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経営協議会議事録（第２０回）

日　時：平成２１年３月１７日（火）１４時～１６時０５分

場　所：岩手大学事務局２階　第１会議室

出席者：相澤　　徹　　委員（岩手県立大学理事長）

　　　　　井上　孝美　　委員（(財)放送大学教育振興会理事長）

　　　　　小原　　忍　　委員（（株）岩手めんこいテレビ常務取締役）

　　　　　中村　和子　　委員（獣医師）

　　　　　永野　勝美　　委員（㈱岩手銀行代表取締役会長）

　　　　　谷村　久興　　委員（谷村電気精機（株））

　　　　　藤井　克己　　委員（学長）

　　　　　齋藤　徳美　　委員（理事（総務・地域連携担当）副学長）

　　　　　高塚　龍之　　委員（理事（学術・教員組織担当）副学長）

　　　　　玉　　真之介　委員（理事（教育・学生担当）副学長）

　　　　　倉田　　裕　　委員（理事（財務・労務担当）事務局長）

陪席者：大野　眞男（副学長（評価・国際交流担当））、大塚尚寛（副学長（環

境・情報統括管理担当））、中原　祥皓（監事）、秋山　信愛（監事）、堀毛　一

也（人文社会科学部教授）、加藤　義男（教育学部長）、堺　茂樹（工学部長）、

高畑　義人（農学部長）、雑賀　優（連合農学研究科長）、長町　一郎（総務企画

部長）、中島　武幸（研究交流部長）、佐々田　清貴（財務部長）、松井　照雄

（学務部長）

　　議事に先立ち、学長から平成２１年６月１３日（土）に開催する岩手大学創立

６０周年記念事業について資料に基づき説明があった。

（○：委員の発言、△：大学側の発言）

議　題　　

１． 平成２１年度国立大学法人岩手大学予算（案）について

　　学長から、平成２１年度国立大学法人岩手大学予算（案）について審議願いた

い旨の発言があり、平成２１年度国立大学法人岩手大学予算の編成方針について資

料１－１に基づき説明があった。次いで、財務部長から、平成２１年度予算の概略

等について資料１－２，１－３に基づき説明･提案があった。

　各委員会から以下の意見があった。

○ 常勤教員の２０名増はなぜか。

△ 平成２２年度までの５年計画で５％削減を目指して、退職者の補充を半年間凍

結す

る等の方策により、さらに目標を上回る削減結果となっていたが、平成２１年度は

改組により、これまでの凍結分の補充を進める必要が生じたことに伴う増員であ

る。
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○ 収支の中で、採算が合わないのはいかがなものか。

