
第 78 回 教育研究評議会議事概要

１ 日 時 平成 22 年３月 11 日（水） 16:12 ～ 17:02

２ 場 所 松風会館 第１会議室

３ 出席者 ３４名（欠席者 仙石，西村，門脇，高木，下井，今泉）

○ 新任評議員の紹介

議長から，席上配付資料に基づき，平成 22 年２月 16 日付けで新たに就任した次の評

議員について，紹介があった。

◇ 教育学部長 五十嵐 尤二
◇ 教育学部副学部長 滝澤 かほる

４ 議事概要の確認

第 77 回(22.2.10)の教育研究評議会議事概要が確認された。

５ 報告事項

(1) 国立大学協会第 18 回通常総会（22.3.3）について

議長から，資料１に基づき，３月３日に開催された国立大学協会第 18 回通常総

会について報告があった。

(2) 全学教員定員調整委員会（22.2.10，22.3.11）について

議長から，次の報告があった。

〔22.2.10〕

○ 教員定員の配置について

人文社会・教育科学系４件，医歯学系２件，医歯学総合病院１件から配置要

求のあった教員定員について審議し，承認したこと。

〔22.3.11〕

① 教員定員の配置について

医歯学系３件，医歯学総合病院１０件から配置要求のあった教員定員につい

て審議し，承認したこと。

② 学系等高度化推進ポストについて

自然科学系から申請のあった学系等高度化推進ポストについて審議し，承認

したこと。

(3) 学生委員会（22.2.22）について

委員長である生田理事から，次の報告があった。

① 新潟大学学生通則の一部改正について

教育・学生支援機構の設置に伴う学生通則の一部改正について審議し，承認

したこと。



② 新潟大学学生委員会規程の廃止について

教育・学生支援機構の設置に伴う学生委員会の廃止について審議し，承認し

たこと。

③ 新潟大学学長が行う学生表彰に関する規程の一部改正について

教育・学生支援機構の設置に伴う学生表彰に関する規程の一部改正について

審議し，承認したこと。

④ 新潟大学学寮規程の一部改正について

教育・学生支援機構の設置に伴う新潟大学学寮規程の一部改正について審議

し，承認したこと。

⑤ 黎明祭の日程について

平成 22 年度の黎明祭について審議し，4 月 17 日（土）に開催することを承認

したこと。

⑥ 新大祭の日程について

平成 22 年度の新大祭について審議し，10 月 16 日（土），17 日（日）の日程

で開催することを承認したこと。

(4) 全学教育機構委員会（22.3.11）について

委員長である生田理事から，次の報告があった。

① 平成 21 年度副専攻プログラム修了認定について

平成 21 年度副専攻プログラム修了認定について審議し，承認したこと。

② 規則の一部改正について

新潟大学副専攻の認定に関する規則の一部改正について審議し，承認したこ

と。

③ 規程の一部改正等について

全学教育機構の組織再編に伴う規程の一部改正等について審議し，承認した

こと。

(5) 施設環境委員会（22.3.11）について

委員長である島田理事から，次の報告があった。

① サイン計画について

サイン計画について審議し，承認したこと。

② 維持管理計画について

維持管理計画について審議し，承認したこと。

(6) 情報セキュリティ・個人情報保護委員会（22.3.11）について

委員長である山下理事から，次の報告があった。

① 平成 22 年度情報セキュリティ対策経費（案）について

平成 22 年度情報セキュリティ対策経費（案）について審議し，承認したこと。

② 規程の一部改正について

教育・学生支援機構設置に伴う規程の一部改正について審議し，承認したこ



と。

③ 新潟大学情報セキュリティポリシーの見直しについて

新潟大学情報セキュリティポリシーの見直しについて報告し，意見を求める

こととしたこと。

(7) 大学改革推進委員会（22.3.11）について

議長から，次の報告があった。

① 年度計画（平成 22 年度）について

年度計画（平成 22 年度）について審議し，承認したこと。

② 朱鷺・自然再生学研究センターの設置について

超域研究機構に朱鷺・自然再生学研究センターを設置することについて審議

し，承認したこと。

(8) 財務委員会（22.3.11）について

議長から，次の報告があった。

① 平成 21 年度補正予算について

平成 21 年度補正予算（第２号）について審議し，承認したこと。

② 平成 22 年度予算について

平成 22 年度予算について審議し，承認したこと。

(9) 大学研究委員会（22.3.11）について

議長から，朱鷺・自然再生学研究センターの設置に伴う超域研究機構規則及び同

センター規程の一部改正等について審議し，承認した旨の報告があった。

(10) 大学教育委員会（22.3.11）について

議長から，次の報告があった。

