行う。
リスク対応の内容によっては、各担当部局の裁量のみで実施可能な対策もあれば、全学や執行部で実
施したほうが効率的と考えられるものもある。そのため、各担当部局で完結する取組みとする必要は無く、
包括的な視点でリスク対応を検討するべきである。
さらに、全学における全体最適の視点を常に意識しておくことが重要である。少なくとも、検討・立案され
るリスク対策は、他の担当部局等においても有益な場合があり得ることを念頭に置き、積極的に情報共有
に努めることが組織を強くする。
対策検討の実施手順を図 3-３に示す。また、次項に代表的なリスク対応手法を示す。
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図 3-３ リスク対応の検討実施手順

3.6.1

リスク回避

リスク回避とは、対象リスク自体が顕在化しないようにすることで、リスクをゼロにすることに相当する。本来、
リスクが想定された場合は、リスクの管理方法を変更してもリスクゼロにはならない。唯一、リスクゼロを達成
するためには、リスクの発現要因をすべて取除くことである。
具体的には、リスクがある検討対象施設での活動を中止すること、検討対象のリスクを有する事業戦略
を破棄することなどを指す。
ただし、リスク回避に伴い別のリスクが顕在化するため、全体のリスクをゼロにすることはできない。
3.6.2

リスク低減

リスク低減とは、対象リスク自体の発生確率を下げるか、顕在化した場合の影響の大きさを小さくするリ
スク対応手法である。
リスク低減を行う際は、リスクの原因として鍵となる事象を明確にすることが効率的な低減策に繋がる。つ
まり弱点となる箇所を見出し、改善することが一つの考え方である。弱点箇所を発見するためには、リスクア
セスメントで明らかとなったリスクシナリオについて、意見元の担当部局へのヒアリング等を通じて、更なる要
因分析を行う方法などがある。
リスク低減策（例）


設備投資︓新システム導入



制度化︓制度作成、マニュアル見直し、作成、整理



運用改善︓人員配置、手順の改良、ルール作成



教育訓練︓知識共有、手順習得、実践力強化

また、リスクを低減する際には、対策を講じたことによる新たなリスクの発生を監視する必要がある。
例えば、教務関係のロジスティクスミスに対する学生及び保護者からのクレームを受けるリスクを低減する
ために、厳しいチェック体制を講じたとする。そのチェック体制によりクレームは減少し、当該リスクの低減は達
成されるかもしれない。しかし、厳格なチェック体制のために業務効率の低下、機動的な体制の確保困難
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という新たなリスクが発生してしまう可能性もある。
さらに、対策の内容についても可能であれば、効果を定量的に把握することが重要である。弱点箇所に
何らかの方策を講じれば、リスクが許容されるというものではなく、実際に要求されるリスク基準までリスク低
減できるかどうかという視点でも対策を見る必要がある。
3.6.3

リスク共有

リスク共有とは、対象リスクによる影響を別の形で相殺するリスク対応手法である。具体的には、リスクレ
ベルⅡ、Ⅲに該当するリスクへの対応を検討する場合の一つの選択肢となる。最も一般的なリスク共有の
手法は、保険である。
なお、リスク共有を実施することで経済的損失は緩和される場合があるが、実際にリスク顕在化による影
響を完全に無くすことはできない。場合によっては、間接的な被害の発生や保険を申請・獲得するための
人的リソースの投資を要することもあるということを考慮する。
3.6.4

リスク保有

リスク保有とは、対象リスクを許容してそのままの状態で取扱うリスク対応手法である。リスクアセスメント
による合理的判断に基づき決定する重要な管理手法である。
組織のリソースは有限であるため、リスクが顕在化してからの対応でも組織全体への影響が小さい場合
は、発生確率が低く、影響規模も小さいリスクであれば保有するという選択肢を持ち、リスクマネジメントを
行うことが現実的には重要である。
但し、保有したリスクが保有を判断した時点からリスクが大きくなっていないか、発生確率及び影響規模
の変化を監視しておくこととする。
3.7 リスクマネジメント監査（モニタリング・レビュー）

リスクマネジメントシステムを回す上で、各マネジメントプロセスの実施における適切さを確保するために本
ガイドラインによりリスクマネジメント監査を実施する。
3.7.1

リスクマネジメント監査の目的

リスクマネジメント監査はリスクマネジメント活動が適切に行われたかをチェックするものである。全学で推
進する場合、実施者の理解度や各プロセスの実施度合いの濃淡や幅が出てくるため、リスクマネジメントの
活動水準を一定レベルに保つためにも監査機能は重要となる。
3.7.2

リスクマネジメント監査の種類

リスクマネジメントシステムにおける監査は、大別するとシステム監査とプロセス監査の二つからなる。
システム監査については、組織において決められたルールに則り、リスクマネジメントが適切に遂行されたか
を監査することになる。
一方、プロセス監査は実施したリスクマネジメントの内容について監査するものである。プロセス監査にお
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いてはリスクマネジメントの知識を十分有している事が前提になる。
具体的には下記の観点を監査することになる。
マネジメントシステム監査の視点


