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平成２８年度第１２回教育研究評議会議事録 

 

日 時 平成２９年３月１４日（火）１４：３０～１７：０５ 

場 所 事務局棟５階大会議室、Ｓ－Ｐｏｒｔ３階会議室 

出席者 伊東幸、石井、木村、東郷、前田、丹沢、伊東暁、澤渡、鈴木滋、今野、寺

村、菅野、谷、酒井、西原、塩尻、加藤、佐古、中山、河合、鳥山、平岡、

原、恒川、朴、澤田の各評議員 

欠席者 三村評議員 

陪席者 鈴木庸、村松の各監事、阿部、瓜谷、青木の各学長補佐 

 

Ⅰ 前回議事録の承認について 

平成２８年度第１１回教育研究評議会議事録（案）を原案どおり承認した。 

 

Ⅱ 審議事項 

１ 静岡大学企画戦略会議規則の一部改正について 

議長から、浜松キャンパス事務部長を企画戦略会議構成員に含めるための静岡

大学企画戦略会議規則の一部改正について、資料１により提案があり、審議の結

果、原案どおり承認した。 

 

２ 就業規則の一部改正について（静岡大学教職員労働安全衛生管理規程関係） 

議長から、浜松キャンパス事務組織の再編等に伴う就業規則の一部改正につい

て（静岡大学教職員労働安全衛生管理規程関係）、資料２により提案があり、審議

の結果、原案どおり承認した。 

 

３ 静岡大学防火管理規則の一部改正について 

議長から、浜松キャンパス事務組織再編に伴う防災管理者等の選任の規定を改

正するための静岡大学防火管理規則の一部改正について、資料３により提案があ

り、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

４ 浜松キャンパス事務部及び学務部教育連携室の設置に伴う関連する規則等の一

部を改正する規則の制定について 

議長から、浜松キャンパス事務部及び学務部教育連携室の設置に伴う関連する

規則等の一部を改正する規則の制定について、資料４により提案があり、審議の

結果、原案どおり承認した。 

 

５ 静岡大学安否情報システムを用いた学生及び教職員の安否確認に関する要項の

一部改正について 

議長から、静岡大学安否情報システムのバージョンアップ及び浜松キャンパス

事務組織再編に伴う静岡大学安否情報システムを用いた学生及び教職員の安否確

認に関する要項の一部改正について、資料５により提案があり、審議の結果、原

案どおり承認した。 

 

６ 静岡大学大学院規則の一部改正について 

議長から、総合科学技術研究科工学専攻が高等学校教諭専修免許状（数学）を

取得させるための課程として認定されたことに伴う静岡大学大学院規則の一部改

正について、資料６により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 
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７ 静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則の一部改正について 

議長から、浜松キャンパス事務組織再編に伴う所要の改正及び授業科目の一部

改正のための静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則の一部改正につい

て、資料７により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

８ 静岡大学人材システム改革推進本部会議規則の廃止及び関連規則の一部改正に

ついて 

議長から、静岡大学人材システム改革推進本部会議規則の廃止及び関連規則の

一部改正について、資料８により提案があり、審議の結果、静岡大学研究戦略室

規則の一部を改正する規則（案）第６条の２第２項を「マネージング・プロフェ

ッサーは、特任教員をもって充てる」へ修正することで承認した。 

 

９ 静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則の一部改正について 

議長から、静岡大学イノベーション社会連携推進機構に置かれる審議機関の整

理及び事務所掌を変更するための静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則

の一部改正について、資料９により提案があり、審議の結果、原案どおり承認し

た。 

 

１０ 静岡大学共同施設管理委員会規則の廃止及び関連規則の一部改正について 

議長から、静岡大学共同施設管理委員会規則の廃止及び関連規則の一部改正

について、資料１０により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１１ 静岡大学キャンパスミュージアム規則の一部改正について 

議長から、静岡大学キャンパスミュージアムに置く職員の整理等のための静

岡大学キャンパスミュージアム規則の一部改正について、資料１１により提案

があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１２ 静岡大学静岡 COC+推進会議規則及び静岡大学 COC+地（知）の拠点企画推進室

規則の一部改正について 

議長から、静岡 COC+推進会議の庶務を学務部に変更する等のための静岡大学

静岡 COC+推進会議規則及び静岡大学 COC+地（知）の拠点企画推進室規則の一部

改正について、資料１２により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１３ 静岡大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学

研修員及び教員研修センター研修員規則の一部改正について 

議長から、独立行政法人教員研修センターの名称変更に伴う静岡大学私学研

修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研

修センター研修員規則の一部改正について、資料１３により提案があり、審議

の結果、原案どおり承認した。 

 

１４ 静岡大学防災総合センター規則の一部改正について 

議長から、防災教育、防災科学研究及び地域連携に業務を集約するための静

岡大学防災総合センター規則の一部改正について、資料１４により提案があり、

審議の結果、原案どおり承認した。 
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１５ 静岡大学と静岡文化芸術大学との単位互換協定の更新について 

