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（令和２事業年度）

自

令和 ２年４月 1 日

至

令和 ３年３月３１日

一般社団法人 国立大学協会

令和 2 年度事業報告書

令和 2 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
令和 2年 6月15日

令和2年度第1回通常総会

令和 2年 7月 6日- 7月 9日 書面審議（
「国立大学の2021年度入学者選抜についての
実施要領」の改訂案について）
令和 2年 9月17日- 9月25日 書面審議（支部推薦理事の交代について）
令和 2年11月 6日

令和2年度第2回通常総会

令和 3年 1月29日

令和2年度第3回総会

令和 3年 3月 8日

令和2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
令和 2年 4月24日

令和2年度第1回

令和 2年 5月25日

令和2年度第2回

令和 2年 7月22日

令和2年度第3回

令和 2年10月 5日

令和2年度第4回

令和 2年11月11日-11月20日 書面審議（諸規則の一部改正について）
令和 2年12月11日

令和2年度第5回

令和 3年 2月12日

令和2年度第6回

常任理事会
令和 2年 7月 3日- 7月 6日 書面審議（「国立大学の2021年度入学者選抜についての
実施要領」の改訂案について）
令和 2年 9月16日- 9月18日 書面審議（授業目的公衆送信補償金制度の額の認可に係
る意見聴取への対応）
政策会議
令和 2年 4月24日

令和2年度第1回

令和 2年 5月25日

令和2年度第2回

令和 2年 7月22日

令和2年度第3回

令和 2年10月 5日

令和2年度第4回

令和 2年12月11日

令和2年度第5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
令和 2年 5月19日

令和2年度第1回

令和 2年 6月10日

令和2年度第2回
1

令和 2年 6月25日

国立大学の入学者選抜に関する中長期的課題検討WG（第1回）

令和 2年 6月26日

令和2年度第3回

令和 2年 7月 2日

令和2年度第4回

令和 2年 7月 7日- 7月10日 書面審議（「2021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（案）
」について）
令和 2年 7月30日- 8月 5日 書面審議（「2021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」の(改
訂案)について）
令和 2年 8月 4日

国立大学の入学者選抜に関する中長期的課題検討WG（第2回）

令和 2年 8月27日

国立大学の入学者選抜に関する中長期的課題検討WG（第3回）

令和 2年 9月 9日

令和2年度第5回

令和 2年 9月24日

国立大学の入学者選抜に関する中長期的課題検討WG（第4回）

令和 2年10月15日

国立大学の入学者選抜に関する中長期的課題検討WG（第5回）

令和 2年10月30日

令和2年度第6回・国立大学の入学者選抜に関する中長期的
課題検討WG（第6回）

令和 2年11月 5日-11月 9日 書面審議（
「2021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」の一部改訂（案）に
ついて）
令和 2年11月17日

令和2年度第7回・国立大学の入学者選抜に関する中長期的
課題検討WG（第7回）

令和 3年 1月19日

令和2年度第8回・国立大学の入学者選抜に関する中長期的
課題検討WG（第8回）

教育・研究委員会
令和 2年 5月 7日- 5月14日 書面審議（国立大学における男女共同参画の推進状況
に関する調査（第17回）について）
令和 2年 5月22日

令和2年度第1回

令和 2年 6月11日
令和 2年 7月13日

令和2年度第2回
男女共同参画小委員会（令和2年度第1回）

令和 2年 7月14日

研究小委員会（令和2年度第1回）

令和 2年 9月14日

令和2年度第3回

令和 2年10月 1日

男女共同参画小委員会（令和2年度第2回）

令和 2年11月 6日-11月12日 書面審議（「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8回フォローアップ調査について）
令和 2年11月12日

教育・学生小委員会（令和2年度第1回）

令和 2年11月26日-12月 3日 男女共同参画小委員会書面審議（次期アクションプラン
（最終案）及び国立大学における男女共同参画推進の実
施に関する第17回追跡調査報告書（案）について）
令和 2年12月15日-12月22日 書面審議（男女共同参画推進の実施に関する第17回追跡
調査結果及び報告書について）
令和 2年12月17日-12月24日 書面審議（研究小委員会 令和3（2021）年度の活動計
画について）
令和 2年12月17日-12月24日 書面審議（男女共同参画小委員会 令和3（2021）年度
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の活動計画について）
令和 3年 1月12日

