
キャンパス全面禁煙
－学生・教職員の健康維持・増進を目指して－

「神戸学院大学全構成員の健康増進及び保健の向上を
図るという観点から、神戸学院大学キャンパス内にお
いて、特別に指定された場所以外は禁煙とする」

　神戸学院大学は1997年から学内分煙制度を推進し
てきましたが、健康増進法の施行に伴い、それを一歩
前進させたキャンパス完全分煙を2004年4月1日より
スタートしました。
　喫煙による受動喫煙（室内またはこれに準ずる環境
において、他人のタバコの煙を吸わされること）は、
がん、心疾患、脳卒中などの生活習慣病の大きな原因
となっています。神戸学院大学全構成員の健康を守る
という観点から、教職員・学生の代表が集まり全学禁
煙制度について協議・検討した結果、「特別に指定され
た場所以外は禁煙」という結論に至りました。
　より良い生活環境を作るには大学の構成員である、
学生・教職員一人ひとりの自覚と協力が必要です。
　喫煙ルールを必ず守ってください。

喫煙について
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喫煙指定場所 2017年2月1日現在
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受動喫煙の危険性
　受動喫煙とは、非喫煙者が喫煙者の周りにいてタバコの煙を吸い
込むだけで、少量のタバコを自分で吸ったのと同じような状態にな
ることです。タバコの煙には、喫煙者が吸い込む主流煙と、火のつ
いた先端から立ち上る副流煙があります。主流煙はフィルターを通
ることにより有害物質の一部が取り除かれますが、副流煙はフィル
ターを通らないこともあり、約２倍から４倍以上の有害物質が含ま
れています。非喫煙者であっても副流煙を吸い込むと、肺がん、虚
血性心疾患などを患う原因となります。
　2003年５月に施行された健康増進法第25条は、「学校その他の
多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙による煙害から
非喫煙者を守るために必要な措置を講じる努力をすること」を義務
付けており、大学は義務を果たさなければなりません。
　学内で全構成員がお互いに気持ち良く過ごすためにも、指定され
た喫煙場所以外では喫煙しないというルールを必ず守りましょう。

禁煙のすすめ　－社会は「禁煙」に向かっています－

タバコは「百害あって一利なし」
　タバコは、がん（肺がん、咽頭がん、食道がん、膀胱がん）、心疾
患（心筋梗塞、狭心症等）、脳血管疾患、慢性肺疾患（肺気腫、喘
息）、胃・十二指腸潰瘍、歯周病（歯が抜ける）、肌の老化（顔のシ
ワの増加）、ＥＤ（勃起障害）、早産・流産といった病気の大きな原
因になっています。全世界で年間500万人、日本でも年間11万人以
上がこれらの病気で死亡しています。禁煙することにより、これら
の病気を予防することができます。

大学を卒業するまでにタバコを卒業しよう
　法律で喫煙が禁止されている未成年者はもちろんのこと成年者も
はじめからタバコを吸わないようにしましょう。
　現在タバコを吸っている方は、禁煙にチャレンジしてください。
タバコがやめられない原因は、ニコチンに対する薬物依存と喫煙の
習慣化によるタバコへの心理的な依存です。吸い始めてからの期間
が短いほどニコチンの依存度が低いので、今やめるほうが将来やめ
るよりも禁煙しやすいはずです。一般的に禁煙すると直後から体に
良い変化が起こります。まず、20分以内に血圧や脈拍が正常にな
り、８時間以内に酸素欠乏状態が改善し、３日程でニコチンが体内
からなくなり、次いで、呼吸や歩行が楽になります。さらに５年以
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上禁煙を続けると肺がん等の危険性が非喫煙者並まで低下します。
最近では、企業の人事採用の際にも非喫煙者を選考の条件とした
り、現在働いている人に対しても生産性が落ちる等の理由により就
業時間内は喫煙してはいけないという規則を設ける社会の動きも出
てきています。大学を卒業するまでに生涯にわたって健康を損なう
喫煙習慣から卒業しておきましょう。
　なお、少しでも禁煙への興味がある方には、医務室で禁煙のアド
バイスを行っていますので、お気軽にお越しください。
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飲酒について
　本学の飲酒に関するルールは次のとおりです。厳守してください。

○事前に所定の願書により学生支援センター所長の許可を特別に得
た場合（学内厚生施設で開催される行事で、教職員同席の下で参
加者が成年学生のみで構成される場合）を除き、学内全域で飲酒
は禁止します。

