
平成２４年度 第１４回教育研究評議会（定例） 

 

 

日  時  平成２５年３月６日（水） １３：３０～ 

場  所  鳳龍会館 会議室 

 

 

〔審議事項〕 

（１）教育職員の選考について                   

（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      

（３）技術職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について      

（４）情報基盤機構規則の制定等について              

（５）ディペンダブル集積システム研究センター規則の制定について  

（６）九州工業大学寄附金取扱規程の一部改正について        

（７）平成２５年度年度計画について                

（８）教育職員の海外研修プログラム案について           

（９）寄附講座の継続設置について                 

 

〔報告事項〕 

（１）教育職員の選考について                   

（２）センター長の選考について                  

（３）教育職員の配置換について                  

（４）客員教授の称号授与について                 

（５）特任教授の称号授与について                 

（６）教育職員評価に基づく被表彰者について            

（７）就業規則の制定及び改正について               

（８）専門職教育職員選考委員会の設置について           

（９）平成２５年度国立大学法人総合損害保険への加入について    

（10）平成２５年度運営費交付金及び平成２４年度補正予算について  

（11）キャンパスマスタープラン（中期プラン）暫定案について    

（12）棟名称について                       

（13）㈱タカギとの連携協定について                

（14）学生の懲戒処分について                   

（15）本学と㈱オムロンとの教育研究協力に関する協定書について   

（16）教員情報データベース（大学評価用ＤＢシステム）のデータ入力について 

 

〔その他〕 

（１）平成２４年度卒業証書・学位授与式及び平成２５年度入学式について 
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平成２４年度 第１４回教育研究評議会議事要旨 

 

１．日 時  平成２５年３月６日（水）１３：４５～１７：２０ 

２．場 所  鳳龍会館 会議室 

３．出席者  学長，理事（評価・総務担当），理事（教育・情報担当）， 

理事（研究・産学連携担当），理事（労務・財務担当）， 

副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当）， 

副学長（経営戦略担当）， 

工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長， 

副工学研究院長（副工学部長），副工学研究院長（副工学府長）， 

副情報工学研究院長（副情報工学部長），副生命体工学研究科長， 

三谷教授 

４．列席者  監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当）， 

学長特別補佐（評価担当） 

 

５．議事要旨確認 

平成２４年度第１３回（平成２５年２月６日）教育研究評議会の議事要旨（案）につ

いて確認が行われ，了承された。 

 

６．審議事項 

（１）教育職員の選考について        

学長，理事（評価・総務担当），理事（研究・産学連携担当），工学研究院長，情報

工学研究院長，生命体工学研究科長より，次の教育職員の選考について説明があり，

審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に付議することとした。 

 

①工学研究院 機械知能工学研究系 知能制御工学部門 

准教授 １名（昇任 任期なし） 

②工学研究院 電気電子工学研究系 システムエレクトロニクス部門 

准教授 １名（昇任 任期なし） 

③工学研究院 電気電子工学研究系 電気エネルギー部門 

准教授 １名（昇任 任期なし） 

④工学研究院 電気電子工学研究系 電気エネルギー部門 

助教 １名（採用 任期なし） 

⑤工学研究院 物質工学研究系 材料開発部門 教授 １名（昇任 任期なし） 

⑥工学研究院 基礎科学研究系 量子物理学部門 

准教授 １名（採用 任期なし） 

⑦情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム数理部門 

教授 １名（昇任 任期なし） 

⑧情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム数理部門 

准教授 １名（採用 任期なし） 
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⑨情報工学研究院 生命情報工学研究系 生命情報工学部門 

教授 １名（採用 任期なし） 

⑩情報工学研究院 情報創成工学研究系 システム創成工学部門 

教授 １名（採用 任期なし） 

⑪（改組）生命体工学研究科 脳情報専攻 神経情報処理講座 

教授 １名（配置換 任期なし） 

⑫生命体工学研究科 生体機能専攻 生体機能システム講座 

助教 １名（採用 任期５年） 

⑬産学連携推進センター 教授 １名（採用 任期３年） 

⑭機器分析センター 准教授 １名（採用 任期なし） 

⑮安全衛生推進室 准教授 １名（採用 任期５年） 

 