△ 学内の宿泊施設料について、あまりにも低料金だったので実質に合わせた料金

設定

にし増収を図る予定である。

○ 予算編成時には、一般的に変動費と固定費があり、固定費部分を出来るだけ削減

し、

原動費に回すことが一般的である。この予算編成については、そのような構造改革

的視点が少し足りないのではないか。

○ 教員採用を今まで控えたため来年度の採用者が２０名ということであるが、教

育･研
究の発展のための人材確保の観点から良いことであり必要なことである。しかし、

最近国立大学の任期制、公募制を徹底し優秀な人材を確保することが求められてい

るが、岩手大学の場合は教員組織を自由化しているので岩手大学の特色ある分野に

配置する優秀な人材確保のための戦略でないと大学が硬直化するのではないか。対

応策はあるか。

△ 教員補充計画については、全学組織検討委員会で審議している。今回の２０名

増に

ついては、今年度の全学組織検討委員会で今後の全体計画が出る前に承認されたも

のである。教員選考委員として身内だけではなく学系からの委員も選出させ、基準

化している。公募はすでに実施済みであり、任期制を取り入れているのは全学教育

施設の限られた部署で１０数名のみである。

　　審議の結果、平成２１年度国立大学法人岩手大学予算（案）について承認され

た。なお、最終案として役員会で決定する旨の付言があった。

２．国立大学法人岩手大学第二期中期目標・中期計画（案）について

　　学長から、第二期（平成２２～２７年度）中期目標、中期計画の策定に向けて

意見交換願いたい旨、発言があり、第二期中期目標・中期計画（案）について資料

２－１、２－２に基づき説明があった。

　　各委員から以下のような意見があった。

○ 基本方針の②の研究についての特定分野の記載について、抽象的であるが、何を

示

しているのか。

△ 第一期は生命、環境、機能材料の３つのテーマを重視しているが、第二期につ

いては、まだ具体的な事項は記載できない状況である。

○ 農商工連携を実施してるが、特に民間会社と岩手県との連携に岩手大学も加わり

協力していったらどうか。農学部、工学部への重点的傾斜配分が必要ではないか。

岩手大学は、特色ある大学としてアピールしていく必要がある。学生にとっての魅

力がないのではないか。

△ 農商工連携は、基本方針についての資料２－１の③地域連携に繋がることであ
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り、②の特定分野との重点的支援と一体となって実施することにもなる。

○ 人事選考の改善･統一基準の策定等についてであるが、岩手大学の特色を発揮す

る基本的な条件提示と考えられるが、これについて充分に説明する必要があるので

はないか。これと関連して人事評価について、「人事評価システムの完成度を高

め、教職員の業務遂行能力の向上を図る。」とあるが、現在国立大学の３０数大学

が実施しており、給与、昇進等に反映していると聞いているが、今回の中期計画に

掲載していないが、評価結果のインセンティブについて記載したらどうか。

全体で６２項目あるが、定性的については説明が充分であるが、定量的については

ＣO2 の１５％削減のみの項目であり、実現可能な数値目標の設定について記載で

きるよう検討していただきたい。

△ 第一期では数値目標を掲げた結果、その達成に向けて苦しんだこともありなか

なか踏み込めないのが現状である。

　　教員評価については、平成１６年、１７年度について第１回評価を実施し、今

年度第２回目の教員評価を実施しているところであるが、４つの分野について評価

し具体的にはインセンティブに反映しているので今回は特に記載していない。

○ 教員評価については、国立大学評価委員会の関心事であり、第一期中について

は、完成度が低いと思うが、第二期についてはさらにもっと完成度を高める記載が

必要である。実施していないように誤解を招くので、せっかく実施しているのであ

るならばさらに完成度を高めることを記載したほうが説明責任を果たせるのではな

いか。

○ 中期目標についてであるが、岩手大学の基本的な目標について６年後の達成度は

ど

んな尺度で判断するのか。

　 　地域課題研究について、人文社会科学部、教育学部の分野についてはどのよ

うな取り組みがあるのか、はっきりしているのであれば提示したほうがよいのでは

ないか。

　未来づくり機構についてであるが、自治体との共同研究についてはどんな想定を

しているのか。

△ 部局への特色を活かした地域課題研究についての人文社会科学部、教育学部の

取り

組みについてであるが、人文社会科学部は、青森、岩手の県境の産業廃棄物の問題

が

あり廃棄物撤去についての環境経済学の研究者でこの研究に取り組んでいる。教育

学

部については、歴史学の研究者がおり、平泉研究の分野について取り組んでい

る。　　

　　未来づくり機構に関してであるが、自治体と大学間の協力協定を結んで進めて

いるのが現状である。友好協定を結んでいく中で、共同研究という具体的なテーマ

で研究を進めていくことが多い。３５市町村全部と友好協定を結んでいくのは困難
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である。未来づくり機構は、実業界、自治体、教育研究機関という組織の連携であ

