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２０１６年度（平成２８年度）第１回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年４月１３日（水） 

         午前１０時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）平成２６年度未収授業料の債権放棄について

    石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、承認。

（２）大学院担当教員について

石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、承認。

（３）創立６０周年記念事業に係る各委員会の設置及び委員の選出について

石川学長から、創立６０周年記念事業準備委員会の業務を引き継ぐ同事業実

行委員会及び式典等を担当する３委員会の設置並びに各委員会の委員を選出す

ることについて、配布資料のとおり提案がなされ、承認。

（４）地域科学研究所所員の追加任命について

    石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、承認。 

（５）地域科学研究所特定研究員の受入れ期間更新について 

    石川学長から、配布資料のとおり、特定研究員３名の受入れ期間を更新する

ことの提案がなされ、承認。 

（６）昇任人事・新任人事内規について 

    石川学長から、両学部教授会における意見を踏まえた昇任人事・新任人事内

規について、配布資料のとおり提案がなされ、承認。今後、変更すべき点が生
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じた場合は、随時検討し、見直しを行うことが確認された。 

（７）公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程の一部改正について 

    石川学長から、事務局内の事務分掌を変更するため、配布資料のとおり規程

の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。 

（８）高崎経済大学広報室規程の一部改正について 

    石川学長から、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、

承認。

（９）高崎経済大学まちなか教育活動センター運営委員会規程の一部改正について 

    石川学長から、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、

承認。 

（１０）学生の懲戒について   

石川学長から、前回の教育研究審議会において再度審議することとした学生

の懲戒について、懲戒処分を行わないことの提案がなされ、承認。 

（１１）２０１７（平成２９）年度新任人事の公募科目について 

    石川学長から、地域政策学部における新任人事に関し、配布資料に基づき、

「環境社会学」、「観光政策論」、「交通政策論」を担当する教員３名の公募につ

いて提案がなされ、承認。全学人事評価委員会において新任人事日程案を作成

するよう、依頼がなされた。 

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 平成２７年度第６回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年３月

１６日開催）について

配布資料に基づき報告がなされた。

② 平成２８年度第１回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年４月

６日開催）について

配布資料に基づき報告がなされた。

③ 平成２７年度第１２回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年３月

１６日開催）について

   配布資料に基づき、一般事業主行動計画を策定したことなどの報告がなさ

れた。

④ 平成２８年度第１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年４月６日

開催）について



3/6 

地域政策学部で３名の新任人事枠が承認されたことの報告がなされた。

⑤ 名誉教授の称号授与について

   各学部教授会において、名誉教授の称号を授与する者を学長に推薦するよ

う依頼がなされた。

⑥ 全学人事評価委員会委員長の選出について

   互選により、経済学部教員１名が選出されたことの報告がなされた。

⑦ 平成２７年度卒業・修了判定について

   各学部教授会及び各研究科委員会における卒業・修了判定に関する意見を

受けて、学長が配布資料のとおり卒業・修了とすることを認定したことにつ

いて報告がなされ、今年度も教育研究審議会の議事とせず、学長が認めたこ

とを報告することが確認された。

⑧ 平成２８年度入学試験実施状況について

   各学部教授会及び各研究科委員会における合否判定に関する意見を受けて、

学長が配布資料のとおり合格としたことについて報告がなされ、今年度も教

育研究審議会の議事とせず、学長が認めたことを報告することが確認された。

また、平成２８年度入試における都道府県別の志願者等について、配布資料

に基づき説明がなされ、今後は入試担当学部長補佐が中心となり、データ分

析を行うよう、要請があった。

⑨ 学生の休・退学について

     配布資料に基づき報告がなされた。

⑩ 平成２９年度入学試験に伴う大学構内への立ち入り制限について

   配布資料に基づき報告がなされた。

⑪ 授業担当者会議の実施結果について 

   ３月５日に開催した授業担当者会議について報告がなされた。

⑫ 各種委員会委員について

配布資料に基づき、平成２８年度各種委員会委員について報告がなされた。 

⑬ 交換留学生特別授業の講師について 

配布資料に基づき報告がなされた。 

⑭ 平成２７年度長期国外派遣研究の終了報告について 

１年間の長期国外派遣研究を行ってきた経済学部教員１名から、国外派遣

研究終了報告書が提出されたことの報告がなされた。 

  ⑮ 特定課題支援研究員の任期の更新について 

特定課題支援研究員１名の雇用期間を、平成２９年３月３１日まで更新す
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ることについて報告がなされた。 

⑯ 平成２８年度学内競争的研究費・研究奨励費の募集について 

     事務局から配布されている通知のとおり、各々の期限内に申請書を提出す

るよう依頼がなされた。 

⑰ 平成２７年度学内競争的研究費・研究奨励費の実績報告について 

     事務局から配布されている通知のとおり、各々の期限内に実績報告の書類

及び成果物を提出するよう依頼がなされた。また、両研究費の応募状況に差

があることから、来年度は、実績報告の書類及び成果物の提出に関して、時

期等を見直す方向で検討することが確認された。 

⑱ 自己点検・評価報告書の提出について 

   ３月末に公益財団法人大学基準協会に提出したこと及び認証評価に係る今

後のスケジュールについて報告がなされた。 

⑲ 平成２９年度国内・国外派遣研究者について 

   経済学部において、申請書の変更を申し出た教員がいることから、次回の

教育研究審議会において審議する予定であることの報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① まちなか教育活動センター事業について 

     研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

  ② 平成２８年度外部研究費の受入れ状況について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

③ 教員の地域連携・産官学連携の取組に関するアンケート調査について 

研究担当副学長から、今年度は、提出された「成果の説明書」と重複する

項目を事務局において転記したアンケート用紙を用いて調査を行うことにつ

いて、配布資料に基づき報告がなされた。 

④ ラジオ高崎「ラジオゼミナール」について 

      研究担当副学長から、今年度のラジオゼミナールについて協力依頼がなさ

れた。 

  ⑤ 高大コラボゼミの成果報告書について 

      研究担当副学長から、高大コラボゼミの２０１５年度成果報告書が発行さ

れたことについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

 ⑥ ６０周年記念誌の執筆依頼について 

研究担当副学長から、６０周年記念誌の執筆について協力依頼がなされた。 
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（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１５年度第１２回教授会（２０１６年３月２日開催）

及び第１３回教授会（２０１６年３月１９日開催）の概要について、配布資料

に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１５年度第１２回教授会（２０１６年３月２日開催）

及び第１３回教授会（２０１６年３月１９日開催）の概要について、配布資料

に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１５年度第１２回研究科委員会（２０１６年３月

２日開催）及び第１３回研究科委員会（２０１６年３月１９日開催）の概要に

ついて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

前経済・経営研究科長から、２０１５年度第１２回研究科委員会（２０１６

年３月２日開催）及び第１３回研究科委員会（２０１６年３月１９日開催）の

概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、本日の議事

（１０）において懲戒処分を行わないこととなった学生に対し、文書により

厳重注意を行うことの報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、新入生向け図書館利用・資料検索ガイダンスについて、配布

資料に基づき報告がなされた。 

（１０）情報基盤センター長報告 

    情報基盤センター長から、情報基盤センターの教員向けサービス等について、

教授会において周知することの報告がなされた。 

（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）地域科学研究所長報告 
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    地域科学研究所長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１４）事務局報告 

    事務局長から、個人研究費の時限的増額にかかる事務取扱に関して、配布資

料に基づき説明があり、８万円の増額分の取扱については、今後、教育研究審

議会の意見を聴き、決定する予定であることが報告された。 

（１５）その他 

    広報室長から質問がなされた授業評価アンケートに関して、石川学長から、

実施方法や閲覧場所等について教授会において検討するよう依頼がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第２回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年５月１１日（水） 

         午前１０時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）２０１７（平成２９）年度新任人事日程について

    石川学長から、全学人事評価委員会において作成された新任人事日程につい

て、配布資料のとおり提案がなされ、承認。

（２）平成２９年度国内・国外派遣研究について

石川学長から、「公立大学法人高崎経済大学教員の学外研究に関する規程」

に基づき、長期国外派遣研究に、派遣研究期間を平成２９年度後期から１年間

として経済学部から１名を、また、国内派遣研究に、派遣研究期間を６箇月延

長し、１年間として各学部から１名を派遣することの提案がなされ、承認。

（３）交換留学生の受入れについて

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。

（４）名誉教授称号授与について

石川学長から、地域政策学部教授会より推薦があった１名に、名誉教授の称

号を授与することの提案がなされ、承認。

（５）高崎経済大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の

制定について

    石川学長から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等に基
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づき、障害者に対し、本学教職員が適切に対応するため、配布資料のとおり要

