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２０１４年度（平成２６年度）第１回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２６年４月９日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）２０１２（平成２４）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）２０１５（平成２７）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、経済学部で１名の採用枠を理

事会に要望することが提案され、承認。地域政策学部は５名の採用枠で既に公

募を開始したことが確認された。  

（３）高崎経済大学図書館文献複写取扱規程の一部改正について  

    石川学長から、平成２６年１月から開始された国立国会図書館からの図書館

向けデジタル化資料送信サービス導入に伴う規程の一部改正について、配布資

料に基づき提案がなされ、承認。  

（４）高崎経済大学地域政策研究センター規程の一部改正について  

    石川学長から、地域政策研究センターのあり方を再検討したことに伴う規程

の一部改正について、配布資料に基づき提案がなされ、承認。  

（５）高崎経済大学地域政策研究センター細則の一部改正について  

    石川学長から、配布資料のとおりに細則を改正することが提案され、承認。  
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（６）高崎経済大学地域政策研究センター研究員規程の一部改正について  

    石川学長から、地域政策研究センター研究員の受け入れ期間の明確化及び研

究員の研究促進を条件とするため、配布資料のとおりに規程を改正することが

提案され、承認。  

（７）海外の大学等との学術交流協定締結に関する申合せについて 

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、申し合わせを定めることが提

案され、承認。今後、制度の運営にあたって変更すべき点が生じた場合、随時

検討し必要な改正を行うことが確認された。  

（８）高崎経済大学ＦＤ・ＳＤ委員会規程について  

    石川学長から、規程の制定について、配布資料に基づき説明があり、承認。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 平成２５年度入試出題ミスについて  

     入試出題ミスの対応について、配布資料に基づき報告がなされた。また、

両学部長を中心に、入試課題検討委員会で早急に防止対策を検討するよう依

頼がなされた。  

② 名誉教授の称号授与について  

   各学部教授会で名誉教授を推薦するよう依頼がなされた。  

③ 平成２６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 平成２７年度入学試験に伴う大学構内への立入制限について  

   配布資料に基づき報告がなされた。昨年度から変更点がないことを確認。  

⑤ 個人研究費の時限的増額にかかる事務取扱について  

   配布資料に基づき報告がなされた。平成２６年度から平成２８年度の３年

間限定ということを十分に理解していただきたいとの依頼がなされた。  

⑥ 教科担当者連絡会議の実施結果(3.15)について  

   ３月１５日（土）に実施された教科担当者連絡会議について、非常勤講師

のうち約半数が参加し打合せを行ったとの報告がなされた。  

⑦ 平成２６年度の短期国外・国内派遣研究の追加申し込みについて  

   追加申し込みに係る通知が配布されるので、期限内に提出するよう依頼が

なされた。本来は昨年度中の申し込みだが、短期のため、今年度中の実施が
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可能であるとの報告がなされた。  

⑧ 平成２６年度競争的研究費・研究奨励費の申込について  

   配布されている通知に従い、期限内に提出するよう依頼がなされた。  

⑨ 平成２５年度競争的研究費・研究奨励費の支出実績報告書提出について  

 配布されている通知に従い、期限内に提出するよう依頼がなされた。  

⑩ 平成２５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  

 配布されている通知に従い、期限内に提出するよう依頼がなされた。  

⑪ 附属高校「スーパーグローバルハイスクール」の指定について  

     高崎市立高崎経済大学附属高等学校が、文部科学省が公募する「スーパー

グローバルハイスクール」に指定されたことの報告がなされた。この事業は、

全国で５６校、群馬県内で２校が指定されたことの報告がなされた。また、

本学が、高大連携の一環としてこの取組に協力することの確認がなされた。 

 （２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

広報情報担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。決算書類に

ついては、３月決算のため現在集計中であり、５月の教育研究審議会で報告

する予定との報告がなされた。 

  ② ハラスメント相談員について 

     広報情報担当副学長から、経済学部教員の国外派遣研究に伴い、ハラスメ

ント相談員が欠員となるため、学生部長と相談の結果、経済学部教員に交代

するとの報告がなされた。 

  ③ 障害学生支援について 

     広報情報担当副学長から、４月３日（木）、障害学生のサポートを希望する

学生を対象に「学習支援スタッフ募集説明会」を開催、約４０名の参加者が

あったとの報告がなされた。 

  ④ 第１回ＦＤ・ＳＤ委員会について 

     連携交流担当副学長から、４月８日（火）に開催された第１回ＦＤ・ＳＤ

委員会について報告がなされた。今後のスケジュールについて、第１回ＦＤ・

ＳＤ研修は４月３０日（水）に、第２回は５月に開催予定との報告がなされ

た。 

  ⑤ 平成２６年度「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ）」について 

     連携交流担当副学長から、基本的には昨年度と同じ内容で申請するが、基
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礎教育科目の中で必修科目を作ることなど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２６年度受託研究の状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑦ 平成２６年度科研費等外部資金の受入状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長欠席のため、経済・経営研究科長から、２０１３年度第１３回教

授会（２０１４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。また、今年度から始まった新カリキュラムについて、概ね順調にス

タートしたとの報告がなされた。 

（４）地域政策学部長報告 

    地域政策学部長から、２０１３年度第１３回教授会（２０１４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、２０１３年度第１４回研究科委員会（２０１４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。 

また、国土交通省の補助事業「民間まちづくり活動促進事業」に採択された

「高崎を中心とした先進的民間まちづくり事業の全国への普及促進」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、２０１３年度第１３回研究科委員会（２０１４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、懸案事項であった

学生相談室の運用について、教員に相談する窓口があったほうが良いとの相談

員からの意見や、入学式後のガイダンス時に案内を配布し、周知を図ったこと

などから、しばらく様子をみることの報告がなされた。 

（８）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。 

（９）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。「助成金付海外
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語学研修支援制度」の名称について、学長から、「海外研修支援制度」が適切で

はないかとの提案がなされた。 

（１０）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき平成２５年度の大学訪問及び出前授

業の実績報告がなされた。また、今年度の大学訪問日程表が提示され、行事が

入っている場合や休日でない限り対応したいとの報告がなされた。 

（１１）その他 

     フレッシュマンズキャンプについて、経済・経営研究科長からの平日に行う

ことについての質問に対し、学生部長から、体育会に申し入れをしたが、１年

生が授業に出席したい場合には参加を強制しないことを条件に、今年度は平日

に行うことになったとの報告がなされた。  



1/5 
 

２０１４年度（平成２６年度）第２回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２６年５月７日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）名誉教授称号授与について  

    石川学長から、経済学部教授会より推薦があった１名、地域政策学部教授会

より推薦があった３名への名誉教授称号授与が提案され、承認。  

（２）平成２５年度年度計画実施状況について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、所要の修正を踏まえ、業務実

績報告書として取りまとめたいとの提案がなされ、承認。  

（３）自己点検・評価委員会について  

    石川学長から、公益財団法人大学基準協会による認証評価の受審を、高崎市

公立大学法人評価委員会による中期目標の法人評価受審に合わせることが確認

された。また、高崎経済大学自己点検・評価委員会内に、次期認証評価に備え、

委員長を広報情報担当副学長、副委員長を連携交流担当副学長とする自己点

検・評価報告書作成委員会（仮）を設置し、今年１０月までに自己点検・評価

報告書の取りまとめを行うこととする提案がなされ、承認。  

（４）高崎経済大学創立６０周年事業準備委員会について  

    石川学長から、委員長を連携交流担当副学長、副委員長を広報情報担当副学
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長として高崎経済大学創立６０周年事業準備委員会を立ち上げることについて

