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Ⅰ

議事録確認

長谷部
大門，森下，中村，清水
小野
髙木，室井
石山，中村
森田，原
秋山，泉，今村
福富，眞田
根上，大矢
佐土原，山田
梅澤

第１３７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) 神奈川県ユニセフ協会 評議会・理事会 出席（2/19）
( 2) サンパウロ大学（ブラジル）表敬訪問（2/22）
( 3) 釜慶大学校（韓国） 表敬訪問（2/22）
( 4) 国立大学財務・経営センターシンポジウム 出席（2/23）
( 5) アメリカ合衆国サンフランシスコ，オレゴン州ポートランド 出張（2/26-29）
( 6) 平成２７年度永年勤続者表彰式（26名）・永年勤続退職者表彰式（18名），懇談会
挙行（3/2）
( 7) 先端科学高等研究院シンポジウム 開催（3/3）
( 8) 医療ICTシンポジウムSMICT2016 出席（3/4）
( 9) YNUタイ同窓会 出席（3/6）
(10) 華東師範大学（中国）副学長 表敬訪問（3/9）
(11) バンジャブ大学（インド） 表敬訪問(3/9)
(12) フィンランド政府代表団 表敬訪問（3/10）
(13) 附属横浜小学校卒業式 出席(3/14)
(14) 連合学校教育学研究科学位記授与式 出席（3/15）
(15) 東レ科学技術賞贈呈式・懇親会 出席(3/15)
(16) 国立大学協会総会 出席（3/16）
(17) 職務表彰式 挙行（3/17）
(18) 平成２８年度からの監事体制
(19) 平成２８年度学長特任補佐の任命
・リスク共生社会創造センター 客員教授
上原 美都男 [危機管理担当]
・都市イノベーション研究院 教授
小嶋 一浩 [スペース・アイディンティティ担当]
・国際社会科学研究院 教授
ﾏｯｺｰﾚｰ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ [国際広報担当]
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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のとおりである旨報告があった。
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。
理事（総務担当）
・統合的海洋教育・研究センターの中間報告（資料3-1）
・女性の職業生活における活躍の促進に関する法律に基づく一般事業主行動計画
（資料3-2）
・コンプライアンス室（仮称）設置準備室の設置（資料3-3）
・リスク共生をめぐる意見交換会の開催(3/29)（資料3-4）
2) 理事（研究・評価担当）
・第３期中期目標・中期計画の報告(資料3-5-1～3-5-3)
・平成２７年度優秀研究者賞受賞者の決定（資料3-6）
・「東芝・神奈川県立病院機構重粒子線がん治療装置共同研究講座」設置の
取り消し
3) 理事（国際・地域・広報担当）
・大学間学術交流協定の締結等（資料3-7，3-7-1～3-7-3）
・サマープログラムの募集（資料3-8）
・「東日本大震災から５年を経て」研究集会（学内限定）の開催（3/29）
・運動部壮行会（学長主催）の開催（4/14）
4) 理事（財務・施設担当）
・横浜国立大学卒業生・基金室の設置（資料3-9）
・納品検収体制の見直しに伴う全件検収の本格実施（資料3-10）
・運営費交付金機能強化促進分の評価結果（資料3-11）
5) 副学長（教育担当）
・平成２８年度一般入試実施の謝辞
・平成２９年度入学者選抜方法の検討結果（資料3-12）
6) 教育人間科学部長
・平成２８年度東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）
入学試験の実施（資料3-13）
7) 工学研究院長
・パドヴァ大学経営・工学部（イタリア共和国）との部局間協定の改定（資料3-14）
8) 環境情報研究院長
・次期環境情報研究院評議員候補者の選出（金子信博教授）
9) 都市イノベーション研究院長
・外部評価委員による外部評価の実施（3/8-3/9）

( 1)