り、自治体に対しても特定の自治体だけとでなく、共通課題としての解決する問題

はたくさんある。この機構の中で、自治体全体と共同研究を進めることが最もやり

やすいと考えた。

　前文の目標についての達成度をどのように評価するかについては、難しいことで

ある。所信メッセージを用意したのはその背景がある。なかなか数値化するのは困

難である。

○ 学内でどのように評価されているか理解できないが、葛巻ワイン製造の中核にな

っ

ているのは岩手大学の卒業生であり、これが地域を支える専門人材の育成につなが

っているのではないか。

○ 目標は、全体の大学のあるべき姿であるが、目標から具体的にどうするかが見え

ないし抽象的になり理解しにくいため、計画の中で明確化する必要があるので検討

してほしい。

○ 大学の人材育成についての成果を外部の人達はどのように評価しているか、大学

として押さえる仕組みを作成する必要があるのではないか。卒業生がどのように地

域社会に対して応えているのか、活躍しているのか、について県民がどう捕らえて

いるのか、把握する必要があるのではないか。究極の評価として外部評価を実施し

ないと意味がない。

△ 前文を受けて６年間の目標、計画として実施することになるが、それを更に具

体化した年度計画の中味が記載されていないので理解しにくい。人材養成像はつい

ては、第一期に学士課程、大学院課程について、学科、課程、専攻で取りまとめた

ので、第二期はそれらを踏まえて、どんな人材、具体的にどんな力を付与するかな

ど明確にしたい。達成度をどのように図るか、学内では不充分であり社会の評価を

積極的に受けるべき、という指摘はその通りである。現在、同窓生からの聞き取り

調査、企業訪問時のアンケート調査、企業合同説明会での企業からのアンケート調

査等に取り組んでいるが、今後も社会の評価を積極的に聞く予定である。

○ イーハトーブの文言について、岩手の人は理解できるが一般的には理解できない

ので、注意書き等を記載したらどうか。

○ 全体的印象は、もう少しメリハリを付けて岩手大学ブランドとして発信したらど

うか。６年後に達成させたい具体的項目を記載したらどうか。例えば、学生が卒業

まで身に付ける質の保証、基準など。また、全国から学生が集まって勉強しやすい

大学、女性研究者が働きやすい大学等を目指しもっとアピールが必要である。

○ 前文の問題については、こだわりすぎると内容が硬直化してしまう。

○ ６年計画であるが、４年目で達成し暫定評価できることを視野に入れて６年間の

計画をすべきである。

○ 数年後、どうなるかわからないが我々も中期計画を作成しているが難しい。しな

やかな考え方で実施したほうがよい。

△ しなやかとはなにか。

○ ある部分について特化していただきたい。
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△ 第一期のときは、数値目標について変更できなかったが、第二期も目標値が変

更できないのか。

○ 中間評価として見直しをしても良いと思うが、なかなか難しい。科学技術振興調

整費、科学研究費補助金の一部については中間評価を実施している。ほんとうは、

中間評価は現実的であると思う。

学長から、今回の意見を反映し６月の経営協議会において素案を提示する予定であ

るこ

とが報告された。

３．平成２１年度国立大学法人岩手大学年度計画（案）について

　　学長から、平成２１年度国立大学法人岩手大学年度計画（案）について審議願

いたい旨

の発言があった。

　　次いで、大野副学長から平成２０年度主な活動、平成２１年度計画要点につい

て資料３

－１、３－２、３－３に基づき説明・提案があった。

　　各委員から以下のような意見があった。

○ 全国学力検査の結果、前回以降学力が伸びたのは青森県、秋田県である。これ

は、学力改善について地元大学の教育学部と県教育委員会と連携し、教育内容を改

善し、学力向上について取り組んだ結果である。実は、沖縄県と琉球大学教育学部

と連携し平成２１年度から学力向上プロジェクトとして３年間実施予定であり、岩

手大学教育学部も附属学校だけでなく県と連携して地域貢献事項として第二期計画

に掲載できるよう検討していただきたい。

○ 学生の就職支援体制について非常に厳しい状況にあるが、どんな状況か。

△ これまで支援体制を整備してきたことから、今後もキャリア支援課を中心に各

学部

就職委員と連携して企業訪問や専門知識を持っているキャリアアドバイザーによる

支援を積極的に行っていきたいと考えている。また、学生に対してのキャリア教育

を早くから行う取組を進めたい。

○ ＩＳＯ１４００１について、学生にも関心を持てるよう一緒になって実施できる

教

育を是非実施していただきたい。

△ 環境教育として実施しているところであるが、大学として初めて学生と教職員

が一

体となった省エネ、省資源関係のWGを立ち上げたところである。

審議の結果、平成２１年度国立大学法人岩手大学年度計画（案）について承認され

た。
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４．国立大学法人岩手大学学則の一部を改正する学則（案）について

