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令和３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   令和３年４月１４日（水）  

          午後４時２６分から午後５時１分まで  

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   髙木    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）施設の長寿命化に向けた行動計画及び個別施設計画について 

事務局から、本学における施設の長寿命化に関する取組の方向性を明らかにし

た行動計画及び施設ごとの対応方針を定めた個別施設計画の策定について、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（２月期）について 

事務局から、令和３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、令和２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）教育研究審議会について 

水口副理事長から、令和３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。 
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（４）「改善報告書」に対する検討結果について 

水口副理事長から、本学が認証評価機関である公益財団法人大学基準協会に提

出した改善報告書に対して、その検討結果が通知されたことについて、配布資料

に基づき報告された。 

 

（５）令和３年度入学試験実施結果について 

水口副理事長から、令和３年度入学試験実施結果について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（６）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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。 

 

（７）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和３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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令和３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   令和３年５月２６日（水）  

          午後４時２５分から午後５時８分まで  

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   髙木    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）第３期中期計画の策定について 

水口副理事長から、第３期中期計画の策定に係る手順について、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）特命教員（助教）の採用について 

水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、１名を地域政策学部所属（経

済学部兼担）の特命教員として、令和３年６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。 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（３月期）について 

事務局から、令和３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。 

 

（２）学長選考会議委員の選出について 

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

たことが、配布資料に基づき報告された。 
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（３）経営審議会について 

髙木理事長から、令和３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 

水口副理事長から、令和３年度第２回及び第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）令和３年度前期授業料減免について 

水口副理事長から、令和３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。 

 

（６）２０２０（令和２）年度進路状況について 

水口副理事長から、２０２０年度進路状況について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（７）２０２０（令和２）年度キャリア支援センターの実績報告について 

水口副理事長から、２０２０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。 

 

（８）公立大学法人高崎経済大学における組織等の名称の英語表記について 

水口副理事長から、公立大学法人高崎経済大学における組織等の名称の英語表

記について、配布資料に基づき報告された。 

 

（９）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和３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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令和３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３年６月２３日（水）  

          午後４時２４分から午後５時２６分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   髙木    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）令和３年度事務職員採用計画について 

髙木理事長から、令和３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。 

 

（２）令和２年度決算について 

  ① 令和２事業年度財務諸表について  

事務局から、令和２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 令和２事業年度決算報告書について  

   事務局から、令和２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。  

 

（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令和２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）令和２年度監事監査の結果について  

   井上監事から、令和２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）令和２年度業務実績報告書について  

   水口副理事長から、令和２年度年度計画の実施結果に基づく令和２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）第２期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績報告書について  

   水口副理事長から、第２期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績報告書に

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。 

 

（７）令和２年度事業報告書について  

   水口副理事長から、令和２事業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。 

 

（８）アベリストウィス大学との交流協定について  

   水口副理事長から、イギリスのアベリストウィス大学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。 

 

（９）令和３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３年度６月補

正予算案について、配布資料のとおり提案があり、全員異議なく承認された。  

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（４月期）について 

事務局から、令和３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。 
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（２）経営審議会について 

髙木理事長から、令和３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。 

 

（３）教育研究審議会について 

水口副理事長から、令和３年度第４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）第３期中期計画について 

水口副理事長から、第３期中期計画の原案策定に係るプロジェクトチーム及び

各プロジェクトの進捗状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン（実施基準）の改正につ

いて 

水口副理事長から、文部科学省において研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン（実施基準）が改正されたことについて、配布資料に基づき報

告された。 

 

（６）一般財団法人高崎経済大学後援会支部総会の開催中止について 

水口副理事長から、令和３年度の一般財団法人高崎経済大学後援会支部総会の

開催が中止されることについて、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、まちなか教育活動センター事業における令和２年度決算報告等

について、配布資料に基づき報告された。 

 

（８）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和３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。 

 



1/3 
 

令和３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３年７月２８日（水）  

          午後４時２４分から午後５時７分まで  

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   髙木    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）令和４年度新任人事について 

水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部４名の採用候補者

を令和４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４年度昇任人事に係る教授昇任枠について 

水口副理事長から、令和４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。 

 