領を制定することの提案がなされ、承認。 

（６）高崎経済大学地域課題研究等推進費取扱要綱の制定について 

    石川学長から、高崎市と連携して行う、地域課題解決のための研究及び活動

に対する推進費の運用等について定めるため、配布資料のとおり要綱を制定す

ることの提案がなされ、承認。今後は、随時検討し、必要に応じて見直しを行

うことが確認された。 

（７）地域科学研究所所員の追加任命について 

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

（８）平成２８年度高崎経済大学競争的研究費の審査について 

石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、逐次審査の結果、特別研究

助成金Ａは申請５件のうち２件の採択を決定し、２件を保留とした。特別研究

助成金Ｂは申請３件すべての採択を決定した。 

なお、保留とした特別研究助成金Ａの申請２件については、申請書の再提出

を求めたうえで、次回の教育研究審議会において再度審議することとした。 

特別研究助成金Ａ 

 学部・職 氏 名 研究組織

１ 経済学部 教授 藤 井 孝 宗 個人 

２ 経済学部 教授 岡 村  晃 子 個人 

   特別研究助成金Ｂ

 学部・職 氏 名 研究組織

１ 地域政策学部 准教授 石 井  清 輝 個人 

２ 地域政策学部 講師 若 林  隆 久 個人 

３ 地域政策学部 准教授 吉 原 美那子 個人 

（９）平成２７年度年度計画実施状況について 

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。意見がある場合は、事

務局に報告するよう依頼がなされた。 

（１０）特命教員について 

    石川学長から、昨年度行った特命教員に関する調査の回答について、配布資料

に基づき説明がなされ、各センター等に対して追加の調査を行い、現状の課題な

ども確認したうえで、８月を目途に採用の要否を決定すること、また、必要との

結論に至った場合は予算要求を行うことの提案がなされ、承認。
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５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 学生の休・退学について

配布資料に基づき報告がなされた。

② 平成２７年度学内研究費の実績について

配布資料に基づき、個人研究費の執行率が低い教員がいることなどの報告

がなされた。

③ 平成２６年度競争的研究費・研究奨励費の研究成果物について

   配布資料に基づき、提出された研究成果物について報告がなされた。

④ 臨時教育研究審議会の開催について ６月２２日開催

   国際学科新設に伴う高崎経済大学学則の一部改正などについて審議するた

め、６月２２日（水）午前１０時から臨時の教育研究審議会を開催することの

報告がなされた。

⑤ 成果の説明書の提出状況について

   平成２７年度成果の説明書の提出状況について報告がなされ、教授会にお

いて未提出者に提出を促すよう依頼がなされた。

⑥ ４号館研究室新築工事について

   国際学科新設に伴い、配布資料のとおり４号館に研究室を新たに作ること

及び夏季休業期間中に工事を行うことの報告がなされた。

⑦ 平成２７年度長期国外派遣研究の終了報告について

１年間の長期国外派遣研究を行ってきた経済学部教員１名から、国外派遣

研究終了報告書が提出されたことの報告がなされた。 

⑧ 平成２８年度たかさき縁結び応援団補助金の募集について 

     高崎市が行っている補助金の募集に関して、配布資料に基づき報告がなさ

れた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２８年度教員免許状更新講習の申込状況について 

     教育担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ② 平成２８年度第１回基礎教育の一元化検討委員会について 

   教育担当副学長から、両学部で一元化される英語の必修科目及び選択科目

のカリキュラムの大枠が決まったことなどの報告がなされた。 

③ まちなか教育活動センター事業について 

     研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基
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づき報告がなされた。 

④ 平成２７年度外部研究費の受入れ実績について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

⑤ ラジオ高崎「ラジオゼミナール」について 

研究担当副学長から、今年度は「現代日本の社会と地域を問う」、「現代

日本の経済･産業･経営を問う」の２つの柱を設定して行うことの報告がなさ

れた。 

  ⑥ 第１回知の拠点化推進室運営会議について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑦ 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 

     研究担当副学長から、５月２７日（金）に大学訪問が予定されていること

などについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第１回教授会（２０１６年４月１３日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第１回教授会（２０１６年４月１３日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第１回研究科委員会（２０１６年４月 

１３日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第１回研究科委員会（２０１６年４

月１３日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、平成２８年度前期授業料減免の減免額が確定したこと、学生

精神的健康調査（UPI）及び学生生活実態アンケート調査の結果がまとまった

ことなどについて、配布資料に基づき報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、オープンキャンパスの日程等について、配布資料に基づき報

告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、配布資料に基づき報告がなされた。 
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（１０）情報基盤センター長報告 

    情報基盤センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、海外提

携校の拡大に向けて検討を進める中で、現在、交換留学を行ううえで本学学生

の英語力が課題となっていることについて報告がなされ、TOEIC に加え TOEFL 

iBT のスコア向上に力を入れるなど、英語教育について議論の必要があること

が確認された。 

（１２）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、２０１５年度進路状況及びキャリア支援セン

ターの実績について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第３回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年６月８日（水） 

         午前１０時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）平成２７年度業務実績報告書について

    石川学長から、事前に配布された資料に基づき提案がなされ、承認。

（２）平成２７年度事業報告書について

石川学長から、事前に配布された資料に基づき提案がなされ、承認。

（３）国際学科新任人事について

    全学人事評価委員会委員長から説明がなされた最終評価報告書に基づき、

１５名の最終審査対象者について、採用基準を満たしていることを確認したう

えで、採用候補者の選考を行い、採用の可否を審議した。この審議結果に基づ

き、石川学長から、７名を採用予定者とすることの提案がなされ、承認。いず

れも採用予定年月日は平成２９年４月１日とする。

    また、公募した８科目のうち、１科目については採用候補者がいなかったた

め、今年度中に再度新任人事を行うことの要否について、経済学部教授会で議

論し、早急に報告するよう依頼がなされた。

（４）特命教員について

石川学長から、昨年度行った特命教員に関する調査の回答及び追加で行った調

査の回答について、配布資料に基づき説明がなされ、現在の制度を活用した特命

石川 唐澤 村山 阿部 佐藤(公)

増田 水口 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林
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教員の採用の可能性や特命教員として来年度に必要となる職務内容などについ

て、今後も議論を継続し、８月を目途に結論を出すことの提案がなされ、承認。

（５）大学院担当教員について

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

（６）平成２８年度高崎経済大学競争的研究費の継続審議について 

    石川学長から、前回の教育研究審議会において保留とした特別研究助成金Ａ

の申請２件のうち、申請書を再提出した１件について、配布資料に基づき説明

がなされ、審査の結果、採択を決定した。残り１件は、申請を取り下げたこと

が報告された。 

特別研究助成金Ａ 

学部・職名 氏 名 研究組織

経済学部 准教授 佐 藤 綾 野 個人 

（７）授業料未納による休学予定者について 

    石川学長から、配布資料のとおり、６月６日（月）現在の授業料未納学生の

一覧が提示され、これらの学生の授業料が６月３０日（木）までに納入されな

い場合、７月１日（金）から休学となることの提案がなされ、承認。 

（８）高崎経済大学学則の一部改正について 

    石川学長から、平成２９年４月１日に開設する国際学科の入学定員等を定め

るため、配布資料のとおり学則の一部改正を行うことの提案がなされ、所要の

修正を加えることとし、承認。教授会において意見を聴くことが確認された。 

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第２回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年５月１１日

開催）について

配布資料に基づき報告がなされた。

② 平成２９年度事務職員採用計画について

６月２２日（水）に開催する経営審議会及び理事会において提案されるこ

との報告がなされた。

③ 創立６０周年記念事業について

   配布資料に基づき、創立６０周年記念事業として実施するイベント等の検

討内容について報告がなされた。

④ 認証評価実地調査の実施日について 
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   公益財団法人大学基準協会による実地調査が、１０月１９日（水）及び

２０日（木）に実施されることの報告がなされた。

⑤ 教授会及び研究科委員会の日程変更について

   １０月１９日（水）に開催を予定している各学部教授会及び各研究科委員

会について、認証評価実地調査が実施されることに伴い、開催日を１０月

１２日（水）に変更することの報告がなされた。

なお、開催時刻は、同日に開催を予定している教育研究審議会を午前９時

から、研究科委員会を午前１１時３０分から、教授会を午後１時からとする

ことが確認された。

⑥ 平成２８年度公立大学協会総会について

   配布資料に基づき、５月２４日（火）に開催された一般社団法人公立大学

協会定時総会において、来年４月から施行される地方独立行政法人法の一部

改正により公立大学法人による附属学校の設置が可能となること、高大接続

システム改革のスケジュール及び最終報告がまとめられたことなどについて、

総務省及び文部科学省から説明があったことの報告がなされた。

また、文部科学省から３つの方針の策定及び運用に関するガイドラインが

示されたことについて、アドミッション・ポリシーと入学試験との関係を明

確にするなど、本学においても対応する必要があるとの報告がなされた。

⑦ 「グローカル・ハタラクラスぐんま」コンソーシアムについて

配布資料に基づき説明がなされ、群馬大学が文部科学省から委託された「平

成２７年度住環境・就職支援等受入れ環境の充実事業」により、外国人留学

生の群馬県内への定着を促進することを目的として、県内の産学官金が形成

するコンソーシアムに、本学も参加することの報告がなされた。 

⑧ 学生の休・退学について

   配布資料に基づき報告がなされた。

⑨ 平成２８年度研究奨励費の審査結果について

   研究奨励費審査会において審査が行われ、研究奨励費の配当が決定したこ

とについて、配布資料に基づき報告がなされた。また、今年度の重点研究は、

競争的研究費及び研究奨励費による研究の中から決定せず、両学部の入試担

当学部長補佐を中心として行う、高大接続システム改革に対応した入試制度

の在り方についての研究に決定したことの報告がなされた。

⑩ 平成２８年度中期日程における出題ミスについて

     今年度取り組んでいる出題ミスの発生防止対策及びその取組状況について
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学長に報告するよう、両学部長に依頼がなされた。 