実施計画の内容の適正さ



リスクマネジメント関連文書の適正さ



総合リスクマネジメント委員会及びリスクマネジメント小委員会の機能



リスクマネジメントシステムの要改善点

プロセス監査の視点


リスク把握結果の適正さ



リスクマネジメント対象リスクの適正さ



リスクアセスメントの適正さ



対策検討作業の適正さ



実施対策の適正さ
以上

19
Copyright © 2020 Center for Creation of Symbiosis Society with Risk, YNU All Right Reserved.

付録

様式１︓リスクアセスメント結果報告書
リスク種別（○を付ける）

年

日付
所属（場所）

重点リスク・選定リスク

対象部署

作成部署
RM 担当

リスク分類

リスク番号

－

リスク項目

リスク内容例
リスクレベル

分析前

発生確率

影響の大きさ

分析後

発生確率

影響の大きさ

（概算数値）

（概算数値）

リスク分析の
フレーム
（分析対象
範囲、視点）
リスク分析
方法の概略

特記事項
（弱点や改善
点の視点な
ど）
リスク評価結
果

□保有

月

□低減

□共有

評価理由

付録 1

□回避

□その他（

）

作成者

日

付録

様式２︓リスク対応策検討結果報告書
対策の評価結果
（いずれかにチェック）
□採択

□実施中

年

日付

月

所属（場所）

□候補

部署

理由：

作成部署

作成者

RM 担当

リスク種別

重点・選定

分類番

－

リスク項目

号
リスク内容例
分析後の

発生確率

影響の大きさ

リスクレベル

（概算数値）

（概算数値）

リスク評価結果

□保有

□低減

□共有

□回避

□その他（

対策番号
対策内容
対策の観点
（目的、強化ポイン
ト等）

想定される効果
（リスクレベルの変化
等）

概算費用
（内訳）
必要人員
時間

必要準備期間
対策運用開始時期（採択時）

対策難易度

□容易

□検討を要する

□実施困難

対策の条件

（教育の必要性の
有無等）

特記事項
（新たなリスク）
注意︓複数の対策が候補として検討された場合は、対策毎に本様式にまとめる。
付録 2

）

日

付録

様式３－１︓リスクマネジメント監査チェックリスト
システム監査用
被監査部門

活動テーマ

被監査者
監査員

印

印

印

印

監査日

年 月 日

チェックランク（注）
項目

Ａ

部門でリスクマネジメント方針が徹底されているか

１リスク
マ ネ ジ メ １．徹底の方法
ント方針

２．徹底のレベル
リスク把握の的確性

２ リ ス ク １．「リスクとは何か」について、内部教育されているか
把握

２．広くリスク把握を行ったか
３．リスク把握により真に重大なリスクが見えてきたか
当テーマ選定の妥当性（重大リスクを取り扱っているか）
１．当テーマの発生確率、発生時損害額が、算定できているか

３ リ ス ク ２．当テーマは部門内で共有されているか
アセスメ
ント

対応方針（保有・回避・低減・共有）決定の妥当性
１．リスクシナリオ－その種類、内容－
２．上記シナリオの対策に要する費用検討
３．上記１、２に検討状況と対応方針
実施計画、実施結果

４リスク
対策

１．倫理・法令遵守の観点から望ましい対策か
２．計画どおり実施できたか
実施効果
１．発生確率・損害額の低減効果（成果）
ランク

（注）

Ａ

計画以上に達成

Ｂ

計画どおりに達成

Ｃ

計画未達成

付録 3

Ｂ

Ｃ

付録

様式３－２︓リスクマネジメント監査チェックリスト
プロセス監査用
被監査部門

活動テーマ

被監査者
監査員

印

印

印

印

監査日

年 月 日

チェックランク（注）
項目

Ａ
リスク把握の的確性

１リスク
把握

１．「リスクが大学としての活動に与える影響」について、内部教育
されているか
２．リスクの多様性に対応し、検討がなされているか
３．把握されたリスクは、業務に直結したものか
当テーマ選定の妥当性（重大リスクを取り扱っているか）

２リスク

ア セ ス メ １．リスクマトリクスに基づき検討されているか
ント

２．当テーマのリスクマトリクス中の位置付けは妥当か
実施計画、実施結果
１．実施計画の実現性と実効性は十分か

３ リ ス ク ２．全学目標の視点から望ましい対策か
対策

３．自部署だけでなく、全学の視点で最適な対策を検討したか
４．「対策実施→新たなリスク発生」を検討したか
５．全学展開に何等かの貢献をしたか

ランク

（注）

Ａ

計画以上に達成

Ｂ

計画どおりに達成

Ｃ

計画未達成

付録 4

Ｂ

Ｃ