○未成年者が同席する場合は、成年者であっても飲酒を禁止します。
○課外活動の合宿中は飲酒を禁止します。

クラブのコンパ・打ち上げでは節度を守ろう

飲酒と体質
　お酒を飲めるか飲めないかは、生まれつき体質で決まっています。
訓練すれば強くなるというのは完全な誤解です。よって、お酒が飲め
ないのはカッコ悪いなどということはありません。お酒を飲んだ事が
ない人、お酒を飲めない人は絶対に無理をせず、勧められても当然の
権利として断りましょう。また、お酒を飲める人が、飲めない人に無
理に勧める行為は、相手にとっては非常に過酷であるということを肝
に銘じましょう。
　最近になり少しずつ認知されてきたことですが、「俺の酒が飲めん
のか」などという、先輩による飲酒の強要、酔いつぶすことを目的と
した飲み会、飲めない体質の人への無理強いや、「酒の上でのことだ
から」という言い訳で繰り返される悪ふざけ、からみ、セクハラ
……、これらは、相手に肉体的・精神的に大きなダメージを与える、
人権侵害（アルコール・ハラスメント）であり、犯罪です。

未成年者飲酒の恐ろしさ
　日本では、法律によって未成年者の飲酒が禁じられています。こ
れには確たる理由があります。大きく分けて次の五つです。

　毎年、クラブやサークル、ゼミ等のコンパや打ち上げを行う飲食店
内で、または店の外や帰宅した下宿で深夜に集団で大騒ぎするケース
があり、飲食店や近隣の住民から大学に苦情が寄せられています。大
学周辺で生活しているのは学生だけではありません。近隣の住民に迷
惑を掛けたり、大学の品位を落とす行為は絶対にしないでください。
　万が一、飲み会で、①意識がない。ゆすっても、強くつねっても
起きない、②全身が冷えきっている、③呼吸がおかしい。ゆっくり
で途切れたり、浅くて早い、④大量の血や食べ物を吐いている、
⑤口から泡を吹いている、⑥失禁している、というような状態に
なった人が出た場合は、一刻も早く救急車を呼んでください。
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①脳の神経細胞を破壊するから
　アルコールを大量に長い年月飲みすぎると、脳が縮んできま
す。特に脳が未完成の未成年者では起こりやすく、勉強に必要な
集中力や記憶力が低下します。そして、成績不振につながりま
す。

②性機能の正常な発達が妨げられるから
　性腺が萎縮して、インポテンツ、生理不順・無月経になる可能
性があります。

③急性アルコール中毒になりやすいから
　未成年者はアルコールを分解する仕組みが発達していないた
め、過度の飲酒をした場合、急性アルコール中毒になる危険度が
高いと言えます。

④アルコール依存症になりやすいから
　未成年者は心身が未発達なため、適度な飲酒をしているという
判断力が弱く、自己規制が効きません。未成年の時から飲酒する
と、次第に飲酒量が増え、飲まないと落ち着かなくなってきま
す。そして、大量のお酒を毎日飲むようになり、アルコール依存
症になってしまいます。

⑤人生の幅を狭めてしまうから
　酒の酔いは、他の楽しみ方を学ぶ意欲をなくします。

　これまで日本には、大学に入学すれば、未成年であっても飲酒を
容認する土壌がありましたが、未成年の飲酒は厳禁です。未成年者
は、周りの空気に流されず、勧められても毅然として断りましょ
う。また、上級生は未成年者がいる席では、絶対にアルコール類は
出さないでください（上級生もアルコール類を飲まないこと）。
※未成年者が飲酒をした場合、罰せられるのは未成年者本人ではな
く、周りにいた大人です。

飲み過ぎは、こんなに怖い
　アルコールが引き起こす病気というと、まず肝臓病が頭に浮かび
ますが、大量飲酒は、肝臓だけでなく、ほとんど全ての臓器に障害
をもたらします。

飲酒運転
　お酒の酔いは、酔った本人が思っている以上に、はるかに激しく
運動能力や視力・判断力などを低下させます。血中アルコール濃度
が0.05％、つまりほろ酔いの初期程度の酔い方でも動体視力は著し
く低下し、かつ視野も狭くなるので、運転時の危険性は飛躍的に高
まります。反射運動能力や集中力、平衡感覚も鈍るため、スピード
の出しすぎ、ブレーキの踏み遅れ、衝突などの事故発生率も上がり
ます。一口でも飲んだら運転はやめる、運転するなら一口も飲まな
い、という強い意志が必要です。
※たとえ自転車でも飲酒運転になります。法律上の「車両」には、
自転車も含まれます。

