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平成 23 年度事業報告書 

 

 平成 23 年度における本協会の事業概要を次のとおり報告する。 

 

１ 諸会議の開催状況 

（1）総会 

平成23年 6月22日  平成23年度第1回通常総会 

平成23年11月 4日  平成23年度第2回通常総会 

平成24年 3月 7日  平成23年度第3回通常総会 

 

（2）理事会、常任理事会及び政策会議 

理事会 

平成23年 4月18日   平成23年度第1回 

平成23年 5月18日   平成23年度第2回 

平成23年 6月 8日   平成23年度臨時 

平成23年 7月20日   平成23年度第3回 

平成23年10月 7日   平成23年度第4回 

平成23年11月21日   平成23年度臨時 

平成24年 2月13日   平成23年度第5回 

 

常任理事会 

理事会、総会の審議事項及び諸課題への対応等について、随時打合せを実施 

 

政策会議 

平成23年 4月 5- 6日  書面審議 

平成23年 4月19-20日  書面審議 

平成23年 6月16-17日  書面審議 

平成23年 7月11-13日  書面審議 

平成23年 8月 8-18日  書面審議 

平成23年 9月20-21日  書面審議 

平成23年10月 7日   平成23年度第1回 

平成23年11月21日   平成23年度第2回 

平成24年 2月 7-10日  書面審議 

平成24年 2月20-22日  書面審議 

 

（3）各委員会等（専門委員会、小委員会、ワーキンググループ等を含む。） 

広報委員会 

平成23年 5月26日   広報企画小委員会 

平成23年 6月13日   平成23年度第1回 

平成23年 7月 8-14日  書面審議 

平成23年 7月20日   平成23年度第2回 

平成23年 9月 8日   広報企画小委員会 



 2

平成23年10月13日   広報企画小委員会 

平成23年11月14日   平成23年度第3回 

平成23年12月 6- 9日  広報企画小委員会書面審議 

平成23年12月15-20日  書面審議 

平成24年 1月10日   広報企画小委員会 

平成24年 1月26-30日  広報企画小委員会書面審議 

平成24年 2月 1日   平成23年度第4回 

平成24年 2月15-20日  広報企画小委員会書面審議 

 

入試委員会 

平成23年 4月21日   平成23年度第1回 

平成23年 6月 1日   作業委員会 

平成23年 6月15-17日  書面審議 

平成23年 6月21日   平成23年度第2回 

平成23年 7月 7-14日  書面審議 

平成23年 9月26-28日  書面審議 

平成23年10月24日   作業委員会 

平成23年10月27日   平成23年度第3回 

平成24年 2月 1日   平成23年度第4回 

平成24年 3月 2日   専門委員会 

平成24年 3月 6- 9日  書面審議 

 

教育・研究委員会 

平成23年 4月 8-11日  書面審議 

平成23年 4月20-22日  書面審議 

平成23年 5月12日   教育小委員会 

平成23年 5月31日   研究小委員会 

平成23年 6月 2日   平成23年度第1回 

平成23年 7月 8-13日  書面審議 

平成23年 7月20日   平成23年度第2回 

平成23年 8月 8-17日  書面審議 

平成23年10月20-26日  書面審議 

平成23年10月24日   研究小委員会 

平成23年10月26日   教育小委員会 

平成23年12月12-14日  書面審議 

平成23年12月13-14日  書面審議 

平成23年12月14日   男女共同参画小委員会 

平成23年12月21日   特区に関するＷＧ 

平成23年12月27-1月6日  書面審議 

平成24年 1月13日   教育小委員会 

平成24年 1月16日   研究小委員会 

平成24年 1月18日   特区に関するＷＧ 

平成24年 2月 8日   平成23年度第3回 
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平成24年 2月16日   専門委員会 

平成24年 2月17-20日  書面審議 

平成24年 2月27-29日  書面審議 

平成24年 3月26-28日  書面審議 

 

