
教育研究評議会（２３－第１回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年４月２７日（水）１３時３０分～１４時００分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め２３名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議事に先立ち、関係センター長から選出される評議員として、藤正督セラミックス基盤

工学研究センター長を、学長指名の評議員として、大貫徹工学教育総合センター長及び山

本幸司国際交流センター長が選出された。 

 

 

議題１ 名誉教授の選考について（審議） 

議長から、議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり６名の方につい

て、名誉教授の称号を授与することが承認された。 

 

議題２ 学長選考会議委員の選出について（審議） 

議長から、議題２資料に基づき、教育研究評議会から選出されている学長選考会議委

員６名のうち、評議員の交代に伴い欠員となる１名の選出を行う旨の説明があった。 

選出にあたっては、従前からの方法によることとされ、投票の結果、中村隆評議員が

学長選考会議委員として選出された。 

 

議題３ 平成２３年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について（報告） 

木下理事から、議題３資料に基づき、平成２３年度科学技術分野において３件、４名

の本学教員が、文部科学大臣表彰を受賞したことについて、報告があった。 

 

議題４ その他 

（１）研究者データベースの確認と更新について（報告） 

北村ＣＩＯから、研究者データベースの確認と更新を、５月１７日(火)までにしてい

ただくよう、周知依頼があった。 

 

（２）東日本大震災に関する緊急講演会について（報告） 

中村副学長から、資料に基づき、東日本大震災に関する講演会を４月１３日、４月２

２日に開催した旨の報告があり、併せて、第３回を５月１１日に開催するので、積極的

に参加するよう依頼があった。 



 

（３）平成２３年度教育類長等について（報告） 

総務サブチームリーダーから、資料に基づき、平成２３年度の教育類長等について、

報告があった。 

 

 

 

配付資料 

１ 名誉教授選考者名簿 

２ 学長選考会議委員の選出資料 

３ 文部科学大臣表彰受賞者一覧 

４－（１） 資料なし 

４－（２） 東日本大震災に関する緊急講演会開催状況 

４－（３） 平成２３年度教育類長等名簿 

 

 

 



教育研究評議会（２３－第２回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年５月２５日（水）１４時４５分～１６時００分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２１名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 代議員会規則の一部改正について（審議） 

梅原理事から、議題１資料に基づき、大学院博士前期課程私費外国人留学生の入学者

選抜を代議員会から教授会に変更するため、代議員会規則を改正することについて説明

があり、審議の結果、承認された。 

 

議題２ 平成２２年度業務実績報告書について（審議） 

梅原理事から、議題２資料に基づき、平成２２年度の業務実績報告書について説明が

あり、報告書原案の内容について意見がある場合は、５月３１日までに企画広報チーム

まで連絡することとした。 

 

議題３ 平成２３年度年度計画の実施について（審議） 

梅原理事から、議題３資料に基づき、各項目の担当者及び進捗状況報告及び年度計画

原案等のスケジュールについて説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議題４ 西安交通大学等との学生交流覚書の更新について（審議） 

山本国際交流センター長から、議題４資料に基づき、西安交通大学（中国）、EFREI

（フランス）との学生交流に関する覚書の更新について説明があり、審議の結果、承認

された。 

 

議題５ マレーシア日本国際工科院（MJIIT）について（報告） 

山本国際交流センター長から、議題５資料に基づき、日本式工学教育を行う新たな中

核的研究拠点として、マレーシア工科大学（UTM）の中にマレーシア日本国際工科院

（MJIIT）が設置されることになり、設置にあたって日本側支援組織としてMJIITコンソ

ーシアムを設立し、その中に置かれる４つの小委員会のうち、本学は環境・グリーン技

術工学小委員会に芝浦工業大学とともに共同幹事校として参加することが報告された。 

 

議題６ 特任研究員等の選考および呼称付与について（報告） 

研究支援チームリーダーから、議題６資料に基づき、特任研究員の呼称付与（３名）



及びプロジェクト研究員の呼称付与（７名）を行った旨の報告があった。 

 

議題７ その他 

（１）国の第１次補正予算について（報告） 

前田理事から、国の第１次補正予算について説明があり、その中で、文科省関

係として大震災に伴う学校施設の復旧費や、被災学生への奨学支援経費などが盛

り込まれたことなどの報告があった。 

 

   （２）節電対応について（報告） 

     節電対策チームの増田副学長から、議題７－（２）資料に基づき、最大電力及び

年間使用電力量の削減等の本学の節電対応について説明があった。 

 

 

 

配付資料 

１ 名古屋工業大学代議員会規則新旧対照表 

２ 平成２２年度事業年度に係る業務の実績報告書（案） 

３ 平成２３年度年度計画概要及び平成２３年度年度計画 

４ 西安交通大学等との学生交流覚書 

５ マレーシア日本国際工科院（MJIIT） 

６ 特任研究員等呼称付与者名簿 

  ７－（１） 資料なし 

７－（２） 節電対策案及び最大電力知値の日推移 



教育研究評議会（２３－第３回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年６月１５日（水）１４時５０分～１５時５０分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２１名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 教員の選考について（審議） 

議長から、議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり都

市社会工学教育類の教授はじめ３件について承認された。 

 

議題２ 平成２２年度業務実績報告書について（審議） 

梅原理事から、議題２資料に基づき説明があり、５月２５日開催の本評

議会に原案を提示し、意見があれば５月３１日までに申し出ることになっ

ていたが、評議員からは特段の意見がなかったが、原案からの主な変更点

について説明があった後、承認された。 

 

議題３ 平成２４年度工学部電気電子工学科募集人員の変更について（審議） 

中村副学長から、議題３資料に基づき、電気電子工学科における入学者

選抜の実態を勘案して、平成２４年度入試から募集人員を見直す旨の説明

があり、審議の結果、原案どおり前期日程８４人、後期日程４５人とする

ことが承認された。 

 

議題４ 学術指導取扱規程の制定について（報告） 

   研究支援チームリーダーから、議題４資料に基づき、産学連携を更に進

展させるため、企業等への指導・助言を本務とし、有償の「学術指導」と

して制度化するため、本規程を制定した旨の報告があった。 

 

