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平成２７年度 第２３回 役員会 議事要録

日 時 平成２８年３月４日（金）１０：００～１１：５５

場 所 事務局１号館３階学長会議室

出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・人事担当)，理事・副学長(教育・国際担当)， 
理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(財務・広報担当) 

〈役員以外〉榎並監事，清水監事，副学長・事務局長

資 料 

１．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正等について 

２．国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部改正につ

いて 

３．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正について

４．国立大学法人東京工業大学役職員の再就職規制等に関するガイドライン（案）

５．国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則等の一部改正について

６．国立大学法人東京工業大学における過半数代表者の選出等に関する規則を廃止する規則（案） 
７．国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項一部改正案新旧対照表及び本学の役職員が退

職時に奨学寄附金の残額を部局長等に使途変更する場合の取扱いについてを廃止する取扱い

（案）

８．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく国立大学法人東京工業大学行動計

画（案）等

９．大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスにおける建物名称について

１０．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程一部改正案新旧対照表

１１．平成28年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） 
１２．大学改革に伴う規則等の整備について

１３－１．東京工業大学における研究拠点組織，共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に

関する規則（案）

１３－２．東京工業大学科学技術創成研究院研究ユニットの設置等に関する申合せ（案）

１４－１．国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正案新旧対照表

１４－２．国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程一部改正案新旧対照表

１５．東京工業大学学位規程等の一部改正について

１６．東京工業大学保健管理センター規則等の一部改正について

１７．教育革新センター規則一部改正案新旧対照表

１８－１．【参考】博士課程教育リーディングプログラムに関する全学規則改正対象一覧

１８－２．博士課程教育リーディングプログラム関係諸規則の一部改正について

１９－１．東京工業大学海外交流学生規程一部改正案新旧対照表

１９－２．東京工業大学海外訪問学生規程一部改正案新旧対照表
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１９－３．東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領一部改正案新旧対照

表 
２０．東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム規程（案） 
２１．東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則

一部改正案新旧対照表 
２２．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則一部改正案新旧対照表 
２３．国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せ一部改正案新旧対照表 
２４．東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せ一部改正案新旧

対照表 
２５．東京工業大学 IAESTE会則一部改正案新旧対照表 
２６．東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考規則一部改正案新旧対照表 
２７－１．東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する規則（案） 
２７－２．【参考】東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する規則一部改

正案新旧対照表 
２８．国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則一部改正案新旧対照表 
２９．東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項一部改正案新旧対照表 
３０－１．東京工業大学手島精一記念研究賞要項の一部改正の概要 
３０－２．国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項一部改正案新旧対照表 
３１．東京工業大学博物館史資料館部門公文書室利用等規程一部改正案新旧対照表 
３２．国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表 
３３．学生交流・教育研究交流等にかかる協定書及び覚書並びに合意書の締結について（案） 
３４．東京工業大学大学院特別専門学修プログラム開設申請書 
３５．国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人理化学研究所との間における連携・協力の

推進に関する基本協定書等の締結について 
３６．共同研究部門期間更新申請書等（NTTコミュニケーションズ 他2件） 
３７．教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について 
３８．名誉教授候補者一覧 
３９．特別教育研究事業の実施について 
４０．平成28年度東京工業大学予算（案） 
４１．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について 
４２．国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について 
４３．平成27年度収容定員等について 
４４－１．学位審査等取扱要項第21条等の取扱いについて 
４４－２．平成29年度4月以降の学科所属について 
４５．東京工業大学系所属実施要項 
４６．東京工業大学部局海外オフィスの設置について（申請） 
４７．部局における海外オフィス設置状況 
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４８．教育研究評議会評議員就任予定者 
４９．平成27年度第５回経営協議会議題（案） 

 
席上配布資料 
 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（学外有識者） 
 
○ 平成２７年度第２２回役員会議事要録(案)の承認 

 

○ 審議事項 

１．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について 

岡田理事・副学長から，資料１に基づき，教員の身分保障に係る手続き等について定めた「教

員の採用及び研修等に関する規則」を廃止することに伴い，解雇事由，任期，研修等の身分の

保障に関する制度について，職員就業規則ならびに職員研修規則に定めるとともに，併せて，

大学改革による教育研究組織の変更及び有期雇用職員就業規則の制定等に伴い，関係規則にお

いて所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 
２．国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則等の一部改正につ