経営委員会 

平成23年 5月11日   病院経営小委員会 

平成23年 5月16日   財務・施設小委員会 

平成23年 5月30日   人事労務小委員会 

平成23年 6月 3日   平成23年度第1回 

平成23年 7月14-19日  書面審議 

平成23年 8月 9-11日  書面審議 

平成23年 8月30日   人事労務小委員会 

平成23年 9月 1日   財務・施設小委員会 

平成23年10月19-21日  財務・施設小委員会及び病院経営小委員会 書面審議 

平成23年10月28日   人事労務小委員会専門委員会 

平成23年11月14日   財務・施設小委員会 

平成23年11月17日   病院経営小委員会 

平成23年11月21日   平成23年度第2回 

平成24年 1月13-17日  書面審議 

平成24年 1月20日   人事労務小委員会 

平成24年 1月23日   財務・施設小委員会 

平成24年 1月27日   病院経営小委員会 

平成24年 2月 2日   平成23年度第3回 

 

大学評価委員会 

平成23年 4月18-21日  書面審議 

平成23年 6月 7日   懇談会 

平成23年 7月12-15日  書面審議 

平成23年 8月 2日   専門委員会 

平成23年10月11日   専門委員会 

平成24年 1月13日   平成23年度第1回 

平成24年 1月18-20日  書面審議 

平成24年 2月14-16日  書面審議 

 

国際交流委員会 

平成23年 7月13-15日  書面審議 

平成23年 7月28日   平成23年度第1回 

平成23年 8月17-25日  書面審議 

平成23年 9月 5- 8日  書面審議 

平成23年10月13日   平成23年度第2回 

平成24年 1月27日   平成23年度第3回 
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事業実施委員会 

平成23年 4月 6- 7日  書面審議 

平成23年 4月26日   研修企画小委員会 

平成23年 5月17日   平成23年度第1回 

平成23年 7月12日   平成23年度第2回 

平成23年10月 5-12日  書面審議 

平成23年12月12日   研修企画小委員会 

平成24年 1月20-24日  書面審議 

平成24年 1月30日   平成23年度第3回 

平成24年 3月 8日   研修企画小委員会 

 

国立大学法人総合損害保険運営委員会 

平成23年 8月 9日   平成23年度第1回 

平成23年 9月21-27日  書面審議 

 

適格性審査会 

平成23年 5月19-23日  書面審議 

平成23年 7月12-19日  書面審議 

平成23年 7月29- 1日  書面審議 

平成23年 8月 2- 4日 

平成23年11月28-30日  書面審議 

平成23年11月28-30日  書面審議 

平成23年12月 7- 9日  書面審議 

平成23年12月16日 

平成24年 1月16-19日  書面審議 

平成24年 1月26日 

平成24年 2月 8- 9日  書面審議 

平成24年 2月10日 

平成24年 3月 5- 7日 

 

問題検討委員会 

     なし 

 

調査企画会議 

平成23年 4月 4-15日  書面審議 

 

国立大学に関する有識者懇談会 

平成23年 6月 8日 

 

国立大学の機能強化に関する委員会 

平成23年 4月13日   ＷＧ 

平成23年 4月18日   第2回 

平成23年 4月27日   ＷＧ 
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平成23年 5月11日   ＷＧ 

平成23年 5月18日   第3回 

平成23年 6月 8日   第4回 

 

震災復興・日本再生に関するＷＧ 

平成23年 6月13-14日  書面審議 

平成23年 7月 1日   第1回 

平成23年 7月15日   第2回 

平成23年 8月 4- 8日  書面審議 

平成24年 1月27- 3日  書面審議 

 

震災復興・日本再生に関する支援対象事業選定等委員会 

平成23年10月 7日   第1回 

平成24年 1月27- 3日  書面審議 

平成24年 2月14-16日  書面審議 

平成24年 3月 8-14日  書面審議 

 

（4）その他の会議等 

平成23年 4月28日   総合損害保険引受保険会社会議 

平成23年 6月13日   支部代表大学広報担当者との打合せ会議 

平成23年12月 5日   臨時学長等懇談会 

平成24年 1月10日   臨時学長等懇談会 

 