議題５ 創立１００周年記念事業経費の収支決算について（報告） 

議長から、議題５資料に基づき、監事監査において１００周年記念事業

経費の収支決算等について誤りが指摘されたことを踏まえ、収支決算の修

正について報告がなされた。 

併せて、今後、この種の事業において同様の事態が生じないよう、事務

体制及び監査体制を含め適切に対応する旨の発言があった。 

 



 

議題６ その他 

  特になし 

 

 

 

配付資料 

１ 教員選考者名簿 

２ 平成２２年度業務実績報告書 

３ 平成２４年度工学部電気電子工学科募集人員変更案 

４ 学術指導取扱規程 

５ 創立１００周年記念事業経費の収支決算報告書 

  



教育研究評議会（２３－第４回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年７月２７日（水）１３時３０分～１４時４５分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め２０名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議事に先立ち、国際交流センター長の交代に伴う後任の評議員として、新センター長で

ある岩本雄二国際交流センター長を評議員とすることが承認された。 

 

議題１ 学長選考会議委員の選出について（審議） 

議長から、議題１資料に基づき、教育研究評議会から選出されている学長選考会議委

員６名のうち、評議員の交代に伴い欠員となる１名の選出を行う旨の説明があり、投票

の結果、北村正評議員が選出された。 

 

議題２ 学生交流覚書の締結について（審議） 

岩本国際交流センター長から、議題２資料に基づき、マレーシア工科大学との学生交

流に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題３ 教員の休職について（報告） 

議長から、教員１名が休職する旨の報告があった。 

 

議題４ 平成２４年度サバティカル制度適用申請について（報告） 

   議長から、議題４資料に基づき、平成２４年度の募集に対し、おもひ領域の 太田 敏

孝 教授と、つくり領域の 礒部 雅晴 助教から申請があり、両名の申請とも教育・運営

に特に支障がないことから承認した旨の報告があった。 

 

議題５ 先端技術実証・評価設備整備費等補助金について（報告）  

木下理事から、議題５資料に基づき、先端技術実証・評価設備整備費等補助金により、

「窒化物半導体マルチビジネス創生センター」の建屋が、平成２５年３月までに竣工予

定であることが報告された。 

 

議題６ 名古屋工業大学北京事務所開設について（報告）    

藤北京事務所長から、議題６資料に基づき、本学初の海外拠点となる北京事務所を北

京化工大学内に開設し、６月２７日に同大学で開所式及び除幕式を行った旨の報告があ



った。 

 

議題７ 名古屋工業大学の英文表記及び略称について（報告） 

中村副学長から、議題７資料に基づき、現在使用されている本学の英文表記及び略称

について広報戦略委員会において検討したこと及びＮＩＴからＮＩＴｅｃｈへの変更

について８月末までに意見を伺いたいとの説明があった。 

 

議題８ 平成２４年度概算要求について（報告）    

前田理事から、議題８資料に基づき、平成２４年度概算要求について、プロジェクト

分６件、基盤的設備等整備分３件、施設整備関係４件について、文部科学省へ概算要求

した旨の報告があった。 

 

議題９ 特任研究員等の選考及び呼称付与について（報告） 

研究支援チームリーダーから、議題９資料に基づき、特任研究員の選考及び呼称付与

（２名）及びプロジェクト研究員の呼称付与（４名）を行った旨の報告があった。 

 

議題 10 分野別等連携（名古屋銀行）に関する協定について（報告）  

研究支援チームリーダーから、議題１０資料に基づき、名古屋銀行との分野別等連携

に関する協定について報告があった。 

 

議題 11 定時退庁の実施について（報告） 

齊藤事務局次長から、議題１１資料に基づき、労働基準監督署からの指導及び本学の

一般事業主行動計画等に基づく定時退庁の実施について説明があり、特に８月、９月は

超過勤務縮減月間として水曜日及び金曜日を定時退庁日とすることについて報告があ

った。 

 

議題 12 その他 

（１）博士課程教育リーディングプログラムの申請について（報告） 

 木下理事から、博士課程教育リーディングプログラムの申請について、セラミッ

クス科学研究教育院を中心とする構想１件を申請することについて報告があった。 

 

（２）Microsoft 社との大学向け包括ライセンスの契約について（報告） 

北村ＣＩＯから、平成２４年 1 月から契約する Microsoft 社との大学向け包括ラ

イセンスについて、報告があった。 

 

 



（３）平成２３年度教育類長等の名簿について（報告）  

総務チームリーダーから、資料に基づき、平成２３年度の教育類長等の名簿につ

いて、報告があった。 

 

  （４）東海地区国立大学法人の事務連携について（報告） 

議長から、資料に基づき、東海地区国立大学法人の事務連携について、報告があ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配付資料 

１ 学長選考会議委員の選出資料 

２ マレーシア工科大学との学生交流に関する覚書 

３ 資料なし 

４ サバティカル制度の規定内容と要件に係る各区分に対する申請の状況 

  及びサバティカル制度申請書 

５ 窒化物半導体マルチビジネス創生センター事業概要 

６ 名古屋工業大学北京事務所開設に関する資料 

７ 名古屋工業大学英文表記および略称資料 

８ 平成２４年度概算要求一覧 

９ 特任研究員等呼称付与者名簿 

10 分野別等連携（名古屋銀行）に関する協定書 

11 定時退庁実施の徹底についての資料 

12－（１） 博士課程教育リーディングプログラムに関する資料  

12－（２） 資料なし 

12－（３） 平成２３年度教育類長等名簿 

12－（４） 東海地区国立大学法人の事務連携構想 



教育研究評議会（２３－第５回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年８月３１日（水）１４時４０分～１５時２５分 

場 所 会議室Ｂ 

出席者 髙橋学長 始め２０名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 名古屋工業大学憲章の制定について（審議） 

佐藤憲章策定委員会委員長から、議題１資料に基づき、名古屋工業大学憲章について、

本学構成員から広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施することについて了

承を得たいとの説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題２－１ 東海地区国立大学法人の事務連携について（報告） 

前田理事から、議題２－１資料に基づき、東海地区国立大学法人の事務連携について、

連携の目的、８国立大学法人の名称、連携の検討事項及び９月２７日に連携協定書を締

結予定であることについて説明があった。 

 

