
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

理工学部の設置計画が認可                  第 7 回ホームカミングデーを開催  

        （9ページに関連記事）                   （16 ページに関連記事） 

 

 

 （2）  

○2016年度 JICA課題別研修「総合防災行政Ｂコース」を実施     

○理学部門 津江 保彦 教授、岡本 竜 教授、黒潮圏科学部門 新保 輝

幸 教授が独立行政法人日本学術振興会から表彰 

○高円宮妃殿下が高知大学海洋コア総合研究センターを御視察 

○キックオフシンポジウム「4次元統合黒潮圏資源学の創成」        

○第 35回南風祭及び第 67回黒潮祭を開催                                                    

○第 7 回ホームカミングデーを開催                              

○高知大学修学支援基金を設置 

                       

 

（13） 

 

(14） 

(14） 

(15） 

(15） 

(16） 

(16） 

(18） 

 

 

○人事異動 

○叙位・叙勲 

 

（5） 

（6） 

 

○役員会 

○経営協議会 

○教育研究評議会 

 

（7） 

（8） 

（8） 

 

○平成 28年度高知大学大学院秋季修了式・学位記授与式 

○平成 28年度高知大学大学院秋季入学式 

○理工学部の設置計画が認可 

○高知大学と林野庁四国森林管理局との連携協定を締結 

 

○高知大学オープンキャンパスを開催 

○高知大生が「よさこい祭り」に参加 

○赤池誠章参議院議員が高知大学を視察              

○報道関係者との懇談会を開催     

 

（9） 

（9） 

（9） 

（10） 

 

（11） 

（11） 

（12） 

（12） 
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規則等名 制定者 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

国立大学法人高知大学契約事務取扱規則

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.8.18 
規則第 20 号 平成 

28.8.18 

医学部附属病院における医療用薬品等の調達に係

る購入価格の低減等を図るため、「落札方式の特例」

として価格交渉落札方式を導入することとし、既に

政府調達の適用となる契約で導入している総合評価

落札方式とあわせ、規則中に「落札方式の特例」に

関する規定を整備するもの。 

高知大学さきがけ志金寄附受入要項の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.9.7 
規則第 21 号 平成 

28.9.7 
寄附金の受入方法として決済代行サービスを導入

することに伴い、寄附に際し寄附申込書又は寄附申

出書を要しない場合として、「本学が委託する決済代

行サービスを利用する場合」を加えるもの。 

高知大学修学支援基金寄附受入要項の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.9.7 
規則第 22 号 平成 

28.9.7 
寄附金の受入方法として決済代行サービスを導入

することに伴い、寄附に際し寄附申込書又は寄附申

出書を要しない場合として、「本学が委託する決済代

行サービスを利用する場合」を加えるもの。 

国立大学法人高知大学宿舎規則の一部を

改正する規則（平成 24 年規則第 15 号）

の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.9.14 

規則第 23 号 平成 

29.4.1 
職員宿舎については、平成 24 年度より経年による

老朽改善及び耐震改修工事を高知大学職員宿舎整備

計画により実施してきたが、これら工事は平成 27

年度をもって終了し、職員宿舎を長期的に維持する

環境が整った。これに伴い宿舎整備計画中の財源確

保のために規則の附則において「当分の間」準用し

ない旨規定していた国家公務員宿舎法施行規則第

14 条の規定に基づく経過年数による有料宿舎の使

用料の調整（５年経過ごとの宿舎使用料の減額改定）

について平成 29 年度より準用して行うこととし、当

該規定を改める。 

高知大学医学部附属病院規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.9.13 
規則第 24 号 平成 

