
第１８２回 教育研究評議会 議事録

日 時：令和２年３月１１日（水） 

 １３時３０分～１４時５０分 

場 所：事務局第１会議室（本部棟３階） 

出席者 

学長（議長） 長谷部  

理 事  髙木、梅原、根上、蛯名 

副学長  中村、松川  

教育学部  杉山、白取 

経済学部 佐藤、永井 

経営学部 谷地、真鍋 

理工学部 眞田、多々見 

都市科学部  勝地、川添 

国際社会科学研究院  荒木、石山、高橋 

工学研究院  新井、梅澤、丸尾 

環境情報研究院  大谷、長尾、松田 

都市イノベーション研究院 齊藤、佐土原、彦江 

教養教育主事  関谷 

附属図書館長  志田 

議 事 

Ⅰ 議事録確認 

第１８１回教育研究評議会議事録（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、資料２及び資料２－１～資料２－４に基づき、次の事項について報告があった。

（ 1） 2/14 IAS シンポジウム「プラント安全・防災・災害対策の最新動向」 延期

（ 2） 2/18 感謝状贈呈式（横浜国立大学基金） 挙行

（ 3） 2/18 横浜新聞懇話会との記者懇談会 開催

（ 4） 2/19 大成建設創立６０周年記念技術フェア 出席

（ 5） 2/20  ユニセフ第１回理事会・評議員会 出席

（ 6） 3/3 IAS 運営諮問会議 出席 

（ 7） 3/4 国立大学協会通常総会 出席 （資料２－１～資料２－３） 

（ 8） 3/10  YNU 校友会理事会・評議員会 出席

（ 9） 横浜国立大学２１世紀中長期ビジョン（YNU21）について （資料２－４）

（10）次期理事・副学長予定者について

・理事（外部資金担当） 岡田 譲治 氏（現財務スーパーバイザー）

・副学長（ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ担当） 椛島 洋美 教授（国際社会科学研究院）



（11）令和２年度学長補佐の任命（１３名） 

○教育 

・教育学部      河潟 俊吾 教授（教育、人権）継続 

○研究 

・工学研究院     吉川 信行 教授（研究）新規 

・先端科学高等研究院 三宅 淳巳 教授（IAS）継続 

○情報 

・環境情報研究院   四方 順司 教授（情報・CISO）継続 

○国際 

・国際社会科学研究院 田名部 元成 教授（国際）新規 

○地域 

・都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究院 田中 稲子 准教授（地域）新規 

○基金 

・国際社会科学研究院 大森  明  教授（校友会・卒業生基金室）新規 

○大学 IR 

・工学研究院     丸尾 昭二 教授（大学 IR・評価）新規 

○ダイバーシティ 

・教育学部      渡部 匡隆 教授（障がい学生）新規 

・国際社会科学研究院 池島 祥文 准教授（男女共同参画）新規 

・国際社会科学研究院 常岡 史子 教授（人権）継続 

・国際戦略推進機構  四方田 千恵 教授（留学生）新規 

○労働安全 

・工学研究院     松井  純  教授（労働安全）新規 

（12）令和２年度学長特任補佐の任命（７名） 

・成長戦略教育研究センター 梅野 匡俊 教授（産学官・地域連携）新規 

・国際戦略推進機構   徐 浩源 教授（国際（中国・アジア））継続 

・都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究院  藤掛 洋子 教授（国際（中南米））継続 

・国際社会科学研究院  ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ・ﾏｯｺｰﾚｰ 教授（国際（ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ））継続 

・国際社会科学研究院  森田 洋 教授（広報）継続 

・国際社会科学研究院  関 ふ佐子 教授(なんでも相談室、ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)新規 

・環境情報研究院    野口 和彦 教授（リスクマネジメント）継続 

（13）リスク共生社会創造センター長の任命 

・澁谷 忠弘 教授（先端科学高等研究院） 

（14）機器分析評価センター長の任命 

・栗原 靖之 教授（工学研究院） 

          

委員会報告 

   議長から、委員会の開催状況について、資料２－５のとおりである旨報告があった。 

 

２．特別報告 

 

○新型コロナウイルスに対する本学の対応について 

理事（総務・財務施設担当）・副学長から、令和元年度卒業式・修了式及び令和２年度入学式につ

いては全学の式典が中止となったこと、学位記授与について各部局で対応いただきたい旨の説明が

あった。つづいて３月１２日（木）の個別入試（後期日程）は予定どおり行う予定である旨の説明



があった。 

 

