
平成２９年度 第１２回教育研究評議会（定例）

日  時  平成３０年３月７日（水） １３：３０～ 

場  所  百周年中村記念館 特別会議室 

〔報告事項〕 

（１）特任教授等の称号授与について             資料１ 別綴資料１ 

（２）平成３０年度役員及び部局長等の任命等について               資料２ 

（３）第５５回嘉村記念賞について                    資料３ 

（４）就業規則の一部改正等について                   資料４ 

（５）平成３０年度夏季休業期間等について                資料５ 

（６）平成３０年度国立大学法人運営費交付金予算案等について        資料６ 

（７）日本学術振興会特別研究員制度の学内説明会について         資料７ 

〔審議事項〕 

（１）名誉教授の称号授与について                資料８ 回覧資料 

（２）学生表彰候補者の選考について                    資料９ 

（３）大学院工学府改組計画について                    資料 10 

（４）平成３０年度年度計画（案）について                 資料 11 

（５）高大接続・教育連携機構設置に伴う規程等の制定について          資料 12 

（６）平成 31 年度入学者選抜試験における情報工学部の推薦入試Ⅱの廃止及び 資料 13 

平成 32 年度入学者選抜試験における国際バカロレア入試の導入について 

（７）女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について       資料 14 

（８）各種ｾﾝﾀｰ及び重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ等の取り扱い方針等の改廃について    資料 15 

（９）事務局長制度廃止に伴う事務組織の改組及び改組に伴う関係諸規則等の  資料 16 

制定改廃について    

（10）組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について        資料 17 

（11）飯塚市との災害時における避難所施設利用等に関する協定締結について  資料 18 

（12）添田町との包括的連携に関する協定書の締結について          資料 19 

（13）就業規則の一部改正について                                     資料 20 

（14）共同研究講座規則の一部改正について                  資料 21 

（15）研究関連会議組織の見直しについて                  資料 22 

（16）ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃について 資料 23 

（17）連携・協力に関する合意書等の更新について         資料 24-1, 24-2, 24-3 

（18）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について           資料 25 

（19）教育職員選考委員会委員の変更について                              資料 26 

（20）昇任適格審査委員会の審査結果について               別綴資料２ 

（21）教育職員の選考について                               資料 27 別綴資料３ 
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平成２９年度 第１２回教育研究評議会議事要旨 

１．日 時  平成３０年３月７日（水）１３：３８～１６：５８ 

２．場 所  百周年中村記念館 特別会議室 

３．出席者  学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），  

理事（企画・財務・評価担当），理事（総務・労務担当）， 

副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），副学長（情報担当）， 

工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長,教養教育院長, 

副工学研究院長（副工学府長），副工学研究院長（副工学部長）， 

副情報工学研究院長（副情報工学府長）， 

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 

４．列席者  羽野監事，林田監事，学長特別補佐（男女共同参画担当） 

５．議事要旨確認 

平成２９年度第１１回（平成３０年２月７日）の議事要旨（案）について確認が行

われ，了承された。 

６．報告事項 

（１）特任教授等の称号授与について      

学長から，本日の役員会において平成３０年４月１日付けで特任教授等の称号を，

新規３名及び継続１９名に授与することについて決議した旨報告があった。 

（２）平成３０年度役員及び部局長等の任命等について    

学長から，平成３０年度役員及び部局長等の任命等について報告があった。 

（３）第５５回嘉村記念賞について         

総務課長から，第５５回嘉村記念賞については「該当者なし」とし，開学記念日

における式典は開催しないことについて報告があった。 

（４）就業規則の一部改正等について    

人事課から，勤務時間等の管理者と役割を明確にするための規程の一部改正等を

行ったことについて報告があった。 

（５）平成３０年度夏季休業期間等について                

人事課から，平成３０年度の夏季休業期間（８月１３日から８月１５日）に併せ

て，今年度まで夏季休業期間に連続する形で設定していた夏季一斉休業は，来年度

以降，行わないことについて報告があった。 
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（６）平成３０年度国立大学法人運営費交付金予算案等について   

会計課長から，平成３０年度国立大学法人運営費交付金の予算案等について報告

があった。 

（７）日本学術振興会特別研究員制度の学内説明会について      

研究協力課長から，３月１６日（金）に日本学術振興会より講師を招いて特別研

究員制度の学内説明会を実施することについて報告があった。 

７．審議事項 

（１）名誉教授の称号授与について      

学長から，本学を平成３０年３月３１日に退職する３名の教授に名誉教授の称号

を４月１日付けで授与することについて説明があり，審議の結果，了承された。 

（２）学生表彰候補者の選考について      

理事（教育・学生担当）から，学生表彰規程第５条の規定に基づき，学生表彰の

被対象者について説明があり，審議の結果，了承された。 

（３）大学院工学府改組計画について   

理事（教育・学生担当）から，大学院工学府の改組計画について説明があり，審

議の結果，了承され，役員会に付議することとした。 

（４）平成３０年度年度計画（案）について       

理事（企画・財務・評価担当）から，平成３０年度の年度計画（案）について説

明があり，審議の結果，了承された。 

（５）高大接続・教育連携機構設置に伴う規程等の制定について 

副学長（入試・広報担当）から，理数教育支援センターと社会貢献室の見直しに

伴い，本学の高大接続と教育連携の情報共有及び集約化を目的とした，高大接続・

教育連携機構の設置とそれに伴う規定等の制定について説明があり，審議の結果，

了承され，役員会に付議することとした。 

（６）平成３１年度入学者選抜試験における情報工学部の推薦入試Ⅱの廃止及び平成３

２年度入学者選抜試験における国際バカロレア入試の導入について 

副学長（入試・広報担当）から，平成３１年度入試から，アドミッション・オフ

ィス入試を新たに導入することに伴い情報工学部の推薦入試Ⅱを廃止すること及び

平成３２年度入試より国際バカロレアの資格取得者を対象とした国際バカロレア入

試を導入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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（７）女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について  

