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第 50 回教育研究評議会議事録 

 

Ⅰ 日 時 平成 20 年 3 月 13 日（木） 14 時 00 分～１6時 00 分 

 

Ⅱ 会 場 本部棟 5 階｢大会議室｣ 

 

Ⅲ 出席者 議 長 岩崎学長 

      評議員 工藤、腰塚、泉、波多野、吉武、谷川、山田、水林、坪井、江口、赤平、田中、 

田瀬、中山、山田、北脇、宮本、林、岡本、海老原、大塚、野村、西川、吉田、 

石井、植松、宇川、井上、辻中、中村、五十殿、吉川、本澤、守屋、深水、KAISER、 

塩尻、板野 

     代理出席 矢花一浩教授(佐藤三久計算科学研究センター長代理) 

 

Ⅳ 配付資料 

 

  第 49 回教育研究評議会議事録(案)----------------------------------------- 〔審議資料 1-1〕 

  臨時教育研究評議会議事録(案) ------------------------------------------- 〔審議資料 1-2〕 

経営協議会学外委員候補者 ----------------------------------------------- 〔審議資料 2-1〕 

経営協議会学外委員候補者略歴(新任者分)---------------------- -【回収資料】〔審議資料 2-2〕 

経営協議会等に係る法人規則の改正について-------------------------------- 〔審議資料 3〕 

  国立大学法人筑波大学名誉教授称号授与規則の運用基準について(案)---------- 〔審議資料 4〕 

  平成 20 年度計画策定にあたっての基本的考え方----------------------------- 〔審議資料 5〕 

大学機関別認証評価における選択的評価事項について(案)-------------------- 〔審議資料 6〕 

  筑波大学学生表彰に関する法人規程の制定について(案)---------------------- 〔審議資料 7〕 

  国立大学法人筑波大学学群学則及び大学院学則の一部を改正する法人規則(案)-- 〔審議資料 8〕 

  教養教育機構の設置について(案)------------------------------------------ 〔審議資料 9〕 

  平成 21 年度以降の学群入学者選抜に係る基本的事項について----------------- 〔審議資料 10〕 

  筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画(案)-------------- 〔審議資料 11〕 

  役職教員の選考について ------------------------------------------------- 〔報告資料 1〕 

  非常勤職員の雇用年限の取扱いについて(修正案)---------------------------- 〔報告資料 2〕 

  学内宿泊施設の利便性の向上と収支の改善について-------------------------- 〔報告資料 3〕 

  アスベスト(石綿)問題に関わる対応について 

～新たな分析調査の必要性について～-------------------------------------- 〔報告資料 4〕 

  平成 20 年度研究プロジェクト経費配分方針及び執行計画について------------- 〔報告資料 5〕 

  平成 20 年度産学連携推進プロジェクトの採択課題等について----------------- 〔報告資料 6〕 

  平成 20 年度日本学術振興会特別研究員申請・内定者数一覧(研究科別)--------- 〔報告資料 7〕 

  学生の懲戒について(報告) ----------------------------------- -【回収資料】〔報告資料 8〕 

  筑波大学キャンパスでの計算機利用環境に関する学生アンケート結果の概要---- 〔報告資料 9〕 

 

議事に先立ち、岩崎学長から、数理物質科学研究科の中井直正教授が、2008 年度の日本学士院賞を受

賞した旨の報告があった。 

 

Ⅴ 議 事 

 

 〔審 議〕 

 １ 第 49 回及び臨時教育研究評議会議事録の確認 

第 49 回及び臨時教育研究評議会議事録（案）は、それぞれ原案どおり承認された。 
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 ２ 経営協議会学外委員候補者について 

   岩崎学長から、「国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則」(以下「基本規則」)

第 15 条第 1項第 4号の規定に基づき、学長が教育研究評議会の意見を聴いて任命する経営協議会学外

委員については、審議資料 2-1 のとおりとしたい旨の提案があり、審議の結果、原案どおり承認され

た。 

 

 ３ 経営協議会等に係る法人規則の改正について 

   吉武副学長から、審議資料 3 に基づき、基本規則における経営協議会及び学長選考会議に係る規定

の一部改正の趣旨及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 ４ 名誉教授称号授与規則の運用基準について 

波多野副学長から、審議資料 4 に基づき、前回の本評議会から継続審議となっている、名誉教授称

号授与資格の弾力化を図るために第 1 期中期目標・計画期間内に限って定める同運用基準の概要につ

いて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 ５ 平成 20 年度年度計画について 

   吉武副学長から、審議資料 5に基づき、平成 20 年度年度計画策定にあたっての基本的考え方及び現

段階での年度計画案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

   また、本評議会以降、年度計画案に修正が生じた場合には、取扱いを学長に一任することが併せて

承認された。 

   なお、同副学長から、年度計画案について意見がある場合は、同副学長又は総務・企画部企画課へ

申し出てほしい旨の付言があった。 

 

 ６ 大学機関別認証評価における選択的評価事項について 

   吉武副学長から、審議資料 6 に基づき、大学機関別認証評価における選択的評価事項の評価を受け

るか否かについては、平成 19 年度末までに決定することとなっている(第 39 回教育研究評議会承認)

が、評価企画室での検討結果を受け、本学としては当該評価を受審しないこととしたい旨の説明があ

り、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 ７ 筑波大学学生表彰に関する規程の制定について 

腰塚副学長から、審議資料 7 に基づき、当該規程を制定する趣旨及び規程案について説明があり、

審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 ８ 国立大学法人筑波大学学群学則及び同大学院学則の一部改正について 

