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２０１５年度（平成２７年度）第１回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２７年４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 議事及び報告事項の修正 

  ２０１４年度（平成２６年度）第１２回教育研究審議会において、議事として審

議した「５（３）特定課題支援研究員の任期の更新について」は、報告事項に変更

することが確認された。 

５ 議 事 

（１）２０１３（平成２５）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）２０１６（平成２８）年度新任人事枠について

石川学長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部及び地域政策学部各

１名の採用枠を理事会に要望することの提案がなされ、承認。また、経済学部

における採用人事に関し、配布資料に基づき定年退職教員の欠員補充として「労

働経済学」と「応用計量経済学」を担当する教員の公募について提案がなされ、

承認。

なお、地域政策学部における公募する担当科目については、次回の教育研究

審議会に諮ることが確認された。

石川 田中 村山 阿部 佐藤(公)

増田 唐澤 関根 矢野 津川

櫻井 平井 西野 小林



2/5 

（３）高崎経済大学地域科学研究所研究員細則の一部改正について

石川学長から、本学任期制助手を地域科学研究所の特定研究員として受け入

れるため、配布資料のとおりに規程を改正することの提案がなされ、承認。

（４）学長選考会議委員の選出について

石川学長から、各学部教授会において２名ずつ選考された候補者から学長が

各学部１名を指名した上で、残る１名を教育研究審議会で投票により選出する

ことの提案がなされ、承認。

（５）全学人事評価委員会委員の選出について

石川学長から、両副学長及び両研究科長４名を全学人事評価委員会委員とす

ること、面接はこの４名のうち業績審査委員と異なる学部の者が行うこと及び

委員長は互選で決めることの提案がなされ、承認。課題が生じた場合は、次年

度以降、検討することが確認された。

（６）創立６０周年事業準備委員会委員の選出について

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。

（７）各種委員会委員の指名について

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。

（８）自己点検・評価報告書作成委員会委員の選出について

    石川学長から、昨年同様、構成員を教育研究審議会委員とし、委員長を教育

担当副学長、副委員長を研究担当副学長とすることの提案がなされ、承認。ま

た、昨年度の自己点検・評価報告書については、５月７日（木）までに完成さ

せ、石川学長に提出するよう依頼がなされた。

（９）地域科学研究所所員の任命について

石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。今後、追加募集を行

うことが確認された。

（１０）地域科学研究所研究員の受入れについて

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。また、本日の議事（３）

において高崎経済大学地域科学研究所研究員細則の一部改正が承認されたこと

に伴い、新たな受入基準に基づき、配布資料のとおり提案がなされ、承認。

（１１）平成２８年度国外・国内派遣研究者について

石川学長から、経済学部から１名が国内派遣研究、地域政策学部から２名が

国外派遣研究の申請を行ったことについて報告がなされ、平成２８年度につい

ては国内１名、国外２名の枠で理事会に要望することの提案がなされ、承認。

なお、国内派遣研究申請者の研究期間については、追加資料の提出を求めた
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上で、次回の教育研究審議会において再度審議することが確認された。

６ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 第５回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１５年３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 第１１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年３月１１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。 

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２８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。 

⑥ 教科担当者会議の実施結果について 

２月２８日（土）に開催した教科担当者会議について、新旧の学部長、研

究科長及び教務担当学部長補佐も出席したことなどが報告された。 

⑦ 平成２７年度競争的研究費・研究奨励費の申込について 

     配布資料のとおり、期限内に提出するよう依頼がなされた。 

 ⑧ 平成２６年度競争的研究費・研究奨励費の研究成果報告書提出について 

     配布資料のとおり、期限内に提出するよう依頼がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 教育環境整備室の各種委員会委員の選出について 

 教育担当副学長から、入試課題検討委員会委員は、両学部長、両学部入試

担当学部長補佐及び学部選出委員各２名とすることについて報告がなされた。

また、基礎教育のあり方検討委員会委員は、昨年度の委員を再任とし、地域

政策学部長から提案がなされた地域政策学部教務担当学部長補佐を加えるこ

とについて確認がなされた。 

  ② cafe あすなろについて 

教育担当副学長から、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。 
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  ③ 平成２７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 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、今年度新たに、学生が独自に取り組む地域貢献活動

の記入欄を設け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）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１４年度第１２回教授会（２０１５年３月４日開催）

及び第１３回教授会（２０１５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、２０１４年度第１２回教授会（２０１５年３月４日開

催）及び第１３回教授会（２０１５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、２０１４年度第１３回研究科委員会（２０１５年３

月４日開催）及び第１４回研究科委員会（２０１５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 

    経済・経営研究科長から、２０１４年度第１３回研究科委員会 

（２０１５年３月４日開催）及び第１４回研究科委員会（２０１５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。

（８）広報室長報告 

    広報室長から、配布資料に基づき平成２６年度の実績報告がなされた。また、

７月１９日（日）に開催するオープンキャンパス翌日の７月２０日（祝）に、

１日大学体験ＤＡＹを実施する方向で検討を予定していることについて報告が

なされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長欠席のため、図書館チームリーダーから、配布資料に基づき、新入

生向け図書館利用・文献検索ガイダンスについて報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、５月１３日（水）１８時から留学生の歓迎会が予
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定されていることについて報告がなされた。 

（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。 
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２０１５年度（平成２７年度）第２回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年５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）２０１６（平成２８）年度新任人事について  

石川学長から、地域政策学部における採用人事に関し、配布資料に基づき、

「観光経営論」を担当する教員１名の公募について提案がなされ、承認。また、

第１回公立大学法人高崎経済大学理事会において、両学部各１名の新任人事枠

が承認されたことの報告がなされた。  

（２）学長選考会議委員の選出について  

石川学長から、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

告があり、石川学長が、２名を学長選考会議委員として指名することの提案が

なされ、承認。  

石川学長及び指名した２名を選出対象から除き投票が行われ、残り１名を決

定した。  

なお、本審議会において選出された学長選考会議委員３名が、学長候補者の

候補として推薦され、これを承諾したときは、各々、次点となった者を繰り上

げることの提案がなされ、承認。  

 

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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（３）平成２８年度国外・国内派遣研究者について  

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地域政策学部から２名を、また、国内派遣研究につ

いては、追加提出された資料に基づき説明があり、派遣研究期間を６箇月延長し、

１年間として、経済学部から１名を派遣することの提案がなされ、承認。 

（４）基本戦略を受けての委員会について  

石川学長から、「高崎経済大学基本戦略の骨格」の具体化を図るため、配布資

料のとおり検討委員会を設置することの提案がなされ、承認。創立６０周年に

あたる平成２９年を目途に、各委員会において検討を進めることが確認された。 

（５）各種方針の策定について  

石川学長から、配布資料に基づき、各種方針の策定について提案がなされ、

承認。各作成担当部局で原案を作成するよう依頼がなされた。また、両学部及

び両研究科において、既に作成した方針の点検・評価を行い、必要に応じ見直

すよう依頼がなされた。  

（６）平成２７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４件のうち３件、特別研究助成金Ｂは申請４件すべて、学術研

究図書刊行助成金は申請２件すべての採択を決定した。また、特別調査研究を

１件決定した。  

特別研究助成金Ａ  

     学部・職  氏 名  研究組織  

１  経済学部 准教授  佐 藤 綾 野  個人  

２  経済学部 講師  向 井 悠 一 朗  個人  

３  地域政策学部 准教授  髙 橋 栄 作  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 教授  小 牧 幸 代  個人  

