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Ⅰ 危機管理個別マニュアルについて

１ 目的

  北海道教育大学危機管理基本計画に基づき、危機管理個別マニュアル（以下「個別マニュアル」

という。）の策定指針を示す。

２ 個別マニュアル

（１） 個別マニュアルは、個別の危機に対して具体的な対応策を示すものである。

（２） 既に、個別マニュアルで管理されている危機については、そのマニュアルに従い、各担当課

（室）が危機管理を進める。

（３） 見逃されていた危機や対策不十分な危機が発生し、又は発生するおそれがある場合には、各

担当課（室）が危機管理基本計画を参考に対応策を講じるとともに、順次、個別マニュアルの

整備を進める。

（４） 総務企画部総務課は、危機管理基本計画に掲げる対象危機事象に関する個別マニュアルを管

理する。

Ⅱ 個別マニュアルの整備

１ 実施事項

（１）策定

各担当課（室）は、関係する課（室）と協議・調整の上、必要に応じて個別マニュアルの新規

策定を行う。

（２）見直し

 各担当課（室）は、常に大学を取り巻く環境の変化に対応できるよう個別マニュアルの見直し

を行う。

特に、次に掲げる状況が発生した場合は、原則として見直しを行う。

 ① 個別危機に関連する法令、制度、安全基準等の新設・改定があったとき

  ② 危機収束時の分析・評価の結果、危機対策の不足、不備が判明したとき

 ③ 担当課（室）が行う危機管理対策に関する定期的な評価で、危機対策の不足・不備が判明した

とき

 ④ 本学が新たな危機管理の施策を決定したとき

（３）報告

各担当課（室）は、個別マニュアルを新規に策定、又は改訂した場合、総務企画部総務課に報

告する。

２ 策定の手順・方法

（１）策定実態の把握

担当課（室）は、個別マニュアルを効率よく整備するため、どの課（室）でどんな個別マニュ

アルが策定されているかを把握する。

 ※ 別紙「北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧」を参照
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（２）策定方針の決定

