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２０１９年度  

第１回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   ２０１９年４月１０日（水）  

          午後４時２８分から午後５時３分まで  

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 報   告 

（１）月次決算報告（２月期）について 

事務局から、平成３１年２月期の月次決算について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（２）予算の繰り越しについて 

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、平成３０年度の予

算を配布資料のとおり繰り越したことが報告された。 

 

（３）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第１回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（４）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第１回教育研究審議会について、配布資料に

基づき報告された。 

 

（５）トンプソン・リバーズ大学との協力協定書の締結について 

村山副理事長から、カナダのトンプソン・リバーズ大学と協力協定書を締結し
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たことが報告された。 

 

（６）平成３０年度キャリア支援センターの実績報告について 

村山副理事長から、平成３０年度キャリア支援センターの事業実績について、

配布資料に基づき報告された。 

 

（７）２０１９年度入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０１９年度入学試験実施状況について、配布資料に基づ

き報告された。 

 

（８）学生ボランティア活動支援室事業について 

   水口理事から、平成３１年３月期における学生ボランティア活動支援室の活動

事業及び平成３０年度の年間事業実績について、配布資料に基づき報告された。 

 （理事長）学生ボランティア活動支援室について、新入生に対し、どのように周知

しているか。  

 （理事）新入生ガイダンスで説明をしている。また、新入生向けの説明会を複数回

に分けて予定しており、現在は開催のチラシを作成し配布の準備を進めている。 

 

（９）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報

告された。 

  

（10）新文化サークル棟の設計について 

塚越理事から、新文化サークル棟の設計概要及び今後のスケジュールについて、

配布資料に基づき報告された。 

 

（11）当面のスケジュールについて 

事務局から、２０１９年５月末までのスケジュールについて、配布資料に基づ

き報告された。 
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２０１９年度  

第２回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   ２０１９年５月８日（水）  

          午後４時２９分から午後４時５４分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）公立大学法人高崎経済大学科学研究費補助金事務取扱規程の一部改正について 

村山副理事長から、公立大学法人高崎経済大学科学研究費補助金事務取扱規程

の一部を改正することについて、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承

認された。 

 

（２）公立大学法人高崎経済大学研究奨励費取扱規程の一部改正について 

村山副理事長から、公立大学法人高崎経済大学研究奨励費取扱規程の一部を改

正することについて、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（３月期）について 

事務局から、平成３１年３月期の月次決算について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 （監事）資産の「その他未収入金」の増加分、負債の「短期リース債務」の増加分

及び「未払金」の増減分について、主にどのようなものがあるか。  

 （事務局）「その他未収入金」の残高は、Web 出願システムの導入に伴い、入学料

が収納代行会社から翌月に入金されるため、前年度に比べて増加している。「短

期リース債務」は、長期リース債務に計上されたもののうち、翌年度返済分を短
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期リース債務へ振り替えており、今年度リース資産の取得が多くなることに伴い、

増加している。「未払金」については、増加分では大学ホームページ更改費、減

少分では電気料などが主なものとして挙げられる。 

 

（２）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第２回教育研究審議会について、配布資料に

基づき報告された。 

 

（３）平成３１年度前期授業料減免について 

村山副理事長から、平成３１年度前期授業料減免について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（４）２０１８年度進路状況について 

村山副理事長から、２０１８年度進路状況について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（５）当面のスケジュールについて 

事務局から、２０１９年６月末までのスケジュールについて、配布資料に基づ

き報告された。 
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２０１９年度  

第３回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和元年６月１９日（水）  

          午後４時２９分から午後５時３５分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）平成３０年度決算について 

  ① 平成３０事業年度財務諸表について  

事務局から、平成３０年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計

算書、利益の処分に関する書類（案）及び行政サービス実施コスト計算書につい

て、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。  

 