  ⑪ 非常勤講師の本務校・教育業績・研究業績調査票の提出について 

     平成２８年度に出講している非常勤講師に対して実施した調査について、

２２４名のうち１６５名から提出されたこと、調査票は出講科目を検討する

際に活用が可能であることの報告がなされた。 

  ⑫ 教員の指導の下に行われるフィールド活動における「行事・遠征・合宿等届」

の提出の徹底について 

     配布資料に基づき説明がなされ、学生が教員の指導の下に行うフィールド

活動について、今後は「行事・遠征・合宿等届」の提出を徹底するよう依頼

がなされた。また、教員が受託研究等の地域連携・地域貢献活動を行う際に

も、内容に応じた届出を徹底するよう依頼がなされた。 

⑬ 成果の説明書の提出について 

     平成２７年度成果の説明書の提出状況について報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 第５回ホームカミングデイの開催について 

     教育担当副学長から、今年度のホームカミングデイを１１月５日（土）に

開催することについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ② まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、５月３０日（月）に開催されたＮＰＯ法人高崎まち

なか教育活動センターあすなろの平成２８年度定期総会において、第４期の

決算報告書が承認されたことなどについて、配布資料に基づき報告がなされ

た。 

③ 平成２８年度外部研究費の受入れ状況について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

④ researchmap 更新状況の確認について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

⑤ 外部資金獲得推進講演会の開催について 

研究担当副学長から、外部資金獲得のための講演会を開催することについ

て、配布資料に基づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第２回教授会（２０１６年５月１８日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 



5/5 

    地域政策学部長から、２０１６年度第２回教授会（２０１６年５月１８日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第２回研究科委員会（２０１６年５月 

１８日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第２回研究科委員会（２０１６年５

月１８日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、熊本地震により被

害を受けた学生のうち、罹災証明書が提出された２名に対し、授業料減免の対

象とすることの報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、図書館入館者数が前年度と比較して増加したことなどについ

て、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第４回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２８年６月２２日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）国際学科新設に係る文部科学省への届出書類について  

    石川学長から、事前に配布された資料のとおり提案がなされ、承認。以後の

修正については石川学長及び経済学部長に一任することが確認された。  

（２）公立大学法人高崎経済大学第２期中期目標（案）について  

石川学長から、地方独立行政法人法第７８条第３項の規定に基づく意見聴取

として、高崎市から示された本法人の第２期中期目標案について、本日正午ま

でに意見が出されなかった場合は、本審議会としての意見は無かった旨を理事

会及び経営審議会に報告することの提案がなされ、承認。  

 

５ 報告事項（学長報告） 

（１）国際学科新任人事について 

採用候補者がいなかった１科目について、経済学部教授会の意見を受けて、

今年度中に再度新任人事は行わないことの報告がなされた。また、平成２９年

度定年退職予定教員の欠員補充が必要なことから、各学部教授会において中長

期的な視点から優先順位をつけた公募科目名のリストを作成し、３月末日まで

に石川学長に報告するよう依頼がなされた。  

石川  唐澤  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  関根  矢野  高松  津川  

櫻井  平井  西野  小林   
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（２）新任人事における課題について 

全学人事評価委員会に対して、新任人事における課題や問題点を洗い出し、

昇任人事・新任人事内規等の関係規程の見直しも含めて、今年度中に検討を行

うよう依頼がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第５回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年７月６日（水） 

         午前１０時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）高崎経済大学個別入学資格審査実施要領の制定について

    石川学長から、本学の個別入学資格審査の実施について明確に定めるため、

配布資料のとおり要領を制定することの提案がなされ、承認。

（２）競争的資金等の不正使用防止及び研究活動上の不正行為防止に関する基本方針

の制定について

石川学長から、配布資料のとおり基本方針を制定することの提案がなされ、

承認。

（３）三つの方針の見直しについて

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、今年度中に、本学の三つの

方針を見直すこと及び各学科のアドミッション・ポリシーを策定することの提

案がなされ、承認。各学部及び各研究科において、ディプロマ・ポリシー、カ

リキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの順に見直しを進めるよう、

依頼がなされた。

（４）公立大学法人高崎経済大学における競争的資金等の不正使用に係る調査手続き

等に関する取扱規程の一部改正について

    石川学長から、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、

石川 唐澤 村山 阿部 佐藤(公)

増田 水口 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林
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承認。 

（５）高崎経済大学における研究活動上の不正行為に係る調査手続き等に関する取扱

規程の一部改正について

    石川学長から、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、

承認。 

（６）特命教員について 

    石川学長から、継続審議となっている現在の制度を活用した特命教員の採用

の要否に関して、新たな制度を導入することの必要性も含め、改めて調査を行

い、その結果について、次回の教育研究審議会において審議することの提案がな

され、承認。

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第２回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年６月

２２日開催）について

配布資料に基づき報告がなされた。

  ② 平成２８年度第３回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年６月２２

日開催）について

平成２９年度事務職員採用計画が承認されたことなどについて、配布資料

に基づき報告がなされた。

③ 学生の休・退学について

   前回の教育研究審議会において承認された授業料未納による休学予定者の

うち、６月３０日（木）までに授業料が納入されず、７月１日（金）から休

学となった学生について、配布資料に基づき報告がなされた。

④ 平成２９年度入学者選抜に関する要項について 

   昨年度からの変更箇所について、配布資料に基づき報告がなされた。

⑤ 平成２９年度予算要望について

   関係部署や所管する事務局と十分な協議を行い、平成２９年度の予算要望

を、９月上旬までに取りまとめるよう依頼がなされた。

⑥ 非常勤講師の本務校・教育業績・研究業績調査票の提出について

   平成２８年度に出講している非常勤講師に対して実施した調査について、

未提出となっていた５８名のうち、６月末日現在で３０名から提出されたこ

との報告がなされた。
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  ⑦ 高崎経済大学まちなか教育活動センター運営委員会委員の指名について 

     現在、委員となっている教員２名に加え、経済学部から１名、地域政策学

部から１名を指名したことの報告がなされた。 

  ⑧ ４号館研究室新築工事の一部変更について 

     国際学科新設に伴う４号館の研究室新築工事について、研究室の配置を変

更することの報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 教職員による講義聴講（ピアレビュー）について 

教育担当副学長から、６月６日（月）から４週間にわたり実施してきたこ

と及びＦＤ・ＳＤ委員会において実施結果の検証等を行う予定であることの

報告がなされた。 

  ② 第５回ホームカミングデイについて 

教育担当副学長から、ホームカミングデイにおいて実施する講演の演者が

絲山秋子氏に決定したことの報告がなされた。 

  ③ まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

④ 平成２８年度外部研究費の受入れ状況について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

⑤ 高崎経済大学における取引業者からの誓約書の徴取要項について 

研究担当副学長から、配布資料のとおり要項を制定し、誓約書を徴取する

ことの報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第３回教授会（２０１６年６月１５日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第３回教授会（２０１６年６月１５日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第３回研究科委員会（２０１６年６月 

１５日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第３回研究科委員会（２０１６年 
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６月１５日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、日本学生支援機構奨学生選考委員会において本学からの推

薦者が決定したこと、障害学生の定期試験における特別措置を実施すること

などについて、配布資料に基づき報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、地域政策学部設立２０周年を特集する「たかけい学報第９５

号」が完成したことなどについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）情報基盤センター長報告 

情報基盤センター長から、８月１７日（水）に予定している大学メールサー

ビスの移行に伴い、７月１９日（火）から８月１６日（火）までの間、新メー

ルシステムの試用期間を設定することなどについて、配布資料に基づき報告が

なされた。 

（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、テネシー州立大学マーティン校への派遣交換留学

生として１名の応募があったが、留学要件とされる TOEFL iBT のスコアを満た

すことができず辞退となったこと、こうした現状も含め、語学留学だけでなく

フィールドワークを組み込んだプログラムも実施するなど、海外提携校拡大に

向けた計画等について引き続き検討することについて、配布資料に基づき報告

がなされた。 

（１２）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、高崎市中央公民館を会場に実施している連携公開講

座の参加申込者数が８０名を超えたことなどについて、配布資料に基づき報告

がなされた。 

（１４）事務局報告 

   ・夏季休業期間中に実施する工事について 

   総務グループリーダーから、４号館研究室新築工事のほか、４号館屋上の

防水工事、研究棟講師控室の拡張工事、正門付近の改修工事、駐輪場の設置

工事が予定されていることが報告された。 
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 ・防災・消防訓練及び普通救命講習の実施について 

   事務局長から、昨年同様、実施する予定であることが報告された。 
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２０１６年度（平成２８年度）第６回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年８月３日（水） 