28.10.1 
医学部附属病院における病院機能の改善・質向上

の取組をより組織的かつ継続的に行うため、医療及

びサービスの質向上や病院機能強化のための戦略・

施策の立案及び院内ラウンド等の内部チェックの実

施を通じ、医学部附属病院のクォリティマネジメン

ト及び病院機能強化に資することを目的とする「病

院機能強化戦略推進室」を設置することとし、規則

を一部改正。 

あわせて、厚生労働省の専門医の在り方に関する

検討会において、耳鼻咽喉科のサブスペシャリティ

領域として頭頸部がん治療が明文化されたこと、医

学部附属病院耳鼻咽喉科においても良性腫瘍を含め

た頭頸部腫瘍に対する外科的治療を重視しているこ

となどから、診療科名称に係る規定中「耳鼻咽喉科」

を「耳鼻咽喉科・頭頸部外科」に改めることとし、

規則を一部改正。 

学 内 規 則 
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高知大学医学部附属病院病院機能強化戦

略推進室規則 

学長 平成 

28.9.13 
規則第 25 号 平成 

28.10.1 
医学部附属病院における病院機能の改善・質向上

の取組をより組織的かつ継続的に行うため、医療及

びサービスの質向上や病院機能強化のための戦略・

施策の立案及び院内ラウンド等の内部チェックの実

施を通じ、医学部附属病院のクォリティマネジメン

ト及び病院機能強化に資することを目的とする「病

院機能強化戦略推進室」の設置に伴い、本規則を制

定。 

高知大学医学部附属病院副病院長に関す

る規則等の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.9.13 
規則第 26 号 平成 

28.10.1 
「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に

関する検討会」においてとりまとめられた「大学附

属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース等

を踏まえた特定機能病院の承認要件の見直しについ

て」等を踏まえた医療法施行規則（昭和 23 年厚生省

令第 50 号）及び関連通知の改正（平成 28 年６月 10

日公布）のうち、一層高度な医療安全管理体制の整

備に関する事項（医療安全管理責任者に副病院長を

充て院内の医療安全管理を統括させること、医薬品

安全管理責任者が行う医薬品情報の収集等を強化す

ること、診療録等の管理に関する責任者を定めるな

ど診療録等管理の強化等）に対応するため、関係規

則を一部改正。 

・高知大学医学部附属病院副病院長に関

する規則 

・高知大学医学部附属病院薬剤部規則 

・高知大学医学部附属病院診療情報管理

室規則 

高知大学医学部附属病院諸料金規則の一

部を改正する規則 

学長 平成 

28.9.13 
規則第 27 号 平成 

28.10.1 
病院で徴収する診療等の料金のうち、産科領域の

羊水細胞染色体検査及びＦＩＳＨ法加算について

は、規則中別表第１において、保険適用外料金とし

て、それぞれ 33,942 円、2,571 円に料金設定してい

たが、検査委託先（金沢医科大学）において、本年

度料金改定があったため、改定後の料金と合わせて

それぞれ 36,000 円、2,500 円に改める。なお、羊水

細胞染色体検査の名称について、検査委託に係る契

約書における検査名称と合わせることとし検査名称

を「染色体検査（羊水検査）」に改める。 

また、産科領域の流産絨毛組織染色体検査につい

て、検査委託を開始することとし、ＦＩＳＨ法加算

とあわせ、検査委託先である金沢医科大学との検査

委託の契約料金と同額の保険適用外料金を新規に設

定する。なお、流産絨毛組織染色体検査の名称につ

いて、検査委託に係る契約書における検査名称と合

わせ、「染色体検査（その他・流産絨毛組織）」とす

る。 

国立大学法人高知大学の名義使用許可に

関する要項 

学長 平成 

28.9.28 
規則第 28 号 平成 

28.10.1 
現在の国立大学法人高知大学の共催等の名義使用

許可にあたっては、「高知大学の共催、後援又は協賛

名義使用許可基準」（平成 17 年 10 月 20 日学長裁定）

により行っているが、手続きや判断基準について不

明確な部分があることから、今回、高知大学規則集

に掲載する要項として改めて明確に規定し、学内外
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に広く周知するもの。 

国立大学法人高知大学における会計機関

の補助者の指定に関する規則の一部を改

正する規則 

学長 平成 

28.9.29 
規則第 29 号 平成 

28.9.29 
研究国際部が「受入れの決定」までの事務を処理

している外部資金等の「契約」に係る事務について

は契約担当役の事務の補助者として財務課が処理を

行うこととされているが、実態として研究国際部の

受入等担当係が外部機関等との調整、契約書案の作

成等を行った上で、財務課において処理を行ってい

ることから、事務処理の迅速化を図るため、受入れ

決定後の契約に関する事務についても契約担当役の

事務の補助者として研究国際部が処理できることと

し、規則を一部改正し、「契約担当役の補助者」に係

る規定に研究国際部の受入等担当係長を追加する。 

また、既に規定されている医学部・病院事務部の

「契約担当役の補助者」に係る規定について、研究

国際部に係る規定と合わせた規定とすることとし、

文言等を調整する。 

国立大学法人高知大学廃棄薬品類処理細

則の一部を改正する規則 

学長 平成 

28.9.28 
規則第 30 号 平成 

28.9.28 
廃棄薬品類の処理においては、貯留容器に廃液の

種類が明確に表示されておらず、廃液処理業者から

苦情を受けている。 

このことから、今回、実験廃棄物の処理を審議決

定する環境保全委員会において、廃液について廃液

の種類・番号を明確に表示した指定のポリ容器に貯

留させるよう処理方法を改めることに伴い、細則中

別表注記において薬品廃液の貯留容器について「液

体は 20 ㍑ポリ容器」としていた規定を「液体は指定

のポリ容器」に改める。 

 