① 平成 22 年度教育支援員の選考について

各部局から推薦のあった平成 22 年度教育支援員について審議し，承認したこ

と。

② 大学院学則の一部改正について

専門職大学院設置基準の一部改正に伴う大学院学則の一部改正について審議

し，承認したこと。

③ 規程の一部改正等について

全学教育機構の組織再編に伴う規程の一部改正等について審議し，承認たこ

と。

(11) 理事の選任について

議長から，３月 31 日をもって任期満了となる理事２人及び病院長任期満了に伴

う理事の辞任による新規理事１人について国立大学法人新潟大学基本規則第 10 条

第１項に基づき，資料２のとおり選任したこと，及び理事の担当業務について病



院担当を病院・男女共同参画担当に変更することとした旨の報告があった。

(12) 組織の長等の選任について

議長から，３月 31 日をもって任期満了となる保健管理センター所長について，

新潟大学組織の長等に関する規則に基づき，３月 10 日開催の役員会の議を経て，

資料３のとおり選任した旨の報告があり，併せて，学長が指名する教授をもって

充てることとされている組織の長についても，資料３のとおり指名した旨の報告

があった。

６ 議事

(1) 副学長の選任について

議長から，３月 31 日をもって任期満了及び辞任に伴う副学長の後任について，

新潟大学副学長に関する規則第４条及び第５条の規定に基づき，資料４のとおり選

任したい旨の提案があった後，審議が行われ，承認された。

(2) 経営協議会学外委員について

議長から，３月 31 日をもって任期満了となる本学経営協議会学外委員の後任を

本学基本規則第 15 条第２項第３号の規定に基づき，資料５のとおり選任したい旨

の提案があった後，審議が行われ，承認された。

(3) 教育研究評議会から選出する学長選考会議委員の選出について

議長から，教育研究評議会から選出された学長選考会議委員のうち，畠山医歯総

合病院長が３月 31 日をもって退任することから後任委員を選出する必要がある旨

の説明があった。

次いで，議長から，後任の委員の選出については，平成 16 年４月１日開催の教

育研究評議会において了承された本学の人事単位である教育研究院の３学系長，脳

研究所長，医歯学総合病院長を充てることとする選出方針により，内山聖次期医歯

学総合病院長を充てたい旨の提案があった後，審議が行われ，承認された。

(4) 年度計画（平成 22 年度）について

山下理事から，資料６に基づき，平成 22 年度の年度計画案の策定の経過につい

て説明があり，次いで，企画課長から第２期中期目標期間に向けたスケジュール及

び年度計画並びに中期計画の修正箇所について説明があった後，審議が行われ，同

計画案が承認され，３月 16 日開催の経営協議会，その後の役員会に付議すること

とした。

(5) 教員の任期制の導入について

菅原人文社会・教育科学系長及び髙橋医歯学系長から，資料７に基づき，人文社

会・教育科学系及び医歯学系のそれぞれ教員ポスト一つに対する任期制の導入理由

等の説明があった後，審議が行われ，任期制の導入について承認された。



(6) 学長による学生表彰について

議長から， 新潟大学学則第 72 条に基づく「学長が行う学生表彰」について，７

件の推薦があり，「新潟大学学長が行う学生表彰に関する規程」に基づき，学生表

彰審査会を平成 22 年３月１日に開催し，同審査会においては，学生表彰候補者を

資料８のとおり選定した旨の説明があった。

次いで，生田理事から，資料８について説明があった後，審議が行われ，学生表

彰審査会において選定した候補者全員について，学生表彰を行うことを承認した。

なお，議長から，表彰式については，３月 17 日 14 時 45 分から松風会館第２会

議室において行う旨の発言があった。

(7) 学則等一部改正について（資料９）

総務課長から，資料９に基づき，超域研究機構の組織再編等に伴う学則及び規則

の一部改正案について説明があった後，審議が行われ，同一部改正案が承認され，

平成 22 年４月１日付けで施行することとした。

７ その他

(1) 退任監事の紹介について

議長から，３月 31 日をもって退任する監事の紹介があり，飯野監事から挨拶が

あった。

(2) 退任評議員の紹介について

議長から，３月 31 日をもって退任する次の評議員の紹介があり，各人から挨拶

があった。

畠山勝義 医歯学総合病院長

齊藤 力 医歯学総合病院副病院長

(3) 事務職員の人事異動について

島田理事から，３月 31 日をもって退職する次の事務職員の紹介があり，各人か

ら挨拶があった。

佐藤 正司 学務部長

友光 健二 学術情報部長

塚田 均 人文社会・教育科学系事務部長

壇 信一 財務部契約課長

古屋野晴雄 自然科学系総務課長

多田 夏子 学務部就職課長

次回，教育研究評議会（第 79 回）は，４月２３日（金）に開催