また、議長から資料に基づき、連携協定書（案）の趣旨及び内容等について説明があ

った。 

 

議題２－２ 東海地区国立大学法人学長懇談会について（報告） 

議長から、議題２－２資料に基づき、東海地区国立大学法人の学長が随時情報交換等

を行う場として学長懇談会を設置し、上位の立場から諸課題について検討していくとの、

説明があった。 

 

議題３ その他 

特になし 

 

 

配付資料 

１   名古屋工業大学憲章案 

２-１  東海地区国立大学法人事務連携に関する覚書 

２-２  東海地区国立大学法人学長懇談会に関する資料 



教育研究評議会（２３－第６回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年９月２８日（水）１３時３０分～１５時１０分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２１名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 教員の選考について（審議） 

議長から、議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり機械工学教育類

の助教はじめ２名について承認された。 

 

議題２ 大学院担当教員の選考について（審議） 

議長から、議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員

として１名が承認された。 

 

議題３ 教員の任期解除等審査について（審議）  

議長から、議題３資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり任期付助教１名

の任期解除が承認された。 

 

議題４ 名古屋工業大学大学院規則の一部改正について（審議） 

鵜飼副学長から、議題４資料に基づき説明があり、審議の結果、博士後期課程の教育

課程編成に伴う大学院規則の一部改正について、承認された。 

 

議題５ 淅江大学との学術交流協定の更新について（審議） 

岩本国際交流センター長欠席のため萩尾国際交流センター教授から、議題５資料に基

づき、中国の淅江大学との学術交流協定の更新について説明があり、審議の結果、承認

された。 

 

議題６ 北京化工大学名古屋事務所（仮称）の設置について（報告） 

岩本国際交流センター長欠席のため萩尾国際交流センター教授から、議題６資料に基

づき、北京化工大学名古屋事務所（仮称）を２１号館１階１１０号室に設置することに

ついて、報告があった。併せて、オープニングセレモニーを、北京化工大学が来学され

る１２月８日に開催する旨の報告があった。 

 

 



議題７ 総合戦略について（報告） 

江龍総合戦略会議議長から、議題７資料に基づき、平成２２年４月に発足し、教育研

究に関する長期的な方針を検討したことについて、これまでの検討内容について、報告

があった。 

続いて議長から、質問及び意見等については、１０月７日までに企画広報チーム三田

ＴＬまで、連絡をしていただきたいとの説明があった。 

なお、連絡をいただく場合は、質問と意見がわかるような形で連絡がいただきたい旨

の補足があった。 

 

議題８ 教員の定年延長について（報告） 

議長から、議題８資料に基づき、教員の定年延長について、平成 25 年度からの導入

に向けた検討を開始することが、９月１５日開催の経営協議会において了承を得られた

ことに伴い、「教員の定年延長検討 WG」を設置し、教員の定員を延長する場合の業務の

在り方について検討することについて、報告があった。 

 

議題９ 教員の復職について（報告）    

議長から、機械工学教育類の助教が、平成２３年９月１日から復職した旨の報告があ

った。 

 

議題 10 平成２２年度教員評価実施結果報告書について（報告） 

北村副学長から、「名古屋工業大学教員評価実施に関する指針」及び「名古屋工業大

学教員評価委員会規程」に基づき実施した教員評価の結果について、報告があった。 

 

 議題 11 特任研究員の選考及び呼称付与について（報告）   

研究支援チームリーダーから、議題 11 資料に基づき、特任研究員の選考（１名）及

び特任研究員の選考及び呼称付与（３名）を行った旨の報告があった。 

 

議題 12 その他 

  （１）東海地区国立大学法人の事務連携について（報告） 

議長から、東海地区国立大学法人８大学の学長が出席し、９月２７日に事務連携に関

する協定を締結したことについて、報告があった。 

 

  （２）平成２３年度安全衛生監査について（報告） 

増田副学長から、今年度の安全衛生監査の実施にあたり、協力のお願いがあった。 

 

 



 （３）節電省エネの結果について（報告）  

増田副学長から、資料に基づき、今夏に実施した節電・省エネの結果について、

報告があった。 

 

 

配付資料 

１ 教員選考者名簿 

２ 大学院担当教員選考名簿 

３ 教員任期解除等審査名簿 

４ 名古屋工業大学大学院規則新旧対照表 

５ 名古屋工業大学と淅江大学との学術交流に関する協定書 

６ 北京化工大学名古屋事務所（仮称）の配置図 

７ 総合戦略会議報告書 

８ 教員の定年延長に関する資料 

９ 資料なし 

10 平成２２年度教員評価実施結果報告書 

11 特任研究員等呼称付与者名簿 

12-1 東海地区国立大学法人の事務連携に関する協定書等  

12-2 資料なし 

12-3 節電省エネ結果報告書 



教育研究評議会（２３－第７回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年１０月２６日（水）１３時３０分～１４時３５分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２０名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 次世代自動車工学教育研究センターの設置について（審議） 

 木下理事から、議題１資料に基づき、設立趣旨等について説明があり、続いて、研

究支援チームリーダーから次世代自動車工学教育研究センターの設置に伴い改正及び

制定が必要となる学内規則について説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議題２ 教育研究評議会・教授会運営検討ワーキングの設置について（審議） 

議長から、議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、９月２８日開催の教育研究

評議会において、説明をした当該ワーキングの設置について、承認された。 

関連して、以下のとおり質疑等があった。 

（質問） ワーキングにおいて議題整理だけでなく、教育研究評議会の構成員も含

めて検討していただきたい。 

（回答） 教育研究評議会の構成員についても検討を行う予定である。 

（質問） 議題整理の際に、今まで教育研究評議会の議題として審議していた事項

が、企画院や委員会での審議で議了するということもあるのか。 

（回答） 審議事項によっては、その可能性がある。 

 

議題３ 名古屋工業大学非常勤講師選考取扱要項の制定について（報告） 

議長から、議題３資料に基づき説明があり、名古屋工業大学非常勤講師選考取扱要項

の制定について、説明があった。 

 