○人事異動

[教員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.8.31 佐竹　宏文 臨床医学部門　助教
H28.8.31 宮﨑　涼平 臨床医学部門　助教
H28.9.30 加藤　諒 医学部附属病院　特任助教
H28.10.31 木嶋　美香 基礎医学部門　助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.8.1 樋口　智紀 基礎医学部門　助教
H28.8.1 世良田　聡 医学部附属病院　特任准教授
H28.10.1 深山　誠也 人文社会科学部門　講師
H28.10.1 都築　たまみ 臨床医学部門　助教
H28.10.1 長谷川　拓哉 複合領域科学部門　助教
H28.10.1 南場　寛文 臨床医学部門　助教
H28.10.1 黒岩　朝 医学部附属病院　特任助教

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H28.8.1 山﨑　一郎 臨床医学部門　准教授

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.9.1 市川　厚 基礎医学部門　助教 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

[事務系職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.9.30 竹﨑　はるな 医学部・病院事務部医事課地域医療連携係　係員

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.8.1 弘瀬　公美子 高知工業高等専門学校 財務部財務課総務係　係員
H28.8.1 久保山　明彦 高知工業高等専門学校 医学部・病院事務部会計課総務係　係長

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.9.1 新井　和乃 海洋コア総合研究センター　特任専門職員

H28.10.1 西村　昌浩 総務部総務課人文社会科学事務室人文社会科学事務係　主任 放送大学学園総務部総務課職員係　主任

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H28.8.1 安井　理絵 法人企画課法人企画係　係員 高知工業高等専門学校
H28.8.1 井手　顕一 医学部・病院事務部会計課総務係　係長 高知工業高等専門学校

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H28.10.1 白米　英里 研究国際部地域連携課地方創生推進室地方創生推進係　主任 研究国際部地域連携課地方創生推進室地方創生推進係　係員

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.8.1 黒川　晋平 財務部財務課予算企画係　係員 研究国際部学術情報課情報システム係　係員

H28.8.1 今城　早織 財務部財務課総務係　係員 医学部・病院事務部会計課予算係　係員
H28.8.1 浪上　健一 財務部施設企画課　課長補佐 医学部・病院事務部施設管理室　室長
H28.8.1 天畠　慎一 研究国際部学術情報課情報システム係　係員 財務部財務課予算企画係　係員
H28.8.1 谷脇　源太 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係員 医学部・病院事務部会計課医学部担当係　係員
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H28.8.1 川内　博文 医学部・病院事務部会計課予算係　主任 法人企画課法人企画係　主任
H28.8.1 川村　龍市 医学部・病院事務部会計課医学部担当係　主任 医学部・病院事務部総務企画課総務係　主任

H28.8.1 林　和也 医学部・病院事務部施設管理室　室長 財務部施設企画課　課長補佐
H28.10.1 土居　千里 総務部付　主任 総務部総務課人文社会科学事務室人文社会科学事務係　主任

H28.10.1 山﨑　満江 医学部・病院事務部総務企画課地域医療支援室臨床研修係　主任 医学部・病院事務部総務企画課教室等支援室　主任

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.8.16 宮原　茉莉花 医学部附属病院看護部　看護師
H28.8.31 吉本　憲司 医学部附属病院看護部　看護師
H28.8.31 野老山　紗希 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H28.8.31 丸岡　智喜 医学部附属病院看護部　看護師
H28.9.14 幸﨑　万里子 医学部附属病院看護部　看護師
H28.9.30 田中　栞 医学部附属病院看護部　看護師
H28.9.30 和泉　可奈子 医学部附属病院看護部　看護師
H28.10.31 岡林　里々子 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H28.10.1 吉永　由菜 医学部附属病院検査部　臨床検査技師
H28.10.1 吉田　沙弥香 医学部附属病院看護部　看護師

【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H28.9.1 市川　厚 基礎医学部門　助教 医学部附属病院検査部　臨床検査技師

○叙位・叙勲
　　高知大学名誉教授　 中内　光昭（平成２８年９月１２日死亡）

　叙位　正四位

　　高知医科大学名誉教授　 原　弘（平成２８年９月２１日死亡）
　叙位　正四位

　　高知大学名誉教授　 西村　久子（平成２８年１０月２７日死亡）
　叙位　従四位
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第２７３回役員会（９月14日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(2) 大学教員の採用人事について 

(3) 卓越研究員事業による教員の採用について 

(4) 宿舎使用料等の改定について 

(5) 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について 

〔報告事項〕 

(1) 大学教員の再任について 

(2) 平成 28年度文部科学省第２次補正予算（案）について 

(3) 平成 29年度概算要求について 

(4) その他 

 

第２７４回役員会（９月21日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 平成 28年度間接経費等執行計画について 

〔報告事項〕 

(1) その他 

 

