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平成 28 年度事業報告書 

 

 平成 28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28年 6月 8日     平成28年度第1回通常総会 

平成28年11月 4日     平成28年度第2回通常総会 

平成29年 1月25日     平成28年度第3回通常総会 

平成29年 3月15日     平成28年度第4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28年 4月22日     平成28年度第1回 

平成28年 5月18日     平成28年度第2回 

平成28年 7月 7日     平成28年度第3回 

平成28年10月13日      平成28年度第4回 

平成28年12月 8日     平成28年度臨時 

平成29年 2月17日      平成28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28年 4月22日     平成28年度第1回 

平成28年 5月18日     平成28年度第2回 

平成28年 7月 7日     平成28年度第3回 

平成28年10月13日      平成28年度第4回 

平成28年12月 8日     平成28年度第5回 

平成29年 2月17日      平成28年度第6回 

 

（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。） 

入試委員会 

平成28年 4月22日     平成28年度第1回 

平成28年 6月 6日- 6月 9日 書面審議 

平成28年 6月 7日- 6月17日 書面会議 

平成28年 7月28日     平成28年度第2回 

平成28年 8月31日- 9月 9日 書面会議 

平成28年10月27日     平成28年度第3回 

平成28年11月16日     平成28年度第4回 

平成28年12月 1日     平成28年度第5回 

平成29年 1月25日     平成28年度第6回 
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平成29年 2月 8日     平成28年度第7回 

平成29年 3月30日     平成28年度第8回 

 

教育・研究委員会 

平成28年 5月20日     研究小委員会 

平成28年 5月30日     男女共同参画小委員会 

平成28年 6月20日     平成28年度第1回 

平成28年 9月26日     教育・学生小委員会 

平成28年10月21日     男女共同参画小委員会 

平成28年11月 2日     平成28年度第2回 

平成28年11月29日-12月 5日 書面会議 

平成29年 2月 6日     平成28年度第3回 

 

大学評価委員会 

平成29年 1月30日     平成28年度第1回 

 

国際交流委員会 

平成28年 5月 6日- 5月10日 書面審議 

平成28年 5月25日     国際協力小委員会 

平成28年 6月10日     平成28年度第1回 

平成28年 7月29日     国際協力小委員会 

平成28年 9月14日     平成28年度第2回 

平成28年10月11日-10月18日 書面審議 

平成29年 1月24日     国際協力小委員会 

平成29年 2月10日     平成28年第3回 

 

経営委員会 

     平成28年 5月20日     病院経営小委員会 

     平成28年 6月 1日- 6月 6日 人事労務小委員会書面審議 

     平成28年 6月 1日- 6月 6日 病院経営小委員会書面審議 

平成29年 1月13日     人事・労務小委員会 

平成29年 1月20日     病院経営小委員会 

平成29年 2月17日     平成28年度第1回・財務施設小委員会 

 

広報委員会 

平成28年 5月27日     平成28年度第1回 

平成28年 8月30日     平成28年度第2回 

平成28年12月 9日     平成28年度第3回 

平成29年 2月17日     平成28年度第4回 

 

事業実施委員会 

平成28年 4月14日     平成28年度第1回 

平成28年10月17日-10月25日 書面審議 
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平成28年12月22日     平成28年度第2回 

平成29年 1月26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28年 8月 1日     平成28年度第1回 

平成28年 9月26日-10月 3日 書面審議 

 

適格性審査会 

平成28年11月22日-11月28日 書面審議 

平成28年12月 8日      

平成28年12月 9日-12月13日 書面会議 

平成28年12月22日      

平成29年 1月 6日- 1月11日 書面会議 

平成29年 1月20日      

平成29年 2月13日- 2月16日 書面審議 

平成29年 2月27日- 3月 1日 書面審議 

 

調査企画会議 

平成28年 5月27日     平成28年度第1回 

平成28年12月 1日     書面会議 

平成29年 1月23日     平成28年度第2回 

平成29年 3月 3日     国大協の政策研究及び調査機能の在り方に関する検討ワーキンググループ  

 

会費・予算等の在り方に関するワーキンググループ 

なし 

 

会長選考等の在り方に関するワーキンググループ 

平成28年 6月24日     第3回 

平成28年 7月27日     第4回 

平成28年10月 5日     第5回 

平成29年 1月26日- 2月 1日 書面審議 

 