議題４ 大学基金事業計画（追加）について（報告） 

梅原理事から、議題４資料に基づき説明があり、大学基金における平成２３年度事業

計画の追加内容について、報告があった。 

 

議題５ 特任研究員の選考及び呼称付与について（報告） 

研究支援チームリーダーから、議題５資料に基づき、特任研究員の選考及び呼称付与

（１名）を行った旨の報告があった。 

 



議題６ 教員の辞職について（報告） 

議長から、つくり領域の助教の辞職を、平成２３年１２月１５日付けで承認すること

とした旨の説明があった。 

 

議題７ その他 

（１）国立大学協会東海・北陸支部会議について（報告） 

議長から、１０月２１日（金）に開催された国立大学協会東海・北陸支部会議（臨時）

で、平成２４年度概算要求に向けた対応について報告があり、第３次補正及び平成２４

年度の運営費交付金の重点項目等について説明があった。 

 

（２）高校生に聞いたイメージランキングについて（報告） 

議長から、調査機関が実施した「高校生に聞いたイメージランキング」において、本

学の順位が２年前の調査より上位にランクインしている項目が増えたことについて説

明があった。 

 

（３）最近の本学の行事等について（報告） 

議長から、最近開催された学内行事（１０月入学式、学内レガッタ、トップセミナー、

名工大・名市大合同テクノフェア 2011）について説明があった。 

 

（４）公的研究費等の不適切な経理に関する調査について（報告） 

議長から、公的研究費等の不適切な経理に関する調査について、常勤職員の回答率を

１００％とするため、調査票を未提出の者は提出するよう説明があった。 

 

 

配付資料 

１ 次世代自動車教育研究センター設立趣旨概要及び学内規則 

２ 教育研究評議会・教授会運営検討ワーキングに関する資料 

３ 名古屋工業大学非常勤講師選考取扱要項 

４ 大学基金事業計画（追加）に関する資料 

５ 特任研究員等呼称付与者名簿 

６ 資料なし 

７－１ 国立大学協会東海・北陸地区支部会議(臨時)報告に関する資料 

７－２ イメージランキングに関する資料 

７－３ 写真等 

７－４ 資料なし 



教育研究評議会（２３－第８回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年１１月１６日（水）１４時１５分～１４時５０分 

場 所 会議室Ｂ 

出席者 髙橋学長 始め ２１名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 高度防災工学センター設置に伴う改正規則等について（審議） 

 増田副学長から、高度防災工学センターの概要について説明があった後、石橋研究

支援チームリーダーから、当該センター設置に伴う学則等改正について、議題１資料

に基づき、説明があった。続いて北村副学長から、客員教授及び客員准教授の選考に

関する規程の一部改正について、議題１資料に基づき、説明があった。審議の結果、

各事項とも承認された。 

 

議題２ 窒化物半導体マルチビジネス創生センター（仮）創設準備委員会規程（案）に 

ついて（審議） 

石橋研究支援チームリーダーから、議題２資料に基づき、窒化物半導体マルチビジネ

ス創生センター（仮）創設準備委員会の規程（案）について説明があり、審議の結果、

承認された。 

 

議題３ 防災・日本再生シンポジウムの開催について（報告） 

梅原理事から、議題３資料に基づき説明があり、11月20日に名古屋国際会議場で開催

されるシンポジウムについて、報告があった。 

 

議題４ その他 国立大学法人の剰余金について（報告） 

森財務チームリーダーから、議題４資料に基づき、国立大学法人の剰余金について説

明があった。 

 

 

配付資料 

１ 高度防災工学センター設置に伴う学内規則 

２ 窒化物半導体マルチビジネス創生センター（仮）創設準備委員会設置に伴う 

学内規程（案） 

３ 防災・日本再生シンポジウムに関する資料 

４ 国立大学法人の剰余金に関する資料 



教育研究評議会（２３－第９回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年１１月３０日（水）１３時３０分～１５時０５分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２１名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 平成２４年度大学入試センター試験実施要項について（審議） 

中村副学長から、議題１資料に基づき、平成２４年度大学入学者選抜大学入試センタ

ー試験名古屋工業大学試験場実施要項について、説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議題２ 名古屋工業大学の英文表記及び略称について（審議） 

中村副学長から、議題２資料に基づき、名古屋工業大学の英文表記及び略称について

説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議題３ 大学間学術交流協定及び学生交流覚書の新規締結について（審議） 

岩本国際交流センター長から、本件は、当初、議題のとおり大学間協定を新たに締結

することについて審議いただく予定であったが、状況が変わり、今後の状況をみながら

改めてお諮りしたいとの説明があった。 

なお、状況が変わった理由としては、先方の大学学長の交代に伴い、協定に関する方

針が変更され、部局間協定から検討していきたい旨の申し出があったことによるもので

あるとの補足説明があった。 

また、議長から、本件は、審議事項とはしない旨の説明があった。 

 

議題４ 大学間学術交流協定の更新について（審議） 

岩本国際交流センター長から、議題４資料に基づき、アーカンソー大学フォートスミ

ス校、中国科学院半導体研究所との学術交流協定の更新について説明があり、審議の結

果、承認された。 

 

 議題５ マラ工科大学内名古屋工業大学マレーシア事務所の設置について（審議） 

岩本国際交流センター長から、議題５資料に基づき、マラ工科大学内に既に設置され

ている「名古屋工業大学ナノテクノロジー・ラボラトリー」を活用し、マラ工科大学内

名古屋工業大学マレーシア事務所を設置するため、先方と海外事務所に関する協定を結

ぶことについて説明があり、審議の結果、承認された。 

なお、先方の大学の事務所を本学内に設置する予定はない旨の補足説明があった。 

 



議題６ 北京化工大学駐日事務所開所式について（報告） 

岩本国際交流センター長から、議題６資料に基づき説明があり、北京化工大学駐日事

務所開所式を、北京化工大学学長を迎え１２月８日に実施することについて、報告があ

った。 

 

議題７ 平成２２年度業務実績の評価結果について（報告） 

梅原理事から、議題７資料に基づき説明があり、国立大学法人評価委員会による平成

２２年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。 

 