   工藤副学長から、審議資料 8 に基づき、学校教育法、学校教育法施行規則及び大学設置基準の改正

等に伴う、学群学則及び大学院学則の一部改正の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり

承認された。 

 

 ９ 教養教育機構の設置について 

   工藤副学長から、審議資料 9に基づき、教養教育の再構築に係る基本的考え方及び教養教育の企画・

実施を担う教養教育機構設置の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 10 平成 21 年度以降の学群入学者選抜に係る基本的事項について 

   工藤副学長から、審議資料 10 に基づき、平成 21 年度学群入学者選抜の種類、募集人員及び試験日

程等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
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11 筑波大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画及び筑波大学温室効果ガス削減計画 

について 

 腰塚副学長から、審議資料 11 に基づき、地球温暖化対策に関する我が国の取組みを踏まえ本学にお

いて策定する、温室効果ガス排出抑制等のための実施計画及び温室効果ガス削減計画の概要について

説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 なお、同副学長から、現在、関係組織において、光熱水費の部局負担制の早期導入に向けた検討を

進めている旨の付言があった。 

 

 〔報 告〕 

１ 役職教員の選考について 

   岩崎学長から、報告資料 1 に基づき、前回の本評議会での報告以降、部局長等の内申に基づき新た

に選考を行った、本年 4月 1日から任期が始まる役職教員、並びに、基本規則第 15 条第 1項第 2号及

び第 3号の規定に基づき学長が指名する経営協議会学内委員等について報告があった。 

 

 ２ 非常勤職員の雇用年限の取扱いについて 

組織・人事部長から、報告資料 2 に基づき、非常勤職員の雇用年限に係るこれまでの検討経緯、平

成 20 年度の雇用における取扱い、今後検討が必要な事項事並びに検討の進め方等について報告があっ

た。 

これに対して、人文社会科学研究科等の教員も非常勤職員検討ＷＧのメンバーに加えるべきである

旨の意見があり、同ＷＧの構成について改めて調整することとなった。 

 

 ３ アスベスト(石綿)問題に関わる対応について 

   泉副学長から、報告資料 3 に基づき、これまで国内では使用されていないとされていた 3 種類のア

スベストが、国内の建材等から検出されたことを受けて実施する、新たな分析調査の概要について報

告があり、併せて調査に対する協力要請があった。 

   なお、同副学長から、当該分析調査が必要な建物には職員宿舎が多く含まれるため、迅速且つ丁寧

な対応を行い、居住者の不安を取り除くようにしたい旨の付言があった。 

 

 ４ 学内宿泊施設の利便性の向上と収支の改善について 

   吉武副学長から、報告資料 4 にもとづき、学内宿泊施設の利便性の向上を図るための施策、新たな

料金体系、及び収支の改善策の概要について報告があった。 

 

５ 平成 20 年度研究プロジェクト経費配分方針及び執行計画について 

水林副学長から、報告資料 5に基づき、平成 20 年度研究プロジェクト経費の配分方針及び執行計画

について報告があった。 

 

６ 平成 20 年度産学連携推進プロジェクトの採択課題等について 

  水林副学長から、報告資料 6 に基づき、当該プロジェクトの募集から採択案決定までの経緯、及び

採択課題について報告があった。 

 

 ７ 平成 20 年度日本学術振興会特別研究員の採用内定について 

   水林副学長から、報告資料 7 に基づき、日本学術振興会特別研究員への申請・内定状況について、

他大学と比較のうえ報告があった。 

 

 ８ 学生の懲戒について 

   腰塚副学長から、報告資料 8 に基づき、懲戒対象学生及び懲戒対象行為の概要、並びに、大学院教

育会議の審議を経て「訓告」の懲戒処分が決定した旨の報告があった。 
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 ９ 筑波大学キャンパスでの計算機利用環境に関する学生アンケート結果について 

   宇川学長特別補佐から、報告資料 9 に基づき、情報環境機構が実施した当該アンケート結果の概要

について報告があり、今後も定期的にアンケートを行い、情報環境整備の方向性を決定する際の判断

材料としたい旨の付言があった。 

 

 10 平成 20 年度個別学力検査等(前期日程)及び私費外国人留学生選抜における 

追試験の実施等について 

   工藤副学長から、平成 20 年度個別学力検査等(前期日程)及び私費外国人留学生選抜において、悪天

候による一部航空機便の運休・遅延のため試験を受験できなかった志願者に対する追試験の実施状況

等について報告があり、当該追試験への協力に対して謝意が表された。 

 

 11 ｢筑波大学 2020 ビジョン｣について 

   田中システム情報工学研究科長から、｢筑波大学 2020 ビジョン｣の策定状況について質疑があり、吉

武副学長から、現在、学長室等で詰めの作業を行っている段階であり、4～5月にかけて改めて本評議

会等で調整をしたい旨の説明があった。 

   関連して、吉田第三学群長から、当該ビジョンに対して意見を提出した者に対する対応に遺漏の無

いようにしてほしい旨、また、当該ビジョンの検討状況を本評議会において適宜報告してほしい旨の

意見があった。 

 

   最後に、岩崎学長から、今年度で定年退職となる評議員及び学外へ異動する事務部長の紹介があり、

慰労の言葉が述べられた。 

 

以 上 