第２７５回役員会（９月28日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 国立大学法人高知大学広報基本方針の改正について 

(2) 国立大学法人高知大学の名義使用許可に関する要項の制定について 

(3) 大学教員人事案について 

(4) 損害賠償請求事件について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 28年度進学担当者説明会について 

(2) 平成 28年度オープンキャンパスについて 

(3) 平成 28年度第１四半期の財務状況について 

(4) 平成 28年度第１四半期の資金管理状況について 

(5) 平成 28年（2016年）熊本地震に係る学生の帰省先の被害状況について 

(6) 規則の制定について 

(7) その他 

 

第２７６回役員会（10月12日） 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る人事案について 

(2) 高知大学大学教育再生加速プログラム事業実施本部要項（案）について 

〔報告事項〕 

会 議 
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(1) 熱帯農業に関するＳＵＩＪＩコンソーシアムに基づくＳＵＩＪＩジョイント・ディグリー・プログラム（ＳＵ

ＩＪＩ-ＪＤＰ）の名称変更等について 

(2) 平成 29年度学年暦・年間行事予定表について 

(3) その他 

 

第２７７回役員会（10月26日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(2) 初代理工学部長の選考等について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 28年度国立大学改革強化推進補助金（総合支援型）について 

(2) 資金運用状況について 

(3) 規則の制定について 

(4) 損害賠償請求事件について 

(5) その他 

 

第６１回経営協議会（９月 15日） 

 議事 

(1) 平成 27年度国際交流活動について 

(2) 平成 28年度間接経費等執行計画について 

(3) 平成 28年度文部科学省第２次補正予算（案）について 

(4) 平成 29年度概算要求について 

(5) 平成 27事業年度財務諸表及び積立金の処分にかかる承認について 

(6) 資金運用状況について 

(7) その他 

 

第７６回教育研究評議会（８月８日） 

(1) 経営協議会の学外委員について 

 

第７７回教育研究評議会（９月 21日） 

議事 

(1) 修学支援基金奨学金制度（案）について 

(2) 平成 28年度「大学教育再生加速プログラム」の交付内定について 

(3) その他 
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○平成 28 年度高知大学大学院秋季修了式・学位記授与式 
 
平成 28 年 9 月 20 日（火）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 28 年度高知大学大学院

秋季修了式・学位記授与式」が関係者出席のもと挙行された。総合人間自然科学研究科農学専攻（AAP）
4 名に修士の学位、総合人間自然科学研究科医学専攻（論文含め）2 名、黒潮圏総合科学専攻 1 名に博

士の学位がそれぞれ授与された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                （修了式・学位記授与式の様子） 
 
○平成 28 年度高知大学大学院秋季入学式 
 
平成 28 年 10 月 7 日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 28 年度高知大学大学院

秋季入学式」が挙行された。修士課程では総合人間自然科学研究科農学専攻（AAP）1 名、博士課程

では総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻 2名の入学が許可された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
（入学式の様子） 

 
○理工学部の設置計画が認可 
 
 平成 28 年 3 月に文部科学省に申請した高知大学理工学部の設置計画について、大学設置・学校法人

審議会の審議を経て、8 月 26 日付けで「設置を可」とする旨の連絡があった。 

学 事 
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理工学部は、現在の理学部 2 学科（理学科、応用理学科）を 5 学科（数学物理学科、情報科学科、

生物科学科、化学生命理工学科、地球環境防災学科）に改組し、理学部で培った基礎・応用理学教育

を更に充実させるとともに、全国でも珍しい防災理工学系の地球環境防災学科を設置するほか、情報

分野及び化学生命分野でも工学系の機能強化をすることで、幅広い教養と高度で実践的な専門能力を

身に付けた専門職業人の育成を図る教育課程を編成する。入学定員は 240 人。 

 
 
○高知大学と林野庁四国森林管理局との連携協定を締結 
 
 平成 28 年 10 月 21 日（金）、林野庁四国森林管理局において、高知大学と林野庁四国森林管理局と

の連携と協力に関する協定締結式が行われた。高知大学からは脇口宏学長、櫻井克年理事（総務・国

際・地域担当）ら、林野庁四国森林管理局からは大山誠一郎局長、木村和久業務管理官ら双方合わせ

て 16 名が出席し、脇口学長と大山局長が協定書に署名を交わし連携協定を締結した。 
 高知大学は、平成 27 年 7 月 27 日に農学部（現：農林海洋科学部）と林野庁四国森林管理局との間 
で連携協定を締結していたが、近年、農林海洋科学部以外の学部においても新たな取組が開始されて 
いることから、これまでの学部間協定を全学協定に発展・進化させ、それぞれの人材や資源の活用を