議題８ 特別講演会の開催について（報告） 

「日本経済の現状と将来展望（日本経済団体連合会会長 米倉弘昌 氏）」 

木下理事から、議題８資料に基づき説明があり、１２月２０日に本学において開催す

る経団連会長の講演会概要について、報告があった。 

 

議題９ 統一データベースの管理・運用要項の制定について（報告） 

北村副学長・ＣＩＯから、議題９資料に基づき説明があり、統一データベースの管理・

運用要項の規程の制定について、報告があった。 

 

議題 10 正門周辺の整備について（報告） 

施設企画チームリーダーから、議題10資料に基づき、正門周辺の整備について、報告

があった。 

なお、学長から、正門の一部改修にあたっては、設計者の了承を得ていること、また、

この整備にあたりご意見等があれば、施設企画チームリーダーへ申し出てほしい旨の補

足説明があった。 

 

議題 11 その他（１）平成２３年度防災訓練の実施について（報告） 

渡辺リスクマネジメントセンター防災安全部門長から、議題11-(１)資料に基づき説

明があり、今年度の防災訓練実施の概要について説明があった。また、併せて、教職員

の参加について、協力の依頼があった。 

 

議題 11 その他（２）国立大学協会総会等について（報告）  

学長から、議題１１－（２）資料に基づき、国立大学協会総会、同協会第２回政策会

議及び臨時理事会について、報告があった。 

併せて、行政刷新会議等の大学に関する事項の報告があった。 

 

 



議題 11 その他（３）最近の本学の取組等について（報告） 

学長から、議題１１－（２）資料に基づき、最近の本学の取組等について、報告があ

った。 

 

 

 

 

 

 

配付資料 

１ 平成２４年度大学入試センター試験実施要項 

２ 名古屋工業大学の英文表記及び略称資料 

３ 大学間学術交流協定及び学生交流覚書 

４ 大学間学術交流協定の更新に関する資料 

５ マラ工科大学内名古屋工業大学マレーシア事務所の設置に関する資料 

６ 北京化工大学駐日事務所開所式に関する資料 

７ 平成２２年度業務実績の評価結果資料 

８ 特別講演会の開催に関する資料 

９ 統一データベースの管理・運用要項 

10 正門周辺の整備に関する資料 

11-1 平成２３年度防災訓練に関する資料 

11-2 国立大学協会総会等に関する資料 

11-3 最近の本学の取組等に関する資料 



教育研究評議会（２３－第１０回）議事要旨 

 

日 時 平成２３年１２月２１日（水）１５時０５分～１７時００分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め２３名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 教員の選考について（審議）  

議長から、議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり教育研究センタ

ー機構運営本部の教授をはじめ３名について承認された。 

 

議題２ 教員の任期解除について（審議）   

議長から、議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり任期付助教１名

の任期解除が承認された。 

 

議題３ 東日本大震災により被災した平成２４年度名古屋工業大学入学志願者に係る入

学検定料免除の特例措置について（審議）   

中村副学長から、議題３資料に基づき東日本大震災に被災した志願者を対象に、特例

措置を設けて入学検定料の免除を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どお

り承認された。 

 

議題４ 名古屋工業大学憲章の制定について（審議）   

佐藤憲章策定委員会委員長から、議題４資料に基づき、憲章（最終案）について説明

があり、審議の結果、承認された。 

引き続き、学長から、周知方法等について説明があった。 

  

 議題５ 特命教員の呼称付与について（報告） 

議長から、議題５資料に基づき、平成２４年度特命教員の呼称付与（７名）を行った

旨の説明があった。 

 

議題６ 教員の定年を延長する場合の業務の在り方について（報告）  

教員の定年延長検討ワーキンググループ主査の北村副学長から、議題６資料に基づき

平成２５年度からの導入に向けたワーキングの検討結果について報告があった。 

検討結果等について、意見がある場合は、１月１０日までに人事チームリーダーまで

連絡することとされた。 

なお、学長から、今後は、別紙２に係るような事項が生じた場合は、役員会で対応し、



関係委員会等に検討を依頼することとされた。 

 

議題７ 教授会・教育研究評議会運営検討ワーキングの検討結果について（報告） 

当該ワーキング主査である梅原理事から、議題７資料に基づき説明があり、教授会及

び教育研究評議会運営検討ワーキングの検討結果について次のとおり報告があった。 

・教授会に、今年度限りの措置として委任状を導入すること。 

・教授会の成立要件については、今後、委任状の導入も含め、更に議論をしていく

予定であること。 

・教授会と教育研究評議会の審議事項の整理については、主として教員人事等の案

件について、検討していること。 

・教授会と教育研究評議会の議題の整理及び教育研究評議会の構成員については、

引き続き検討すること。 

 

議題８ 名市大薬学研究科との大学院共同教育課程について（報告）  

増田副学長から、議題８資料に基づき、名古屋市立大学大学院薬学研究科との共同大

学院設置に関する検討状況について報告があった。 

 

議題９ 男女共同参画推進における研究者支援事業について（報告）  

男女共同参画推進委員会委員長の北村副学長から、議題９資料に基づき男女共同参画

推進における研究者支援事業について報告があった。 

 

議題 10 プロジェクト研究員の呼称付与について（報告） 

研究支援チームリーダーから、議題 10 資料に基づき、プロジェクト研究員の選考及

び呼称付与（１名）を行った旨の報告があった。 

 

議題 11 正門周辺の整備について（報告） 

議長から､前回開催の教育研究評議会において、正門周辺の整備として正門の梁の撤

去について報告したが、今回の梁の撤去がキャンパス全体整備の第一段として考えられ

ていることについて、設計に携わった方に対して十分な説明がされていないことが分か

り、この年末に予定していた正門の梁の撤去について取りやめることとした旨の報告が

あった。 

 

 

 



 

 

配付資料 

１ 教員選考者名簿 

２ 教員任期解除等審査名簿 

３ 東日本大震災により被災した平成２４年度名古屋工業大学入学志願 

者に係る入学検定料免除の特例措置について 

４ 名古屋工業大学憲章資料 

５ 平成２４年度特命教員担当業務調書 

６ 教員の定年延長検討ワーキンググループ報告書 

７ 教授会・教育研究評議会運営検討ワーキンググループ報告書 

８ 名市大薬学研究科との大学院共同教育課程の概要 

９ 男女共同参画推進における研究者支援事業の制度概要 

10 特任研究員等呼称付与者名簿 

11 資料なし 
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教育研究評議会（２３－第１１回）議事要旨 

