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事
議事に先立ち，議長から挨拶があった。
続いて，議長から，新任の監事・理事・副学長及び評議員の紹介，並びに事務局長
から４月１日付け異動の事務系幹部職員の紹介があった。
引き続き，議長から，教育研究評議会規則第５条第１項に規定する議長代理に総務
担当理事の指名があった。

Ⅰ

議事録確認
第１３８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) 平成２７年度附属横浜小学校卒業式 出席及び祝辞（3/14）
( 2) 平成２７年度東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科学位記授与式 出席及び
祝辞（3/15）
( 3) 東レ科学技術賞贈呈式・懇親会出席（3/15）
( 4) 平成２７年度第３回国立大学協会総会及び文部科学省意見交換会 出席（3/16）
( 5) 職務表彰（１名）授与式 挙行（3/17）
( 6) 横浜市会議員 仁田昌寿様 来訪（3/17）
( 7) 立教大学協定(相互協力・連携協定)締結式 挙行（3/18）
( 8) 新モンゴル高等学校校長 表敬訪問（3/23）
( 9) 平成２７年度横浜国立大学卒業式，大学院修了式 挙行（3/24）
(10) 神奈川県政経懇話会理事会 出席（3/25）
(11) 平成２７年度優秀研究者賞表彰式 挙行（3/25）
(12) 横浜新聞懇話会との記者懇談会 開催（3/28）
(13) 独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）との包括連携協定 締結（3/30）
(14) 横浜弁護士会から神奈川県弁護士会への会名変更記念式典 出席（4/1）
(15) 高大接続・全学教育推進センター発足式 挙行（4/4）
(16) ＪＩＣＡ横浜所長 来訪（4/4）
(17) 平成２８年度横浜国立大学入学式、大学院入学式 挙行（4/5）
(18) 平成２８年度県立光陵高等学校入学式 出席及び祝辞（4/6）
(19) 平成２８年度東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科入学式 出席（4/7）
(20) 平成２８年度附属特別支援学校入学式 出席及び祝辞（4/12）
(21) 故上野豊氏（株式会社上野グループ名誉会長，元横浜商工会議所会頭，
本学附属図書館ＹＮＵプラウド卒業生文庫，昭和12年横浜高等商業学校卒業生）
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(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

(30)
(31)

(32)

(33)

お別れ会 出席（4/13）
平成２８年度発明表彰 挙行（4/13）
名誉教授称号授与式，懇談会 挙行（4/14）
運動部壮行会 出席(4/14)
冨岡勉文部科学副大臣 視察(4/15)
神奈川政経懇話会設立50周年記念式典 出席(4/19)
2016年（第32回）日本国際賞受賞式 出席(4/20)
平成２７年度全学を対象とする寄付金の受入（現金２件）
学長補佐の任命（任期：28.4.1～29.3.31）
・（再任）教育人間科学部
教授 池 田 敏 和
［地域連携，広報担当］
・（新任）教育人間科学部
教授 髙 木 まさき ［教職大学院，教育改革担当］
・（再任）国際社会科学研究院 教授 泉
宏 之
［ＹＮＵ校友会，同窓会，寄付金担当］
・（再任）国際社会科学研究院 教授 永 井 圭 二
［総務・企画，グローバル教育担当］
・（再任）工学研究院
教授 竹 村 泰 司［研究・評価，大学戦略担当］
・（再任）環境情報研究院
教授 平 塚 和 之
［国際展開担当］
・（新任）都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究院 教授 藤 掛 洋 子
［国際戦略，ダイバーシティ担当］
附属図書館長の任命
・環境情報研究院 教授 志 田 基与師
センター長の任命（任期：28.4.1～29.3.31）（再任含む）
・高大接続・全学教育推進センター 梅 澤
修
（任期：28.4.1～30.3.31）（再任含む）
・リスク共生社会創造センター長
野 口 和 彦
・地域実践教育研究センター長
高見澤
実
学長特任補佐の任命
・［危機管理担当］
（再任）リスク共生社会創造センター 客員教授
上 原 美都男
・［スペース・アイデンティティ担当］
教授
小 嶋 一 浩
（新任） 都市イノベーション研究院
・［国際広報担当］
（再任）国際社会科学研究院教授
教授
マッコレー アレクサンダー
経営協議会委員（教職員以外の者）について

