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Ⅰ

議事録確認

鈴木
國分，溝口，竹下
山田
小野，高橋，間嶋
上川，冨浦，長谷部
八木，松井，茂垣
池田，小林，柳
石原，河村，角，横山
森下
有馬，佐土原，益永，松本
福富
高木

第８２回議事録（案）について，原案のとおり確認した 。（ 資料1）
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) 港町 YOKOHAMAクルーズスタディツアー 出席（ 2/11）
( 2) 東海富丘会，横浜工業会東海支部 総会及び懇親会 出席 (2/12)
( 3) 国境を越える人材育成－アジア・太平洋地域における大学連携ワークショップ
出席 (2/14)
( 4) 文部科学省 研究振興局 森田学術機関課長 来学 (2/17)
( 5) 文部科学省 磯田高等教育局長 来学 講演等の実施 (2/23)
( 6) 生態リスク GCOEシンポジウム「生物多様性条約：利用と保全の調和を考える」
出席 (2/26)
( 7) 職務表彰式（非常勤職員）挙行 (2/28)
( 8) 国大協総会 出席 (3/2)
・役割と特色の明確化が求められているので ，「これからの国立大学が強化すべき
機能とその方策」を検討し，６月に中間まとめとする。既に出されている国立大学
の７つの機能は，大学を機能別に区分する基準ではなく，国立大学は７つの機能の
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いずれももっており，資源配分が違うとの解釈が示された。
・Ｈ２３事業計画及び収支予算を協議決定した。
・入試問題のインターネット投稿について，国大協としての共通理解・対応の考え
方をまとめた「入試問題投稿事件についての宣言」をまとめた。
( 9) 永年勤続表彰式・懇談会 挙行（ 3/3）
(10) 平成 22年度医療 ICTシンポジウム SMICT2011 出席（ 3/4）
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・研究担当）
・ IT資産管理情報登録の実施(資料3-1)
・文科省との改組に係る意見交換
・初代都市イノベーション研究院長候補者の選出（梅本 洋一 教授）
・都市イノベーション研究院評議員候補者の選出（中村 文彦 教授，北山 恒
教授）
( 2) 理事（教育担当）
・入試問題のインターネット投稿に係る対応
・発達障害と大学の諸課題セミナーの開催（ 4/27）
( 3) 理事（財務・施設担当）
・常盤台キャンパスフレームワークプラン(資料3-2)
( 4) 副学長（評価担当）
・ニュージーランド地震について，本学学生・教員の無事を確認した。
・ YNUショートプログラム（釜慶大学校、上海交通大学）
・在 大韓民国 日本国大使館 武藤特命全権大使訪問及び韓国同窓会 開催
・シンポジウム「国境を越える人材育成：グローバル化時代の大学 ―企業，行
政，地域との連携を考える」実施
・第１期中期目標期間の評価結果(資料3-3)
( 5) 教育人間科学部長
・平成２３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3-4)
・次期評議員候補者の選出（森本 茂 教授）
( 6) 経済学部長
・学生の懲戒処分
( 7) 経営学部長
・次期評議員候補者の選出（八木 裕之 教授）
( 8) 国際社会科学研究科長
・次期国際社会科学研究科長候補者の選出（長谷部 勇一 教授）
・次期評議員候補者の選出（根本 洋一 教授）
・神奈川県内の法科大学院間における単位互換に関する協定(資料3-5)
( 9) 工学研究院長
・理工学部評議員候補者の選出（眞田 一志教授）
(10) 環境情報研究院長
・次期評議員候補者の選出（志田 基与師 教授）
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(10)
(11)

Ⅲ

・平成２３年度入試（第二次試験）等実施（ 資料3-6）
学務部
・大学院入学検定料のクレジットカード払い等の実績（ 資料3-7）
施設部
・入退構ゲート更新工事の進捗状況及びバスの運行