（３）特命教員（助教）の人事について 

   水口副理事長から、特命教員１名が退職することに伴い、今年度中に特命教員

１名を新たに採用したいことの提案があり、全員異議なく承認された。採用候補

者は、今年度実施した特命教員の人事において採用した者の他に、業績等審査委

員会において採用に値すると判断され、教育研究審議会においても採用候補者と

して承認されている者２名とし、そのうち推薦順位上位者から１名を採用予定者

とすること、２名とも辞退した場合には今年度中に改めて公募を行うことの提案

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（５月期）について 

事務局から、令和３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。 

 

（２）令和３年度監査計画について 

高見澤監事から、令和３年度監査計画について、配布資料に基づき報告された。 

 

（３）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質問及び要望

事項について申し入れがあり、１０月１３日に回答する予定としていることが報

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。 

 

（４）経営審議会について 

髙木理事長から、令和３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 

水口副理事長から、令和３年度第５回及び第６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）第３期中期計画策定の進捗状況について 

   水口副理事長から、第３期中期計画の原案策定に係る進捗状況が報告された。 

 

（７）２０２２（令和４）年度入学者選抜日程の変更について 

   水口副理事長から、２０２２（令和４）年度入学者選抜日程について、配布資

料に基づき変更点が報告された。 

 

（８）２０２２（令和４）年度入学者選抜に関する要項について 

水口副理事長から、２０２２（令和４）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。 

 



3/3 
 

（９）特別講義「世界と日本の未来を考える」について 

水口副理事長から、特別講義「世界と日本の未来を考える」の開講について、

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 

唐澤理事から、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）新型コロナウイルス感染症関係報告について 

植原理事から、本学における新型コロナウイルス感染症の感染状況、学生支援

事業及び県央ワクチン接種センターによる本学の集団接種の状況について、配布

資料に基づき報告された。 

 

（12）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和３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。 
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令和３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３年１０月６日（水）  

          午後４時２６分から午後５時３４分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   髙木    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（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、配布資料に基づき、過半数代表者から提出された経営側への

質問及び要望事項に対する回答内容の説明があり、令和３年１０月１３日をその

回答日とすること、及び同日に過半数代表者との意見交換の場を設けることにつ

いて併せて説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（２）令和４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４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。 

 

（３）文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン（実施基

準）」の改正に伴う規程改正について 

   水口副理事長から、配布資料に基づき、文部科学省の研究機関における公的研

究費の管理・監査ガイドライン（実施基準）が改正されたことに伴い、公立大学

法人高崎経済大学における競争的資金等の運営及び管理に関する規程、公立大学

法人高崎経済大学競争的資金等不正防止推進委員会規程及び公立大学法人高崎経

済大学競争的資金等内部監査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。 
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（４）豊岡新駅（仮称）設置に伴うアクセス道路の整備について 

植原理事から、豊岡新駅（仮称）設置に伴うアクセス道路の整備について、そ

の対応を検討する橋梁・道路新設計画対応検討委員会を学内に設置することの提

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（６・７・８月期）について 

事務局から、令和３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。 

（監事）昨年に比べて、８月末時点の現預金及び未収入金に大幅な差異があるが、

その要因を確認したい。 

（事務局）運営費交付金の収納月の相違による。 

 

（２）経営審議会について 

髙木理事長から、令和３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。 

 

（３）教育研究審議会について 

水口副理事長から、令和３年度第７回、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。 

 

（４）第３期中期計画のビジョン及び専門部会について 

水口副理事長から、今後の第３期中期計画原案の策定手続き及びそのための専

門部会の構成案について、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）２０２２年度地域政策学部入学者選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度地域政策学部入学者選抜実施状況について、配

布資料に基づき報告された。 

 

（６）２０２２年度経済･経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者
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選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）アベリストウィス大学との交流協定締結について 

水口副理事長から、イギリスのアベリストウィス大学と交流協定を締結したこと

が報告された。 

 

（８）令和３年度ホームカミングデイの開催中止について 

   佐藤理事から、令和３年度ホームカミングデイの開催について、コロナ禍にお

ける社会情勢等を考慮し、中止としたことが報告された。 

   また、来年度以降の開催方法や開催時期については、コロナ禍の状況も踏まえ、

今後も検討していくことが併せて報告された。 

 