議長から、静岡大学と静岡文化芸術大学との単位互換協定の更新について、

資料１５により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１６ 静岡大学と浜松市における連携講義に関する協定の更新について 

議長から、静岡大学と浜松市における連携講義に関する協定の更新について、

資料１６により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１７ 静岡大学大学院生の学部授業受講に関する申合せの一部改正について 

石井委員から、大学院留学生の学部留学生科目等の受講に関し必要な事項を

規定するための静岡大学大学院生の学部授業受講に関する申合せの一部改正に

ついて、資料１７により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１８ 静岡大学国際交流センター日本語教育プログラムに関する規程等の一部改正

について 

鈴木委員から、本学大学院に在学する留学生が、大学教育センターが開講す

る科目の受講及び学位認定が可能となることに合わせた静岡大学国際交流セン

ター日本語教育プログラムに関する規程等の一部改正について、資料１８によ

り提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

１９ 国立大学法人静岡大学と静岡ロータリークラブとの教育連携に関する協定に

ついて 

石井委員から、国立大学法人静岡大学と静岡ロータリークラブとの教育連携

に関する協定の締結について、資料１９により提案があり、審議の結果、原案

どおり承認した。 

 

２０ ３ポリシーの見直しについて 

石井委員から、中央教育審議会の部会が策定したガイドラインにより整理が

求められているディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッ

ション・ポリシーの３ポリシーの見直しについて、資料２０により提案があり、

審議の結果、原案どおり承認した。 

 

２１ 愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻のア

ドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー

について 

菅野委員から、中央教育審議会の部会が策定したガイドラインを踏まえた愛

知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻のアドミ

ッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーにつ

いて、資料２１により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

２２ 筑波大学、山梨大学、信州大学、林野庁関東森林管理局、林野庁中部森林管

理局との連携協定の締結について 

木村委員から、筑波大学、山梨大学、信州大学、林野庁関東森林管理局、林

野庁中部森林管理局との連携協定の締結について、資料２２により提案があり、

審議の結果、原案どおり承認した。 
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２３ 国立大学法人静岡大学と公益財団法人静岡市まちづくり公社との包括連携に

関する協定の締結について 

阿部学長補佐から、国立大学法人静岡大学と公益財団法人静岡市まちづくり

公社との包括連携に関する協定の締結について、資料２３により提案があり、

審議の結果、原案どおり承認した。 

 

２４ 静岡大学核燃料物質管理等規則の制定について 

木村委員から、核燃料物質の適正な使用等全学的な管理体制の構築のための

静岡大学核燃料物質管理等規則の制定について、資料２４により提案があり、

審議の結果、原案どおり承認した。 

 

２５ 浜松トップガン事業の企画・実施組織としての「協議会」設立について 

丹沢委員から、浜松トップガン事業の企画・実施組織としての「協議会」設

立について、資料２５により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

２６ 平成２９年度の年度計画について 

東郷委員から、平成２９年度の年度計画の策定について、資料２６により提

案があり、審議の結果、原案どおり承認し、平成２９年３月２４日に開催され

る静岡大学経営協議会及び役員会で審議し、提出期限である平成２９年３月３

１日までに文部科学省へ提出することとした。 

なお、文部科学省へ提出するまでに修正する必要が生じたら東郷委員へ一任

することとした。 

 

２７ 静岡大学における情報セキュリティ基本計画について 

東郷委員から、文部科学省からの要請を踏まえた静岡大学における情報セキ

ュリティ基本計画について、資料２７により提案があり、審議の結果、原案ど

おり承認した。 

 

２８ 静岡大学 CSIRT(Computer Security Incident Response Team)の設置について 

東郷委員から、本学の情報セキュリティ基本計画の実現のための静岡大学

CSIRT（Computer Security Incident Response Team）の設置について、資料２

８により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

２９ 就業規則の一部改正等について（労働契約法改正関連） 

前田委員から、労働契約法の改正に伴う就業規則の一部改正等について（労

働契約法改正関連）、資料２９により提案があり、審議の結果、原案どおり承認

した。 

 

３０ クロスアポイントメント制度の導入について 

前田委員から、クロスアポイントメント制度の導入について、資料３０によ

り提案により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

佐古委員から、例えばエフォートが６０％の教員が教授会の議決権を有する

のか質問があり、議長から、教授会の議決権等の扱いは各教授会で定めている

ので教授会の判断による旨、回答があり、佐古委員から、全学の方針を定める

必要があるのでないかとの意見があった。 

議長から実際に本制度を運用する中で全学の方針を定める必要があれば検討

する旨、発言があった。 
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３１ 静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について 

前田委員から、大学の教員等の任期に関する法律の改正を踏まえ、任期を定

めて任用する教員の任期を通算５年から１０年に変更するための静岡大学教員

の任期に関する規則の一部改正について、資料３１により提案があり、審議の

結果、原案どおり承認した。 

 