   担当課（室）は、個別マニュアルの策定が必要と判断された場合、「どんな種類のマニュアル

が必要とされるか」を検討し、策定方針を決定する。

（３）問題点の把握と課題の設定

現状を把握して危機対策の見直しを行う場合は、問題点の把握と解決策を得るための課題の

設定を行い、その対策に力点を置いたものにする。

（４）マニュアル策定

① 担当課（室）は、関係する課（室）と協議によりマニュアル策定を行う。

② 「危機管理基本計画」を参考に全体構成を作る。

③ 「誰が、何を、いつ、どういう手順で行うか」という具体的な実施事項とその手順が明らか

になるように、各項目の検討・決定すべき事項を抽出する。

④ 以下の「リスク別対応方法」を参考にする。

３ リスク別対応方法（「国立大学法人経営ハンドブック」第２集（平成１８．１）を参

照）

大学には様々なリスクがあり、リスク別に対応方法が異なる。ここでは代表的なリスク要因ごと

に対応方法を記載する。

（１）財物リスク

① 火災・爆発

ア．出火防止対策

喫煙管理、電気設備の管理、整理・清掃、危険物の管理

イ．消火対策

火災の早期発見、機械装置の緊急停止、消火設備の位置表示、消火設備の定期点検、消

火訓練

ウ．防火管理対策

建物構造・レイアウトの見直し、防火区画の整備

   ② 風水害・地震

ア．災害防止対策

      リスク状況の把握、防災計画書の作成、災害防災本部の編成、防災訓練、防災資材機材

の準備、建物・機械装置の安全対策

イ．風水害・地震発生時の対策

      災害対策本部の設置、情報収集及び教職員・学生への連絡、安否確認手段の確立、巡回・

点検、火災への対応、非常用食料・救護用器材等の確保

   ③ 落雷・停電

    ア．外部避雷対策

避雷針の設置、絶縁電線による引き下げ導線を施設

イ．内部避雷対策（電線を伝って機器に侵入する雷サージ対策）

保護装置の設置、自家発電システムの導入
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   ④ 盗難

ア．防犯設備の強化

建物内への侵入の防止、貴重品の防災用金庫への保管、犯行の早期発見、機械警備シス

テムの導入

イ．防犯体制の構築

防犯体制の確立、防犯責任者の選任、教職員・学生への防犯指導、鍵の管理、地域・職

域における防犯活動

 （２）法務リスク

① コンプライアンス

ア．コンプライアンスの重要性の認識

イ．プロジェクトチームの編成と基盤整備・体制の確立

基本方針・綱領の作成、推進委員会・事務局・ワーキンググループの確立、相談受付体

制の整備、内部告発制度の確立、緊急時対応体制の整備、マニュアルの作成

ウ．周知徹底、検証・見直し

教育訓練、内部監査の実施

② 知的財産権

ア．知的財産の取扱

共同研究・受託研究の相手企業との知的財産の取扱、職員・学生の発明の取扱、発明補

償の検討

イ．管理体制の整備

組織の整備、各種ポリシー・規程の整備

ウ．職員・学生への教育の充実

エ．知的財産を侵害された時の対応

証拠資料の収集、相手方の調査、侵害事実の確認、具体的手段（警告書・証拠保全・保

全処分・差止請求・損害賠償請求）

オ．知的財産を侵害していると警告を受けた時の対応

事実関係調査及び抵触しているかの判断、文書による回答、訴訟の提起

（３）環境リスク

① 土壌・地下水汚染

ア．施設・設備

汚染が発生しにくい構造への改修、観測井戸の設置

イ．作業

汚染の発生を防ぐ観点からのマニュアルの整備、定期的な観測の実施

② 廃棄物処理

ア．処理業者の選定

イ．処理業者の許可証の確認

収集運搬業・処分業の区分、取扱可能な廃棄物の種類、許可条件・期限、処理施設の種

類・処理能力

ウ．委託内容の確認

エ．最終処分業者の確認
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オ．排出物が適正かどうかの確認

カ．マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付・確認

自らマニフェストを作成、マニフェスト返送確認

 （４）その他のリスク

① セクシャルハラスメント

ア．方針の明確化・周知・啓発

女性の人材活用促進、啓蒙用パンフレット・学内報への記載など広報の実施、就業規則

などの規程の整備、教職員対象の研修

イ．相談・苦情への対応

担当者の設置、苦情処理制度の制定

ウ．事後の迅速かつ適切な対応

迅速な対応、当事者への十分な説明、プライバシーの確保、双方の言い分の十分な聴取、

周辺情報の入手

② 労働災害

ア．人的要因

      教育訓練、安全衛生講習、情報の確実な伝達、指差し呼称の習慣化、監督者による不安

全行動の指摘・改善、日常のコミュニケーション

イ．設備要因

危険防護設備、足場や通路の安全維持、人間はミスをするという前提に立った本質安全

設計

ウ．作業要因

      作業情報の確実な伝達、作業手順の確立、作業環境の整備

    エ．管理要因

      安全法規の整備、安全組織体制の確立、教育訓練

③ 情報セキュリティ

ア．リスク評価及びニーズの確立

情報資源の重要性の認識、リスクアセスメント手法の開発、管理者への責任の付与、事

業継続の観点からのリスク管理

イ．統括的な管理組織の確立

      統括管理グループメンバーの指名、役員直轄の指揮命令系統、予算とスタッフの割当、

スタッフの専門性と技術的能力の開発

ウ．適切なセキュリティポリシーと対策の実行

セキュリティポリシーとリスクの対応

セキュリティポリシーとガイドラインの区別

セキュリティポリシーの維持

エ．啓蒙

リスクとセキュリティポリシーについて継続的なユーザー教育、ユーザーの注意喚起と

ユーザーに優しい技術の採用

    オ．セキュリティポリシーの対策と有効性のモニタリング（監視）及び評価

有効性を示す要素のモニタリング、モニタリング結果による改善、新しいモニタリング

技法の習得
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   ④ 医療事故

    ア．組織体制の確立

      医療事故防止委員会、医療安全管理室の設置

      専任リスクマネージャーの選任

      事業継続の観点からのリスク管理

      緊急連絡体制の確立

    イ．基本的な考え方の整理

      患者の人権尊重・擁護の優先

      再発防止策の検討

      患者及び家族との信頼関係の構築

      指差し呼称の習慣化

      ダブルチェックの実施

