平 成 18 年 度 事 業 報 告 書
平成 18 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18年 6月13日 第7回通常総会
平成18年11月 6日 第8回通常総会
平成19年 3月 8日 第9回通常総会
（2）理事会（ワーキンググループを含む。）
、常任理事会及び政策会議
理事会
平成18年 4月19日 平成18年度第1回
平成18年 5月17日 平成18年度第2回
平成18年 7月12日 平成18年度第3回
平成18年10月18日 平成18年度第4回
平成18年12月 6日 平成18年度第5回
平成19年 1月19日 第1回理事会ワーキンググループ（国大協の組織・運営等の見直し）
平成19年 2月21日 第2回理事会ワーキンググループ（国大協の組織・運営等の見直し）
平成19年 2月21日 平成18年度第6回
常任理事会
平成18年 4月19日
平成18年 6月13日
平成18年12月 6日
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18年 5月 8日
平成18年10月18日
平成18年12月 6日
平成19年 2月21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。）
広報委員会
平成18年 4月25日 平成18年度第1回
平成18年 4月25日

広報企画小委員会

平成18年 7月 7日

広報企画小委員会

平成19年 2月 6日 平成18年度第2回
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入試委員会
平成18年 4月28日 平成18年度第1回
平成18年 6月13日

作業委員会

平成18年 7月12日

作業委員会

平成18年 8月24日

作業委員会

平成18年10月13日

作業委員会

平成18年10月18日 平成18年度第2回
平成18年10月27日

作業委員会

平成18年12月 6日 平成18年度第3回
平成19年 2月 2日 平成18年度第4回
教育・研究委員会
平成18年 5月22日

研究小委員会

平成18年 5月29日

教育小委員会

平成18年 6月 7日 平成18年度第1回
平成18年 7月 5日

教養教育実態調査に係るワーキンググループ

平成18年 7月10日

教育小委員会

平成18年 9月 8日

研究小委員会

平成18年10月13日 平成18年度第2回
平成18年12月 4日

国立大学の大学院の現状と課題（報告書）の作成に係る打合せ会

平成19年 1月30日

研究小委員会

平成19年 1月31日

教育小委員会

平成19年 2月 7日 平成18年度第3回
平成19年 2月11日−14日

大学院教育についての海外調査（大韓民国）

平成19年 3月 8日

国立大学の大学院の現状と課題（報告書）の作成に係る打合せ会

経営支援委員会
平成18年 4月21日

人事・労務小委員会

平成18年 4月26日

財務・施設小委員会

平成18年 4月28日

病院経営小委員会

平成18年 5月 8日 平成18年度第1回
平成18年 5月15日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 5月19日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 5月30日

人事・労務小委員会

平成18年 5月30日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 6月 8日

病院経営小委員会

平成18年 6月22日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 7月 5日

病院経営小委員会

平成18年 7月10日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 7月27日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 8月 9日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 8月30日

財務・施設小委員会

平成18年 9月 4日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ
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平成18年 9月 7日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 9月 8日

人事・労務委員会 給与体系の在り方に関する調査・研究ワーキンググループ

平成18年 9月14日

人事・労務小委員会

平成18年10月 3日

病院経営小委員会

平成18年10月 6日

財務・施設小委員会

平成18年10月11日 平成18年度第2回
平成18年11月28日

財務・施設小委員会

平成19年 1月23日

病院経営小委員会

平成19年 2月 1日

人事・労務小委員会

平成19年 2月 6日

病院経営小委員会ワーキンググループ

平成19年 2月15日 平成18年度第3回
大学評価委員会
平成18年 5月17日 平成18年度第1回
平成18年 7月13日 平成18年度第2回
平成18年10月18日 平成18年度第3回
平成18年11月17日

大学評価シンポジウム実行委員会

平成18年12月13日 平成18年度第4回
平成19年 2月 8日 平成18年度第5回
平成19年 2月13日

大学評価シンポジウム実行委員会

平成19年 3月 7日

大学評価シンポジウム−国立大学法人における評価の現状と将来−

国際交流委員会
平成18年 4月13日 平成18年度第1回
平成18年 6月 6日 平成18年度第2回
平成18年 6月22日

留学制度の改善に関するワーキンググループ

平成18年 9月 7日

留学制度の改善に関するワーキンググループ

平成18年 9月28日 平成18年度第3回
平成18年12月18日

留学制度の改善に関するワーキンググループ

平成19年 1月15日 平成18年度第4回
事業実施委員会
平成18年 4月26日 平成18年度第1回
平成18年 4月26日

研修企画小委員会

平成18年 6月 7日

研修企画小委員会

平成18年 6月 7日 平成18年度第2回
平成18年 8月 4日

研修企画小委員会

平成18年 8月 4日 平成18年度第3回
平成18年10月19日 平成18年度第4回
平成18年12月 7日 平成18年度第5回
平成19年 2月 1日 平成18年度第6回
平成19年 2月 1日

