
一般社団法人国立大学協会広報誌「国立大学 vol.38 平成 27 年度高知大学国際交流基金助成事業決定

（September2015）」の【特集】地方創生に尾﨑正直 通知書交付式開催 

高知県知事と脇口宏学長の対談が掲載 

（13 ページに関連記事）  （14 ページに関連記事） 

（2） 

○高知大学が高知労働局から基準適合一般事業主（子育てサポート企

業）の認定を受け、次世代認定マーク（愛称：くるみん）を取得

○平成 27年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式開催

○今年も多くの高知大生が「よさこい祭り」に参加

○農学部 藤原拓教授らの取組みが国土交通大臣賞「循環のみち下水

道賞」グランプリを受賞

○第 35回南風祭を開催

（14） 

（14） 

（15） 

（15） 

（16） 

（17） 

○人事異動 （6） 

○役員会

○経営協議会

○教育研究評議会

（8） 

（9） 

（10） 

○平成 27年度高知大学大学院修了式・学位授与式

○平成 27年度高知大学大学院秋季入学式

○人文社会科学部及び農林海洋科学部の設置計画が認可

○一般社団法人国立大学協会広報誌「国立大学 vol.38

（September2015）」の【特集】地方創生に尾﨑正直高知県知事 

と脇口宏学長の対談が掲載 

○高知大学オープンキャンパスを開催

（11） 

（11） 

（12） 

（13） 

（13） 
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規則等名 制定者 内容 制定日 制定番号 施行日 改正理由等 