通して、森林の有する多面的機能の持続的発揮や活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展に資する 
調査研究及び人材育成等の推進を図ることとしている。 
 締結式では、脇口学長が、文部科学省 COC 事業や COC＋事業のほか、地域協働学部の新設を含め 
た全学的な教育組織改革など、地域の大学としてこれまで実践してきた様々な取組紹介とともに、そ 
れら取組から同局との連携案が創出されていると挨拶し、また、大山局長は、「学部間協定から大学協

定になることで農林海洋科学部だけでなく、ニホンジカ被害対策としての生育調査や、魚梁瀬林業史 
等の地域連携事業への発展に多いに期待が高まる」と挨拶した。 
 調印式では、それぞれの担当者から取組事例 3 点のポスター発表が行われ、連携事業の進捗状況が

報告された。 
 今後、両者は、合同シンポジウムの開催や研究フィールド協力、双方の人員派遣、魚梁瀬林業史研

究と森林鉄道日本遺産申請に向けた連携事業を実施することとしている。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       （協定締結式の様子） 
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○高知大学オープンキャンパスを開催 

 
 平成 28 年 8 月 6 日（土）に朝倉キャンパス、7 日（日）に朝倉・岡豊・物部の各キャンパスにおいて、

高校生、高等学校教諭、保護者の方を対象にそれぞれオープンキャンパスを開催した。 

 

 

 

 

 

 

  

 
（朝倉キャンパス）             （朝倉キャンパス） 

  

 

 

 

 

 

 

 
（岡豊キャンパス）             （物部キャンパス） 

 
○高知大学が「よさこい祭り」に参加 

 

平成 28 年 8 月 10 日（水）・11 日（木）に開催された「第 63 回よさこい祭り」に、全国から 205 チ

ーム（約 1 万 8 千人）が参加する中、高知大生チームは総勢 9 チーム（青ノ春、叢雲、醫、日章踊り子

隊、南溟寮、南風、旅鯨人、炎、粋恋）が参加した。伝統のエコなブルーシートの地方車と寮歌を入れ

た男子寮チーム、高知大学沖縄県出身者らによるエイサー太鼓とのコラボチーム、全国に散らばった

OB・OG 中心のチーム等が、熱気と声援の中、それぞれの思いを込めて若い力と輝きを放ち続けた。 

また、高知大学生は、よさこい祭りの運営にもスタッフやボランティア参加をしている。各会場

からは高知大学生はいつも地域の活性化に貢献している。本当にありがたいと声が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

諸 報 
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粋恋（すいれん）             旅鯨人（たびげいにん） 

 
○赤池誠章参議院議員が高知大学を視察 

 
 平成 28 年 9 月 9 日（金）、元文部科学政務官の赤池誠章参議院議員が高知大学朝倉キャンパスを訪問

し、大学本部、地域連携推進センターを視察した。 

 脇口宏学長から地域活性化の中核的拠点として高知大学が進める改革プランについて説明を受けた後、

執印太郎理事（研究・医療担当）、箱田規雄理事（財務・労務担当）らを交えた意見交換を行った。 

 また、地域連携推進センターでは、高知県の食料産業の中核人材を育成する「土佐フードビジネスク

リエーター（土佐 FBC）事業」や地域の課題解決及び域学連携強化のために取り組んでいる COC/ 

COC＋事業のほか、昨年度から新設された地域協働学部の教育目的やカリキュラムの説明を受けた後、 

フィールド実習・学年末研究論文を経験した 1 期生の成果について議論等を行った。 

 赤池誠章議員からは、「大学の知と人材を活用とした取組が突破口となり、地域での産学連携が多角的

に展開され、持続可能な地方創生に繋げていただきたい。」と期待の声が寄せられた。 

 なお、今回の視察には、高知県選出の高野光二郎参議院議員と浜田豪太高知県議会議員が同行した。 

 

 

 

 

      

 

 

 
（高知大学役員と意見交換）       （地域連携・産学連携の取組状況を聴く）   

  
○報道関係者との懇談会を開催 

 
 平成 28 年 9 月 21 日（水）、高知サンライズホテルにおいて、県内の報道関係者との懇談会を開催し

た。 

本懇談会は、高知大学の現状や重点的な取組を紹介し、大学に対する理解を深めていただき地域への

情報発信につなげていくことを目的に初めて開催した。 

 当日は報道機関の支局等から 11 名、高知大学から脇口宏学長はじめ、理事、学部長等 13 名が出席し

た。 
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 はじめに脇口学長から本学の取組の紹介を交えた開会の挨拶があり、続いて櫻井克年理事（総務・国

際・地域担当）から教育組織改革や COC＋事業について説明を行った後、意見交換が行われた。 

 

 

 

 

     

 

 

 
 （脇口学長による開会挨拶）   

 