高等教育における国立大学の将来像に関するワーキンググループ 

平成28年 4月22日     打合せ会 

平成28年 5月 6日     第1回 

平成28年 5月18日     第2回 

平成28年 7月 7日     第3回 

平成28年 7月29日     第4回 

平成28年 9月21日     第5回 

平成28年10月13日     第6回 

平成28年11月 1日     第7回 

平成28年12月 8日     第8回 

平成28年12月20日     第9回 
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平成29年 1月27日     第10回 

平成29年 2月28日     第11回 

平成29年 3月15日     第12回 

 

国立大学法人のガバナンスに関する調査研究ワーキンググループ 

平成28年 6月 8日     第1回 

平成28年 9月 5日     第2回 

平成28年10月31日     第3回 

平成28年12月 5日     第4回 

平成29年 1月25日     第5回 

平成29年 2月28日     第6回 

 

（4）その他の会議等 

平成28年 6月13日     論説委員等との懇談会 

平成28年 9月13日     全国広報担当者連絡会（広報勉強会） 

平成28年11月 4日     文部科学省との意見交換会 

平成28年11月29日     論説委員等との懇談会 

平成29年 1月25日     文部科学省との意見交換会 

 

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28年 4月 1日  高大接続システム改革会議「最終報告」を受けて〔別添１〕 

平成28年 4月11日  中央教育審議会 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関

の制度化に関する特別部会（第14回）関係団体ヒアリング 

平成28年 4月22日  2017年入社対象者の採用広報活動及び採用選考活動等への配慮

について〔別添２〕 

平成28年 5月 9日  国立大学振興議員連盟総会（第6回） 

平成28年 8月 9日  義家文部科学副大臣、文部科学省幹部、国公立大学振興議員連

盟執行部へ予算・税制改正の要望書を提出〔別添３、４〕 

平成28年 8月10日  国公立大学議員連盟加盟議員へ予算・税制改正の要望書を提出

〔同上〕 

平成28年 8月24日  水落文部科学副大臣、樋口文部科学大臣政務官へ予算・税制改

正の要望書を提出〔同上〕 
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平成28年 8月26日  松野文部科学大臣、田野瀬文部科学大臣政務官、財務省へ予算・

税制改正の要望書を提出〔同上〕 

平成28年 8月30日  国公立大学振興議員連盟総会（第7回） 

平成28年 9月 2日  内閣府、経済産業省、地方６団体へ予算・税制改正の要望書を

提出〔同上〕 

平成28年 9月 8日  日本経済団体連合会、経済同友会へ予算・税制改正の要望書を

提出〔同上〕 

平成28年10月 4日  平成29年度個別学力検査等（前期日程）実施に係る静穏な環境

の確保への協力について（要請）〔別添５〕 

平成28年10月31日  「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に関

する意見（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程企画特

別部会関係団体ヒアリング） 

平成28年11月 4日  決議「国立大学が我が国の発展に貢献し続けるために」〔別添６〕 

平成28年11月 9日  国公立大学振興議員連盟総会（第8回） 

平成28年11月 9日  財政制度等審議会財政制度分科会における見解に対する声明 

〔別添７〕 

平成28年11月24日  今後の共同利用・共同研究体制の在り方に関する意見（科学技

術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会ヒアリング） 

平成28年12月 8日  大学入学者選抜試験における記述式問題出題に関する国立大学

協会としての考え方〔別添８〕 

平成28年12月 9日  教育の情報化の推進における要望〔別添９〕 

平成28年12月20日  安全保障貿易管理に関する国立大学協会としての考え方 

〔別添１０〕 

平成28年12月22日  平成29年度国立大学運営費交付金予算について【会長コメント】

〔別添１１〕 

平成29年 2月23日  国公立大学振興議員連盟コアメンバーとの打合せ会議 

平成29年 3月 3日  「第3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方」に対

する意見 

 

（2）各会員への通知等 

・「国立大学の入学者選抜についての平成30年度実施要領」及び「同実施細目」等に

ついて（通知） 

（平成28年 6月13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29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28年 6月13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） 

・国立大学協会における国立大学等の国際協力支援体制に係る実施方針について 

（通知及び依頼） 

（平成28年 6月22日付け 国立大学長宛 国際協力小委員会委員長） 

・「平成29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28年 9月15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28年人事院勧告に伴う参考給与表等の提供について（通知） 
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（平成28年10月 5日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長、人事労務小委員会委員長） 

