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（目的） 
第１条 この要項は，奈良工業高等専門学校（以下「本校」という。）が，本校広報センタ

ー（以下「センター」という。）の責任の下において，本校の広報等の目的でインターネ

ット上に提供する情報（以下「ホームページ」という。）の管理及び運用について，必要

な事項を定めることを目的とする。 
（内容） 
第２条 本校のホームページの内容は，別に定める。 
（管理者） 
第３条 本校におけるホームページの適切な管理及び運用を行うため，別表に示す第３階層

（中分類）の項目(以下，「項目」という)ごとに管理者（以下「管理者」という。）を置く。 
２ センター長は，管理者を統括する。 
３ 原則，各項目は，本校公式 web サーバー上に置くものとする。なお，各項目を登録する

サーバーを別に設置する場合，管理者は，各項目を登録するサーバーに関する情報をセン

ター長に届け出る。 
（運用の方法） 
第４条 項目の内容は，管理者及び管理者からホームページの作成を委嘱された職員（以

下「管理者等」という。）が自らの責任のもとに作成する。 
２ 項目の新規開設及び廃止をする場合，管理者がセンター長に届け出て，承認を得るも

のとする。 
３ 項目の内容の更新については，管理者の責任において行う。 
４ 管理者等は，問い合わせ先のメールアドレス等を明記することにより，情報の管理に

責任を持つとともに，その内容に係る照会に対応する。 
５ 管理者等は，情報内容を随時検討・更新し，適切性，正確性に配慮する。ただし，次

の各号のいずれかに該当する情報は，提供してはならない。 
 一 人権又はプライバシーを侵害するもの 
 二 知的財産権を侵害するもの 
 三 公序良俗に反するもの 
 四 その他本校の教育研究上不適当であると認めるもの 
６ 原則として，ホームページの第１ページは，センターの委嘱を受けて，総務課総務係

で作成し，各項目は第１ページからリンクするものとする。なお，別表B群の項目に属す

る情報は，A群の項目配下で提供する情報へのリンクとして提供するものとする。 
７ センターは，本条第５項各号に該当する情報内容を提供している管理者に対し注意す

るとともにサーバーの管理者に連絡してその内容を削除することができる。 
８ センターは，本条第１項及び第２項の規定にかかわらず，ホームページを作成，更新

及び削除することができるものとする。 
９ センターは，前項のほか，掲載コンテンツの汚染，外部からの改変，情報セキュリテ



ィ副責任者からの指示等緊急のときは，ホームページを更新又は削除することができる

ものとする。 
（権利の帰属） 
第５条 ホームページの著作権は，原則として本校に帰属する。 
（事務） 
第６条 ホームページの管理及び運用に関する事務は，総務課総務係において処理する。 
（その他） 
第７条 この要項以外については，本校のネットワーク規則に従うものとする。 
 
   附 則 
  この要項は，平成１２年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成１６年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成１８年１月１２日から施行する。 
   附 則 
  この要項は，平成１９年１２月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この要項は，平成２４年２月９日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この要項は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要項は，平成３０年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表