高知大学医学部倫理委員会規則 学長 一部改正 平成 

27.9.1 

規則第 16 号 平成 

27.9.1 

平成 27 年 4 月に施行された「人を対象とする医学

系研究に関する倫理指針（平成 26 年 12 月 22日文部

科学省、厚生労働省告示第３号）において会議の成

立要件が新たに規定されたため、規則中会議の成立

要件について一部改正。 

また、倫理委員会の審査対象となる研究等のうち

本学医学部附属病院における研究の実施状況を学部

長に加えて医学部附属病院長が把握できる体制とす

るため規則を一部改正。 

国立大学法人高知大学遺失物取扱規則 学長 制定 平成 

27.9.9 

規則第 17 号 平成 

27.10.1 

本学における遺失物の取扱について、改めて統一

的な取扱について明確にすることとし、規則を制定

するもの。 

高知大学海洋コア総合研究センター規則 学長 一部改正 平成 

27.9.11 

規則第 18 号 平成 

27.10.1 

海洋コア総合研究センターに係る共同利用・共同

研究拠点の期末評価等において、共同利用・共同研

究の実施に関する重要事項に関し海洋コア総合研究

センター長の諮問に応じる機関である「協議会」に

ついて、女性や外国人など多様な人材の積極的な登

用が求められたことから、センター外の委員を増員

することとし、規則を一部改正。 

高知大学医学部附属病院規則 学長 一部改正 平成 

27.9.15 

規則第 19 号 平成 

27.10.1 

医学部附属病院への診療ニーズの高い乳腺疾患、

脊髄・脊椎疾患及び脳卒中について、疾患に特殊性

があり、専門医と専門スタッフによる治療や継続的

なサポートの必要性がきわめて高いことから、現在

の医学部附属病院の医師・スタッフの専門性を最大

限に活かし、診療科にとらわれず「チーム」として

集学的な治療に取り組み高度な医療を提供する診療

体制を組織上整備することとし、中央診療施設とし

て乳腺センター、脊椎脊髄センター及び脳卒中セン

ターを設置するため、規則を一部改正。 

あわせて、現在設置順に列挙して規定されている

各中央診療施設について、中央診療部、中央診療セ

ンターごとに列挙する規定に整理するため、規則を

一部改正。 

また、現在設置順に列挙して規定されている各診

療支援施設について、診療支援センター、診療支援

室等ごとに列挙する規定に整理するため、規則を一

部改正。 

高知大学医学部附属病院乳腺センター規

則

学長 制定 平成 

27.9.15 

規則第 20 号 平成 

27.10.1 

医学部附属病院乳腺センターの設置に伴い、セン

ター規則を制定するもの。 

高知大学医学部附属病院脊椎脊髄センタ

ー規則

学長 制定 平成 

27.9.15 

規則第 21 号 平成 

27.10.1 

医学部附属病院脊椎脊髄センターの設置に伴い、

センター規則を制定するもの。 

学 内 規 則
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高知大学医学部附属病院脳卒中センター

規則 

学長 制定 平成 

27.9.15 

規則第 22 号 平成 

27.10.1 

医学部附属病院脳卒中センターの設置に伴い、セ

ンター規則を制定するもの。 

高知大学医学部附属病院校費負担患者取

扱規則 

学長 一部改正 平成 

27.9.15 

規則第 23 号 平成 

27.9.15 

校費負担制度（旧学用患者費負担制度）について

は、旧文部省所管会計事務の基準となる通達等に基

づき、稀少疾患等で大学の教育（臨床実習・臨床講

義）に協力した患者について、診療費のうち患者負

担分を校費で賄うことを主たる目的として整備さ

れ、本学においても、「医学部附属病院校費負担患者

取扱規則」を制定し、運用してきた。しかしながら、

保険診療において診療報酬請求上の患者負担分にあ

たる費用を患者以外が負担することは保険制度上認

められないこと、また、現在は、校費患者の診療に

要する費用のうち臨床研究や新規医療技術にかかる

部分について費用全額を病院が負担することを目的

として運用していることから、今回実態に即した内

容に改めることとし、規則を一部改正。 

あわせて、現在医学部附属病院内の申合せにより

運用している「校費負担患者承認申請に先立つ校費

負担の申請・承認手続き」について本規則に盛り込

むこととし、規則を一部改正。 

高知大学地方創生人材育成基金規則 学長 制定 平成 

27.9.29 

規則第 24 号 平成 

27.10.1 

高知大学に企業等から受け入れる寄附金に基づ

き、「高知の将来を考え、高知に根ざし、高知のため

に真に貢献しようとする学生を対象に奨学金として

給付することにより、将来にわたり高知で生計を立

て、その発展に貢献する人材の育成に資すること」

を目的とする奨学基金を設立することとし、その取

り扱いに関し必要な事項を定めるため、規則を制定

するもの。 

高知大学地方創生人材育成基金奨学金規

則 

学長 制定 平成 

27.9.29 

規則第 25 号 平成 

27.10.1 

高知大学地方創生人材育成基金規則第５条第１項

第１号に規定する事業として、企業等から高知大学

への寄附金に基づき設立された高知大学地方創生人

材育成基金を原資とする「高知大学地方創生人材育

成基金奨学金」に関し、同規則第６条に基づき、必

要な事項を定めるため、規則を制定するもの。 

国立大学法人高知大学における証明書発

行手数料に関する規則 

学長 制定 平成 

27.9.29 

規則第 26 号 平成 

28.4.1 

運営費交付金の削減への対応の一環として自己収

入の増加を図るため、これまで無料であった各種証

明書のうち、卒業生等に係る証明書に関し、発行手

数料を徴収することとし、規則を制定するもの。 

高知大学医学部附属病院副病院長に関す

る規則 

学長 一部改正 平成 

27.9.25 

規則第 27 号 平成 

27.10.1 

「乳腺センター」「脊椎脊髄センター」「脳卒中セ

ンター」の設置に際して、中央診療施設の長につい

て「部長」を「部長又はセンター長」へと改めた高

知大学医学部附属病院規則の改正に伴い、本規則中

の同職名に係る部分（選任の範囲に関する規定）に

ついて職名を改めるもの。 

高知大学医学部附属病院運営委員会規則 学長 一部改正 平成 規則第 28 号 平成 「乳腺センター」「脊椎脊髄センター」「脳卒中セ
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27.9.25 27.10.1 ンター」の設置に際して、中央診療施設の長につい