審議事項
１．横浜国立大学学則の一部改正（案）等について
総務課長から，資料４－１～資料４－５に基づき，教育人間科学部人間文化課程の
改組、理工学部の設置並びに大学設置基準等の一部を改正する省令及び学校教育法施
行規則の改正等に伴う改正である旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され
た。
２．国立大学法人横浜国立大学企画・評価会議規則の制定（案）について
副学長（ 評価担当 ）から ，資料５に基づき ，第二期中期目標・中期計画に掲げる「 運
営体制の改善」について，効率的・機動的な運営に関する具体的方策である全学委員
会のあり方の見直しの一環として，企画委員会と評価委員会を統合する旨の説明があ
り，審議の結果，原案のとおり承認された。
３．国立大学法人横浜国立大学留学生センター運営委員会規則の一部改正（案）について
理事（教育担当）から，資料６に基づき，委員会組織の見直しを行うための改正で
ある旨説明があり，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法人文書管理規則の制定（案）について
総務課長から，資料７に基づき，公文書等の管理に関する法律（平成 21年法律第 66
号）が平成 23年４月１日に施行されることに伴う本学の法人文書管理について定める
旨説明があり，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教員の任期に関する規則の一部改正（案）について
理事（総務・研究担当）から，資料８に基づき，組織改編等に伴う改正である旨説
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役職員等の旅費に関する規則の一部改正（案）について
財務部長から，資料９に基づき，公的研究費の不正使用防止計画の趣旨に鑑み改正
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．国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則の一部改正（案）等について
理事（財務・施設担当）から，資料１０－１～資料１０－３に基づき，教職員の労
働安全衛生に係わる組織の改編及び労働安全管理体制部会名称の変更等に伴う改正等
である旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
８．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の一部改正（案）等に
ついて
理事（教育担当）から，資料１１－１～資料１１－４に基づき，他学部入学による
入学料の免除に研究科及び学府を加えること並びに本学学則で規定する除籍による入
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学料の免除についての規定を整理すること等に伴う改正である旨説明があり，審議の
結果，原案のとおり承認された。
９．横浜国立大学における科目等履修生，研究生及び聴講生等に係る授業料その他の費用
に関する規則の一部改正（案）について
理事（教育担当）から，資料１２に基づき，日本語研修コースの研修生に係る授業
料その他の費用を定めるための改正である旨説明があり，審議の結果，原案のとおり
承認された。
１０．横浜国立大学教育人間科学部規則の一部改正（案）等について
理事（総務・研究担当）から，資料１３－１～資料１３－７に基づき，教育人間科
学部組織改編に伴う改正である旨説明があり ，審議の結果 ，原案のとおり承認された 。
１１．横浜国立大学理工学部規則の制定（案）等について
理事（総務・研究担当）から，資料１４－１～資料１４－６に基づき，理工学部が
設置されることに伴う制定である旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され
た。
１２．横浜国立大学大学院環境情報研究院附属臨海環境センター規則の制定（案）について
理事（総務・研究担当）から，資料１５に基づき，大学院環境情報研究院の附属施
設として臨海環境センターが設置されることに伴う制定である旨説明があり，審議の
結果，原案のとおり承認された。
１３．横浜国立大学大学院都市イノベーション学府規則の制定（案）等について
理事（総務・研究担当）から，資料１６－１～資料１６－７に基づき，大学院都市
イノベーション学府等が設置されることに伴う制定である旨説明があり ，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附属図書館運営委員会規則の一部改正（案）について
附属図書館長から，資料１７に基づき，委員会組織の見直しを図ること等に伴う改
正である旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
１５．横浜国立大学企業成長戦略研究センター規則の一部改正（案）等について
理事（総務・研究担当）から，資料１８－１～資料１８－４に基づき，企業成長戦
略研究センターの組織改編等に伴う改正である旨説明があり，審議の結果，原案のと
おり承認された。
１６．国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則の一部改正（案）等について
理事（総務・研究担当）から，資料１９－１～資料１９－２に基づき，理工学部及
び大学院都市イノベーション研究院が設置されること並びにベンチャー・ビジネス・
ラボラトリーの統合等に伴う改正である旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承
認された。
１７．平成２３年度年度計画について
副学長（評価担当）から，資料２０-１～２０-２に基づき，平成２３年度年度計画
及び重点事項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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１８．ダナン大学（ベトナム）との大学間学術交流協定の締結について
工学研究院長から，資料２１に基づき，ダナン大学（ベトナム）との大学間学術交
流協定の締結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。
１９．フリンダース大学（オーストラリア）との大学間学生交流協定の更新について
教育人間科学部長から，資料２２に基づき，フリンダース大学（オーストラリア）
との大学間学生交流協定の更新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。
２０．学生表彰について
理事（教育担当）から，資料２３－１～資料２３－２に基づき，部局長から推薦さ
れた学生表彰候補者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 。
２１．平成２３年度副専攻プログラムの申請について
理事（教育担当）から，資料２４に基づき，平成２３年度副専攻プログラムの申請
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。
２２．名誉教授称号授与の推薦及び予定者について
議長及び名誉教授称号授与予定者を推薦した部局長から，資料２５-１～２５-４に
基づき，予定者の功績等の説明があり，審議の結果，原案のとおり名誉教授称号の授
与が承認された。
Ⅳ

その他事項
１．平成２３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，財務部長から，資料２６に基づき，平成２３年度予算案について説明があ
り，審議の結果，原案のとおり経営協議会に付議することが承認された。
２．平成２３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，平成２３年度予算編成方針（ 平成 23 年 1 月 20 日役員会承認 ）に基づき意見を徴する
旨説明があった。
続いて，財務部長から，資料２７に基づき，平成２３年度学内重点化競争的経費の
配分方針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。
３．経営協議会外部委員の任期の更新について
議長から，経営協議会外部委員の任期の更新について説明があり，了承された。
４．情報公開法の改正について
理事（総務・研究担当）から，資料２８に基づき，情報公開法の改正が今年度行われ
た場合，本学の関係規則もその趣旨に沿った改正を行い，内容については議長に一任し
てほしい旨説明があり，了承された。
５．平成２３年度教育研究評議会等日程について
議長から，資料２９に基づき，平成２３年度の教育研究評議会の日程について説明
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があった。
６．平成２２年度卒業式・修了式の登壇者について
議長から，資料３０に基づき，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。
７．路線バスの構内への乗り入れについて
副学長（評価担当）から，路線バスの構内への乗り入れが 3/22に運行開始すること
及び正門のゲート入構についての説明があった。

以
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上

