第 16 回地域協働学部教授会 議事要録

日

時：平成 28 年７月 13 日（水） ９時 00 分～11 時 30 分

場

所：総合研究棟会議室１（２階）

出 席 者：上田学部長、辻田副学部長、大石副学部長、池田教授、市川教授、内田教授、鈴木教授、
玉里教授、石筒准教授、大槻准教授、霜浦准教授、中澤准教授、松本准教授、湊准教授、
今城講師、須藤講師、田中講師、藤岡講師、俣野講師、斉藤助教、佐藤助教、立川准教授、
廣瀬准教授、吉用准教授、森助教
欠 席 者：受田教授、中村准教授、新納教授、塩崎教授
陪 席 者：黒笹特任教授
（学務課地域協働学部教務係）近藤
（総務課地域協働事務室）山本、笹岡
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議事に先立ち、上田学部長から、第 15 回地域協働学部教授会議事要録の確認が行われ、承認された。

議

事：

【報告事項】
１． 第 75 回教育研究評議会の報告について
上田学部長から、資料１に基づき、第 75 回教育研究評議会について報告が行われた。

２． 平成 28 年度第 2 回アドミッションセンター運営委員会の報告について
石筒准教授から、資料２に基づき、平成 28 年度第 2 回アドミッションセンター運営委員会について報告が行
われた。また、机上配布資料１に基づき、平成 28 年度オープンキャンパスのスケジュールについて説明が行わ
れた。

３． 平成 28 年度第１回資格教育委員会の報告について
斉藤助教から、資料３に基づき、平成 28 年度第１回資格教育委員会について報告が行われ、今年度の社会教
育主事講習について内田教授及び斉藤助教が主担当となることが報告された。

４． 平成 28 年度第３回学士課程運営委員会の報告について
大石副学部長から、資料４に基づき、平成 28 年度第３回学士課程運営委員会について報告が行われた。

５． 平成 28 年度第３回全学教育機構会議の報告について
上田学部長から、資料５に基づき、平成 28 年度第３回全学教育機構会議について報告が行われた。

６． 平成 28 年度第１回４学期制導入に係るタスクフォース会議の報告について
上田学部長から、資料６に基づき、平成 28 年度第１回４学期制導入に係るタスクフォース会議について報告
が行われた。

７． 第 18 回教育組織改革実施本部会議の報告について
上田学部長から、資料７に基づき、第 18 回教育組織改革実施本部会議について報告が行われ、地域協働学専
攻（仮称）の設置について今後検討が必要となることが報告された。

８． 平成 28 年度第１回就職委員会の報告について
池田教授から、資料８に基づき、平成 28 年度第１回就職委員会について報告が行われた。

９． 平成 28 年度第４回入試企画実施機構会議の報告について
鈴木教授から、資料９に基づき、平成 28 年度第４回入試企画実施機構会議について報告が行われた。

１０．

平成 28 年度第３回地域協働学部教務委員会の報告について

大石教授から、資料 10 に基づき、平成 28 年度第３回地域協働学部教務委員会について報告が行われた。
なお、授業改善アクションプランに関して、授業担当教員に対して、15 週目アンケートへの協力依頼があった、
１１．

平成 28 年度第４回・第５回地域協働学部総務委員会の報告について

辻田副学部長から、資料 11-1 に基づき、平成 28 年度第４回及び第５回地域協働学部総務委員会の議題につ
いて報告が行われた。
（１）
「地域協働教育推進会議」における給与支払い事務所等の開設届出書の提出及び法人番号の取得について
笹岡係員から、資料 11-2 に基づき、
「地域協働教育推進会議」における給与支払い事務所等の開設届出書の
提出及び法人番号の取得について説明が行われた。
（２）時間外及び休日における印刷室等の鍵の管理について
辻田副学部長から、口頭にて、時間外及び休日における印刷室等の鍵の管理について、地域協働事務室横の
給湯室にて鍵を保管することとし、給湯室の鍵については複製したものを教員へ配布予定であることが報告さ
れた。