いて 
岡田理事・副学長から，資料２に基づき，国の勤務時間制度に準拠した休暇の取扱いに変更

するため，本規則において，所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを

承認した。 

 
３．国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正について 

岡田理事・副学長から，資料３に基づき，大学改革による教育研究組織の変更及び有期雇用

職員就業規則の制定等に伴い，本規則等において所要の改正を行うことについて説明があり，

審議の結果，これを承認した。 

 
４．役職員の再就職規制等について 

岡田理事・副学長から，資料４に基づき，独立行政法人通則法及び国立大学法人法の改正に

伴い，非常勤職員を除いた役職員の再就職に関する規制及び届出義務が定められたことから，

本学における役職員の再就職規制等に関するガイドラインを定めることについて説明があり，

審議の結果，これを承認した。 

 
５．国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則の一部改正について 

岡田理事・副学長から，資料５に基づき，行政不服審査法の改正に伴い，国の処分等に対す

る不服申立の期間が延長されたことから，本学における不服等の申出の期間について同様の扱

いに変更するとともに，併せて，大学改革による教育研究組織の変更及び有期雇用職員就業規
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則の制定等に伴い，本規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，

これを承認した。 

 
６．国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則の廃止につい

て 
岡田理事・副学長から，資料６に基づき，大学改革による教育研究組織の変更及び各事業場

の状況に応じた過半数代表者の選出等をより柔軟に行えるよう，労働者側が新たに取扱いを定

めることとするため，本規則を廃止することについて説明があり，審議の結果，これを承認し

た。 

 
７．国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項の一部改正及び本学の役職員が退職時に奨学

寄附金の残額を部局長等に使途変更する場合の取扱いの廃止について 
安藤理事・副学長から，資料７に基づき，奨学寄附金の取扱いを整理するとともに，大学改

革による教育研究組織の変更に伴い，関連規則の整備を行うことについて説明があり，審議の

結果，これを承認した。 

 
８．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく行動計画の策

定について 
岡田理事・副学長から，資料８に基づき，女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）の制定に伴い，企業・法人に対し，女性の活躍状況の把握・分析，事業主

行動計画の策定，女性の活躍に関する情報の公表が義務づけられたことから，本学としての対

応について説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 
９．大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスにおける建物名称について 

岡田理事・副学長から，資料９に基づき，大学改革による教育研究組織の変更に伴い建物名

称を変更する必要が生じたことから，キャンパスにおける建物名称に関する申合せを制定する

ことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 
１０．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金の継続について 

丸山理事・副学長から，資料１０に基づき，平成２３年度に設置した本特別給付奨学金につ

いて，平成２８年度においても継続することについて説明があり，審議の結果，これを承認し

た。 

 
１１．特別研究教育事業について 

学長から，資料３９に基づき，国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則第

２条第１項に基づく事業を実施することについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 
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○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項 
１．第３期中期目標・中期計画案に係る平成２８年度計画について 

岡田理事・副学長から資料１１に基づき，第３期中期目標・中期計画案に係る平成２８年度

国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について説明があり，審議の結果，これを教育研究

評議会及び経営協議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があっ

たものとすることについて承認した。なお，本件については今後，３月１１日まで意見を受け

付けることとし，最終的な文言等については，学長に一任することとした。 
 
○ 教育研究評議会への付議事項 
１．大学改革に伴う規則等の整備について 

岡田理事・副学長から資料１２に基づき，大学改革による組織の見直しに伴う本学組織運営

規則の制定等に伴い，関係規則等における必要な事項について，所要の改正を行うことについ

て説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には

同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
２．東京工業大学における研究拠点組織，共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する

規則等の制定について 
岡田理事・副学長から資料１３－１及び１３－２に基づき，大学改革による教育研究組織の

変更に伴い，研究拠点組織，共通教育組織，共通支援組織並びに科学技術創成研究院の研究ユ

ニットの設置改廃に関する規定を整備することについて説明があり，審議の結果，これを教育

研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとす

ることについて承認した。 
 
３．事務局組織規則及び事務局事務分掌規程の一部改正について 

岡田理事・副学長から資料１４－１及び１４－２に基づき，大学改革による教育研究組織の

変更等に伴い，事務局組織関連規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議

の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承

認があったものとすることについて承認した。 
 
４．東京工業大学学位規程等の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料１５に基づき，大学改革に伴う教育組織の変更等に伴い，以下の

規則等において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議

会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることに

ついて承認した。 
・東京工業大学学位規程 
・東京工業大学修士，博士及び修士（専門職）学位審査取扱要項 
・東京工業大学における学位審査論文審査料の額に関する規則 
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・東京工業大学における博士学位論文の公表の確認方法等に関する申合せ 
・東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ 
・東京工業大学大学院学則第 34 条第 1 項ただし書きに規定する修士課程において特に優れた

業績を上げた者の修了に関する取扱いについて 
・東京工業大学大学院学則第 35 条第 1 項及び第 4 項のただし書きに規定する博士後期課程に

おいて特に優れた研究業績をあげた者の修了に関する取扱いについて 
・東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する規則 
・東京工業大学大学院における転研究科及び転専攻に関する規程 
・東京工業大学研究生規程 
・東京工業大学特別聴講学生規程 
・東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程におけるデュアルデ