教育・学生小委員会（令和2年度第2回）

令和 3年 1月14日

令和2年度第4回

令和 3年 2月19日- 2月26日 教育・学生小委員会書面審議（これからの大学教育のあ
り方についての調査について）
令和 3年 3月26日

令和2年度第5回

大学評価委員会
令和 2年 6月30日

国立大学法人における教育・研究の成果に係る評価検
討会（第11回）

令和 2年 7月 1日- 7月10日 書面審議（大学改革支援・学位授与機構「大学ポートレ
ート運営会議」委員候補者の推薦について）
令和 2年 9月 9日

国立大学法人における教育・研究の成果に係る評価検
討会（第12回）

令和 3年 1月23日- 2月 3日 書面審議（令和3（2021）年度事業計画について）
令和 3年 3月 1日- 3月 5日 書面審議（大学改革支援・学位授与機構「大学ポートレ
ート運営会議」に係る推薦委員の交代について）
国際交流委員会
令和 2年 4月20日- 4月27日 書面審議（国際交流委員会専門委員の選任及び関連委員
会への委員等の推薦について）
令和 2年 5月20日- 5月27日 書面審議（国際交流委員会専門委員の選任について）
令和 2年 6月25日

令和2年度第1回

令和 2年10月 6日

専門委員連絡会（令和2年度第1回）

令和 2年10月27日

専門委員連絡会（令和2年度第2回）

令和 2年 4月20日- 4月27日 書面審議（関連会議への後任委員の推薦及び「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8回フ
令和 2年12月 3日

ォローアップ調査について）
令和2年度第2回

令和 3年 1月22日

令和2年度第3回

経営委員会
令和 2年 4月15日- 4月30日 書面審議（国立大学法人におけるコストの見える化検討会
（第5回））
令和 2年 7月 7日- 7月14日 書面審議（障害者雇用及び高年齢者雇用に関する調査
の実施について）
令和 2年 7月 7日- 7月14日 書面審議（「国立大学附属病院の経営問題に関する第17
次アンケート調査」及び「国立大学附属病院の勤務状況
に関するアンケート調査」について）
令和 2年12月 4日-12月 9日 書面審議（2020年度人件費等に関する調査の実施につ
いて）
令和 2年12月 7日

国立大学法人におけるコストの見える化検討会（第6回）

令和 3年 1月21日

国立大学法人におけるコストの見える化検討会（第7回）
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令和 3年 1月22日

病院経営小委員会（令和2年度第1回）

令和 3年 2月 2日

令和2年度第1回・人事労務小委員会（令和2年度第1回）
・
財務施設小委員会（令和2年度第1回）

広報委員会
令和 2年 5月29日

令和2年度第1回

令和 2年 8月 3日

令和2年度第2回

令和 2年10月12日

令和2年度第3回

令和 3年 3月 2日

令和2年度第4回

事業実施委員会
令和 2年 6月 8日

ユニバーシティ・デザイン・ワークショップ（UDWS）
ファシリテーター会議（令和2年度第1回）

令和 2年 6月25日- 6月30日 国立大学協会創立70周年記念行事準備委員会書面審議
（国立大学協会創立70周年記念祝賀会開催要項の一部
変更について）
令和 2年 7月 7日- 7月13日 書面審議（2020年度研修事業（国立大学法人等部課長級
研修及び国立大学法人等担当理事等連絡会議）について）
令和 2年 9月28日-10月 1日 国立大学協会創立70周年記念行事準備委員会書面審議
（国立大学協会創立70周年記念祝賀会開催要項の一部
変更について）
令和 2年10月20日-10月28日 書面審議（2020年度国立大学法人総合損害保険の基本方
針（案）について）
令和 3年 1月 8日- 1月18日 書面審議（2021年度国立大学法人総合損害保険の保険
料支払い期日の変更、商品改定及び引受保険会社の決定
について）
令和 3年 2月 1日

研修企画小委員会（令和2年度第1回）

令和 3年 2月 9日
令和 3年 3月11日

令和2年度第1回
ユニバーシティ・デザイン・ワークショップ（UDWS）
ファシリテーター会議（令和2年度第2回）

国立大学法人総合損害保険運営委員会
令和 2年 8月 1日

令和2年度第1回

令和 2年 9月28日-10月 1日

書面審議（国立大学法人総合損害保険の運営及び改善
に関する意見書（案）について）

令和 3年 3月 3日

令和2年度第2回

適格性審査会
令和 2年 6月26日- 7月 1日

書面審議

令和 2年 7月16日- 7月21日
令和 2年11月16日-11月20日

書面審議
書面審議

令和 2年11月26日-12月 1日

書面審議

令和 2年12月24日

令和2年度第1回
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令和 3年 1月 6日- 1月 8日

書面審議

令和 3年 1月20日- 1月27日

書面審議

令和 3年 2月18日- 2月24日

書面審議

調査企画会議
なし
政策研究所
令和 2年11月19日

政策研究所運営委員会（令和2年度第1回）

令和 3年 2月 3日- 2月 9日

書面審議（2021年度政策研究所事業計画について）

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
なし
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
なし
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
なし
本格的な産学官連携による共同研究推進に関するワーキンググループ
なし
国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マネジメント改革ワーキンググループ
なし
地域と国の発展を支え世界をリードする国立大学の機能強化を促進するガバナンス制度改革ワーキンググループ
令和 2年 7月28日