研修企画小委員会
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国立大学法人総合損害保険運営委員会
平成18年 8月16日 平成18年度第1回
平成18年10月 6日 平成18年度第2回
調査研究部
平成18年10月17日 平成18年度第1回
平成18年11月 1日 平成18年度第2回
平成18年11月28日 平成18年度第3回
平成18年12月27日 平成18年度第4回
平成19年 2月13日 平成18年度第5回
平成19年 3月20日 平成18年度第6回
（4）その他の会議等

２

平成18年 6月12日

大学病院を有する国立大学長の会

平成18年 7月 7日

施設整備に関する合同ワーキンググループ

平成18年 7月14日

各支部代表大学広報担当者との打ち合わせ会議

平成18年 7月25日

施設整備に関する合同ワーキンググループ

平成18年12月25日

臨時学長等懇談会

役員等の人事
（1）理事の異動状況
（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、ヒアリングへの出席等
平成18年 5月24日

｢国立大学の予算充実について」
（提出先：文部科学大臣）

平成18年 8月 1日

｢国立大学法人における附属病院の諸問題について」
（提出先：文部科学大臣、厚生労働大臣）

平成18年 8月28日 「平成１９年度税制改正に関する要望書」
（提出先：文部科学大臣）
平成18年10月18日 「国立大学法人の授業料標準額について（緊急要請）」
（提出先：文部科学大臣）
平成19年 2月21日 ｢知的財産推進計画2007｣の策定について（要望）」
（提出先：内閣府特命担当大臣（科学技術政策）、知的財産戦略
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本部長（内閣総理大臣）、文部科学大臣）

平成19年 2月21日

｢留学制度の改善について（要望）」
（提出先：文部科学大臣）

平成19年 2月27日

中央教育審議会大学分科会関係団体意見発表
（出席者：赤岩専務理事）

（2）関係方面との面談、要請行動等
平成18年 8月29日

文部科学省との協議

平成18年10月16日 自民党 中川政調会長表敬訪問
平成18年10月17日 自民党 中川幹事長、丹羽総務会長、河村政調会長代理表敬訪問
平成18年10月18日

伊吹文部科学大臣、池坊文部科学副大臣、遠藤文部科学副大臣、
水落文部科学大臣政務官表敬訪問

平成18年11月 8日 公明党 太田代表、斉藤政務調査会長表敬訪問
平成18年11月 8日

高市科学技術担当大臣表敬訪問

平成19年 1月10日

文部科学省、文教関係国会議員への年始挨拶

（3）各会員への通知等
・障害者雇用の一層の推進に関する要請書について（通知）
（平成18年 5月18日付け 会員校代表者宛 会長）

・国立大学法人の予算充実について（要望）の手交について
（平成18年 5月25日付け 会員校代表者宛 会長）

・
「国立大学の入学者選抜についての平成20年度実施要領」及び同実施細目について（通
知）

（平成18年 6月19日付け 会員校代表者宛 入試委員会委員長）

・「国立大学法人評価委員会による評価に関する調査報告書」の送付について
(平成18年 7月14日付け 会員校代表者宛 大学評価委員会委員長）

・内閣府情報公開・個人情報保護審査会における国立大学入試に係る答申について
(平成18年 7月27日付け 会員校代表者宛 入試委員会委員長）
・国立大学法人における附属病院の諸問題について（要望）の提出について（報告）
(平成18年 8月 2日付け 会員校代表者宛 会長）

・平成19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（連絡）

(平成18年 8月 2日付け 各国立大学法人学長宛（大学院大学を除く）
入試委員会委員長）

・平成19年度税制改正に関する要望書の提出について（報告）
(平成18年 8月28日付け 会員校代表者宛 会長）

・学校教育法の改正に伴う准教授、助教等の創設に向けた検討資料について
(平成18年 9月19日付け 会員校代表者宛 経営支援委員会委員長、同
人事労務小委員会委員長）

・来年度予算に関連する情報について（ご連絡）
(平成18年 9月21日付け 会員校代表者宛 会長）
・国立大学の授業料標準額の改定について
(平成18年 9月27日付け 会員校代表者宛 経営支援委員会財務・施設
小委員会委員長）
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・「給与表作成の参考資料について」の作成について
(平成18年10月17日付け 会員校代表者宛 経営支援委員会委員長、同
人事･労務小委員会委員長）