      医療スタッフ間の情報伝達と良好なコミュニケーション

    ウ．医療事故発生時の対応

      緊急呼び出し連絡

      患者・家族への対応

      医療安全管理室への報告

      事実経過の記録

      関係機関への対応

      事故調査と再発防止策の徹底

   ⑤ 健康に関するリスク

    ア．感染症流行への対応

      手洗い、うがい、マスク着用の励行

    イ．食中毒への対応

      食中毒の注意喚起

    ウ メンタルヘルス

      健康調査

      ストレスチェック

Ⅲ 北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧



北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧（令和3.4.1現在）

大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等

危機管理規則 危機管理基本計画

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000461.htm

https://www.hokkyodai.ac.jp/intro/kikikanri.html

危機管理個別マニュアル策定指針

http://www.hokkyodai.ac.jp/intro/kikikanri.html

安否確認システム運用に関する要項 大地震対応マニュアル

http://www.hokkyodai.ac.jp/intro/kikikanri.html

大地震対応マニュアル（ポスター、携帯版）

http://www.hokkyodai.ac.jp/intro/saigai.html

防災マップ（キャンパスマスタープラン附属資料）

http://www.hokkyodai.ac.jp/intro/masterplan.html

不動産管理規則 不動産取扱細則 施設維持管理マニュアル

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000216.htm

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000296.htm

学生支援課扱危機管理個別マニュアル

学生支援課扱危機管理個別マニュアル

国際交流・協力センター危機管理要項 国際交流・協力センター危機管理マニュアル

海外渡航安全対策ハンドブック（学生用）

https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00006000/0000
6063/safety_handbook.pdf

防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000503.htm

学生支援課扱危機管理個別マニュアル

毒物及び劇物管理規則
https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000136.htm

自動車事故処理チェックリスト

個人情報保護に関する基本方針

http://www.hokkyodai.ac.jp/public/privacy/privacy-line.html

保有個人情報等取扱規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000111.htm

保有個人情報開示等取扱規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000396.htm

個人情報保護マニュアル（附属学校）

職員就業規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000160.htm

安全保障輸出管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000530.htm

公印規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000068.htm

法人文書管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000080.htm

法人文書ファイル保存要領（法人文書管理規則別紙）

http://www.hokkyodai.ac.jp/files/00001000/00001033/bunsho
kanrikisoku.pdf

大学戦略本部（研究戦略チーム）

総務課

総務課

連携推進課

公印 公印の紛失 21

安全保障輸出管理

法人文書管理簿の紛失・
滅室

個人情報

不審者の侵入による盗
難、傷害

不審者

３．事件・事故
　　に関する
　　危機

機微物質、技術の流出

有害物質

個人情報漏洩

法人文書

法人文書等の改ざん

審査委員会

16

22

20

14

13

総務課

19

学生支援課

2

経理課

機密情報漏洩

18

地震による人的、物的被
害

3

毒・劇物、放射性物質等
の紛失、流失

課外活動等における事
件・事故

事故

17

学生支援委員会
学生委員会（各校）

国際交流・協力センター危機管理委員会

12

国際課

9

11 総務課

施設課

8

国際交流・協力センター

学生支援課
学生支援委員会
学生委員会（各校）

保有個人情報管理委員会

15

小区分

5
火災、爆発による人的、
物的被害

7

教育･研究業務

23

4

１．危機全般

留学生、派遣学生に関わ
る事件・事故

２．災害に関す
　　る危機

公用車

４．業務に関す
　　る危機

機密情報

経理課

10

地震

台風、豪雨、落雷等
台風、豪雨、落雷他によ
る人的、物的被害

施設の管理

危機管理委員会

危機対策本部
　
危機対策室（各校等）

1

施設に起因する事故 6

学生寮での火災事故等

火災、爆発

1／7



北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧（令和3.4.1現在）

大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等小区分

入学者選抜入学試験問題作成委員会設置要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000342.htm