・高年齢者（58歳以上）異動幹部職員名簿（全国版）の提供について 

（平成28年10月11日付け ブロック監事大学人事担当課長宛 事務局長） 

・平成29年度国立大学法人総合損害保険の基本方針について（通知） 

（平成28年11月 8日付け 国立大学長、大学共同利用機関長宛 事業実施委員会委員長） 

・国立大学法人のガバナンスの在り方に関する状況調査結果について（送付） 

（平成28年度12月 5日付け 国立大学長宛 国立大学法人のガバナンスに関する調査研

究WG座長） 

・平成28年度人件費に関する調査の結果について（報告） 

（平成28年12月27日付け 会員代表者宛 経営委員会委員長、人事労務小委員会委員長） 

 

（3）広報活動  

・一般社団法人国立大学協会概要2016（和文・英文）の刊行 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’16の刊行 

     ・広報誌（国立大学）の刊行 

        （第41号～第44号、別冊第14号） 

・国立大学への寄附促進に関するポスター作成 

・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） 

・職員採用試験に関する広報 

 

（4）研修事業の実施 

 

研   修   名 実 施 日 対 象 者 人数

国立大学法人新任学長セミナー Ｈ28. 6. 9 新任の学長 17

国立大学法人トップセミナー Ｈ28. 8.25-26 学長、機構長 53

大学マネジメント 

セミナー 

【教育研究組織の改革  

～社会的要請と大学改革～】 
Ｈ28. 9.16 役員（学長を含む）、

副学長、部局長、事

務代表者等 

204

【国立大学のIR戦略】 Ｈ28.11.18 252

国立大学法人等 

担当理事連絡会議 

【国立大学の財政基盤の強化方策

について】 
Ｈ28. 6. 3 理事（財務担当） 74

【大学間連携による国際交流・ 

国際協力の推進方策について】 
Ｈ28.10. 3 理事（国際担当） 76

新規理事・事務局長就任予定者研修会 Ｈ29. 3. 9-10 
新規理事・事務局長

就任予定者 
15

国立大学法人等部課長級研修 Ｈ28. 7.25-26 部長級・課長級職員 117

国立大学法人等若手職員勉強会 Ｈ28.12.13-14 若手事務職員 115

国立大学法人総合損害保険研修会 Ｈ28. 6.28 保険実務担当者 142
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事  業  等  名 実 施 日 人数

第15回大学改革シンポジウム 「日本の教育改革における国立大学の役割」 Ｈ28.10.24 292

大
学
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

福島大学ほか 

福島大学研究・地域連携成果報告会 

－地域の願い それが大学の研究となる－ 

Ｈ29. 3.22 174

東京大学ほか 

熟議シンポジウム「基礎が拓く応用フロンティア 大学の多様な可

能性を問う」 

Ｈ28.10. 8 148

金沢大学ほか 

能登半島の自然環境を活用した国際研究拠点形成 
Ｈ28.11. 4 145

名古屋大学ほか 

高校・大学・企業がともに考える教育改革と入試改革：「高大社接続」

の可能性を探る 

Ｈ28.11.12 200

島根大学ほか 

ともに未来を考える 地域でつながる私たちにできること 
Ｈ28.10.16 534

岡山大学ほか 

おかやま円卓会議設立式および国際学都シンポジウム 
Ｈ28.10. 5- 6 263

福岡教育大学 

「社会に開かれた教育課程」づくりを考えるシンポジウム 
Ｈ29. 1.20 177

九州大学ほか 

ソーシャル・イノベーションによる新しい価値の創造 
Ｈ28.11.26 215

大分大学 

大学が変わる～大分大学が変わる～教育が変わる 
Ｈ28.10.29 170

防
災
・
日
本
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

北海道大学ほか 

北海道／防災・減災リレーシンポジウム 

「新たなステージに対応した防災・減災」 

Ｈ28.11. 8ほか 220

東京工業大学 

住まい・学校・職場の地震に対する安全性を考えるシンポジウム 
Ｈ28.11.12 69

筑波大学ほか 

常総市復興記念まちづくりシンポジウム2016 －常総再生へ若い世

代が動く－ 

Ｈ28. 9.10 250

宇都宮大学 

宇都宮大学防災シンポジウム 

～地域防災における地方大学の文理融合的取り組み～ 

Ｈ28.11.28 325

信州大学 

自然環境診断マイスターによる防災と日本再生への提言 
Ｈ28.12.17 32

福井大学 

日本一の原子力立地 福井県における防災危機管理Ⅴ 

「東日本大震災の教訓は熊本地震対応に反映されたのか？ ５年目

の原子力防災」 

Ｈ28.11.26 117

岐阜大学ほか 

岐阜大学防災シンポジウム～飛騨高山の地震に備える！～ 
Ｈ28.11. 2 272

神戸大学ほか 

震災復興支援・災害科学研究推進室第５回シンポジウム 
Ｈ28.10. 3 135
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和歌山大学ほか 