２ 役員等の人事 

（1）理事、監事及び会長補佐の異動状況 

〔別紙１のとおり〕 

 

（2）委員会委員の異動状況 

〔別紙２のとおり〕 

 

（3）各国立大学法人からの出向職員を中心とする事務局体制 

〔別紙３のとおり〕 

 

３ 事業の執行状況 

（1）意見、提言、要望書等の提出、面談等 

平成23年 4月 6日  民主党文部科学部門会議「震災の復旧・復興へのご要望等」に

ついてのヒアリングにて要望 

平成23年 4月21日  直嶋正行参議院議員（民主党電力需給問題対策ＰＴ座長）他17

名に要望〔別添１〕 

平成23年 4月27日  松崎哲久衆議院議員（民主党文部科学部門会議座長）に平成23

年度補正予算（第１号）(案)についての御礼〔別添２〕 

平成23年 5月 2日  髙木義明文部科学大臣 他19名に平成23年度補正予算（第１号）

についての御礼〔別添２〕 
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平成23年 6月22日  「国立大学の機能強化－国民への約束－【中間まとめ】」を決

議〔別添３〕 

平成23年 6月22日  「東日本大震災からの復興と再生に向けて」を決議〔別添４〕 

平成23年 7月 7日  山根隆治参議院議員（民主党企業団体対策委員長）に「平成24

年度国立大学関係予算の確保・充実について（要望）」を提出

〔別添５〕 

平成23年 8月10日  笹木竜三文部科学副大臣に要望〔別添６〕 

平成23年 9月21日  民主党文部科学部門会議にて要望〔別添６、７、８〕 

平成23年 9月21日  鈴木寛参議院議員（民主党文部科学部門会議座長）他30名に要

望〔別添６、７、８〕 

平成23円 9月22日  中川正春文部科学大臣、森ゆうこ文部科学副大臣、城井崇文部

科学大臣政務官と面談、要望〔別添７、８〕 

平成23年 9月22日  奥村展三文部科学副大臣、神本美恵子文部科学大臣政務官、清

水文部科学事務次官、磯田高等教育局長に要望〔別添７、８〕 

平成23年 9月30日  櫻井充参議院議員（民主党政調会長代理）と面談〔別添８〕 

平成23年11月10日  中川正春文部科学大臣 他93名に要望〔別添９〕 

平成23年11月16日  森ゆうこ文部科学副大臣及び城井崇文部科学大臣政務官と面談、

要望〔別添９〕 

平成23年11月16日  公明党文部科学部会にて要望〔別添６〕 

平成23年11月28日  民主党企業団体対策委員にて要望〔別添９〕 

平成23年11月29日  櫻井充参議院議員（民主党政調会長代理）と面談 

平成23年12月 5日  中川正春文部科学大臣に要望 

平成23年12月13日  人づくり・モノづくり 日本の教育を支える会にて要望〔別添９〕 

平成23年12月14日  民主党文部科学部門会議にて要望〔別添９〕 

平成23年12月15日  公明党山口那津男代表に要望〔別添１０〕 

平成24年 1月19日  細野豪志環境大臣に要望〔別添１０〕 

平成24年 2月14日  田中和德衆議院議員（自由民主党どうぶつ愛護議員連盟副会長）

に要望〔別添１０〕 

平成24年 3月 6日  鴨下一郎衆議院議員に要望〔別添１０〕 

平成24年 3月 7日  「今、改めて復興と再生への貢献を誓う」を決議〔別添１１〕 

 

（2）各会員への通知等 

・被災した大学の学生への就職支援等について（依頼） 

（平成23年4月11日付け 会員代表者宛 教育・研究委員会委員長） 

・目的積立金の使用目的等について 

     （平成23年5月23日付け 会員代表者宛 財務・施設小委員会小委員長） 

・「国立大学の入学者選抜についての平成25年度実施要領」及び「同実施細目」等に

ついて（通知） 

 （平成23年6月22日付け 国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長） 

・「平成24年度国立大学入学者選抜についての各大学における入試業務上の留意点」

について（通知） 

 （平成23年6月22日付け 国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長） 

・「平成27年度大学入試センター試験における出題教科・科目に係る国立大学協会の
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ガイドラインについて 