３２ 国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に設定する料金等について 

前田委員から、新規に徴収を予定している料金等を規定するための国立大学

法人静岡大学授業料等料金体系規則に設定する料金等について、資料３２によ

り提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

３３ 国立大学法人静岡大学公用車運行管理規則の制定について 

前田委員から、公用車の全学的な運行管理基準の設定等のための国立大学法

人静岡大学公用車運行管理規則の制定について、資料３３により提案があり、

審議した。 

第６条第２項中を「６日以上」へ、第１５条第３号を「第１０条の規定に基

づき許可された者以外の者に運転させること。ただし、公用車を使用している

間に、やむを得ない事由により第１０条の規定に基づき許可された者が公用車

を運転することができなくなった場合は、この限りでない。」へ修正することで

承認した。 

なお、本規則の施行後、支障がある部分があれば改正を検討することとした。 

 

３４ 静岡大学における競争的資金の間接経費に係る使用指針の制定等について 

前田委員から、静岡大学における競争的資金の間接経費に係る使用指針の制

定等について、資料３４により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

３５ モルドバ国立大学（モルドバ共和国）との大学間交流協定の締結について 

鈴木委員から、モルドバ国立大学（モルドバ共和国）との大学間交流協定の

締結について、資料３５により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

３６ ソフィア大学（ブルガリア共和国）との大学間交流協定の更新について 

鈴木委員から、ソフィア大学（ブルガリア共和国）との大学間交流協定の更

新について、資料３６により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

３７ 静岡大学名誉教授の称号授与について 

石井委員、今野委員、菅野委員、酒井委員、佐古委員及び河合委員から、静

岡大学名誉教授の称号授与について、資料３７により提案があり、審議の結果、

原案どおり承認した。 

 

３８ 静岡大学施設長寿命化計画について 

戸松施設課長から、静岡大学施設長寿命化計画について、資料３８により提

案があり、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

３９ 無期停学処分の解除について 

丹沢委員から、無期停学処分の解除について、別添資料により提案があり、

審議の結果、原案どおり承認した。 
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Ⅲ 報告事項 

１ 平成２８年度第１２回企画戦略会議(平成２９年３月１日)報告 

議長から、平成２８年度第１２回企画戦略会議(平成２９年３月１日)について、

資料３９により報告があった。 

 

２ 次期役員等候補者の決定について 

石井委員から、平成２９年４月１日付で発令予定の理事、副学長、学長補佐及

び学長特別補佐の候補者について、報告があった。 

 

３ 教員採用等報告について 

議長から、教員採用等報告について、資料４０により報告があった。 

 

４ 静岡大学及び一般社団法人静岡県信用金庫協会おける寄附講座に関する協定書

の締結について 

石井委員から、静岡大学及び一般社団法人静岡県信用金庫協会おける寄附講座

に関する協定書の締結について、資料４１により報告があった。 

 

５ 博士キャリア開発支援センターの廃止に伴う学生支援センターの体制について 

博士キャリア開発支援センターの廃止に伴う学生支援センターの体制について、

資料４２により報告があった。 

 

６ 次期キャンパスミュージアム館長の任命について 

木村委員から、次期キャンパスミュージアム館長の任命について、理学部塚越

哲教授が再任となる旨、資料４３により報告があった。 

 

７ 両生類及び魚類を用いる実験等に関する取扱いの制定について 

木村委員から、両生類及び魚類を用いる実験等に関する取扱いの制定について、

資料４４により報告があった。 

 

８ 平成２７年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況について 

東郷委員から、平成２７年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況

について、資料４５により報告があった。 

鈴木監事から、丁寧な対応に対し謝辞があり、併せて今後の監事監査について

協力依頼があった。 

 

９ 情報セキュリティ・個人情報保護ＷＥＢセミナーの受講状況について 

東郷委員から、情報セキュリティ・個人情報保護ＷＥＢセミナーの受講状況に

ついて、資料４６により報告があった。 

 

１０ シーナカリンウィロート大学(タイ王国)との大学間交流協定の締結について 

鈴木委員から、シーナカリンウィロート大学（タイ王国）との大学間交流協

定の締結について、資料４７により報告があった。 

 

１１ コンプルテンセ大学スペイン語教育センター（スペイン王国）との部局間交

流協定の締結について 

鈴木委員から、コンプルテンセ大学スペイン語教育センター（スペイン王国）

との部局間交流協定の締結について、資料４８により報告があった。 
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１２ ポストドクター・キャリア開発事業成果報告書について 

丹沢委員から、ポストドクター・キャリア開発事業成果報告書について、席

上配布資料により報告があった。 

 

Ⅳ その他 

１ 第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書について 

伊東暁委員から、第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書につい

て、説明があった。 

 

２ 地方創生シンポジウムについて 

石井委員から、平成２９年３月２３日に開催する地方創生シンポジウムについ

て、席上配布資料により案内があり、出席依頼があった。 

 

３ その他 

議長から、平成２９年３月３１日で退任となる評議員の紹介があり、退任者へ

の謝辞があった。 

以上 