て「部長」を「部長又はセンター長」へと改める高

知大学医学部附属病院規則の改正に伴い、本規則中

の同職名及び「副部長又は副センター長」に係る部

分（医学部附属病院運営委員会の委員に関する規定）

について職名を改めるもの。 

高知大学医学部附属病院外国医師等臨床

修練委員会規則 

学長 一部改正 平成 

27.9.25 

規則第 29 号 平成 

27.10.1 

「乳腺センター」「脊椎脊髄センター」「脳卒中セ

ンター」の設置に際して、中央診療施設の長につい

て「部長」を「部長又はセンター長」へと改める高

知大学医学部附属病院規則の改正に伴い、本規則中

の同職名に係る部分（外国医師等臨床修練委員会の

委員に関する規定）について職名を改めるもの。 

国立大学法人高知大学文書処理規則 学長 一部改正 平成 

27.9.30 

規則第 30 号 平成 

27.10.1 

「乳腺センター」「脊椎脊髄センター」「脳卒中セ

ンター」の設置に際して、中央診療施設の長につい

て「部長」を「部長又はセンター長」へと改める高

知大学医学部附属病院規則の改正に伴い、「別表第４ 

専決者表」、「８ 医学部附属病院の関係事項」中の

「各部長」の文言を「各部長、センター長」へと整

理。 

あわせて、医学部附属病院の「診療支援施設」等

各種施設についての文言及び診療支援施設等に置か

れている室の「室長」についての文言を整理。 

なお、「別表第４ 専決者表」、「８ 医学部附属病

院の関係事項」中の「10 診療科長、副科長、同医

局長並びに中央診療施設の副部長及び室長の採用及

び退職」の項目について、病院長を専決者とする規

定であるが、役職にかかわらず教員又は医療職員の

職種の採用については、学長又は事務局長までの決

裁を行っていることから、削除。 

また、「別表第４ 専決者表」、「１ 事務局の共通

関係事項」中に「12 職員（課長以上の職員を除く。）

等の旅行命令及び旅行依頼に関するもの」（決裁名義

者「事務局長」専決者「各課長」）について規定を追

加するため、本規則を一部改正。 

高知大学医学部規則 学長 一部改正 平成 

27.9.28 

規則第 31 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの科目区分「共通専門科

目」の廃止に伴い、規則中の科目区分の規定につい

て一部改正。 

高知大学医学部看護学科授業科目履修規

則 

学長 一部改正 平成 

27.9.28 

規則第 32 号 平成 

28.4.1 

平成 28 年４月１日からの科目区分「共通専門科

目」の廃止に伴い、規則中の科目区分及び教育課程

表等について一部改正。 

あわせて、科目の廃止、科目名称の変更等のため、

規則を一部改正。 

高知大学地域協働学部長候補者選考規則 学長 一部改正 平成 

27.10.7 

規則第 33 号 平成 

27.11.1 

高知大学地域協働学部長候補者選考規則第５条に

規定する学部長候補者２人を選出するための「選挙の

資格を有する者」について、高知大学地域協働学部教
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授会規則第２条第１項に規定する教授会構成員とあ

わせるため、地域協働学部に兼任担当として配置され

た教授、准教授、講師及び助教を加えることとし、規

則を一部改正。 

高知大学医学部附属病院医療事故調査委

員会規則 

学長 制定 平成 

27.10.13 

規則第 34 号 平成 

27.10.13 

平成 27 年 10 月１日付けで施行された医療法（昭和

23 年法律第 205 号）の改正において新たに盛り込ま

れた「医療事故調査制度」に対応するため、医療法第

６条の 11 第１項に定められた医療事故（病院が提供

した医療に起因し又は起因すると疑われる死亡又は

死産であって、当該死亡又は死産を予期しなかったも

のとして厚生労働省令で定めるものに該当すると病

院長が認めたもの）について医療事故調査を行う医療

事故調査委員会を新たに設置することとし、規則を制

定するもの。 

高知大学医学部附属病院医療問題委員会

規則 

学長 一部改正 平成 

27.10.13 

規則第 35 号 平成 

27.10.13 

医療事故調査委員会を設置することに伴い、既存の

医療問題委員会の職務から医療事故調査委員会が調

査・検討を行う事案を除くため、規則を一部改正。 

また、委員のうち、実態として期間を区切って依頼

を行っていた学外有識者及び委員長が必要と認める

者について、実態とあわせ、２年間の任期を規定する。 

高知大学医学部附属病院外国医師等臨床

修練に関する規則 

学長 一部改正 平成 

27.10.13 

規則第 36 号 平成 

27.10.13 

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七

条等の特例等に関する法律（昭和 62 年法律第 29 号）

の一部改正に伴い、規則中の引用法律名、臨床修練指

導医の選任等について規則を一部改正。 

なお、同法の改正において、厚生労働大臣が認定を

行っていた臨床修練指導医等について、認定制度を廃

止し臨床修練病院等の開設者が選任又は解任を行う

こととされたところであるが、従前本学においては、

病院長が外国医師ごとに臨床修練指導医等を定める

こととしていたこと等を鑑み、実態にあわせ、選任又

は解任に関する権限を開設者である学長が病院長に

委任することとする。 

高知大学医学部自衛消防隊編成内規 学長 廃止 平成 

27.10.20 

規則第 37 号 平成 

27.10.20 

医学部自衛消防隊の編成については、高知大学防災

管理規則第９条第３項に基づき、防災管理責任者（医

学部長）が別に定めるとされている。 

医学部長を除く防災管理責任者は、自衛消防隊の編

成について規則として定めず、消防法に基づく消防計

画の中で定めていることから医学部においても同様

の取扱いとすることとし、規則を廃止する。 

国立大学法人高知大学事務組織規則 学長 一部改正 平成 

27.10.19 

規則第 38 号 平成 

27.11.1 

平成 27 年 11 月 1 日付事務組織の改編（室長補佐の

設置）に伴うもの。 

 



○人事異動

[教員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.8.31 鎌田　雅行 医療学系臨床医学部門　講師
H27.9.30 野中　大伸 医療学系臨床医学部門　助教
H27.9.30 都築　たまみ 医療学系臨床医学部門　助教
H27.9.30 齋藤　有 海洋コア総合研究センター　特任助教
H27.10.31 立岩　浩規 医療学系臨床医学部門　助教
H27.10.31 井本　明伸 医療学系臨床医学部門　助教

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.8.1 長尾　明日香 医療学系臨床医学部門　助教

H27.8.1 深田　聡 医療学系臨床医学部門　助教

H27.8.1 久野　貴平 医学部附属病院　特任助教

H27.9.1 大畠　雅之 医学部附属病院　特任教授

H27.9.1 戸髙　寛 医療学系基礎医学部門　助教

H27.10.1 野崎　華世 人文社会科学系人文社会科学部門　講師

H27.10.1 野村　昇 自然科学系理学部門　教授
H27.10.1 髙橋　弘 医療学系基礎医学部門　助教
H27.10.1 宮川　和也 医療学系臨床医学部門　助教