         午前１０時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）２０１７年度（平成２９年度）大学行事予定表について

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。教授会において意見

を聴くことが確認された。

（２）教員の割愛について

    石川学長から、配布資料に基づき、経済学部教授の割愛依頼があったことに

ついて報告がなされ、承認。今年度中に再度新任人事を行うことの要否につい

て、経済学部教授会で議論し、石川学長に報告するよう依頼がなされた。

（３）特命教員について

    石川学長から、改めて行った調査の結果について、配布資料に基づき説明が

なされた。現在の制度を活用した特命教員の採用に関して、地域政策学部から提

出された回答に基づき、石川学長、両副学長及び両学部長で協議し、理事長及び

事務局長の意見を聴いたうえで、平成２９年度予算要望を行うことの提案がなさ

れ、承認。

また、図書館、国際交流センター及びキャリア支援センターから提出された回

答については、継続性のある新しいタイプの教職員の採用として新たな制度の導

入が必要となるため、検討を継続すること、特命教員の所属については、１部局

石川 唐澤 村山 阿部 佐藤(公)

増田 水口 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林
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につき１名とし、地域科学研究所から提出された回答を来年度以降に見送ること

の提案がなされ、承認。

（４）交換留学生用特別授業担当教員の任命について

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

（５）交換留学生の受入れについて

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

（６）前期期末試験において不正行為を行った者がいる場合の懲戒について 

    石川学長から、平成２８年度前期期末試験において不正行為を行った者がい

る場合は、学生賞罰委員会による審議を経て学生部長から報告された懲戒処分

案に基づき、懲戒処分を行うことについて、石川学長に一任し、次回の教育研

究審議会において事後の承認を受けることの提案がなされ、承認。 

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第３回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年７月

６日開催）について

配布資料に基づき報告がなされた。

  ② 平成２８年度第４回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年７月６日

開催）について

配布資料に基づき、高年齢者雇用安定法の一部改正に対応するため、今後、

労使協議を経て、関係規程を改正することの報告がなされた。

③ 学生の休・退学について

配布資料に基づき報告がなされた。

④ 平成２９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、報告がなされた。

⑤ 平成２９年度学会開催補助金の申込みについて

   来年度に本学で開催予定の学会等について、補助金の交付を希望する場合

は、９月９日（金）までに事務局に要望書を提出するよう依頼がなされた。

⑥ 平成２８年度地域課題研究等推進費の審査結果について

   知の拠点化推進室における審査結果の報告に基づき、配布資料のとおり、

学長が配当を決定したことについて報告がなされた。

  ⑦ 平成２８年度前期学位記授与式の実施について 

     ９月２９日（木）１２時から、平成２８年度前期学位記授与式を実施する
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ことの報告がなされた。 

  ⑧ 平成２８年度個人研究費の次年度繰越について 

     繰越を希望する場合は、事務局から配布する個人研究費繰越計画書に、繰

越を必要とする理由等を明確に記入し、９月３０日（金）までに事務局に提

出するよう依頼がなされた。 

⑨ 平成２８年度公立大学協会関東・甲信越地区協議会の開催について 

８月３０日（火）に、文部科学省主催のブロック別懇談会との合同プログ

ラムとして本学で開催することについて、報告がなされた。 

⑩ 平成２７年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について 

      平成２７年度財務諸表及び平成２７年度剰余金の使途について、平成２８

年７月２９日付けで高崎市長の承認を受けたことの報告がなされた。 

⑪ その他 

   ・平成２８年度第３回公立大学協会理事会について 

     ７月２９日（金）に開催された第３回公立大学協会理事会において、大学

入学者選抜改革に関する新たな情報を８月中旬以降に公表する予定であるこ

となどについて、文部科学省から説明があったことの報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 全学人事評価委員会について 

教育担当副学長から、地域政策学部新任人事の応募状況等について、配布

資料に基づき報告がなされた。 

  ② 第５回ホームカミングデイについて 

教育担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ③ まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

④ 平成２７年度高崎経済大学における地域・社会貢献活動等について 

     研究担当副学長から、今年度実施したアンケート調査等による、本学にお

ける専任教員の地域・社会貢献活動等の実績の取りまとめ結果及び知の拠点

化推進室の取組について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第４回教授会（２０１６年７月１３日開催）

の概要について、配布資料に基づき、国際学科に関するゼミクラス選択のあり

方が決定したことなどの報告がなされた。 
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（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第４回教授会（２０１６年７月１３日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第４回研究科委員会（２０１６年７月

１３日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第４回研究科委員会（２０１６年７月

１３日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、配布資料に基づき、「気がかりな学生アンケート」の実施に

より明らかになる、気がかりな学生への対応の基本的な考え方について定め

たことなどの報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）情報基盤センター長報告 

情報基盤センター長から、８月２日（火）午前３時頃に発生した停電により、

本学のシステムに障害が生じたことについて報告がなされた。 

（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、７月２７日（水）現在の平成２８年度海外研修支

援事業の利用実績について、配布資料に基づき報告がなされた。また、本日の

議事（６）において承認された交換留学生の担任が、地域政策学部准教授に決

定したことの報告がなされた。 

（１２）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、就職用個人調査票の提出状況等について、配

布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、１０月６日（木）から公開講座を実施することなど

について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１４）事務局報告 

   ・第９３回箱根駅伝予選会応援ツアーについて 
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   事務局長から、１０月１５日（土）に開催される第９３回箱根駅伝予選会

の応援ツアーの参加者を募集することが報告された。 
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２０１６年度（平成２８年度）第７回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年９月２１日（水） 

         午前１０時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）第２期中期計画（案）について

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、本日の各学部教授会において

意見を聴き、軽微な修正がある場合は石川学長に一任することの提案がなされ、

承認。大幅な修正がある場合は、１０月５日（水）午前９時３０分から第２期

中期計画策定委員会を開催することが確認された。

（２）経済学部新任人事について

    石川学長から、前回の教育研究審議会において承認された教員の割愛に伴う

新任人事について、経済学部教授会における意見を踏まえ、配布資料のとおり

教員１名の公募を行うことの提案がなされ、承認。また、全学人事評価委員会

において作成された新任人事日程を決定することの提案がなされ、承認。

    なお、公募要領のその他の事項に、将来的には大学院の授業科目も担当する

可能性があることの一文を加えたうえで公募を行うことが確認された。

（３）平成２９年度昇任人事について

石川学長から、理事会において教授昇任枠が承認されたことに伴い、配布資

料のとおり全学人事評価委員会において作成された昇任人事日程を決定するこ

との提案がなされ、承認。

石川 唐澤 村山 阿部 佐藤(公)

増田 水口 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林
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（４）高崎経済大学における研究活動上の不正行為に係る調査手続き等に関する取扱

規程の一部改正について

石川学長から、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」

（平成２６年８月２６日文部科学大臣決定）に対応するため、配布資料のとおり

規程の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。

（５）期末試験において不正行為を行った者に対する懲戒について

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、前期末試験において不正行

為を行った学生に対し、学生賞罰委員会による審議を経て学生部長から報告さ

れた懲戒処分案に基づき、懲戒処分を行ったことについて、事後承認を得たい

旨の提案がなされ、承認。 

（６）高崎経済大学の期末試験において不正行為を行った者の懲戒に関する申合せの

一部改正について

    石川学長から、配布資料のとおり申合せの一部改正を行うことの提案がなさ

れ、承認。学生の行為が懲戒処分案に相当することが客観的に明白でない場合

など、臨時の教育研究審議会を開催することも想定されることが確認された。 

（７）平成２８年度卒業生アンケート調査について 

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、対象者及び質問内容について

様々な視点から確認を行い、意見がある場合は１０月中旬を目途に事務局に報

告するよう依頼がなされたうえで、報告された意見については石川学長及び関

根学生部長に一任し、アンケート調査を実施することの提案がなされ、承認。

また、本学卒業生が就職した企業・団体を対象としたアンケート調査を今年度

中に実施することの提案がなされ、承認。事務局において作成している調査票

の原案について、石川学長及び平井キャリア支援センター長で検討する予定で

あることの報告がなされた。

（８）２０１７年度（平成２９年度）大学行事予定表について 

    石川学長から、各学部教授会における意見は無く、前回の教育研究審議会に

おいて配布された資料のとおり、決定することの提案がなされ、承認。 

（９）平成２８年度前期授業料未納による退学について 

    石川学長から、８月８日（月）に開催した学生賞罰委員会による審議を経た、

９月２１日（水）現在の前期授業料未納学生の一覧が提示され、これらの学生

の授業料が９月３０日（金）までに納入されない場合、１０月１日付けで退学

となることの提案がなされ、承認。 

（１０）大学評価分科会報告書（案）の質問事項に対する回答等について 
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    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、本審議会終了後、公立大学

