
第 80 回 教育研究評議会議事概要（案） 

 

 

１ 日 時  平成 22年５月 28日（金） 13:00 ～ 14:03 

２ 場 所    松風会館 第１会議室 

３ 出席者    ３３名（欠席者 下條，仙石，山田，西村，齊藤，石崎，高橋（均）） 

４ 議事概要の確認 

  第 79回(22.4.23)の教育研究評議会議事概要が確認された。 

５ 報告事項 

  議長から各種委員会について，次の報告があった。 

 (1) 全学教員定員調整委員会（22.4.23，22.5.14）について 

   〔22.4.23〕 

   ① 教員定員の配置について 

     医歯学系から配置要求のあった計３件の教員定員について審議し，承認した。 

   〔22.5.14〕 

   ① 自然科学系における特別人事選考（公募以外の方法による教員の選考方法等） 

     の考え方について 

     自然科学研究科附属教育研究高度化センター国際化推進部門の助教を公募以外 

     の方法により選考する際の基準について審議し，承認した。 

   ② 教員定員の配置について 

     人文社会・教育科学系から５件，自然科学系から３件，医歯学系から３件，医 

     歯学総合病院から 1件の配置要求のあった教員定員について審議し，承認した。 

   ③ 平成 21年度の流動定員配置について 

     平成 21年度の流動定員配置（案）について審議し，承認した。 

   ④ 平成 22年度の流動定員配置について 

     平成 22年度の流動定員配置（案）について審議し，承認した。 

 

 (2) コンプライアンス委員会（22.5.12）について 

   ① コンプライアンスリスクの現状調査について 

     コンプライアンスに関する方策を講じるために実施する，コンプライアンスリ 

     スクの現状調査の実施方法等について審議した。 

   ② 教育・研修会について 

     コンプライアンスの推進を行うために，教職員に対し実施する教育・研修会の 

     実施方法について審議し，各組織等が実施する既存の教育・研修会（５プログラ 

     ム）について，委員会として共催することとした。 

     なお，今後も調査を行い，共催可能な教育・研修会を加えていくこととした。 

 



 (3) 入学試験委員会（22.5.14，22.5.28）について 

   〔22.5.14〕 

   ① 平成 23年度入学試験専門委員（出題主任等）の選考について 

     入学試験専門委員（学力検査問題作成主任委員・副主任委員，小論文主任委員， 

     副主任委員，実技検査委員，精密健康診断委員及び電算処理委員）について審議 

     し，承認した。 

   ② 平成 22年度法科大学院適性試験の実施体制について 

     6 月 20 日（日）に実施する法科大学院適性試験の実施体制について審議し，承 

     認した。 

   〔22.5.28〕 

   ① 新潟大学学部編入学の入学資格に関する規程の一部改正について 

     新潟大学学部編入学の入学資格に関する規程の一部改正について審議し，承認 

     した。 

 

 (4) 国際交流委員会（22.5.28）について 

   ① 中原大学（台湾）との大学間交流協定の締結について 

     中原大学（台湾）との間で大学間交流協定を締結することについて審議し，承 

     認した。 

   ② 新潟大学の国際交流協定締結の考え方について 

     新潟大学の国際交流協定締結の考え方について，各委員及び国際交流委員会専 

     門委員会からの意見を参考に，意見交換が行われ，出された意見を踏まえて次回 

     の国際交流委員会にて見直し案を提案することとした。 

 

 (5) 大学教育委員会（22.5.28）について 

   ① 新たな奨学金制度について 

     経済的理由により進学を断念せざるを得ない者や在学中に学資負担者の家計急 

     変により大学生活の継続が困難となった者への支援を目的とした新たな奨学金 

     制度について審議し，承認した。 

   ② 新潟大学学生支援専門委員会の設置について 

     大学教育委員会の下に新潟大学学生支援専門委員会を設置することについて審 

       議し，承認した。 

 

 (6) 施設環境委員会（22.5.28）について 

   ① 平成 23年度施設整備費概算要求事項について 

     平成 23年度施設整備費概算要求事項について審議し，承認した。 

   ② 全学共用スペースの設置及び使用申請について 

     「新潟大学施設の点検・評価及び有効活用に関する規則」に基づき，設置及び 



    使用申請のあった全学共用スペースについて審議し，承認した。 

 

６ 審議事項 

 (1) 平成 23年度概算要求事項について 

    議長から，各部局から提出された概算要求事項について資料１のとおり取りまと 

    めを行ったことの報告があり，各部局からの個々の要求事項については，それぞれ 

   の構想の熟度に応じ，文部科学省担当課に説明していくこと，並びに今後，経営協 

   議会，役員会の審議を経て，本学としての概算要求事項を決定したいこと，及びそ 

   の内容等については，学長に一任願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。 

 

