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平成 27 年度第 11 回教育研究評議会議事要録 

 

  日  時   平成 28 年３月９日（水）15 時 05 分～17 時 26 分 

場  所   本部第一会議室 

  出 席 者   石田学長 

         藤井理事，茅野理事，池田理事，加藤理事 

         田巻国際学部長，佐々木評議員，中村評議員 

         伊東教育学部長，酒井評議員，天沼評議員 

         石井工学研究科長，三橋評議員，川田評議員 

         杉田農学部長，齋藤評議員，夏秋評議員 

         塚本基盤教育センター長 

  オブザーバー 藤井監事，堀監事，松金学長特別補佐 

 

議事に先立ち，平成 27 年度第 10 回教育研究評議会議事要録（案）を確認し，原案のとおり承認

した。 

 

［議 題］ 

１．教員人事について                            資料 1-1～1-9 

(1) 学長から，資料 1-1 に基づき，農学部農業経済学科准教授採用に関する人事調整会議におけ

る選考経過について報告があった。 

次に農学部長から，資料 1-1 に基づき，農学部教授会における教育・研究業績審査について

報告があり，審議の結果，平成 28 年 10 月１日付けで准教授に採用することを承認した。 

 

(2) 学長から，資料 1-2 に基づき，農学部生物資源科学科講師採用に関する人事調整会議におけ

る選考経過について報告があった。 

次に農学部長から，資料 1-2 に基づき，農学部教授会における教育・研究業績審査について

報告があり，審議の結果，平成 28 年５月１日から平成 31 年３月 31 日までの任期で採用する

ことを承認した。 

 

(3) 学長及から，資料 1-3 に基づき，地域デザイン科学部附属地域デザインセンター特任助教採

用に関する選考経過等について説明があり，審議の結果，平成 28 年４月１日から平成 29 年３

月 31 日まで（平成 32 年３月 31 日まで更新予定）採用することを承認した。 

 

(4) 学長から，資料 1-4 に基づき，工学研究科情報システム科学専攻特任教授採用に関する人事

調整会議における選考経過について報告があった。 

次に工学研究科長から，資料 1-4 に基づき，工学研究科教授会における教育・研究業績審査

について報告があり，審議の結果，平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの任期で

採用することを承認した。 

 

(5) 学長及び池田理事から，資料 1-5 に基づき，地域連携教育研究センター特任准教授採用（文

部科学省「大学改革推進等補助金」）に関する選考経過等について説明があり，審議の結果，

平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで（平成 32 年３月 31 日まで更新予定）採用す

ることを承認した。 
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(6) 学長及び池田理事から，資料 1-6 に基づき，バイオサイエンス教育研究センター特任研究員

採用（文部科学省「地域産官学連携科学技術振興事業費補助金」）に関する選考経過等につい

て説明があり，審議の結果，平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで（平成 31 年３月

31 日まで更新予定）採用することを承認した。 

 

(7) 学長及び基盤教育センター長から，資料 1-7 に基づき，基盤教育センター特任准教授採用（文

部科学省「機能強化経費」）に関する選考経過等について説明があり，審議の結果，平成 28

年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで（平成 30 年３月 31 日まで更新予定）採用することを

承認した。 

 

(8) 学長及び基盤教育センター長から，資料 1-8 に基づき，基盤教育センター特任助教採用（文

部科学省「大学教育再生加速プログラム」）に関する選考経過等について説明があり，審議の

結果，平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで（平成 31 年３月 31 日まで更新予定）

採用することを承認した。 

 

(9) 学長及び藤井理事から，資料 1-9 に基づき，基盤教育センター特任助教採用（文部科学省「機

能強化経費」）に関する選考経過等について説明があり，審議の結果，平成 28 年５月１日から

平成 29 年３月 31 日まで（平成 31 年３月 31 日まで更新予定）採用することを承認した。 

 

２．学生の懲戒について（案）                 資料２（机上配付・回収資料） 

学長から，学生の懲戒処分（案）が提出された旨の報告があり，懲戒処分（案）及び公示（案）

について審議したい旨の説明があった。 

次に工学部長から，資料２に基づき内容の説明があり，審議の結果，懲戒処分を行うことを承

認した。 

引き続き，学長から，「懲戒処分書（案）」，「理由書」及び「公示」案について説明があり，審

議の結果，原案のとおり承認した。 

 

３．平成28年度宇都宮大学年度計画（案）について                 資料３ 

藤井理事から，資料３に基づき，平成 28 年度宇都宮大学年度計画（案）について説明があり，

審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

４．平成27年度教員評価結果（案）について                     資料４ 

藤井理事から，資料４に基づき，平成 27 年度教員評価結果（案）について説明があり，審議

の結果，原案のとおり承認した。 

 

５．内部質保証システム（案）について                      資料５ 

藤井理事から，資料５に基づき，内部質保証システム（案）について説明があり，審議の結果，

原案のとおり承認した。 

 

６．学内規程等の制定，廃止及び一部改正について 

(1)国立大学法人宇都宮大学安全保障輸出管理規程（案）             資料6-1 

池田理事から，資料 6-1 に基づき，国立大学法人宇都宮大学安全保障輸出管理規程（案）に

ついて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 
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(2)宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程の一部を改正する規程（案）      資料6-2 

池田理事から，資料 6-2 に基づき，宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程の一部を

改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(3)宇都宮大学研究推進委員会規程の一部を改正する規程（案）          資料6-3 

池田理事から，資料 6-3 に基づき，宇都宮大学研究推進委員会規程の一部を改正する規程（案）

について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(4)国立大学法人宇都宮大学内地研究員派遣実施要項の廃止（案）         資料6-4 

