公立大学法人宮崎公立大学

平成 21 年度第 1 回経営審議会

日

時

平成 21 年 6 月 10 日（水）13:30～15:00

場

所

宮崎公立大学 中会議室
出席者

出席者

議事要録

内藤議長（理事長）、中別府委員（学長・副理事長）、山口委員
（事務局長・理事）、渡邊理事、藤元委員、山田委員

欠席者

三宅委員

【資料１】平成 20 年度業務実績報告書(案)
【資料２】平成 20 事業年度

財務諸表

【資料２－２】平成 20 事業年度

決算報告書

【資料２－３】平成 20 年度公立大学決算経費別分類表（利益処分案
について）
配付資料

【資料３】平成 22 年度プロパー職員採用計画(案)
【資料３－２】平成 20 年度宮崎公立大学プロパー職員採用試験結果
【資料４】平成 21 年度宮崎公立大学地域貢献コーディネーター募集
実施要綱
【資料５】平成 21 年６月に支給する期末・勤勉手当の見直しについ
て(案)
【参考メモ】宮崎公立大学
１

近況（報告）

審議事項

（１）平成 20 年度業務実績報告書(案)について
資料１により説明があり、審議の上、原案通り了承された。
（２）平成 20 事業年度財務諸表及び決算報告書について
資料２、資料２－２、資料２－３により説明があり、審議の上、
原案通り了承された。
（３）事務局職員のプロパー化について
議

事

資料３、資料３－２により説明があり、審議の上、原案通り了承
された。
２

報告事項

（１）地域貢献コーディネーターの募集について
資料４により説明があり、ふるさと雇用再生特別基金事業」に基
づく、宮崎市地域コミュニティ課からの委託事業として、地域貢
献コーディネーターを採用することが報告された。併せて、募集
は同事業の趣旨に基づき、公共職業安定所（ハローワーク）を通
じて行うとともに、公募の周知を図るために、本学のホームペー
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ジにおいても募集案内を行っているとの報告があった。
（２）平成 21 年 6 月に支給する期末・勤勉手当の凍結について
資料５により、期末・勤勉手当を 0.2 ヵ月分凍結することの報告
があった。
３

その他
学長から、参考資料により説明があり、
（１）就職活動支援状況、
（２）認証評価の説明、
（３）魅力ある大学づくりの説明、
（４）
平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」の説明、
（５）ハラ
スメントへの対応、困窮している学生への経済的支援の説明があ
った。
次回は 11 月に開催予定。
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平成 21 年度第２回経営審議会

公立大学法人宮崎公立大学
日

時

平成 21 年 9 月 30 日（水）13:25～14:45

場

所

宮崎公立大学 中会議室
出席者

出席者

議事要録

内藤議長（理事長）、中別府委員（学長・副理事長）、山口委員
（事務局長・理事）、渡邊委員（理事）、藤元委員、山田委員

欠席者

三宅委員

【資料１】魅力ある大学づくりに向けた新学科設置の必要性
【資料１－２】歳入歳出シミュレーション総括比較表
配付資料

【資料２】
公立大学法人宮崎公立大学

平成 22 年度予算編成方針（案）

【資料３】平成 21 年度の就職内々定状況（過年度との比較）
【参考メモ】宮崎公立大学
１

近況（報告）

審議事項

（１）「魅力ある大学づくり」について
資料１、資料１－２により説明があり、審議の上、原案通り了承
された。
（２）平成 22 年度予算編成方針（案）について
資料２により説明があり、審議の上、原案通り了承された。
２

報告事項

（１）平成 21 年度就職内々定状況について
資料３により、平成 21 年度の就職内々定状況について説明があり、
議

事

昨年のリーマンショック以降、企業の採用活動縮小が続く厳しい
状況であるとの報告がなされた。
３

その他
学長から、参考メモを基に、
（１）公開議事録、
（２）認証評価、
（３）
科学研究費補助金、（４）インフルエンザ対策、（５）ハラスメン
ト防止対策、
（６）平成 21 年度理事長・学長特別配当枠研究事業、
（７）第２回宮崎公立大学事務組合公立大学法人評価委員会、
（８）
図書館の土・日曜日開放について、
（９）その他大学の近況につい
て、説明と報告がなされた。
次回は 11 月に開催予定。
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平成 21 年度第３回経営審議会