災害時における情報流通 

～被災地の情報を如何に入手するか、如何に伝えるか～ 

Ｈ28.12.11 112

鳥取大学ほか 

平成28年度郷土づくりシンポジウム ～大規模河川災害を考える～
Ｈ28.10.25 中止

山口大学ほか 

シンポジウム「東日本大震災、熊本地震の教訓を山口県の防災にど

う生かすか」 

Ｈ28. 9. 3 271

徳島大学ほか 

国土強靭化から考える地域継続への取り組み 

～地域として大規模災害を迎え撃つために～ 

Ｈ28.10.19 90

愛媛大学 

大規模地震災害に学ぶ事前復興デザイン－南海トラフ巨大地震に備

える－ 

Ｈ28.11. 2 146

高知大学ほか 

高知大学防災推進センターシンポジウム「災害に強い高知家を創る」
Ｈ28.11.27 66

鹿児島大学ほか 

シンポジウム「島嶼の自然災害と防災」 
Ｈ28.11.26 96

国立大学フェスタ 2016 
実施期間：平成 28年 10 月 1日～11月 30 日（主たる期間） 

イベント実施件数：615 件 

日豪大学職員短期交流事業 

（受入れ） 

実施期間：平成 28年 10 月 24 日～10月 27 日 

実施対象者：Universities Australia の副最高経営責任者および

オーストラリアの７大学の副学長級等（計 8名） 

 

（5）国立大学法人総合損害保険の運営 

（平成28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）（費用利益保険） 

90機関 

メニュー2（診療所賠償責任保険）                                85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28年 6月 2日 

平成28年 9月 8日 

平成29年 2月 7日 

 

東北地区 

平成28年 6月 2日 

平成28年 9月12日 

平成29年 2月 9日 
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東京地区 

平成28年 5月16日 

平成28年10月 4日 

 

 

関東・甲信越地区 

平成28年 5月10日 

平成28年10月17日 

平成29年 2月10日 

 

東海・北陸地区 

平成28年 5月10日 

平成28年11月10日 

平成29年 2月 3日 

 

近畿地区 

平成28年 4月27日 

平成28年10月 7日 

平成29年 2月16日 

 

中国・四国地区 

平成28年 4月28日 

平成28年11月17日 

平成29年 2月23日 

 

九州地区 

平成28年 4月27日 

平成28年 9月 9日 

平成29年 2月14日 

 

 

（2）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28年 6月14日  平成28年度全国キャリア・就職ガイダンス 

平成28年 6月21日  第1回就職問題懇談会 

平成28年 9月14日  第2回就職問題懇談会 

平成28年 9月27日  第3回就職問題懇談会 

平成28年10月12日  第4回就職問題懇談会 

平成28年11月 9日  第5回就職問題懇談会 

平成29年 2月 2日  インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議 

 

イ 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28年5月11日-5月13日  台日大学学長フォーラム・協定調印式 

平成29年 2月24日  国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会 

 

ウ ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係 

平成28年 4月19日  第1回ＵＭＡＰ国際事務局運営委員会 
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平成28年 5月 4日- 5月 5日  国際理事会 

平成28年 5月26日  第1回ＵＭＡＰ日本国内委員会ワーキンググループ会議 

平成28年 6月21日  第1回ＵＭＡＰ日本国内委員会 

平成28年 6月21日  第2回ＵＭＡＰ国際事務局運営委員会 

平成28年 7月29日  第1回ＵＭＡＰ国際事務局運営委員会協力大学会合 

平成28年 8月24日  第2回ＵＭＡＰ日本国内委員会ワーキンググループ会議 

平成28年 9月 1日  第2回ＵＭＡＰ日本国内委員会 

平成28年 9月 7日  第3回ＵＭＡＰ国際事務局運営委員会 

平成28年 9月22日  ＵＭＡＰ国際理事会 

平成28年 9月23日  ＵＭＡＰ25周年記念シンポジウム 

平成29年 2月 7日  第4回ＵＭＡＰ日本国内委員会ワーキンググループ会議 

平成29年 2月15日  第4回ＵＭＡＰ国際事務局運営委員会 

平成29年 2月15日  第3回ＵＭＡＰ日本国内委員会 

 

