
 

平成１９年度 第１３回教育研究評議会（定例） 

 

日 時  平成２０年３月４日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

1〔審議事項〕 
（１）教育職員（人材登用活性化制度・工学研究院・情報工学研究院・      

生命体工学研究科・情報科学センター）の選考について          

 （２）平成２０年度年度計画について                   

 （３）寄附講座の更新について                       

 

〔報告事項〕 
 （１）次期経営協議会学外委員の選任について               

（２）センター長等の任命について                     

（３）教育職員選考委員会の経過報告について                

（４）教育職員選考委員会委員の変更について                

（５）重点プロジェクト研究センターの評価について             

（６）論文増強策について                         

（７）特任教授の称号授与について                     

（８）有期雇用職員就業規則の改正について                 

 （９）パートタイム職員給与規程の改正について                         

 （10）１９年度の年度評価の確定及びデータベースへの入力について      

 （11）教員情報データベースへのデータ登録について             

 （12）平成２０年度国立大学法人総合損害保険への加入について        

（13）平成２０年度一般選抜，私費外国人留学生試験出願状況について           

（14）平成２０年度編入学，推薦入学試験入学手続状況について        

（15）平成２０年度大学院入学試験出願状況（生命体工学研究科）について   



 

平成１９年度 第１２回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成２０年２月６日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（大学院工学研究院）の選考について               

 （２）グローバルＣＯＥへの対応について                   

 （３）大学間国際交流協定の締結について                    

 

〔報告事項〕 

 （１）教育職員選考委員会の設置について                    

（２）教育職員選考委員会の経過報告について                  

（３）職員給与規程の改定について                       

（４）職員旅費規程の一部改正について                     

（５）大学院・学部の改組等に伴う諸規則（人事課所管）の一部改正について    

（６）特任教授の称号授与について                       

（７）九工大世界トップ技術ＶＯＬ．２について                 

 （８）統合認証基盤の導入日程等について                                  

 （９）産学連携に係る包括協力協定の更新について                

 （10）平成２０年度大学院入学試験出願状況について               

 （11）平成１９年度予算の早期執行について                   

 （12）中期目標期間に係る中間評価及び年度評価（平成１９年度）について     

（13）（社）国立大学協会九州支部会議について            

 



 

平成１９年度 第１１回教育研究評議会（定例） 

日 時  平成２０年１月９日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 
〔審議事項〕 

（１）教育職員（大学院生命体工学研究科）の選考について            

 （２）学校教育法等の一部を改正する法律の施行等に伴う学内規則の改正について  

 （３）学位規則等の一部改正について                      

（４）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について            

 

〔報告事項〕 
 （１）地方財政再建促進特別措置法について（中期目標・中期計画関係）      

（２）職員給与規程（大学院手当関係）の一部改正について            

（３）九州工業大学情報工学部動物実験規則等を廃止する規則について       

（４）部局間国際交流協定の締結について                    

（５）北九州市との化学災害対策に関する協力等の協定締結について       

（６）平成２０年度予算（運営費交付金）の内示状況について           
 （７）「九州工業大学会計事務に係る職務権限等に関する規程」の一部改正     

    について 

 （８）戸畑地区消防訓練の実施について                     

 （９）国立大学協会臨時学長等懇談会について                  

 



 

平成１９年度 第１０回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年１２月５日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（バイオマイクロセンシング技術研究センター）の選考について   

 （２）大学院・学部の改組等に伴う諸規則の一部改正について           

 （３）中期目標・中期計画の変更について                    

（４）職員就業規則等の一部改正について                    

（５）九州工業大学における教育研究プロジェクトの取りすすめについて      

 

〔報告事項〕 
 （１）情報通信技術教育センター長の選考結果について 

（２）職員の勧奨退職について                         

（３）教育職員（情報工学部）の採用時期の変更について 

（４）事務系職員の採用時期の変更について 

（５）特任教授の称号授与について                       
 （６）平成２０年度情報教育研究集会について                  

 （７）「九州工業大学会計事務に係る職務権限等に関する規程」の一部改正     

    について 

 （８）研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく      

    体制整備等の実施状況報告書について 

 （９）平成１９年度後期授業料免除者の選考結果について             

 （10）再チャレンジ支援プログラムによる平成１９年度後期授業料免除者      

    の選考結果について 

 （11）平成２０年度推薦入学・帰国子女特別選抜試験の実施結果について      

 （12）平成２０年度入学試験実施組織について                  

 （13）国立大学協会第３回臨時総会について                   

（14）国立大学間比較に見る九州工業大学の現況について             

 