大学院入学者選抜入学試験問題作成委員会設置要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000364.htm

入学者選抜基本要綱

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000337.htm

入学者選抜共通実施要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000338.htm

入学者選抜学力検査等共通監督要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000339.htm

入学者選抜に係る緊急事態の対応に関する要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000340.htm

大学院入学者選抜基本要綱

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000351.htm

大学院入学者選抜共通実施要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000352.htm

大学院入学者選抜学力検査等共通監督要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000355.htm

大学院入学者選抜に係る緊急事態の対応に関する要領

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000360.htm

職員安全衛生管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000114.htm

安全衛生管理委員会に関する細則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000056.htm

　 危険有害要因除去実施要項

労働安全衛生関係法令遵守状況確認実施要領

業務上傷病対応実施要領

化学物質等管理実施要領

毒物及び劇物管理規則 毒劇物等の管理方法について

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000136.htm

職員安全衛生管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000114.htm

教員免許状更新講習における危機管理の取扱い

危険有害業務

労働災害

入試ミス（入試問題作成・
運搬等）

労働災害

危険作業、有害作業での
事故

33

財務企画課

32

人事課

人事課

入学試験実施本部
入学試験実施部
入学試験委員会

安全衛生管理委員会
安全衛生委員会（各校）

入学試験委員会
入学試験問題作成委員会

36

39

教員免許状更新講習推進室

37

40

42

入試課

30

26

34

25

27

31

28

24

29

入試ミス（運営上のミス）
災害・事故・試験妨害等
緊急時の対応

災害・事故・講習の妨害
等緊急時の対応

４．業務に関す
　　る危機

入試業務

その他 連携推進課

35

38

41
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北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧（令和3.4.1現在）

大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等小区分

情報システム基本規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000290.htm

情報システム運用管理要項

情報システムの利用に関する要項 情報システム利用者パスワードガイドライン

電子メール利用ガイドライン

情報システム非常時行動計画に関する要項 インシデント対応手順

ソフトウェア資産管理要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000061.htm

ホームページ管理運用に関する要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000313.htm

職務発明規則 発明委員会

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000115.htm

研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000131.htm

研究者の行動規範

http://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000300/00000339/F2.pdf

不正行為等に係る通報等の手続き等に関する細則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000134.htm

公的研究費に係る不正使用の防止計画

http://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000300/00000339/F3.pdf

研究活動における不正防止マニュアル

https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000300/0000
0339/manual202006.pdf

研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000131.htm

研究倫理規則 研究倫理規則の手続きマニュアル

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000129.htm

利益相反マネジメント規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000151.htm

職員の倫理保持のためのガイドライン

http://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000100/00000174/rinri
%5B1%5D.pdf

研究活動における不正防止マニュアル

https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000300/0000
0339/manual202006.pdf

職員就業規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000160.htm

学生支援課扱危機管理個別マニュアル

試験に係る不正行為に関する申合せ カリキュラム委員会

国際交流・協力センター危機管理要項 国際交流・協力センター危機管理マニュアル

７．不祥事・犯
　　罪に関する
　　危機

５．情報に関す
　　る危機

６．法務・倫理
　　に関する
　　危機

著作権侵害、特許侵害

50

連携推進課

61

54

56

58

教育企画課

国際課

 職員

コンプライアンス

59

研究倫理

不祥事、犯罪

国際交流・協力センター危機管理委員会

学生懲戒審査委員会
学生委員会（各校）
調査委員会（各校）

ＩＴ総合
管理室

人事課

人事課

総務課

学生支援課

審査委員会

利益相反マネジメント委員会

財務企画課

広報企画室
広報担当委員会等（各校）

研究倫理委員会
各校研究倫理委員会

情報化推進委員会

62

63

60

43

不正行為等防止計画推進本部
調査委員会

47

53

44

人権擁護

45

51

46

公金、物品の横領

実験結果のねつ造、論文
盗用

研究費等（外部資金）の
不正使用

57

ネットワーク障害、ハッキ
ング、ウィルス感染

職員の不祥事、犯罪

学生の不祥事、犯罪

留学生

 学生

コンプライアンス

利益相反

研究費の不正使用

横領

52

49

ねつ造、盗用

著作権侵害等

48

55

コンピュータネットワーク

利益相反状況の放置によ
る信用失墜

留学生の不祥事、犯罪
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北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧（令和3.4.1現在）