提案がなされ、承認。  

（５）平成２６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あり、逐次審査の結果、特別研究助

成金Ａは申請７件のうち５件の採択を決定、特別研究助成金Ｂは申請５件のう

ち３件の採択を決定し、１件を保留とした。学術研究図書刊行助成金は申請が

なかったため、改めて募集をかけることが確認された。  

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  大 村 和 人 個人  

２  経済学部 准教授  加 藤 健 太 個人  

３  地域政策学部 教授  大河原 眞   美 共同  

４  地域政策学部 教授  小 牧 幸 代 個人  

５  地域政策学部 教授  関 口 智 子 個人  

 特別研究助成金Ｂ  

  学部・職  氏 名  研究組織  

１  経済学部 教授  佐々木   茂  個人  

２  経済学部 准教授  佐 藤 敏 久 個人  

３  地域政策学部 准教授 髙 橋 栄 作 個人  

 

（６）産業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。  

（７）地域政策研究センター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）地域政策研究センター研究員の更新について  

    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１回公立大学法人高崎経済大学経営審議会（２０１４年４月９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 第１回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１４年４月１１日開催）につ

いて  

     配布資料に基づき報告された。平成２７年度新任人事枠については、経済

学部で１名の採用枠が承認されたことが報告された。  

③ 両研究科３ポリシー等の改正について  

   公立大学法人高崎経済大学規程集（大学編）の巻頭に、学部・研究科のポ

リシー等を掲載したことの報告がなされた。  

④ English Café の実施状況について  

   配布資料に基づき報告がなされた。参加人数が少ないため、教授会等で学

生に周知する策を考えるよう依頼がなされた。  

⑤ 平成２６年度入学試験実施状況（訂正）について  

   訂正後の資料が配布され、地域政策学部推薦入試Ⅰの志願者数において、

集計上の誤りがあったことの報告がなされた。  

⑥ 平成２５年度学内研究費の実績について  

   個人研究費については、前年度と比較して執行率が上がっていることが報

告された。  

⑦ 各教室の教育環境調査について  

   専任教員から教室の設備等に対する意見を聴取し、来年度の予算要求に反

映したいとの報告がなされた。  

⑧ その他  

   平成２５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。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２６年度教員免許状更新講習の仮申込者数一覧について 

      広報情報担当副学長から、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 

広報情報担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、ＮＰＯ法人まち

なか教育活動センターあすなろの定期総会において承認されることを前提と

して第２期の決算報告がなされた。 

  ③ 認証評価について 

     広報情報担当副学長から、４月２５日に公益財団法人大学基準協会が開催

した大学評価実務説明会への参加報告がなされ、認証評価に係る業務への協
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力依頼がなされた。 

  ④ 平成２６年度受託研究の状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑤ 平成２６年度科研費等外部資金の受入状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑥ 第２回ＦＤ・ＳＤ研修会について 

     連携交流担当副学長から、公立三大学調査報告と本学の課題をテーマとす

る、第２回全学ＦＤ・ＳＤ研修会を５月２８日に開催することが報告された。  

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１４年度第１回教授会（２０１４年４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 

    地域政策学部長から、２０１４年度第１回教授会（２０１４年４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、２０１４年度第１回研究科委員会（２０１４年４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、２０１４年度第１回研究科委員会（２０１４年４

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、配布資料に基づき説明があり、平成２６年度前期授業料の通

常減免及び震災減免の減免額が確定したこと、及び、平成２５年度学部卒業生

の就職状況について、報告がなされた。就職状況について、石川学長から、「そ

の他」の項目の内容について質問があり、学生部長から、内容を精査するとの

回答がなされた。 

（８）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。また、図書館セミナーの

開催予定に関して、日経テレコン２１講習会が６月６日、プレゼンテーション

講座が６月１６日、東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー講習会が６月

２４日に開催されることが報告された。 

（９）情報基盤センター長報告 
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    情報基盤センター長から、専任教員の事務用ＯＡ機器の配布方針について、

情報基盤センター内で今後検討したいとの報告がなされた。また、研究棟の無

線ＬＡＮ工事が８月・９月にかけて行われる予定との報告がなされた。 

（１０）国際交流センター長報告 

国際交流センター長から、配布資料に基づき説明があり、２０１４年夏期分

から海外研修支援事業の助成対象費用を拡大することの報告がなされた。また、

ボランティア、インターンシップ研修の場合、安全性の観点から、業者企画に

よるものを対象とすることが確認された。 

（１１）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１４年度（平成２６年度）第３回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２６年６月１１日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）平成２５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あり、原案のとおり承

認。  

（２）平成２５事業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あり、原案のとおり承

認。  

（３）公立大学法人高崎経済大学学術研究寄附金取扱細則について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明があり、原案を理事会に諮ることで承

認。  

（４）高崎経済大学大学院学則の一部改正について  

    石川学長から、博士前期課程長期履修制度（３年制コース）導入に伴う規程

の一部改正について、配布資料に基づき提案がなされ、承認。  

（５）高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について  

    石川学長から、高崎経済大学大学院学則の一部改正に伴い、配布資料のとお

りに規程を一部改正することが提案され、承認。  

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  西野  

高松  深澤     
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（６）平成２７年度行事予定表について  

    石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、原案のとおり承認。今後、

変更すべき点が生じた場合は、随時検討し、見直しを行うことが確認された。  

（７）ＧＰＡの導入について  

    石川学長から、平成２７年度からＧＰＡを導入することについて提案がなさ

れ、承認。両研究科長及び両学部長で検討したうえで全学的な案をまとめ、８

月を目途に教育研究審議会において審議することが確認された。  

（８）産業研究所及び地域政策研究センターのあり方について  

    石川学長から、研究成果の向上等を目的として、産業研究所及び地域政策研

究センターのあり方について、知の拠点化推進室において検討するよう依頼が

なされた。検討の結果、統合が可能であるとの結論が出た場合は、組織の名称

等基本的事項について、８月を目途に教育研究審議会において審議することが

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理事会（２０１４年５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２６年度公立大学協会総会について  

     ５月２２日（木）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、配布資料に基づき、学校教育法の改正が国会で議論されていることの報

告がなされた。  

③ 平成２６年度事務職員の採用試験について  

   今月の経営審議会及び理事会において提案されることが報告された。  

④ 平成２６年度高崎経済大学研究奨励費の審査について  

   ６月４日（水）に開催された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。 

⑤ 平成２６年度重点研究について  

   今年度の重点研究は、経済学部教員を代表者とする「初年次必修科目にお

ける標準化教材の開発」に決定したことが報告された。  

⑥ 平成２７年度国外及び国内派遣研究者の募集について  

   既に通知したとおり、７月３１日（木）を提出期限として、募集を開始し
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たことが報告された。  

⑦ 高崎経済大学教育基盤強化基金について  

   基金の使途について、再度、専任教員から意見を募り、教育研究審議会の

意見を取りまとめることが報告された。  

（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 

     広報情報担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ② 地域連携・産官学連携に係る活動内容のアンケートについて 

     連携交流担当副学長から、中期計画に基づく平成２６年度年度計画に策定

されている地域貢献活動や社会貢献活動の情報収集及び情報発信を行うため、

教員へのアンケートを実施することに対して、協力依頼がなされた。 

  ③ 平成２６年度科研費等外部資金の受入状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ④ 平成２６年度受託研究の状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑤ 平成２６年度文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的