H27.10.1 國見　祐輔 医療学系臨床医学部門　助教

H27.10.1 泉　仁 医療学系臨床医学部門　助教

H27.10.1 刈谷　真爾 医療学系臨床医学部門　准教授

【昇任】
発令年月日 氏名 昇任後の所属・職 元所属・職
H27.10.1 有川　幹彦 自然科学系理学部門　准教授 医療学系基礎医学部門　助教
H27.10.1 古宮　淳一 医療学系連携医学部門　教授 医療学系連携医学部門　准教授

[事務系職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.9.30 武内　真理 総務部物部総務課学務室学務係　係長
H27.9.30 武内　智之 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係　係長

H27.9.30 松山　郁 研究国際部学術情報課図書館サービス係　主任（再雇用職員）

【退職（転籍）】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.10.31 壬生　充聡 総務部人事課付

【出向】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.8.1 横山　啓子 総務部総務課人文事務室人文事務係　係長
H27.8.1 内田　由佳 総務部総務課理学事務室理学事務係　主任
H27.8.1 隅田　友里 財務部経理室出納係　係員
H27.8.1 東　高大 学務部学務課修学支援室人文学部教務係　係員

H27.8.1 下元　仁子 医学部・病院事務部会計課総務係　係員

【復帰】
発令年月日 氏名 復帰後の所属・職 元所属・職
H27.8.1 竹下　佳 法人監査室　主任
H27.8.1 廣瀬　暢彦 総務部人事課労務管理係　係長
H27.8.1 下司　理恵子 総務部総務課教育事務室教育事務係　主任

H27.8.1 福島　愛加 学務部学務課修学支援室人文学部教務係　係員

H27.8.1 氏部　美香 医学部・病院事務部会計課病院担当係　主任

【再雇用】
発令年月日 氏名 再雇用後の所属・職 元所属・職
H27.8.1 片岡　俊弘 研究国際部地域連携課域学連携推進係　主任（再雇用職員）
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【配置換】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.8.1 川内　博文 法人企画課法人企画係　主任 財務部財務課予算企画係　主任
H27.8.1 西村　路彦 法人企画課評価室　室長 学務部入試課　課長補佐
H27.8.1 井上　慎二 総務部総務課法規係　係長 法人企画課　専門職員
H27.8.1 石田　菜美 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　係員 学務部学務課教育支援室教育企画係　係員

H27.8.1 西本　晶美 総務部人事課人事管理係　係員 研究国際部国際交流課国際連携係　係員
H27.8.1 菊川　祐輔 総務部人事課給与認定係　係員 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　係員

H27.8.1 市川　美波 総務部人事課給与・共済係　係員 総務部人事課給与認定係　係員
H27.8.1 有友　幸代 総務部物部総務課総務係　係長 総務部人事課労務管理係　係長
H27.8.1 吉田　亮太 総務部物部総務課会計係　係員 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係員

H27.8.1 松本　光代 総務部総務課人文事務室人文事務係　係長 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　係長

H27.8.1 岡林　徹 総務部総務課小津地区事務室小津地区学校係　係長 総務部総務課小津地区事務室　専門職員
H27.8.1 山本　秀樹 総務部総務課地域協働事務室　室長 法人企画課　専門員
H27.8.1 阿部　誠一 総務部総務課理学事務室理学事務係　主任 総務部総務課教育事務室教育事務係　主任

H27.8.1 川村　悠子 総務部物部総務課学務室学務係　主任 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　主任

H27.8.1 片山　正彦 財務部財務課　課長補佐 医学部・病院事務部会計課　課長補佐
H27.8.1 中西　英孝 財務部財務課予算企画係　主任 研究国際部地域連携課域学連携推進係　主任

H27.8.1 辻本　祐実 財務部経理室総括係　係員 学務部入試課入試実施係　係員
H27.8.1 吉本　昌代 財務部経理室出納係　係員 研究国際部研究推進課研究推進係　係員
H27.8.1 早尻　和城 研究国際部研究推進課研究推進係　係員 医学部・病院事務部総務企画課総務係　係員

H27.8.1 西川　智行 研究国際部研究推進課研究助成係　係員 財務部経理室総括係　係員
H27.8.1 黒川　晋平 研究国際部学術情報課情報システム係　係員 総務部物部総務課会計係　係員
H27.8.1 川口　俊司 研究国際部地域連携課域学連携推進係　係員 医学部・病院事務部会計課予算係　係員
H27.8.1 岡本　依里 研究国際部国際交流課国際連携係　主任 総務部総務課広報戦略室広報戦略係　主任

H27.8.1 芝　弘行 学務部入試課　課長補佐 総務部総務課地域協働事務室　室長
H27.8.1 佐々木　和久 学務部入試課　専門職員 医学部・病院事務部医事課医事係　係長
H27.8.1 黒田　さやか 学務部学務課教育支援室教育企画係　係員 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係員