 



 

平成１９年度 第９回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年１１月７日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 
〔審議事項〕 

（１）教育職員（工学部）の選考について                   

 （２）学内講師の選考について                        

 （３）基本規則，学則の一部改正について                   

（４）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について           

 

〔報告事項〕 
 （１）客員教授の称号授与について                      

（２）特任教授の称号授与について                      

（３）大学間国際交流協定締結について                    

（４）平成２０年度学年暦について                      

（５）平成１９年１０月入学生の入学料免除者の選考結果について       
 （６）国公私立大学の連携による地域の大学教育の充実について 

 （７）国立大学協会第１１回通常総会について                 

（８）第４７回工大祭について 



 

平成１９年度 第８回教育研究評議会（定例） 

日 時  平成１９年１０月１０日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 
〔審議事項〕 

（１）教育職員（工学部・２１世紀ＣＯＥプログラム）の選考について      

（２）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について           

 

〔報告事項〕 
 （１）役員規則等の一部改正に伴う学内諸規定の一部改正について        

（２）職員安全衛生管理規程の一部改正について                

（３）情報教育支援士養成プログラムついて                  

（４）九州工業大学事務職員・技術職員行動規範について            

（５）客員准教授の称号授与について                    

（６）平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果について         

（７）外部評価委員会の開催について                     

（８）平成１９年度補正予算編成方針について                 

 （９）平成２０年度概算要求概要等について                 

 （10）環境報告書の公表について                       

 （11）平成２０年度大学院入学試験出願状況について              

 （12）国立大学協会九州地区支部会議について                 

 



 

平成１９年度 第７回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年９月５日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（情報工学部）の選考について                 

（２）理事等の任期について                         

（３）大学間国際交流協定の締結について                   

（４）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について           

 

〔報告事項〕 
 （１）工学部長及び大学院生命体工学研究科長の任命について 

（２）理事等の任命について 

（３）職員の勧奨退職について                        

（４）情報工学部特任准教授の称号授与について                

（５）大学間国際交流協定の締結について                   

（６）大学評価・学位授与機構が運用する大学情報データベース         

へのデータ提供について                        

 （７）九州地区国立大学間連携教育系・文系論文集の投稿手続き等        

    に関する申し合わせについて 

 （８）平成１９年度九州工業大学文化講演会実施計画（案）について       

 （９）平成２０年度大学院入学試験実施結果について              

 



 

平成１９年度 第６回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年８月１日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（先端エコフィッティング技術研究開発センター）        

の選考について                            

（２）法人評価・認証評価への対応を勘案した全学委員会・部会・        

ワーキングの構想（案）について 

（３）大学間国際交流協定の締結について                   

（４）九州工業大学学生交流に関する規則の一部改正について           

（５）九州工業大学理数教育支援センター規則の一部改正について        

（６）明専会本部の学内移転について                      

（７）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について           

 

〔報告事項〕 
 （１）全国知事会における国立大学法人の運営費交付金にかかる決議文について  

（２）事務系職員の選考について                       

（３）大学院学生等の充足率について                     

（４）平成２０年度大学院入学試験実施結果及び出願状況について        

（５）平成１９年度オープンキャンパスについて                

（６）大分県との連携協定について                      

 



 

平成１９年度 第５回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年７月４日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（生命体工学研究科）の選考について              

（２）学内講師について 

   ①学内講師の取扱いについて                      

   ②学内講師の選考について                       

（３）大分大学・大分県との連携協定について                 

（４）部局長の任期について                          

（５）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について           

（６）九州工業大学と揚州大学との大学間国際交流協定について          

 