第14回

地方活性化に向けて国立大学群が目指すべき教育研究に関する検討ワーキンググループ
なし
第4期中期目標期間に向けた課題検討ワーキンググループ
令和 2年 7月 3日

第1回

令和 2年 7月20日

第2回

令和 2年 7月31日

第3回

令和 2年 8月28日
令和 2年 9月17日

第4回
第5回

令和 2年 9月28日

第6回

令和 2年10月27日

第7回
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令和 2年12月 9日

第8回

令和 3年 1月15日

第9回

令和 3年 2月 5日

第10回

令和 3年 3月 5日

第11回

（4）その他の会議等
令和 2年 9月 1日

国立大学法人等広報担当者勉強会

令和 2年10月 5日

記者・論説委員等との懇談会

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
令和 2年 4月24日 国立大学法人における新型コロナウイルス感染症対応に関する緊
急要望（柴山文部科学大臣ほか関係機関）
〔別添１〕
令和 2年 5月11日 新型コロナウイルス感染症に対応した学生への経済的支援に関す
る緊急要望（柴山文部科学大臣）（国公私立大学合同）〔別添２〕
令和 2年 5月18日 全国大学病院への財務投入の要請書〔別添３〕
（安倍内閣総理大臣）
（全国医学部長病院長会議、新型コロナウイ
ルス感染症(COVID-19)に関わる課題対応委員会、日本看護協会、東
京大学合同）
令和 2年 7月13日 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外国人留学生・研究者等
に関する要望（萩生田文部科学大臣）〔別添４〕
令和 2年 8月25日 国公立大学振興議員連盟総会（第17回）
令和 2年 8月25日 国公立大学振興議員連盟総会 令和三年度予算及び令和二年度補
正予算における国公立大学法人関係予算の拡充等に関する決議
（上野文部科学副大臣）
〔別添５〕
令和 2年 9月10日 予算・税制改正要望書（自由民主党教育再生実行本部）
〔別添６〕
令和 2年 9月11日 予算・税制改正要望書（萩生田文部科学大臣ほか文部科学省政務
三役、文部科学省幹部）
令和 2年10月14日 予算・税制改正要望書（文部科学副大臣、文部科学大臣政務官）
令和 2年11月10日 国公立大学振興議員連盟総会（第18回）
令和 2年11月10日 国公立大学振興議員連盟総会 令和三年度予算及び令和二年度補
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正予算における国公立大学法人関係予算の拡充等に関する決議
（矢野財務省主計局長）
〔別添７〕
令和 2年11月27日

甘利税制調査会長への要望

令和 3年 3月 8日

新たな日常に向けて：国立大学の決意（声明）〔別添８〕

（2）各会員への通知等
・新型コロナウイルスの対応について（依頼）
（令和2年4月3日付 国立大学長宛 会長）

・「国立大学の2022年度入学者選抜についての実施要領」ついて（通知）
（令和2年6月16日付 国立大学長宛 入試委員会委員長）

・「国立大学の2021年度入学者選抜についての実施要領」の改訂について（通知）
（令和2年7月13日付 国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長）

・「2021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
（令和2年7月13日付 国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長）

・2021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
（令和2年8月6日付 国立大学長宛（大学院大学を除く） 入試委員会委員長）

・国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告につ
いて（報告）
（令和2年10月9日付 国立大学長宛 会長）

・2021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）
（令和2年10月30日付 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）

・「2021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」の
一部改訂について（通知）
（令和2年11月17日付 国立大学長宛 入試委員会委員長）

・コロナ禍を契機として考える今後の国際交流の在り方について（通知）
（令和3年2月16日付 国立大学長宛 国際交流委員会委員長）

（3）広報活動
・一般社団法人国立大学協会概要2020（和文・英文）の刊行
・一般社団法人国立大学協会会員名簿’20の刊行
・広報誌（国立大学）の刊行（第57号～59号、別冊第18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）
・国立大学法人等職員統一採用試験に関する広報
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（4）研修事業等の実施
研

