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第 30 回 経営協議会議事要録 

 

日  時：平成 23 年 10 月 17 日（月） 10：00～12：20 

場  所：事務局会議室（５階） 

出 席 者：相良学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、小槻理事（研究担当）、 

渡邉理事(財務担当)、中島理事（地域（社会）連携担当） 

関委員、細木委員、宮地委員、宮村委員、渡邊委員 

 

〔配付資料〕 

資料 1-1 「高知大学さきがけ志金」設置（案） 

   1-2 高知大学さきがけ志金事業（案） 

   1-3 高知大学さきがけ志金規則（案） 

   1-4 高知大学さきがけ志金専門部会要項（案） 

   1-5 高知大学さきがけ志金寄附受入要項（案） 

資料 2-1 平成 22 年度間接経費等決算額 

   2-2 平成 23 年度間接経費等執行計画（案） 

資料 3  平成 23 年度授業料免除について（案） 

資料 4-1  教育研究環境整備事業計画 

   4-2 教育研究環境整備事業計画へ盛り込むべき事業 

   4-3 「教育研究活性化事業」の推進について（案） 

   4-4 予算執行残額（運営費交付金）の取扱い（参考） 

資料 5  平成 23 年度教員研究経費（特別分）の配分について（案） 

資料 6    教育研究推進経費の配分について（案） 

資料 7    平成 23 年度教育研究基盤経費の追加配分について（案） 

資料 8  平成 23 年度教育研究環境充実経費執行計画（案） 

資料 9    平成 23 年度広報戦略事業について（案） 

資料 10   平成 23 年度学内補正予算（第２次）の編成について（案） 

資料 11  国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領（案） 

資料 12-1 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッ

ドを含む）の取扱いの改正について（案） 

   12-2 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を改

正する要領（案） 

   12-3 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を改

正する要領新旧対照表（案） 

   12-4 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領（案） 

資料 13-1 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領（案） 

     13-2 予算執行残額（運営費交付金）の取扱い（参考） 

資料 14   学内予算貸借制度について（案） 

資料 15-1 平成 24 年度文部科学省概算要求・要望のポイント 

   15-2 平成 24 年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望の構成 

   15-3 平成 24 年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望額算定の考え方等 

資料 16   平成 23 年度 財務状況 

資料 17-1 平成 23 年度 資金管理実績表 

   17-2 平成 23 年度 資金運用状況 
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議事に先立ち、吉村浩二氏の後任の経営協議会委員として、平成 23 年９月 12 日付で就任された

宮地彌典氏の紹介及び挨拶が行われた後、第 28 回経営協議会及び第 29 回経営協議会(書面会議)

の議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。 

 

〔議題〕 

１．高知大学さきがけ志金の設置について 

櫻井理事から、資料１－１～１－５に基づき、高知大学の基金である「高知大学さきがけ志

金」の設置について、設立目的や事業内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

２．平成 22 年度間接経費等決算及び平成 23 年度間接経費等執行計画について 

渡邉理事から、資料２－１、２－２に基づき、平成 22 年度間接経費等決算及び平成 23 年度

間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

３．平成 23 年度授業料免除について 

渡邉理事から、資料３に基づき、平成 23 年度授業料免除について、免除申請者の大幅な増

加に対する措置として、平成 22 年度に引き続き本学が独自に授業料免除予算の追加措置を実施

する旨及び、休学の許可等による授業料免除実施額増加に伴い必要となる経費について説明が

行われ、審議の結果、承認された。 

なお、委員より休学理由等について質問があり、渡邉理事から説明が行われた。 

 

４．教育研究活性化事業の推進について 

渡邉理事から、資料４－１～４－４に基づき、教育研究活性化事業の推進について、平成

23年３月22日開催の第27回経営協議会で承認された教育研究環境整備事業を発展的に解消し、

教育研究活性化事業として新たに策定する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。 

なお、委員より教育研究環境整備事業計画の実施予定期間について質問があり、渡邉理事か

ら説明が行われた。 

 

５．平成 23 年度教員研究経費（特別分）の配分について 

渡邉理事から、資料５に基づき、平成 23 年度教員研究経費（特別分）の配分について、科

学研究費補助金の申請率、採択率及び特別加点を評価基準として配分する旨の説明が行われ、

審議の結果、承認された。 

なお、委員より、教員研究経費（特別分）の配分方針について質問があり、渡邉理事から、

説明が行われた。 

 