・「国立大学法人の授業料標準額について（緊急要請）」の提出について（報告）
(平成18年10月18日付け 会員校代表者宛 会長）
・最近の行政改革の動きに関する意見書の提出について
(平成18年10月18日付け 会員校代表者宛 会長）
・
「平成19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（連絡）
(平成18年10月20日付け 各国立大学法人学長宛（大学院大学を除く）
入試委員会委員長）

・平成19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18年10月25日付け 会員校代表者宛 事業実施委員会委員長）
・
「国立大学の入学者選抜についての平成20（2008）年度実施要領等」の改正について
（通知）

(平成18年11月 9日付け 各国立大学法人学長宛（大学院大学を除く）
入試委員会委員長）

・平成17年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する
評価の結果についての意見について（報告）
(平成18年11月27日付け 会員校代表者宛 大学評価委員会委員長）
・中期目標期間の評価に関する意見交換会について（報告）
(平成18年11月29日付け 会員校代表者宛 大学評価委員会委員長）
・平成19年度大学関係予算の確保・充実について（報告）
(平成18年12月 8日付け 会員校代表者宛 会長）
・平成19年度国立大学関係予算の政府案決定について
(平成18年12月27日付け 会員校代表者宛 会長）
・「知的財産推進計画2007」の策定に関する要望書の提出について（報告）
(平成19年 2月22日付け 会員校代表者宛 会長）
・国立大学法人の活動に関する参考資料の送付について
(平成19年 2月26日付け 会員校代表者宛 経営支援委員会委員長）
（4）広報活動
・情報誌（JANU Quarterly Report）の刊行（第5号、第6号、別冊（国立大学による地域貢献））
・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、会員役員向け）
・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（リクナビ、エンジャパン）に掲載
・全国的な広報活動
受験生に対して、国立大学を平成18年11月2日付けの新聞（全国紙）及びダイレクト
メールによりアピール。
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（5）研修事業の実施

研

修

名

実 施 日

国立大学法人等トップセミナー

対 象 者

人
数

Ｈ18. 9. 1・ 2

法人の長

企画・戦略編

Ｈ18.10. 2・ 3

役員（学長を含む）、副学長、
部局長、事務代表者等

146

財務・経営戦略編（※１）

Ｈ18.10. 4

役員等

152

財務・会計編

Ｈ18.10. 5

担当理事、事務局長、担当
部長

197

研究編

Ｈ18.11.21

役員（学長を含む）、副学長、

204

教育編

Ｈ18.11.22

部局長、事務代表者等

170

国立大学法人等部長級研修

Ｈ18. 7.20・21

部長級職員

95

国立大学法人等課長級研修

Ｈ18. 8. 8・ 9

課長級職員

165

大学マネージメント
セミナー

（※１）

Ｈ18. 5.31

国立大学法人総合損害保険研修会

Ｈ18.12.11

第４回大学改革シンポジウム
学士課程教育における教養教育の在り方
大学職員マネージメント研修 （※１）

国立大学病院経営セミナー

（※２）

49

205

保険実務担当者

192

Ｈ19. 3. 9

役職員

246

Ｈ19. 2. 7・ 8

財務担当課長、担当者

219

Ｈ18.11.29・30

・病院を置く大学の学長、
担当理事、事務局長、財
務担当部長、
・病院長、副病院長、病院
事務部長

178

備考：（※１）は、国立大学財務・経営センターと共催
（※２）は、文部科学省、国立大学財務・経営センター、国立大学附属病院長会議と共催

（6）国立大学法人総合損害保険の運営
（平成18年度加入状況）

４

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）

９１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）

５５機関

支部活動の状況

（1）支部会議の開催
支

部

北海道地区

東北地区

名

開

催

日

平成18年10月31日
平成18年 6月 5日
平成18年10月12日
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備