２  地域政策学部 准教授  八 木 橋 慶 一  個人  

３  地域政策学部 教授  河 藤 佳 彦  共同  

４  地域政策学部 講師  若 林 隆 久  個人  
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学術研究図書刊行助成金  

     学部・職  氏 名  研究組織  

１  地域政策学部 准教授  佐 藤 英 人  個人  

２  地域政策学部 教授  千 葉  貢  個人  

     

特別調査研究  

     学部・職  氏 名  研究組織  

１  経済学部 准教授  阿 久 津 由 佳  共同  

（７）高崎経済大学学籍に関する規程の制定について  

    石川学長から、今般の学校教育法施行規則の改正趣旨にかんがみ、休学等の

手続きを明確にすることなどを目的とした規程の制定について、配布資料のと

おり提案がなされ、承認。  

（８）平成２６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。  

（９）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。  

（１０）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。  

（１１）国際交流センター（日本を学ぶⅡ）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。  

（１２）１日大学体験ＤＡＹについて  

    石川学長から、県民の日に加え、祝日の授業日である７月２０日（月）に実

施することについて、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第１回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１５年４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 第１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年４月１０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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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 認証評価の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 成果の説明書の提出状況について 

   平成２６年度成果の説明書の提出状況について報告がなされた。また、学

部の自己点検・評価委員会において、過年度も含め、提出された成果の説明

書の内容について、点検・評価を行うよう依頼がなされた。 

⑥ 平成２６年度学内研究費の実績について 

配布資料に基づき、執行率５０％未満の教員が複数いることなどの報告が

なされた。また、特別研究助成金Ｂで執行率５.５％となっている者につい

ては、理由書の提出を求めることが確認された。 

⑦ 平成２６年度競争的研究費・研究奨励費の研究成果報告書について 

     全て提出されたことの報告がなされた。 

 ⑧ 平成２５年度競争的研究費・研究奨励費の研究成果物について 

     提出された研究成果物について、確認ができたことの報告がなされた。 

  ⑨ 平成２７年度研究奨励費の申込について  

     配布されている通知に従い、５月２２日（金）までに提出するよう依頼が

なされた。  

  ⑩ 平成２７年度計画の送付について 

     本日、事務局から配布されるので、確認するよう依頼がなされた。 

  ⑪ その他 

     平成２７年度都道府県別学生数について、配布資料に基づき報告がなされ

た。学生数の少ない府県の情報など、全教職員が実態を理解する必要がある

ことが確認された。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２７年度教員免許状更新講習の仮申込者数について 

 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 cafe あすなろについて 

教育担当副学長から、５月１１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２７年度定期総会において、第３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２６年度外部研究費の受入れ実績について 
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     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２７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 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。 

⑥ 第１回ＦＤ・ＳＤ委員会について 

研究担当副学長から、平成２６年度の活動実績と平成２７年度の事業計画

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、２０１５年度第１回教授会（２０１５年４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、２０１５年度第１回教授会（２０１５年４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、２０１５年度第１回研究科委員会（２０１５年４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。また、本学

ホームページの入試案内ページに、地域政策研究科長が行う大学院入試相談に

ついて、案内を掲載したことの報告がなされた。 

（６）経済・経営研究科長報告 

    経済・経営研究科長から、２０１５年度第１回研究科委員会（２０１５年４

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、平成２７年度前期授業料減免及び災害減免の減免額が確定し

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、障害学生への

配慮依頼の通知文について、意見がある場合は学生部長又は次回の教育研究審

議会に報告する旨の依頼がなされた。  

（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、配布資料に基づき報告がなされた。 
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（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、海外研修支援事業を利用する学生と受入交換留学

生の安全対策のため、専門の会社に危機管理サービスを依頼することなどにつ

いて、配布資料に基づき報告がなされた。 

（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、２０１４年度就職状況について、配布資料に

基づき説明がなされ、昨年度に比べ、不明者として区分される人数が減少した

ものの、解消されないことが課題であることの報告がなされた。 

（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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２０１５年度（平成２７年度）第３回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年６月１０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説明がなされ、所要の修正を

加えることとし、承認。意見がある場合は、６月１２日（金）までに事務局に

報告するよう依頼がなされた。  

（２）平成２６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説明がなされ、所要の修正を

加えることとし、承認。意見がある場合は、６月１２日（金）までに事務局に

報告するよう依頼がなされた。  

（３）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。 

（４）高崎経済大学学生表彰規程の制定について  

石川学長から、学生の表彰の手続きについて必要な事項を定めるため、配布

資料のとおり規程を制定する提案がなされ、承認。  

（５）高崎経済大学学生懲戒規程の制定について  

石川学長から、今般の学校教育法施行規則の改正趣旨にかんがみ、高崎経済

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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大学学則第４７条及び高崎経済大学大学院学則第３８条の規定について明確化

することなどを目的として、配布資料のとおり規程を制定する提案がなされ、

承認。また、懲戒の対象となりうる行為の発生日により、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。  

（６）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５日（金）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（火）までに納入されな

い場合、７月１日（水）から休学となることの提案がなされ、承認。  

（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。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第２回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年５月１５日開催）につ

いて  

   配布資料に基づき、第２期中期計画策定委員会を設置すること、委員の構

成は、教育研究審議会委員全員及び経営審議会委員からの１名とし、石川学

長が委員長となることが決定したことの報告がなされた。  

② 平成２８年度事務職員採用計画について  

   本日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 平成２６年度長期国外派遣研究終了報告について  

   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。 

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２７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、

地域政策学部教員を代表者とする「信越線北高崎・群馬八幡間への新駅設置

可能性調査」に決定したことの報告がなされ、本調査は学術調査研究として

行うものであるとの共通認識を持つことが確認された。 

なお、特別調査研究については、経済学部教員を代表者とする「初年次必
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修科目における汎用性のある読解指導法の考察」に決定したことの報告がな

された。 

⑥ 非常勤講師の採用について 

今般の規程の改正により、学長の承認を得て採用となることから、その結

果について、配布資料に基づき報告がなされた。 

⑦ 平成２７年度前期授業料減免に関する報告の訂正について 

     配布資料に基づき報告がなされた。 

 ⑧ 各種方針（案）の提出期限について 

     前回の教育研究審議会において提案がなされた各種方針の策定について、

原案の提出期限を６月３０日（火）とし、次回の教育研究審議会において審

議することの報告がなされた。 

  ⑨ 平成２６年度特別研究助成金Ｂにおける執行率が低い教員の理由書提出につ

いて 

前回の教育研究審議会において理由書の提出を求めることとした教員から、

理由書が提出されたこと及びその内容について報告がなされた。 

  ⑩ その他 

   ・平成２７年度公立大学協会総会について 

     ５月２６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つい

て、奨学金を活用した大学生等の地方定着促進、地（知）の拠点大学による

地方創生推進事業（ＣＯＣプラス）の説明があったことなどの報告がなされ

た。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

 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４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１０月３１日（土）に

実施することについて、配布資料に基づき報告がなされた。 

なお、実施内容については、８月上旬までに、引き続き検討を行うことが

確認された。 

  ③ 平成２７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 研究倫理教育研修会の開催について 

     研究担当副学長から、科研費を始めとする外部研究資金の応募等に際し、
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研究倫理教育の履修が条件となったことから、配布資料のとおり研修を実施