公立大学法人宮崎公立大学
日

時

平成 21 年 11 月 16 日（月）14:55～16:20

場

所

宮崎公立大学 中会議室

議事要録

出席者：内藤議長（理事長）、中別府委員（学長・副理事長）、山口委員
出席者

（事務局長・理事）、渡邊委員（理事）、三宅委員、藤元委員、
山田委員

【資料１】平成２２年度予算編成方針と予算要求対比表
【資料２】平成２２年度予算要求表
【資料３】平成２２年度公立大学法人宮崎公立大学当初予算の概要
【資料４】平成２２年度公立大学予算経費別分類表
配付資料

【資料５】施設修繕整備事業
【資料６】公立大学法人宮崎公立大学

平成２０年度の業務実績に関

する評価結果
【資料７】公立大学法人宮崎公立大学
する評価結果

参考資料

【参考メモ】宮崎公立大学
１

平成２０年度の業務実績に関
小項目別評価

近況（報告）

審議事項

（１）平成 22 年度予算（案）について
資料１～５により説明があり、審議の上、原案通り了承された。
２

報告事項

（１）評価委員会による「平成 20 年度業務実績に関する評価結果」につ
いて
資料６、７により、宮崎公立大学事務組合による平成 20 年度業務
実績に関する評価結果についての報告がなされた。なお、本評価
については 12 月に宮崎公立大学事務組合議会に報告された後、早
議

事

急に公表することとなっている。
３

その他
学長から、参考メモを基に、（１）認証評価、（２）魅力ある大学づ

くり、
（３）平成 22 年度科学研究費補助金の申請状況、
（４）新型インフ
ルエンザ対策、（５）平成 22 年度推薦入学試験（出願者数）、（６）ハラ
スメント防止対策、
（７）図書館の土・日曜日開放、
（８）愛唱歌制作、
（９）
国際シンポジウム「韓国の人類学者が見た日本」
（於

宮崎公立大学交流

センターホール）の開催について、説明と報告がなされた。
次回は平成 22 年３月に開催予定。

平成 21 年度第４回経営審議会

公立大学法人宮崎公立大学
日

時

平成 22 年３月 25 日（木）13:25～15:15

場

所

宮崎公立大学 中会議室

議事要録

出席者：内藤議長（理事長）、中別府委員（学長・副理事長）、山口委員
出席者

（事務局長・理事）、渡邊委員（理事）、三宅委員、藤元委員、
山田委員

【資料１】平成 22 年度 公立大学法人宮崎公立大学 予算書（案）
【資料２】公立大学法人宮崎公立大学

平成 22 年度計画（案）

【資料３】宮崎公立大学に対する大学評価（認証評価）結果
配付資料

【資料４】平成 21 年度 公立大学法人宮崎公立大学 補正予算書
【資料５】平成 22 年度 公立大学法人宮崎公立大学
事業計画書及び収支予算書（案）
【資料６】平成 22 年度 就職・入試結果
【資料７】ハラスメントについて
１

審議事項

（１）平成 22 年度予算（案）について
資料１により説明があり、審議の上、原案通り了承された。
（２）平成 22 年度計画（案）について
資料２により説明があり、審議の上、原案通り了承された。
２

報告事項

（１）認証評価結果について
資料３により、文部科学省が認めた第三者評価機関である（財）
大学基準協会による認証評価を受審し、本学が同機関の定める基
準に「適合」したとの報告がなされた。なお、本評価結果につい
議

事

ては、近日中に本学ホームページで公表することが、あわせて報
告された。
（２）魅力ある大学づくりについて
魅力ある大学づくりについて、現在の進捗状況が報告された。
（３）平成 21 年度補正予算について
資料４により説明があり、審議の上、原案通り了承された。
（４）平成 22 年度事業計画書及び収支予算書（案）について
資料５により説明があり、審議の上、原案通り了承された。なお、
本計画書等については、地方自治法の定めるところにより、12 月
の宮崎公立大学事務組合議会に正式に提出するが、運営費交付金
の関係で、一旦、３月 30 日の同議会に提出することが報告された。
（５）就職・入試の状況について

資料６により説明があり、①平成 21 年度の就職内定状況、②平成
22 年度の入試実績についての報告がなされた。
３

その他
ハラスメント事案について、経緯と今後の取組についての報告がな
された。