大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等小区分

人権侵害の防止等に関する規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000170.htm

人権委員会に関する要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000109.htm

人権侵害防止等のために北海道教育大学の職員及び学生等が認識
すべき事項についての指針

https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000400/00000483/jink
enboushishishin%5B1%5D.pdf

人権侵害防止体制組織図

https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000400/00000483/201
90729153838.pdf

遺伝子組換え実験等安全管理規則 遺伝子組換え実験安全委員会

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000147.htm

遺伝子組換え実験等取扱細則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000148.htm

動物実験取扱規則 動物実験委員会

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000124.htm

 職員 人事課 感染症対策専門委員会要項 感染症対応マニュアル

 学生 学生支援課
https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000177.htm

 生徒 附属学校室

国際交流・協力センター危機管理要項 国際交流・協力センター危機管理マニュアル

海外渡航安全対策ハンドブック（学生用）

https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00006000/0000
6063/safety_handbook.pdf

学生支援課扱危機管理個別マニュアル

不祥事等発生時の広報 総務課 広報ガイドライン

公益通報者保護に係る通
報による通報者の保護

監査室 公益通報者保護規則 公益通報に関するマニュアル 調査委員会

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000140.htm

新型コロナウイルスへの対応方針について

新型コロナウイルス感染拡大防止のための北海道教育大学の行動
指針

感染症の拡大防止

77

78

公益通報

不祥事等発生
時の広報

75

76

69

68

66

国際交流・協力センター危機管理委員会

国際課

人事課

国際交流・協力センター

連携推進課

65

67

学生支援委員会
学生委員会（各校）

感染症対策専門委員会
保健管理センター運営委員会
学生委員会（各校）

人権委員会（調査委員会）
人権相談員

セクシュ
アルハ
ラスメン
ト

セクシュアルハラスメント

実験による汚染

一般疾病、 メ
ンタルヘル
ス、感染症、
食中毒

生物多様性確保、遺伝子
組換え生物等の拡散

動物実験による環境汚
染

９．健康に関す
　　る危機

留学生、
派遣学
生の病
気

職員、学生、児童、生徒
の病気、ＳＡＲＳ、Ｏ－１５
７

 学生感染症他

73

72

大学祭・学生寮での食中
毒発生

74

64

71

10．その他

新型コロナウイルス感
染症

総務課

学生支援課

８．環境に関す
　　る危機

ハラスメント
７．不祥事・犯
　　罪に関する
　　危機

アカデミックハラスメント、
差別、いじめ

70

その他
のハラ
スメント

危機対策本部
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北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧（令和3.4.1現在）

大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等小区分

災害発生時の施設課職員初動マニュアル

釧路校及び附属釧路義務教育学校危機管理要項 危機管理委員会

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000479.htm

地震・津波等の災害発生時の対応について
大規模地震発生時における時系列行動計画（釧路校)
釧路校津波発生時の避難誘導マニュアル

大規模地震発生時における時系列行動計画（函館校）
避難誘導マニュアル

函館校非常放送マニュアル

　 札幌地区防災管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000471.htm

札幌地区防災管理実施要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000472.htm

札幌地区学生寮防火管理実施要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame1
10000473.htm

札幌地区自家用電気工作物保安規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame
110000302.htm