132



大麻・危険ドラッグ等薬物乱用防止について

　最近、他大学の学生が大麻を自宅で栽培したり、キャンパス
内で売買・吸引したとして、逮捕される事件が相次いで発生し、
若者の間に薬物汚染が広がっていることが報じられています。
　大麻などの不正薬物を好奇心から「１回だけなら平気だろ
う」、「ダイエットにいい」、「タバコ感覚」など安易に手を出す
と、自分の意志ではやめられなくなる「依存症」になります。
その後、「幻覚・妄想」があらわれたり、生殖機能への悪影響
など身体や心がボロボロになります。そして、その苦しみは、
家族・友人など周りの人を巻き込んでしまいます。
　また、「合法ドラッグ」「合法ハーブ」などと称して売られ
ている「危険ドラッグ」は、たとえ「合法」などと称していて
も、麻薬や覚醒剤と同じかそれ以上の恐ろしさを持つ物質です。
使用すると、呼吸困難を起こしたり、死亡することもあります。
また、異常行動を起こして他者に危害を加えてしまうこともあ
ります。
　学生の皆さんは、大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用の恐ろ
しさを充分認識し、薬物の誘惑に負けて一生を棒に振らないよ
う、理性と断る勇気をもってください。

これらの薬物は、買わない、使わない、かかわらない！
兵庫県薬務課

これらの薬物は、別の呼び名で呼ばれている場合があります。
別名 ハッパ、グラス　　　エス、スピード、シャブ　　　エクスタシー、バツ

乾燥大麻（マリファナ） 覚せい剤 MDMA（合成麻薬）
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感染症について
◎数年前より大学において感染症の拡大（麻疹・新型インフルエンザ・ノロウイル
スなど）が相次ぎました。集団生活を送るうえで感染拡大防止をはかるため、以
下のことに気を付けてください。

●手洗い・うがいの習慣をつけ、規則正しい生活を心がけてください。
●咳が続くときや熱があるとき、体調不良時は早めに医療機関を受診してください。
●十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけてください。
●麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎等にかかったことがない学生は、医師と相談
のうえ、予防接種を受けることをお勧めします。

◎出席停止（公認欠席）となる感染症については、大学ホームページ及び付録の事
象別危機管理マニュアル（P145～）を参照

インフルエンザ

ノロウイルス

【特徴】突然の発熱、強い感染力
【症状】高熱（38℃以上）、咳、鼻水、咽頭痛、　　　
　　　　筋肉痛、関節痛、頭痛、倦怠感
【感染経路】飛沫感染、接触感染
【潜伏期間】2 ～5日

【特徴】強い感染力
【症状】吐き気、嘔吐、下痢、腹痛
【感染経路】経口感染

・汚染した食品から（特にカキなど
の2枚貝）
・感染者が調理した食品から
・感染者の吐物、便などから
・感染者が触れたドアノブ、蛇口な
どから

【潜伏期間】1～2日

【注意点】
・脱水症を防ぐため、市販のイオン飲料などで水分を補給してください。
・上記症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。
・ウイルスは症状改善後も1週間程度、便中に排泄され続けますので注意してください。
・感染者の吐物などを処理する場合は、使い捨ての手袋・マスク・エプロンを使用し、
ふき取った後は塩素系漂白剤（50～100倍に薄める）をしみこませたティッシュな
どでふき取り、消毒しましょう。処理した後は十分な手洗いと換気をしてください。
・学内でおう吐した場合は、清掃業者が後処理を行いますので、吐物に触らず、すぐに
医務室までご連絡ください。

【注意点】
・疑わしい症状が出たら、直ちに医療機関を受診してく
ださい。
・インフルエンザの診断を受けた場合は他人に感染させ
る可能性が高いため、自宅で安静にしてください。
（登校に関しては医師の指示に従ってください）

