平成１６年度事業報告書
平成１６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（臨時総会を含む。）
平成16年 6月17日

第1回通常総会

平成16年11月 5日 第2回通常総会
平成16年12月 8日 第1回臨時総会
平成17年 3月 4日

第3回通常総会

（２）理事会（臨時理事会を含む。）及び常任理事会
理事会
平成16年 4月13日 平成16年度第1回理事会
平成16年 6月 4日

平成16年度第2回理事会

平成16年 9月 6日 平成16年度第3回理事会（臨時）
平成16年10月22日 平成16年度第4回理事会
平成16年12月 8日 平成16年度第5回理事会（臨時）
平成17年 1月13日

平成16年度第6回理事会（臨時）

平成17年 2月16日

平成16年度第7回理事会

平成17年 3月 4日

平成16年度第8回理事会（臨時）

常任理事会
平成16年 4月 8日
平成16年 5月13日
平成16年 8月17日
平成16年12月 2日
平成17年 1月12日
平成17年 2月10日
平成17年 3月23日
（３）各委員会（専門委員会、小委員会、ワーキンググループ等を含む。）
企画委員会
平成16年 4月22日 平成16年度第1回
平成16年 5月14日

基本問題小委員会

平成16年 5月25日

基本問題小委員会

平成16年 6月14日 平成16年度第2回
平成16年 7月23日

男女共同参画に関するワーキンググループ

平成16年 8月 9日 平成16年度第3回
平成16年 9月 8日

基本問題小委員会（グランドデザイン対応）

平成16年10月 7日

基本問題小委員会（科学技術基本計画対応）
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平成16年10月18日 平成16年度第4回
平成16年12月 6日

基本問題小委員会（科学技術基本計画対応）

平成16年12月13日 平成16年度第5回
平成16年12月20日

基本問題小委員会（科学技術基本計画対応）

平成17年 2月 3日 平成16年度第6回
広報委員会
平成16年 4月28日

平成16年度第1回

平成16年 5月28日 平成16年度第2回
平成16年 6月 8日

ロゴマーク選定小委員会

平成16年 6月23日

ＨＰ専門委員会

平成16年 6月29日 平成16年度第3回
平成16年 7月 2日

ＨＰ専門委員会

平成16年 7月15日

ＨＰ専門委員会

平成16年 8月30日

広報企画小委員会

平成16年 9月22日

広報企画小委員会

平成16年11月 8日

広報企画小委員会

平成17年 1月28日 平成16年度第4回
入試委員会
平成16年 5月28日 平成16年度第1回
平成16年 6月 9日

作業委員会

平成16年 7月21日

作業委員会

平成16年 8月10日

作業委員会

平成16年 8月24日

作業委員会

平成16年10月 4日

作業委員会

平成16年10月 4日 平成16年度第2回
平成17年 1月21日

作業委員会

平成17年 2月10日

平成16年度第3回

平成17年 2月10日

作業委員会

平成17年 3月30日 作業委員会
平成17年 3月30日 平成16年度第4回
教育・学生委員会
平成16年 6月 1日

平成16年度第1回

平成16年 9月14日

平成16年度第2回

大学経営委員会
平成16年 6月16日 平成16年度第1回
平成16年 7月18日

大学附属病院の経営問題担当

平成16年 8月25日 平成16年度第2回
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平成16年 9月21日

人事・労務問題担当

平成16年 9月22日

財務管理問題担当

平成16年10月12日

大学附属病院の経営問題担当

平成16年10月18日 平成16年度第3回
平成16年11月15日

財務・施設小委員会

平成16年11月29日

財務・施設小委員会

平成16年12月 8日

人事・労務小委員会

平成17年 1月13日

財務・施設小委員会

平成17年 1月14日

人事・労務小委員会

平成17年 1月26日 平成16年度第4回
平成17年 1月27日

大学附属病院の経営問題ＷＧ

平成17年 2月 9日

財務・施設小委員会

平成17年 3月14日

給与体系の在り方に関する調査研究ＷＧ

大学評価委員会
平成16年 5月25日 平成16年度第1回
平成16年 6月30日 平成16年度第2回
平成16年 7月29日 平成16年度第3回
平成16年 9月13日

国立大学法人評価委員会委員との非公式会合

平成16年 9月29日 平成16年度第4回
平成16年12月27日 平成16年度第5回
平成17年 1月31日 平成16年度第6回
国際交流委員会
平成16年 6月 2日 平成16年度第1回
平成16年 9月27日 平成16年度第2回
平成17年 2月16日 平成16年度第3回
事業実施委員会
平成16年 5月18日 平成16年度第1回
平成16年 6月 3日