（平成23年6月22日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長） 

・平成24年度大学入試センター試験における「地理歴史」、「公民」及び「理科」の

成績の利用方法について 

（平成23年6月22日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長） 

・全国高等学校長協会からの要望について 

（平成23年6月22日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長） 

・海外への情報発信について 

（平成23年10月11日付け 国立大学長宛 国際交流委員会委員長） 

・平成24年度予算に向けた取組について（依頼） 

（平成23年10月18日付け 国立大学長宛 会長） 

・平成24年度国立大学法人総合損害保険の基本方針について 

（平成23年10月19日付け 国立大学長宛 事業実施委員会委員長） 

・動物実験に係る体制の整備について 

（平成23年10月27日付け 国立大学長宛 教育・研究委員会研究小委員長） 

・「平成24年度国立大学追加合格者決定業務に係る入学手続状況に関する情報交換事

務取扱要領」について（通知） 

 （平成23年11月1日付け 国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長） 

・全国高等学校長協会からの要望等について 

（平成23年11月9日付け 国立大学長宛 入試委員会委員長） 

・「給与表作成の参考資料について」の送付について 

（平成23年11月25日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他） 

・「給与表作成の参考資料について」の追加資料の送付について 

（平成23年12月1日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他） 

・東日本大震災による被災大学への支援等について（お願い） 

（平成23年12月8日付け 会員（被災大学を除く）代表者宛 会長） 

・国立大学附属病院の経営問題に関する第8次アンケート調査結果について 

（平成24年2月1日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他） 

・経営委員会が実施した障がい者雇用・高年齢者雇用に関するアンケート調査結果に

ついて   （平成24年2月1日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他） 

・動物愛護管理法の見直しについて 

（平成23年10月27日付け 国立大学長宛 教育・研究委員会研究小委員長） 

・「給与表作成の参考資料について」の追加資料の送付について 

（平成24年3月2日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長他） 

・国立大学附属病院の勤務状況に関するアンケート調査結果について（お知らせ） 

 （平成24年3月13日付け 附属病院を有する会員代表者他宛 経営委員会委員長他） 

 

（3）広報活動  

・一般社団法人国立大学協会概要2011（和文・英文）の刊行 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’11の刊行 

・情報誌（JANU Quarterly Report）の刊行 

（第21号～第24号、別冊第8号、別冊震災特別号第1号～第4号） 

・ホームページの改善、掲載内容の随時更新（一般向け、会員向け） 
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・ホームページに「東日本大震災からの復興と日本再生への取組み」に関する特集ペ

ージを設置 

・職員採用試験広報 

各地区で実施する職員採用試験の統一的・基本的事項の周知等、全国広報のための

ポスター作成・配布、電子媒体（マイナビ、エンジャパン）に掲載 

 

（4）研修事業の実施 

 

研   修   名 実 施 日 対 象 者 人数 

国立大学法人トップセミナー Ｈ23. 8.25-26 法人の長 64

大学マネジメ

ントセミナー 

財務編：国立大学法人財務分析

と経営への活用 
Ｈ23. 9.15 

役員（学長を含む）、副

学長、部局長、事務代表

者等 

216

教育編：就業力 Ｈ23.10.25 163

研究編：産学連携による研究推

進と人材育成 
Ｈ23.11.16 136

国立大学法人総合損害保険研修会 Ｈ23. 6.24 保険実務担当者 179

国立大学法人等部課長級研修 Ｈ23. 7.28-29 部長級・課長級職員 183

国立大学法人等若手職員勉強会 Ｈ24. 1.19-20 若手事務職員 118

新規理事就任予定者研修会 Ｈ24. 3.16 新規理事就任予定者 9

 

 