法人高崎経済大学自己点検・評価委員会において確認し、公益財団法人大学基

準協会に提出することの提案がなされ、承認。以降の修正については、学長に

一任することが確認された。 

（１１）経済学部国際学科の学科長予定者について 

    石川学長から、平成２９年４月に経済学部国際学科を開設するにあたり、本

日の経済学部教授会において、学科長予定者を正式に決定するよう依頼がなさ

れ、承認。 

（１２）任期制助手の採用について 

    石川学長から、前回の教育研究審議会において継続審議となっていた特命教

員の採用について、両学部長のもとで「基礎教育の基盤整備事業」立上げのた

めの教養教育や初年次教育の調査を行う任期制助手１名を採用することの提案

がなされ、承認。 

なお、現在２名の任期制助手の枠を３名とすることについて、理事会に上程

することが確認された。 

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第５回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年８月３日

開催）について

配布資料に基づき、教授昇任枠が承認されたことなどの報告がなされた。

  ② 平成２８年度公立大学協会関東・甲信越地区協議会の開催について

   ８月３０日（火）に開催を予定していたが、台風の接近に伴う交通機関の

乱れが予想されたため、中止としたことの報告がなされた。 

③ 学生の休・退学について

配布資料に基づき報告がなされた。

④ 地域政策学部再入学試験の実施結果について 

   地域政策学部教授会及び再入学選考委員会における選考に関する意見を受

けて、学長が入学を許可したことの報告がなされた。

⑤ 経済学部研究生について 

   経済学部教授会における選考に関する意見を受けて、学長が入学を許可し

たことの報告がなされた。

⑥ 地域政策研究科研究生について
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   地域政策研究科における選考に関する意見を受けて、学長が入学を許可し

たことの報告がなされた。

⑦ 平成２９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がなされた。

  ⑧ 平成２９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がなされた。 

⑨ 平成３０年度国外及び国内派遣研究者の募集について 

   平成２８年１０月３日（月）から平成２９年２月１０日（金）までを募集

期間とすること、応募がない場合は、平成２９年６月頃に改めて募集を行う

予定であることの報告がなされた。 

⑩ 非常勤講師の採用について 

      学長が採用を承認したことについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２８年度教員免許状更新講習実施報告について 

     教育担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。    

② 第５回ホームカミングデイについて 

教育担当副学長から、詳細な内容が決定したことについて、配布資料に基

づき報告がなされた。 

  ③ まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第５回教授会（２０１６年８月３日開催）の

概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第５回教授会（２０１６年８月３日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第５回研究科委員会（２０１６年８月

３日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第５回研究科委員会（２０１６年８月

３日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 
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（７）学生部長報告 

学生部長から、配布資料に基づき報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）情報基盤センター長報告 

情報基盤センター長から、Office365 の機能である「予定表」を大学内行事予

定表として利用することなどについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、９月から受け入れる交換留学生３名が高崎に到着

したことの報告がなされた。 

（１１）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、１０月１４日（金）に開催する自治体職員対象の地

域経営セミナーへの申込状況などについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）その他 

   ・進路決定届の提出について 

平井キャリア支援センター長報告を受けて、石川学長から、本日の各学部

教授会において、ゼミを担当する教員から学生に進路決定届の提出を促すよ

う、依頼がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第８回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年１０月１２日（水） 

         午前９時から 

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

３ 出 席 者 

４ 議 事 

（１）第２期中期計画について

    石川学長から、前回の教育研究審議会において提案された原案について、各

学部教授会において、大幅な修正が必要となる意見は無く、関係する教職員と

調整したうえで一部修正を加えたことの報告がなされた。本日開催する経営審

議会及び理事会において承認されることを前提に、配布資料のとおり提案がな

され、承認。

（２）平成２９年度新任人事について

    全学人事評価委員会委員長から説明がなされた最終評価報告書に基づき、地

域政策学部５名の最終審査対象者について、採用基準を満たしていることを確

認したうえで、採用候補者の選考を行い、採用の可否を審議した。この審議結

果に基づき、石川学長から、２名を採用予定者とすることの提案がなされ、承

認。公募した３科目のうち、１科目については採用候補者がいなかったことか

ら、今後の新任人事における当該分野の公募科目の考え方について、地域政策

学部において検討するよう、依頼がなされた。    

（３）個人研究費の繰越しについて

石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、１件の個人研究費の繰越申

石川 唐澤 村山 阿部 佐藤(公)

増田 水口 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林
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請を認めることについて提案がなされ、承認。

（４）学生の懲戒について

    石川学長から、１名の学生に対し、学生賞罰委員会による審議を経て学生部

長から報告された懲戒処分案に基づき、懲戒処分を行うことについて提案がな

され、承認。 

（５）授業料減免制度の改正及び授業料未納者の取扱いについて

    石川学長から、より多くの額を減免できるような制度設計を行うことを目的

として、配布資料のとおり授業料減免制度を改正する案について提案がなされ、

承認。意見がある場合は、事務局に報告するよう依頼がなされた。 

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 認証評価実地調査について

１０月１９日（水）及び２０日（木）に実施される公益財団法人大学基準

協会による実地調査について、配布資料のとおり事前の質問事項に対する回

答等を提出したことの報告がなされ、当日の意見交換に備え、改めて回答及

び根拠資料等を確認するよう依頼がなされた。

  ② 科学研究費助成事業実地検査について

日本学術振興会が、研究機関における科学研究費の機関管理の実態及び不正

防止への取組状況を把握し、必要に応じて指導・助言を行うことなどを目的と

した科学研究費助成事業実地検査が、平成２９年１月１０日（火）に行われる

ことの報告がなされた。

③ 平成２７年度業務実績に対する評価結果について

高崎市公立大学法人評価委員会による「平成２７年度業務実績に対する評

価結果」について、配布資料に基づき報告がなされた。

④ 平成２８年度及び第１期中期目標期間に係る業務実績報告書の作成方法及び

スケジュールについて 

   配布資料に基づき報告がなされた。

⑤ 平成２９年度年度計画の策定スケジュールについて

   配布資料に基づき報告がなされた。

⑥ ２０１６年度（平成２８年度）９月卒業･修了判定について

   各学部教授会及び地域政策研究科における卒業・修了判定に関する意見を

受けて、石川学長が配布資料のとおり卒業・修了とすることを認定したこと
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について報告がなされた。

  ⑦ 平成２９年度地域政策学部入学試験実施状況について 

     地域政策学部教授会における合否判定に関する意見を受けて、石川学長が

配布資料のとおり合格としたことについて報告がなされた。 

  ⑧ 平成２９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 

     各研究科委員会における合否判定に関する意見を受けて、石川学長が配布

資料のとおり合格としたことについて報告がなされた。 

⑨ 学生の休退学について 

前回の教育研究審議会において承認された授業料未納による退学予定者

のうち、９月３０日（金）までに授業料が納入されず１０月１日付けで退学

となった学生について、配布資料に基づき報告がなされた。 

⑩ 平成２８年度第１回公立大学学長会議について 

      １０月１０日（月）及び１１日（火）に開催された第１回公立大学学長会

議における文部科学省からの説明として、「大学入学希望者学力評価テスト

（仮称）」の実施方針を策定し、来年度初頭に公表予定であることの報告が

なされた。また、各大学で実施する大学入学者選抜に係る新たなルールに関

して、同実施方針の公表後に公表予定であることから、来年の夏頃には、本

学で実施する入学者選抜の体制について、本格的な検討を行う必要があると

確認された。 

⑪ 平成２８年度卒業生アンケート調査について 

     前回の教育研究審議会において審議された調査票について、引き続き様々

な視点から確認を行い、意見がある場合は１０月中旬までに事務局に報告す

るよう依頼がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 第５回ホームカミングデイの開催について 

教育担当副学長から、１１月５日（土）に開催するホームカミングデイに

ついて報告がなされた。 

  ② 高崎経済大学における研究活動上の不正防止計画の改定について 

研究担当副学長から、「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）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）及び「研

究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６年８

月２６日文部科学大臣決定）を踏まえ、不正防止計画を改定したことについ

て、配布資料に基づき報告がなされた。 
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  ③ まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。また、１０月５日（水）に開催した運営会議における

意見について説明がなされ、本学学生及び教職員への情報発信力を強化する

ため、図書館及び講師控室に掲示板を設置することの報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第６回教授会（２０１６年９月２１日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第６回教授会（２０１６年９月２１日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第６回研究科委員会（２０１６年９月

２１日開催）の概要について、配布資料に基づき、三つの方針の見直しを行っ

たことなどの報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第６回研究科委員会（２０１６年９月

２１日開催）の概要について、配布資料に基づき、三つの方針の見直しを行った

ことなどの報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、配布資料に基づき報告がなされた。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき、１日大学体験ＤＡＹの申込状況などの報

告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、今年中に本学独自の海外事故対応マニュアルを作

成すること及び平成２８年度冬春季海外研修支援事業の選考スケジュールを決

定したことなどについて、配布資料に基づき報告がなされた。また、１０月２６

日（水）１８時から、交換留学生歓迎会を実施することの報告がなされた。 

（１１）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、「札幌市と高崎経済大学との学生ＵＩターン
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就職促進に関する協定」の締結式を１０月２４日（月）に本学で行うことの報

告がなされた。 

（１２）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、１０月１４日（金）に実施する自治体職員対象の地