なお，選考結果に関連して，次のような意見等があった。 

・ 近，自大学出身の採用・昇任事例がよく見受けられるが，他大学出身とのバ

ランスを考慮してはとの発言があり，自大学出身の方については後に審議する海

外研修プログラムに積極的に参加してほしい旨，説明があった。 

・ ④の選考については，博士の学位を未取得での採用となるため，確実な学位取

得を急がせる上でも，当面の間，メンター制度等を利用しながら関係者が協力す

るよう依頼があった。 

 

学長より，人材登用活性化制度による次の教育職員の選考について説明があり，審

議の結果，原案のとおり了承され，役員会に付議することとした。 

 

①工学研究院 物質工学研究系 応用化学部門 教授 

②情報工学研究院 知能情報工学研究系 知能数理学部門 教授 

③情報工学研究院 電子情報工学研究系 ネットワーク・システム部門 准教授 

 

（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         

学長より，本日の役員会で設置が決定された教育職員選考委員会のうち，教育研究

評議会の指名する委員の選出について説明があり，審議の結果，了承された。 

 

①工学研究院 人間科学系 人間科学部門 教授 １名（昇任 任期なし） 

②情報工学研究院 機械情報工学研究系 設計システム部門 

教授 １名（昇任 任期なし） 

 

（３）技術職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について         

学長より，本日の役員会で設置が決定された技術職員選考委員会のうち，教育研究

評議会の指名する委員の選出について説明があり，審議の結果，了承された。 

 

①工学部 技術部 １名（採用 任期なし） 
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②情報工学部 技術部 １名（採用 任期なし） 

 

（４）情報基盤機構規則の制定等について                 

図書館・情報推進課長より，全学情報基盤に係る企画立案の機能強化と一元的な運

用管理体制を構築するため，情報基盤機構，情報基盤企画室及び情報基盤運用室を設

置し，関連する学内規則等の制定，一部改正及び廃止を行うことについて説明があり，

審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に付議することとした。 

 

制定日：平成２５年３月６日（本会議の日） 

施行日：平成２５年４月１日 

 

（５）ディペンダブル集積システム研究センター規則の制定について     

情報工学研究院長より，高信頼・高品質な次世代集積システム全般に関わる総合技

術を世界に先駆けて確立することを目的として，ディペンダブル集積システム研究セ

ンターを設置し，関連する学内規則等の制定，一部改正を行うことについて説明があ

り，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に付議することとした。 

 

制定日：平成２５年３月６日（本会議の日） 

施行日：平成２５年４月１日 

 

（６）九州工業大学寄附金等取扱規程の一部改正について          

理事（研究・産学連携担当）より，寄附金の他機関への移し替えを拡充するため，

寄附金等取扱規程の一部改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案のと

おり了承された。 

 

制定日：平成２５年３月６日（本会議の日） 

施行日：平成２５年３月６日 

 

（７）平成２５年度年度計画について                   

理事（評価・総務担当）より，平成２５年度の年度計画（案）について説明があり，

審議の結果，原案のとおり了承された。 

平成２５年度の年度計画については，３月の経営協議会で審議後，役員会を経て３

月末までに文部科学省に提出する予定であるが，今後の修正等については学長に一任

いただく旨，説明があった。 

 

（８）教育職員の海外研修プログラム案について              

理事（評価・総務担当）より，引き続き来年度も法人運営活性化支援経費による教

育職員の海外研修プログラムを，本年度の実績を踏まえ，一部内容を修正して実施す

ることについて説明があり，審議の結果，了承された。 
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（９）寄附講座の継続設置について                    

理事（研究・産学連携担当）より，山九株式会社から申込のあった，大学院生命体

工学研究科への寄附講座「エコ・ハイブリッド ウエルディング（SANKYU）」の継続設

置について説明があり，審議の結果，承認された。 

 