事  業  等  名 実 施 日 人数 

日本再生シンポジウム～国立大学に求められる役割～ Ｈ23.11.29 148

「国立大学リスクマネジメント情報」創刊３周年記念シンポジウム 

～震災から学ぶリスクマネジメント 
Ｈ23. 8. 1 275

大
学
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

北海道教育大学・大阪教育大学 

これからの教育学部の役割を考える 
Ｈ23.10.22 180

東北大学 

 東北大学高等教育フォーラム「学習指導要領と大学入試」 
Ｈ23. 9. 2 158

秋田大学 

 地域課題解決のアプローチと地域に学び育つ学生力 

 ～秋田大学北秋田分校事業～ 

Ｈ23.11.21 180

横浜国立大学 

 連続公開シンポジウム 総テーマ『アーバン・イノベーション 

 大学、地域そして都市の再生』の一つ 

 地域再生と大学の役割－地域、住民とのコラボレーション－ 

Ｈ23.11. 5 61

信州大学 

 地域マネジメントへの大学活用と新しい価値の創造 

 「-SanGakuKan for the Next Stage SGKフォーラムⅡ-」 

Ｈ23.10.29 75
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大
学
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

富山大学  

富山大学コラボフェスタ2011シンポジウム 「大学は地域とともに

何をすべきか －転換期における地域活性化策－」 

Ｈ23. 9.28 576

三重大学 

 東海圏4大学連携市民フォーラム 

 「大学と地域が育てるグローカル・リーダー」 

Ｈ23.11. 5 225

神戸大学 

 グローバル化する世界における大学の役割 
Ｈ23. 9.16 190

奈良女子大学 

 コミュニティ再生と国立大学の役割 
Ｈ23.11.26 94

和歌山大学 

 大震災後の日本再建と新しい公共 

 ～今、大学と生涯学習の役割を問う！～ 

Ｈ23.11.23 149

島根大学 

 高大接続の地平をひらく －大学と地域の共創関係を作る－ 
Ｈ23.11.20 62

防
災
・
日
本
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

北見工業大学 

 寒冷地の複合災害 －豪雪と大地震が同時に来たら－ 
Ｈ23.11.18 113

弘前大学 

 農村と都市の共生を目指した災害に強い日本再生プラン 
Ｈ23.11. 9 187

東北大学 

 東北地方の化学と教育 －3.11から189日の歩み－ 
Ｈ23. 9.16 52

東北大学 

 2011年東北地方太平洋沖地震はどのような地震だったのか？ 

 －これまでにわかったこと、これからの課題－ 

Ｈ23.10.22 93

東北大学 

 放射性物質の拡散と大学人の役割 
Ｈ23.11.13 77

東京工業大学 

 東日本大震災を踏まえた首都直下地震への課題 
Ｈ23.10.28 84

電気通信大学 

 総合コミュニケーション科学からの防災・日本再生へのアプローチ
Ｈ23.10.22 222

筑波大学 

 希望につながる地域再生と大学～東日本大震災から学ぶもの～ 
Ｈ24. 1.22 158

埼玉大学 

 埼玉の防災を考える 
Ｈ23.11.19 275

横浜国立大学 

 連続公開シンポジウム 総テーマ『アーバン・イノベーション 

 大学、地域そして都市の再生』の一つ 

 環境・防災と未来都市創生：これからの大都市をどうデザインする

か －科学的なアプローチと可視化－ 

Ｈ23.10.22 81

長岡技術科学大学 

 オール新潟 災害救援シンポジウム 
Ｈ24. 1.21 55

金沢大学 

 北陸沿岸の地震津波防災と海洋立国推進の在り方 
Ｈ23.10. 8 293
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防
災
・
日
本
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