域経営セミナーの参加予定者数などについて、配布資料に基づき報告がなされ

た。 
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２０１６年度（平成２８年度）第９回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２８年１１月１６日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）任期制助手の採用について  

    石川学長から、両学部長のもとで「基礎教育の基盤整備事業」立上げのため

の教養教育や初年次教育の調査を行う任期制助手１名を採用することについて、

第６回公立大学法人高崎経済大学理事会において承認されたことの報告がなさ

れた。両学部長で公募条件を検討し、公募の手続を進めることについて提案が

なされ、承認。  

（２）任期制助手の継続について  

    石川学長から、現在従事している任期制助手２名を平成２９年度も継続して

任用することについて提案がなされ、承認。今回が再任回数の限度であること

が確認された。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第４回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年１０

月１２日開催）について  

配布資料に基づき報告がなされた。  
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  ② 平成２８年度第６回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年１０月

１２日開催）について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

③ 第２期中期計画の認可について  

第２期中期計画について、平成２８年１１月７日付けで高崎市長の認可を

受けたことの報告がなされた。 

④ 学生の休・退学について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

⑤ 平成２９年度経済学部及び地域政策学部特別入試出願状況について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

⑥ 教職課程について  

   平成２８年度変更届に係る文部科学省からの指摘事項への対応について、

配布資料のとおり報告がなされた。  

（２）副学長報告 

  ① 平成２９年度教員免許状更新講習の開設について 

教育担当副学長から、配布資料のとおり開設すること及び選択領域講習を

担当する教員を募集することの報告がなされた。 

  ② 第５回ホームカミングデイについて 

教育担当副学長から、配布資料に基づき、実施報告及び当日実施した同窓

生アンケートの結果報告がなされた。 

  ③ 平成２９年度大学入試センター試験教員係員表について 

     研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

④ 平成２８年度外部研究費の受入れ状況について 

   研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑤ まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。また、１０月８日（土）から３日間にわたり北九州市

で開催された、地域活動等を行う全国の公立大学の学生による「公立大学学

生ネットワーク」が企画・運営するＬＩＮＫ ｔｏｐｏｓ２０１６（全国公

立大学学生大会）に、本学学生２名と職員１名が参加し、１１月１４日（月）

に cafe あすなろにおいて報告会を行ったこと及び１１月２１日（月）１８時

から、本学７号館７３１教室において成果発表会を開催することの報告がな

された。 
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（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第７回教授会（２０１６年１０月１２日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第７回教授会（２０１６年１０月１２日

開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第７回研究科委員会（２０１６年１０

月１２日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第７回研究科委員会（２０１６年１０

月１２日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、平成２８年度後期授業料減免の減免額が確定したこと及び

聴覚障害学生用支援機器を導入したことなどについて、配布資料に基づき報

告がなされた。また、卒業生アンケート調査の調査票について、一部修正を加

えたうえで、１２月中旬に発送する予定であることの報告がなされた。  

（８）広報室長報告 

    広報室長から、１０月２８日（金）及び１１月１４日（月）に実施した１日

大学体験ＤＡＹの参加者数などについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）情報基盤センター長報告 

情報基盤センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、新たな取組として、１１月８日（火）から 

１２月６日（火）までの昼休みに、内定者から就職活動の経験談などを聞くこ

とができるキャリアカフェを実施していること及び進路決定届の提出状況な

どについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）地域科学研究所長報告 
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    地域科学研究所長から、１１月２９日（火）に実施する地元学講座に、定員

４５名を超える参加申込があったことなどについて、配布資料に基づき報告が

なされた。 

（１４）事務局報告 

   ・第９３回箱根駅伝予選会について 

   事務局長から、１０月１５日（土）に開催された第９３回箱根駅伝予選会

における本学陸上競技部の記録及び応援ツアーの実施報告について、配布資

料のとおり報告された。 

（１５）その他 

    石川学長から、学生相談委員会について、平成２９年度も設置することの

確認がなされ、より機能的な運営を行うことができる体制にするため、今年

度、試験的に運営方法を変更したことによる効果等の検証結果を踏まえ、学

生部において来年度の運営方法について検討するよう依頼がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第１０回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２８年１２月１４日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）教員の割愛について  

    石川学長から、配布資料に基づき、経済学部教授の割愛依頼があったことに

ついて、当該教授は退席のうえで報告がなされ、承認。  

（２）再雇用制度の改正及び再雇用職員の労働条件について  

    石川学長から、高年齢者雇用安定法の一部改正（平成２５年４月１日施行）

に伴い、公立大学法人高崎経済大学職員再雇用規程の一部改正について、配布

資料のとおり提案がなされ、承認。対象となる教員が再雇用を希望する場合は、

再雇用職員としての業務内容について、教授会において検討し、教育研究審議

会の審議を経て、石川学長が髙木理事長に申し出ることの確認がなされた。  

（３）高崎経済大学図書館規程の一部改正について  

    図書館長から、ＣｉＮｉｉの学術雑誌公開支援事業終了に伴い、高崎経済大

学学術機関リポジトリを新たに構築することについて説明がなされた。この学

術機関リポジトリを図書館が管理運用するため、石川学長から、配布資料のと

おり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。  

（４）高崎経済大学学位規程の一部改正について  

    石川学長から、学位の種類及び様式に経済学部国際学科を追加するため、配
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布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。  

（５）授業料未納による休学予定者について  

石川学長から、配布資料のとおり、１２月６日（火）現在の授業料未納学生

の一覧が提示され、これらの学生の授業料が１２月３０日（金）までに納入さ

れない場合、平成２９年１月１日（日）から休学となることの提案がなされ、

承認。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第７回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年１１月

１６日開催）について  

平成２８年度事務職員の採用内定者について、配布資料に基づき報告がな

された。  

  ② 平成２８年度第８回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年１２月

２日開催）について  

学長選考会議の選考に基づき、髙木理事長が地域政策学部村山元展教授を

次期学長として任命することについて報告がなされた。  

③ 授業担当者会議について  

学長から、平成２９年度出講予定の非常勤講師を対象とする授業担当者会

議を、平成２９年３月４日（土）に開催することの報告がなされた。 

④ 学生の休・退学について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

⑤ 平成２９年度経済学部及び地域政策学部特別入試合格者について 

各学部教授会における合否判定に関する意見を受けて、学長が配布資料の

とおり合格としたことについて報告がなされた。  

⑥ 平成２９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がなされた。  

⑦ 平成２９年度教育研究審議会日程について 

   配布資料に基づき報告がなされた。 

⑧ 平成３０年度新任人事について  

     平成２９年度退職予定教員及び平成２９年度新任人事において採用候補者

がいなかった欠員補充が必要な、経済学部５科目、地域政策学部３科目につ

いて、各学部教授会において、中長期的な視点から優先順位を付けた公募科
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目名のリストを作成し、３月末日までに学長に報告するよう依頼がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２７年度科学研究費助成事業の内部監査結果について 

教育担当副学長から、科学研究費助成事業の執行状況に関して、５件の書

面監査と、うち１件の実地監査を行った結果、不適切事例は見受けられず、

執行管理の水準は概ね良好と判断されたことについて、配布資料に基づき報

告がなされた。 

  ② 任期制助手の採用について 

     教育担当副学長から、配布資料のとおり公募の手続を進めていることの報

告がなされた。 

③ 平成２８年度外部研究費の受入れ状況について 

研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ④ まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第８回教授会（２０１６年１１月３０日開催）

の概要について、配布資料に基づき、三つの方針の見直しを行っていることな

どの報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第８回教授会（２０１６年１１月３０日

開催）の概要について、配布資料に基づき、三つの方針の見直しを行っているこ

となどの報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第８回研究科委員会（２０１６年１１

月３０日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第８回研究科委員会（２０１６年１１

月３０日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、学長表彰の対象と

なる学生及び団体がいる場合は、１月末日までに報告するよう、教授会におい

て周知する予定であることの報告がなされた。  
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（８）広報室長報告 

    広報室長から、平成２９年１０月２８日の群馬県民の日は、土曜日のため、１

日大学体験ＤＡＹを開催しないことなどについて、配布資料に基づき報告がな

された。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、高崎経済大学学術機関リポジトリ管理運用規程を制定するこ

となどについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、提携校拡大に関する進捗状況などについて、配布

資料に基づき報告がなされた。また、今年度の海外研修支援事業利用実績がま

とまり、１９２名の学生が利用したことの報告がなされた。 

（１１）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、平成２８年１１月１７日付けで、北海道と「学

生Ｕ・Ｉターン就職促進に関する協力連携協定」を締結したことなどについて、

配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第１１回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２９年１月６日（金） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）教員の割愛について  