 
○2016 年年度 JICA 課題別研修「総合防災行政 B コース」を実施 

 
 平成 28 年 8 月 24 日（水）から 9 月 28 日（水）の間、高知大学は、JICA 課題別研修「総合防災行

政 B コース」を実施した。 

この研修コースは、政府開発援助（ODA）の一環として、独立行政法人国際協力機構（JICA）から

高知大学が受託した事業である。津波被害を含む災害が予測される 10 か国（南米カリブからチリ、ガ

イアナ、グレナダ、ジャマイカ、大洋州からパラオ、ナウル、フィジー、ソロモン諸島、アジアからフ

ィリピン、バングラデシュ）から 14 名の行政官を招き、南海トラフ大地震等に対する防災に焦点をあ

て、神戸市、宮城県の被災地、高知県の順に、国、自治体、自主防災組織などの防災の取組について視

察・講義を実施した。 

研修の最後には、自国で取り組むアクションプランの作成を行い、公共施設の耐震性の強化、防災マ

ップの作成、コミュニティレベルでの防災意識向上への取組等、多岐にわたる提案が行われた。 

 

 
 
 
 
 
       
 
 
                 （閉講式の様子） 
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○理学部門 津江保彦教授、岡本竜教授、黒潮圏科学部門 新保輝幸教授が独立行政法人日本学術振興会

から表彰 

 
 平成 28 年 7 月 31 日（日）、理学部門の津江保彦教授が、平成 27 年度特別研究員等審査会専門員（書

面担当）及び国際事業委員会書面審査員として、有意義な審査意見を付し、公平・公正な審査に大きく

貢献したとして、独立行政法人日本学術振興会から表彰された。 

 平成 28 年 9 月 30 日（金）、理学部門の岡本竜教授、黒潮圏科学部門の新保輝幸教授が、平成 28 年度

科学研究費助成事業（科研費）の第 1 段審査（書面審査）で有意義な審査意見を付した審査員として、

独立行政法人日本学術振興会から表彰された。 

 両表彰は、平成 28 年 8 月 3 日（水）及び平成 28 年 10 月 28 日（金）、学長室において、脇口宏学長

にそれぞれ報告が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  （8 月 3 日学長報告 津江教授（右））   （10 月 28 日学長報告  

新保教授（右）岡本教授（左）） 

 
○高円宮妃殿下が高知大学海洋コア総合研究センターを御視察 

 
 平成 28 年 10 月 2 日（日）、高円宮妃殿下が高知大学海洋コア総合研究センターを御視察された。 

 脇口宏学長、徳山英一海洋コア総合研究センター長並びに連携施設である海洋研究開発機構から東垣

理事や石川剛志高知コア研究所長が出迎えた。 

 高円宮妃殿下は、徳山センター長などから施設の概要や高知県室戸沖で行われている海底探査船「ち

きゅう」による掘削調査などの説明をお聞きになられた後、掘削コア試料を保管している冷蔵保管庫 

などの施設を見学された。 

 御視察では、深海底の様々な形、色、材質の堆積物を顕微鏡で観察され、その多様性に驚かれるとと

もに、どのように海底に運ばれるのか、これらを使ってどのような研究が行われているかなどの質問を

されながら耳を傾けておられた。 

 なお、この視察には、尾﨑正直高知県知事、武石利彦高知県議会議長が同行された。 
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（御視察される高円宮妃殿下と脇口宏学長ら） 

 
○キックオフシンポジウム「4 次元統合黒潮圏資源学の創成」を開催 

 
 平成 28 年 10 月 7 日（金）、高知会館において、キックオフシンポジウム「4 次元統合黒潮圏資源学

の創成―総合的海洋資源管理新時代の幕開け―」を開催した。 

本ジンポジウムは第 3 期中期計画や農林海洋科学部発足に合わせ、平成 28 年度から 6 ケ年計画で開

始した海洋資源の維持・管理・有効活用を包括的に研究するプロジェクト（4 次元統合黒潮圏資源学の

創成）の趣旨・目標を多くの人々に知っていただくことを目的として実施した。 

脇口宏学長の開会挨拶、文部科学省研究振興局学術機関課の石﨑宏明学術研究調整官の来賓挨拶、 

プロジェクトリーダー徳山英一海洋コア総合研究センター長による趣旨説明の後、寺島紘士海洋政策研

究所長の基調講演、プロジェクト各課題担当者による講演がそれぞれ行われた。 

 

 

 

 

      
     （ 

 