  ② 平成３０事業年度決算報告書について 

   事務局から、平成３０事業年度決算報告書について、配布資料に基づき説明が

あり、全員異議なく承認された。  

 （理事）決算報告書の決算額の数値と財務諸表の損益計算書の数値の違いについて

確認したい。  

（事務局）予算決算には減価償却費などが計上されていないため、その部分が影響

している。 

 

③ 独立監査人の監査報告書について  

   髙木理事長から、独立監査人から提出された平成３０事業年度財務諸表に関す

る監査報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 
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④ 平成３０年度監事監査の結果について  

   井上監事から、平成３０年度監査報告書について、配布資料に基づき説明があ

り、全員異議なく承認された。  

 

⑤ 平成３０年度業務実績報告書について  

   村山副理事長から、平成３０年度年度計画の実施結果に基づく平成３０年度業

務実績報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

⑥ 平成３０年度事業報告書について  

   村山副理事長から、平成３０年度事業報告書について、配布資料に基づき説明

があり、全員異議なく承認された。  

 

（２）高等教育段階の教育費負担軽減制度に係る申請書の提出について 

村山副理事長から、配布資料に基づき説明があり、本学が機関要件を満たして

いるか確認を求めるための申請書を高崎市に対して提出することの提案があり、

全員異議なく承認された。 

 （監事）住民税非課税世帯や年収制度というのは、本人の申請があるものなのか。 

（事務局）申請にマイナンバーの提出が必要となるので、そこから収入については、

世帯別に紐付けて確認される。  

 

（３）令和元年度事務職員採用計画について 

髙木理事長から、令和元年度事務職員採用計画について、配布資料に基づき説

明があり、全員異議なく承認された。 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（４月期）について 

事務局から、平成３１年４月期の月次決算について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（２）学長選考会議委員について 

髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程による学長選考

会議の委員について、経営審議会から３名、教育研究審議会から３名が選出され



3/3 
 

たことが、配布資料に基づき報告された。 

 

（３）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第２回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（４）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第３回教育研究審議会について、配布資料に

基づき報告された。 

 

（５）メーファールアン大学との交流に関する基本合意書の締結について 

村山副理事長から、タイのメーファールアン大学と交流に関する基本合意書を

締結したことが報告された。 

 

（６）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業における平成３０年度決算報告

等について、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）当面のスケジュールについて 

事務局から、２０１９年７月末までのスケジュールについて、配布資料に基づ

き報告された。 
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２０１９年度  

第４回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和元年７月３１日（水）  

          午後４時２５分から午後５時１４分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）令和２年度新任人事について 

村山副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部３名の採用候補者

を令和２年４月１日付けで採用したいとの提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（２）令和２年度新任人事枠について 

村山副理事長から、平成３０年度退職者の欠員の補充を行うため、今年度中に

募集をする教員の新任人事枠を地域政策学部で１名としたいとの提案があり、全

員異議なく承認された。 

 

（３）令和２年度昇任人事に係る教授昇任枠について 

村山副理事長から、令和２年度昇任人事に係る教授昇任枠について、配布資料

に基づき、各学部の教授昇任枠数については状況に応じて柔軟な対応をしていく

ことの提案があり、全員異議なく承認された。 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（５月期）について 

事務局から、令和元年５月期の月次決算について、配布資料に基づき報告され

た。 
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（２）労使協議について 

髙木理事長から、配布資料のとおり、過半数代表者から経営側への質問及び要

望事項について申し入れがあり、１０月の労使懇談会にて回答することが報告さ

れた。回答内容については、次回の理事会に諮ることが報告された。 

 

（３）令和元年度監査計画について 

高見澤監事から、令和元年度監査計画について、配布資料に基づき報告された。 

 

（４）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第３回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（５）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第４回及び第５回教育研究審議会について、

配布資料に基づき報告された。 

 

（６）２０２０（令和２）年度入学者選抜に関する要項について 

村山副理事長から、２０２０年度（令和２年度）入学者選抜に関する要項につ

いて、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）地域・社会貢献白書刊行について 

水口理事から、地域・社会貢献白書刊行について、配布資料に基づき報告された。 

 （理事長）どのような機関に配布をしているのか。  

（事務局）県内の大学、高校、市関係部署、商工会議所などに配布している。また、

経営審議会委員よりご意見を頂き、市内のライオンズクラブ等にも配布を予定し

ている。 

 