６．平成 23 年度教育研究推進経費の配分について 

渡邉理事から、資料６に基づき、平成 23 年度教育研究推進経費の配分について、各部局に

要請を行っている教育研究環境整備を優先的に進めていく方針の下、配分を行う旨の説明が行

われ、審議の結果、承認された。 

 

 

７．平成 23 年度教育研究基盤経費の追加配分について 

渡邉理事から、資料７に基づき、平成 23 年度教育研究基盤経費の追加配分について、基盤

経費の配分における部局間の公平性を確保するため、追加配分を行う旨の説明が行われ、審議

の結果、承認された。 

また、渡邉理事から、全学財務委員会において今後の配分基準について、再検討する予定で

あることの説明が行われた。 
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８．平成 23 年度教育研究環境充実経費の執行について 

渡邉理事から、資料８に基づき、平成 23 年度教育研究環境充実経費の執行について、教育

研究活性化事業の下、教育研究環境整備事業である省エネ化行動計画及び施設整備事業計画並

びに設備整備事業計画の整備を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

９．平成 23 年度広報戦略事業について 

渡邉理事から、資料９に基づき、平成 23 年度広報戦略事業について、ホームページ及び広

報誌等の見直しを行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

10. 平成 23 年度学内補正予算（第２次）の編成について 

渡邉理事から、資料 10 に基づき、平成 23 年度学内補正予算（第２次）の編成について、授

業料収入の当初予算からの増加等に伴う収入予算及び授業料免除拡大等に伴う支出予算の見

直しの説明が行われ、審議の結果、承認された。 

なお、委員より、資料における項目名の表記について意見があり、渡邉理事から、表記を修

正する旨の返答がされた。 

 

11．余裕金の運用益の活用について 

渡邉理事から、資料 11 に基づき、余裕金の運用益の活用について、寄附の対象が大学組織

に対して行われ、趣旨及び目的等が本学において規則等により明文化されている基金の運用益

は、当該基金に配分し活用することとする取扱いについて定める旨の説明が行われ、審議の結

果、承認された。 

 

12．国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッドを含む）

の取扱いの改正について 

渡邉理事から、資料 12－１～12－４に基づき、国立大学法人高知大学における競争的資金

等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッドを含む）の取扱いの改正について、議題 11 で対象

となる基金については、間接経費を免除することとする旨の説明が行われ、審議の結果、承認

された。 

 

13．業務達成基準について 

渡邉理事から、資料 13－１、13－２に基づき、業務達成基準について、基準を適用する場

合の取扱いを定める旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

14．学内予算貸借制度について 

渡邉理事から、資料 14 に基づき、学内予算貸借制度について、運営費交付金をより効率的、

効果的に学内で活用するため、制度を新たに設ける旨の説明が行われ、審議の結果、承認され

た。 

 

15．平成 24 年度概算要求について 

渡邉理事から、資料 15－１～15－３に基づき、平成 24 年度概算要求について、文部科学省

概算要求・要望の概要説明及び本学の概算要求事項の説明が行われた。 

 

16．平成 23 年度第１四半期までの財務状況について 

財務部長から、資料 16 に基づき、平成 23 年度第１四半期までの財務状況について報告が行

われた。 

 

17．平成 23 年度資金管理状況について 

財務部長から、資料 17－１、17－２に基づき、平成 23 年度資金管理状況について報告が行

われた。 
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18．その他 

・委員から、本学における産学官の共同研究の状況及び学内における周知体制や外部への広報

活動状況について質問が行われ、小槻理事より国際・地域連携センターを中心として共同研

究に対する取組みを行っている旨、及び中島理事より国際・地域連携センターがニュースレ

ターを発行し、ホームページで広報をするとともに、学内の連携強化のため、メールマガジ

ン形式にて教職員に周知している旨の説明が行われた。 

また、学長より高知県の市町村との取組みや土佐フードビジネスクリエイター人材創出事

業等の取組みについて説明が行われた。 

なお、次回の経営協議会において産学官との共同研究の状況について報告を行うこととな

った。 

・学長から、次回の経営協議会を平成 23 年 11 月下旬から 12 月上旬に開催予定の旨が報告さ

れた。 

 

 

 

以 上 