 

日 時 平成２４年１月２５日（水）１４時４５分～１６時３５分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２２名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 教員の選考について（審議）  

議長から、議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり機械工学教育類

の助教はじめ５名について承認された。 

 

議題２ 大学院担当教員の選考について（審議） 

議長から、議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり社会工学専攻の

大学院担当教授１名について承認された。 

 

議題３ 平成２７年度名古屋工業大学入学者選抜（一般入試・推薦入試）における数学， 

理科の出題科目等について（審議） 

中村副学長から、議題３資料に基づき、平成２４年度に入学する高校生から適用され

る新高等学校学習指導要領の実施に伴い、平成２７年度入学者にかかる大学入試センタ

ー試験利用教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等について説明があり、審議

の結果、承認された。 

 

議題４ 平成２４年度個別学力検査実施要項について（審議） 

中村副学長から、議題４資料に基づき、平成２４年度個別学力検査の実施要項につい

て説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題５ 同済大学の大学院共同学位プログラム協定更新について（審議） 

  増田副学長から、議題５資料に基づき、同済大学との大学院共同学位プログラム協定

更新について説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議題６ 大学間学術交流協定及び学生交流覚書の更新について（審議）  

増田副学長から、議題８資料に基づき、デリー大学（インド）及びインド工科大学（ボ

ンベイ校）との大学間学術交流協定及び学生交流覚書の更新について説明があり、審議

の結果、承認された。 
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議題７ 大学共同利用機関法人自然科学研究機構３研究所（基礎生物学研究所・生理学 

研究所・分子科学研究所）との協定について（審議） 

  増田副学長から、議題７資料に基づき、大学共同利用機関法人自然科学研究機構３研

究所（基礎生物学研究所・生理学研究所・分子科学研究所）との協定締結について説明

があり、審議の結果、承認された。 

なお、これまでに開催した各研究所との合同講演会の状況及び 1月２６日に開催する

合同講演会の内容について補足説明があった。 

 

議題８ (独)港湾空港技術研究所との協定について（報告）  

石橋研究支援チームリーダーから、議題８資料に基づき、(独)港湾空港技術研究所と

の連携に関する協定締結について、報告があった。 

 

議題９ 平成２４年度運営費交付金予定額について（報告） 

  前田理事から、議題９資料に基づき、平成２４年度運営費交付金予定額について、報

告があった。 

 

議題 10 平成２４年度名古屋工業大学予算編成方針について（報告） 

前田理事から、議題 10 資料に基づき、１月１９日開催の経営協議会にて承認された

平成２４年度名古屋工業大学予算編成方針について、報告があった。 

 

議題 11 平成２４年度高等教育予算への対応について（報告） 

前田理事から、議題 11 資料に基づき、平成２４年度に新設された高等教育予算への

対応について、報告があった。 

 

議題 12 教員の定年延長（骨子）について（報告）    

北村副学長から、議題12資料に基づき、１月１９日開催の経営協議会及び１月２４日

開催の役員会において承認された教員の定年延長（骨子）について報告があった。 

学長から、本学の人件費について、他大学との比較を含め、現状について説明があっ

た。 

 

議題 13 教員発注に係る監査結果について（報告）  

監査室長から、議題 13 資料に基づき、学長宛に提出された監事監査「教員発注に係

る監査」の結果について、結果概要及び今後の対応について報告があった。 
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議題 14 その他 

（１）最近の本学の取組等について（報告） 

学長から、議題14-（1）資料に基づき、最近の本学の取組等について、説明があった。 

 

議題 14 その他 

（２）平成２３年度大学基金寄附申込状況について（報告） 

犬飼広報室長から、議題14-（2）資料に基づき、平成２３年度大学基金寄附申込状況

について報告があった。併せて学長から、各委員に対し寄附申し出が増えるよう広報に

ご協力いただきたい旨の依頼があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配付資料 

１ 教員選考者名簿 

２ 大学院担当教員選考名簿 

３ 平成２７年度名古屋工業大学入学者選抜（一般入試・推薦入試）における数学，理

科の出題科目等に関する資料 

４ 平成２４年度個別学力検査第一部・第二部実施要項 

５ 単位互換に関する協定書、覚書 

６ 大学間学術交流協定の更新に関する資料 

７ 大学共同利用機関法人自然科学研究機構３研究所（基礎生物学研究所・生理学研究

所・分子科学研究所）との協定に関する資料 

８ (独)港湾空港技術研究所との協定に関する資料 

９ 平成２４年度運営費交付金予定額に関する資料 

10 平成２４年度名古屋工業大学予算編成方針に関する資料 

11 平成２４年度高等教育予算への対応に関する資料 

12 教員の定年延長に関する資料（骨子案） 

13 監査結果概要及び今後の対応に関する資料 

14-（1） 最近の本学の取組等に関する資料 

14-（2） 平成２３年度大学基金寄附申込状況に関する資料 



教育研究評議会（２３－第１２回）議事要旨 

 

日 時 平成２４年２月１日（水）１５時３０分～１７時００分 

場 所 会議室Ａ 

出席者 髙橋学長 始め ２２名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 総合戦略会議報告について 

議長から、総合戦略会議のこれまでの審議状況等の概要について説明があり、続い

て、江龍総合戦略会議議長から、議題１資料に基づき、当該会議の審議結果について

報告があった。 

関連して、議長から、２月６日に文部科学省において開催される国立大学法人の機

能強化等に関する意見交換について説明があった。 

 

 

議題２ その他 

   特になし 

 

 

 

 

配付資料 

１ 総合戦略に関する資料 

 

 

  



教育研究評議会（２３－第１３回）議事要旨 

 

日 時 平成２４年２月２２日（水）１３時３０分～１５時００分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２２名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ コミュニティ創成教育研究センターの設置について（審議） 

増田副学長から、議題１資料に基づき、コミュニティ創成教育研究センターの設置に

ついて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題２ 国際自動車工学教育研究センターの廃止について（審議） 