エ その他 

平成28年 4月12日  教育の情報化の推進に関する当事者間協議 

平成28年 4月28日  ジャパン・ダイバーシティ・ネットワーク幹事会 

平成28年 4月28日  経済同友会2016年度通常総会 創立70周年記念懇談会 

平成28年 5月 6日  理工系人材育成に関する産学官円卓会議 

平成28年 5月24日  ジャパン・ダイバーシティ・ネットワーク幹事会 

平成28年 6月 7日  教育の情報化の推進に関する当事者間協議 

平成28年 6月 9日  国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 

平成28年 6月17日  台湾・日本大学間国際交流会 

平成28年 6月28日- 6月29日  日独共同学長シンポジウム・学長会議 

平成28年 6月30日- 7月 1日  日仏シンポジウム・フォローアップ会合 

平成28年 7月11日  理工系人材育成に関する産学官円卓会議 

平成28年 9月13日  ジャパン・ダイバーシティ・ネットワーク幹事会 

平成28年 9月28日  教育の情報化の推進に関する当事者間協議 

平成28年10月 6日  日露学長会議 

平成28年10月20日  防災推進国民会議 

平成28年11月14日-11月16日  第15回国際大学協会（IAU）総会 

平成29年 2月 3日  ジャパン・ダイバーシティ・ネットワーク シンポジウム 

平成29年 3月 7日  ジャパン・ダイバーシティ・ネットワーク幹事会 

平成29年 3月 1日  公開シンポジウム「学術振興の観点から国立大学の教育研究

と国による支援のあり方を考える」 

 

（2）報告書等の刊行等 

・一般社団法人国立大学協会概要2016（和文、英文） 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’16 

・広報誌「国立大学」第41号～第44号、別冊第14号 

・冊子「国立大学法人職員必携」 

・報告書「大学のコンプライアンスの在り方に関する調査研究」 

・小冊子「国立大学の改革」 
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・一般社団法人国立大学協会ANNUAL REPORT（平成27年度） 

・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第13回追跡調査報告書 

・平成28年度 障害者雇用及び高年齢者雇用に関する調査結果 

・国立大学附属病院の経営問題に関する第13次アンケート調査結果 

・「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第4回フォローアップ調

査結果 

 

（3）要望書等の受理 

平成28年 4月19日 日本文化研究機構、他 

・国立大学協会との関係強化について 

平成28年 5月23日 神奈川県県民局長、他 

・「公正な入学者選抜」の実施について（依頼） 

平成28年 7月 8日 全国高等学校校長協会 

・平成29年度以降の大学等入試における被災生徒等への配慮につい

て（お願い） 

       平成28年 7月21日 公益財団法人産業教育振興中央会、他 

・専門高校生徒の進学機会の拡大等に関する要望書 

平成28年 7月21日 公益財団法人産業教育振興中央会、他 

・産業教育の振興に関する要望書（専門高校の充実に関する要望書） 

平成28年10月 3日 全国高等学校校長協会家庭部会、同 進路調査研究委員会 

・家庭に関する学科等卒業者の進学機会の拡大等についての要望書 

平成28年11月 9日 公益財団法人産業教育振興中央会、全国産業教育振興会連絡協議会 

・第58回全国産業教育振興大会（石川大会）における大会決議につ 

 いて 

平成28年11月28日 高校・大学生、青年の雇用と働くルールを求める連絡会 

・大学生の就職保障に向けての要請書 

平成29年 2月23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 

・夜間教育の充実に向けた財政的支援について 

 

（4）外国からの訪問者（団体）対応 

平成28年10月 6日 ゴハリE-JUST学長等との意見交換会 

平成28年10月27日 ヒップラーHRK会長等との意見交換会 

平成28年10月28日 グッドフェロー英国大学協会（UUK）会長外の招へい 

 

６ 監事の監査、会計事務所の確認状況 

業務監査 

監事の、中井勝己福島大学長、徳久剛史千葉大学長が、平成28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した。 

また、平成29年5月19日に平成28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29年4月28日に平成

28事業年度における会計書類の確認が行われた。 
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これに基づき、平成29年5月19日に平成28事業年度における会計監査を実施した。 

 

７ 登記・届出事項 

・東京法務局   変更登記（理事の変更） 

         （登記年月日：平成28年 4月 1日） 
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