【感染予防のポイント】
・十分な手洗い、うがい
・十分な休養
・バランスのとれた食事
・こまめな換気
・人ごみは避ける
・マスク着用

【感染予防のポイント】
・十分な手洗い、うがい
・カキなどの2枚貝の十分な加熱
処理（85℃以上1分以上）
・生鮮食品の十分な洗浄
・調理器具の洗浄や消毒
・トイレやドアノブなどの消毒
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防犯について
夜間のひとり歩きに注意！
　近年、大学周辺において暴行事件やチカンの被害に遭うケースが増加して
います。
　KAC周辺は夜間は人通りが少なく、街灯の無い暗い道もあります。不要
不急の夜間外出は避けるとともにやむを得ない場合は、1人では外出しな
い、少し遠回りでも街灯のある明るい道を通る等の注意が必要です。
　また、KPC周辺は企業の事務所や倉庫、高層住宅が混在しています。
KACと同様、夜間の不要な外出は避けるようにしてください。昼夜を問わ
ず不特定多数の人が活動しているということを意識し、自分からトラブルに
巻き込まれるような行動をしないよう心掛けてください。

■夜間ひとりで歩く時は、常に緊張感を持ち、周囲を見回す癖をつけましょう
　●メールに集中したり、ヘッドホンをしていると犯人の接近に気が付きま

せん。
　●防犯ブザーを携帯しましょう。
　●できるだけ複数で帰るようにしましょう。
　●遠回りになっても、人通りのある明るい道を通って帰るようにしましょ

う。
　●帰宅時は、周りをよく確認してからドアを開けるようにしましょう。

在宅中も注意！
　外出時、窓（特にマンションの上層階）のカギを閉め忘れ、盗難の被害に
遭うケースも見受けられます。たとえ少しの時間であっても外出する際に
は、全てのドア・窓を必ず施錠してください。
　また、在宅中でも玄関は必ず施錠し、来訪者にはチェーンロックをしたま
ま応対することも大切です。中には宅配便を装い、「荷物が大きくて入らな
い」等と無理やりドアを開けさせようとする巧妙な手口もありますので、先
に送り主を確認する等自衛を心がけてください。
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盗難に注意！
　最近、学内（男子・女子更衣室、講義室、図書館、駐輪場など）での盗
難が多く発生しています。またトイレ等で置き引きも発生しています。
　「少しの間なら」、「他の人がいるから大丈夫」と油断し、席を外した隙
に盗難に遭っています。学内には学生・教職員以外に多くの人が出入りして
いますので、不審者の侵入を全て防ぐことは不可能です。皆さんが自覚をも
って防ぐことが一番の近道です。

自衛策としては
1．貴重品や自分の荷物は肌身離さず自己管理する。
2．多額の現金および高価な物品を大学へ持って来ない。
3．キャッシュカード等の暗証番号は生年月日、電話番号にしない。
4．駐輪場を利用する場合は、各自チェーンロックなどを用意し、タイヤ止
めに掛ける等、二重・三重に施錠する。

5．駐輪場に停めたまま学外に出かけたり、夜間置いたままにしない。

もし盗難にあったら
1．最寄りの警察に届ける。
2．クレジットカード、キャッシュカードが盗まれた場合は、クレジットカ
ード会社、金融機関に連絡する。

3．学内で盗難にあった場合は、速やかに各キャンパスの学生支援窓口に届
け出る。
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振り込め詐欺（架空請求詐欺）被害の防止について
　「振り込め詐欺」の手口の一種に「架空請求詐欺」があります。「架空請求
詐欺」は、「サイトの利用料金、または退会手数料が未納であり、このまま
にしておくと民事裁判となりますので、連絡してください」という内容のメ
ールが携帯電話に届きます。そしてメールに出ている連絡先に電話をする
と、退会手数料、利用料金として現金を請求されます。支払方法として
は、振込先の銀行口座を指定されたり、エクスパックで現金を送付するよ
う指示（エクスパックで現金を送付することは法律で禁じられています）
されます。架空請求詐欺には他にも「民事裁判通告書」と書かれたハガキ
や架空の事実を記載した文書が届くケースもあります。
　学生の皆さんは、「振り込め詐欺」という言葉は、何度も聞いて知ってい
ると思いますが、「私は騙されない」と考えている方が大半ではないでしょ
うか。しかし兵庫県は全国的に見ても振り込め詐欺被害が多い県であり、神
戸地区の大学生数名が相次いで被害者になるというケースが発生していま
す。このようなメールが届いた場合、記載の連絡先に電話することなく無
視するか、被害に遭わないように警察に相談してください。
　また、最近、銀行口座を作り、携帯電話を契約して、すぐに転売するとい
う事案が多くなっています。このように売買された銀行口座、携帯電話が振
り込め詐欺に利用されています。転売目的で、銀行口座や携帯電話を契約す
る行為は、詐欺行為であり、犯罪です。振り込め詐欺を助長するこれらの犯
罪は警察により厳しく取り締まられています。
　学生の皆さんは、振り込め詐欺の被害者にならないようにするとともに、
決して振り込め詐欺の手助けをすることがないようにしてください。
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架空請求詐欺を防止するために
○相手（メール等に記載の連絡先）に絶対連絡しない。
○利用した覚えがなければ無視する。不安に思った時（心当たりがあるかど
うかも分からない場合）は、最寄りの警察や県警なんでも相談窓口（電話
番号＃9110または078-361-2110）に相談する。
○見覚えのない送信のメールアドレスにはアクセスしない。
○警察に相談できない場合でも一人で悩まず、友人や家族、大学に相談する。
○兵庫県警察が振り込め詐欺に関する情報を集めるための専用メールアドレ
スを開設しているので、下のQRコードを読み取るか、次のアドレスに詐
欺メールを転送して情報提供する。（匿名での情報提供も可能）
furikome110@police.pref.hyogo.jp
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法令を遵守し、キャンパスマナーを守ろう！