増田副学長から、議題２資料に基づき、国際自動車工学教育研究センターの廃止につ

いて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題３ 名古屋工業大学学則等の一部改正について（審議） 

研究支援チームリーダーから、議題３資料に基づき以下の事項について説明があり、

審議の結果、原案どおり承認された。 

・議題１に係るコミュニティ創成教育研究センターの設置 

・議題２に係る国際自動車工学教育研究センターの廃止 

・各教育研究センターにおける寄附研究部門等の設置 

 

議題４ 客員教授の称号付与について（審議） 

議長から、議題４資料に基づき、客員教授の称号付与について説明があり、審議の結

果、原案どおり承認された。 

 

議題５ 国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について（審議） 

  北村副学長から、議題５資料に基づき、平成２４年度から特任教員のテニュア取得の

ための審査が開始されることに伴い、必要となる関係規則の改正について説明があり、

審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題６ 名古屋工業大学人事企画院規則等の一部改正について（審議） 

議長から、本件は、博士後期課程の修了要件変更に伴う教員の資格審査に係る規則改

正及び博士後期課程の共通科目を特命教員の業務内容から除外するための規則改正で

あることの説明があった。 

続いて、北村副学長から、議題６資料に基づき、改正規則について説明があり、審議

の結果、原案どおり承認された。 



 

議題７ 平成２４年度年度計画（案）について（審議） 

  梅原理事から、議題７資料に基づき、平成２４年度年度計画（案）について説明があ

り、意見がある場合は、２月２９日（水）までに企画広報チームまで連絡することとさ

れた。 

 

議題８ 平成２３年度自己点検・評価について（審議） 

梅原理事から、議題８資料に基づき、平成２３年度自己点検・評価報告書（平成２２

年度活動分）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題９ 平成２４年度自己点検・評価について（審議） 

梅原理事から、議題９資料に基づき、平成２４年度自己点検・評価について説明があ

り、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題 10 ヨーロッパ事務所（仮称）の設置について（審議） 

岩本国際交流センター長から、議題 10 資料に基づき、大学間交流協定校であるエル

ランゲン-ニュルンベルグ大学（ＦＡＵ）にヨーロッパ事務所（仮称）を設置するべく

先方との調整に入りたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題 11 海外協定校の共同事務所設置について（審議） 

岩本国際交流センター長から、議題 11 資料に基づき、海外協定校に本学の海外事務

所を設置する場合、先方が望めば、相互主義の原則によって、本学内に海外協定校の事

務所スペースを設ける必要があることから、２１号館１１０号室東側スペースを海外協

定校が共同で利用する「共同事務所」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。 

 

議題 12 教員の辞職について（報告） 

議長から、議題12資料に基づき、本学を辞職する教員３名について報告があった。 

 

議題 13 特任研究員の選考およびプロジェクト研究員の呼称付与について（報告） 

研究支援チームリーダーから、議題 13 資料に基づき、特任研究員の選考及びプロジ

ェクト研究員の呼称付与を行った旨の報告があった。 

 

議題 14 その他 

（１）最近の本学の取組等について（報告） 

学長から、議題14-（1）資料に基づき、最近の本学の取組等について、報告

があった。 



 

配付資料 

１ コミュニティ創成教育研究センターの設置に関する資料 

２ 国際自動車工学教育研究センターの廃止に関する資料 

３ 名古屋工業大学学則等新旧対照表（案） 

４ 客員教授称号付与者名簿 

５ 国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則新旧対照表（案） 

６ 名古屋工業大学人事企画院規則新旧対照表（案） 

名古屋工業大学教員再雇用センター規則新旧対照表（案） 

７ 平成 24 年度年度計画（案） 

８ 平成２３年度自己点検・評価報告書 

（平成２２年４月～平成２３年３月に実施した事業） 

９ 自己点検・評価の見直しに関する資料（実施要項案） 

10 ヨーロッパ事務所（仮称）の設置に関する資料 

11 海外協定校の共同事務所設置に関する資料 

12 資料なし 

13 特任研究員等呼称付与者名簿 

14-（1）最近の本学の取組等に関する資料 



教育研究評議会（２３－第１４回）議事要旨 

 

日 時 平成２４年３月５日（月）１６時００分～１６時３５分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め ２３名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 教員の選考について（審議）  

議長から、議題１資料に基づき、若手研究イノベーター養成センターの准教授始め２

名の資格審査について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題２ 大学院担当教員の選考について（審議） 

議長から、議題２資料に基づき、機能工学専攻の大学院担当教員２名について説明が

あり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題３ 名誉博士の称号授与について（審議） 

議長から、議題３資料に基づき、入学式当日に開催するＯＢ特別講演会講師に名誉博

士の称号を授与することについて説明があった。 

続いて、名誉博士審査委員会委員長である梅原副学長から、議題３資料に基づき、称

号授与に係る概要及び候補者に対する同委員会の意見について報告があった。 

審議の結果、候補者に名誉博士の称号を授与することが承認された。 

 

議題４ 学長特別補佐の設置等について（審議） 

議長から、議題４資料に基づき、現行の学長補佐体制を強化するために、学長特別補

佐を設置するとともに、学長補佐の任務を改めることについて説明があり、審議の結果、

原案どおり承認された。 

 

議題５ 名古屋工業大学教員評価実施に関する指針の一部改正について（審議） 

学長から、名古屋工業大学教員評価実施に関する指針を一部改正するに至った経緯等

の説明があった。 

続いて、北村副学長から、議題５資料に基づき、改正内容の説明があり、審議の結果、

原案どおり承認された。 

 

議題６ 特任研究員等の選考及び呼称付与について（報告） 

石橋研究支援チームリーダーから、議題６資料に基づき特任研究員（呼称なし）の選

考２名、特任研究員の選考及び呼称付与３名、プロジェクト研究員の呼称付与３名、合



計８名について呼称付与を行った旨の報告があった。 

 

議題７ その他 

   特になし 

 

 

配付資料 

１ 教員選考者名簿 

２ 大学院担当教員選考者名簿 

３ 名誉博士の称号授与資料 

４ 学長特別補佐設置に係る資料及び規則の新旧対照表（案） 

５ 名古屋工業大学教員評価実施に関する指針の新旧対照表（案） 

６ 特任研究員等呼称付与者名簿 



教育研究評議会（２３－第１５回）議事要旨 

 