することについて報告がなされた。 

⑤ 講義聴講（ピアレビュー）の実施について 

研究担当副学長から、６月８日（月）から４週間にわたり、試行的に実施

していることについて報告がなされ、より多くの教職員が参加するよう依頼

がなされた。また、後期は全教員の講義を公開対象として実施する予定であ

るとの報告がなされた。 

⑥ 第１回創立６０周年記念事業準備委員会について 

研究担当副学長から、平成２９年６月２５日（日）に音楽センターで記念

式典を開催すること、５０周年からの１０年間を収めた６０周年史を作成す

ることなどの報告がなされた。また、各組織で行うイベントなどの企画案が

ある場合は、８月末を目途に、研究担当副学長に報告するよう依頼がなされ

た。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１５年度第２回教授会（２０１５年５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、２０１５年度第２回教授会（２０１５年５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、２０１５年度第２回研究科委員会（２０１５年５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、２０１５年度第２回研究科委員会（２０１５年５

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、７号館２階に学生相談ルームを移動し、後期から利用を開始

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、配布資料に基づき報告がなされた。また、例年参加している

独立行政法人日本学生支援機構主催の「外国人学生のための進学説明会」へ今

年度は参加できなくなったため、他の業者主催の外国人留学生を対象とした説

明会に参加する予定である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、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、６月６日（土）に発生したインターネットサーバ

システムの故障について、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、海外研修支援事業（語学研修）の申請者５０名全

員が助成対象者に決定したが、２名の辞退者があり、助成対象者は４８名とな

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。 

（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、所員会議で「高崎経済大学地域科学研究所名誉研究

員の受入れの基準に関する申合せ」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。 

（１４）事務局報告 

    事務局長から、高崎経済大学教育基盤強化基金の使途に関する事業提案の募

集について、配布資料に基づき報告された。 
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２０１５年度（平成２７年度）第４回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２７年７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）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・管理に関する規程の

一部改正について

石川学長から、文部科学省が平成２６年２月１８日に策定した「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）」の改正に対応する

ため、事前に配布された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、所要の修正を加えることとし、承認。

（２）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、文部科学省が平成２６年２月１８日に策定した「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）」の改正に対応し、

手続きの方法等の見直しと明確化を図るため、事前に配布された資料のとおり

規程の一部改正を行うことの提案がなされ、所要の修正を加えることとし、承

認。

（３）公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程の一部改正について

石川学長から、内部質保証システム全体の責任を負う組織及びその権限、手

石川 田中 村山 阿部 佐藤(公)

増田 唐澤 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林



2/4 

続きを明確化することなどを目的として、事前に配布された資料のとおり規程

の一部改正を行うことの提案がなされ、承認。

（４）大学院研究科担当教員に関する申し合わせについて

石川学長から、学校教育法の一部改正により、今年度から、大学院研究科担

当教員に関して教育研究審議会において審議することから、両研究科の申し合

わせを統一し、共通の資格条件等を明確化するため、配布資料のとおり申し合

わせを定めることの提案がなされ、承認。

（５）各種方針について

    石川学長から、提出された各種方針の原案について、配布資料のとおり提案

がなされ、次回の教育研究審議会において審議することで承認。意見がある場

合は、７月３１日（金）までに事務局に報告するよう依頼がなされた。また、

学科長を中心に各学科の教育課程編成方針を策定し、以後の修正等は学部長及

び学科長に一任することとして教授会で審議し、７月３１日（金）までに提出

するよう依頼がなされた。 

（６）基本戦略の骨格を受けての３委員会の中間報告について

    石川学長から、７月２９日（水）に開催される基本戦略検討委員会において、

教育研究審議会の承認を経ずに、各委員会から中間報告が行われることについ

て提案がなされ、承認。中間報告の内容については、次回の教育研究審議会に

おいて報告を行うことが確認された。

５ 報告事項

（１）学長報告 

  ① 第２回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１５年６月１０日開催）

について

配布資料に基づき報告がなされた。

② 第３回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年６月１０日開催）につ

いて

   配布資料に基づき報告がなされた。

③ 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。

④ 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（火）までに授業料が納入されず、７月１日（水）から休
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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。 

⑤ 平成２８年度入学者選抜に関する要項について

   前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。 

⑥ 平成２８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２８年度の予算要望

を、９月上旬を目途に取りまとめるよう依頼がなされた。 

⑦ その他 

   ・平成２７年度一般財団法人高崎経済大学後援会支部総会について 

     全国７支部で開催される支部総会の日程について報告がなされた。また、

支部総会の開催に合わせて、金沢市、仙台市、札幌市で大学説明会を予定し

ていることについて、報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

 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２７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 高崎経済大学附属高等学校図書館「高経文庫」用書籍の寄贈について 

     研究担当副学長から、本学教員の研究及び教育活動の成果等を周知すると

ともに、各種教育や高大連携事業に活用することを目的として、高崎経済大

学附属高等学校の図書館に設置されている「高経文庫」用に書籍を寄贈する

ことについて、教授会において協力を依頼する旨、報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１５年度第３回教授会（２０１５年６月１７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３回教授会（２０１５年６月１７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３回研究科委員会（２０１５年６月

１７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、２０１５年度第３回研究科委員会（２０１５年６月

１７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、日本学生支援機構奨学生選考委員会を開催し、本学からの推

薦者が決定したこと及び「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」を定めたことについて、配布資料に基づき報告がな

された。また、石川学長から、障害学生の定期試験時における特別措置に関し

て、学生部長名で教員に通知することについて質問がなされ、後期末試験から

学生部長及び学部長連名の通知を検討するよう依頼がなされた。

（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、経済学部「ゼミナ

ール案内」及び地域政策学部「ゼミナール白書」の本学ホームページ掲載に関

して説明がなされ、次回の広報室運営会議で再度検討したうえで、配布資料の

とおり、ゼミナールを紹介するホームページ掲載用資料の作成を依頼する予定

であることの報告がなされた。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、図書館１階の改修を予定し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。  

（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、海外研修支援事業について、参加者が９３名とな

ったこと、就職活動解禁時期の繰り下げによる影響があり、４年生の参加者が

いないことについて、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、就職活動に支障が無いよう、次年度以降も７

月中の前期末試験の実施を希望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。 

（１３）事務局報告 

    事務局長から、教員を対象とする普通救命講習Ⅰを９月７日（月）、１４日（月）、

１５日（火）に行うことが報告された。 
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２０１５年度（平成２７年度）第５回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年８月５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）地域科学研究所名誉研究員の受入れについて  

石川学長から、配布資料のとおり、名誉教授１名を地域科学研究所名誉研究

員として受け入れることについて提案がなされ、承認。  

（２）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。次年度以降は開講曜

日及び時限を統一するよう依頼がなされた。  

（３）各種方針について  

石川学長から、配布資料のとおり、両学部から提出された各学科の教育課程編

成方針の原案について提案がなされ、承認。前回の教育研究審議会において提案

された各種方針とあわせ、方針集として取りまとめることが確認された。また、

「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、教員の養成

の状況についての情報を公表するため、配布資料のとおり教員養成の理念・目

的等について提案がなされ、承認。理念・目的及び教育目標については、方針

集に加えることが確認された。  

なお、本日の教授会等において意見等があった場合は、速やかに報告するよう
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依頼がなされた。 