H27.8.1 岩崎　奈津美 学務部学務課修学支援室全学・共通教育係　主任 総務部物部総務課学務室学務係　主任
H27.8.1 中城　由貴 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係員 医学部・病院事務部総務企画課人事係　係員

H27.8.1 宮脇　礼子 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員

H27.8.1 井手　玲子 医学部・病院事務部総務企画課　専門職員 総務部総務課法規係 係長     (担当配置換)

H27.8.1 川村　龍市 医学部・病院事務部総務企画課総務係　主任 法人監査室　主任
H27.8.1 土居　智美 医学部・病院事務部総務企画課人事係　係員 学務部学務課修学支援室理学部教務係　係員

H27.8.1 木下　和也 医学部・病院事務部会計課　課長補佐 財務部財務課　課長補佐
H27.8.1 友永　貴久 医学部・病院事務部会計課総務係　係員 研究国際部学術情報課情報システム係　係員

H27.8.1 林本　和昌 医学部・病院事務部会計課予算係　主任 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係　主任

H27.8.1 谷脇　源太 医学部・病院事務部会計課医学部担当係　係員 総務部人事課人事管理係　係員
H27.8.1 上田　涼平 医学部・病院事務部会計課外部資金担当係　係員 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係　係員

H27.8.1 久保　直毅 医学部・病院事務部会計課病院担当係　係員 医学部・病院事務部会計課　係員
H27.8.1 貞弘　展広 医学部・病院事務部医事課医事係　係長 医学部・病院事務部医事課医療安全係　係長

H27.8.1 清遠　和美 医学部・病院事務部医事課医療安全係　係長 医学部・病院事務部会計課　専門職員
H27.8.1 都築　直人 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係　係員 医学部・病院事務部会計課医学部担当係　係員

[病院職員]
【退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.8.31 島田　あさひ 医学部附属病院看護部　看護師（特例看護職員）

H27.9.19 福原　芽生 医学部附属病院看護部　看護師

【雇用期間満了退職】
発令年月日 氏名 異動後の所属・職 元所属・職
H27.9.30 竹﨑　未佳 医学部附属病院看護部　看護師
H27.9.30 山﨑　真由美 医学部附属病院栄養管理部　栄養士
H27.10.11 須藤　綾之 医学部附属病院栄養管理部　栄養士

【採用】
発令年月日 氏名 採用後の所属・職 元所属・職
H27.10.1 山﨑　真由美 医学部附属病院栄養管理部　栄養士
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第２４６回役員会（８月３日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 附属病院開発事業について 
 

第２４７回役員会（９月９日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る人事案について 

(2) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(3) 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について 

(4) 高知大学遺失物取扱規則の制定について 

(5) 大学教員の採用・昇任人事について 

(6) 平成 28年度学年暦及び年間行事予定表について 

(7) 女性後継者テニュアトラック制について 

(8) 高知県知事選挙及び高知市長選挙にかかる高知大学朝倉キャンパスへの期日前投票所の開設について 

〔報告事項〕 

(1) 平成 27年度学長裁量経費について 

(2) 大学教員の再任について 

(3) マイナンバー制度について 

(4) 平成 27年度国際交流基金助成事業について 

(5) 平成 28年度概算要求について 

(6) 平成 26事業年度財務諸表の承認について 

(7) 平成 27年度朝倉地区防災訓練の実施について 

(8) その他 

 

第２４８回役員会（９月２９日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 教育組織改革に係る人事案について 

(2) 教育組織改革に係る人事について 

(3) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(4) 高知大学人文社会科学部設置準備委員会の設置について 

(5) 初代人文社会科学部長並びに初代農林海洋科学部長及び初代農林海洋科学部附属暖地フィールドサイエンス教 

育研究センター長の選考手続について 

(6) 大学教員人事案について 

(7) 大学教員の採用人事について 

(8) 平成 28年度学年暦及び年間行事予定表について 

(9) 高知大学地方創生人材育成基金奨学金について 

(10) 女性後継者テニュアトラック制について 

(11) 平成 27年度学内補正予算（第１次）の編成について 

(12) 平成 27年度間接経費等執行計画について 

会 議 
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(13) 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について 

〔報告事項〕 

(1) 高知大学農学海洋科学部設置準備委員会の名称変更について 

(2) 国際交流協定の締結等について  

(3) 平成 27年度進学担当者説明会について 

(4) 平成 27年度オープンキャンパスについて 

(5) 平成 27年度第１四半期の財務状況について 

(6) 平成 27年度第１四半期の資金管理状況について 

(7) 規則の制定について 

(8) その他 

 

第２４９回役員会（１０月５日） 

議事 

〔審議事項〕 

(1) 第３期中期目標・中期計画素案の修正について 

(2) 大学教員の採用・昇任人事について 

〔報告事項〕 

(1) 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の採択結果について 

(2) その他 

 