 
（脇口学長による開会挨拶）       （シンポジウムの様子） 

 
○第 36 回南風祭及び第 67 回黒潮祭を開催 

 
 平成 28 年 10 月 8 日（土）・9 日（日）の 2 日間、岡豊キャンパスにおいて、第 36 回南風祭が行われ

た。南風祭は、高知医科大学の大学祭として昭和 56 年にスタートし、統合後は、医学部の大学祭とし

て開催されている。今年のテーマは「南風大作戦 2016～医大をリオより盛り上げな祭～」。高知の人気

有名店が集結する「名店街」や医学部ならではの医療展や講演会、健康チェック、附属病院患者さん

の作品展示、ライブ企画などが行われた。 

平成 28 年 10 月 29 日（土）・30 日（日）の 2 日間、朝倉キャンパスにおいて、第 67 回黒潮祭が行わ

れた。今年のテーマは「華彩―かさ―」。手作りのマスコットキャラクター、出張日曜市、イルミネ
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ーション点灯等や地域協働学部と地域の出店が行われた。 
 両大学祭は学生同士、同窓生、地域の方々や受験生等とも交流を深めている。 

 
 

 

 

 

 

 

 
        （南風祭の様子）              （黒潮祭の様子） 

 
○第 7 回高知大学ホームカミングデーを開催 

 
平成 28 年 10 月 30 日（日）、第 7回高知大学ホームカミングデーを開催した。 

第 7 回目となる今年も「絆 ふれあい ～過去、現在、未来～」をテーマに記念式典や記念講演、各

学部イベントなどが行われ、多くの卒業生、学生、教職員らが参加した。 

記念式典では、脇口宏学長、田中拓美同窓会連合会会長の挨拶に続き、高知大学合唱団と参加者全員

で学歌を斉唱した。その後、今年初めて、親・子・孫の 3 世代にわたって高知大学で学んだ家族を表彰

する 3 世代表彰を実施し、申し出のあった 1 組が紹介され、感謝状と記念品が贈られた。 

記念講演会では、元厚生労働事務次官の村木厚子氏（文理学部卒業）が、「高知家総活躍プラン！」と

題して、学生時代の思い出や少子高齢化社会の現状を踏まえた今後の高知県への期待について講演し、

好評を博した。 

そのほか、懐かしの高知大学写真展では、母校の在りしの日の姿に話が弾む卒業生の姿があった。ま

た、学生のイベントのお茶会、よさこい鳴子踊り、マジックショー等や大学祭の黒潮祭も開催され、終

日賑わった。 

 

 

 

 

 

 

 

     
 （3 世代表彰）            （記念講演会：村木厚子氏） 

  
○高知大学修学支援基金を設置 

 
 高知大学修学支援基金設置は平成 28 年 6 月に規則を整備し、文部科学省に 8 月認可され、奨学金の

給付対象となる学生の条件や給付金額などの検討を進めてきた。 
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経済的に困窮する学生の支援は全国的な課題となっており、高知大学においても学費を確保するため

にやむを得ず休学あるいは退学を余儀なくされる学生が増加していることから、経済的に苦しい学生を

対象に、来年度から返済不要の奨学金を支給することとした。 

今回創設した奨学金の支給額は年 30 万円で、原則、厳しい家計状況にあり、かつ、意欲的に修学に

励み将来の目標が明確な学生を対象とし、指導教員の推薦が必要としている。この基金への寄附にあた

っては、平成 28 年度税制改正により税額控除となる。また、「クレジットカード決済」、「コンビニ決済」、

「Pay- easy 決済」、などのインターネット決済サービスの利用が可能である。 
今後、教職員、卒業生をはじめ、高知県内の企業、県民からの寄附を広く募ることとしている。 
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８月 

１日（月）  辞令交付 

      教育ミーティング 

若手教員評価委員会 

３日（水） 総合研究センター運営戦略室会議 

      ＣＯＣ＋研究経費選考委員会 

      環境保全委員会 

４日（木） 「独立行政法人大学改革支援・学位授 

      与機構」発足記念式典 

５日（金）  平成 28年度大学質保証フォーラム 

６日（土） オープンキャンパス（朝倉） 

７日（日） オープンキャンパス（朝倉・岡豊・ 

物部） 

高知大学・大豊町・高知県によるタイ 

国視察（～９日） 

８日（月）  第 76回教育研究評議会 

９日（火） 平成 27年度及び第 2期中期目標期間 

評価ヒアリング 

２４日（水） 平成 28年度中国・四国地区国立大学 

法人等技術職員研修四経連懇話会 in 

高知ＳＰＯＤフォーラム（～２５日） 

２５日（木） 平成 28年度中国・四国地区国立大学法 

       人法人等技術職員組織マネジメント研

究会 

２６日（金） 大学院教育学専攻（修士課程）入学試験 

２７日（土） 大学院理学専攻（修士課程）入学試験 

２８日（日） 大学院応用自然科学専攻（修士課程）入 

学試験 

２９日（月） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

        