（４）基本戦略の骨格を受けての３委員会の中間報告について  

石川学長から、配布資料に基づき、基本戦略検討委員会において報告された

各委員会からの中間報告について説明があり、各委員会での結論がまとまった

段階で審議したいとの提案がなされ、承認。  

（５）２０１６年度（平成２８年度）大学行事予定表について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、就職活動に支障がないよう、

祝日に授業を実施し、７月中に前期末試験を実施する案を中心に、両学部教授

会において意見を聴いた上で、再度、審議することの提案がなされ、承認。ま

た、事務局において、職員への意見聴取及び他公立大学の状況調査を行うこと

が確認された。 

（６）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、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長に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 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第４回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年７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２７年度前期学位記授与式（９月２９日１２時より）について  

   ９月２９日（火）１２時より、平成２７年度前期学位記授与式を実施する

ことの報告がなされた。  

③ 平成２８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、平成２８年４月における教員構成割合予測に基づく教

授の構成比率から、教授昇任枠として経済学部８名、地域政策学部３名を、

理事会に上程することの報告がなされた。  

④ 公立大学法人高崎経済大学における競争的資金等の運営・管理に関する規程

の一部改正について  

   前回の教育研究審議会において承認された規程の一部改正について、理事

会において審議された結果、理事長に一任され、配布資料のとおり決定した

ことの報告がなされた。 
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⑤ 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  

   前回の教育研究審議会において承認された規程の一部改正について、理事

会において審議された結果、理事長に一任され、配布資料のとおり決定した

ことの報告がなされた。 

⑥ 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。 

⑦ 平成２７年度個人研究費の次年度繰越について  

   事務局から配布された個人研究費繰越理由書に、繰越を必要とする理由等

を明確に記入し、９月３０日（水）までに事務局に提出するよう依頼がなさ

れた。  

⑧ 平成２８年度学会開催補助金の申込について  

   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（水）までに事務局に要望書を提出するよう依頼がなされた。  

⑨ 平成２６年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について  

   高崎市において、平成２７年７月２７日付けで承認されたことの報告がな

された。  

⑩ その他 

   ・平成２７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 

     ９月９日（水）に、本学において平成２７年度公立大学協会関東･甲信越地

区協議会及びブロック別懇談会（関東･甲信越ブロック）を実施することにつ

いて、報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

 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４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、ホームカミングデイの実施内容等が決定したことに

ついて、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ③ 平成２７年度教員免許状更新講習について 

教育担当副学長から、８月７日（金）から１２日（水）までの期間で教員

免許状更新講習を実施することについて、報告がなされた。 

  ④ 平成２８年度新任人事について 

     研究担当副学長から、全学人事評価委員会の委員長として、平成２８年度
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新任人事に係る日程が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。 

  ⑤ 「教職員による講義聴講（ピアレビュー）」の本格実施について 

      研究担当副学長から、平成２７年度後期より、専任及び非常勤教員の全講

義を対象に、「教職員による講義聴講（ピアレビュー）」を本格実施すること

について、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑥ 平成２７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。 

⑦ 平成２６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、地域連携・産官学連携の取組に関するアンケート調

査等による、本学における地域・社会貢献活動等の実績の取りまとめ結果に

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、２０１５年度第４回教授会（２０１５年７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、２０１５年度第４回教授会（２０１５年７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、２０１５年度第４回研究科委員会（２０１５年７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、２０１５年度第４回研究科委員会（２０１５年７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、講義中に学生の具合が悪くなった場合の対応を整理し、全教

員に配布するとともに教室に備え置くことなどについて、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。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、本学図書館に設置する教員の推薦図書を募集することなどに

ついて、配布資料に基づき報告がなされた。  
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（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、平成２７年度交換留学生の担任が、地域政策学部

准教授から経済学部准教授に変更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。 

（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、平成２８年度事業の原案が決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。 

（１３）事務局報告 

    事務局長から、教員を対象とする普通救命講習Ⅰについて、教授会において

再度参加を呼びかける旨、報告された。 
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２０１５年度（平成２７年度）第６回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年９月２４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）２０１５年度（平成２７年度）９月卒業・修了判定について  

経済学部長、地域政策学部長及び地域政策研究科長から、教授会及び研究科

委員会における卒業・修了判定に関する意見について報告があり、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。  

（２）平成２８年度（２０１６年度）地域政策学部編入学試験（群馬県内推薦）の  

合否判定について  

地域政策学部長から、教授会における合否判定に関する意見について報告が

あり、石川学長から、配布資料のとおり合格とすることの提案がなされ、承認。  

（３）平成２８年度（２０１６年度）地域政策学部編入・転入学試験の合否判定に  

ついて  

地域政策学部長から、教授会における合否判定に関する意見について報告が

あり、石川学長から、配布資料のとおり合格とすることの提案がなされ、承認。  

（４）平成２８年度（２０１６年度）地域政策研究科博士前期課程（秋季日程）入学  

試験の合否判定について  

地域政策研究科長から、研究科委員会における合否判定に関する意見につい
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て報告があり、石川学長から、配布資料のとおり合格とすることの提案がなさ

れ、承認。  

（５）平成２８年度（２０１６年度）経済・経営研究科博士前期課程（第１期）入学  

試験の合否判定について  

経済・経営研究科長から、研究科委員会における合否判定に関する意見につ

いて報告があり、石川学長から、配布資料のとおり合格とすることの提案がな

され、承認。  

また、以上の（１）から（５）について、今後は、教育研究審議会の議事と

せず、学長が認めた各判定結果を報告することの提案がなされ、承認。  

（６）平成２７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５日（水）に開催した学生賞罰委員会による審議を経

た、９月２４日（木）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（水）までに納入されない場合、１０月１日（木）

付けで退学となることの提案がなされ、承認。  

（７）２０１６年度（平成２８年度）大学行事予定表について 

    石川学長から、前回の教育研究審議会において提案がなされた次年度の大学

行事予定表について、日本経済団体連合会が次年度の採用活動に関して制度変

更を検討する方針を示したことなどから、学内において再度検討し、１１月ま

でに決定することの提案がなされ、承認。  

（８）自己点検・評価報告書について  

    自己点検・評価報告書作成委員会委員長の教育担当副学長から、自己点検・

評価報告書が提出された。  

また、石川学長から、配布資料のとおり今後のスケジュール等が提示された

上で、自己点検・評価報告書作成委員会に対して、自己点検・評価報告書の確

認等を依頼することの提案がなされ、１１月２日（月）午前１０時から、自己

点検・評価委員会を開催し、自己点検・評価報告書の内容について詳細に検討

することが確認された。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第５回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年８月５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年度昇任人事について  
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   教授昇任枠が承認されたことに伴い、全学人事評価委員会において平成

２８年度昇任人事に係る日程を作成し、次回の教育研究審議会で決定するこ

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 非常勤講師の採用について  

   石川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。 

⑤ 平成２８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 平成２８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。 