ＰＣ用Ｗｅｂコンテンツ構成

No. 第１階層 第２階層（大分類） 第３階層（中分類） 管理者 担当部署

1 トップページ 学校案内 校長挨拶 総務課長 総務課総務係

2 教育方針 総務課長 総務課総務係

3 沿革と組織 総務課長 総務課総務係

4 機関別認証評価の結果 総務課長 総務課総務係

5 規程集 総務課長 総務課総務係

6 学校概要（刊行物） 総務課長 総務課総務係

7 情報公開 総務課長 総務課総務係

8 アクセス 総務課長 総務課総務係

9 キャンパス 総務課長 総務課総務係

10 入学案内 学生募集要項 教務主事 学生課入試係

11 入試情報 教務主事 学生課入試係

12 学校＆入試説明会 教務主事 学生課入試係

13 体験入学 教務主事 学生課入試係

14 編入学生募集関係 教務主事 学生課入試係

15 専攻科学生募集関係 専攻科長 学生課入試係

16 高等学校等就学支援金・授業料免除・各種奨学金 学生主事 学生課学生係

17 卒業後の進路状況 教務主事、学生主事、専攻科長 学生課教務係・学生係

18 奈良高専ってどんな学校？ 教務主事 学生課入試係

20 教育・研究 カリキュラム・シラバス 教務主事・専攻科長 学生課教務係

21 ＪＡＢＥＥ認定 専攻科長 学生課教務係

22 現代ＧＰ 総務課長 総務課総務係

23 国際交流 国際交流委員長 総務課総務係

24 大学等との交流・連携協定 総務課長 総務課総務係

25 教員の紹介 総務課長 総務課総務係

26 教員研究シーズ集 産学交流室長 総務課専門職員（研究協力担当）

27 受賞・表彰 総務課長 総務課総務係

28 産学連携 産学交流室長 総務課専門職員（研究協力担当）

29 キャリアデザイン 教務主事、学生主事 学生課教務係・学生係

30 本科 一般教科 総務課長 総務課総務係

31 機械工学科 総務課長 総務課総務係

32 電気工学科 総務課長 総務課総務係

33 電子制御工学科 総務課長 総務課総務係

34 情報工学科 総務課長 総務課総務係

35 物質化学工学科 総務課長 総務課総務係

36 専攻科 専攻科とは？ 総務課長 総務課総務係

37 専攻科の位置付け 総務課長 総務課総務係

38 専攻科案内 総務課長 総務課総務係

39 機械制御工学専攻 総務課長 総務課総務係

40 電子情報工学専攻 総務課長 総務課総務係

41 化学工学専攻 総務課長 総務課総務係

42 学生生活 学生支援 学生主事 学生課学生係

43 クラブ活動 学生主事 学生課学生係

44 学生会 学生主事 学生課学生係

45 各種コンテスト（ロボコン等） 学生主事等 学生課学生係

46 高専祭 学生主事 学生課学生係

47 高専体育大会 学生主事 学生課学生係

48 CAMPUS（広報誌） 学生主事、情報メディア教育センター長 学生課学生係、情報管理室

49 各種届け出書類 教務主事、学生主事、寮務主事 学生課教務係・学生係・寮務係

50 高等学校等就学支援金・授業料免除・各種奨学金 学生主事 学生課学生係

51 年間行事予定 教務主事 学生課教務係

52 社会貢献 公開講座 総務課長 総務課総務係

53 小中ロボコン 総務課長 総務課総務係

54 学市連携事業 総務課長 総務課総務係

55 理系ゴゴロのススメ プロジェクトリーダー 総務課総務係

56 元気なら組み込みシステム技術者の養成事業／GENET 事業推進リーダー 総務課専門職員（研究協力担当）

57 自治体等との協定 総務課長 総務課専門職員（研究協力担当）・総務係

58 教員研究シーズ集 産学交流室長 総務課専門職員（研究協力担当）

59 付属施設 学寮 寮務主事 学生課寮務係

60 図書館 情報メディア教育センター長 情報管理室

61 総合情報センター 情報メディア教育センター長 情報管理室

62 産学交流室 産学交流室長 総務課専門職員（研究協力担当）

63 技術支援室 技術支援室長 技術支援室

64 福利厚生施設（食堂・購買等） 学生主事 学生課学生係

65

66 受験生の方へ インデックスページ 教務主事 学生課入試係

67 在校生・保護者の方へ インデックスページ 教務主事、学生主事 学生課教務係・学生係

68 卒業生の方へ インデックスページ 教務主事、総務課長 学生課教務係、総務課総務係

69 企業・研究者の方へ インデックスページ 学生主事、産学交流室長、総務課長 学生課学生係、総務課専門職員（研究協力担当）・総務係

70 地域・一般の方へ インデックスページ 総務課長 総務課総務係

71 奈良高専ってどんな学校？ インデックスページ 教務主事 学生課入試係

72 奈良高専Ｑ＆Ａ インデックスページ 教務主事 学生課入試係

73 Top of English page Liberal Studies 総務課長 総務課総務係

74 Mechanical Engineering 総務課長 総務課総務係

75 Electrical Engineering 総務課長 総務課総務係

76 Control Engineering 総務課長 総務課総務係

77 Information Engineering 総務課長 総務課総務係

78 Chemical Engineering 総務課長 総務課総務係

79 Faculty of Advanced Engineering 総務課長 総務課総務係

80 Curriculum（→http://www.nara-k.ac.jp/curriculum/index.html） 総務課長 総務課総務係

81 Intemational Student Exchange 総務課長 総務課総務係

82 Organization chart 総務課長 総務課総務係

83 Access 総務課長 総務課総務係

84 リンク リンク 総務課長 総務課総務係

85 サイトマップ サイトマップ 総務課長 総務課総務係

86 運用ポリシー 運用ポリシー（現在工事中） 総務課長 総務課総務係

87 問い合わせ 問い合わせ 総務課長 総務課総務係

88 採用情報 教員公募についてはこちら 総務課長 総務課人事係

89 職員（事務職員・技術職員）の採用についてはこちら 総務課長 総務課人事係

90 非常勤（パート）職員採用についてはこちら 総務課長 総務課人事係

91 研究員・客員研究員公募についてはこちら 総務課長 総務課人事係

92 調達情報 調達情報（PDFファイルリンクの中間ページ） 総務課長 総務課契約係・施設係

93 緊急連絡サイト 教務主事等 総務課、学生課

94 緊急連絡 教務主事等 総務課、学生課

95 お知らせ システムエリア － －

96 イベント システムエリア － －

携帯電話用コンテンツ構成

No. 第１階層 第２階層（大分類） 管理者 担当部署

1 トップページ

2 緊急連絡サイト － － ＰＣ用Ｗｅｂコンテンツと連動

3 緊急連絡 － － ＰＣ用Ｗｅｂコンテンツと連動

4 アクセス 総務課長 総務課総務係

5

A群

C群

B群

Ｇ群

D群

E群

F群

 