法令・マナーの遵守について

　本学は、近隣の方々からの理解と協力を得て、発展してきました。今後
もそうした関係を大切にしていかなければなりません。そのためには学生
一人ひとりが法令を遵守し、マナーを守って、全員が快適に過ごせるよう
に心掛けていくことが大切です。また、友人や同じクラブの部員など周り
の学生にも注意を呼び掛けてください。

通学マナーを守ろう

通学について

　バス乗り場および駅のホームにおける本学学生の乗車マナーに対して地
域住民をはじめ、本学の学生や家族から多数の苦情が寄せられています。
特に、明石駅前バス乗り場およびポートライナーにおける一部学生の割り
込み乗車は、一般の方々に大変なご迷惑をお掛けしている状況です。この
他にも車内で友人と大声で話したり、大きなカバンを通路に置いたままに
することもやめましょう。
　自己中心的な行動は、ルールを守っている学生や一般の方々に不快感を与
えるだけでなく、時には乗客同士のトラブルに発展することもあります。自
分勝手な行動は慎み、正しく整列し順番を守って乗車してください。
　普段から余裕をもって家を出るようにし、駆け込み乗車はしないように
するとともにお年寄りや身体の不自由な方等には座席を譲るよう心掛けて
ください。さらに、混雑した電車やバスの車内では、付近に植込み型心臓
ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性が
あります。電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動
器の作動に影響を与える場合がありますので、携帯電話の電源を切ってく
ださい。
　また、ポートライナー「みなとじま駅」とKPCとの間にある横断歩道を
赤信号を無視して、危険な横断をしている学生の姿が多数、目撃されていま
す。信号無視による横断は、大変危険ですので、絶対にやめてください。通
学には信号の影響がなく、安全に通行できる歩道橋を利用しましょう。

本学は通学について次のとおりとしています。
①通学はできる限り、電車、バスなどの公共交通機関の利用および徒歩と
する（自動車通学を認められた者でも渋滞による遅刻・欠席は認められ
ない）。

②やむを得ず自転車・単車を利用する者は交通安全と法規の遵守を徹底し、
それぞれの指定された専用駐輪場を利用し、盗難防止に努めること。

　自動車・単車による交通事故はすぐにケガや死亡につながる確率が高い
ため、運転する場合には常に交通安全に心がけ、マナーやルールを守って運
転するよう十分に注意してください。
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単車通学の自粛〔KAC〕

　有瀬キャンパスの駐車場利用許可に関する手続きは、第1次募集は12月
頃に申請受付を行い、１月下旬に審査・許可者発表、第2次募集は4月初
め申請受付を行い、4月下旬に審査許可者発表という予定になっていま
す。申請希望者は必ず指定の期間内に手続きをしてください。日程等につ
いては、KAC学生支援事務室掲示板で確認してください。