⑦ 平成２８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。 

⑧ 平成２９年度国外及び国内派遣研究者の募集について  

   平成２７年１０月１日（木）から平成２８年２月２９日（月）までを募集

期間とすること、応募が無い場合は平成２８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。  

⑨ 教育研究審議会の日程変更について（１１月１１日→１８日）  

   １１月１１日（水）に開催を予定している第８回教育研究審議会について、

諸般の事情により、開催日を１１月１８日（水）に変更することの報告がな

された。  

⑩ その他 

   ・平成２７年度公立大学協会関東･甲信越地区協議会等の開催について 

     ９月９日（水）に、本学において平成２７年度公立大学協会関東･甲信越地

区協議会及びブロック別懇談会（関東･甲信越ブロック）を開催したことの報

告がなされた。    

（２）副学長報告 

  ① 平成２７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４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、配布資料に基づき報告がなされた。 

③ cafe あすなろについて 
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 教育担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ④ 平成２７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 ＦＤ・ＳＤ研修の開催について 

     研究担当副学長から、１１月１８日（水）に、外部講師を招き、ＦＤ・Ｓ

Ｄ研修を開催する予定であることの報告がなされた。 

  ⑥ 「教職員による講義聴講（ピアレビュー）」の本格実施について 

      研究担当副学長から、今年度後期から本格実施する「教職員による講義聴

講（ピアレビュー）」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、２０１５年度第５回教授会（２０１５年８月５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５回教授会（２０１５年８月５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５回研究科委員会（２０１５年８月

５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、２０１５年度第５回研究科委員会（２０１５年８月

５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、台風第１８号による大雨等で被害を受けた学生の状況につい

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、１０月２８日（水）に開催する「１日大学体験ＤＡＹ」にお

いて、専任教員が行う講義が少ないため、特別講義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。 

（９）図書館長報告 

図書館長から、図書館１階の改修工事が完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。  

（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１０日（木）現在の平成２７年度海外研修支
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援事業利用実績について、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。 

（１３）事務局報告 

   ・第９２回箱根駅伝予選会応援ツアーについて 

     事務局長から、１０月１７日（土）に開催される第９２回箱根駅伝予選会

の応援ツアーの参加者を募集していることが報告された。 

・事務局の配置変更について 

事務局長から、図書館１階の改修に伴う研究支援チームの事務室移転及び

事務棟２階の庶務チーム、経理チームの配置変更が報告された。 

   ・防犯カメラの設置について 

     事務局長から、教育基盤強化基金により、学内１６箇所に防犯カメラを設

置し、１０月から本格稼働することが報告された。 
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２０１５年度（平成２７年度）第７回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年１０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）平成２８年度昇任人事にかかる日程について  

石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

（２）平成２８年度新任人事について  

全学人事評価委員会委員長の研究担当副学長から説明がなされた最終評価報

告書に基づき、両学部の最終審査対象者について審議を行い、石川学長から、

この審議結果に基づき、平成２８年度新任人事についての提案がなされ、承認。  

また、石川学長から、配布資料のとおり、平成２８年度新任人事について、

経済学部における「労働経済学」を担当する教員１名、地域政策学部における

「観光経営論」及び「観光マーケティング論」を担当する教員１名の公募を行

うことの提案がなされ、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。  

（３）地域科学研究所所員の任命について  

石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

（４）地域科学研究所研究員の受入れについて  

石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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（５）個人研究費の繰越について  

石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、２件の個人研究費の繰越申

請を認めることについて提案がなされ、承認。  

（６）２０１６年度（平成２８年度）大学行事予定表について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、１月７日（土）及び１月１

０日（火）を後期補講日とした上で、両学部教授会における意見を聴き、次回

の教育研究審議会において決定することの提案がなされ、承認。  

（７）タシケント国立経済大学との学術交流について 

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、ウズベキスタンにおいて開

催される１１月１２日（木）の「Japan Education２０１５」及び１３日（金）

の「第２回日本・ウズベキスタン学長会議」に髙木理事長、石川学長及び事務

局職員の３名で参加し、本学とウズベキスタンのタシケント国立経済大学との

学術交流の可能性について話し合いを予定していることの報告がなされた。ま

た、その話し合いの場において、学術交流を行うことになった場合には、知の

拠点化推進室において検討している協定書案を基に、学術交流協定を締結する

ことについて、石川学長に一任し、次回以降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 非常勤講師の採用について  

石川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 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（水）までに授業料が納入されず１０月１日（木）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。  

③ 平成２７年度第１回公立大学学長会議について  

   １０月１２日（月）に開催された第１回公立大学学長会議において、国立

大学法人等の組織及び業務全般の見直しに伴い、「地域活性化の中核的役割」

の機能強化を選択した国立大学が５５大学であること、地（知）の拠点大学

による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）に採択された１８６大学のうち、主体

となって申請した公立大学は３大学であることについて説明があったことの
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報告がなされた。 

また、大学入学者選抜改革について、入試制度に関する新たなルールや、

３つのポリシーの策定と運用のガイドラインが示される時期など、詳細な内

容は決定していないため、迅速な対応ができるよう、複数の案を想定し、学

部において検討を進めるよう依頼がなされた。 

  なお、同日に開催された一般社団法人公立大学協会臨時総会において、公

立大学協会会費規程の改正要綱が承認され、来年度から３年をかけた漸進的

な会費の増額が決定したことについて報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

 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２７年度情報セキュリティ研修会の開催について 

     教育担当副学長から、１１月１１日（水）に、外部講師を招き、マイナン

バー制度に関する研修会を開催することの報告がなされた。 

③ ＦＤ・ＳＤ研修の開催日程変更について 

 研究担当副学長から、１２月９日（水）に開催を予定していたＦＤ・ＳＤ

研修は、開催日を１月に変更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、２０１５年度第６回教授会（２０１５年９月２４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６回教授会（２０１５年９月２４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６回研究科委員会（２０１５年９月

２４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。 

また、地域政策研究科の大学院受験準備プログラムに関して、入試担当職員

の同席等を含めた実施時の対応について検討するよう、石川学長から依頼がな

された。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１５年度第６回研究科委員会（２０１５年９

月２４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 
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学生部長から、来年度の定期健康診断の日程について、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。 

（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、インターネットサーバシステムの更改及び更改に

伴う大学メールサービスの見直しについて、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、１０月７日（水）から３日間開催した海外研修支

援事業説明会に、計２２８名の学生が参加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、東京及び高崎で開催するＯＢ・ＯＧによる就

職相談会について配布資料に基づき報告がなされ、学生に参加を呼び掛けるよ

う教授会で依頼することが確認された。 

（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。 

（１４）事務局報告 

    事務局長から、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律」が１０月から施行されたことに伴い、保険料（掛金）等

の算定基礎が手当率制から標準報酬制に移行することについて報告された。 
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２０１５年度（平成２７年度）第８回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年１１月１８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）自己点検・評価報告書の草案について  

自己点検・評価報告書作成委員会委員長の教育担当副学長から、自己点検・

評価報告書の草案が提出された。  

また、石川学長から、自己点検・評価報告書の草案について、詳細に内容の

確認を行うことの提案がなされ、承認。修正事項がある場合には、１１月２５

日（水）までに事務局に報告するよう、依頼がなされた。  

（２）学生の懲戒について  

石川学長から、２名の学生に対し、学生賞罰委員会による審議を経て学長に

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。なお、懲戒処分の効力発生日は、学長が懲戒処分を行った日とすること

が確認された。  

（３）地域政策研究科博士前期課程におけるコース制の導入について  

石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、地域政策研究科博士前期課

程においてコース制を導入し、平成２８年度入学生から適用することについて

提案がなされ、承認。  

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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（４）２０１６年度（平成２８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。  