池田理事から，資料 6-4 に基づき，国立大学法人宇都宮大学内地研究員派遣実施要項の廃止

（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(5)国立大学法人宇都宮大学組織規程の一部を改正する規程（案）         資料6-5 

総務課長から，資料 6-5 に基づき，国立大学法人宇都宮大学組織規程の一部を改正する規程

（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(6)宇都宮大学学則の一部を改正する規程（案）                 資料6-6 

総務課長から，資料 6-6 に基づき，宇都宮大学学則の一部を改正する規程（案）について説

明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(7)国立大学法人宇都宮大学法人文書公開規程の一部を改正する規程（案）     資料6-7 

総務課長から，資料 6-7 に基づき，国立大学法人宇都宮大学法人文書公開規程の一部を改正

する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(8)国立大学法人宇都宮大学個人情報管理規程の一部を改正する規程（案）     資料6-8 

総務課長から，資料 6-8 に基づき，国立大学法人宇都宮大学個人情報管理規程の一部を改正

する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(9)国立大学法人宇都宮大学特定個人情報取扱規程の一部を改正する規程（案）   資料6-9 

総務課長から，資料 6-9 に基づき，国立大学法人宇都宮大学特定個人情報取扱規程の一部を

改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(10)国立大学法人宇都宮大学の保有する個人情報の開示等に関する規程の一部を改正する規

程（案）                                 資料6-10 

総務課長から，資料 6-10 に基づき，国立大学法人宇都宮大学の保有する個人情報の開示等

に関する規程の一部を改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承

認した。 

 

(11)障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案）      資料6-11 

総務課長から，資料 6-11 に基づき，障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対

応要領（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(12)宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター規程（案）         資料6-12 

塚本教授（地域デザイン科学部長候補者）から，資料 6-12 に基づき，宇都宮大学地域デザ
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イン科学部附属地域デザインセンター規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のと

おり承認した。 

 

(13)宇都宮大学地域デザイン科学部履修規程（案）                   資料6-13 

修学支援課長から，資料 6-13 に基づき，宇都宮大学地域デザイン科学部履修規程（案）に

ついて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(14)宇都宮大学教育学部履修規程の一部を改正する規程（案）              資料6-14 

修学支援課長から，資料 6-14 に基づき，宇都宮大学教育学部履修規程の一部を改正する規

程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(15)宇都宮大学工学部履修規程の一部を改正する規程（案）               資料6-15 

修学支援課長から，資料 6-15 に基づき，宇都宮大学工学部履修規程の一部を改正する規程

（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(16)宇都宮大学学術国際委員会規程の一部を改正する規程（案）             資料6-16 

学務部長から，資料 6-16 に基づき，宇都宮大学学術国際委員会規程の一部を改正する規程

（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

(17)宇都宮大学職業紹介業務運営規程の一部を改正する規程（案）            資料6-17 

学務部長から，資料6-17に基づき，宇都宮大学職業紹介業務運営規程の一部を改正する規

程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

７．専門業務型裁量労働制に関する協定書（案）について              資料７ 

総務部長から，資料７に基づき，専門業務型裁量労働制に関する協定書（案）及び国立大学法

人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程（案）について説明

があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

８．平成28年度宇都宮大学予算（案）について                資料8-1，8-2 

学長及び財務課長から，資料 8-1，8-2 に基づき，平成 28 年度宇都宮大学予算（案）について

説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

９．宇都宮大学経営協議会委員の委嘱について    資料９（意見聴取・机上配付・回収資料） 

学長から，資料９に基づき，宇都宮大学経営協議会委員の委嘱について意見を聴取したい旨の説明

があり，資料９のとおり委嘱することに同意した。 

 

 

［報告事項］ 

１．地域デザイン科学部 学部カラー及びキャッチフレーズについて                資料 10 

藤井理事から，資料 10 に基づき，地域デザイン科学部 学部カラー及びキッチフレーズについ

て報告があった。 

 

２．国立大学法人宇都宮大学障がい学生支援室要項について                           資料 11 

茅野理事から，資料 11 に基づき，障害者差別解消法の施行に伴う，国立大学法人宇都宮大学
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障がい学生支援室要項の制定について報告があった。 

 

３．平成 28 年度個別学力検査（前期日程）実施状況について             資料 12 

茅野理事から，資料 12 に基づき，平成 28 年度個別学力検査（前期日程）の実施状況について

報告があった。 

 

４．平成 28 年度入学式等の日程について                       資料 13 

茅野理事から，資料 13 に基づき，平成 28 年度入学式等の日程について報告があった。 

 

５．平成 28 年度キャリアフェスティバルについて                    資料 14 

茅野理事から，資料 14 に基づき，平成 28 年度キャリアフェスティバルを 10 月 29 日（土）に

開催する旨の報告があった。 

 

６．大学 COC＋キックオフシンポジウムについて                   資料 15 

池田理事から，資料 15 に基づき，「大学 COC＋キックオフシンポジウム」を３月 17 日（木）

14 時から大学会館にて開催する旨の報告があった。 

 

７．「宇都宮大学工学研究科と東フィンランド大学自然及び森林科学部・研究科との博士課程ダ

ブルディグリープログラムに関する協定書」の締結について                    資料 16 

工学研究科長から，資料 16 に基づき，「宇都宮大学工学研究科と東フィンランド大学自然及び

森林科学部・研究科との博士課程ダブルディグリープログラムに関する協定書」の締結について

報告があった。 

 

８．平成 28 年度諸会議（定例）開催予定表について                 資料 17 

総務課長から，資料 17 に基づき，平成 28 年度諸会議（定例）の開催予定について報告があっ

た。 

 

以 上 


