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第１３０回議事録（案 ）（ 資料1）について，原案のとおり確認した。
Ⅱ

報告事項
１．議長報告
議長から，次の事項について報告があった。
( 1) 横浜工業会助成金贈呈式 出席（ 7/10）
( 2) 第１回 地域連携推進室会議 開催（ 7/10）
( 3) 第１回 YNU２１を語る会 開催（ 7/13）
( 4) 文部科学省 徳久総括審議官 来学（ 7/14）
( 5) 第７回先端科学高等研究院シンポジウム 出席（ 7/16）
( 6) 天城学長会議 出席（ 7/18-19）(資料 2-1)
( 7) 上海交通大学，華東師範大学 表敬訪問（ 7/20-22）
( 8) 学術交流奨励事業奨学金目録贈呈式 挙行（ 7/23）
( 9) 立教大学 訪問（ 7/24）
(10) （ エチオピア ）教育省副大臣 ，アディス・アベバ科学技術大学 学長等 来学（ 7/30）
(11) 常盤台地区連合町内会 納涼盆踊り 出席（ 8/ 1）
(12) 香港理工大学・四川大学（さくらサイエンス）来学（ 8/ 3）
( 13) YNU国際シンポジウム 2015「高度排水処理技術 ,WET,および生態リスク評価をめ
ぐって」 出席（ 8/3）
(14) 高校生インターンシップ開校式 挙行（ 8/ 3）
(15) 大連理工大学 , ダナン大学 一行 来学(8/ 4)
(16) 本学と相模原市との包括連携協定締結(8/ 5）（資料 2-2）
(17) 国立大学振興議員連盟第３回総会 出席(8/ 5)
(18) 国大協トップセミナー 出席(8/20-21)(資料 2-3)
( 19) 日本学術振興会特別研究員等書面審査員表彰（日本学術振興会理事長表彰）の伝
達（ 8/25）
(20) 第２回 YNU２１を語る会 開催(8/26)
(21) 第２回「未病サミット神奈川 2015 in 箱根」実行委員会 出席(8/31)
(22) 宇都宮大学との相互研修報告会 出席(9/ 3)
(23) 第２回 地域連携推進室会議 開催(9/ 9)
２．委員会報告
議長から ，委員会の開催状況について ，資料２－４のとおりである旨報告があった 。
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３．部局等報告
各部局等から，次の事項について報告があった。
( 1) 理事（研究・評価担当）
・平成２６事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリ
ング
・教員の研究業績公開ツール「 Pure」の学内公開開始（資料 3-1）
・服部「報公賞」の受賞
・横浜国立大学における情報の取り扱い（資料 3-2）
( 2)

理事（国際・地域・広報担当）
・ミラノ工科大学（イタリア）との大学間学術交流協定の締結（資料 3-3-1～資
料 3-3-2）
・平成２７年度学長主催「 外国人研究者・留学生 観月の会 」の開催（ 資料3-4）
・ YNUサンフランシスコ・ベイエリア海外同窓会（発足準備会）の開催
・平成２７年度「 日本留学アワーズ 」東日本地区国立大学部門賞の受賞（ 資料3-5）
・大連理工大学 YNUデー（ 12月 14日）の開催

( 3)

理事（財務・施設担当）
・平成２８年度概算要求(資料 3-6)
・納品検収体制の見直し(資料 3-7)
・エコキャンパス白書 2015（環境報告書）(資料 3-8)

( 4)

教育人間科学部長
・平成２７年度神奈川県教育職員免許法認定講習実施報告（資料 3-9）
・学生の処分

( 5)

理工学部長
・学生の処分
・理工学部編入学試験における出題ミス
・オープンキャンパスにおける配布資料の誤記載

( 6)

工学研究院長
・第４４回４大学懇談会（資料 3-10）

( 7)

環境情報研究院長
・第３８回国立大学法人大学院環境科学関係研究科長等会議（資料 3-11）

( 8)

教養教育主事
・ FD・ SD合同研修会実施（ 9/8-9）協力の謝辞

( 9)

学務・国際部
・「 オープンキャンパス 2015」来場者数（資料 3-12）

(10)

施設部
・平成２７年度施設修繕計画（資料 3-13）

以上の報告事項のうち( 3)の平成 28年度概算要求について，平成 28年度収入・支出概算
要求額〔予算積算上〕の記載項目の確認及び機能強化促進係数や各大学の配分額等につい
て確認があった。
Ⅲ

人事事項報告
議長から，資料３-１４に基づき，教育人間科学部,大学院工学研究院,先端科学高
等研究院及び研究推進機構の人事事項について報告があった。

Ⅳ

審議事項
１．横浜国立大学リスク共生社会創造センター規則の制定（案）等について
理事（研究・評価担当）から，資料４及び資料４－１から資料４－１２に基づき，
横浜国立大学リスク共生社会創造センター規則の制定（案）等について説明があり，
審議の結果，原案のとおり承認された。
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２．横浜国立大学都市科学部（仮称）設置準備委員会の設置について
理事（総務担当）から，資料５に基づき，横浜国立大学都市科学部（仮称）設置準
備委員会要項（案）について説明があり，設置する設置準備委員会と既存の新学部ワ
ーキング及び新学部タスクフォースとの関係並びに移行時期についての質疑応答後，
審議の結果，原案のとおり承認された。
３．国立大学法人横浜国立大学の保有する特定個人情報の保護に関する規則（案）等の制
定について
理事（総務担当）から，資料６及び資料６－１から資料６－２に基づき，国立大学
法人横浜国立大学の保有する特定個人情報の保護に関する規則（案）等の制定につい
て説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
４．国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則の一部改正（案）
について
理事（総務担当）から，資料７及び資料７－１に基づき，国立大学法人横浜国立大
学の保有する個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則（案）について説明
があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
５．国立大学法人横浜国立大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する
規則の一部改正（案）について
理事（総務担当）から，資料８及び資料８－１に基づき，国立大学法人横浜国立大
学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則の一部を改正する規
則（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
６．国立大学法人横浜国立大学固定資産管理規則等の一部改正（案）について
理事（財務・施設担当）から，資料９及び資料９－１から９－２に基づき，国立大
学法人横浜国立大学固定資産管理規則の一部を改正する規則（案）等について説明が
あり，審議の結果，原案のとおり承認された。
７．大学間学術交流協定の締結等について
理事（国際・地域・広報担当）から，資料１０及び資料１０－１から１０－２に基
づき ，リヨン第３大学（ フランス ）との大学間学術協定の更新及び ，同済大学（ 中国 ）
との大学間学術協定の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され
た。
以
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上