（５）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２８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。  

（６）タシケント国立経済大学との学術交流協定について  

    石川学長から、配布資料に基づき、知の拠点化推進室において審議した協定

書を基に、１１月１３日（金）の第２回日本・ウズベキスタン学長会議におい

て、本学とウズベキスタンのタシケント国立経済大学との学術交流協定を締結

したことについて、承認を得たい旨の提案がなされ、承認。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第３回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１５年１０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 第６回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年１０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 基本戦略の骨格を受けての３委員会の中間報告について 

   石川学長から、１２月１日（火）に開催される基本戦略検討委員会におい

て、教育研究審議会の承認を経ずに、各委員会から２回目の中間報告が行わ

れることについて報告がなされた。この中間報告の内容については、次回の

教育研究審議会において報告し、意見を求める予定であることが確認された。 

④ 平成２６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２６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。  

⑤ 平成２８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 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。 

⑦ 第２回日本・ウズベキスタン学長会議について  

１１月１３日（金）に開催された「第２回日本・ウズベキスタン学長会議」
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について報告がなされた。 

⑧ 平成２８年度新任人事の日程変更について  

   全学人事評価委員会において作成された新任人事日程案について、公募期

間を延長することの報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２８年度大学入試センター試験教員係員表について 

 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の報告がなされた。 

③ 第４回高崎経済大学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、実施報告及び同窓生アンケート

の結果報告がなされた。 

④ cafe あすなろについて 

   教育担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

⑤ 平成２７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。 

⑥ 第２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 ＦＤ・ＳＤ研修の開催について 

 研究担当副学長から、本日１３時３０分から、「公立大学の今後の在り方

について」をテーマとするＦＤ・ＳＤ研修を開催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、２０１５年度第７回教授会（２０１５年１０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、２０１５年度第７回教授会（２０１５年１０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、２０１５年度第７回研究科委員会（２０１５年１０

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。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１５年度第７回研究科委員会（２０１５年 

１０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。 
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（７）学生部長報告 

学生部長から、平成２７年度後期授業料減免及び災害減免の減免額が確定し

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、障害学生サポ

ートルームのリーフレット及びポスターを作成したことについて、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、３号館コンピュータ教室の自由利用について、履

修登録期間等を除き、平成２８年度から夜間開放は実施しないこととしたこと

の報告がなされた。それに代わり、図書館のパソコン設置数を拡充し、夜間開

放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。 

（１１）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、１０月に３日間開催した海外研修支援事業説明会

に参加した２２８名のうち、１０月２８日（水）までに申請のあった４６名に

ついて、条件付き採用を含め、全員を助成対象として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。 

（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、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、第９２回箱根駅伝予選会における本学陸上競技部の活躍及び

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。 
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２０１５年度（平成２７年度）第９回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年１２月９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）高崎経済大学における研究活動上の不正行為に関する規程の制定について  

石川学長から、文部科学省が平成２６年８月２６日に制定した「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」に対応するため、責任体系、

業務内容及び本学の研究活動に関わるすべての者の行動規範を明確にするため、

配布資料のとおり規程を制定する提案がなされ、承認。  

（２）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

規程の制定について  

石川学長から、本学における研究活動上の不正行為が発生した場合の調査手

続きの方法及び調査手続きを行う調査委員会について必要な事項を定めるため、

配布資料のとおり規程を制定する提案がなされ、承認。  

（３）高崎経済大学研究倫理審査委員会規程の制定について  

石川学長から、人を対象とする研究について、研究計画の科学的正当性及び

倫理的妥当性について審査する研究倫理審査委員会の委員、審査対象、審査手

続きの方法等について定めるため、配布資料のとおり規程を制定する提案がな

され、承認。  

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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なお、以上の（１）から（３）について、教授会において意見を聴き、意見

がある場合には、事務局に報告するよう依頼がなされた。  

（４）高崎経済大学学則の一部改正について  

石川学長から、地域政策学部各学科の教育目的の表現を統一するため、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、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、公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会の目的を新

たに規定したことに伴い、自己点検評価等に関する事項を改めるため、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）高崎経済大学学生懲戒規程の一部改正について  

石川学長から、懲戒処分の効力発生日を明確にすることなどを目的として、

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）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７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１２月３１日（木）までに納入さ

れない場合、平成２８年１月１日（金）から休学となることの提案がなされ、

承認。  

（８）自己点検・評価報告書について 

石川学長から、１２月２日（水）の公立大学法人高崎経済大学自己点検・評

価委員会において審議された自己点検・評価報告書の草案及び評定一覧につい

て、配布資料のとおり提案がなされ、承認。意見がある場合には、１２月１６

日（水）までに事務局に報告するよう依頼がなされた。  

（９）基本戦略の骨格を受けての３委員会の報告について  

石川学長から、各委員会の報告内容について説明があり、基本的枠組み及び

今後の方向性について、配布資料のとおり提案がなされ、承認。３委員会のう

ち、「地域政策学部・学科のあり方検討委員会」及び「基礎教育の一元化検討委

員会」においては、報告内容に関して、引き続き検討することが確認された。  

また、引き続き検討するため、基本戦略検討委員会の存置期間を平成２８年度

末まで延長することについて、今月の理事会において審議する旨の報告がなさ

れた。  

（１０）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。  
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５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第７回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年１１月１８日開催）に

ついて  

     平成２７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。  

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 各種方針について 

   本学の目的・学生育成目標等の各種方針について、配布資料のとおり取り

まとめたことの報告がなされた。  

⑤ 平成２８年度経済学部及び地域政策学部入試について 

   配布資料に基づき報告がなされた。  

⑥ 平成２８年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入試について  

配布資料に基づき報告がなされた。 

⑦ 平成２８年度教育研究審議会等の日程について  

   配布資料に基づき報告がなされた。 

⑧ その他 

・推薦入試の分析資料について 

  平成２８年度経済学部推薦入試Ａ及び地域政策学部推薦入試Ⅰにおける都

道府県別の志願者等について、配布資料のとおりデータ整理を行ったことの

報告がなされた。また、今後は入試担当学部長補佐が中心となり、資料を作

成することが望まれる。 

・白馬セミナーハウスの閉鎖について 

     平成２７年１１月２６日（木）に開催された一般財団法人高崎経済大学後

援会第１回臨時理事会において、平成２９年３月末をもって白馬セミナーハ

ウスを閉鎖することを決定したことについて報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２６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ついて配布資料に
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基づき説明があり、５件の書面監査と、うち１件の実地監査を行った結果、

いずれも適正に管理がなされている旨の報告がなされた。 

② cafe あすなろについて 

     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 平成２８年度新任人事について 

研究担当副学長から、全学人事評価委員会の委員長として、配布資料に基

づき説明があり、平成２８年度新任人事における採用適格者の人数について

報告がなされた。 

④ ＦＤ・ＳＤ研修の開催について 

 研究担当副学長から、平成２８年１月１３日（水）に、キャンパス・ハラ

スメントの防止をテーマとするＦＤ・ＳＤ研修を開催することについて報告

がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１５年度第８回教授会（２０１５年１１月２５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８回教授会（２０１５年１１月２５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８回研究科委員会（２０１５年１１

月２５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、２０１５年度第８回研究科委員会（２０１５年 

１１月２５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、学生生活実態アンケートを平成２８年１月に実施すること、