第２５０回役員会（１０月２９日） 

 議事 

〔審議事項〕 

(1) 戦略的管理人員枠による人事案について 

(2) 部局長等予定者の選考に関する基本方針等について 

(3) サバティカル研修候補者の推薦について 

〔報告事項〕 

(1) 大学教員の再任について 

(2) 国際交流協定の締結等について 

(3) 高知大学地方創生人材育成基金への寄附申込について 

(4) 平成 28年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について 

(5) 資金運用状況について 

(6) 規則の制定について 

(7) その他 

 

第５６回経営協議会（９月１７日） 

 議事 

(1) 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について 

(2) 平成 26年度国際交流活動について 

(3) 高知大学の国際戦略について 

(4) 熱帯農業に関する SUIJIコンソーシアム協定書の更新について 

(5) 平成 27年度国際交流基金助成事業について 

(6) 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について 

(7) 女性後継者テニュアトラック制について 

(8) 平成 27年度学内補正予算（第１次）の編成について 
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(9) 平成 27年度間接経費等執行計画について 

（10）国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について 

（11）平成 28年度概算要求について 

（12）平成 26事業年度財務諸表の承認について 

（13）附属病院再開発事業について 

（14）平成 27年度教員研究経費（特別分）の配分について 

（15）資金運用状況について 

（16）知的財産の活用状況について 

（17）国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について 

（18）その他 

第７１回教育研究評議会（９月１６日） 

議事 

(1) 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について 

(2) 高知大学の国際戦略について 

(3) 熱帯農業に関する SUIJIコンソーシアム協定書の更新について 

(4) 国際交流協定の締結等について 

(5) 平成 27年度国際交流基金助成事業について 

(6) 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について 

(7) 平成 28年度学年暦及び年間行事予定表について

(8) 女性後継者テニュアトラック制について 

(9) 平成 28年度概算要求について

(10) 知的財産の活用状況について

(11) 規則の制定等について

(12) 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について 

(13) その他 
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○平成 27 年度高知大学大学院秋季修了式・学位授与式

9 月 18 日（金）、メディアの森メディアホールにおいて、「平成 27 年度高知大学大学院秋季修了式・

学位授与式」が関係者出席のもと挙行された。総合人間自然科学研究科教育学専攻 1 名、看護学専攻 1

名、農学専攻（APP 含め）4 名に修士の学位、総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻 2 名、医学

専攻（論文含め）3 名、黒潮圏総合科学専攻 1 名に博士の学位がそれぞれ授与された。 

○平成 27 年度高知大学大学院秋季入学式

10 月 9 日（金）、総合研究棟において、「平成 27 年度高知大学大学院秋季入学式」が挙行された。

修士課程では総合人間自然科学研究科農学専攻（APP）1名、博士課程では総合人間自然科学研究科黒

潮圏総合科学専攻 5名の入学が許可された。 

学 事
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○人文社会科学部及び農林海洋科学部の設置計画が認可

平成 27 年 5 月に文部科学省に設置申請した高知大学人文社会科学部及び農林海洋科学部について、 

大学設置・学校法人審議会の審議を経て、8 月 21 日（金）付けで設置計画が認められた。

人文社会科学部は、現在の人文学部 3学科（人間文化学科、国際社会コミュニケーション学科、社 

会経済学科）を 1学科（人文社会科学科）に改組し、「人文社会科学プラットフォーム科目」により「人

文科学」と「社会科学」を架橋する「人文社会科学（領域）」の教養とともに、3つのコース（人文科

学コース、国際社会コース、社会科学コース）の専門選択科目により、専門的知識を修得することが

できる教育課程を編成する。入学定員は 275人。 

農林海洋科学部は、現在の農学部 1 学科 8 コースを 3学科（農林資源環境科学科、農芸化学科、海

洋資源科学科）に改組し、総合的な教養及び農学・海洋科学分野に関連する自然科学や社会科学につ

いての専門的知識と実践的技術並びに事象を俯瞰し科学的に思考する能力及び問題発見とそれらの解

決策を発信できる能力を身につけさせることができる教育課程を編成する。入学定員は 200人。 
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○一般社団法人国立大学協会広報誌「国立大学 vol.38（September2015）」の【特集】地方創生に