旭川校防火管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000303.htm

旭川校自衛消防活動内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000263.htm

釧路校防火・防災管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000278.htm

釧路校消防計画

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000305.htm

釧路校永住住宅501棟消防計画

函館校防火管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000307.htm

函館校自衛消防活動内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000051.htm

岩見沢校防火管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000309.htm

岩見沢校自衛消防活動内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000110.htm

釧路校室

84

88

93

97

防火対策委員会

旭川校防火対策委員会

95

96

施設課

87

94

86

岩見沢校防火対策委員会

98

釧路校防火・防災管理委員会

85

90

釧路校室

81

函館校室

施設課79

大規模地震発生時における時系列行動計画（札幌）
札幌地区避難誘導マニュアル

函館校防火対策委員会

89

92

旭川校室

岩見沢校室

函館校室

91

火災、爆発
火災、爆発による人的、
物的被害

13．事件・事故
　　に関する
　　危機（各校）

12．災害に関す
　　 る危機
　　 （各校）

大規模地震発生時における時系列行動計画（岩見沢校）
避難誘導マニュアル

80 釧路校室

札幌校室

82

11．危機全般 （各校）

地震
地震による人的、物的被
害

旭川校室

岩見沢校室

大規模地震発生時における時系列行動計画（旭川校）
地震・火災等発生時における初期対応及び避難誘導マ
ニュアル

83
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北海道教育大学の危機管理に関する規則・マニュアル等一覧（令和3.4.1現在）

大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等小区分

事務局防犯カメラ等の管理及び運用に関する要項

旭川校防犯カメラの管理及び運用に関する要項

函館校防犯カメラ等の管理及び運用に関する要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000488.htm

札幌校実験廃水処理委員会内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000249.htm
旭川校特別管理産業廃棄物管理内規

旭川校特別管理産業廃棄物管理委員会

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000264.htm
釧路校実験廃液等取扱内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000279.htm

札幌校核燃料物質計量管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000251.htm

旭川校核燃料物質計量管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000265.htm

釧路校核燃料物質計量管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000002.htm

岩見沢校核燃料物質計量管理規則

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame11
0000118.htm

札幌地区構内交通に関する内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000229.htm

札幌地区構内交通に関する要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000231.htm

札幌地区交通対策委員会内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000235.htm

岩見沢校室

有害物質
毒・劇物、放射性物質等
の紛失、流失

旭川校室

釧路校室

105

106

107

108

110

110

函館校室

釧路校室

旭川校室

99 総務課

104

札幌地区交通対策委員会

100 旭川校室

札幌校実験排水処理委員会経理課

103

101

102

経理課

施設課
学生支援課

109構内における交通事故

廃棄物による汚染

不審者の侵入による盗
難、傷害

対人・対物の交通事故

廃棄物

不審者

13．事件・事故
　　に関する
　　危機（各校）
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大区分 具体例 No 担当課（室） 規   則　・　規　程 細則・内規・申合せ・要項等 個別マニュアル 対応委員会等小区分

札幌地区附属学校防災管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000476.htm

札幌地区附属学校防火管理実施要項

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000477.htm
旭川地区附属学校防火管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000365.htm
附属釧路義務教育学校防火管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000367.htm
函館地区附属学校防火管理内規

https://education.joureikun.jp/hokkyodai/act/frame/frame110
000374.htm

附属旭川幼稚園園内カメラの設置及び運用に関する要項

附属学校室

各附属学校（園）

旭川校室

釧路校室

函館校室

附属学校室

旭川校室

附属学校室

附属学校園危機管理マニュアル（札幌小）

附属学校園危機管理マニュアル（札幌中）

附属学校園危機管理マニュアル（旭川幼）

附属学校園危機管理マニュアル（旭川小）

附属学校園危機管理マニュアル（旭川中）

附属学校園危機管理マニュアル（釧路小）
　　　　　　　　（3.4.1釧路義務教育学校前期課程）

附属学校園危機管理マニュアル（釧路中）
　　　　　　　　（3.4.1釧路義務教育学校後期課程）

附属学校園危機管理マニュアル（函館幼）

附属学校園危機管理マニュアル（函館小）

附属学校園危機管理マニュアル（函館中）

附属学校園危機管理マニュアル（特別支援学校）

112

火災、爆発による人的、
物的被害

ハラスメント

火災、爆発

個人情報

地震による人的、物的被
害

職員、学生、児童、生徒
の病気、ＳＡＲＳ、Ｏ－１５
７、

一般疾病、 メンタルヘ
ルス、感染症、食中毒

不審者の侵入による盗
難、傷害

不審者

アカデミックハラスメント、
差別、いじめ

個人情報漏洩

地震

14．附属学校に
　　関する危機
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