修

名

実 施 日

対

象

者

人数

国立大学法人新任学長（就任予定者）セミナー

令和 3年 2月17日

新任及び就任予定の
学長

16

国立大学法人トップセミナー

令和 2年 8月20日

学長、機構長

71

ユニバーシティ・デザイン・ワークショップ（UDWS）

令和 2年 9月 4日
～ 9月 5日

大学マネジメントセミナー
（大学教員の働き方）

令和 2年12月15日

国立大学法人等担当理事連絡会議

令和 2年10月20日

新規理事・事務局長就任予定者研修会

令和 3年 3月10日
令和 2年12月22日

国立大学法人等若手職員勉強会

事

～12月23日

業

等

役員（学長以外）
、
副学長、事務局長、副
理事、学長補佐、
部局長・副部局長等
役員（学長を含む）
、副
学長、部局長、事務代
表者等
理事・副学長等（人
事担当）
新規理事・事務局長
就任予定者
若手事務職員

名

74
19
89

人数

令和 2年11月25日

320

＜福島大学＞
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－

令和 2年10月17日

149

＜茨城大学＞
オンライン授業の経験と知見を教育改革に活かすために

令和 2年11月13日

70

＜山梨大学＞
地域における価値創造と大学院教育の新たな展開

令和 2年11月 6日

137

令和 3年 2月27日

239

令和 2年11月24日

94

令和 2年11月 4日

82

令和 2年12月 5日

223

令和 2年10月24日

191

（大学教育の新たな姿～学生の視点に立って～）

防
災
・
日
本
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

571

実 施 日

第19回大学改革シンポジウム

大
学
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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＜九州大学＞
持続可能な地域に資する政策デザインの実践
〜新しい社会のかたち〜
＜北海道大学＞
海溝型自身による広域複合災害の想定と効果的な減災対策・避難を
考える
＜岩手大学＞
大規模災害からの復興、防災そして地域創生へ
＜埼玉大学＞
“彩の国”市民科学オープンフォーラム「令和元年東日本台風から
1年：行政と市民、それぞれの危機管理の方向性」
＜千葉大学＞
災害治療学シンポジウムin千葉―台風被害とコロナ禍の複合災害
に備える防災の最前線―

8

＜福井大学＞
日本一の原子力立地県福井県における防災危機管理Ⅸ
「原子力災害時の避難について考える（感染症など複合災害の場
合）
」
＜和歌山大学＞
第3回鉄道津波対策サミット＠オンライン 災害対応と地域振興を
結合する防災イノベーション
＜広島大学＞
広島大学防災・減災センター2周年記念オープンディスカッション
『相乗型豪雨災害』防災のネクストステップで何に取り組む？
＜香川大学＞
2020年度香川大学危機管理シンポジウム 新型感染症×南海トラ
フ地震への備え

令和 2年10月31日

61

令和 2年11月 4日

305

令和 2年12月61日

70

令和 2年11月27日

318

＜愛媛大学＞
全世代型防災教育を通した人材育成と地域防災力の強化

令和 2年11月24日

116

＜宮崎大学＞
緊急特別シンポジウム「新規人獣共通感染症アウトブレイクへの対
応とは―新型コロナウイルス感染症パンデミックの教訓」

令和 2年12月12日

124

＜鹿児島大学＞
大規模火山噴火時の災害医療に挑む―新たな取り組みと研究―

令和 2年12月12日

100

USJP-HEES Advisory Board Meeting（第1回）

令和元年5月31日

9

日英交流事業（UK-Japan University Dialogue 2019）

国
際
交
流
事
業

The 1st SEAMEO RIHED-JANU Seminar and Study Visit to Japan
日豪大学シンポジウム（Japan-Australia University Dialogue
2019)
USJP-HEES Advisory Board Meeting（第2回）

国立大学フェスタ 2020

令和元年6月12日
～14日
令和元年6月23日
～29日
令和元年10月9日
～10日
令和2年1月22日

50

12

67

11

実施期間：令和 2 年 10 月 1 日～11 月 30 日（主たる期間）
イベント実施件数：300 件

（5）国立大学法人総合損害保険の運営
（平成31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）
89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））

89機関

メニュー4（ヨット・モーターボート総合保険）

56機関

（6）創立70周年記念事業の実施
・
『国立大学協会七十年史』の刊行
・国立大学協会創立70周年記念式典（令和3年3月8日）

9

４ 支部活動の状況
（1）支部会議の開催
支

部 名

北海道地区

東北地区

東京地区

関東・甲信越地区

東海・北陸地区

近畿地区

中国・四国地区

九州地区

開

催 日

備

令和 2年10月12日-20日

書面審議

令和 3年 2月24日

Web開催

令和 2年 6月12日

Web開催

考

令和 2年10月29日
令和 3年 2月25日

Web開催

令和 2年10月26日

Web開催

令和 3年 3月 3日

Web開催

令和 2年 9月18日

Web開催

令和 3年 2月 2日

Web開催

令和 2年 9月29日

Web開催

令和 3年 2月 9日

Web開催

令和 2年 5月8日-15日

書面審議

令和 2年 9月18日
令和 3年 2月 4日

Web開催

令和 2年 5月14日

書面審議

令和 2年11月 2日
令和 3年 2月15日

Web開催

令和 2年 4月30日

Web開催

令和 2年 9月28日

Web開催

令和 3年 2月 8日

Web開催

（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

令和 2年 5月11日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 幹事会（第1回）
令和 2年 5月29日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第1回）