(

(

(

(
(
(
(
(

Ⅲ

人事事項報告
議長から，資料３-１５に基づき，大学院工学研究院の人事事項について報告があ
った。

Ⅳ

審議事項
１．平成２９年度組織要求について
理事（総務担当）から，平成２９年度組織要求に関し，資料４-１及び資料４-２に
基づき，平成２９年度組織要求事項の全体概要（新学部設置，教育人間科学部改組，
理工学部改組，経済学部改組，経営学部改組，教職大学院設置）及び学生定員につい
ての説明があった。続いて，資料４-３から資料４-８に基づき，個別の改組計画につ
いて，都市科学部の設置，教育人間科学部の名称変更，理工学部の名称変更，経済学
部の改組，経営学部の改組，教職大学院の設置の説明があり，審議の結果，原案のと
おり承認された。
なお，今後，軽微な修正等の必要が生じた場合には，役員会一任とすることが了承
された。
２．平成２８年度計画（案）について
理事（研究・評価担当）から，資料５に基づき，平成２８年度計画（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。
なお，今後，軽微な修正等の必要が生じた場合には，役員会一任とすることが了承
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された。
また，出席者から，各部局が取り組む事項に関し，年度計画作成プロセスにおいて
各部局に示された項目のみ取り組むことでよいかの確認があり，作成の指示内容等を
確認した後に回答することとした。
３．第３期中期目標・中期計画期間における財政改革方針（案）について
理事（総務担当）から，資料６に基づき，第３期中期目標・中期計画期間における
財政改革方針（最終案）について，基本的な考え方及び人件費削減を軸とした具体的
取組（収入・支出，教員人数の削減等）等の説明があり，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組織運営規則の一部改正（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
学組織運営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．横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター規則等の制定（案）について
副学長（教育担当）から，資料８及び資料８-１から資料８-２に基づき，横浜国立
大学高大接続・全学教育推進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。
６．国立大学法人横浜国立大学勤務時間，休日及び休暇等に関する規則の一部改正（案）
について
理事（財務・施設担当）から，資料９及び資料９-１に基づき，国立大学法人横浜
国立大学勤務時間，休日及び休暇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。
７．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１０及び資料１０-１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。
８．障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第９条に規定する対応要領を定める
ための教職員就業規則の一部改正（案）等について
理事（財務・施設担当）から，資料１１及び資料１１-１から資料１１-２に基づき，
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第９条に規定する対応要領を定める
ための教職員就業規則の一部を改正する規則（案）等について説明があり，規則にお
ける字句の使い分け（障害（障碍）と障がい）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。
９．横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会規則の一部改正（案）等について
理事（国際・地域・広報担当）から，資料１２及び資料１２-１から資料１２-２に
基づき，横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会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。
１０．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１３及び資料１３-１に基づき，ノッテ
ィンガム・トレント大学（イギリス）との学生交流覚書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。
１１．学生表彰（成績優秀者）（課外活動団体関係）について
副学長（教育担当）から，資料１４-１及び資料１４-２に基づき，成績優秀者並び
課外活動団体関係の学生表彰について説明があり，一部資料を訂正（訂正箇所：資料
１４-１「平成27年度学生表彰候補者一覧」欄外，学生表彰規則の説明中，第２条第
５号及びその説明を「第２条第３号：課外活動において，特に優秀な成績を修め，課
外活動の振興に功績があったと認められた学生又は学生団体」に訂正）し，審議の結
果，修正案のとおり承認された。
１２．常盤台キャンパスマスタープラン2016（案）について
理事（財務・施設担当）から，資料１５及び資料１５-１に基づき，横浜国立大学
常盤台キャンパスマスタープラン2016（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。
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１３．名誉教授称号授与の推薦について
名誉教授称号授与予定者を推薦した部局長から，資料１６（回収資料：１６-１～
資料１６-５）に基づき，被推薦者の説明があり，定年年齢前の選考及び称号授与の
時期についての質疑応答後，審議の結果，原案のとおり名誉教授称号授与が承認され
た。
Ⅴ

その他
１．平成２８年度予算編成方針（案）について
議長から，予算管理規則第５条に基づき，意見を徴する旨説明があった。
続いて，理事（財務・施設担当）から，予算編成方針（案）については，審議事項
３「第３期中期目標・中期計画期間における財政改革方針（案）」に基づいて，また，
第３期から見直すこととしていた予算編成の仕組み等の検討結果を踏まえ，作成した
旨の説明があった。
引き続き，資料１７-１に基づき，第３期中期目標・中期計画期間における各年度
予算編成の基本方針（案）及び平成２８年度予算編成特別方針の説明と，これまで研
究推進機構で管理していた間接経費については，平成２８年度予算から予算全体を可
視化していくという観点から，間接経費についても学内諸会議に諮る旨の説明後，資
料１７-２に基づき，平成２８年度間接経費予算編成方針（案）の説明があり，原案
のとおり経営協議会に付議することとした。
２．平成２８年度予算（案）について
議長から，予算管理規則第８条に基づき，意見を徴する旨説明があった。
続いて，理事（財務・施設担当）から，予算編成方針（案）（資料１７-１）に基づ
いて編成した平成２８年度予算（案）について，平成２７年度予算との違い等の説明
後，資料１８-１に基づき，平成２８年度収支予算（案）のポイント等の説明と，各
部局編成予算が減となっている理由等について説明があった。
引き続き，平成２８年度間接経費予算編成方針（案）（資料１７-２）に基づいて編
成した平成２８年度研究推進機構予算案（間接経費等分）について，資料１８-２に
基づき説明があった。
続いて，平成２８年度収支予算（案）（資料１８-１）の教育研究費項目の減と，部
局予算を平成２７年度と同程度確保にしている点に関しての質疑応答後，原案のとお
り経営協議会に付議することとした。
３．平成２８年度学内重点化競争的経費の配分方針（案）について
議長から，第３期中期目標・中期計画期間における各年度予算編成の基本方針（案）
（資料１７-１：Ⅱ．支出予算の編成の項）に基づき，意見を徴する旨説明があった。
続いて，理事（財務・施設担当）から，資料１９に基づき，平成２８年度学内重点
化競争的経費の配分方針（案）について，平成２７年度との変更点等の説明があり，
原案のとおり役員会に付議することとした。
４．平成２８年度役員・部局長合同会議等開催日程について
議長から，資料２０に基づき，平成２８年度の教育研究評議会開催日程の説明があ
った。
５．平成２７年度卒業式・修了式の登壇者について
議長から，資料２１に基づき，平成２７年度卒業式・修了式における登壇者の配置
等について説明があった。
６．その他
（１）出席者から以下の事項に関する質問等があった。
・羽沢インターナショナルレジデンス借り上げ期間終了を見据えての，今後の学生
等入居施設の計画等
・学生支援事業「朝食の提供」の今後の取り組み
・自転車シェアリングシステム「COGOO」の再開予定
・中央広場改修の進捗状況
・会議資料の早期事前送付の要望
（２）今年度で任期終了となる評議員及び異動等幹部職員からの、退任に伴う挨拶があっ
た。
以
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上