（８）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報

告された。 
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（９）新文化サークル棟（仮称）建設工事入札（案）について 

髙木理事長から、新文化サークル棟（仮称）の建設工事入札について、配布資

料に基づき報告された。 

 

（10）当面のスケジュールについて 

事務局から、２０１９年９月末までのスケジュールについて、配布資料に基づ

き報告された。 



1/3 
 

２０１９年度  

第５回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和元年１０月２日（水）  

          午後４時２７分から午後５時１４分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）過半数代表者との労使協議について 

髙木理事長から、過半数代表者から経営側への質問及び要望事項に対して、令

和元年１０月９日に過半数代表者へ回答することについて、配布資料に基づき説

明があり、全員異議なく承認された。 

 

（２）給与改定について 

髙木理事長から、人事院勧告に伴い給与改定を行う見通しであることについて、

配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（３）令和２年度高崎経済大学予算編成方針について 

髙木理事長から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、令和２年度予

算について配布資料のとおり説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（４）令和元年度予算の補正について 

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、令和元年度１０月

補正予算案について配布資料のとおり説明があり、全員異議なく承認された。 
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５ 報   告 

（１）月次決算報告（６・７・８月期）について 

事務局から、令和元年６月期から８月期の月次決算について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（２）事務職員採用試験の申し込み状況について 

事務局から、事務職員採用試験の申し込み状況について、配布資料に基づき報

告された。 

 

（３）平成３０年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について 

塚越理事から、平成３０年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認申請につい

て、令和元年７月２９日付けで高崎市長の承認を受けたことが配布資料に基づき

報告された。 

 

（４）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第４回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（５）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第６回及び第７回教育研究審議会について、

配布資料に基づき報告された。 

 

（６）高等教育の修学支援新制度に係る確認通知について 

村山副理事長から、高等教育の修学支援新制度に係る機関要件の確認申請につ

いて、令和元年９月２０日付けで高崎市長の承認を受けたことが配布資料に基づ

き報告された。 

 

（７）２０２０年度地域政策学部入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度地域政策学部入学試験実施状況について、配布

資料に基づき報告された。 
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（８）２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試

験実施状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（９）第８回ホームカミングデイについて 

唐澤理事から、第８回ホームカミングデイについて、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（10）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報

告された。 

 

（11）新文化サークル棟（仮称）建設事業に係る入札結果報告について 

事務局から、新文化サークル棟（仮称）建設事業に係る一般競争入札の結果に

ついて、配布資料に基づき報告された。 

 

（12）高崎市からの出資について 

事務局から、高崎市からの出資（土地及び建物）について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（13）当面のスケジュールについて 

事務局から、２０１９年１１月末までのスケジュールについて、配布資料に基

づき報告された。 
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２０１９年度  

第６回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和元年１１月１３日（水）  

          午後４時２５分から午後４時５９分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）教員の割愛について 

村山副理事長から、地域政策学部教員の割愛依頼があったことについて、配布

資料に基づき説明があり、１１月２７日に開催される教授会及び１２月４日に開

催される教育研究審議会での承認を前提とした上で、全員異議なく承認された。 

 

（２）ケンブリッジ大学ホマートンカレッジとの交流協定締結について 

村山副理事長から、イギリスのケンブリッジ大学ホマートンカレッジとの交流

に関する協定について、配布資料に基づき締結予定大学の概要及び協定内容等の

説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基

づき協定を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。 

 （監事）プログラムは来年の夏から始まるのか。  

 （副理事長）その予定である。  

 

（３）給与改定等について 

髙木理事長から、令和元年８月７日付けの人事院勧告に伴い、給料表の見直し、

勤勉手当の引上げ等の給与改定を実施すること、及び「成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立に

