教育研究評議会（平成21年度第２回）議事要旨

１．日 時

平成21年４月21日（火）13：30～15：01

２．場 所

事務局３階 会議室

３．出席者

磯貝議長（学長）
村井、新名、澤田、畚野の各評議員（理事）
木戸出、垣内、西谷、真木、谷原、小笠原、寳學、松本（健）、川市、
太田の各評議員

出席監事

稲垣

陪席者

佐藤、東の両部長
鈴木、吉田、奥田、坂本、林田、梅野、向井の各課長
中條環境安全衛生管理室長

（配付資料一覧）
資料１
教育研究評議会（平成21年度第１回）議事要旨（案）
資料２
各種委員会及び各研究科教授会の報告について（平21.３.17～平21.４.20）
資料３－１ 国立大学法人・大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務の実績に関する
評価について
資料３－２ 国立大学法人・大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務の実績に関する
評価結果の概要
資料３－３ 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標期間に係る業務の実績
に関する評価結果
参考資料
全国立大学法人等における本学の位置づけ
資料４
教員（常勤教員）人事について（報告）
資料５
修士及び博士の標準修業年限内学位授与率について
資料６
平成20年度修了者の動向（博士前期課程）、平成20年度修了者の動向（博士
後期課程）、平成20年度情報科学研究科博士前期課程修了者の動向、平成20
年度情報科学研究科博士後期課程修了者の動向、平成20年度バイオサイエン
ス研究科博士前期課程修了者の動向、平成20年度バイオサイエンス研究科博
士後期課程修了者の動向、平成20年度物質創成科学研究科博士前期課程修了
者の動向、平成20年度物質創成科学研究科博士後期課程修了者の動向
資料７
学生相談実績（会議終了後に回収）
資料８
NAISTサイエンスフェスティバルの実施状況について
資料９－１ 平成21年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定につい
て（概要）
資料９－２ 平成21年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定につい
て（通知）
資料10
平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況について
資料11
平成21年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学予算編成方針について
資料12－１ 平成16～21年度特別教育研究経費（プロジェクト事業・設備費）一覧
資料12－２ 情報科学研究科平成22年度概算要求：特別教育研究経費（教育改革）産学連
携・分野横断による実践的IT人材養成推進事業
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資料12－３ 植物科学研究教育推進事業成果まとめ（平成17年度～21年度）、植物科学グ
ローバルトップ教育推進プログラム（平成22年度～26年度）、環境応答セル
ストラテジー研究推進事業
資料12－４ 平成22年度概算要求特別教育研究経費（研究推進）新規 物質創成科学研究
科環境フォトニクス研究開発推進事業
資料12－５ 平成22年度設備整備年次計画表研究科＜案＞まとめ
資料13
平成21年度決算に係る予算執行について
資料14
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学クレジットカード利用取扱要領の
一部改正について
資料15
平成21年度各種委員会一覧
参考資料
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学委員会規程
参考資料
国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（中期目標期間）
参考資料
関係する学内規約について
４．議 事
（前回議事要旨の確認）
資料１の前回（平成21年度第１回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。
（報告事項）
（１）各種委員会及び各研究科教授会報告について
議長から、資料２に基づき、次の各種委員会や各研究科教授会等の議事概要について、
報告が行われた。
・平成 20 年度第４回学長選考会議（平成 21 年３月 25 日開催）
・平成 20 年度第 13 回役員会（平成 21 年３月 26 日開催）
・平成 20 年度第４回経営協議会（平成 21 年３月 25 日開催）
・平成 21 年度第１回総合企画会議（平成 21 年４月７日開催）
・平成 20 年度第 14 回情報科学研究科教授会（平成 21 年３月 26 日開催）
・平成 21 年度第１回情報科学研究科教授会（平成 21 年４月 16 日開催）
・平成 20 年度第 12 回バイオサイエンス研究科教授会（平成 21 年３月 24 日開催）
・平成 21 年度第１回バイオサイエンス研究科教授会（平成 21 年４月８日開催）
・平成 20 年度第 11 回物質創成科学研究科教授会（平成 21 年３月 23～24 日開催）
・平成 21 年度第１回物質創成科学研究科教授会（平成 21 年４月 14 日開催）
・平成 20 年度第 11 回全学教育委員会（平成 21 年３月 30 日開催）
・平成 20 年度第４回動物実験委員会（平成 21 年３月９日開催）
・平成 20 年度第５回動物実験委員会（平成 21 年３月 26 日開催）
・平成 20 年度第５回施設検討委員会（平成 21 年３月 17 日開催）
・平成 20 年度第１回ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理審査委員会（平成 21 年
３月 26 日開催）
・平成 20 年度第 19 回事務連絡会（平成 21 年３月 24 日開催）
・平成 21 年度第１回事務連絡会（平成 21 年４月 14 日開催）
（２）中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
村井理事から、資料３－１～３及び参考資料に基づき、中期目標期間に係る業務の実
2

績に関する評価結果について、報告が行われた。
（３）教員人事について
議長から、資料４に基づき、教員人事について、報告が行われた。
（４）修士及び博士の標準修業年限内学位授与率について
村井理事から、資料５に基づき、修士及び博士の標準修業年限内学位授与率について、
報告が行われた。
（５）平成 20 年度修了者の動向について
村井理事から、資料６に基づき、平成 20 年度修了者の動向について、報告が行われ
た。
（６）平成 20 年度学生相談実績について
村井理事及び寳學保健管理センター所長から、資料７に基づき、平成 20 年度学生相
談実績について、報告が行われた。
（７）NAIST サイエンスフェスティバルの実施状況について
村井理事から、資料８に基づき、昨年度の NAIST サイエンスフェスティバルの実施状
況について、報告が行われた。
（８）平成 21 年度奈良先端科学技術大学院大学支援財団支援事業の助成決定について
新名理事から、資料９－１～２に基づき、平成 21 年度奈良先端科学技術大学院大学
支援財団支援事業の助成決定及び採択状況について、報告が行われた。
（９）平成 21 年度科学研究費補助金の交付内定状況について
新名理事から、資料 10 に基づき、平成 21 年度科学研究費補助金の交付内定状況につ
いて、報告が行われた。
（10）平成 21 年度予算について
澤田理事から、資料 11 に基づき、平成 21 年度予算について、報告が行われた。
（11）平成 22 年度概算要求について
澤田理事から、資料 12－１～５に基づき、特別教育研究経費の現状及び現在検討し
ている平成 22 年度概算要求の概要等について、報告が行われた。
（12）平成 21 年度決算に係る予算執行について
澤田理事から、資料 13 に基づき、平成 21 年度決算に係る予算執行について、報告が
行われた。
（13）クレジットカード（法人カード）利用取扱要領の一部改正について
澤田理事から、資料 14 に基づき、クレジットカード（法人カード）利用取扱要領の
一部改正について、報告が行われた。
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（14）平成 21 年度各種委員会一覧について
議長から、資料 15 に基づき、平成 21 年度各種委員会一覧について、報告が行われた。
（15）議長代行理事の指名について
議長から、本会議の議長代行理事を村井理事に指名した旨の報告が行われた。
以 上

4

