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第 67回 教育研究評議会 議事要録 

 

日 時  平成 27年１月 21日（月）13：30～15：40 

場 所  本部管理棟５階会議室 

出席者  脇口学長、櫻井理事（総務・国際担当）、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）、

箱田理事（財務担当）、藤本副理事、本家副理事、辻田副学長、岩崎副学長、藤田副学長、

菅沼副学長、西岡副学長、受田副学長、菊地副学長、奥田学長特別補佐、吉尾人文学部長、

藤田教育学部長、鈴木理学部長、杉浦医学部長、高橋大学院看護学専攻長、飯國大学院黒

潮圏総合科学専攻長、遠藤人文社会科学系長、後藤自然科学系長、藤枝医療学系長、大島

総合科学系長、大石共通教育主管、岩﨑センター連絡調整会議議長、横山医学部附属病院

長、小澤評議員、小島評議員、米村評議員、執印評議員 

欠席者  曵地副学長、石川農学部長、徳山海洋コア総合研究センター長、尾形評議員 

陪 席  大﨑監事、北添監事 

 

〔配付資料〕 

資料 1-1 「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書 

   1-2 教師教育コンソーシアム高知運営協議会要項 

   1-3 地方におけるリソース集約型教師教育システムの開発 

資料 2-1 国立大学法人高知大学危機管理基本指針 

   2-2 国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアル 

資料 3-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表 

   3-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表 

資料 4-1 平成 25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 

   4-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価の

概要 

   4-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成 25年度】 

資料 5-1 平成 26 年度 年度計画進捗状況一覧表（９月） 

   5-2 平成 26 年度 年度計画進捗状況報告書（９月末） 

資料 6-1 組織評価自己評価報告書の公表について 

   6-2 組織評価自己評価報告書公表イメージ 

   6-3 組織評価の実施要項 

   6-4 平成 25年度組織評価 自己評価報告書 

資料 7-1 平成 25年度 教員の総合的活動自己評価提出状況（退職者等除く） 

   7-2 平成 25年度「教員の総合的活動自己評価」結果の検証について 

   7-3 平成 25年度「教員の総合的活動自己評価」結果の検証について（資料） 

資料 8  ３年間（平成 23～25年度）における「教員の総合的活動自己評価」の素点の平均 

資料 9-1 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について（案） 

   9-2 高知大学教授会規則（案） 

   9-3 高知大学大学院総合人間自然科学研究科の長等に関する規則の一部を改正する規則新

旧対照表（案） 

   9-4 高知大学教育研究部規則の一部を改正する規則新旧対照表（案） 

   9-5 高知大学学部長選考等規則（案） 

   9-6 高知大学学科長に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表（案） 

   9-7 高知大学教育学部附属学校園長選考等規則(案) 

   9-8 高知大学医学部附属病院長選考等規則の一部を改正する規則新旧対照表（案） 
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   9-9 高知大学農学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター長選考等規則（案） 

資料 10-1 高知南警察署からの依頼文 

   10-2 ＮＨＫ高知放送局からの依頼文 

   10-3 大規模災害時における学内施設・敷地の貸与協力について 

   10-4 大規模災害時における国立大学法人高知大学と高知県高知南警察署との施設・敷地の

貸与協力に関する協定書 

   10-5 大規模災害時における国立大学法人高知大学と日本放送協会高知放送局との施設・敷

地の貸与協力に関する協定書 

資料 11  高知大学全学ポリシー（案） 

資料 12  正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて（案） 

資料 13  気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに関す

る申合せ 

資料 14  高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要

項 

資料 15  高知大学におけるＧＰＡに関する要項 

資料 16-1 新たな「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」策定に伴う国

立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について 

   16-2 （参考資料）新たな「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」

概要 

   16-3 高知大学の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との相関図 

   16-4 研究活動上の不正行為（競争的資金等の不正使用を含む。）に関する現行規則との相関

図 

   16-5 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の一部

を改正する規則新旧対照表（案） 

   16-6 国立大学法人高知大学における競争的資金等の不正使用に係る措置等に関する規則

（案） 

   16-7 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則新

旧対照表（案） 

   16-8 国立大学法人高知大学研究不正調査委員会規則（案） 

資料 17-1 高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について 

   17-2 高知大学の共同研究講座（共同研究部門）制度について 

   17-3 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則（案） 

資料 18  平成 26 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞，若手教員研究優秀賞，大学院生研

究奨励賞）の受賞者 

資料 19  高知大学における知的財産の状況について（平成 16年度～平成 25年度） 

資料 20  規則の制定等に関する報告 

 

議事に先立ち、第 65回及び第 66 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承

認された。 

 

 

〔議題〕 

１．「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書の締結について 

学長から、資料１－１～１－３に基づき、「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書の締

結について概要の説明が行われた後、深見理事より詳細な報告が行われた。 
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２．国立大学法人高知大学危機管理基本指針及び国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルに

ついて 

学長から、資料２－１、２－２に基づき、国立大学法人高知大学危機管理基本指針及び国立大

学法人高知大学危機管理基本マニュアルについて概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な

報告が行われた。 

 