10

令和 2年 6月24日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第1回）
令和 2年 6月25日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第2回）
令和 2年 7月 3日 就職問題懇談会（令和2年度第1回）
令和 2年 7月31日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第3回）
令和 2年 8月 5日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第2回）
令和 2年 9月17日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第3回）
令和 2年 9月25日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第4回）
令和 2年10月12日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 幹事会（第2回）
令和 2年10月22日 就職問題懇談会（令和2年度第2回）
令和 2年11月16日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第5回）
令和 2年11月19日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第4回）
令和 2年12月11日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第6回）
令和 2年12月21日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第5回）
令和 3年 1月19日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第7回）
令和 3年 1月22日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第6回）
令和 3年 2月25日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第7回）
令和 3年 3月 3日 就職問題懇談会（令和2年度第3回）
令和 3年 3月 4日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第8回）
令和 3年 3月22日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 採用・インターンシップ分科会（第9回）
令和 3年 3月24日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 産学連携推進分科会（第8回）

イ

国際関係

・ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係
令和 2年 7月 2日- 7月31日 JACUIE副座長の選出について（書面審議）
・ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係
令和 2年 4月27日- 5月29日 UMAP国際理事会（令和2年度第1回）書面審議
令和 2年 7月 9日
UMAP日本国内委員会事務局からワーキンググループ委
員に対し昨年度の活動・決算報告、次回日本国内委員会
の議題の確認
令和 2年 7月10日- 7月21日 UMAP国際事務局運営委員会（令和2年度第1回）書面審議
令和 2年 7月28日

タスクフォース会議（第4回）

令和 2年 9月14日- 9月30日 UMAP日本国内委員会（令和2年度第2回）書面審議
令和 2年11月16日-11月19日 タスクフォース会議（第5回）
令和 2年11月24日

UMAP国際理事会（令和2年度第2回）

令和 2年12月 9日-12月17日 UMAP国際事務局運営委員会（令和2年度第2回）
令和 3年 1月13日

タスクフォース会議（第6回）

令和 3年 3月24日- 3月31日 UMAP日本国内委員会（令和2年度第3回）書面審議
・その他
令和元年7月3日-5日 BUILA Annual Conference 2019
令和元年 8月27日 日本留学試験実施委員会 日本留学試験の今後の在り方に関する検討ワーキンググループ（第4回）
11

令和元年10月10日 日本留学試験実施委員会（第1回）
令和元年10月31日 日本留学試験実施委員会 日本留学試験の今後の在り方に関する検討ワーキンググループ（第5回）
ウ 著作権関係
令和 2年 6月15日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム（令和2年度第1回）
令和 2年 7月 8日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第1回）
令和 2年 7月16日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第2回）
令和 2年 7月27日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム（令和2年度第2回）
令和 2年 8月 3日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第3回）
令和 2年 8月 5日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム（令和2年度第3回）
令和 2年 9月18日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第4回）
令和 2年10月30日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第5回）
令和 2年11月 9日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム座主幹会議（第4回）
令和 2年11月27日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第6回）
令和 2年12月 9日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 高等教育専門ワーキンググループ（第7回）
令和 2年12月21日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム（令和2年度第4回）
令和 3年 3月29日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム（令和2年度第5回）
エ