推進事業」申請について 

連携交流担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、平成２６年度の

取組み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、２０１４年度第２回教授会（２０１４年５月１４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２回教授会（２０１４年５月１４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２回研究科委員会（２０１４年５月

１４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２回研究科委員会（２０１４年５

月１４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、配布資料に基づき説明があり、隔年で実施している卒業生ア
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ンケートについて、今年度実施する内容の検討を行っていることが報告された。 

（８）図書館長報告 

    図書館長から、本学学生及び教職員を対象とした国立国会図書館デジタル化

資料送信サービスの利用が、６月１６日（月）から開始されることが報告され

た。 

（９）国際交流センター長報告 

国際交流センター長から、配布資料に基づき説明があり、海外研修支援事業

助成見込額が、昨年同時期を上回ったことが報告された。 

（１０）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき説明があり、来年度以降の「大学案

内」及び「大学院案内」のプロポーザルによる業者選定の結果が報告された。

また、オープンキャンパスについて、概要説明と協力依頼がなされた。 
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２０１４年度（平成２６年度）第４回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２６年７月９日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）高崎経済大学国際交流センター規程の一部改正について  

    石川学長から、本学で受け入れる交換留学生のカリキュラムに関することを、

高崎経済大学国際交流センターの所掌事項とすることに伴い、配布資料のとお

りに規程の一部を改正する提案がなされ、承認。  

（２）高崎経済大学交換留学生規程の一部改正について  

石川学長から、本学で受け入れる交換留学生の所属の変更等に伴う規程の一

部改正について、配布資料に基づき提案がなされ、承認。また、第１１条につ

いて、「学生グループ学生支援チームにおいて処理する。」と改正することが

提案され、承認。  

（３）高崎経済大学環境委員会規程の一部改正について  

    石川学長から、平成２５年度の組織改編による名称変更に伴い、配布資料の

とおりに規程を一部改正することが提案され、承認。  

（４）台風８号の接近に伴う対応について  

    石川学長から、台風８号の接近に伴い、平成２６年７月１１日（金）におけ

る講義の休講についての判断は、前日の正午に行うことが提案され、承認。ま

た、判断に際しては、石川学長及び事務局に一任とすることが確認された。  

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  西野  

山﨑  高松  深澤    
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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（２０１４年６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３回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１４年６月１３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年度入学者選抜に関する要項について  

     配布資料に基づき、前年度からの変更箇所について報告がなされた。また、

経済学部の社会人入試における選抜方法の変更内容について、確認がなされ

た。  

④ 学校教育法の一部改正について  

   配布資料に基づき、平成２７年４月１日から施行される学校教育法及び国

立大学法人法の一部を改正する法律について、報告がなされた。  

⑤ 平成２７年度予算要望について  

   各センターと事務局とで十分な検討を行い、平成２７年度の予算要望を９

月上旬までにとりまとめるよう依頼がなされた。  

⑥ 英語教育に関する学生アンケート調査について  

   両学部で実施することになった英語教育に関する学生アンケート調査につ

いて、協力依頼がなされた。また、試行的に行った経済学部の学生を対象と

するアンケート調査の結果について、報告がなされた。  

⑦ その他  

 ・平成２６年度年度計画の配布について  

   後日、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。  

 ・教室設備改善要望及び高崎経済大学基盤強化基金の実施事業の提案について 

   配布資料に基づき報告がなされた。専任教員からの教室設備等に関する要

望については、夏季休業期間中に可能な範囲で改善を行うこと、また、高崎

経済大学基盤強化基金の実施事業の提案については、本来の目的に則した使

途を選定するとともに、教育研究審議会として検討することが確認された。 

 ・学会賞受賞の報告について  

   地域政策学部西野寿章教授の２０１４年度地理空間学会学術賞受賞の報告

がなされた。今後、学会賞等の受賞や学位の取得については報告を行うよう、
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また、教授会で周知するよう依頼がなされた。  

 ・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた大学連

携協定について  

   平成２６年６月２３日付けで取り交わされた協定書が本学にも届いたこと

の報告がなされた。  

（２）副学長報告 

  ① 自己点検・評価報告書の作成について 

     広報情報担当副学長から、自己点検・評価報告書の提出を９月２４日（水）

とすること及び第３回自己点検・評価報告書作成委員会の開催を１０月８日

（水）に予定していることが報告された。 

② cafe あすなろについて 

      広報情報担当副学長から、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 平成２６年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）」につ

いて 

     連携交流担当副学長から、採択されなかったことが報告された。 

  ④ 平成２６年度文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略

的推進事業」について 

連携交流担当副学長から、平成２５年度に引き続き採択されたことが報告

された。  

  ⑤ 第２回知の拠点化推進室運営会議について  

     連携交流担当副学長から、地域政策研究センターと産業研究所のあり方に

ついて検討を行った結果、統合する方向で意見がまとまったことが報告され

た。また、富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産に登録されたことに対し、

シンポジウム等を行う予定であることが報告された。  

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１４年度第３回教授会（２０１４年６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 

    地域政策学部長から、２０１４年度第３回教授会（２０１４年６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、２０１４年度第３回研究科委員会（２０１４年６月
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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、２０１４年度第３回研究科委員会（２０１４年６

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、配布資料に基づき説明があり、新規事業の詳細についてキャ

リア支援センター会議で決定したことが報告された。 

（８）図書館長報告 

    図書館長から、配布資料に基づき説明があり、平成２７年度予算に図書館の

改修等についての要望を申請することが報告された。 

（９）情報基盤センター長報告 

    情報基盤センター長から、配布資料に基づき説明があり、予算の削減等を目

的として、当初予定していた研究棟の無線ＬＡＮ導入を、希望者を対象とした

個別の無線ルーターの設置に変更することなどが報告された。 

（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。また、今年度

から、交換留学生送別会の際に、留学修了書を交付することになったことが報

告された。 

（１１）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき説明があり、オープンキャンパス実

施について、協力依頼がなされた。 
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２０１４年度（平成２６年度）第５回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２６年８月６日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）平成２６年度並びに平成２７年度地域政策学部専任教員の採用予定者について 

地域政策学部教授会において、「地方自治論・地域行政論」の採用候補者を

准教授として、「憲法・法学」の採用候補者を教授として、「都市計画学・都

市政策論」の採用候補者を准教授として、「社会起業論・コミュニティビジネ

ス論」の採用候補者を准教授として承認となったことを受け、石川学長から、

これを採用予定者とすることが提案され、承認。 

また、本審議会を一時中断し、開催された地域政策学部教授会において、３

名のうち順位１の者が採用候補者となったことを受け、石川学長から、順位１

の者１名を准教授として採用予定者とすることが提案され、承認。上位ランク

者が辞退した場合には、次ランク者を採用予定者とすることが確認された。 

（２）任期制助手の退職に伴う後任人事について 

石川学長から、任期制助手１名が、平成２６年９月３０日付けで退職するこ

とが報告された。後任の助手の採用について、昨年度と同様の選考方法により

実施することが提案され、承認。 

（３）産業研究所と地域政策研究センターの統合について 

石川 田中 村山 唐澤 津川 

増田 水口 関根 大河原 西野 

山﨑 高松 深澤   
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石川学長から、産業研究所所員会議及び地域政策研究センター所員会議にお