    石川学長から、配布資料に基づき、地域政策学部准教授の割愛依頼があった

ことについて報告がなされ、承認。  

（２）平成２９年度昇任人事について  

    全学人事評価委員会委員長から説明がなされた最終評価報告書に基づき、経

済学部５名、地域政策学部４名の最終審査対象者について、本審議会において

昇任候補者の選考を行い、昇任の可否を審議した。この審議結果に基づき、石

川学長から、経済学部准教授４名の教授昇任、講師１名の准教授昇任、地域政

策学部准教授３名の教授昇任、講師１名の准教授昇任の計９名を昇任予定者と

することの提案がなされ、承認。  

（３）平成２９年度経済学部新任人事について  

    全学人事評価委員会委員長から説明がなされた最終評価報告書に基づき、石

川学長から、採用候補者がいなかったことの報告がなされ、承認。  

（４）高崎経済大学ツイッター（Twitter）運用方針の制定について  

    石川学長から、本学が発信する情報のうち、拡散により効果があげられる入

学試験やキャリア支援に関する情報等について、２月上旬に公式ツイッターを
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開設し、発信すること及び配布資料のとおり運用方針を制定することについて

提案がなされ、承認。  

（５）公立大学法人高崎経済大学基本規則の一部改正について  

石川学長から、本学に置く学科に経済学部国際学科を追加すること及び経済

学部にのみ置かれていた教養教育長を各学部に置くことを目的とし、配布資料

のとおり基本規則の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。  

（６）公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程の一部改正について  

石川学長から、経済学部教養教育長の事務分掌を各学部に置く教養教育長の

事務分掌とするため、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がな

され、承認。  

（７）公益財団法人大学基準協会による大学評価結果（委員会案）について  

    石川学長から、大学評価結果（委員会案）に対する本学の意見として、配布

資料のとおり公益財団法人大学基準協会に提出することの提案がなされ、承認。 

（８）三つの方針の見直しについて  

石川学長から、各学部及び各研究科において見直しがなされた三つの方針に

ついて、配布資料に基づき説明があり、必要に応じて再度見直しを行い、次回

の教育研究審議会において報告することの提案がなされ、承認。 

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第５回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年１２

月１４日開催）について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

  ② 平成２８年度第９回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年１２月

１４日開催）について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

③ 高崎経済大学研究奨励費取扱要綱の一部改正について  

研究奨励費の申請時期等の変更及び配当の条件に研究成果の公表を追加

するため、配布資料のとおり要綱の一部改正を行うことについて報告がなさ

れた。 

④ 科学研究費助成事業実地検査について  

日本学術振興会から２名の検査員が来学し、１月１０日（火）に実施され

ることの報告がなされた。  
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⑤ 平成２８年度計画及び第１期中期目標期間に係る実績の取りまとめについて  

   配布資料のとおり今後のスケジュール等が提示されたうえで、今年度は第

１期中期目標期間最終年度のため、年度計画の実績の取りまとめに加え、第

１期中期目標期間に係る実績の取りまとめを行うよう依頼がなされた。  

⑥ 部局長等の選考順と指名方法（申合せ）について  

   経済学部国際学科長及び地域政策学部教養教育長を学部長指名とするため、

配布資料のとおり申合せの一部改正を行うことについて報告がなされ、本申

合せに則り、２月１日（水）に部局長等の選考を行うことが確認された。  

⑦ 学生の休・退学について 

   前回の教育研究審議会において承認された授業料未納による休学予定者の

うち、１２月３０日（金）までに授業料が納入されず、１月１日（日）から

休学となった学生について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 第３回知の拠点化推進室運営会議について 

研究担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ② まちなか教育活動センター事業について 

     研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第９回教授会（２０１６年１２月２１日開催）

の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第９回教授会（２０１６年１２月２１日

開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第９回研究科委員会（２０１６年１２

月２１日開催）の概要について、配布資料に基づき、両研究科における講義科目

の共通開講に係るガイドラインを作成したことなどの報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第９回研究科委員会（２０１６年１２

月２１日開催）の概要について、配布資料に基づき、両研究科における講義科目

の共通開講に係るガイドラインを作成したことなどの報告がなされた。 

（７）学生部長報告 
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学生部長から、配布資料に基づき、経済学部のゼミナール協議会が名称を変

更することなどの報告がなされた。  

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、高崎経済大学学術機関リポジトリの運用を開始したことの報

告がなされた。 

（１０）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、今年度実施予定の公開講座等がすべて終了したこと

などについて、配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１６年度（平成２８年度）第１２回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２９年２月１日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）教員の割愛について  

    石川学長から、配布資料に基づき、経済学部准教授及び地域政策学部教授の

割愛依頼があったことについて報告がなされ、承認。  

（２）授業料減免制度の改正及び授業料未納者の取扱いに係る関係規程等の整備に

ついて  

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、授業料未納者の取扱いにつ

いて、休学及び退学処分を行わず、除籍とすることなどを規定するため、関係

規程の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。また、復籍に関する規程の

制定について、復籍できる学期の規定を再検討し、次回の教育研究審議会にお

いて再度審議することの提案がなされ、承認。  

（３）大学院担当教員について  

    石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、平成２９年度に１年間の国

内派遣研究期間となる経済学部准教授は、平成３０年度から開講することとし、

承認。  

（４）部局長等の選考について   

    石川学長から、部局長等の選考に関して、学長予定者が指名すること及び選

石川  唐澤  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  水口  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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考手順について提案がなされ、承認。学長予定者の研究担当副学長から、配布

資料に基づき、指名に当たる基本的な考え方について説明がなされた。  

  ① 副学長予定者の決定について  

学長予定者の研究担当副学長が、以下の者を副学長予定者に指名した。  

     教育担当副学長（教育環境整備室長）  唐澤達之教授  

     研究担当副学長（知の拠点化推進室長） 水口 剛教授  

  ② 学生部長予定者の決定について  

     学長予定者の研究担当副学長が、友岡邦之教授を学生部長予定者に指名し

た。  

  ③ 経済学部長予定者の決定について  

     経済学部長から、教授会における候補者の選考結果について以下のとおり

報告がなされ、学長予定者の研究担当副学長が、関根雅則教授を経済学部長

予定者に指名した。     

  ④ 地域政策学部長予定者の決定について  

     地域政策学部長から、教授会における候補者の選考結果について以下のと

おり報告がなされ、学長予定者の研究担当副学長が、佐藤公俊教授を地域政

策学部長予定者に指名した。     

  ⑤ 地域政策研究科長予定者の決定について  

     地域政策研究科長から、研究科委員会における候補者の選考結果について

以下のとおり報告がなされ、学長予定者の研究担当副学長が、増田正教授を

地域政策研究科長予定者に指名した。    

  ⑥ 経済・経営研究科長予定者の決定について  

     経済・経営研究科長から、研究科委員会における候補者の選考結果につい

て以下のとおり報告がなされ、学長予定者の研究担当副学長が、阿部圭司教

授を経済・経営研究科長予定者に指名した。     

  ⑦ 経済学部教務担当学部長補佐及び入試担当学部長補佐予定者の決定について  

     経済学部長予定者に決定した関根雅則教授が、以下の者を経済学部教務担

当学部長補佐及び入試担当学部長補佐予定者に指名した。  

     経済学部教務担当学部長補佐 加藤健太准教授  

     経済学部入試担当学部長補佐 天羽正継准教授  

  ⑧ 地域政策学部教務担当学部長補佐及び入試担当学部長補佐予定者の決定に

ついて  

     地域政策学部長予定者に決定した佐藤公俊教授が、以下の者を地域政策学
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部教務担当学部長補佐及び入試担当学部長補佐予定者に指名した。  

     地域政策学部教務担当学部長補佐 佐藤彰彦准教授  

     地域政策学部入試担当学部長補佐 坪井明彦教授  

  ⑨ 広報室長、図書館長、情報基盤センター長、国際交流センター長、キャリア

支援センター長及び地域科学研究所長予定者の決定について  

     学長予定者の研究担当副学長が、配布資料に基づき、指名理由を説明した

うえで、以下の者を各管理職予定者に指名した。  

職 名  氏 名  

広報室長  櫻 井 常 矢 教 授 

図書館長  矢 野 修 一 教 授 

情報基盤センター長  熊 澤 利 和 教 授 

国際交流センター長  大河 原 眞 美教授 

キャリア支援センター長  高 松 正 毅 教 授 

地域科学研究所長  西 野 寿 章 教 授 

  ⑩ 各学部学科長及び教養教育長予定者の決定について  

     経済学部長及び地域政策学部長から、各学部学科会議等により選出された

以下の者が、各学部学科長及び教養教育長予定者に決定したことについて、

本審議会終了後、石川学長及び学長予定者の研究担当副学長に報告がなされ

た。 

職 名  氏 名  

経済学科長  岡田 知 之 准教授 

経営学科長  久 宗 周 二 教 授 

国際学科長  藤 井 孝 宗 教 授 

経済学部教養教育長  國分功一郎准教授 

地域政策学科長  新 田 浩 司 教 授 

地域づくり学科長  飯島 明 宏 准教授 

観光政策学科長  片岡 美 喜 准教授 

地域政策学部教養教育長  中 村 匡 克 教 授 

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第１０回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１７年１月

１８日開催）について  
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配布資料に基づき報告がなされた。  