その他

令和 2年 4月14日 大学入試のあり方に関する検討会議（第5回）
令和 2年 4月17日 大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議（第2回）
令和 2年 4月23日 大学入試のあり方に関する検討会議（第6回）
令和 2年 5月14日 大学入試のあり方に関する検討会議（第7回）
令和 2年 5月20日 大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議（第3回）
令和 2年 6月 5日 大学入試のあり方に関する検討会議（第8回）
令和 2年 6月16日 大学入試のあり方に関する検討会議（第9回）
令和 2年 6月26日 大学入試のあり方に関する検討会議（第10回）
令和 2年 7月 7日 大学入試のあり方に関する検討会議（第11回）
令和 2年 7月21日 大学入試のあり方に関する検討会議（第12回）
令和 2年 8月 7日 大学入試のあり方に関する検討会議（第13回）
令和 2年 9月30日 大学入試のあり方に関する検討会議（第14回）
令和 2年10月16日 大学入試のあり方に関する検討会議（第15回）
令和 2年10月27日 大学入試のあり方に関する検討会議（第16回）
令和 2年11月11日 公明党ヒアリング
令和 2年11月16日 大学入試のあり方に関する検討会議（第17回）
令和 2年11月19日 萩生田文部科学大臣と大学関係団体との意見交換
令和 2年11月24日 立憲民主党ヒアリング
令和 2年11月27日 大学入試のあり方に関する検討会議（第18回）
令和 2年12月11日 大学入試のあり方に関する検討会議（第19回）
令和 2年12月22日 大学入試のあり方に関する検討会議（第20回）
令和 3年 2月10日 大学ポートレート運営会議（第14回）
令和 3年 2月17日 大学入試のあり方に関する検討会議（第21回）
令和 3年 3月 4日 大学入試のあり方に関する検討会議（第22回）
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令和 3年 3月18日 大学入試のあり方に関する検討会議（第23回）
(2) 報告書等の刊行等
・一般社団法人国立大学協会概要2020（和文・英文）
・国立大学協会 概要'20（会員名簿）
・広報誌「国立大学」第57号～59号、別冊第18号
・
「国立大学法人職員必携」
（令和2年版）
・一般社団法人国立大学協会ANNUAL REPORT（令和元年度）
・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第17回追跡調査報告書
・
「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8回フォローアップ調査
結果
・国立大学協会七十周年史
（3）要望書等の受理
令和 2年 4月22日 「大学のオンライン授業における情報保障」にかかる要望
令和 2年 4月30日 新型コロナウイルス感染拡大状況下での教育機能の維持に関する要望書
令和 2年 5月 7日 大学図書館等の閉館を維持したままで可能な緊急支援施策に関する要望
書（第１次）
令和 2年 6月 1日 大学図書館等の閉館を維持したままで可能な緊急支援施策および教育・
研究基盤の強靭化のための施策に関する要望書（第２次）
令和 2年 6月15日 令和3年度大学入学者選抜に関する要望書
令和 2年 7月28日 専門高校生徒の進学機会の拡大等に関する要望書
令和 2年 7月28日 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）
令和 2年10月 1日 家庭に関する学科等で学ぶ生徒の進学機会の拡大等についての要望書
令和 2年11月 6日 「第62回全国産業教育振興大会（大分大会）」における大会決議について
令和 3年 3月 2日 任期付きポジションにある教員等の産休・育休・介護休暇による任期延長
に付随する問題解決に向けたポジティブ・アクションに関する要望
令和 3年 3月25日 令和２年度夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議議事録及び要望書
(4) 外国からの訪問者（団体）対応
令和元年 5月29日 イル=ドゥ=フランス地域大学区長ら来訪
令和元年 6月21日 駐日コロンビア大使館全権公使来訪
令和元年 7月26日 ベトナム教育省一行来訪
令和元年 9月 4日 台湾教育部処長ら来訪
令和元年10月 3日 台湾大学評価協会来訪
令和 2年 1月30日 フランス大使館大学交流担当官ら来訪
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６ 後援名義等の使用許可の状況
事

後

業

名

称

許 可 期 間

申請団体等

技術英語能力検定

令和 2年 4月 1日～
令和 3年 3月31日

公益社団法人日本工
業英語協会

産学共同ジョブ・フェア

令和 2年 8月 1日～
8月 2日

一般社団法人日本経
済団体連合会

学術フォーラム
「学術振興に寄与する研究評価を目指して」

令和 2年 8月29日

日本学術会議

若年層に向けた男女共同参画意識を醸成する教材
開発と実証事業

令和 2年 9月 1日～
令和 3年 3月31日

国立大学法人お茶の
水女子大学

令和2年度大学等における男女共同参画推進セミ
ナー（オンライン版）

令和 2年 9月24日～
10月 4日

独立行政法人国立女
性教育会館

第18回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム

令和 2年10月17日

一般社団法人男女共
同参画学協会連絡会

RAINBOW CROSSING 2020

令和 2年10月17日～
11月15日

特定非営利活動法人
ReBit

サイエンスアゴラ2020

令和 2年11月15日～ 国立研究開発法人科
11月22日
学技術振興機構

大学のグローバル戦略シンポジウム2020

令和 2年11月20日

みずほ証券株式会社

第9回
全国学生英語プレゼンテーションコンテスト

令和 2年11月28日

学校法人佐野学園

第12回ユネスコスクール全国大会

令和 2年12月 6日

文部科学省

女性起業家と企業の取引・協業の最新事情を知る

令和 2年12月17日

国立大学法人お茶の
水女子大学

学生支援相談事業

令和 3年 3月 1日～
12月31日

特定非営利活動法人
学生文化創造

援

共
催

なし

協
賛

なし

７ 監事の監査、会計事務所の確認状況
業務監査
監事の、蓼沼宏一一橋大学長、長谷部勇一横浜国立大学長、上田孝典福井大学長が、
令和2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、令和3年5月18日・19日に令和2事業年度における事業報告書（案）に基づき、
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田野俊一電気通信大学長、上田孝典福井大学長が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、令和3年5月XX日に令和
2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、令和3年5月18日・19日に令和2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