ィグリープログラム実施要項 
・東京工業大学大学院研究科博士一貫教育プログラム実施要項 
・東京工業大学における保証人等に関する取扱い 
・東京工業大学学部学生の留学に関する取扱いについて 
・東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて 

 
５．東京工業大学保健管理センター規則等の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料１６に基づき，大学改革等に伴い，以下の規則等において所要の

改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，

了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
・東京工業大学保健管理センター規則 
・東京工業大学検定料の免除，入学料の免除及び徴収猶予，授業料の免除及び徴収猶予並びに

寄宿料免除規程 
・東京工業大学課外活動団体に関する申合せ 
・東京工業大学体育館規則 
・東京工業大学留学生会館規程 
・東京工業大学創立八十年記念館運用規則 
・東京工業大学創立八十年記念館野沢記念室使用細則 

 
６．教育革新センター規則の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料１７に基づき，大学改革による教育研究組織の変更等に伴い，本

規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会

に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることにつ

いて承認した。 
 
７．博士課程教育リーディングプログラム関係諸規則の一部改正について 
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丸山理事・副学長から資料１８－１及び１８－２に基づき，大学改革等に伴い，博士課程教

育リーディングプログラムの実施に係る諸規則において所要の改正を行うことについて説明が

あり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で

役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
８．東京工業大学海外交流学生，海外訪問学生関係規程の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料１９－１から１９－３に基づき，大学改革による教育研究組織の

変更等に伴い，以下の規則等において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，

これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があっ

たものとすることについて承認した。 
・東京工業大学海外交流学生規程 
・東京工業大学海外訪問学生規程 
・東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領 

 
９．東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム規程の制定について 

丸山理事・副学長から資料２０に基づき，国際教育推進機構の設置及び短期外国人留学生受

入プログラムの拡充に伴い，規程を整備することについて説明があり，審議の結果，これを教

育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものと

することについて承認した。 
 
１０．東京工業大学とタイ王国科学技術開発機構及びタイ王国大学連合とによる連携大学院規則

の一部改正について 
丸山理事・副学長から資料２１に基づき，大学改革による教育研究組織の変更及び有期雇用

職員就業規則の制定等に伴い，本規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審

議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の

承認があったものとすることについて承認した。 
 
１１．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料２２に基づき，大学改革による教育研究組織の変更及び有期雇用

職員就業規則の制定等に伴い，本規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審

議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の

承認があったものとすることについて承認した。 
 
１２．国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せの一部改正について 

丸山理事・副学長から資料２３に基づき，大学改革による教育研究組織の変更等に伴い，本

申合せにおいて所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議

会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることに
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ついて承認した。 
 
１３．東京工業大学国際大学院及び国際大学院プログラムの運営に関する申合せの一部改正につ

いて 
丸山理事・副学長から資料２４に基づき，大学改革による教育研究組織の変更等に伴い，本

申合せにおいて所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議

会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることに

ついて承認した。 
 
１４．東京工業大学ＩＡＥＳＴＥ会則の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料２５に基づき，大学改革による教育研究組織の変更等に伴い，本

会則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会

に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることにつ

いて承認した。 
 
１５．東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考規則の一部改正について 

丸山理事・副学長から資料２６に基づき，附属科学技術高等学校における運営を円滑に行い，

組織としてのガバナンスをより強固なものとするため，校長・副校長を補佐する主幹教諭の選

考等について所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会

に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることにつ

いて承認した。 
 
１６．東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する規則等の整備について 

安藤理事・副学長から資料２７－１及び２７－２に基づき，本研究の実施に係る指針を廃止

し，新たに規則として制定することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会

に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることにつ

いて承認した。 
 
１７．国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正について 

安藤理事・副学長から資料２８に基づき，大学改革による組織の見直しに伴う本学組織運営

規則の制定等に伴い，本規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，

これを教育研究評議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があっ

たものとすることについて承認した。 
 
１８．東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項の一部改正について 

安藤理事・副学長から資料２９に基づき，特任教員選考規則の制定に伴い，本規則において

所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議するこ
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ととし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
１９．国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項の一部改正について 

安藤理事・副学長から資料３０－１及び３０－２に基づき，各研究賞の見直しの実施及び大

学改革による組織の見直しに伴う本学組織運営規則の制定等に伴い，本要項において所要の改

正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，

了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
２０．東京工業大学博物館史資料館部門公文書室利用等規程の一部改正について 

大谷理事・副学長から資料３１に基づき，行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（番号利用法）の施行並びに行政不服審査法の施行に伴う特定歴史公

文書等の保存，利用及び廃棄に関するガイドラインの一部改正に基づき，本要項において所要

の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することと

し，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
２１．国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の一部改正について 