７．報告事項 

（１）教育職員の選考について                     

学長より，本日の役員会で決議された大学評価室教育職員の選考について，教育職

員選考委員会の設置及び教育職員の選考を学長に一任いただいたことについて報告が

あった。 

 

（２）センター長の選考について                     

学長より，本日の役員会で決議されたセンター長の任期満了に伴う次期センター長

の選考について，学内研究プロジェクト推進センター長選考委員会での選考の結果，

任命したことについて報告があった。 

 

①先端エコフィッティング技術研究開発センター長（任期：H25.4.1～H26.3.31） 

②理数教育支援センター長（任期：H25.4.1～H27.3.31） 

③学習教育センター長（任期 H25.4.1～H27.3.31） 

 

（３）教育職員の配置換について                     

情報工学研究院長より，平成２６年度の大学院改組を踏まえ，情報創成工学専攻の

充足を図るため，教育職員の配置換を行うことについて報告があった。 

 

（４）客員教授の称号授与について              

学長より，資料に基づき客員教授の称号を授与することについて報告があった。 

 

（５）特任教授の称号授与について              

学長より，資料に基づき特任教授の称号を授与することについて報告があった。 

 

（６）教育職員評価に基づく被表彰者について               

理事（評価・総務担当）より，本日の役員会で決議された教育職員評価に基づく被

表彰者が決定したことについて報告があった。 

 

（７）就業規則の制定及び改正について                  

人事課長より，本日の役員会で決議された平成２５年４月からの海外拠点勤務及び

専門職教員の設置に伴う規則等の制定及び改正について報告があった。 

 

（８）専門職教育職員選考委員会の設置について              

学長より，本日の役員会において次の専門職教育職員選考委員会が設置されたこと
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について報告があった。 

 

①産学連携推進センター 助教（専門職） １名（任期５年） 

 

（９）平成２５年度国立大学法人総合損害保険への加入について       

総務課長より，本学が加入している国立大学法人総合損害保険の平成２５年度契約

内容の概要について報告があった。 

 

（10）平成２５年度運営費交付金及び平成２４年度補正予算について     

会計課長より，内示について政権交代等により文部科学省からの示達が遅くなった

旨の説明があり，その後平成２５年度運営交付金の内示及び平成２４年度補正予算に

ついて報告があった。 

 

（11）キャンパスマスタープラン（中期プラン）暫定案について       

理事（研究・産学連携担当）より，キャンパスマスタープラン（中期プラン）の概

要と今後のスケジュール等について報告があった。 

 

（12）棟名称について                          

理事（研究・産学連携担当）より，棟の新設・改修等による棟名称の変更等につい

て報告があった。 

 

（13）㈱タカギとの連携協定について                   

理事（研究・産学連携担当）より，株式会社タカギとの連携協力協定書を締結する

ことついて報告があった。 

 

（14）学生の懲戒処分について                    

副学長（学生担当）より，学生の懲戒処分について報告があった。 

 

（15）本学と㈱オムロンとの教育研究協力に関する協定書について      

生命体工学研究科長より，改組に伴う連携講座の設置のため，生命体工学研究科と

㈱オムロンとの間に教育研究協力に関する協定書を締結したことについて報告があっ

た。 

 

（16）教員情報データベース（大学評価用ＤＢシステム）のデータ入力について 

理事（評価・総務担当）より，毎年度実施している全学の教育職員にデータベース

への登録を，今年度も依頼することについて報告があった。 

 

８．その他 

（１）平成２４年度卒業証書・学位記授与式及び平成２５年度入学式について 

学長より，平成２４年度卒業証書・学位記授与式及び平成２５年度入学式の日程等
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について説明が行われた。 

 

（２）教育研究評議会の次回開催日について 

平成２４年４月３日（水）午後１時３０分から百周年中村記念館 特別会議室で開催

する予定。 

 