尾﨑正直高知県知事と脇口宏学長の対談が掲載

対談内容は、「産学官民で挑む地方創生への道。鍵は国立大学にある。」と題し、国立大学への期待

や地域の課題解決に向け大学の果たす役割、地方創生や少子化問題解決に向けた高知大学や高知県の

取り組みなどについて語られた。結びで尾﨑知事は、「県の産業振興計画で地域活性化の仕事をしてい

る。高知大学と連携して、より良い相乗効果を生み出したい」と述べ、脇口学長は、「お互いが手を握

りあい、寄り添って知恵を出し合っていけば、高知県は必ず再生する」と信じていると述べた。

○高知大学オープンキャンパスを開催

平成 27 年 8 月 1 日（土）に朝倉キャンパス、2 日（日）に朝倉・岡豊・物部の各キャンパスにおい

て、高校生、高等学校教諭、保護者の方を対象にそれぞれオープンキャンパスを実施した。

 （朝倉キャンパス）    （朝倉キャンパス）

諸 報
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（岡豊キャンパス） （物部キャンパス）

○高知大学が高知労働局から基準適合一般事業主（子育てサポート企業）の認定を受け、次世代認定

マーク（愛称：くるみん）を取得

平成 27 年 8 月 6 日（木）、高知大学は、高知労働局から基準適合一般事業主（子育てサポート企業）

の認定を受け、次世代認定マーク（愛称：くるみん）を取得した。

高知大学は、平成 22 年に次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画（第 2 期）」を

策定し、その目標に対し 5 か年計画で取り組み達成した。 

また、高知大学は次の目標として「一般事業主行動計画（第 3 期）」を策定し、高知労働局へ提出し

た。今後も教職員が、仕事と子育て・介護とを両立させることができ、全ての職員が働きやすい職場

環境をつくるために協働していく。

○平成 27 年度高知大学国際交流基金助成事業決定通知書交付式開催

平成 27 年 8 月 7 日（金）、メディアの森メディアホールにて、平成 27 年度高知大学国際交流基金助

成事業決定通知書交付式を挙行し、脇口宏学長から出席者 20 名に助成金の決定通知書を交付した。

本年度の同事業は、「外国人留学生への奨学事業（一般型、新戦略型及び短期研修・短期受入プログ

ラム型）」、「外国へ留学する学生への奨学事業」、「大学院生の研究発表を目的とする海外派遣事業」、「帰

国留学生ネットワーク等構築事業」の 4 つの事業を募集し、多くの申請の中から 32 件を採択した。
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○今年も多くの高知大生が「よさこい祭り」に参加

平成 27 年 8 月 10 日（月）・11 日（火）に「第 62 回よさこい祭り」が、全国から 205 チーム（約 1
万 8 千人）の参加と多くの観光客を集めて開催され、高知大学からは学生チーム 8 チーム（粋恋、旅

鯨人、炎、南風、醫、日章踊り子隊、南溟寮、青ノ春）が参加した。伝統のエコなブルーシートの地

方車と寮歌を入れた男子寮チーム、高知大学沖縄県出身者らによるエイサー太鼓とのコラボチーム、

全国に散らばった OB・OG 中心のチーム等が、熱気と声援の中、それぞれの思いを込めて若い力と輝

きを放ち続けた。 

また、高知大学生は、よさこい祭りの運営にもスタッフやボランティア参加をしている。 

各会場からは高知大学生はいつも地域の活性化に貢献している。本当にありがたいと声が寄せら

れている。 

南溟寮（なんめいりょう）   南風～ぱいかじ～

○農学部 藤原拓教授らの取組みが国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」グランプリを受賞

平成 27 年 9 月 10 日（木）、農学部の藤原拓教授が、前澤工業株式会社・高知県・香南市・日本下水

道事業団（JS）の 4 者とともに取り組んでいる「産官学が連携した効率的な下水処理技術の開発」が、

平成 27 年度（第 8 回）国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」のグランプリを受賞した。 
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「循環のみち下水道賞」は、下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事例を表彰する国土交通大