伴う対応について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 
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５ 報   告 

（１）月次決算報告（９月期）について 

事務局から、令和元年９月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。 

 

（２）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第８回及び第９回教育研究審議会について、

配布資料に基づき報告された。 

 

（３）２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況に

ついて、配布資料に基づき報告された。 

 

（４）２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試

験実施状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）令和元年度後期授業料減免について 

村山副理事長から、令和元年度後期授業料減免について、配布資料に基づき報

告された。 

 

（６）第８回ホームカミングデイについて 

唐澤理事から、第８回ホームカミングデイについて、配布資料に基づき説明が

あり、９２名の同窓生の参加があったこと、参加した同窓生へのアンケートを実

施した結果などが報告された。 

 

（７）学生ボランティア活動支援室事業について 

水口理事から、令和元年１０月期における学生ボランティア活動支援室の活動事

業について、配布資料に基づき説明があり、台風１９号被災地支援活動などが報告

された。 

 

（８）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報
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告された。 

 

（９）当面のスケジュールについて 

事務局から、２０１９年１２月末までのスケジュールについて、配布資料に基

づき報告された。 
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２０１９年度  

第７回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和元年１２月４日（水）  

          午後４時２６分から午後４時５９分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）令和２年度新任人事について 

村山副理事長から、配布資料に基づき説明があり、地域政策学部において、「観

光まちづくり関連科目」の採用候補者を准教授として令和２年４月１日付けで採

用したいとの提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（２）事務職員採用内定者について 

髙木理事長から、配布資料に基づき説明があり、１名を採用したいとの提案が

あり、全員異議なく承認された。 

 

（３）公立大学法人高崎経済大学職員給与規程等の一部改正について 

髙木理事長から、配布資料に基づき、令和元年８月７日付けの人事院勧告及び

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律」の施行に伴い、公立大学法人高崎経済大学職員給与規程等の一

部を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（４）公立大学法人高崎経済大学契約事務取扱規程の一部改正について 

髙木理事長から、配布資料に基づき、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、公立大学
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法人高崎経済大学契約事務取扱規程の一部を改正することの提案があり、全員異

議なく承認された。 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（１０月期）について 

事務局から、令和元年１０月期の月次決算について、配布資料に基づき報告され

た。 

 

（２）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第５回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（３）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第１０回教育研究審議会について、配布資料

に基づき報告された。 

 

（４）２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況に

ついて、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）学生ボランティア活動支援室事業について 

水口理事から、令和元年１１月期における学生ボランティア活動支援室の活動事

業について、配布資料に基づき説明があり、台風１９号被災地支援活動などが報告

された。 

 

（６）令和２年度理事会等の日程について 

髙木理事長から、令和２年度の理事会等の日程について、配布資料に基づき報

告された。 

 

（７）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和２年１月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき

報告された。 
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 （理事長）１２月１３日開催の国際シンポジウムについて、参加者の申し込み状況

はいかがか。  

 （事務局）一般の方、学生含めて３１名の事前申し込みがあった。 
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２０１９年度  

第８回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和２年１月１５日（水）  

          午後４時２４分から午後４時５４分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉    絲山  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   高見澤  

 

４ 議   事 

（１）有期雇用職員の処遇改善等について 

髙木理事長から、有期雇用職員の処遇改善等を令和２年４月から実施すること

について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（１１月期）について 

事務局から、令和元年１１月期の月次決算について、配布資料に基づき報告され

た。 

 

（２）平成３０年度業務実績に対する評価結果について 

村山副理事長から、高崎市公立大学法人評価委員会による評価結果について、

配布資料に基づき報告された。 

 

（３）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第１１回及び第１２回教育研究審議会につい

て、配布資料に基づき報告された。 

 

 



2/2 
 

（４）２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況に

ついて、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）ヴロツワフ経済大学との Erasmus+（エラスムスプラス）申請結果について 