（９）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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）令和２年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について 

   植原理事から、令和２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３年８月６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。 

 

（11）新型コロナウイルス感染症関係報告について 

植原理事から、本学における新型コロナウイルス感染症の感染状況、学生支援

事業及び本学を会場としたワクチン接種の実施状況について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（12）事務職員採用試験の申込み状況等について 

事務局から、事務職員採用試験の申込み状況について、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、令和３年１１月末までのスケジュールについて、配布資料に基づ
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き報告された。 
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令和３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３年１１月１７日（水）  

          午後４時２７分から午後４時５５分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   髙木    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）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、３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。 

 

（２）過半数代表者との労使協議について 

髙木理事長から、過半数代表者から提出された経営側への質問及び要望事項に

対し、令和３年１０月１３日付で回答したところ、令和３年１０月２７日付で過

半数代表者から経営側への追加質問があり、その質問事項に対する回答内容及び

令和３年１１月１８日をその回答日とすることについて併せて説明があり、全員

異議なく承認された。 

 

（３）令和３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３年度１０月

の補正予算１件を専決処分したことについて、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（９月期）について 

事務局から、令和３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）経営審議会について 

髙木理事長から、令和３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 

水口副理事長から、令和３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）第３期中期計画の策定状況について 

水口副理事長から、第３期中期計画の原案策定の進捗状況が報告された。 

 

（５）ＤＸ及びＩＲのロードマップについて 

水口副理事長から、本学におけるＤＸ化及びＩＲ導入に向けたロードマップにつ

いて、配布資料に基づき報告された。 

 

（６）競争的資金等の不正防止に係る確認結果について 

井上監事から、競争的資金等の不正防止に係る確認結果について、配布資料に

基づき、確認項目２件のいずれも適切に実施されていたことを確認したことが報

告された。 

 

（７）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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。 

 

（８）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和３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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令和３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３年１２月８日（水）  

          午後４時２３分から午後４時５３分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   長  

水口副理事長から、議長の職務を代理することが告知された。 

 

５ 議   事 

（１）令和４年度新任人事について 

水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、地域政策学部において、「都

市政策論」の採用候補者を准教授として、「スポーツ政策論」の採用候補者を准教

授として令和４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）教員の割愛について 

水口副理事長から、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、全員異議なく承認された。 

 

６ 報   告 

（１）月次決算報告（１０月期）について 

事務局から、令和３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。 
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（２）令和４年度理事会等日程について 

水口副理事長から、令和４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。 

 

（３）経営審議会について 

水口副理事長から、令和３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 

水口副理事長から、令和３年度第１１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）第３期中期計画原案について 

水口副理事長から、第３期中期計画の原案について、配布資料に基づき報告さ

れた。 

 

（６）２０２２年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況

について、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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。 

 

（８）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和４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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令和３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４年１月１２日（水）  

          午後４時２７分から午後４時５３分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   市川    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）特命教員（助教）の人事について 

水口副理事長から、令和４年３月３１日を以て特命助教１名が退職することが

報告され、その補充を行うため、今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。  

 

（２）ハワイ大学マノア校との交流協定締結について 

水口副理事長から、アメリカ合衆国のハワイ大学マノア校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。  

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（１１月期）について 

事務局から、令和３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）教育研究審議会について 

水口副理事長から、令和３年度第１２回教育研究審議会について、配布資料に
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基づき報告された。 

 

（３）令和２年度及び第２期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に対する評価

結果について 

水口副理事長から、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。 

 

（４）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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。 

 

（５）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和４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。 

（理事）入試における大学での新型コロナウイルス感染症への対応について教えて

いただきたい。 

（副理事長）今後、大学入学共通テストと一般選抜を控えているが、文部科学省の

ガイドラインに沿って、入試運営を行う。教室内における受験生の間隔、マスク

の着用及び手指消毒の徹底など、ガイドラインに沿った対応を行う。 

（理事長）今後の大学行事への影響はいかがか。 

（副理事長）感染の拡大状況にもよるが、群馬県や高崎市の指示に従い、適切に対

応していく。また、感染者数が増えている状況を踏まえ、全学生に対しては注意

喚起の連絡をメールで行った。今後も群馬県の示す警戒度の状況に応じて、学生

への通知や要請などを行っていく。 
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令和３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４年２月９日（水） 