植松副学長から資料３２に基づき，大学改革による教育研究組織の変更に伴い，本規則にお

いて所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議す

ることとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認

した。 
 
２２．学生交流及び教育研究交流にかかる協定書及び覚書並びに合意書の締結について 

丸山理事・副学長から資料３３に基づき，学生交流及び教育研究交流等に係る協定書及び覚

書並びに合意書を締結することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付

議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて

承認した。 
 
２３．特別専門学修プログラムの開設について 

丸山理事・副学長から資料３４に基づき，広域学修制度の特別専門学修プログラムを開設す

ることについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了承さ

れた場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
２４．国立大学法人東京工業大学と国立研究開発法人理化学研究所との間における連携・協力の

推進に関する基本協定書等の締結等について 
丸山理事・副学長から資料３５に基づき，大学改革による教育研究組織の変更等及び学外研

究機関等との連携協力制度に関する規則の制定に伴い，理化学研究所と新たに基本協定等を締

結することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし，了
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承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
２５．共同研究部門の設置期間の更新について 

安藤理事・副学長から資料３６に基づき，共同研究講座及び共同研究部門に関する規則に基

づく共同研究講座の設置期間更新について説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に

付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについ

て承認した。 
 
２６．教育研究活動等の可視化に向けた取組強化について 

学長から資料３７に基づき，教員の活動実績等をＩＲ情報として収集して活用する取組を進

めることについて，１月の役員会の意見交換後，特段修正に関する意見が無かったことから，

当初案のとおり進めることについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議す

ることとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認

した。 
 
２７．名誉教授の称号付与について 

学長から資料３８に基づき，各部局教授会から推薦のあった候補者２２名に対して，名誉教

授の称号を授与することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議する

こととし，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認し

た。 
 
２８．経営協議会委員の任命について 

学長から席上配布資料に基づき，平成２８年３月３１日任期満了となる経営協議会委員の次

期委員について，本学経営協議会規則第２条第２項により，「学長が任命する学外有識者」につ

いては，教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨説明があり，審議の結果，これを教

育研究評議会に付議することとした。 

また，経営協議会規則第２条第１項第４号で規定する｢学長が指名する職員」については，理

工学研究科理学系 岡 眞教授を指名した旨の報告があった。 
 
○経営協議会への付議事項 
１．平成２８年度当初予算（案）について 

大谷理事・副学長から資料４０に基づき，平成２８年度当初予算（案）について説明があり，

審議の結果，これを経営協議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承

認があったものとすることについて承認した。 
 
２．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 

岡田理事・副学長から資料４１に基づき，平成２７年度の国家公務員の給与に準拠する人事
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院勧告に基づく給与法等の改正に伴い，国の給与体系に準拠することとしている本学職員の賃

金について国と同様の改定を行うこと及び大学改革にあたり諸手当の見直しを行うため，本規

則等の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを経営協議会に付議することと

し，了承された場合には同日付で役員会の承認があったものとすることについて承認した。 
 
３．国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について 

岡田理事・副学長から資料４２に基づき，退職手当の計算において職員として所属した勤続

期間を通算することのできる機関が統合されること及び本学教員の採用及び研修等に関する規

則を廃止することに伴い，本規則において所要の改正を行うことについて説明があり，審議の

結果，これを経営協議会に付議することとし，了承された場合には同日付で役員会の承認があ

ったものとすることについて承認した。 
 
○ 報告事項 
１．平成２７年度博士課程学生収容定員未充足分に係る運営費交付金の国庫納付について 

大谷理事・副学長から，資料４３に基づき，今年度の博士後期課程学生収容定員未充足分に

係る運営費交付金の国庫納付について説明があった。 
 

２．平成２８年４月以降の学位審査等取扱要項第２１条等及び再入学並びに平成２９年４月以降

の学科所属の取扱いについて 

本件については，教育研究評議会で報告することとした。 

 

３．東京工業大学系所属実施要項について 

本件については，教育研究評議会で報告することとした。 

 

４．東京工業大学工系台湾オフィスの設置について 

本件については，教育研究評議会で報告することとした。 

 

５．東京工業大学長春事務所及び東工大東南大蘇州資源化学研究所オフィスの設置期間の終了に

ついて 

本件については，教育研究評議会で報告することとした。 

 

６．評議員予定者について 

学長から，資料４８に基づき，各準備会等から選出された評議員予定者について報告があっ

た。 

 

７．平成２７年第５回経営協議会議題（案）について 
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総務部長から，資料４９に基づき，平成２７年度第５回経営協議会議題（案）について報告

があった。 

 

○ その他 

１．平成２８年４月以降の執行部について 

学長から，平成２８年４月以降の役員人事等について説明があった。 

 

２．次回開催について 

学長から，次回は３月１８日（金）１０：００から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室で

開催する旨の案内があった。 
 
 

以   上 