学長特別補佐（男女共同参画担当）から，女性活躍推進法に基づく一般事業主行

動計画の策定について説明があり，審議の結果，一部修正の上了承された。 

（８）各種ｾﾝﾀｰ及び重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ等の取り扱い方針等の改廃について   

総務課長から，各種ｾﾝﾀｰ及び重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ等の取り扱い方針等の改廃につい

て説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとした。 

（９）事務局長制度廃止に伴う事務組織の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃

について 

総務課長から，事務局長制度廃止に伴う事務組織の改組とそれに伴う関係諸規則

等の制定及び改廃について説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議する

こととした。 

（10）組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について        

総務課長から，平成３０年４月の学部改組に伴う「類」の設置に伴う英語表記の

追加と廃止するセンターの削除について説明があり，審議の結果，了承され，役員

会に付議することとした。 

（11）飯塚市との災害時における避難所施設利用等に関する協定締結について 

総務課長から，災害時に飯塚市が飯塚キャンパスの施設を近隣住民の避難場所と

して利用する協定を飯塚市と締結することついて説明があり，審議の結果，了承さ

れた。 

（12）添田町との包括的連携に関する協定書の締結について    

総務課長から，ネットワークデザイン研究センターの廃止に伴い，ネットワーク

デザイン研究センターと添田町との包括的連携協定を，大学との協定に変更するこ

とについて説明があり，審議の結果，了承された。 

（13）就業規則の一部改正について       

人事課長から，人事院勧告・人事院規則改正に伴う規程の一部改正について説明

があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとした。 

（14）共同研究講座規則の一部改正について    

研究協力課長から，新たに共同研究部門を設置できるようにすること及び施設使

用料に関する条項を追加することについて説明があり，審議の結果，了承され，役

員会に付議することとした。 
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（15）研究関連会議組織の見直しについて 

研究協力課長から，研究関連会議組織見直しと，それに伴う研究関連規則等の制

定及び改廃について説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することと

した。 

（16）ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃について 

研究協力課長から，イノベーション推進機構の改組と，それに伴う関連規則等の

制定及び改廃について説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議すること

とした。 

（17）連携・協力に関する合意書等の更新について 

研究協力課長から，以下の連携・協力に関する合意書等の更新について説明があ

り，審議の結果，了承された。 

① 産業技術総合研究所との連携・協力に関する合意書の更新

② 九州工業大学，早稲田大学，北九州市立大学，北九州市との連携協力協定に関

する合意書の更新 

③ 産業技術総合研究所，九州工業大学，早稲田大学，北九州市立大学，北九州市

との連携・協力覚書に関する合意書の更新 

（18）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について 

 学長から，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

究評議会が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 機械知能工学研究系 宇宙工学部門

教授又は准教授 １名（教授：任期無し、准教授：テニュア制）

②工学研究院 電気電子工学研究系 電子デバイス部門 教授 １名（任期無し） 

③工学研究院 先端機能システム工学研究系

教授，准教授又は助教 １名（教授：任期無し、准教授及び助教：テニュア制）

④情報工学研究院 知能情報工学研究系 知能情報メディア部門

准教授又は助教 １名（テニュア制）

（19）教育職員選考委員会委員の変更について 

 学長から，理事，副学長の交代に伴い，既に設置した教育職員選考委員会の教育

研究評議会が指名する委員について，選考が平成３０年度も継続する場合には平成

３０年４月１日より変更すること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 物質工学研究系 応用化学部門  准教授又は助教

②教養教育院 言語系 教授又は准教授

③教養教育院 言語系 准教授又は講師
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（20）昇任適格審査委員会の審査結果について       

   情報工学研究院長から，教育職委員の昇任適格審査委員会の審査結果について説

明があり，審議の結果，了承された。 

（21）教育職員の選考について       

   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

科長及び教養教育院長から，次の教育職員の選考について説明があり，審議の結果，

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 機械工学部門 教授 １名 

②工学研究院 物質工学研究系 応用化学部門 准教授 １名 

③工学研究院 基礎科学研究系 数理科学部門 特任講師 １名 

④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 

⑤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 助教 １名 

⑥情報工学研究院 知能情報工学研究系 知能数理学部門(enPiT) 特任助教 １名 

⑦生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 

 グリーンエレクトロニクス講座 准教授 １名 

⑧生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 生体メカニクス講座 准教授 １名 

⑨教養教育院 言語系 准教授 １名 

⑩イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域 産学連携部門 准教授 １名 

⑪イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域 助教（専門職） １名 

８．その他 

（１）今年度で任期満了となる教育研究評議会委員等の退任の挨拶 

今年度で任期満了となる教育研究評議会委員等に対して、学長より感謝の意を表

されるとともに，退任の挨拶が行われた。 

（２）次年度の教育研究評議会の次回の開催日について 

次年度の教育研究評議会（定例）は，４月６ 日（金）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。 