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。
( 1) 理事（総務担当）
・都市科学部設置準備室の開室
・平成２９年度改組の進行状況と組織整備の概算要求
・アクションプランの補足資料について
( 2) 理事（研究・評価担当）
・平成２７年度YNU研究拠点の認定（資料3-1）
・学長戦略に基づく平成28年度重点支援拠点の選定に係る公募（資料3-2）
・第３期における年度計画立案手順（資料3-3）
( 3) 理事（国際･地域・広報担当）（資料3-4）
・サント・トマス大学（フィリピン）との学生交流に関する覚書の締結（資料3-4-1）
・リスボン大学（ポルトガル）との大学間学術交流協定の更新（資料3-4-2）
・平成２８年度「大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等との大学間交流の
枠組み強化～」
・運動部壮行会
・神奈川経済同友会主催 神奈川産学チャレンジコンテストの案内
・理工系留学生セミナー
・インターナショナル・ウィーク「海外留学座談会」
( 4) 理事（財務・施設担当）
・常盤台宿舎（混住型学生宿舎等）整備・運用事業（資料3-5）
・人事関係諸規則改正報告（資料3-6，資料3-6-1～資料3-6-3）
( 5) 副学長（教育担当）及び国際社会科学研究院長より補足説明
・平成28年度学部・大学院入試実施状況（資料3-7）
( 6) 教育人間科学部長
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・平成２７年度第２回日本教育大学協会関東地区会評議員会等（資料3-8）
学長選考会議議長（森田議長代理）
・学長選考規則の一部改正等（資料3-9-1～資料3-9-3）
( 8) 施設部（施設部長）
・経済学部講義棟改修工事の完成

( 7)

以上の報告のうち，理事（総務担当）から，３．部局等報告の( 2)第３期における
年度計画立案手順（資料3-3）について補足説明があった。
・統括事務担当のPDCAサイクルについて，遺漏ないようにしていくこと。
また、出席者から，３．部局等報告の( 2)( 3)及び報告事項以外について確認・意
見があった。
・( 2)の平成２７年度YNU研究拠点の認定及び学長戦略に基づく平成28年度重
点支援拠点の選定に係る公募について，今後，研究拠点の在り方を見直してい
くことの報告があったことに対し、理工系の共同研究以外の研究拠点作りにつ
いて検討願いたいことの意見があった。
・( 2)第３期における年度計画立案手順について，PDCAサイクルでの「etc.以下
の学部・大学院と右枠内の各大学･大学院等の区別について確認があった。
・( 3)報告事項の口頭報告について，ＨＰ参照ではなく事項にあった対応（報告）
が必要であることの意見があった。
・前回評議会での財政改革方針の人員削減方針について，各部局の配置数につい
て問題があるのではないかとの意見があった。
・学長が掲げる長期的戦略・視点について，具体的な考えを示してほしいことの
意見があり，学長から，研究戦略の部分において研究推進機構の中で長期的な
研究戦略を現在検討していること。本学の強みある部分，戦略的な研究や横断
的文理融合的研究を明確にする方向で考えていること。の報告があった。
Ⅲ

人事事項報告
議長から，資料３－１０に基づき，教育人間科学部，教育人間科学部附属デザイン
センター，大学院国際社会科学研究院，大学院工学研究院，大学院環境情報研究院，
大学院都市イノベーション研究院， 先端科学高等研究院，研究推進機構，国際戦略
推進機構，機器分析評価センター，高大接続・全学教育推進センター，リスク共生社
会創造センター，未来情報通信医療社会基盤センター，地域実践教育研究センター，
統合的海洋教育・研究センター，成長戦略研究センターの人事事項について報告があ
った。

Ⅳ

審議事項
１．「国立大学法人横浜国立大学教職員の懲戒等に係る審査及び手続きに関する規則の
一部を改正する規則（案）等」について
理事（総務担当）から資料４及び資料４-１～資料４-２に基づき，「国立大学法人横
浜国立大学教職員の懲戒等に係る審査及び手続きに関する規則の一部を改正する規則
（案）等」について説明後，資料４-３に基づき各部局からの意見に対しての回答につ
いて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され，経営協議会に付議することと
した。
なお，出席者から，④⑤の意見に対し，量刑不服・量刑不当の対応について説明依
頼があり，規則が公示するまでの間に説明文書を作成することになった。
２．「横浜国立大学障がい学生支援室の体制整備に伴う横浜国立大学学則の一部を改正す
る学則の制定（案）等」について
理事（総務担当）から，資料５及び資料５-１～資料５-３に基づき，組織に関する
ことについての説明と、副学長（教育担当）から資料５-４～資料５-６に基づき，学
生に関することについての説明があり，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ライフサイエンス研究等の実施に関する規則の一部を改
正する規則（案）等」について
理事（研究・評価担当）から，資料６及び資料６-１～資料６-３に基づき，「国立大
学法人横浜国立大学ライフサイエンス研究等の実施に関する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。
４．「横浜国立大学大学院工学府規則の一部改正」について
副学長（教育担当）から資料７及び資料７-１に基づき「横浜国立大学大学院工学府
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規則の一部改正」及び名称と定員枠は文部科学省に相談中である旨の説明があり、審
議の結果、原案のとおり承認された。
なお，出席者から、私費外国人留学生の特別コースの定員枠について、定員管理運
営は定員外がよいことの意見があった。
Ⅴ

その他事項
１．平成２８年度教育研究評議会等日程について
議長から，資料８に基づき，平成２８年度の教育研究評議会の日程について説明が
あった。
以
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上