静岡大学 

 多角的な災害教訓から静岡の防災を考える 

Ｈ23.10.16 

Ｈ23.11. 5 

Ｈ23.11. 6 

274

名古屋大学 

 濃尾地震120周年シンポジウム「濃尾地震から120年－その教訓を 

振り返る－」 

Ｈ23.10.28 400

名古屋工業大学 

 東海３県の国立大学が社会に向けて提言する巨大地震対策 
Ｈ23.11.20 300

豊橋技術科学大学 

 企業防災を軸とする安全安心な地域づくり 
Ｈ23.12. 2 198

京都教育大学 

 教師力・教育力で支える地域再生：集まれ古都のサポーター！ 
Ｈ23.12. 3 75

奈良女子大学 

 古都奈良の都市防災 
Ｈ23.10.22 108

島根大学 

 島根大学医学部附属病院における防災・危機管理と地域振興 
Ｈ23.10. 1 120

広島大学 

 巨大化する自然災害への備え 

 －広島における今後の自然災害とその対策－ 

Ｈ23.12. 2 125

山口大学 

 大学の英知をあつめて風水害から「いのちをまもる」 

 －近年の災害を振り返る－ 

Ｈ23.11.23 127

香川大学 

 危機管理シンポジウム 

 －大規模災害時の地域コミュニティーの継続に向けて－ 

Ｈ24. 1.10 250

高知大学 

 南海地震に備えて：災害地を四国４県でどう支えるか 
Ｈ23.10.22 80

高知大学 

 南海地震に備えるシンポジウムⅡ 

 「次の南海地震の津波は？巨大津波、過去から未来へ」 

Ｈ23.10.29 252

九州大学 

 斜面災害における予知と対策技術の最前線に関する国際シンポ 

ジウム 福岡2011 

Ｈ23.11.10-11 86

熊本大学 

 地域防災啓発シンポジウム 「-東日本大震災から学ぶ-」 
Ｈ23.11.30 285

大分大学 

 大分の防災を考える－東南海・南海地震への対応－ 

Ｈ23.10.22 

Ｈ23.11. 6 
302

九州地区支部会 

 防災シンポジウムin宮崎2011 ～口蹄疫災害、新燃岳火山災害、 

来る「想定」地震・津波災害への備えを考える～ 

Ｈ23.11. 1 293

鹿児島大学 

 奄美豪雨災害から学ぶ －2010年奄美豪雨災害の総合的調査研究－
Ｈ23.10.23 176

国立大学フェスタ 2011 
実施期間：平成 23 年 10 月 1 日～11 月 30 日（主たる期間） 

イベント実施件数：864 件 
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（5）国立大学法人総合損害保険の運営 

（平成23年度加入状況） 

メニュー１（財産保険）（総合賠償責任保険）（労働災害総合保険） ９０機関 

メニュー２（診療所賠償責任保険）                              ８４機関 

メニュー３（傷害保険（役員））                                 ９０機関 

メニュー４（ヨット・モーターボート総合保険）            ５７機関 

 

４ 支部活動の状況 

 （1）支部会議の開催 

 

支 部 名 開 催 日 備  考 

北海道地区 

平成23年 4月15日 

平成23年10月31日 

平成24年 2月 9日 

 

東北地区 

平成23年 5月 9日（書面審議）

平成23年10月 6日 

平成24年 2月22日 

 

東京地区 

平成23年 5月13日（臨時） 

平成23年10月27日 

平成24年 2月29日 

 

関東・甲信越地区 

平成23年 5月17日 

平成23年10月 4日 

平成24年 2月 8日 

 

東海・北陸地区 

平成23年 4月28日 

平成23年10月21日（臨時） 

平成24年 2月 3日 

 

近畿地区 

平成23年 5月12日 

平成23年 9月28日 

平成24年 2月 2日 

 

中国・四国地区 

平成23年 5月27日 

平成23年 9月27日 

平成24年 2月10日（臨時） 

 

九州地区 

平成23年 5月23日 

平成23年 9月 9日 

平成24年 2月 3日 
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 （2）広報担当者連絡会の開催 

 