研修企画小委員会

平成16年 6月11日 平成16年度第2回
平成16年 7月14日 平成16年度第3回
平成16年 8月 2日

研修企画小委員会

平成16年 9月 3日 平成16年度第4回
平成16年10月12日

研修企画小委員会

平成16年10月14日 平成16年度第5回
平成16年12月22日 平成16年度第6回
平成17年 2月 1日 平成16年度第7回
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国立大学法人総合損害保険運営委員会
平成16年 7月21日

平成16年度第1回

平成16年10月 7日 平成16年度第2回
平成16年12月15日 平成16年度第3回
「国立大学の役割及び存在意義」に関する調査研究
平成16年 9月 9日

第１回会合

平成16年10月 5日

第２回会合

平成16年10月29日

第３回会合

平成16年11月11日

第４回会合

平成16年12月14日

第５回会合

平成17年 1月18日

第６回会合

平成17年 2月18日

第７回会合

平成17年 3月10日 第８回会合
平成17年 3月30日

第１回編集会議

特定分野の問題検討特別委員会（教員養成分野）
平成16年12月 9日 平成16年度第1回
平成17年 1月20日 平成16年度第2回
平成17年 3月 8日

２

平成16年度第3回

役員等の人事
理事異動状況（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

(1)

事業の執行状況
(1) 意見、提言、要望書等の提出、ヒアリングへの出席等
平成 16 年 4 月〜6 月

各学長が地元の国会議員等を通じて国立大学予算の充実につ
いて要請

平成 16 年 4 月 27 日(火)

自由民主党文部科学部会ヒアリングへ出席

平成 16 年 6 月 3 日(木)

財務省宛

「改革」を推進するための国立大関連予算につ

いて（要請書）
平成 16 年 10 月 22 日(金)

中央教育審議会大学分科会（グランドデザイン）ヒアリン
グ出席

平成 16 年 12 月 8 日(水)

文部科学大臣宛「国立大学関連予算の充実について（要
請）」を提出

平成 16 年１月 14 日(金)

科学技術・学術審議会基本計画特別委員会において意見発
表
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(2) 関係方面との面談、要請行動等
平成 16 年 4 月 27 日（火） 経済財政諮問会議議員との懇談会
平成 16 年 5 月 13 日（金） 国立大学法人の予算等に関する文部科学省との打合せ
平成 16 年 7 月 16 日（金）

財務省幹部との面談

平成 16 年 8 月 11 日（水） 文部科学省幹部との意見交換
平成 16 年 9 月 2 日（木） 文部科学省との協議
平成 16 年 11 月 30 日(火)

財務省幹部との面談

平成 16 年 12 月 2 日(木)

文部科学省との協議

平成 17 年 1 月 13 日(水)

文部科学省との平成 17 年度国立大学予算に関する意見交換

(3) 各会員への通知等

・「平成１７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」（平成１６年７月２７日付け）
・「平成１７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」（平成１６年１０月７日付け）
・「国立大学の入学者選抜についての平成１８年度実施要領」及び実施細目等につい
て（平成１６年１１月８日付け）
・「独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律」の施行に伴う国立大学の
入試情報開示への留意点（平成 17 年 3 月 23 日付け）
(4)

広報活動

・情報誌(JANU Quarterly Report)の刊行（創刊号、第2号）
・ホームページの立ち上げ（一般向け、会員向け）と運用
・広報連絡会議の開催
地区（支部）

開催日

北海道地区

平成16年10月7日

東北地区

平成16年9月30日

東京地区

平成16年10月8日

関東甲信越地区

平成16年10月7日

東海北陸地区

平成16年10月8日

近畿地区

平成16年9月28日

中国四国地区

平成16年10月5日

九州地区

平成16年10月7日

・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・広報のため、ポス
ターの作成・配布、電子媒体（リクナビ）に掲載
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(5) 研修事業の実施
研