　学生の交通事故防止および大学近隣での迷惑・不法駐車防止のため、自動
車通学は原則禁止とし、単車については自粛を呼びかけています。

単車通学の禁止〔KPC〕 
※ポートアイランドキャンパス内に自転車以外の駐輪場は一切ありません

自動車通学の禁止〔KPC〕〔KAC〕
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　ポートアイランドキャンパスに乗り入れるためには、トレーラー等の大型
貨物自動車が高速で多数往来する中で、4車線の車線変更を行なわなければ
ならず、交通事故の発生する危険性が大変高いと思われます。その現状を踏
まえ、ポートアイランドキャンパス設置の際に大学関係者と学生団体協議会
のメンバーとで現地視察を行い、学内会議で慎重に検討した結果、原付も含
めて単車通学については全面禁止することが決定されました。

　本学では1994年に自動車通学取扱要項が制定され、学生の自動車通学
は全面禁止しています。ただし、有瀬キャンパスのみ自動車通学取扱要項
に基づき、許可を受けた者に限り、「駐車場の利用許可」を行っています。
自動車通学取扱要項については学内情報サービスに掲載している規則集
をご覧ください。



迷惑・不法駐車に対する取り扱いについて
　駐車場利用許可者以外の自動車通学および大学近隣地域の自転車、単車の
迷惑・不法駐車があとを絶ちません。特に大学周辺の店舗・マンションやポ
ートライナー「みなとじま駅」周辺への駐車や路上駐車に対して、地域住
民や警察から苦情が寄せられています。友人・知人を訪ねてきた場合の駐
車・駐輪であっても管理人・家主の許可がない場合は同様に迷惑・不法駐
車として扱います（許可を得ている場合はその旨を明示しておいてくださ
い）。
　迷惑・不法駐車に対しては「戒告・停学・退学」等の厳しい処分を行って
いますので、決して迷惑・不法駐車をすることのないよう指定された駐車
場・駐輪場を利用してください。なお、駐車場・駐輪場での盗難や事故に
ついて、大学は一切責任を負いません。自己管理のもと、盗難・事故防止
を心がけてください。一度処分を受けた者が、再度同じ行為をした場合、
さらに厳しい処分が課されます。取り扱いの詳細については下記の「迷
惑・不法駐車に対する処分の範囲」と次頁の「迷惑・不法駐車違反者に対
する取扱」のとおりです。

１．戒告　学生支援センター所長による戒告処分（次頁、取り扱い図を参照）
　（1）大学近隣に迷惑・不法駐車をした者及び地域から苦情があった者。
　（2）駐車場利用許可を受けずに、大学の駐車場に３回以上無断駐車した者。
２．停学・退学　賞罰委員会による処分
　（1）　戒告処分（学生支援センター所長戒告）を３点以上受けた者。（以降

卒業までの間、点数を重ね、反省の意思がない者は処分を厳しくする）
　（2）　学生支援センター所長が、次の理由により戒告では軽すぎると判断
した者。
・態度が極端に横暴で改悛の情がない者。
・暴力（傷害）事件などに発展した場合。
３．施行日
　1994年４月１日から施行する。

迷惑・不法駐車に対する処分の範囲

※長期にわたり、放置している単車、自転車については、廃棄しますので注
意してください。

昨年（2016年４月１日から12月末まで）、大学近隣に迷惑・不法駐車を
行い、戒告・停学処分を受けた学生数は次のとおりです。本学は、許可者以
外の自動車通学は禁止しており、また、単車での通学は自粛を求めています
（KPCへの単車通学は全面禁止）。くれぐれも、このようなことの無いよ
う、心がけてください。

自動車・単車・自転車の
迷惑・不法駐車による戒告者

名17　

警　　告
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（1）戒告処分の手続き
①保証人への通知
②学長・所属学部長・学生支援センター所長・教務センター所長・賞
罰委員・学生委員・指導教員への通知

③反省文提出（誓約書を含む）
（2）戒告１点又は２点を受けたにもかかわらず、再び、迷惑・不法駐車し

た者は戒告２点または３点とし、戒告３点以上受けた者は停学または
退学を賞罰委員会に諮る。（点数は卒業時まで加算される）

迷惑・不法駐車違反者に対する取扱

大学近隣に迷惑・不法駐車をした
者及び地域から苦情があった者

違反３回以上の者を車番で
呼び出す

大学駐車場へ無断駐車

掲示期間２週間

掲示期間
２週間

手紙で本人及び保証人に通知

（賞罰委員会で処分を審議）

出頭しなかった者学生支援事務室に出頭した者

持主調査（戒告１点）

氏名で呼び出し

学生支援事務室に
出頭しなかった者

学生支援事務室に
出頭した者

（戒告３点） （戒告２点）

（戒告２点）
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