  ② 学生の休・退学について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

③ 創立６０周年記念事業について  

配布資料に基づき、各種記念事業の進捗状況について説明があり、記念式

典当日のスケジュール、記念品等が決定したこと、記念誌の初期校正を行っ

ていること、関連事業として経済学会及び地域政策学会に対し、学長及び学

長予定者の連名で記念号の発刊を依頼することなどについて報告がなされ

た。 

④ 平成２９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 

 各学部教授会における合否判定に関する意見を受けて、学長が配布資料の

とおり合格としたことについて報告がなされた。  

⑤ 平成２９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がなされた。  

⑥ 平成２９年度一般入試志願状況について  

   配布資料に基づき報告がなされた。また、本学ホームページにおいて、今

年度から随時志願状況を公表していることの報告がなされた。  

⑦ 平成３０年度入試日程について 

   配布資料に基づき報告がなされた。 

⑧ 三つの方針の見直しについて  

     再度見直しが行われた三つの方針について、配布資料に基づき報告がなさ

れた。 

⑨ 平成２８年度第２回公立大学学長会議について 

  １月２６日（木）に開催された第２回公立大学学長会議において、文部科

学省から、給付型奨学金を創設し、平成３０年度の本格実施を前に平成２９

年度から先行実施すること、無利子奨学金を大幅に充実させることなどの説

明があったことについて報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第１０回教授会（２０１７年１月６日開催）
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の概要について、配布資料に基づき、国際学科開設に伴う諸規程の一部改正及

び推薦入試改革の原案が承認されたことなどの報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第１０回教授会（２０１７年１月６日開

催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第１０回研究科委員会（２０１７年１

月６日開催）の概要について、配布資料に基づき、今年度から博士前期課程の

中間報告会を実施することなどの報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第１０回研究科委員会（２０１７年１

月６日開催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、新入生を対象とした学生精神的健康調査（UPI）を来年度も

実施することなどについて、配布資料に基づき報告がなされた。また、平成  

２９年度定期健康診断日程表について、身体計測と内科診察を同日に実施す

るなど、受診率向上のための改善を行ったことの報告がなされた。  

（８）広報室長報告 

    広報室長から、平成２９年度の「１日大学体験ＤＡＹ」は７月２１日（金）に

開催すること及びＧｏｏｇｌｅマップストリートビューによる本学構内の閲覧

が可能となったことなどについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、平成２９年度の図書館開館予定などについて、配布資料に基

づき報告がなされた。 

（１０）情報基盤センター長報告 

情報基盤センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）事務局報告 

    事務局長から、平成２９年度の事務局組織について、国際学科開設に伴い、

国際交流業務に係る事務局体制の強化を図るため、教育グループ内に「国際交

流支援チーム（仮称）」を新設すること、また、より効率的な事務運営を行う

ため、「グループサブリーダー」の職を新設することなどが報告された。 
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２０１６年度（平成２８年度）第１３回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２９年３月２日（木） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）任期制助手の採用候補者について  

    石川学長から、両学部長のもとで「基礎教育の基盤整備事業」立上げのため

の教養教育や初年次教育の調査を行う任期制助手として、配布資料のとおり１

名を採用候補者とすることについて提案がなされ、承認。  

（２）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  

    石川学長から、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案がなされ、

承認。 

（３）高崎経済大学復籍に関する規程の制定について  

    石川学長から、前回の教育研究審議会において継続審議となっていた、復籍

の時期の取扱いについて検討した結果、配布資料のとおり規程を制定すること

の提案がなされ、承認。  

（４）高崎経済大学大学院復籍に関する規程の制定について  

    石川学長から、前回の教育研究審議会において継続審議となっていた、復籍

の時期の取扱いについて検討した結果、配布資料のとおり規程を制定すること

の提案がなされ、承認。  

石川  唐澤  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  水口  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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（５）高崎経済大学副専攻規程の制定について  

石川学長から、学生の英語学習意欲の向上と在学中の学修の継続を図ること

を目的に、一定の英語選択科目の単位を修得した者について、教授会の意見を

聴き、副専攻の修了を認定できることとするため、配布資料のとおり規程を制

定することの提案がなされ、承認。  

（６）平成２９年度非常勤講師の出講について  

石川学長から、両学部及び両研究科の非常勤講師の出講について配布資料の

とおり提案がなされ、承認。  

（７）平成２９年度年度計画（案）について  

石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、承認。意見がある場合は、

１週間を目途に事務局に報告するよう依頼がなされた。  

（８）地域科学研究所名誉研究員の受入期間更新について  

石川学長から、配布資料のとおり名誉研究員１名の受入期間を更新すること

の提案がなされ、承認。  

（９）地域科学研究所特定研究員の受入期間更新について  

    石川学長から、配布資料のとおり特定研究員１名の受入期間を更新すること

の提案がなされ、承認。  

（１０）平成２９年度交換留学生の前期特別授業について  

石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

（１１）学生の表彰について  

石川学長から、学位記授与式又は入学式において行われる学長表彰の対象と

なる学生について、学生賞罰委員会による審議を経た４件の表彰候補者のうち、

２件を学位記授与式、２件を入学式において表彰することの提案がなされ、承

認。  

（１２）平成２８年度後期授業料未納による退学等について  

石川学長から、平成２９年２月７日（火）に開催した学生賞罰委員会による

審議を経た、３月２日（木）現在の後期授業料未納学生の一覧が提示され、こ

れらの学生の授業料が３月３１日（金）までに納入されない場合、４月１日付

けで退学とすることの提案がなされ、承認。  

（１３）教育基盤強化基金の使途について  

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

（１４）平成２９年度事務局組織改編に係る諸規程の一部改正について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、「国際交流支援チーム」及び
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「グループサブリーダー」職の新設に伴い、事務分掌を規定することなどを目

的に、公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程等の関係規程を一部改正するこ

とについて提案がなされ、承認。  

（１５）新任人事及び昇任人事における課題の検討結果について  

    石川学長から、配布資料に基づき、全学人事評価委員会における新任人事及

び昇任人事における課題の検討結果について説明があり、本日の各学部教授会

において意見を聴き、次回の教育研究審議会において再度審議することの提案

がなされ、承認。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 平成２８年度第６回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１７年２月

８日開催）について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

② 平成２８年度第１１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１７年２月

８日開催）について  

配布資料に基づき報告がなされた。  

  ③ 学生の休・退学について 

配布資料に基づき報告がなされた。  

④ 平成２９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 

 各学部教授会における合否判定に関する意見を受けて、学長が配布資料の

とおり合格としたことについて報告がなされた。  

⑤ 平成２９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  

各研究科委員会における合否判定に関する意見を受けて、学長が配布資料

のとおり合格としたことについて報告がなされた。  

⑥ 平成２９年度一般入試実施状況について 

   配布資料に基づき報告がなされた。  

⑦ 高崎経済大学研究奨励費取扱要綱の一部改正について  

   大学院生の研究を活性化することを目的に、研究奨励費申請期限及び配当

時期に特例を設けるため、配布資料のとおり要綱の一部改正を行うことにつ

いて報告がなされた。  

⑧ 平成２８年度成果の説明書の提出について 

   事務局から配布される通知のとおり、提出期限までに提出するよう依頼が
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なされた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２９年度教員免許状更新講習について 

教育担当副学長から、配布資料のとおり開催することについて報告がなさ

れた。 

 ② まちなか教育活動センター事業について 

   研究担当副学長から、cafe あすなろの営業実績等について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１６年度第１１回教授会（２０１７年２月１日開催）

の概要について、配布資料に基づき、推薦入試改革案及び国際学科の語学研修

プログラムについて検討を行っていることなどの報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１６年度第１１回教授会（２０１７年２月１日

開催）の概要について、配布資料に基づき、地域政策学部基礎教育委員会設置

に係る関係規程の整備を行っていることなどの報告がなされた。 

（５）地域政策研究科長報告 

地域政策研究科長から、２０１６年度第１１回研究科委員会（２０１７年２月

１日開催）及び２０１６年度第１２回研究科委員会（２０１７年２月１５日開催）

の概要について、配布資料に基づき、長期履修制度の利用希望者３名の利用を

認めたことなどの報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１６年度第１１回研究科委員会（２０１７年２

月１日開催）及び２０１６年度第１２回研究科委員会（２０１７年２月１５日開

催）の概要について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（７）学生部長報告 

学生部長から、卒業生アンケート調査の結果について、３月１９日（日）に

開催する教授会において配布する予定であることなどについて、配布資料に

基づき報告がなされた。  

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、「高大コラボゼミ」

について、配布資料のとおり成果報告書として取りまとめたことの報告がなさ

れた。 
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（９）図書館長報告 

図書館長から、高崎経済大学図書館運営規程の一部改正を行うことなどにつ

いて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、海外提携校拡大に関する進捗状況について、現在

３大学と調整を行っていることの報告がなされた。 

（１１）キャリア支援センター長報告 

    キャリア支援センター長から、本学卒業生が就職した企業・団体を対象とし

たアンケート調査結果について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）地域科学研究所長報告 

    地域科学研究所長から、平成２８年度に実施した事業及び各事業の参加者

アンケート調査結果について、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１３）事務局報告 

    事務局長から、配布資料に基づき、平成２９年度予算案の重点項目について

報告されたうえで、総務グループリーダーから、平成２９年度予算案が報告さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