          午後４時３０分から午後５時２３分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   市川    水口    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）教職員の処遇改善について 

事務局から、職員の処遇改善及び育児休業等に関する制度改正について、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）教員の昇任人事について 

水口副理事長から、配布資料に基づき、経済学部２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。 

 

（３）教員の割愛について 

水口副理事長から、経済学部教員の割愛依頼があり、これを認めることについ

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。 

 

（４）２０２３（令和５）年度新任人事について 

水口副理事長から、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４年度定年退職予定者及び令和３年度割愛の欠員の補充を行うため、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。 
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（５）特命教員（助教）の人事について 

水口副理事長から、前回の理事会において承認された令和４年度採用の特命助

教の人事枠１名について、その後、その他の特命助教１名が令和４年３月３１日

を以て退職することが報告され、その補充を行うため、今年度中に募集をする特

命助教の人事枠を１名増やして２名としたいとの提案があり、全員異議なく承認

された。  

 

（６）公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程の全部改正について 

水口副理事長から、公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程の全

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。  

 

（７）令和４年度事務局組織の改編について 

水口副理事長から、配布資料に基づき、令和４年４月１日付けの事務局組織の

改編に伴う関係規程の一部改正について提案があり、全員異議なく承認された。 

 

（８）令和３年度予算の補正（専決処分）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３年度１２月

の補正予算１件を専決処分したことについて、配布資料のとおり説明があり、全

員異議なく承認された。 

 

（９）令和３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３年度２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。  

 

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（１２月期）について 

事務局から、令和３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。 
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（２）経営審議会について 

市川理事長から、令和３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。 

 

（３）教育研究審議会について 

水口副理事長から、令和３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。 

 

（４）２０２２年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状

況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（５）２０２２年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者

選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（６）２０２２年度一般選抜志願状況について 

水口副理事長から、２０２２年度一般選抜志願状況について、配布資料に基づ

き報告された。 

 

（７）２０２３年度入学者選抜日程について 

水口副理事長から、２０２３年度入学者選抜日程について、配布資料に基づき

報告された。 

 

（８）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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。 

 

（９）令和３年度高崎経済大学学位記授与式について 

事務局から、令和３年度高崎経済大学学位記授与式について、配布資料に基づ

き報告された。 
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（10）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和４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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令和３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４年３月１６日（水）  

          午後４時２４分から午後５時５９分まで 

 

２ 場   所   高崎経済大学 大会議室 

 

３ 出 席 者   市川    水口    児玉    絲山  

唐澤    佐藤    植原  

（監事）   井上    高見澤  

 

４ 議   事 

（１）令和４年度年度計画（案）について 

水口副理事長から、令和４年度年度計画（案）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。承認された年度計画については、高崎市に

届け出るとともに公表することが報告された。 

 

（２）令和４年度予算案について 

事務局から、令和４年度予算案について、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）公立大学法人高崎経済大学職員就業規則の一部改正について 

   市川理事長から、配布資料に基づき、不妊治療のための休暇を新設することに

ついて、過半数代表者の同意が得られたことを受け、公立大学法人高崎経済大学

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。 

 

（４）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 

市川理事長から、配布資料に基づき、不妊治療のための休暇、配偶者の出産及

び育児参加のための休暇等を有給休暇として新設することについて、過半数代表

者の同意が得られたことを受け、公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規
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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。 

 

（５）公立大学法人高崎経済大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程の一部改

正について 

   市川理事長から、配布資料に基づき、育児介護休業法等の改正に伴い、育児休

業の対象者の要件緩和など、育児休業を取得しやすい環境を整備することについ

て、過半数代表者の同意が得られたことを受け、公立大学法人高崎経済大学職員

の育児休業、介護休業等に関する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。 

 

（６）公立大学法人高崎経済大学職員服務規程の一部改正について 

   市川理事長から、配布資料に基づき、不妊治療のための休暇の新設等について、

過半数代表者の同意が得られたことを受け、公立大学法人高崎経済大学職員服務

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。 

 