いて統合について同意が得られたことから、組織の名称等基本的事項について

検討するため、小委員会を設置することが提案され、承認。小委員会の委員は、

知の拠点化推進室の構成員、産業研究所の副所長及び地域政策研究センターの

副センター長とすること、また、平成２７年４月１日を統合の目途とすること

が確認された。 

（４）平成２７年度国外派遣研究員について 

石川学長から、経済学部から２名、地域政策学部から１名の計３名が長期国

外派遣研究申請を行ったことが報告され、両学部合同で申請者の順位付けを行

うことができないため、教授会では国外派遣の可否のみを審議し、９月の教育

研究審議会において派遣研究員を決定することが提案され、承認。  

（５）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、当該条項が、大学基準協会の審査において、改正を求められ

ていることから、配布資料のとおりに規程の一部を改正する提案がなされ、承

認。 

（６）公立大学法人高崎経済大学特定課題支援研究員に関する規程の一部改正に 

ついて 

石川学長から、研究資金の対象範囲を拡大すること及び特定課題支援研究員

による支援の機会を増やし、研究の遂行を円滑にすることを目的として、配布

資料のとおりに規程の一部を改正する提案がなされ、承認。 

（７）高崎経済大学外国人客員研究員取扱規程の制定について 

石川学長から、外国人客員研究員を受け入れることに伴う規程の制定につい

て、配布資料に基づき提案がなされ、承認。 

（８）その他 

・台風１１号の接近に伴うオープンキャンパスの対応について 

石川学長から、台風１１号の接近に伴い、平成２６年８月１０日（日）にお

けるオープンキャンパス開催についての判断は、８月８日（金）の１６時まで

に行うこと及びホームページに公開することが提案され、承認。また、判断に

際しては、石川学長及び事務局に一任とすることが確認された。 

６ 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（２０１４年７月１１日開催）につ



3/5 

 

いて 

配布資料に基づき報告がなされた。 

② 前期学位記授与式の実施について 

平成２６年度前期学位記授与式を、９月２９日（月）１２時１０分から実

施することの報告がなされた。 

③ 平成２７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２７年度構成割合予測に基づく教授の構成比率か

ら、経済学部９名、地域政策学部５名の教授昇任枠を設けることについて、 

理事会に上程することが報告された。 

④ 公立大学法人高崎経済大学ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正に

ついて 

配布資料に基づき、理事会で審議されることが報告された。 

⑤ 個人研究費の次年度繰越について 

後日、事務局から配布される個人研究費繰越理由書に、次年度の使途を明

確に記入し、９月末日までに提出するよう依頼がなされた。 

⑥ 各種会議の議事録作成について 

各種会議において議事録を作成するとともに、必要に応じて録音を行うよ

う依頼がなされた。 

（２）副学長報告 

① cafeあすなろについて 

広報情報担当副学長から、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２６年度教員免許状更新講習について 

広報情報担当副学長から、教員免許状更新講習開始に伴い、関係教員に対

して協力依頼がなされた。 

③ 平成２６年度受託研究の状況について 

連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

④ 地域貢献アンケートの結果について 

連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、教員

の活動内容などをホームページに公開することを検討していることが報告さ

れた。 

⑤ 文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業
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にかかる事業従事者の採用について 

連携交流担当副学長から、事業従事者として、本学地域政策研究科修士課

程を修了した者１名を採用することが報告された。 

（３）経済学部長報告 

経済学部長から、２０１４年度第４回教授会（２０１４年７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 

地域政策学部長から、２０１４年度第４回教授会（２０１４年７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、２０１４年度第４回研究科委員会（２０１４年７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、２０１４年度第４回研究科委員会（２０１４年７

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、卒業生アンケートの原案に

ついて、意見がある場合には８月１３日までに学生部長又は事務局に報告する

旨の依頼がなされた。また、前期試験において不正行為があったことが発覚し、

当該学生に対し処分を行う予定であることが報告され、学生の処分については、

教授会において審議又は報告する旨の依頼がなされた。（８）図書館長報告 

図書館長から、配布資料に基づき説明があり、予算要望に関する報告がなさ

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、配布資料に基づき報告がなされた。また、現在の

トナー交換時の手続きについて、見直しを行っていることが報告された。 

（１０）国際交流センター長報告 

国際交流センター長から、配布資料に基づき説明があり、海外研修支援事業

の２０１４年度前期分の助成人数が１２５名となったことが報告された。また、

海外研修支援事業募集要項の一部改正を行ったことが報告された。 

（１１）広報センター長報告 

広報センター長から、配布資料に基づき説明があり、１日大学体験デイの実
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施内容案について、報告がなされた。 

（１２）その他 

事務局から８月１日付の事務局内人事異動が報告され、教授会において報告 

することが依頼された。 
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２０１４年度（平成２６年度）第６回教育研究審議会議事録（概要） 

 

１ 日   時  平成２６年９月２４日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２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、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

（２）平成２７年度国外派遣研究者について  

石川学長から、両学部教授会で申請内容が承認された長期国外派遣研究申請

者３名について、「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、２名を派遣することとし、過去の派遣実績などを勘案した結果、経

済学部教授及び経済学部准教授を派遣することが提案され、承認。  

（３）２０１５年度（平成２７年度）年間行事予定について  

    石川学長から、２０１４年度（平成２６年度）第３回教育研究審議会におい

て承認された年間行事予定について、配布資料に基づき説明がなされ、４年生

の就職活動解禁時期の繰り下げに伴い、１５回目の授業実施日と前期末試験と

を入れ替えること及び後期末試験も同様に対応することが提案され、両学部教

授会において審議するよう依頼がなされた。また、当初４月５日（火）に予定

していた平成２８年度入学式について、会場の都合により、４月６日（水）に

変更することが提案され、承認。  

    なお、今後の授業のあり方について、将来的に４月１日から授業を始める案

などが検討課題であることが確認された。  

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    
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（４）交換留学生用日本語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。また、雇用が次年度

にも引き続き予定されているため、この場合の契約方法に関し、事務局におい

て検討することが確認された。  

（５）特定課題支援研究員の採用について 

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

（６）地域政策研究センター研究員の受け入れについて 

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。 

（７）その他 

    石川学長から、教育研究実務歴の計算等が不明確な昇任及び新任人事の内規

について、教育研究審議会において検討し、今年度中に明確化したい旨の提案

がなされ、承認。 

 

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理事会（２０１４年８月８日開催）に

ついて 

 配布資料に基づき報告がなされた。「社会学・コミュニティ振興論」で第１

位の採用候補者となっていた者が、地域政策学部専任教員の採用予定者とし

て承認されたことが報告された。 

なお、採用予定年月日を平成２７年４月１日とする。 

② 平成２６年度公立大学協会関東・甲信越地区協議会について  

   配布資料に基づき報告がなされ、平成２７年４月１日から施行される「学

校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」に適応するため、本学

の内部規則及び運用等の状況について、早急な点検及び見直しが必要である

ことが確認された。  

③ 平成２５年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について  

     配布資料に基づき、高崎市において承認されたことが報告された。 

④ 平成２７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。  

⑤ 平成２７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。  



3/4 

 