変更登記（理事の変更）
（登記年月日：令和 2年 5月19日）
変更登記（理事及び監事の変更）
（登記年月日：令和 2年10月29日）
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一般社団法人 国立大学協会

理事、監事及び会長補佐の異動状況（令和 2 年度）

役

職

氏

名

（所 属 等）

異動事由

令和 2. 4. 1

就任

理

事

穴 沢

理

事

福 田 眞 作（弘前大学長）

令和 2. 4. 1

就任

理

事

松 尾 清 一（東海国立大学機構長）

令和 2. 4. 1

就任

理

事

伊 東 千 尋（和歌山大学長）

令和 2. 4. 1

就任

山 口 宏 樹（前埼玉大学長）

令和 2. 4. 1

就任

長谷部 勇一（横浜国立大学長）

令和 2. 4. 1

就任

村 松

令和 2. 4. 1

就任

理事（専務理事）
監

事

会長補佐

眞（小樽商科大学長）

異動年月日

隆（宮城教育大学長）

監

事

蓼 沼 宏 一（一橋大学長）

令和 2. 8.31

退任

監

事

上 田 孝 典（福井大学長）

令和 2. 9. 1

就任

山 極 壽 一（京都大学長）

令和 2. 9.30

退任（顧問）

理事（顧問）
理

事

久 保 千 春（九州大学長）

令和 2. 9.30

退任

理

事

湊

長 博（京都大学長）

令和 2.10. 1

就任

理

事

石 橋 達 朗（九州大学長）

令和 2.10. 1

就任

理

事

室伏 きみ子（お茶の水女子大学長）

令和 3. 3.31

退任

理

事

徳 久 剛 史（千葉大学長）

令和 3. 3.31

退任

監

事

長谷部 勇一（横浜国立大学長）

令和 3. 3.31

退任

駒 田 美 弘（三重大学長）

令和 3. 3.31

退任

会長補佐

別紙２
一般社団法人 国立大学協会

委員会委員の異動状況（令和 2 年度）
委 員 会 名

氏

異動年月日

異動事由

令和 2. 4. 1

就任

三 浦 浩 喜（福島大学長）

令和 2. 4. 1

就任

太 田 寛 行（茨城大学長）

令和 2. 4. 1

就任

太 田 耕 人（京都教育大学長）

令和 2. 4. 1

就任

飯 田 慎 司（福岡教育大学長）

令和 2. 4. 1

就任

石 井

潔（静岡大学長）

令和 3. 3.31

退任

坂 井 貴 文（埼玉大学長）

令和 2. 4. 1

就任

野 田 敦 敬（愛知教育大学長）

令和 2. 4. 1

就任

五 神

令和 3. 3.31

退任

令和 3. 3.31

退任

横 矢 直 和（奈良先端科学技術大学院大学長）

令和 3. 3.31

退任

大 橋 裕 一（愛媛大学長）

令和 3. 3.31

退任

原 田 信 志（熊本大学長）

令和 3. 3.31

退任

田 野 俊 一（電気通信大学長）

令和 2. 4. 1

就任

蓼 沼 宏 一（一橋大学長）

令和 2. 8.31

退任

中 野

聡（一橋大学長）

令和 2. 9. 1

就任

徳 久 剛 史（千葉大学長）

令和 3. 3.31

退任

平 塚 浩 士（群馬大学長）

令和 3. 3.31

退任

長谷部 勇一（横浜国立大学長）

令和 3. 3.31

退任

駒 田 美 弘（三重大学長）

令和 3. 3.31

退任

小 川

智（岩手大学長）

令和 2. 4. 1

就任

寺 野

稔（北陸先端科学技術大学院大学長）

令和 2. 4. 1

就任

穴 沢

名

（所 属 等）

眞（小樽商科大学長）

入試委員会

教育・研究委員会

大学評価委員会

東

真（東京大学長）
信 彦（長岡技術科学大学長）

国際交流委員会

委 員 会 名

氏

名

（所 属 等）

異動年月日

異動事由

上 本 伸 二（滋賀医科大学長）

令和 2. 4. 1

就任

名 和 豊 春（北海道大学長）

令和 2. 6.30

退任

山 極 壽 一（京都大学長）

令和 2. 9.30

退任

湊

令和 2.10. 1

就任

寳 金 清 博（北海道大学長）

令和 2.10. 1

就任

竹 内 俊 郎（東京海洋大学長）

令和 3. 3.31