 (2) 新たな奨学金制度について 

       生田理事から，資料２－１及び２－２に基づき，経済的理由により進学を断念せ 

    ざるを得ない者や在学中に学資負担者の家計急変により大学生活の継続が困難とな 

    った者への支援を目的とした新たな奨学金制度の創設について審議し，承認した。 

 

 (3) 教員の任期制の導入について 

    金子自然科学系長から，資料３に基づき，自然科学系の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。 

 

 (4) 新潟大学名誉教授の称号授与について 

    議長から，平成 22 年 3 月 31 日限りで本学を定年退職した教授 15 名及び平成 19 

    年 3 月 31 日付けで辞職した教授１名の計 16 名について，各組織の長から名誉教授 

    の称号授与候補者として推薦があったことの報告があった後，人文社会・教育科学 

    系長，自然科学系長及び医歯学系長から資料５－１～16 に基づき，各称号授与候 

    補者の略歴，業績等の説明があった。 

    その後，議長から投票方法等について，重複している評議員の投票は１票とする 

    こと，及び 16 名を記載した投票用紙により各称号授与候補者ごとに投票すること 

    の提案があり了承された後，投票が行われた結果，次の 16 名全員が出席評議員の 

    ３分の２以上の賛同を得たことから，本年４月１日付けで新潟大学名誉教授の称号 

    を授与することを承認した。 

       なお，議長から，名誉教授称号授与式は，6 月 22 日に行う予定である旨の説明が 

    あった。 

      （敬称略） 

         深澤 助雄  舩城 俊太郎  溝口 敏麿  鈴木 保高    森田 龍義   

     樫田 昭次  周藤 賢治  田澤 純一    石橋 達弥       田中 眞人 

     阿部 信行    伊藤 忠雄 



     福山 利範  鈴木 宜之   鈴木  宏  染矢 源治 

 

７ その他 

(1) 第 30回経営協議会（22.5.24）について 

   議長から，5 月 24 日に開催された第 30 回経営協議会の審議事項等について，次 

    のとおり報告があった。 

    【報告事項】 

     ① 平成 22年度新潟大学入学者選抜実施状況について 

       平成 22年度入学者選抜試験の各学部における実施状況について報告した。 

     ② 平成 22年度新潟大学大学院入学者選抜実施状況について 

       平成 22 年度大学院入学者選抜試験の各研究科における実施状況について 

          報告した。 

     ③ 平成 21年度卒業（修了）生の就職状況について 

       平成 21 年度学部卒業生及び大学院修了生の就職状況に関する速報値につ 

         いて報告した。 

     ④ 外部資金の獲得状況について 

       平成 21 年度に獲得した，本学における外部資金の獲得状況について報告 

         した。 

     ⑤ 正門の竣工について 

       ３月に竣工した本学正門の現状等について報告した。 

    【審議事項】 

     ① 経営協議会から選出する学長選考会議委員の選出について 

       経営協議会から選出する学長選考会議委員について審議し，選出した。 

 

(2) 第 26回学長選考会議（22.5.24）について 

    議長から，第 26 回学長選考会議の議事等について，教育研究評議会選出の高橋 

    姿委員から報告願いたい旨の発言があった後，同委員から次の報告があった。 

 ① 理事のうちから選出する学長選考会議委員について 

           理事のうちから選出された学長選考会議委員の任期満了に伴う後任委員の選出 

 について審議し，引き続き山下理事を学長選考会議委員として選出したこと。 

 ② 議長の選出について 

     議長であった大﨑 仁（おおさき ひとし）学長選考会議委員の 3月 31日任 

  期満了に伴う選考会議議長の選考を行い，引き続き大﨑 仁委員が議長に選出さ 

 れたこと。 

 ③ 議長の職務を代理する委員について 

     長谷川 義明（はせがわ よしあき）委員の 3月 31日任期満了に伴い，議長 

  に事故がある時の職務代理委員について，学長選考会議規則第５条第３項の規 



定 に基づき，引き続き長谷川 義明委員を議長が指名したこと。 

    ④ 学長選考手続きに係る検討事項等について 

     これまでに学長選考会議で議論され，結果の出ていない，課題等について今年 

 度で検討することとして，意見交換を行ったこと。 

 

(3) 国立大学法人化後の現状と課題について 

   秋庭企画課長から，文部科学省のホームページに掲載された「大学法人化後の現 

   状と課題について（中間まとめ（案））」を受けて，文部科学省にて新設された 

テーマ「国立大学法人の課題やその改善方策は？」への意見投稿について依頼が 

あった。 

 

 

       次回，教育研究評議会（第 81回）（臨時）は，６月１１日（金）に開催 