支 部 名 開 催 日 備  考 

北海道地区 平成23年 9月28日 
 

東北地区 平成23年 7月22日 
 

東京地区 平成23年 9月20日 
関東・甲信越地区と

合同開催 

関東・甲信越地区 平成23年 9月20日 東京地区と合同開催 

東海・北陸地区 平成23年 8月10日 
 

近畿地区 平成23年 9月 9日 
 

中国・四国地区 平成23年 9月30日 
 

九州地区 平成23年 9月12日 
 

 

（3）その他の事業 

各支部会議が主催する研修事業、情報交換会等が実施された。 

 

５ その他の活動 

（1）関係団体等の諸会合への参加 

ア 就職関係 

平成23年 4月27日  第1回就職問題懇談会 

平成23年 5月26日  第1回就職採用情報交換連絡会議 

平成23年 7月20日  第3回新卒者等の就職採用活動に関する懇話会 

平成23年 7月29日  第2回就職問題懇談会 

平成23年 9月14日  第2回就職採用情報交換連絡会議 

平成24年 2月13日  第3回就職問題懇談会 

 

イ ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係 

なし 

 

ウ ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係 

平成23年 4月15-17日 国際理事会 

平成23年 7月12日  日本国内委員会ＷＧ 

平成23年 8月26日  日本国内委員会 

平成23年10月18-19日 国際理事会 

平成24年 3月13日  日本国内委員会 

平成24年 3月28-29日 国際理事会 
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エ その他 

平成23年 5月24-25日 第6回全国大学入学者選抜研究連絡協議大会 

平成23年 6月 1- 2日 NAFSA年次総会 

平成23年 7月 8日  在京科学技術アタッシェ連絡会議 

平成23年10月15-16日 中国国際教育展 

平成23年10月29-30日 日本留学フェア（ベトナム） 

平成23年12月10-11日 FACON国際教育展 

平成24年 3月 9日  Japan Study Programセミナー 

平成24年 3月10-11日 中国国際教育巡回展 

平成24年 3月19-20日 日露学長会議 

 

（2）報告書等の刊行等 

・一般社団法人国立大学協会概要2011（和文、英文） 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’11 

・情報誌「JANU Quarterly Report」 

第21号～第24号、別冊第8号、別冊震災特別号第1号～第4号 

・一般社団法人国立大学協会ANNUAL REPORT（平成22年度） 

・Handbook of National Universities in Japan（国立大学法人の概要） 

・Japanese National Universities 

・第1期中期目標期間の検証（概要） 

・国立大学の機能強化－国民への約束－【中間まとめ】 

・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第８回追跡調査報告書 

・給与表作成の参考資料について 

・東日本大震災と大学の危機管理－被災した国立大学から学ぶ－ 

 

（3）要望書等の受理 

平成23年 4月 4日 全国高等学校長協会 

・東日本大震災により被災した高等学校生徒への配慮について（お

願い） 

平成23年 6月20日 全国高等学校長協会 

・東日本大震災により被災した高等学校生徒への配慮について（東

北六県高等学校長協会会長よりのお願い） 

平成23年 7月21日 財団法人産業教育振興中央会 外9団体 

・大学等入学者選抜に関する要望書（農業、工業、商業、水産、

家庭、看護、情報、福祉の専門学科及び総合学科） 

平成23年10月 4日 全国高等学校長協会家庭部会、進路調査研究部会 

・家庭に関する学科等卒業者の平成24年度入学者選抜についての

要望書 

平成23年10月28日 全国高等学校長協会 

・大学等入学者選抜についての要望書 

平成23年11月 2日 全国大学高専教職員組合 

・「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」にかかる要請書 
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平成23年12月 8日 高校・大学生、青年の雇用と働くルールを求める連絡会 

・高校・大学生等、新卒者の就職保障に向けての要請 

平成24年 2月 2日 全国大学高専教職員組合 

・国立大学教職員の給与に関する要望 

平成24年 3月27日 国立大学法人夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議 

・夜間主コース・第二部の整備に関する要望書 

 

（4）外国からの訪問者（団体）対応 

平成23年 8月31日 オーストラリア大使館教育担当参事官 国大協訪問 

平成24年 1月10日 英国大学協会会長 国大協訪問 

 