〔報告事項〕 
（１）重点プロジェクト研究センターの年度評価について           

 （２）電子ジャーナル経費ついて                       

（３）平成２０年度編入学試験実施結果について                

（４）平成２０年度大学院入学試験出願状況について              

（５）国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長会議について       

（６）新聞報道について                           

 



 

平成１９年度 第４回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年６月６日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（工学部・２１世紀ＣＯＥプログラム・先端エコフィッティング   

技術研究開発センター）の選考について                  

（２）名誉教授の称号授与について                       

（３）平成１８年度の年度計画の評価について                 

（４）平成１９年度予算について                       

（５）平成１９年度業績等評価配分経費について 

（６）平成２０年度概算要求事項について                     

 

〔報告事項〕 
（１）客員教授の称号付与について 

 （２）コンピュータ・セキュリティ・インシデント対応機構図について       

（３）組織評価・外部評価について                       

（４）重点プロジェクト研究センターの評価委員会の報告について         

（５）大学間国際交流協定の締結について                    

（６）国立大学協会九州支部会議について 

（７）１００周年記念事業の募金状況について                  

（８）九州工業大学非常勤研究員実施要項の一部改正について           

（９）九州工業大学産学連携推進センター各部門長の推薦について         

（10）福津市等との連携協力に関する協定の締結について             

（11）平成１９年度科学研究費補助金の採択状況について            

（12）平成１９年度４月入学生の入学料免除者及び徴収猶予者について       

（13）平成１９年度前期授業料免除の選考結果について              

（14）再チャレンジ支援プログラムによる平成１９年度前期授業料免除者の    

      選考結果について 

（15）平成２０年度編入学試験出願状況について                

 

〔その他〕 

 （１）入試科目について 

 



 

平成１９年度 第３回教育研究評議会（定例） 

 
日 時  平成１９年５月２日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 

 

〔審議事項〕 
（１）教育職員の休職について                          

（２）平成１９年度予算配分（案）について                      

（３）研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に   

基づく運営・管理に関わる者の責任と権限の公表について 
（４）九州工業大学職務発明取扱規程等の一部改正について             

（５）教員職員選考委員会（ＣＯＥプロジェクト・先端エコフィッティング技術   

   研究開発センター）の設置に伴う委員の選出について 

（６）学生表彰について                             

（７）学生募集について                             

 

〔報告事項〕 
（１）先端エコフィッティング技術研究開発センター長の選考について 

（２）特任教授の称号付与について                                          
（３）平成１９年度から平成２０年度における年度計画及び組織評価について    

（４）大学院・学部改組計画等の文部科学省説明について              
（５）大学間国際交流協定締結について                     
（６）㈱福岡銀行との産学連携協力に関する協定書の締結について         

 （７）平成１９年度科学研究費補助金の採択状況について             
 （８）第４４回嘉村記念賞授賞式及び講演会の開催について            
 （９）第３回東京シンポジウムについて                     
 （10) 優秀学生奨励賞（授業料特別免除制度）について              

（11) 課外活動安全週間について                          
 （12) 国立大学法人をめぐる最近の情勢について                 
 
 



 

平成１９年度 第２回教育研究評議会（持回り） 

 

日  時 平成１９年４月１８日（水） 

場 所 

 

〔審議事項〕 

（１）先端エコフィッティング技術研究開発センターの設置について 

    

 



 

平成１９年度 第１回教育研究評議会（定例） 

 

日 時  平成１９年４月４日（水） １３：３０～ 
場 所  第１会議室 
 

〔審議事項〕 
（１）教育職員（情報工学部・産学連携推進センター・機器分析      

センター）の選考について                                   

（２）平成１８年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還        

免除候補者の推薦について 

（３）学生の懲戒処分について                                     

 
〔報告事項〕 

（１）学長特別補佐の選考結果について  

（２）特任教授の称号付与について                                                      

（３）危機管理体制に関する要項の制定について                   

（４）組織評価及び外部評価について                            

（５）大学間国際交流協定及び部局間国際交流協定の締結について    

（６）大型研究連携の推進に関する協定書の締結について            

（７）平成１９年度入学試験実施結果について                      

（８）大学院・学部改組計画への取り組みについて                 

 

 