臣賞として、平成 20 年度から毎年表彰が行われ、持続的発展が可能な社会の構築に貢献する「循環の

みち下水道賞」の実現を全国的に図ることを目的としている。

○第 35 回南風祭を開催

10 月 10 日（土）、11 日（日）の 2 日間、岡豊キャンパスにおいて、第 35 回南風祭が行われた。南

風祭は、高知医科大学の大学祭として昭和 56 年にスタートし、統合後は、医学部の大学祭として開催

されている。今年のテーマは「一発笑舞してみいや」。高知の人気有名店が集結する「名店街」や医

学部ならではの医療展や講演会、健康チェック、附属病院患者さんの作品展示、ライブ企画など多く

のイベントで賑わった。
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８月 

１日（土）  オープンキャンパス（朝倉） 

２日（日） オープンキャンパス（朝倉・岡豊・物部）

３日（月）  第 246回役員会 

５日（水） 四国フォーラム高知会議（～６日） 

６日（木） 高知県教育委員長との意見交換会 

７日（金） 平成 27年度国際交流基金助成事業決定 

通知書交付式 

学長裁量経費選考会議 

２０日（木） 国大協トップセミナー（～２１日） 

２１日（金） 教育組織改革実施本部会議 

ＪＩＣＡレセプション 

２２日（土） 大学院理学専攻（修士課程）入学試験 

２３日（日） 大学院応用自然科学専攻（博士課程） 

入学試験 

２５日（火） 安全衛生委員会（朝倉地区） 

２６日（水） 日本学術会議市民公開講演会 

２７日（木） ＳＰＯＤフォーラム２０１５ 

２８日（金） 大学院教育学専攻（修士課程）入学試験 

３０日（日） 大学院黒潮圏総合科学専攻（博士課程） 

入学試験 

３１日（月） 四経連懇話会 in高知 

ＪＩＣＡレセプション 

９月 

１日（火） 地域協働学部ＡＯ入試Ⅰ第 1次選抜 

教授会（医） 

２日（水） 文部科学省ＣＯＣ＋ヒアリング 

大学院農学専攻（修士課程）入学試験 

（～３日） 

３日（木） 大学連携 e-Learning教育支援センター 

四国事業シンポジウム 

教育研究部会議 

５日（日） 高知大学南溟会記念講演会 

７日（月） ＪＩＣＡ開講式 

学長事務総括本部会議 

第 10回大学のあり方に関する意見交換 

会 

第 5回入試企画実施機構会議 

教育ミーティング 

８日（火）  科研費申請に関する講演会（物部・岡豊） 

教授会、専攻会議（医） 

９日（金） 土佐さきがけプログラム国際人材育成 

コースＡＯ入試Ⅰ入学試験（～１０日） 

第 247回役員会 

１０日（月） 第 80回四国国立大学協議会 

文部科学省国立大学法人の財務等に関 

する説明会 

１１日（金） 高知県高等学校長協会との意見交換会 

１２日（土） ＳＵＩＪＩセミナー（～１３日） 

１４日（月） 大学ＩＣＴ推進協議会第 42回理事会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

１５日（火） 科学技術振興機構（ＪＳＴ） 

「若手研究者の自立的研究環境整備促進」 

事後評価のヒアリング 

１６日（水） 人文学部、理学部第 3年次編入学試験 

ｅk４平成 27年度第 1回運営委員会 

ＪＩＣＡ閉講式、レセプション 

第 71回教育研究評議会  

１７日（木） 第 56回経営協議会 

くるみん認定通知書交付式 

教育組織改革実施本部会議 

１８日（金） 平成 27 年度高知大学大学院修了式・学

位記授与式（秋季） 

教授会、専攻会議（医） 

１９日（土） 大学院人文社会科学専攻（修士課程）入

学試験 

２４日（木） 人文社会科学系国際学術シンポジウム 

２５日（金） 地域協働学部ＡＯ入試Ⅰ第 2次選抜 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

２８日（月） 人文社会科学部人文社会科学科社会科学

コースＡＯ入試Ⅰ第 1次選抜 

教育ミーティング 

２９日（火） 第 248役員会 

３０日（水） 平成 27年度第 1回「高知學長会議」 

日 誌
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１０月 

１日（水） 創立記念日 

辞令交付 

第 24回学長選考会議 

若手教員評価委員会 

第 4回環境保全委員会 

５日（月） 学長事務総括本部会議 

第 249回役員会 

第 6回入試企画実施機構会議 

医学部連絡調整会議 

教育ミーティング 

７日（水） 第 11 回大学のあり方に関する意見交換

会 

設備整備計画検討委員会 

８日（木） 教授会、専攻会議（人文）（教育）（理） 

９日（金） 平成 27年度高知大学大学院秋季入学式 

平成 27年度国際交流基金助成事業決定 

通知書通知式 

１２日（日） オープンキャンパス（医） 

１３日（月） 教授会、専攻会議（農） 

ハラスメント防止講演会（岡豊地区） 

１４日（水） 所信表明の会 

１５日（木） 秋季中国・四国地区国立大学長会議 

ＫＩＣＳ外部評価委員会 

ハラスメント防止講演会 

１６日（金） 国立大学医学部長会議第 100回記念式典 

１７日（土） 社会人ＡＯ入試第 2次試験 

１９日（月） 学長事務総括本部会議 

総合人間自然科学研究科委員会 

全学教育機構会議 

教育ミーティング 

２０日（火） 平成 27年度中国・四国ブロック 人事 

に関する懇談 

H27年度第 1回国際交流委員会 

教授会、専攻会議（医） 

２１日（水） ハラスメント防止講演会（朝倉地区） 

２２日（木） 「高知県まち・ひと・しごと創生推進本

部」会議 

高知コア研究所 10周年記念式典 

２３日（金） 平成 27年度朝倉地区防災訓練 

地方創生人材育成基金奨学金選考会議 

２６日（月） 農学部ＡＯ入試第 1次試験 

学士課程運営委員会 

教育ミーティング 

２７日（火） 第 25回学長選考会議 

経済同友会視察 

２８日（水） 科学技術振興機構（ＪＳＴ）ヒアリング 

大学院入学試験委員会 

専攻会議（黒潮圏） 

高知民営保育所協議会との懇談会 

２９日（木） 第 36回全国国立大學学生指導担当副学 

長協議会（～３０日） 

「第 4回ものづくり総合技術展」オープ 

ンセレモニー 

第 250回役員会 

３０日（木） 人事委員会 

安全衛生委員会（朝倉地区） 

３１日（土）  愛媛大学大学院連合農学研究科設立 30

周年記念式典 
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