⑥ 平成２７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、今後のスケジュールについて確認がなさ

れた。  

⑦ 平成２７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、補助金交付を希望される場合

は、１０月１５日（水）までに事務局に申請書を提出するよう依頼がなされ

た。  

 ⑧ その他  

 ・規程類の見直しについて  

   「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」に伴う本学の規

程類の見直しについて、協力依頼がなされた。  

（２）副学長報告 

  ① 平成２６年度教員免許状更新講習実施報告について 

     広報情報担当副学長から、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 

      広報情報担当副学長から、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 平成２６年度外部研究費の受入れ状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ④ 平成２６年度研究奨励費の継続案件について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

  ⑤ 平成２６年度後期のＦＤ・ＳＤについて 

     連携交流担当副学長から、今後のＦＤ・ＳＤ研修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。また、試行的に、教職員による講義聴講

及び聴講後の意見交換を行うことが報告された。  

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１４年度第５回教授会（２０１４年８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、２０１４年度第５回教授会（２０１４年８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、２０１４年度第５回研究科委員会（２０１４年 ８
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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。また、政策

研究大学院大学との連携事業として行っている民間まちづくり実践セミナーの

高崎セミナーが、１１月７日（金）から１０日（月）にかけて開催されること

が報告された。 

（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５回研究科委員会（２０１４年８

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、配布資料に基づき説明があり、来年度の定期健康診断のスケ

ジュールが報告された。また、卒業生アンケートの調査票を今週中に発送する

ことが報告された。 

（８）図書館長報告 

    図書館長から、配布資料に基づき説明があり、「利用者の声」として寄せられ

た意見とそれに対する対応が報告された。 

（９）情報基盤センター長報告 

    情報基盤センター長から、１１月５日（水）にＦＤ・ＳＤ研修として、情報

基盤セキュリティ研修を行うことが報告された。 

（１０）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、配布資料に基づき説明があり、海外研修支援事業

の対象となる交換留学以外の「２か月以上の長期留学」に対する助成内容を、

１０月に開催する国際交流センター運営会議で変更し、後期から新しいルール

を適用する予定であることが報告された。 

（１１）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき説明があり、「１日大学体験ＤＡＹ」

の実施について、協力依頼がなされた。 

（１２）事務局報告 

    事務局長から、事務局の集中化を図り、学生対応窓口の集約及び企画部門の

新設など、事務局の組織見直しについて検討を進めていることが報告された。 
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２０１４年度（平成２６年度）第７回教育研究審議会議事録（概要） 

 

１ 日   時  平成２６年１０月８日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）産業研究所と地域政策研究センターとの統合について  

   石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、統合後の組織の名称を「地域

科学研究所」とすることが提案され、承認。また、統合に係る今後のスケジュー

ルについて確認がなされた。  

（２）組織の変更と管理職等の選考について  

石川学長から、配布資料に基づき提案がなされ、所要の修正を加えた後、教育

研究審議会案として両学部教授会で意見を聞き、再度本審議会で審議することで

承認。  

   今後のスケジュールについては、教授昇任予定者の決定後に管理職選考を行う

こととする。  

（３）２０１５年度（平成２７年度）年間行事予定について  

   石川学長から、２０１４年度（平成２６年度）第６回教授会における両学部の

意見及び他大学の対応状況について説明がなされ、１５回目の授業実施日と前期

末試験とを入れ替えること及び後期末試験も同様に対応することについて再度審

議し、承認。  

（４）高崎経済大学教育基盤強化基金について  

   石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、すべての使途について、予算

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    



2/3 

 

の範囲内で対応することが提案され、承認。また、本審議会で提案された新たな

意見については、今後調査を行うことが確認された。  

（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、繰越理由に不明な点があるた

め、繰越申請希望者全員に対し、再度、「個人研究費繰越理由書」の提出を求める

ことが提案され、承認。  

（６）台風１８号による休講措置に対する対応について  

   石川学長から、平成２６年１０月６日（月）の全講義が台風１８号の接近によ

り休講となったことについて、補講日を平成２６年１２月２４日（水）とするこ

とが提案され、承認。なお、専任教員は、平日の６時限又は土曜日に補講を行う

ことも可能であることが確認された。  

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ・ ＴＯＥＩＣスコアアップ講座について 

   配布資料に基づき説明がなされ、受講者のほぼ全員のスコアが、講座受講

後に伸びたことが報告された。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

      広報情報担当副学長から、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 第３回ホームカミングデイについて 

   広報情報担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、現時点の参加申

込者数は約７０名であることが報告された。 

③ 平成２７年度大学入試センター試験での試験監督教員の補充について 

   広報情報担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、旧課程履修者へ

の経過措置に伴う予備試験室対応の試験監督教員が不足することから、２日

間従事可能な教員を募集することが報告された。 

④ 平成２６年度外部研究費の受入れ状況について 

     連携交流担当副学長から、２件の受託研究の申し出を受けていることが報

告された。 

  ⑤ 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ついて 

     連携交流担当副学長から、平成２６年９月２５日に文部科学省が開催した
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「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」に係る説明

会について、従前のガイドラインとの変更点等が報告された。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１４年度第６回教授会（２０１４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、２０１４年度第６回教授会（２０１４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、２０１４年度第６回研究科委員会（２０１４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。 

（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６回研究科委員会（２０１４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）図書館長報告 

    図書館長から、配布資料に基づき説明があり、修士論文の管理方法等につい

て、両研究科で検討願う旨の依頼がなされた。 
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２０１４年度（平成２６年度）第８回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２６年１１月１２日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）任期制助手の退職に伴う後任人事について  

    石川学長から、任期制助手１名が、平成２７年３月３１日で任期満了となる

ため、後任の助手の採用について、従来と同様の選考方法により実施すること

が提案され、承認。  

（２）昇任人事及び新任人事のプロセスについて  

石川学長から、大きな変更点として、全学人事評価委員会を置くこと、教授

会は学部評価報告書を作成すること、面接は学長も行い、最終的に学長が責任

を持って決めることの説明がなされた。このプロセスについて、両学部教授会

で意見を聞いた上で、再度、教育研究審議会において審議することが提案され、

承認。  

（３）高崎経済大学の３つの方針について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、次回の教育研究審議会にお

いて決定することが提案され、承認。  

なお、意見がある場合は、次回の教育研究審議会までに報告するよう依頼が

なされた。  

（４）個人研究費の次年度繰越について  

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    
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    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、２０１４年度（平成２６年

度）第７回教育研究審議会において審議された４件の繰越申請希望者のうち、

「個人研究費繰越理由書」を再提出した２件について、繰越を認めることが提

案され、承認。  

（５）平成２６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、２０１４年度（平成２６年度）第２回教育研究審議会におい

て保留となっていた１件の申請について、配布資料に基づき説明がなされ、不

採択とすることが提案され、承認。  

（６）地域政策研究センター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。  

（７）組織の変更と管理職等の選考について  

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平成２７年度から

の組織の変更と管理職等の選考について、２０１４年度（平成２６年度）第７

回両学部教授会において特段の意見が無く、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（２０１４年１０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６回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１４年１０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 基金管理委員会について 

   「たかさき架け橋基金」は、平成２７年３月末をもって終了し、見込まれ

る残金を「高崎経済大学三扇基金」に組み入れることなどが確認されたとの

報告がなされた。 

④ 平成２６年度第１回公立大学学長会議について 

平成２６年１０月１１日（土）に開催された第１回公立大学学長会議につ

いて、配布資料に基づき報告がなされた。「学校教育法及び国立大学法人法

の一部を改正する法律」への対応について、１２月中旬に総点検・見直しの

進捗状況調査が予定されていることから、次回の教育研究審議会において、

関係する規程類について審議することが確認された。また、大学ポートレー

トについては、今年度は全ての公立大学が参加するが、来年度は参加費用が
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発生することなどから、公立大学としての対応方針が定まっていないことが