（７）公立大学法人高崎経済大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱細

則の一部改正について 

   市川理事長から、配布資料に基づき、事務職給料表級別資格基準表の改正につ

いて、過半数代表者の同意が得られたことを受け、公立大学法人高崎経済大学職

員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱細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）公立大学法人高崎経済大学特命教員に関する規程の一部改正について 

   市川理事長から、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大学特命教員に関

する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。 

 

（９）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改

正について 

   市川理事長から、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の提案があり、全員異議なく

承認された。 
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（10）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 

   市川理事長から、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。 

 

（11）高崎経済大学学則の一部改正について 

   水口副理事長から、配布資料に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する

省令が施行されたことに合わせ、高崎経済大学学則の一部を改正することの説明

があり、全員異議なく承認された。 

 

（12）高崎経済大学基礎教育センター規程の一部改正について 

   水口副理事長から、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

一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。 

 

（13）特命教員（助教）の採用について 

   水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、２名を地域政策学部所属（経

済学部兼担）の特命教員として、令和４年４月１日付けで採用したいとの説明が

あり、全員異議なく承認された。 

 

（14）淡江大学との交流協定締結について 

水口副理事長から、台湾の淡江大学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説

明があり、全員異議なく承認された。  

 

（15）令和３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３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。  

 

５ 報   告 

（１）月次決算報告（１月期）について 

事務局から、令和４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。 
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（２）令和３年度業務監査の結果について 

高見澤監事から、令和３年度業務監査の結果について、配布資料に基づき報告

された。 

 

（３）経営審議会について 

   市川理事長から、令和３年度第８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 

水口副理事長から、令和３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）部局長（広報室長）の指名について 

水口副理事長から、公立大学法人高崎経済大学部局長等の選考に関する規程に

基づき、広報室長として熊澤利和准教授を指名したことについて、配布資料に基

づき報告された。 

 

（６）学長選考会議委員の選出について 

   水口副理事長から、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、教育研究審議会において新たに佐藤副学長を選出したこ

とが、配布資料に基づき報告された。 

 

（７）２０２２年度地域政策学部特別選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度地域政策学部特別選抜実施状況について、配

布資料に基づき報告された。 

 

（８）２０２２年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者

選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。 

 

（９）２０２２年度一般選抜志願状況について 

水口副理事長から、２０２２年度一般選抜志願状況について、配布資料のとお
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り説明があり、地域政策学部の志願者数が前年度と比較して減少した要因につい

ては、引き続き分析をすることが報告された。 

 （理事）志願者数の推移を長い期間で見ると、減少時には東日本大震災の発生があ

り、その影響があったものと思われる。今後、受験生の地域別のデータなどが見

られれば、災害等が発生した時に対応の準備ができるのではないか。 

 

（10）２０２２年度一般選抜実施状況について 

水口副理事長から、２０２２年度一般選抜実施状況について、配布資料に基づ

き報告された。 

 

（11）ハワイ大学マノア校との交流協定締結について 

水口副理事長から、アメリカ合衆国のハワイ大学マノア校と交流協定を締結し

たことが報告された。 

 

（12）豊岡新駅（仮称）アクセス道路の整備に係る要望書について 

水口副理事長から、豊岡新駅（仮称）アクセス道路の整備に係る高崎市長へ提

出した要望書について、配布資料に基づき報告された。 

 

（13）まちなか教育活動センター事業について 

唐澤理事から、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。 

 

（14）高崎市立高崎経済大学附属高等学校との高大連携事業について 

唐澤理事から、高崎市立高崎経済大学附属高等学校との高大連携事業について、

配布資料に基づき報告された。 

 

（15）令和４年度高崎経済大学入学式について 

事務局から、令和４年度高崎経済大学入学式について、配布資料に基づき報告

された。 

 

（16）当面のスケジュールについて 

事務局から、令和４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
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報告された。 

 

（17）新型コロナウイルス感染症関係報告について 

植原理事から、本学における新型コロナウイルス感染症の感染状況並びに今年

度及び来年度におけるコロナ禍学生緊急支援特別基金の使途等について、配布資

料に基づき報告された。 