９月 

１日（木） 希望社会創発教育研究センター 

（仮称）のあり方検討幹事会 

２日（金） 社会人ＡＯ、地域協働学部ＡＯ入試第 

1次選抜 

 ３日（土） 高知大学南溟会記念講演会 

４日（日） アドミッションセンター教員選考委員会 

５日（月） 学長事務総括本部会議 

       理事懇談会 

学長懇談会 

       入試企画実施機構会議 

       第 2回学生・教育支援機構会議 

      教育ミーティング 

７日（火） 経営企画推進機構教員人事基本方針検討 

部会 

       教育研究部会議 

       アドミッションセンター教員選考委員 

       会 

１２日（月） 学長懇談会  

       平成 29年 4月高知大学理工学部設置に 

係る記者会見 

学士課程運営委員会 

医学部連絡調整会議 

教育ミーティング 

ＪＩＣＡ総合防災行政歓迎会 

１３日（火） 大学ＩＣＴ推進協議会理事会 

科研費講演会（物部地区、岡豊地区） 

附属病院運営委員会 

ＡＭＥＤによる創薬支援ネットワーク 

事業説明会 

１４日（水） 人文社会科学部、理学部第 3年次編入学 

試験 

科研費講演会（朝倉地区） 

理事懇談会 

第 273回役員会 

１５日（木） 学長選考会議 

第 61経営協議会 

１６日（金） 国立大学法人等施設整備に関する説明会 

第 2回教育プログラム開発委員会 

１７日（土） 大学院人文社会科学専攻（修士課程）入 

学試験 

２０日（火） 大学院修了式・学位記授与式 

日 誌 
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２１日（水） 第 77回教育研究評議会 

      第 274回役員会 

       高知大学と報道関係者との懇談会 

２３日（金） ＳＵＩＪＩセミナー（～２７日） 

２６日（月） 全学教育機構会議 

教育ミーティング 

２７日（火） 理工学部ＡＯ入試第 1次選抜 

       社会人ＡＯ、地域協働学部ＡＯ入試第 2 

       次選抜 

       安全衛生委員会（朝倉地区） 

２８日（水） 地（知）の拠点大学による地方創生推進

事業平成 28年度評価面接評価 

第 275回役員会 

       環境保全委員会 

       ＪＩＣＡ閉講式、送別会 

２９日（水） 設備サポート戦略室運営委員会 

       

１０月 

３日（月） 国立大学法人等担当理事連絡会議 

学長事務総括本部会議 

辞令交付 

学長懇談会 

高知大学のあり方に関する意見交換会 

       入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

 ５日（水） 教育研究部会議 

       個人情報保護研修会 

６日（木） テニュア資格審査会 

 ７日（金） 大学院秋季入学式 

       キックオフシンポジウム「4 次元統合黒

潮圏資源学の創成」 

１１日（火） 附属病院運営委員会 

       手術部運営に関する意見交換会 

１２日（水） 第 276回役員会 

１３日（木） 高等教育における国立大学の将来像ＷＧ 

 テニュア資格審査会 

 第 3回「大学連携まち・ひと・しごと創 

生推進本部会議」 

 経営企画推進機構教員人事基本方針検 

討部会 

１５日（日） 理工学部ＡＯ入試第 2次選抜 

       第 5回高知コアセンター講演会 

１７日（月） 学長懇談会 

       学長事務総括本部会議 

       学士課程運営委員会 

       教育ミーティング 

１９日（水） ＦＤ・ＳＤ研修会 

２０日（木） 全国国立大学学生指導担当副学長協議会 

（～２１日） 

       第 10回高知県地域社会連携推進本部会 

       議 

       経営企画推進機構教員人事基本方針検 

討部会 

２１日（金） 高知大学と林野庁四国森林管理局との連

携協定調印式 

２２日（土） 農林海洋科学部ＡＯ入試第 1次選抜 

 

２４日（月） 学長懇談会 

       理事懇談会 

       総合人間自然科学研究科委員会 

       第 1回大学教育再生加速プログラム事業 

実施本部会議 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

２５日（火） 附属学校園運営委員会 

２６日（水） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

第 277回役員会 

附属病院共同指導講演会 

２７日（木） 平成 28年度中国・四国地区国立大学法 

       人等労働安全衛生協議会（～２８日） 

       平成 28年度中国・四国地区国立大学法 

       人等労働安全衛生管理担当役員会 

       大学院入学試験委員会 

研究推進戦略委員会 

       高知學長会議 

       教育研究活性化事業（研究推進）採択選 

考委員会 

２８日（金） 若手教員との意見交換会 
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２９日（土） 黒潮祭（～３０日） 

３０日（日） 第 7回高知大学ホームカミングデー 

３１日（月） 学長懇談会 

       3つのポリシー見直しＷＧ 
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