修

名

日 時
H16.10.20

大学トップマネージメントセミナー（共催）

H16.10.26 〜

大学職員マネージメント研修（共催）

29

対 象 者

人数

役員

148

担当課長、係長等

106

大学マネージメントセミナーⅠ（広報・渉外）

H17.1.24

役員,副学長,部局長,幹部事務職員

165

大学マネージメントセミナーⅠ（企画・評価編）

H17.1.25

役員,副学長,部局長,幹部事務職員

195

大学マネージメントセミナーⅠ（総務編）

H17.1.26

役員,副学長,部局長,幹部事務職員

202

大学財務・経営セミナー（人事・労務の部）（共催）

H17.1.27

担当役員、事務局長、担当部長

203

大学財務・経営セミナー（財務・会計の部）（共催）

H17.1.28

担当役員、事務局長、担当部長

197

国立大学法人等新任部長研修

H17.2.3〜4

新任部長級職員

95

国立大学法人等新任課長・事務長研修

H17.2.9

新任課長、事務長級職員

231

大学マネージメントセミナーⅡ（国際交流編）

H17.2.21

役員,副学長,部局長,幹部事務職員

177

大学マネージメントセミナーⅡ（教育・学生支援編）

H17.2.22

役員,副学長,部局長,幹部事務職員

204

大学ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰⅡ(研究支援・産官学連携編）

H17.2.23

役員,副学長,部局長,幹部事務職員

173

国立大学法人総合損害保険研修会

H17.1.19

保険実務担当者

203

大学財務・経営セミナー（人事・労務の部）（共催）

H17.1.27

担当課長、係長等

106

大学財務・経営セミナー（財務・会計の部）（共催）

H17.1.28

担当役員、事務局長、担当部長

197

病院を置く大学の学長,理事

H17.3.9

国立大学病院経営セミナー（共催）

又は事務局長,病院長,副病

145

院長又は病院の事務部長

(6) 国立大学法人総合損害保険の運営
（平成１６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)

９３機関

メニュー２（診療所賠償責任保険）

８１機関

メニュー３（傷害保険（役員））

９３機関
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４

支部活動の状況
(1) 支部会議の開催
支

部

名

北海道地区

開

催

日

支部連絡会議

平成16年 6月 7日
平成16年11月 1日
平成17年 1月17日

東北地区

平成16年 6月 3日
平成16年10月14日
平成17年 1月14日
平成17年 2月 3日

東京地区

平成16年 5月25日
平成16年10月20日
平成17年 1月14日

関東甲信越地区

平成16年 5月31日
平成16年10月18日
平成17年 1月17日

東海北陸地区

平成16年8月6日

持回り審議
平成16年10月 5日
平成17年 1月20日

近畿地区

持回り審議
平成16年10月13日
平成17年 2月 3日

中国四国地区

平成16年 6月 3日
平成16年10月 4日
平成17年 1月31日

九州地区

平成16年 5月19日
平成16年10月13日
平成17年 1月31日

(2) その他の事業
各支部会議が主催する研修事業、国立大学法人予算に係る説明会等が実施されている。
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16年 6月16日

就職問題懇談会

平成16年 6月21日

全国就職指導ガイダンス

平成16年 7月28日

就職問題検討委員会

平成16年 8月24日

就職採用情報交換連絡会議

平成16年 9月 6日

就職問題検討委員会

平成16年 9月29日

就職問題懇談会
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イ

平成16年10月 8日

就職採用情報交換連絡会議

平成16年11月25日

全国就職指導ガイダンス

ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係
平成16年 7月28日

国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会

平成16年 9月 1日

日加学長会議参加大学会合

平成16年 9月22日〜24日
平成17年 2月 2日
ウ

エ

日加学長会議

国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会

ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係
平成16年 7月28日

日本国内委員会

平成16年 9月27日

日本国内委員会

平成16年12月16日

日本国内委員会専門委員会

平成17年 1月20日

国際シンポジウム実行委員会

平成17年 2月23日

日本国内委員会

日英高等教育に関する協力プログラム関係
平成16年 4月22日

日本側推進委員会

平成16年 5月27日

日本側推進委員会

平成16年 6月6日

日本側推進委員会

平成16年 6月7日

公開フォーラム

平成16年 7月14日

日本側推進委員会

平成16年10月27日

日本側推進委員会

平成16年12月14日

日本側推進委員会

平成17年 1月12日

日本側推進委員会

平成17年 1月31日〜 2月4日 英国訪問（ﾎﾟﾘｼｰﾌｫｰﾗﾑ、ｽﾀﾃﾞｨ･ﾋﾞｼﾞｯﾄ）
オ

その他
平成16年4月26日

「特色ＧＰ」実施委員会

平成16年10月 5日

全国奉仕活動・体験活動推進協議会（第４回）

平成16年11月16日

私のしごと館教育部会

平成17年 2月 5日

平成１６年度「ボランティア活動推進全国フォーラム」

平成17年 2月 7日

「特色ＧＰ」実施委員会

平成17年 2月24日

日本留学試験実施委員会

平成17年3月24日

人材育成会議

（2）報告書等の刊行等
社団法人国立大学協会概要（和文、英文）
情報誌(JANU Quarterly Report) 創刊号、第2号
社団法人国立大学協会

会員名簿 ʼ04

社団法人国立大学協会ロゴマーク制定、商標登録、記念品作成
（3）要望書等の受理
平成16年 4月 2日

内閣府特命担当大臣
北方領土問題について
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平成16年 4月14日