報告された。 

⑤ 平成２７・２８年度公立大学協会関東・甲信越地区協議会議長について 

   石川学長が公立大学協会関東・甲信越地区協議会の議長に選出され、本学

が地区協議会議長校となったことの報告がなされた。 

⑥ 学会賞の受賞について 

   経済学部水口剛教授が、著書『責任ある投資－資金の流れで未来を変える』

により、環境経済・政策学会「論壇賞」を受賞したことが報告された。 

⑦ 平成２５年度業務実績に関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２５年度業務実績に関する評

価結果」について、配布資料に基づき報告がなされた。ＰＤＣＡサイクルの

「改善」に当たることとして、評価結果に記載された取り組むべきことにつ

いて、可能な限り今年度中に対応し、平成２７年度年度計画及び第２期中期

計画に反映させることが確認された。 

⑧ 平成２７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。 

⑨ その他 

   履修登録者が大人数の講義について、配布資料に基づき説明がなされ、対

応策について今年度中に決定し、来年度１年をかけて実施する方向で、両学

部教授会において議論するよう依頼がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 平成２６年度第１回副学長等協議会について 

   広報情報担当副学長から、平成２６年１０月３０日（木）に開催された第

１回副学長等協議会について、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正

する法律」への他大学の対応状況が報告された。 

② cafe あすなろについて 

      広報情報担当副学長から、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 第３回ホームカミングデイについて 

   広報情報担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

④ 第９１回箱根駅伝予選会について 

   広報情報担当副学長から、配布資料に基づき、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がなされた。 
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⑤ 平成２７年度教員免許状更新講習の開設について 

広報情報担当副学長から、平成２７年度教員免許状更新講習について、配

布資料のとおり実施することが報告された。また、選択領域講座を担当する

教員を、両学部教授会で募集するよう依頼がなされた。 

⑥ 平成２７年度大学入試センター試験教員係員表について 

     広報情報担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、両日とも試験監

督教員が不足していることから、改めて両学部教授会で募集するよう依頼が

なされた。 

  ⑦ 平成２６年度外部研究費の受入状況について 

     連携交流担当副学長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

 ⑧ 地域科学研究所の在り方と事業内容について 

連携交流担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、地域科学研究所

検討小委員会において自由な意見交換を行ったことが報告された。 

  ⑨ 高崎市との連携について 

     連携交流担当副学長から、平成２６年度年度計画である「高崎市の連絡・

協力要請に際して、その分野の研究者を紹介する等、窓口として連絡支援を

行う。」に関して、今後、高崎市と議論を行う方向で、調整を行ったことが報

告された。 

（３）経済学部長報告 

    経済学部長から、２０１４年度第７回教授会（２０１４年１０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、２０１４年度第７回教授会（２０１４年１０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、２０１４年度第７回研究科委員会（２０１４年１０

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、２０１４年度第７回研究科委員会（２０１４年１

０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、配布資料に基づき説明があり、平成２６年度後期授業料の通

常減免及び震災減免の減免額が確定したことが報告された。また、キャリア支



5/5 

 

援チームリーダーから、地域政策学部が独自に協定を結んでいる高崎市へのイ

ンターンシップに関して、経済学部の学生の参加も認められるよう、制度の見

直しを要望することが報告された。 

（８）図書館長報告 

    図書館長から、学生向け企業研究講座「東洋経済セミナー（未知の会社との

出会い方）」を平成２７年１月２１日（水）に開催することが報告された。 

（９）国際交流センター長報告 

国際交流センター長から、配布資料に基づき説明があり、後期留学生サービ

スプログラムを、当初予定していた平成２６年１１月１９日（水）から、１２

月７日（日）に変更することが報告された。また、海外研修支援事業について、

交換留学以外の長期留学に対する助成の在り方などを定め、後期から適用する

こと及び専任教員の企画指導による海外インターンシップを認めることが報告

された。 

（１０）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）事務局報告 

    事務局長から、平成２６年１２月１５日（月）に第２回衛生委員会として、

本学産業医による職場の衛生・健康管理に関する講話を開催することが報告さ

れた。また、教育グループリーダーから、平成２６年１１月２４日（月）の祝

日に通常授業を実施することに伴い、関係する部署の事務局職員が出勤するこ

との報告がなされた。 

（１２）その他 

    石川学長から、「平成２７年度大学入学者選抜大学入試センター試験の実施に

向けた取組みについて（依頼）」として、新しい学習指導要領に対応した試験を

実施するに当たり、変更点などについて周知を徹底するよう、独立行政法人大

学入試センターから通知が届いたことの報告がなされた。また、本学の入試に

おいては、ミスが起きないように細心の注意を払い、実施するよう依頼がなさ

れた。 
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２０１４年度（平成２６年度）第９回教育研究審議会議事録（概要） 

 

１ 日   時  平成２６年１２月１０日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）平成２７年度経済学部専任教員の採用予定者について  

    石川学長から、経済学部教授会の審議結果に基づき、「経営工学・生産管理・

技術経営」の採用候補者を講師として採用することが提案され、承認。 

（２）任期制助手の退職に伴う後任人事について  

石川学長から、任期制助手１名が、平成２７年３月３１日で退職することが

報告された。後任の助手の採用について、既に承認された後任人事とあわせて

募集したことが報告され、承認。  

（３）昇任人事及び新任人事のプロセスについて  

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昇任人事及び新任

人事のプロセスについて、２０１４年度（平成２６年度）第８回両学部教授会

における意見が確認された。また、経済学部教授会において、この新任人事の

プロセスに則り、中長期的な視点から公募科目名のリストを今年度中に作成し、

報告するよう依頼がなされた。  

（４）ＧＰＡ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、平成２７年度から両学部・

両研究科において各学年で実施することが提案され、承認。  

 

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    
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（５）高崎経済大学の３つの方針について  

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高崎経済大学の３

つの方針について、２０１４年度（平成２６年度）第８回両学部教授会におい

て特段の意見が無く、表現の修正を加えた後、承認。  

（６）学校教育法の改正等に伴う諸規程の変更について  

    石川学長から、配布資料に基づき、学校教育法の改正等に伴う諸規程の変更

について提案がなされ、一部再検討することで承認。また、学校教育法の改正

等に伴う諸規程について整理を始めているが、軽微なものは、石川学長に一任

とすることが確認された。  

（７）障害学生サポートルームの新設について  

石川学長から、配布資料のとおり「障害学生サポートルーム」を設置するこ

とが提案され、承認。名称については、必要に応じ検討することが確認された。

また、高崎経済大学における障害のある学生をサポートするための基本的な方

針について、次回の教育研究審議会で審議するため、広報情報担当副学長、学

生部長及び事務局において原案を策定するよう依頼がなされた。  

（８）国際交流センター（日本を学ぶⅠ・Ⅱ）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 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（２０１４年１１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 公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会規程の一部改正について  

   第３条において、存置期間を平成２６年１２月３１日と定めているが、継

続して基本戦略について検討したいことから、存置期間の１年延長を次回理

事会に諮る旨、報告がなされた。 

③ 平成２７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。 

④ 平成２７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。 

⑤ 平成２７年度教育研究審議会等日程について 

   配布資料に基づき報告がなされ、変更すべき点が生じた場合は、随時検討
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し、見直しを行うことが確認された。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