３．中期目標・中期計画の変更について 

櫻井理事から、資料３－１、３－２に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明が行わ

れ、審議の結果、承認された。 

 

４．平成 25年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

櫻井理事から、資料４－１～４－３に基づき、平成 26 年 11 月５日付けで国立大学法人評価委

員会より通知のあった「平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告が行わ

れた。 

評議員より、評価結果において「課題がある」とされた臨床研究に関する倫理指針違反があっ

た件についての経緯及びその後の対応等について補足説明が行われた。 

 

５．平成 26年度年度計画進捗状況について 

櫻井理事から、資料５－１、５－２に基づき、平成 26年度年度計画進捗状況について報告が行

われた。 

 

６．平成 25年度組織評価の公表について 

櫻井理事から、資料６－１～６－４に基づき、平成 25年度組織評価の公表について概要の説明

が行われた後、本家副理事より詳細な報告が行われた。 

 

７．平成 25年度「教員の総合的活動自己評価」について 

櫻井理事から、資料７－１～７－３に基づき、平成 25年度「教員の総合的活動自己評価」につ

いて概要の説明が行われた後、本家副理事より詳細な報告が行われた。 

 

８．３年間（平成 23～25年度）における「教員の総合的活動自己評価」の素点の平均について 

学長から、資料８に基づき、３年間（平成 23～25年度）における「教員の総合的活動自己評価」

の素点の平均について説明が行われ、各部局に対し、平均点を向上させる取組の検討依頼及び比

較分析資料として活用するよう要請が行われた。 

 

９．学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について 

櫻井理事から、資料９－１～９－９に基づき、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う

規則制定・一部改正について、平成 27年１月７日開催の平成 26年度第 10回教育研究部会議にお

いて説明及び意見交換を行い、部局に意見照会を行った結果、いくつかの意見の提出を受けたこ

と、また、意見のうち、解任規定についての統一化や学部長候補者の選考等については、軽微な

修正も含めて、今後、意見を踏まえた対応を予定している旨の説明が行われた後、審議が行われ

た。 

評議員から、学長が学部長を選考する際及び解任する際の詳細な手続並びに学部長の解任を当

該学部が請求できる手続を規定する必要がある旨の意見があり、人文学部としては、詳細な手続

き並びに解任請求の規定のない現行の学部長選考等規則案については反対である旨の表明がなさ
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れた。 

これに対し、評議員から、解任等の詳細な手続については、学部長選考等規則第９条の規定に

基づき、別途規定する方法もあるとの提案がなされた。 

また、評議員から、大学院総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻長の選考にあたっては、

学部長の選考手続に準じた方法に変更する必要があるとの意見があった。 

審議の結果、その他評議員からは特段の異議はなく、本会議での意見も踏まえた対応を検討す

ることで了承された。 

 

10．大規模災害時における高知大学と高知南警察署並びにＮＨＫ高知放送局との施設・敷地の貸与

に関する協定の締結について 

櫻井理事から、資料 10－１～10－５に基づき、大規模災害時における高知大学と高知南警察署

並びにＮＨＫ高知放送局との施設・敷地の貸与に関する協定の締結について報告が行われた。 

 

11．高知大学全学ポリシーについて 

深見理事から、資料 11 に基づき、高知大学全学ポリシーについて説明が行われ、審議の結果、

承認された。 

評議員から、文体の統一について意見があり、深見理事より修文を検討する旨の説明が行われ

た。 

 

12．正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて 

深見理事から、資料 12 に基づき、正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の

取扱いについて説明が行われ、審議の結果、承認された。 

 

13．気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに関する申合せ

について 

深見理事から、資料 13 に基づき、気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定

期試験等の取扱いに関する申合せについて報告が行われた。 

 

14．高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要項につい

て 

深見理事から、資料 14 に基づき、高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授

業」の実施等に関する要項について報告が行われた。 

 

15．高知大学における GPAに関する要項について 

深見理事から、資料 15に基づき、高知大学における GPAに関する要項について報告が行われた。 

 

16．新たな「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」策定に伴う国立大学法

人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について 

田口理事から、資料 16－１～16－８に基づき、新たな「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」策定に伴う国立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築

について概要の説明が行われた後、研究国際部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認さ

れた。 

なお、田口理事から、今後の研究不正防止に係る取組方針について補足説明が行われた。 

 

17．高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について 
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田口理事から、資料 17－１～17－３に基づき、高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の

新設について概要の説明が行われた後、研究国際部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承

認された。 

 

18．平成 26年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）

の選考結果について 

田口理事から、資料 18 に基づき、平成 26 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教

員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について報告が行われた。 

 

19．高知大学における知的財産の状況について 

受田副学長から、資料19に基づき、高知大学における知的財産の状況について報告が行われた。 

 

20．規則の制定について 

櫻井理事から、資料 20 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規

則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。 

 

21．その他 

・学長から、机上配付資料に基づき、平成 27年度教育研究評議会の開催日程について説明が行

われ、了承された。なお、随時に教育研究評議会を開催する必要がある場合は、別途日程調

整を行う旨の説明が行われた。 

 

 

以 上 