  ◯新型コロナウイルスの影響により日本に入国できない学生等への対応について 

   理事（教育・広報担当）・副学長から、資料３－１に基づき、新型コロナウイルスの影響により日

本に入国できない学生等に対する入学手続きや履修手続等に関する配慮について説明があった。 

   なお、委員からの質問等は次のとおり。 

  ・外国人留学生で入国規制のため JASSO の奨学金にサインができない学生がいる、この場合も猶予

はされるか。 

   →JASSO の奨学金の取り扱いについては、先方に確認する必要がある。事務局の方で取り扱いを

確認することとする。 

 

３．理事、副学長、部局等報告 

 

    理事、副学長、部局等から、次の事項について報告があった。 

 

（ 1）理事（総務・財務施設担当）・副学長 

   ・令和 2 年度横国 Day（ホームカミングデー）の開催について      資料３－２ 

・横浜国立大学における教員業績評価大綱の改正及び教員業績評価実施  資料３－３ 

要綱の改正について                         ～資料３－６ 

（ 2）理事（研究・評価担当）・副学長 

・令和元年度優秀研究者表彰受賞者の決定について           資料３－７ 

・遺伝子組換え実験安全専門委員会規則の一部を改正する規則について  資料３－８ 

・動物実験等管理実施規則の一部を改正する規則について        資料３－９ 

・研究用微生物専門委員会規則の一部を改正する規則について      資料３－１０ 

・横浜国立大学産学官金連携コーディネータ委嘱制度の創設について   資料３－１１ 

（ 3）副学長（国際・地域担当） 

・第 14 回国際みなとまち大学リーグ(PUL)国際セミナーの開催について  資料３－１２ 

・大学間学術交流協定の署名について                 資料３－１３ 

                                 ～資料３－１３－８ 

（ 4）教育学部長 

  ・次期教育学部評議員候補者の選出について(泉真由子教授、白取道博教授)  （口頭） 

（ 5）経済学部長 

   ・学生の懲戒処分について                        （口頭） 

   ・次期経済学部評議員候補者の選出について（奥村綱雄教授）       （口頭） 

  （ 6）経営学部長  

   ・次期経営学部評議員候補者の選出について（眞鍋誠司教授）       （口頭） 

（ 7）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について（菊池知彦教授）   （口頭） 

 

Ⅲ 人事事項報告 

 

   議長から、資料４に基づき、先端科学高等研究院の人事事項について報告があった。 

 

 

 



Ⅳ 審議事項 

 

１．ダイバーシティ戦略推進本部規則等の制定について 

   理事（総務・財務施設担当）から、資料５及び資料５－１～資料５－１１に基づき、ダイバー

シティ戦略推進本部及び安全衛生推進機構の設置等に伴い関連規則を制定する旨の説明があり、審

議の結果、経営協議会に付議することが承認された。 

 

 ２．大学教員の懲戒等に係る審査及び手続きに関する規則の改正について 

理事（総務・財務施設担当）・副学長から、資料６及び資料６－１に基づき、大学教員の懲戒等に

かかる審査における小委員会について、評議員以外の学内外の有識者も委員として選出できるよう

規則改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

 ３．令和２年度計画について 

   理事（研究・評価担当）から、資料７に基づき、令和２年度計画（第二次案）について、全学に

意見照会し修正した計画案であること、３月末までに文部科学省に提出する予定である旨の説明が

あり、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。 

 

４．指定共同研究講座の設置及び延長について 

   理事（研究・評価担当）・副学長から、資料８－１～資料８－２に基づき、「インテリジェント医

療・介護サービス共同研究講座」の設置及び「東芝・神奈川県立病院重粒子線がん治療装置共同研

究講座」の設置期間延長を行う旨の説明があり、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研究推進機構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）・副学長から、資料９及び資料９－１～資料９－６に基づき、令和２年４月