      広報情報担当副学長から、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 地域科学研究所の検討について 

   連携交流担当副学長から、地域科学研究所検討小委員会における検討事項

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状況について 

連携交流担当副学長から、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、２０１４年度第８回教授会（２０１４年１１月２６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８回教授会（２０１４年１１月２６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８回研究科委員会（２０１４年 １

１月２６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８回研究科委員会（２０１４年１

１月２６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、キャリア支援チー

ムリーダーから、平成２６年１１月末現在の学部別就職内定状況について、配

布資料に基づき報告がなされた。 

（８）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。 

（９）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。 

（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）広報センター長報告 
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    広報センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）事務局報告 

総務グループリーダーから、事務局の再編等について、配布資料に基づき説

明があり、学校教育法改正に伴う対応や学生の便宜をはかることなどを目的と

して、事務局の再編及び事務棟への集中配置を行うことが報告された。また、

学生に対し、学生グループが事務棟に移転することを周知徹底するほか、各種

印刷物等への対応を行うことが説明された。 
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２０１４年度（平成２６年度）第１０回教育研究審議会議事録（概要） 

 

１ 日   時  平成２７年１月７日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）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）について  

    石川学長から、部局長等の選考順と指名方法を明確にするため、配布資料の

とおり申合せとすることが提案され、承認。本申合せに則り、平成２７年２月

４日（水）に部局長等の選考を行うことが確認された。また、学部長指名とす

る学部長補佐等の選考について、学長指名により決定した新たな学部長が指名

を行うこと、学科長及び経済学部教養教育長の選考については、学部長及び教

授会に一任し、本審議会による審議を行わないことが確認された。  

（２）各組織の委員（教員）構成案について  

石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。教育環境整備室と知

の拠点化推進室は、必要に応じて委員会を設置できることなどの説明がなされ

た。また、委員について、原則としてこれを兼任しないことが確認された。  

（３）高崎経済大学における障害のある学生への支援の基本的方針について  

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、

次回の教育研究審議会までに報告するよう依頼がなされた。  

（４）教科担当者会議の開催について  

    石川学長から、平成２７年度出講予定の非常勤講師を対象とする教科担当者

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    



2 

 

会議を、平成２７年２月２８日（土）に開催することについて提案がなされ、

承認。  

両学部教授会において周知するよう依頼がなされた。  

（５）授業料減免申請者の納入期限の変更について  

石川学長から、配布資料のとおり説明がなされ、減免と分割による学生間

の不平等が生じないよう、納入期限の変更を行うことが提案され、承認。全額

免除申請者の面接時期など、手続きについて、学生部で検討するよう依頼がな

された。  

 

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（２０１４年１２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８回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１４年１２月１９日開催）に

ついて  

   配布資料に基づき、平成２７年度の理事会等日程について報告がなされた。 

③ 高崎経済大学地域政策学部科目等履修生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。 

④ 高崎経済大学地域政策学部聴講生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。 

⑤ 成果の説明書について 

   両副学長に対し、次回の教育研究審議会に新たな様式の原案を報告するよ

う依頼がなされた。 

⑥ 中央教育審議会答申について 

   中央教育審議会答申（中教審第１７７号）「新しい時代にふさわしい高大接

続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革に

ついて」の内容について、配布資料に基づき説明がなされ、本学で実施する

入学試験に関して、今後、検討を行うこと及び他大学の状況を確認すること

が必要であるとの報告がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

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

② 科学研究費助成事業の内部監査について 

     広報情報担当副学長より、科学研究費助成事業の執行状況について、今年

度は４件の書面監査と、うち１件の実地監査を行った結果、いずれも問題が

無かったことが報告された。 

③ 平成２６年度外部研究費の受入れ状況について 

連携交流担当副学長から、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、２０１４年度第９回教授会（２０１４年１２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、２０１４年度第９回教授会（２０１４年１２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、２０１４年度第９回研究科委員会（２０１４年 １

２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、２０１４年度第９回研究科委員会（２０１４年１

２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。 

（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、キャリア支援チー

ムリーダーから、平成２６年１２月末現在の学部別就職内定状況について、配

布資料に基づき報告がなされた。 

（８）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。 

（９）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。 

（１０）広報センター長報告 

広報センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 
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２０１４年度（平成２６年度）第１１回教育研究審議会議事録（概要） 

 

１ 日   時  平成２７年２月４日（水） 

         午前１０時から 

 

  

２ 場   所  高崎経済大学 第２会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

 

 

 

 

４ 議 事 

（１）教員の昇任人事について  

    石川学長から、配布資料に基づき説明がなされ、経済学部准教授２名の教授

昇任、講師３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が提案され、承認。  

（２）部局長等の選考について  

石川学長から、配布資料に基づき、平成２７年度及び２８年度に実施すべき

主な事項等の説明がなされた上で、部局長等の選考手順について提案がなされ、

承認。 

なお、各学部学科長及び経済学部教養教育長予定者については、別途、石川学

長に報告することが確認された。  

  ① 副学長予定者の決定について  

     石川学長が、以下の者を副学長予定者に指名した。  

     経済学部   田中久夫教授  

     地域政策学部 村山元展教授  

  ② 学生部長予定者の決定について  

     石川学長が、以下の者を学生部長予定者に指名した。  

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    
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     経済学部 関根雅則教授  

  ③ 経済学部長予定者の決定について  

     経済学部長から、経済学部教授会における候補者の選考結果が報告され、

石川学長が、阿部圭司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、地域政策学部教授会における候補者の選考結果が報

告され、石川学長が、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、地域政策研究科委員会における候補者の選考結果

が報告され、石川学長が、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、経済・経営研究科委員会における候補者の選考

結果が報告され、石川学長が、唐澤達之教授を経済・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  

     経済学部長から、経済学部長予定者に決定した阿部圭司教授が、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

ことが報告された。  

     経済学部教務担当学部長補佐 山森哲雄准教授  

     経済学部入試担当学部長補佐 久宗周二教授  

  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  

     地域政策学部長から、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

者に指名したことが報告された。  

     地域政策学部教務担当学部長補佐 友岡邦之教授  

     地域政策学部入試担当学部長補佐 熊澤利和教授  

  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  

     石川学長が、配布資料に基づき、指名理由を説明した上で、以下の者を各

管理職予定者に指名した。  
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職 名  氏 名  

広報室長  経済学部   矢野修一教授  

図書館長  経済学部   高松正毅教授  

情報基盤センター長  地域政策学部 津川康雄教授  

国際交流センター長  地域政策学部 櫻井常矢教授  

キャリア支援センター長  経済学部   平井裕久教授  

地域科学研究所長  地域政策学部 西野寿章教授  

  ⑩ 各学部学科長及び経済学部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、各学部学科長及び経済学部教養教育長予定者に決定されたことが石川

学長に報告された。  

職 名  氏 名  

経済学科長  中野正裕准教授  

経営学科長  藤 本  哲教授  

経済学部教養教育長  名和賢美准教授  

地域政策学科長  新田  浩司教授  

地域づくり学科長  坪井明彦准教授  

観光政策学科長  小牧  幸代教授  

（３）公立大学法人高崎経済大学入試情報公開等に関する規程の一部改正について  

石川学長から、配布資料のとおりに規程の一部を改正する提案がなされ、承

認。  

（４）公立大学法人高崎経済大学共同研究取扱規程の制定について  

石川学長から、学術研究を目的とした民間等外部の機関との共同研究の取扱

いについて規定するため、配布資料のとおりに規程を制定する提案がなされ、

承認。  

（５）高崎経済大学教育環境整備室規程の制定について  

石川学長から、高崎経済大学教育環境整備室を新たに設置することに伴う規

程の制定について、配布資料のとおり提案がなされ、原案を理事会に諮ることで

承認。 

（６）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。  

（７）成果の説明書について  
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    石川学長から、両副学長から提出された新たな様式の原案について、配布資