（３）平成 28 年度地域協働パートナー説明会の開催予定日について
辻田副学部長から、卓上配布資料２及び３に基づき、平成 28 年度地域協働パートナー説明会の開催予定日に
ついて説明が行われた。
（４）平成 28 年度第４回地域協働学部広報・予算部会の報告について
辻田副学部長から、資料 12-1 に基づき、平成 28 年度第４回地域協働学部広報・予算部会の議題について報
告が行われた。
①広報記録の対応（前回教授会以降対応分）について
辻田副学部長から、資料 12-2 に基づき、広報記録の対応（前回教授会以降対応分）について報告が行われた。
②平成 28 年度高校訪問について
中澤准教授から、机上配布資料４に基づき、平成 28 年度高校訪問の方針について説明が行われた。なお、Ａ
Ｏ入試Ⅰでの志願が想定される高校については、８月 12 日（金）までに訪問することを目標とすることが確認
された。
③地域協働企画立案実習報告会開催の案内について
辻田副学部長から、資料 12-3 に基づき、地域協働企画立案実習報告会開催の案内について報告が行われた。
④平成 28 年度地域協働学部予算の配分案について
辻田副学部長から、資料 12-4 に基づき、平成 28 年度地域協働学部予算の配分案について説明が行われた。
なお、２年生実習用基礎配分額について、高知市、黒潮町及び大豊町における配分額はそれぞれ 10 万円（５
万円×２カ所）とすることが確認された。
⑤実習関係予算の確定までの流れについて
辻田副学部長から、口頭にて、実習関係予算の確定までの流れについて、実習担当者会議にて合意を得たう
えで、実習プログラム専門委員会を経て広報・予算部会にて審議することが報告された。
なお、
予算要求のための様式を作成することとなり、
その様式に支出決定までの流れを加えることとなった。
⑥来年度の学部パンフレットの見積もり額について
吉岡准教授から、資料 12-5 に基づき、来年度の学部パンフレットの見積もり額について報告が行われた。
⑦「地域協働教育推進会議」2016 年度会報誌の見積もり額について
笹岡係員から、資料 12-6 に基づき、
「地域協働教育推進会議」2016 年度会報誌の見積もり額について報告が
行われた。
（５）平成 28 年度第１回地域協働学部企画・評価部会の報告について
辻田副学部長から、資料 13 に基づき、平成 28 年度第１回地域協働学部企画・評価部会について報告が行わ
れた。

１２．

年度計画の実施、評価及び報告における実施体制について

辻田副学部長から、口頭にて、年度計画の実施、評価及び報告における実施体制について説明が行われた。

１３．

「地域協働教育推進会議」第１回商品開発等の拠点施設整備ＷＧの報告について

上田学部長から、資料 14 に基づき、
「地域協働教育推進会議」第１回商品開発等の拠点施設整備ＷＧについ
て報告が行われた。

１４．

その他

・平成 29 年度地域協働学部ＡＯ入試の実施体制について
鈴木教授から、資料 15 に基づき、平成 29 年度地域協働学部ＡＯ入試の実施体制について確認が行われた。
・海外渡航の手続きについて
山本室長から、机上配布資料５に基づき、海外渡航の手続きについて説明が行われた。

【審議事項】
１． 地域協働学部の活動方針等（平成 28 年度～平成 33 年度）について
上田学部長から、資料 16 に基づき、地域協働学部の活動方針等（平成 28 年度～平成 33 年度）について説明
が行われ、審議の結果、本案を原案として、最終的に学部三役にて決定することが了承された。なお、本案に
ついて意見があれば、地域協働事務室まで連絡することとなった。

２． 地域協働学部非常勤講師資格審査要項（案）について
上田学部長から、資料 17 に基づき、地域協働学部非常勤講師資格審査要項（案）について説明が行われ、審
議の結果、原案どおり承認された。

次回開催
日 時：平成 28 年９月 14 日（水）９時 00 分～
場 所：総合研究棟会議室１（２階）