　　学長から、工学部の学科改組、教育学部のコース改組、専攻科及び別科の廃止

等による

国立大学法人岩手大学学則の一部を改正する学則（案）について資料４に基づき説

明・提案があり、審議の結果、これを承認した。なお、施行日は平成２１年４月１

日付けである旨の付言があった。

５．国立大学法人岩手大学大学院学則の一部を改正する学則（案）について

　　学長から、教育学研究科、工学研究科及び農学研究科の専攻改組並びに入学定

員の変更等による国立大学法人岩手大学大学院学則の一部を改正する学則（案）に

ついて資料５に基づき説明・提案があり、審議の結果、これを承認した。なお、施

行日は平成２１年４月１日付けである旨の付言があった。

６．岩手大学証明書発行手数料に関する規則（案）について

　　学長から、卒業生、修了生等に対する各種証明書の発行手数料を徴収すること

による

岩手大学証明書発行手数料に関する規則（案）について資料６に基づき説明・提案

があり、審議の結果、これを承認した。なお、施行日は平成２１年４月１日付けで

ある旨の付言があった。

７．岩手大学会計規則の一部を改正する規則（案）について

　　学長から、卒業生、修了生等に対する各種証明書の発行手数料に関する規則制

定に伴う経理責任者の追加及び郵便為替法及び郵便貯金法の廃止に伴う所要の改正

による岩手大学会計規則の一部を改正する規則（案）について資料６に基づき説

明・提案があり、審議の結果、これを承認した。なお、施行日は平成２１年４月１

日付けである旨の付言があった。

８．国立大学法人岩手大学職員就業規則等の一部を改正する規則（案）について

　　学長から、裁判員制度による当該裁判に参加するための休暇措置、所定勤務時

間を１週あたり４０時間から３８時間４５分とし、１日あたりの勤務時間を８時間

から７時間４５分に改めるため等による①国立大学法人岩手大学非常勤職員就業規

則、②国立大学法人岩手大学職員給与規則、③国立大学法人岩手大学職員兼業規

則、④国立大学法人岩手大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則、⑤国

立大学法人岩手大学職員育児休業等に関する規則、⑥国立大学法人岩手大学職員自

己啓発等休業に関する規則、⑦国立大学法人岩手大学寄附講座及び寄附研究部門職

員就業規則、⑧国立大学法人岩手大学プロジェクト職員就業規則の一部を改正する

規則（案）について資料７に基づき説明・提案があり、審議の結果、これを承認し

た。なお、施行日は①平成２１年４月１日、平成２１年５月２１日付け、②平成２

０年４月１日、平成２１年４月１日付け、③平成２１年４月１日付け、④平成２１

年４月１日、平成２１年５月２１日付け、⑤平成２１年４月１日付け、⑥平成２０
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年１０月１日付け、⑦⑧平成２１年４月１日付けである旨の付言があった。

９．その他

　　なし

報　告

１． 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について資料

８－１，８－２に基づき報告があった。

２． 平成２１年度岩手大学入学者選抜個別学力検査の出願状況について

玉理事から、平成２１年度岩手大学入学者選抜個別学力検査の出願状況について

資料9に基づき報告があった。

３． 教員の採用状況について

学長から、平成２０年度岩手大学教員の採用状況について資料１０に基づき報告が

あった。

４． その他　

なし

・次回の経営協議会の開催について

学長から、次回の経営協議会は平成２１年６月２６日（金）１３時３０分から開催

する旨、報告があった。
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