気がかりな学生に関するアンケートを今月中に各教員に配布することなどにつ

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、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、前回の教育研究審議会における情報基盤センター長報告を受

けた、夜間及び休日の図書館内の大学内自由利用パソコンについて、配布資料
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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、本日午後、国際交流センター運営会議を開催する

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、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。 

（１３）その他 

    学長選考会議の委員から、高崎経済大学学長の選考及び任期並びに解任に関

する規程の一部改正について、配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１５年度（平成２７年度）第１０回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２８年１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）交換留学生の受入れ期間の変更について  

石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、今年度、ドイツ  ルートヴィ

ヒスハーフェン経済大学から受け入れている交換留学生１名について、本人及

び所属大学から受入れ期間の変更の申し出があったことを受け、１年の留学期

間を半年とすることの提案がなされ、承認。  

（２）教科担当者会議の開催について  

石川学長から、平成２８年度出講予定の非常勤講師を対象とする教科担当者

会議を、平成２８年３月５日（土）に開催することの提案がなされ、承認。学

部長、研究科長だけでなく、関係する教員も出席するよう依頼がなされた。  

なお、会議の名称は、授業担当者会議と改めることとした。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第４回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１５年１２月９日開催）に

ついて 

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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     配布資料に基づき報告がなされた。  

② 第８回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年１２月１８日開催）に

ついて  

寄附の受入れについての取扱いを明確にするため、公立大学法人高崎経済

大学寄附金等取扱規程を制定したことの報告がなされた。  

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、１２月３１日（木）までに授業料が納入されず、平成２８年１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。

また、休学となった学生のうち、後期の履修登録を行っていない者に対する

対応が課題となっており、教務チーム及び学生支援チームにおいて検討する

よう依頼がなされた。  

④ 高崎経済大学における研究活動上の不正行為に関する規程について  

   前回の教育研究審議会において承認されたとおり、規程を制定することの

報告がなされた。  

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

扱規程について 

   前回の教育研究審議会において承認されたとおり、規程を制定することの

報告がなされた。  

⑥ 高崎経済大学研究倫理審査委員会規程について  

前回の教育研究審議会において承認された原案に、一部修正を加えた上で、

規程を制定することの報告がなされた。 

⑦ 自己点検・評価報告書について 

前回の教育研究審議会において承認された自己点検・評価報告書の草案に、

一部修正を加えた上で、今月１５日までに公益財団法人大学基準協会に提出

することの報告がなされた。 

（２）副学長報告 

    教育担当副学長から、cafe あすなろについて、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、２０１５年度第９回教授会（２０１５年１２月１６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 
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    地域政策学部長から、２０１５年度第９回教授会（２０１５年１２月１６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９回研究科委員会（２０１５年１２

月１６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、２０１５年度第９回研究科委員会（２０１５年 

１２月１６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。  

（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、大学内メールサービスの変更を８月に予定してい

ることについて、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、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、地域科学研究所の発足プロジェクトの成果報告とし

て、３月２６日（土）に本学７号館７３１教室において、シンポジウムを開催

することの報告がなされた。 
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２０１５年度（平成２７年度）第１１回教育研究審議会議事録（概要） 

 

１ 日   時  平成２８年２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）教員の昇任人事について  

全学人事評価委員会委員長の研究担当副学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２名、地域政策学部１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１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１名の教授昇任の計３名を昇任予定者とするこ

との提案がなされ、承認。  

（２）経済学部国際学科の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、配布資料のとおり決定することの提案がなされ、承認。  

（３）経済学部国際学科の新任人事の公募科目について  

石川学長から、経済学部教授会における意見を踏まえた担当科目について説

明があり、国際学科新設に伴う新任人事であることの一文を加えた上で、配布

資料のとおり８科目の公募を行うことの提案がなされ、承認。  

（４）公立大学法人高崎経済大学学術研究寄附金取扱細則の一部改正について  

    石川学長から、公立大学法人高崎経済大学寄附金等取扱規程の制定に対応す

るため、配布資料のとおり細則を一部改正することの提案がなされ、承認。 

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野  小林  
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（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、後期末試験において不正行為を行った１名の学生に対し、学

生賞罰委員会による審議を経て学長に報告された懲戒処分案に基づき、懲戒処

分を行うことの提案がなされ、承認。 

（６）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３件の表彰候補者のうち、

２件を学位記授与式、１件を入学式において表彰することの提案がなされ、承

認。 

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第９回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年１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 臨時・教育研究審議会の開催について  

   平成２８年度新任人事及び特命教員について審議するため、２月１０日（水）

に開催する臨時の教育研究審議会は、１２時３０分から開始することの報告

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 大雪による休講措置の対応について  

   １月１８日（月）及び２０日（水）の授業が大雪の影響により休講となっ

たことについて、補講日の確保が難しいことから、補講を行わないことも可

としたことの報告がなされた。  

⑤ 平成２９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。  

⑥ 平成２８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。 

⑦ 平成２８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。 

⑧ 平成２８年度一般入試志願状況について 

配布資料に基づき、昨年度の同時期と比較して志願者が増加していること

の報告がなされた。 
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  ⑨ 平成２７年度業務実績報告書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。 

⑩ 公立大学学長会議について 

     １月２８日（木）に開催された平成２７年度第２回公立大学学長会議につ

いて、総務省から、地方独立行政法人法の一部改正により、公立大学法人に

よる出資、附属学校の設置、長期借入及び余裕金運用を行うことが可能とな

ることなどについて説明があったことの報告がなされた。また、文部科学省

からは、入試区分ごとに、「学力の３要素」のうちの必要な能力及びその評価

の比重をアドミッション・ポリシーにおいて明確に示すこと、アドミッショ

ン・ポリシーに合った入試を実施すること、３つのポリシーを明確に策定す

ることなどについて説明があったことの報告がなされ、国の制度改正までに、

本学で実施する入学者選抜の体制を整備する必要があることが確認された。 

⑪ その他 

 ・経済学部国際学科新設に係る新聞報道について 

   配布資料に基づき、２月２日付けの上毛新聞及び読売新聞、２月３日付け

の朝日新聞に掲載されたことについて報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

    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２７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）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１５年度第１０回教授会（２０１６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。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１５年度第１０回教授会（２０１６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、２０１５年度第１０回研究科委員会（２０１６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。 

（６）経済・経営研究科長報告 

経済・経営研究科長から、２０１５年度第１０回研究科委員会（２０１６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。 
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（７）学生部長報告 

学生部長から、障害学生に関する対応や、新入生を対象とした学生精神的健

康調査を次年度に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。なお、同調査の実施方法については、再度検討することが確認された。  

（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）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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２０１５年度（平成２７年度）第１２回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２８年２月１０日（水） 

         １２時３０分から 

  

  

２ 場   所  高崎経済大学 大会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）平成２８年度新任人事について  

平成２８年度新任人事の日程変更に伴い、臨時に開催した本審議会において、

全学人事評価委員会委員長の研究担当副学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３名、地域政策学部２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の上、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、各学部１名を採用予定者

とすることの提案がなされ、承認。  

（２）特命教員について  

石川学長から、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

明があり、地域科学研究所から要望があった、髙木理事長の提案を受けて計画

された研究プロジェクトを行う特命教員の配置に関して、来年度４月から１名

を採用すること、公募期間を確保することが難しいため、公募によらず選考を

行うことの提案がなされ、承認。採用候補者の教育研究業績等を審査するため、

学長が、地域科学研究所所長、同研究所副所長、同研究所研究委員長の３名を

業績等審査委員会委員として指名し、審査の結論について、次回の教育研究審

石川  田中  村山  阿部  佐藤(公) 