東京都立大学大学院理学研究科 小柴共一
４大学教員声明呼びかけ人会「声明」について

平成16年 5月28日

首都圏大学非常勤講師組合
非常勤講師の給与についての要望書

平成16年 5月31日

神奈川県教育庁
「公正な入学者選抜」の実施について

平成16年 6月17日

全国大学高専教職員組合中央執行委員長
社団法人国立大学協会第１回通常総会にあたって（要望）

平成16年 7月23日

財団法人産業教育振興中央会
大学入学者選抜に関する要望書

平成16年10月22日

第54回国立大学工学部長会議（代表：東北大学工学部長、山
形大学工学部長）
予算の充実等に関する要望書

平成16年11月20日

全国高等学校長協会家庭部会理事長
家庭に関する学科卒業者の入学者選抜についての要望書

平成16年11月25日 第28回国立大学52工学系学部長会議総会
学部及び大学院の教育研究支援体制の充実強化
平成16年11月29日

全国大学高専教職員組合中央執行委員長
法人移行後の国立大学と教職員の処遇に関する要望書

平成16年12月 8日

全国大学高専教職員組合中央執行委員長
社団法人国立大学協会臨時総会にあたって（要望）

平成16年12月15日

地球惑星科学関連学会合同大会
大学入試センター試験「地学」出題方式に関する要望書

平成17年 2月16日

全国大学高専教職員組合中央執行委員長
国立大学協会理事会に際しての要望書

（4）外国からの訪問者（団体）対応
平成16年 7月15日

中国湖南省高等教育訪日視察団

国大協訪問

平成16年12月10日

ＨＲＫ（ドイツ各州大学長会議）

平成17年3月28日

ＨＲＫ（ドイツ各州大学長会議） 国大協事務局訪問

国大協事務局訪問

（5）社団法人創設記念式典の挙行
日

時： 平成16年6月17日（木）１７：３０〜１９：３０

場

所：

参加人数：

学術総合センター

６

２階

中会議室

約２８０名（文科省、関係法人・団体、国大協関係者、会員等）

平成１６年度特記事項
(1) 事務局事務室の移転
平成１６年６月

東京都文京区本郷７−３−１から
東京都千代田区一ツ橋２−１−２
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(2) 各国立大学からの出向職員を中心とする事務局体制の構築
事務局体制（別紙３のとおり）
(3) 旧国大協からの清算財産の寄附受入
平成１６年度寄附金収入
（内訳）

１１３，９１２，６０６円

寄附金収入

９６，０１６，５２２円

立替金財産寄附収

１７，４４７，８２４円

借上宿舎立替金財産寄附金収入
７

４４８，２６０円

監事の監査、会計事務所の監査状況
業務監査
監事

飯田横浜国立大学長が、各理事会に同席して業務の執行状況を確認している。

会計監査
監事

出塚氏の監査が平成１７年５月９日に国大協事務室で行われた。

また、毎月１回、出塚小泉会計事務所による定期監査等が実施された。
８

登記・届出次項

・文部科学大臣宛

公益法人登記完了届（登記完了年月日：平成 16 年 4 月 1 日）

・文部科学大臣宛

収支予算書変更届

・文部科学大臣宛

寄附財産移転完了届（移転完了年月日：平成 16 年 4 月 1 日）

・東京法務局

社団法人主たる事務所移転登記

（変更年月日：平成 16 年 6 月 17 日）

（登記年月日：平成 16 年 8 月 12 日）
・文部科学大臣宛

登記事項変更登記完了届（事務所変更）
（登記完了年月日：平成 16 年 8 月 12 日）

・東京法務局

社団法人変更登記（理事の変更）
（登記年月日：平成 16 年 12 月 1 日）

・文部科学大臣宛

役員異動届

（役員異動年月日：平成 16 年 12 月 1 日）

・文部科学大臣宛

平成 17 年度事業計画届（届出年月日：平成 17 年 3 月 31 日）
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