１日から機器分析評価センターを研究推進機構内センターとして設置することから、関連規則を改正

する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

 ６．情報システム管理運用規則等の一部を改正する規則（案）について  

理事（研究・評価担当）・副学長から、資料１０及び資料１０－１～資料１０－２に基づき、多要素

認証の導入、YNU 生涯用メールアドレスの廃止及び情報格付けにかかる取扱ガイドラインの制定に伴

い関連規則を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

 ７．情報戦略推進機構情報基盤センター利用細則の一部を改正する規則（案）について 

理事（研究・評価担当）・副学長から、資料１１及び資料１１－１に基づき、情報戦略推進機構情報

基盤センター利用細則の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

８．令和２年度組織要求について 

理事（教育・広報担当）・副学長から、資料１２－１～資料１２－６に基づき、令和３年度に予定し

ている教育組織改編計画について説明があった。なお、委員から資料１２－１について次のとおり記

載内容に誤りがある旨指摘があり、この訂正を行ったうえで、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

【訂正内容】 

 （誤）GBEEP(Global Business and Economics EP)40 人（経済 20 人、経営 20 人） 

 （正）GBEEP(Global Business and Economics EP)30 人（経済 15 人、経営 15 人） 

 



９．機構等内センター（保健管理センター）の設置について 

   理事（教育・広報担当）・副学長から、資料１３に基づき、これまで全学教育研究施設として設置

されていた保健管理センターを、新たに安全衛生推進機構の機構内センターとして設置する旨の説

明があり、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。 

 

１０．横浜国立大学学則の一部を改正する学則（案）等について 

   理事（教育・広報担当）・副学長から、資料１４及び資料１４－１～資料１４－２に基づき、学校

教育法施行規則の一部改正及び令和２年度から始まる国の「高等教育の就学支援新制度」の実施に

伴い、横浜国立大学学則及び横浜国立大学大学院学則の一部を改正する旨の説明があり、審議の結

果、原案のとおり承認された。 

 

１１．横浜国立大学学生の懲戒に関する規則の一部改正（案）について 

理事（教育・広報担当）・副学長から、資料１５及び資料１５－１に基づき、横浜国立大学学生の

懲戒に関する規則の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

１２．令和元年度学生表彰（学業成績、学術研究活動等、課外活動団体関係）について 

   理事（教育・広報担当）・副学長から、資料１６－１及び資料１６－２に基づき、令和元年度の学

生表彰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。 

 

１３．横浜国立大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する規則等の改正について 

   理事（教育・広報担当）・副学長から、資料１７及び資料１７－１～資料１７－２に基づき、令和

２年度から始まる国の「高等教育の就学支援新制度」の実施に伴い、横浜国立大学における入学料

の免除及び徴収猶予に関する規則等の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり

承認された。 

 

１４．国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則の一部を改正する規則（案）等について 

   副学長（国際・地域担当）から、資料１８及び資料１８－１～資料１８－６に基づき、令和２年

４月１日から地域連携推進機構内に成長戦略教育研究センターを設置することから、国立大学法人

横浜国立大学地域連携推進機構規則等の関連規則の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、

原案のとおり承認された。 

 

１５．大学間学術交流協定の締結について  

   副学長（国際・地域担当）から、資料１９及び資料１９－１に基づき、ジョージア大学と協定更

新する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

１６．名誉教授称号授与の推薦について  

   学長から名誉教授の選考は、「横浜国立大学名誉教授の称号授与規則」に則り、教育研究評議会が

行うものである旨の説明後、名誉教授称号授与予定者を推薦した部局長等から、資料２０（回収資

料：資料２０－１～資料２０－６）に基づき、被推薦者の説明があり、審議の結果、原案のとおり

１７名の名誉教授称号授与が承認された。 

  

Ⅳ その他事項 

 

 １．学長裁量経費報告書の公表について  

   議長（学長）から、前回教育研究評議会で意見のあった学長裁量経費報告書の公表について、報



告書の中には重要な秘匿情報等が含まれる場合があるため公表は差し控える旨の説明があった。 

  

２．関内サテライトキャンパスについて 

  学長から、産学連携活動、教職大学院での教育活動、関内のまちづくり活動、留学生就職促進プロ

グラム活動等を推進するため、現在関内にサテライトキャンパスを設置する方向で準備を進めている

旨の説明があった。 

 

３．令和２年度大学運営会議等開催日程について 

  議長（学長）から、資料２１に基づき、「令和２年度大学運営会議等開催日程」について説明があっ

た。 

 

４．その他 

  今年度で任期満了となる評議員から退任に伴う挨拶があった。 

 

以上 