村山副理事長から、ポーランドのヴロツワフ経済大学との Erasmus+（エラスム

スプラス）申請について、学生交流は採択されなかったが、教員交流が採択され

たことが報告された。 

 

（６）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報

告された。 

 （理事長）ステンレスストローはいつから導入しているのか。 

 （理事）１月から導入している。 

（理事）経費はどうなっているか。 

（理事）ステンレスストローについては初期費用がかかるが、買い替えなくて済む

ので、長期的に見ると回収できる見通しである。 

（理事長）ステンレスストローを導入したことについて、お店で何か説明はしてい

るのか。 

（事務局）明示はしていないが、プラスチック製のストローの在庫もあるので、現

在は、お客様に意向を伺って案内している。徐々にステンレスストローを主に進

めていく。 

 （理事）金属アレルギーの方もいるので、そのような場合にはお申し出頂くなど、

お客様に配慮した臨機応変な対応をお願いしたい。 

 

（７）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和２年２月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき

報告された。 
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２０１９年度  

第９回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和２年２月１２日（水）  

          午後４時２６分から午後５時１６分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    児玉  

唐澤    水口    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）教員の昇任人事について 

村山副理事長から、配布資料に基づき、経済学部准教授１名の教授昇任、地域

政策学部准教授１名の教授昇任についての提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（２）高崎経済大学基礎教育センター設置に伴う関係規程等の整備について 

村山副理事長から、高崎経済大学基礎教育センター設置に伴う関係規程等の整

備について、配布資料に基づき、高崎経済大学基礎教育センター規程の制定及び

それに伴う諸規程の改廃の提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（３）２０２１年度新任人事について 

村山副理事長から、専任教員の採用にあたり、配布資料に基づき説明があり、

令和２年度定年退職者の欠員の補充等を行うため、今年度中に募集を開始する教

員の新任人事枠を経済学部で１名、地域政策学部で４名としたいとの提案があり、

全員異議なく承認された。 

 

（４）民法改正に伴う規程等の改正について 

髙木理事長から、令和２年４月１日に施行される民法改正において法定利率や

根保証等に係る事項が見直されることに伴い、公立大学法人高崎経済大学職員服
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務規程、公立大学法人高崎経済大学債権管理規程及び公立大学法人高崎経済大学

糸井商事スポーツ活動奨励奨学金取扱要綱の一部を改正することについて、配布

資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

５ 報   告 

（１）公立大学法人高崎経済大学教員の採用及び昇任に関する取扱細則の改正について 

村山副理事長から、公立大学法人高崎経済大学教員の採用及び昇任に関する取扱

細則の一部改正について、配布資料に基づき報告された。 

 

（２）月次決算報告（１２月期）について 

事務局から、令和元年１２月期の月次決算について、配布資料に基づき報告され

た。 

 

（３）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第６回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（４）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第１３回教育研究審議会について、配布資料

に基づき報告された。 

 

（５）２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況に

ついて、配布資料に基づき報告された。 

 

（６）２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試

験実施状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）２０２０年度一般入試志願状況について 

村山副理事長から、２０２０年度一般入試志願状況について、配布資料に基づ

き報告された。 
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（８）２０２１年度入試日程について 

村山副理事長から、２０２１年度入試日程について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（９）令和２年度理事会等の日程について 

髙木理事長から、令和２年度の理事会等の日程について、配布資料に基づき報

告された。 

 

（10）まちなか教育活動センター事業について 

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報

告された。 

 

（11）キーテクノロジー留学奨励金について 

塚越理事から、配布資料に基づき、株式会社キーテクノロジーから寄附の申し

出があり、奨励金制度を創設することが報告された。また、奨励金制度の概要及

びスケジュールが説明され、今後関係規程の整備を行い、来年度から奨励金制度

を実施することが報告された。 

 

（12）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和２年３月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき

報告された。 
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２０１９年度  

第１０回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）  

 

 

１ 日   時   令和２年３月１１日（水）  

          午後４時２８分から午後５時３３分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 第２会議室  

 