退任

福 田 眞 作（弘前大学長）

令和 2. 4. 1

就任

玉 手 英 利（山形大学長）

令和 2. 4. 1

就任

國 分

充（東京学芸大学長）

令和 2. 4. 1

就任

千 葉 一 裕（東京農工大学長）

令和 2. 4. 1

就任

木 下 隆 利（名古屋工業大学長）

令和 2. 4. 1

就任

久 保 千 春（九州大学長）

令和 2. 9.30

退任

石 橋 達 朗（九州大学長）

令和 2.10. 1

就任

武 田

廣（神戸大学長）

令和 3. 3.31

退任

山 口 宏 樹（国立大学協会専務理事）

令和 2. 4. 1

就任

寺 嶋 一 彦（豊橋技術科学大学長）

令和 2. 4. 1

就任

室伏 きみ子（お茶の水女子大学長）

令和 3. 3.31

退任

松 尾 清 一（東海国立大学機構長）

令和 2. 4. 1

就任

田中 雄二郎（東京医科歯科大学長）

令和 2. 4. 1

就任

石 田 朋 靖（宇都宮大学長）

令和 3. 3.31

退任

川 崎 直 哉（上越教育大学長）

令和 3. 3.31

退任

国際交流委員会
長 博（京都大学長）

経営委員会

広報委員会

事業実施委員会

⼀般社団法⼈国⽴⼤学協会

別紙３

事務局体制

2021年3月31日現在
主幹（管理、総務、財務）

出口夏実（専）

事務局次長

箱田規雄（専）

専門職員（管理、総務、財務）

山城達馬（専）

総務・人事
理事・委員委嘱手続
理事会･政策会議･総会
支部・会員対応総括
財務・経理
会費、旅費

※総務次長兼任
主幹付（総務、財務）

上杉優馬（大分）

総務部次長

出口夏実（専）

総務部長

東

高之（東京）

主幹付（総務、財務）

村山盛経（琉球）

事務補佐員

八巻由美子

主幹付（総務、財務）

小川靖顕（北海道）
専門職員（広報、政策研究、事業実施）

麻野祥子（大阪）
主幹(広報、政策研究所、事業実施）

東

高之（東京）

専門職員（広報、渉外、政策研究、事業実施）

本庄淑子（金沢）

※総務部長兼任
主任（広報、渉外、政策研究、事業実施）

山口祥子（九州）
主任（広報、政策研究、事業実施）

政策研究所 特別研究員（非常勤）

川崎成一

広報委員会
広報実施、情報公開
職員採用試験全国広報
渉外
政策研究所
事業実施委員会
総合損害保険運営委員会
総合損害保険事業
研修事業

杉山明宏（筑波）
主幹付（広報、政策研究、事業実施）

鈴木春菜（東北）
主幹付（広報、政策研究、事業実施）

大山貴裕（名古屋）
常務理事・事務局長

戸渡速志（専）
企画部次長

主任（教育・研究、評価、国際交流）

小形徳応（東工）
主幹（教育・研究、評価、国際交流）

山口裕史（名古屋工業）

石川香緒莉（宇都宮）

教育・研究委員会
大学評価委員会

主幹付（教育・研究、評価、国際交流）

楠

卓（信州）

国際交流委員会

主任（教育・研究、評価、国際交流）

半井野浩明（新潟）
主幹付（教育・研究、評価、国際交流）

木曽

晃（神戸）

企画部次長

荒木秀治（筑波）

企画部長

森山

睦（東京）

専門職員（入試、経営）

村上慎哉（熊本）

入試委員会

主幹付（入試、経営）

小林麻里子（群馬）

企画部次長
事務局次長・審議役

玉上

吉田雅彦（東京）

晃（専）

主幹付（入試、経営）
主幹（入試、経営）

小野崎愛純（茨城）

野尻知江（京都）
主幹付（入試、経営）

櫻

雄太（岩手）

経営委員会
適格性審査会

別

添
会

別添１

資
（※

報

料
省略します。）

告

国立大学法人における新型コロナウイルス感染症対応に関する緊急
要望

別添２

新型コロナウイルス感染症に対応した学生への経済的支援に関する
緊急要望

別添３

全国大学病院への財務投入の要請書

別添４

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外国人留学生・研究者等に
関する要望

別添５

令和二年度予算及び令和元年度補正予算における国公立大学法人関
係予算の拡充等に関する決議

別添６

予算・税制改正要望書

別添７

令和二年度予算及び令和元年度補正予算における国公立大学法人関
係予算の拡充等に関する決議

別添８

新たな日常に向けて：国立大学の決意（声明）