料に基づき説明がなされ、次年度以降の計画・抱負の記載欄を設けることなど

の提案がなされ、承認。  

（８）高崎経済大学における障害のある学生への支援の基本的方針について  

    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、高崎経済大学に

おける障害のある学生への支援の基本的方針について、配布資料のとおり修正

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（２０１５年１月９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。 

③ 平成２７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。 

④ 平成２７年度一般入試志願状況について 

   配布資料に基づき説明がなされ、経済学部の志願者数が昨年度の同時期と

比較して増加していることが報告された。 

⑤ 平成２６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。また、３月２５日（水）午後３時から、

高崎経済大学自己点検・評価委員会を開催することが確認された。 

⑥ 各センター・チーム等で本年度実施したアンケート等の集計結果の提出に

ついて 

   平成２６年度に各センターやグループで実施したアンケートについて、保

有している集計結果を部署ごとにまとめ、石川学長に提出するよう依頼がな

された。 

⑦ 学長表彰候補学生の推薦について 

   学位記授与式または入学式において行われる学長表彰の対象となる学生が

いる場合は、３月４日（水）の教授会までに報告するよう依頼がなされた。 

⑧ 平成２６年度第２回公立大学学長会議について 

   平成２７年１月３０日（金）に開催された第２回公立大学学長会議につい

て、配布資料に基づき報告がなされた。地方大学を活用した雇用創出・若者
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定着の取組を促進するための国の施策のほか、大学ポートレートの公開がシ

ステムトラブル等で延期されたことなどが報告された。 

（２）副学長報告 

  ① cafe あすなろについて 

      広報情報担当副学長から、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、２０１４年度第１０回教授会（２０１５年１月７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１０回教授会（２０１５年１月７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１０回研究科委員会（２０１５年１

月７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１０回研究科委員会（２０１５年

１月７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、東日本大震災の被災者に関わる授業料減免について、規程を

見直す方向で検討を始めたいとする旨の報告がなされたことに対し、石川学長

から、３月４日（水）の教育研究審議会までに規程の見直しを行うことができ

るよう、検討を始めることが提案された。また、キャリア支援チームリーダー

から、平成２７年１月末現在の学部別就職内定状況について、配布資料に基づ

き報告がなされた。  

（８）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。 

（９）国際交流センター長報告 

    国際交流センター長から、配布資料に基づき説明がなされ、今年度の海外研

修支援事業参加者が累計で２００名となったことが報告された。 

（１０）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。また、来年度のオ

ープンキャンパスは、７月１９日（日）及び８月９日（日）に開催することが
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報告された。 

（１１）事務局報告 

    教育グループリーダーから、入学試験における大学構内への立ち入り制限に

ついて、前期日程の合格発表日と重複する３月６日（金）の対応を変更するこ

とが報告された。また、総務グループリーダーから、事務棟の工事日程及び平

成２７年度事務局組織の人数等が報告された。 
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２０１４年度（平成２６年度）第１２回教育研究審議会議事録（概要） 

 

 

１ 日   時  平成２７年３月４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）任期制助手の採用候補者について  

    石川学長から、配布資料のとおり、２名を採用することの提案がなされ、承

認。  

（２）平成２７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週間の内に報告するよう依頼がなされた。 

（３）特定課題支援研究員の任期の更新について  

石川学長から、配布資料のとおり、特定課題支援研究員１名の雇用期間を更

新することの提案がなされ、承認。  

（４）研究費で購入する図書の取扱いについて  

石川学長から、本学研究費で購入する書籍の取扱いについて、配布資料のと

おり申合せを定めることの提案がなされ、原案を理事会に報告することで承認。 

（５）高崎経済大学地域科学研究所規程の制定について  

石川学長から、地域科学研究所を新たに設置することに伴う規程の制定につ

いて、配布資料のとおり提案がなされ、第７条に委任に関する事項を加えること

石川  田中  村山  唐澤  津川  

増田  水口  関根  大河原  山﨑  

西野  高松  深澤    
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とし、承認。 

（６）高崎経済大学地域科学研究所運営細則の制定について  

    石川学長から、配布資料のとおり提案がなされ、承認。  

（７）高崎経済大学地域科学研究所研究員細則の制定について  

    石川学長から、新たに設置される地域科学研究所の研究員について、配布資

料のとおり必要事項を定めることが提案され、所要の修正を加えることとし、

承認。  

（８）高崎経済大学知の拠点化推進室規程の一部改正について  

    石川学長から、組織再編に伴う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。 

（９）諸規程の改正について  

石川学長から、学校教育法の改正等に伴う諸規程の改正について、配布資料

のとおり提案がなされ、所要の修正を加えることとし、承認。これらのうち、

教授会及び研究科委員会の議を経るものは、その審議結果を学長に報告するよ

う依頼がなされた。  

また、以上の（５）から（９）について、意見がある場合は１週間の内に報告

すること、及び本審議会以降の修正は学長及び事務局に一任とすることが確認さ

れた。 

 

５ 報告事項 

（１）学長報告 

  ① 第１０回公立大学法人高崎経済大学理事会（２０１５年２月１３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。 

③ 平成２７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。 

④ 平成２７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。 

⑤ 平成２８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２６年度成果の説明書の提出について 
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     配布資料に基づき、今年度の成果の説明書の提出について依頼がなされた。 

⑦ その他 

   前回の教育研究審議会において、部署ごとにまとめて提出するよう依頼が

なされた、平成２６年度に各センターやグループで実施したアンケートの 

集計結果について、今年度中に学長に提出するよう、再度依頼がなされた。 

（２）副学長報告 

  ① 教員免許状更新講習について 

 広報情報担当副学長から、配布資料に基づき説明があり、文部科学省の認

定を受けたこと及び４月１日（水）から受講生の募集を開始することが報告

された。 

  ② cafe あすなろについて 

広報情報担当副学長から、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 平成２６年度外部研究費の受入れ状況について 

     連携交流担当副学長から、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、２０１４年度第１１回教授会（２０１５年２月４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１１回教授会（２０１５年２月４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１１回研究科委員会（２０１５年２

月４日開催）及び第１２回研究科委員会（２０１５年２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、２０１４年度第１１回研究科委員会（２０１５年

２月４日開催）及び第１２回研究科委員会（２０１５年２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。キャリア支援チームリー

ダーから、平成２７年２月末現在の学部別就職内定状況について、配布資料に

基づき報告がなされた。  
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（８）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。 

（９）情報基盤センター長報告 

    情報基盤センター長から、配布資料に基づき説明があり、併せて書架の増設

に伴い、図書館４階のコンピュータ室を２階のコンピュータ室に移転するなど、

パソコン教室の変更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、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１１）広報センター長報告 

    広報センター長から、配布資料に基づき報告がなされた。 

（１２）事務局報告 

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、平成２７年度予算案が報告された。また、組織再編に伴い、

大学内の内線番号の見直しを行うことが報告された。 