日 時 平成２４年３月１６日（金）１５時４０分～１７時５５分 

場 所 講堂会議室 

出席者 髙橋学長 始め １９名 

議 長 髙橋学長 

 

議 事 

議題１ 教員の選考について（審議） 

議長から、議題１資料に基づき、つくり領域の教授始め１４名について説明があり、

審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題２ 大学院担当教員の選考について（審議） 

議長から、議題２資料に基づき、機能工学専攻の大学院担当教授２名について説明が

あり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題３ 客員准教授の称号付与について（審議） 

議長から、議題３資料に基づき、教育研究センター機構運営本部長及び次世代自動車

工学教育研究センター長から推薦があった客員准教授の称号付与について説明があり、

審議の結果、承認された。 

 

議題４ 平成２４年度年度計画（案）について（審議）  

梅原理事から、議題４資料に基づき、平成２４年度年度計画案について以下の説明が

あり、審議の結果、原案どおり承認された。 

説明事項 

・ ２月２２日開催の教育研究評議会にて照会した意見の有無については、提出がな

かったこと。 

・ 中期計画の計画番号６３については、平成２３年度までの計画であるため、平成

２４年度年度計画では空欄とすること。 

 

議題５ 教育研究評議会の審議事項について（審議） 

－教育研究評議会・教授会運営検討ＷＧ報告－ 

梅原理事から、議題５資料に基づき、教育研究評議会・教授会運営検討ワーキングの

審議結果のうち教育研究評議会の審議事項について報告があった。続いて、森総務チー

ムリーダーから当該審議結果を踏まえた改正規程等について説明があり、審議の結果、

承認された。 

 

  



議題６ 教育研究評議会・教授会の重複審議見直しによる教授会規則等の改正 

について（審議） 

梅原理事から、議題６資料に基づき、教育研究評議会・教授会運営検討ワーキングの

審議結果のうち教育研究評議会及び教授会の重複審議見直しについて報告があった。続

いて、廣瀬人事チームリーダーから当該審議結果を踏まえた改正規程等について説明が

あり、審議の結果、承認された。 

 

議題７ 総合戦略体制の機能強化について（審議） 

議長から、資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学の総合戦略体制の機能強化に

ついて説明があった。続いて、森総務チームリーダーから説明内容に基づく改正規則等

について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題８ セラミックス基盤工学研究センターの改組について（審議） 

藤セラミックス基盤工学研究センター長から、議題８資料に基づき、セラミックス基

盤工学研究センター改組案の概要について説明があった。続いて、水野研究支援サブチ

ームリーダーから説明内容に基づく改正規則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。 

 

議題９ 北京化工大学との大学院共同学位プログラムの協定更新について（審議） 

岩本国際交流センター長から、議題９資料に基づき、北京化工大学との大学院共同学

位プログラムの協定書及び覚書の更新について説明があり、審議の結果、原案どおり承

認された。 

 

議題 10 給与関係規則等の一部改正について（報告） 

議長から、議題１０資料に基づき、学長から本学の役員及び職員の給与改定について

説明があった。続いて、廣瀬人事チームリーダーから説明内容に基づく改正規則等につ

いて報告があった。 

 

議題 11 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則の一部改正について（報告） 

－教員の定年延長の導入に伴う改正－ 

議長から、議題１１資料に基づき、学長から１月２５日開催の教育研究評議会にて報

告した教員の定年延長の導入について、改めて概要の説明があった。続いて、廣瀬人事

チームリーダーから説明内容に基づく改正規則等について報告があった。 

 

議題 12 国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給細則一部改正について（報告） 

－学長特別補佐への管理職手当支給に伴う改正－ 

議長から、議題１２資料に基づき、３月５日の教育研究評議会にて承認された学長特



別補佐に対して、管理職手当を支給することについて報告があった。 

 

議題 13 国立大学法人名古屋工業大学における懲戒処分の公表基準の制定について（報告） 

議長から、議題１３資料に基づき、国立大学法人名古屋工業大学における懲戒処分の

公表基準を制定したこと及び同基準の内容について報告があった。 

 

議題 14 複線教育検討委員会報告について（報告） 

梅原理事から、議題１４資料に基づき、平成２２年度に教育研究行議会の下に設置し

た複線教育検討委員会の審議結果の報告があった。 

 

議題 15 個人情報の管理に関する監査結果について（報告） 

福本監査室長から、議題１５資料に基づき、個人情報の管理に関する監査結果につい

て報告があった。続いて、監査結果に対し、本学の今後の対応について報告があった。 

 

議題 16 経営協議会学外委員について（意見聴取）  

議長から、議題１６資料に基づき、平成２４年４月１日から任命予定の経営協議会学

外委員について説明があり、意見を求めたが、特段の意見はなかった。 

 

議題 17 その他 

（１）窒化物半導体マルチビジネス創生センター（仮称）の整備について（報告） 

木下理事から、議題１７－１資料に基づき、窒化物半導体マルチビジネス創生

センター(仮称)の建設位置を変更することについて報告があった。 

 

 

 

 

 



配付資料 

１ 教員選考者名簿 

２ 大学院担当教員選考者名簿 

  ３ 客員准教授称号付与者名簿 

４ 平成２４年度年度計画（案） 

５ 教育研究評議会・教授会運営検討ＷＧ報告及び関係規程等新旧対照表 

６ 名古屋工業大学教授会規則等新旧対照表 

７ 総合戦略体制の機能強化に関する資料 

８ セラミックス基盤工学研究センターの改組に関する資料 

９ 北京化工大学との大学院共同学位プログラムの協定更新に関する資料 

10 給与関係規則等の一部改正に関する資料 

11 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則等新旧対照表 

12 国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給細則新旧対照表 

13 国立大学法人名古屋工業大学における懲戒処分の公表基準 

14 複線教育検討委員会報告書 

15 個人情報の管理に関する監査結果 

16 経営協議会学外委員名簿 

17-（1）窒化物半導体マルチビジネス創生センター（仮称）計画配置図 
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