考

東京地区

平成18年10月13日

関東・甲信越地区

東海・北陸地区

平成18年 5月31日
平成18年10月24日
平成18年 6月 2日
平成19年 1月26日
平成18年 5月 8日

近畿地区

平成18年10月11日
平成19年 2月 9日

中国・四国地区

平成18年 5月12日
平成18年10月19日
平成18年 4月24日

九州地区

平成18年10月16日
平成19年 2月14日

（2）広報担当者連絡会の開催
支

部

名

開

催

日

北海道地区

平成18年 8月25日

東北地区

平成18年 8月29日

東京地区

平成18年 8月29日

関東・甲信越地区

平成18年 8月31日

東海・北陸地区

平成18年 8月23日

近畿地区

平成18年 8月10日

中国・四国地区

平成18年 8月 2日

九州地区

平成18年 8月23日
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備

考

（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

イ

就職関係
平成18年 6月14日

就職問題懇談会

平成18年 7月27日

就職問題検討委員会

平成18年 8月10日

就職採用情報交換連絡会議

平成18年 9月 6日

就職問題検討委員会

平成18年 9月20日

就職問題懇談会

平成18年 9月29日

就職採用情報連絡会議

平成18年11月30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18年 7月 5日

国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会

平成18年 8月 1日

日仏高等教育シンポジウムに係るタスク・フォース会合

平成18年10月5日-6日 第４回日仏高等教育シンポジウム
ウ

ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係
平成18年 6月26日

日本国内委員会ワーキンググループ

平成18年 7月 5日

日本国内委員会

平成18年10月13日

ＵＭＡＰ国際理事会

平成18年10月14日 ＵＭＡＰ International Conference
平成19年3月15日-16日 ＵＭＡＰ国際理事会
エ

日英高等教育に関する協力プログラム関係
平成18年 7月 5日

オ

日本側推進委員会

その他
平成18年 4月26日 第1回「特色ＧＰ」実施委員会
平成18年 5月1-2日 日豪高等教育フォーラム
平成18年 5月30日

全国大学高専教職員組合との懇談会

平成18年 8月 4日 第2回「特色ＧＰ」実施委員会
平成18年11月 7日

ドイツＮＲＷ州イノベーション・科学・研究・技術省次官との会談

平成18年11月28日

中期目標期間の評価に関する意見交換会

平成18年12月27日

中期目標期間の評価に関する意見交換会

平成19年 3月30日

中期目標期間の評価に関する意見交換会

平成19年 3月30日

日本留学試験実施委員会（第２回）
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（2）報告書等の刊行等
・情報誌「JANU Quarterly Report」
第5号、第6号、別冊（国立大学による地域貢献）
・国立大学協会概要2006（和文、英文）
・国立大学協会会員名簿ʼ06
・国立大学法人化の経緯と国立大学協会の対応（資料集）第一部、第二部
・留学制度の改善に向けて
・平成18年度リスクマネジメントに関するアンケート調査報告書
・国立大学の入学者選抜【基礎資料集】
・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第２回追跡調査報告書
・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第３回追跡調査報告書
（3）要望書等の受理
平成18年 5月16日

厚生労働大臣
・障害者雇用の一層の推進に関する要請書

平成18年 7月21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18年 7月26日

全国大学高専教職員組合

中央執行委員長

・参考給与表作成に際しての要望書
平成18年 9月12日

内閣府男女共同参画推進課内閣府特命担当大臣（少子化・男女共同参画）
・政策・方針決定過程への女性の参画の拡大について

平成18年 9月21日

全国高等学校長協会家庭部会
・家庭に関する学科等卒業者の平成１９年度入学者選抜についての要望書

平成18年12月 5日

全国霊感商法対策弁護士連絡会
・反社会的宗教団体に学生が関与することによる被害を防止するための要望書

平成18年12月 7日 第56回国立大学工学部長会議・総会代表
・第56回国立大学工学部長会議・総会の決議による要望書
平成19年 2月26日

国立大学図書館協会会長
・図書系幹部職員の人事制度の整備に関する要望書

平成19年 3月28日

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18年 4月 4日

南アフリカ共和国大使館大使、科学技術担当参事官 国大協訪問

平成18年 7月 4日 ブリティッシュ・カウンシル駐日副代表 国大協訪問
平成18年10月23日 香港特別行政区政府駐東京経済貿易代表部 国大協訪問
平成18年12月 1日
６

スイス・サンガレン・シンポジウム リレーションシップ マネージャー 国大協訪問

平成18年度特記事項
なし

７

監事の監査、会計事務所の監査状況
業務監査
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監事の飯田嘉宏 横浜国立大学長が、平成18事業年度に開催された各理事会に出席し
て業務の執行状況を確認している。
会計監査
監事の出塚清治氏（公認会計士）が、平成19年5月15日に国大協事務室において平成
18事業年度における会計監査を実施した。また、毎月１回、出塚会計事務所による定
期監査等が実施された。

８

登記・届出事項

・文部科学大臣宛 役員異動届

（役員異動年月日：平成18年４月１日）

・東京法務局

社団法人変更登記（理事の変更）

・東京法務局

社団法人変更登記（資産総額の変更）（登記年月日：平成18年６月14日）

・文部科学大臣宛 役員異動届

(登記年月日：平成18年４月13日)

（役員異動年月日：平成18年11月６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18年11月10日）

・文部科学大臣宛

平成19年度事業計画届

（届出年月日：平成19年３月30日）
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