増田  唐澤  関根  矢野  高松  

津川  櫻井  平井  西野   
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議会において審議することが確認された。  

なお、その他の要望については、次期中期計画に合わせ、来年度１年をかけ

て議論することとした上で、各センター等において、特命教員の必要性につい

て改めて検討し、要望がある場合は提出するよう依頼がなされた。  

（３）一般入試志願状況の公表について  

石川学長から、本学ホームページにおける一般入試志願状況の公表について、

来年度からは最新の状況を随時公表すること、確定値については確定後速やか

に公表することの提案がなされ、承認。  
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２０１５年度（平成２７年度）第１３回教育研究審議会議事録（概要） 

１ 日   時  平成２８年３月２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）特命教員について

業績等審査委員会から提出された報告書に基づき、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、石川学長から地域科学研究所

に所属する特命教授として、１名を採用予定者とすることの提案がなされ、承

認。

（２）平成２８年度新任人事について

石川学長から、第１０回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年２月

１０日開催）において承認された、平成２８年度経済学部専任教員採用内定者

から辞退の申し出があったことの報告がなされ、採用基準を満たしている採用

候補者１名について、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、１名を採用予定者とすることの提案がなされ、承認。   

（３）学生の懲戒について

石川学長から、学生賞罰委員会による審議を経て石川学長に報告された懲戒

処分案に基づき説明があり、審議した結果、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。

石川 田中 村山 阿部 佐藤(公)

増田 唐澤 関根 矢野 高松

津川 櫻井 平井 西野 小林
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（４）平成２８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。 

（５）人事案件について

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、教育担当副学長が平成２８年

３月３１日をもって副学長職を辞任することに伴い、後任の副学長に、関係す

る委員会の委員として、継続中の各種業務を熟知している経済・経営研究科長

の経済学部唐澤達之教授を指名することの提案がなされ、承認。

なお、経済・経営研究科長の後任は、任期や学内事情等を考慮すると、「公立

大学法人高崎経済大学部局長等の選考順と指名方法（申合せ）」に基づく指名を

行うことが難しいため、学長指名を行うことの提案がなされ、承認。石川学長

が、研究科長経験者である経済学部水口剛教授を指名した。

    また、第１１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年３月１日開催）

において、地域政策学部准教授１名の退職願が承認されたことの報告がなされ、

来年度、長期国外派遣研究等を行う教員２名とあわせ、配布資料のとおり各教

員が務めている３委員会の委員の後任について、各学部教授会に諮り、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。

    さらに、准教授の退職に加え、地域政策学部における平成２８年度定年退職

予定教員２名の欠員補充が必要なことから、平成２９年度の新任人事枠として、

地域政策学部で３名を理事会に要望することの提案がなされ、承認。 

（６）平成２８年度全学人事評価委員会委員の選出について 

    石川学長から、両副学長及び両研究科長４名を全学人事評価委員会委員とす

ることの提案がなされ、承認。委員長は互選で決めることが確認された。 

（７）自己点検・評価報告書の提出について

    石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、承認。本審議会終了後、全

学自己点検・評価委員会において、自己点検・評価報告書の内容について確認

を行うことの報告がなされた。

（８）平成２８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。

 （９）平成２８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。

（１０）学生相談ルームの運営について

     石川学長から、学生相談員は、担当日の昼休みに学生相談ルームで待機せず、



3/6 

研究室で待機するなど、来年度の運営方法を配布資料のとおりとし、その結果

を踏まえ、平成２９年度以降の運営体制を見直すことの提案がなされ、承認。

（１１）平成２７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、２月２日に開催した学生賞罰委員会による審議を経た、３月２

日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日までに納入されない場合、４月１日付けで退学となることの提案がなさ

れ、承認。また、在学期間を超えた者について、３月３１日付けで除籍となる

ことの提案がなされ、承認。

（１２）単位の授与について

     石川学長から、高崎経済大学学則第２７条及び高崎経済大学大学院学則第

２２条に規定している単位の授与について、学長が単位を授与する者は、学部

長が「試験に合格した者」と判断した者とすることの提案がなされ、承認。

（１３）昇任人事・新任人事内規について

     全学人事評価委員会委員長の研究担当副学長から説明がなされた昇任人事・

新任人事内規の改正案について審議し、石川学長から、両学部教授会において

意見を聴き、大幅な修正が無い場合は、平成２８年４月１日から適用すること

の提案がなされ、承認。

（１４）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。

（１５）高崎経済大学の学生による社会貢献活動団体の認証に関する規程の制定に

ついて

    石川学長から、社会貢献活動団体を定義し、認証の基準を明文化することな

どを目的として、配布資料のとおり規程を制定する提案がなされ、所要の修正

を加えることとし、承認。

（１６）高崎経済大学職業紹介業務運営規程の全部改正について

    石川学長から、条文構成を整理するとともに、本文中の表現を職業安定法に

合わせ、規定内容及び提出書類の明確化を図るため、配布資料のとおり規程の

全部改正を行うことの提案がなされ、承認。

（１７）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、有期雇用職員の処遇改善を行うため、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 報告事項 

（１）学長報告
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  ① 第５回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１６年２月１０日開催）に

ついて

配布資料に基づき報告がなされた。

  ② 第１０回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年２月１０日開催）に

ついて

配布資料に基づき報告がなされた。

③ 第１１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１６年３月１日開催）につ

いて

   平成２８年度新任人事について、本審議会で承認されることを前提に承認

されたことなどについて、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２８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。

⑥ 平成２８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。

⑦ 平成２８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。 

⑧ 平成２７年度成果の説明書の提出について 

今年度の成果の説明書について、４月２０日までに提出するよう依頼がな

された。 

⑨ 特命教員について 

前回の教育研究審議会において、各センター等に対して、改めて検討する

よう依頼がなされた特命教員の必要性に関する要望について、配布資料に基

づき報告がなされた。 

  ⑩ 非常勤講師の本務校・教育業績・研究業績調査票について 

平成２８年度に出講する非常勤講師に対し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。 

⑪ その他 

 ・平成２８年度推薦入試の分析資料について 

     平成２８年度推薦入試における大学入試センター試験利用比率別の志願者
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等について、配布資料のとおりデータ整理を行ったことの報告がなされた。 

（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 café あすなろについて 

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）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１５年度第１１回教授会（２０１６年２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、２０１５年度第１１回教授会（２０１６年２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、２０１５年度第１１回研究科委員会（２０１６年２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、２０１５年度第１１回研究科委員会（２０１６年２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。 

（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、前回の教育研究審

議会において、再度検討することとしていた学生精神的健康調査の実施方法に

ついて報告がなされた。

（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、「高崎経済大学情報ネットワークシステム管理運

営細則」を制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。 

（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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（１３）事務局報告 

   ・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 

     教育グループリーダーから、平成２８年４月に施行される「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」において策定が努力義務とされている

「対応要領」について、配布資料に基づき概要説明があり、近日中に制定す

ることが報告された。 

   ・平成２８年度予算案について 

     総務グループリーダーから、次回の理事会で承認されることを前提として、

配布資料に基づき、来年度の予算案が報告された。 