６ 平成23年度特記事項 

（1）東日本大震災の発生に伴う活動 

平成23年 4月 7日 防災・日本再生シンポジウム募集要項を策定（平成23年度中に計

29件を採択、実施） 

平成23年 4月11日 各大学に「被災した大学の学生への就職支援等について（依頼）」

を発出 

平成23年 4月20日 会長メッセージ「復興と再生に向けて」を表明 

国立大学における震災復興・防災・日本再生に係る教育・研究組

織一覧を公表 

平成23年 4月21日 直嶋正行参議院議員（民主党電力需給問題対策ＰＴ座長）に、消

費電力抑制目標の策定にあたっての診療、教育研究への配慮につ

いて要望 

平成23年 4月30日 各大学における支援活動状況（第1次）を公表（4月末現在） 

平成23年 5月18日 第2回理事会において、被災大学の平成23年度会費の特別減額措置

を承認 

平成23年 6月 1日 NAFSA年次総会（ｶﾅﾀﾞ・ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ）において、震災後の日本の大学

の復興に向けたメッセージを発信 

平成23年 6月 8日 震災復興・日本再生に関するＷＧを設置 

平成23年 6月22日 第1回通常総会において、「東日本大震災からの復興と再生に向け

て」を決議（6月30日、文部科学大臣ほか政務三役に手交） 

平成23年 7月20日 第3回理事会において、震災復興・日本再生支援事業骨子を了承 

平成23年 8月 1日 「「国立大学リスクマネジメント情報」創刊3周年記念シンポジウ

ム～震災から学ぶリスクマネジメント」を開催 

平成23年 8月18日 震災復興・日本再生支援事業募集要項を策定 

震災復興・日本再生に関する支援対象事業選定等委員会を設置 

平成23年 8月30日 各大学における支援活動状況（第2次）を公表（8月末現在） 

平成23年11月 4日 第2回通常総会において、震災復興・日本再生支援事業の実施に伴

う平成24,25年度会費の増額を承認 

平成23年11月10日 平成23年度震災復興・日本再生支援事業を選定、公表 

平成23年11月29日 「日本再生シンポジウム～国立大学に求められる役割～」を開催 

平成23年12月   冊子「東日本大震災と大学の危機管理－被災した国立大学から学

ぶ－」を発行 
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平成24年 3月 7日 第3回通常総会において、「今、改めて復興と再生への貢献を誓う」

を決議 

各大学における支援活動状況（第3次）を公表（2月末現在） 

 

７ 監事の監査、会計事務所の確認状況 

業務監査 

監事の、羽入佐和子お茶の水女子大学長、長尾彰夫大阪教育大学長（監事任期は平

成23年6月22日まで）及び吉田浩己鹿児島大学長（監事任期は平成23年6月22日以降）

が、平成23事業年度に開催された各理事会に出席し、業務の執行状況を確認するとと

もに、平成24年5月24日に平成23事業年度における事業報告書（案）に基づき、業務監

査を実施した。 

会計監査 

出塚会計事務所による定期的な会計書類の確認等とともに、平成24年4月25日に平成

23事業年度における会計書類の確認が行われた。 

これに基づき、平成24年5月24日に平成23事業年度における会計監査を実施した。 

 

８ 登記・届出事項 

・東京法務局   旧社団法人国立大学協会から一般社団法人国立大学協会への名称変更に

かかる設立登記          (登記年月日：平成23年 4月 1日) 

・東京法務局   変更登記（代表理事、理事、監事の変更） 

(登記年月日：平成23年 6月22日)  

・東京法務局   変更登記（理事の変更）        (登記年月日：平成23年 8月25日) 

・東京法務局   変更登記（理事の変更）        (登記年月日：平成23年11月 4日) 
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� +�-vÙ��� 2� �¼ ã%J�Ù�jk�º§2�jk¨ig0'

� +�§2�� jk�2ST�ST· �¼ ã%J�Ù�jk�º§2�jk ïg0'
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