３ 出 席 者   髙木    村山    絲山  

唐澤    塚越  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について  

議事に先立って、現下の最大課題である新型コロナウイルス感染拡大を受け、村

山副理事長から、本学の対応として、今年度の学位記授与式について出席は卒業生

及び来賓のみとすること、学生に対しては、対外試合や演奏会などの課外活動等の

自粛を要請したこと、本学が助成している海外語学研修及び海外フィールドワーク

については原則中止とし、これから海外渡航を検討している学生に対しては慎重に

再検討するよう情報を発信したことなどが報告された。 

 

５ 議   事 

（１）令和２年度年度計画（案）について 

村山副理事長から、令和２年度年度計画（案）を高崎市に提出することについ

て、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（２）教員の割愛について 

村山副理事長から、経済学部教員の割愛依頼があったことについて、配布資料

に基づき説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（３）２０２１（令和３）年度新任人事枠について 

村山副理事長から、令和元年度割愛の補充分として来年度中に募集をする教員
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の新任人事枠を、経済学部で１名としたいとの提案があり、全員異議なく承認さ

れた。 

 

（４）特命助教の採用について 

村山副理事長から、令和元年度退職者の欠員の補充を行うため、来年度中に募

集をする特命助教の人事枠を１名としたいとの提案があり、全員異議なく承認さ

れた。 

 

（５）令和元年度予算の補正について 

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、令和元年度３月補

正予算案について、配布資料のとおり説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（６）令和２年度予算案について 

事務局から、令和２年度予算案及び重点事業について、配布資料のとおり説明

があり、全員異議なく承認された。 

 

（７）公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則の一部改正について 

髙木理事長から、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員

就業規則の一部を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（８）大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う規程改正等について 

村山副理事長から、配布資料に基づき、大学等における修学の支援に関する法

律の施行に伴い、規程改正等を行うことの提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（９）公立大学法人高崎経済大学会計実施規程の一部改正について 

髙木理事長から、配布資料に基づき、キーテクノロジー留学奨励金制度の新設

に伴い、公立大学法人高崎経済大学会計実施規程の一部を改正することの提案が

あり、全員異議なく承認された。 

 

（10）キーテクノロジー留学奨励金交付要綱の制定について 

塚越理事から、前回の理事会において報告されたキーテクノロジー留学奨励金

制度の概要に基づき、配布資料のとおり、公立大学法人高崎経済大学キーテクノ
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ロジー留学奨励金交付要綱を制定することの提案があり、全員異議なく承認され

た。 

 

６ 報   告 

（１）月次決算報告（１月期）について 

事務局から、令和２年１月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。 

 

（２）基礎教育センター長の指名について 

村山副理事長から、前回の理事会において関係規程が承認された高崎経済大学基

礎教育センターのセンター長について、唐澤教育担当副学長を指名したことが報告

された。 

 

（３）経営審議会について 

髙木理事長から、２０１９年度第７回経営審議会について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（４）教育研究審議会について 

村山副理事長から、２０１９年度第１４回及び第１５回教育研究審議会につい

て、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）令和元年度監事監査の結果について 

井上監事から、令和元年度監事監査の結果について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（６）２０２０年度地域政策学部特別入試実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度地域政策学部特別入試実施状況について、配布

資料に基づき報告された。 

 

（７）２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について 

村山副理事長から、２０２０年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試

験実施状況について、配布資料に基づき報告された。 
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（８）２０２０年度一般入試志願状況について 

村山副理事長から、２０２０年度一般入試実施状況について、配布資料に基づ

き報告された。 

 

（９）令和２年度ホームカミングデイの実施について 

唐澤理事から、令和２年度ホームカミングデイについて、同窓生の参加者数が

近年停滞している状況を踏まえ、来年度は開催日時及び内容などの検討期間に充

てることとし、実施を見送ることが報告された。 

 

（10）まちなか教育活動センター事業について 

事務局から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報告

された。 

 

（11）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和２年４月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき

報告された。 

 


