
 

 

４公大協第８５号 

令和４年７月１日 

公立大学長   各位 

公立大学副学長 各位 

（副学長相当職を含む） 

一般社団法人公立大学協会 

会長 松尾 太加志（北九州市立大学長） 

 

 

令和４年度 副学長等協議会の開催について（案内） 

 

 本協会の活動につきまして、平素よりご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて本協会では、平成 26年の学校教育法の改正に伴い、「学長を助け、命を受けて公務を

つかさどる」職務を担う副学長を主な対象として、様々な課題を総合的に議論する「副学長

等協議会」を開催し、各大学における課題解決に向けた情報提供をしております。 

今年度は、下記のとおり「全体会」開催の後に「地域政策分科会」「教育改革分科会」「研

究促進分科会」を並行開催いたします。また新型コロナウイルス感染拡大の予測がつかない

状況が続いておりますため、対面もしくはオンラインでご出席いただけるよう、ハイフレッ

クス形式にする予定でございます。 

参加のご希望がございましたら、専用フォームからお申し込みいただきますようお願い

いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

１ 日 時：令和４年８月５日（金） １４：００～１７：００ 

２ 形 式：対面＋オンライン（Zoom）によるハイフレックス開催 

（対面）ホテルメルパルク東京（東京都港区芝公園）※ 別紙２参照 

（オンライン）別途 Zoom URLをご連絡いたします 

３ お申込み：以下の専用フォームからお申し込みください 

【申込みフォーム】https://forms.gle/8pJtMsHmzLEyTe378 

【申込み期限】  令和４年７月２２日（金） 

※ 専用フォームをご使用いただけない場合は、別添「参加申込票」にご記入

のうえ、下記事務取扱メールにお送りください。 

 

 

 

 



 

 

４ スケジュール： 

時間 会議名、主旨等 

１３：３０ 受付開始 

１４：００～ 

１５：１５ 

■全体会 

テーマ「教育未来創造会議「我が国の未来をけん引する大学等と社会の

在り方について（第一次提言）」」 

別紙１－１をご参照願います 

１５：１５～ 

１５：３０ 
休憩 

１５：３０～ 

１７：００ 

■地域政策分科会 

テーマ「公立大学の地

域政策研究に関する

現状について」 

 

別紙１－２をご参照

願います 

■教育改革分科会 

テーマ「大学設置基準

の改正について」 

 

 

別紙１－３をご参照

願います 

■研究促進分科会 

テーマ「大学の研究力

強化について」 

 

 

別紙１－４をご参照

願います 

※ 全体会、各分科会ともに、参加者とりまとめ後に、対面でのご参加の皆様方に会議室名

を、オンラインでのご参加者様に Zoomの URLをお知らせいたします。 

以上 

 

 

（事務取扱） 

〒100-0013 

千代田区霞が関 3-8-1 虎の門三井ビル B106  

公立大学協会事務局（担当：川島・岸根） 

TEL：03-3501-3336 FAX：03-3501-3337 

E-MAIL：chosa@kodaikyo.org  

mailto:chosa@kodaikyo.org


 

 

 

■ 令和４年度副学長等協議会「全体会」 

 

日 時：令和４年８月５日（金）１４：００～１５：１５ 

形 式：（対面）ホテルメルパルク東京 別途、会議室名をご案内いたします 

（オンライン）別途、Zoom URLをご案内いたします 

対 象：副学長、学長補佐、センター長、学部長をはじめとするマネジメント層の教職員等 

テーマ：教育未来創造会議「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について 

（第一次提言）」 

概 要：令和４年５月に内閣総理大臣を議長とする教育未来創造会議において、我が国の未

来を担う大学等と社会の在り方について取りまとめた第一次提言が発出されまし

た。我が国が置かれている現状や人材育成を取り巻く課題を踏まえ、基本理念、在

りたい社会像、目指したい人材育成の在り方を整理し、①未来を支える人材を育む

大学等の機能強化、②新たな時代に対応する学びの支援の充実、③学び直し（リカ

レント教育）を促進するための環境整備、に特に焦点を当てて、今後取り組むべき

具体的方策が示されています。提言に関する政策講演を基に今後の公立大学の在り

方について協議します。 

 

次 第 

 

１ 挨拶・趣旨説明 

一般社団法人公立大学協会 松尾 太加志 会長（北九州市立大学長） 

 

２ 政策講演 

「教育未来創造会議「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について 

（第一次提言）」」 

教育未来創造会議担当室 小谷 和浩 内閣参事官（内閣官房副長官補付） 

質疑応答 

 

３ 公立大学協会 事業報告 

  一般社団法人公立大学協会 中田 晃 常務理事・事務局長 

 

４ 全体協議 

  司会進行：北九州市立大学 柳井 雅人 副学長 

 

 

  

別紙１－１ 



 

 

 

■ 令和４年度副学長等協議会「地域政策分科会」 

 

日 時：令和４年８月５日（金）１５：３０～１７：００（全体会終了後） 

形 式：（対面）ホテルメルパルク東京 別途、会議室名をご案内いたします 

（オンライン）別途、Zoom URLをご案内いたします 

対 象：地域貢献担当の副学長、関係学部長をはじめとするマネジメント層の教職員等 

テーマ：公立大学の地域政策研究に関する現状について 

概 要：「地域政策分科会」では、公立大学特有の使命や課題について整理しつつ、事例報

告を通じてその現状を改めて確認します。そのうえで、第 1委員会に新たに設置さ

れた「公立大学の地域政策研究に関するワーキング」での現在の検討状況をご紹介

しながら、今後の公立大学の地域政策研究に関して協議を行います。 

 

次 第 

１ 趣旨説明 

  一般社団法人公立大学協会 川上 伸昭 副会長（宮城大学長） 

 

２ 政策講演 

  内閣府地方創生推進事務局 中野 理美 参事官 

 

３ 公立大学政策を考えるうえでの現状認識 

  一般社団法人公立大学協会 中田 晃 常務理事・事務局長 

 

４ 事例報告 

 

５ 全体協議 

  司会進行：宮城大学 風見 正三 副学長 

 

  

別紙１－２ 



 

 

 

■ 令和４年度副学長等協議会「教育改革分科会」 

 

日 時：令和４年８月５日（金）１５：３０～１７：００（全体会終了後） 

形 式：（対面）ホテルメルパルク東京 別途、会議室名をご案内いたします 

（オンライン）別途、Zoom URLをご案内いたします 

対 象：教育担当の副学長、センター長、学部長をはじめとするマネジメント層の教職員等 

テーマ：大学設置基準の改正について 

概 要：「教育改革分科会」では、中央教育審議会大学分科会において大学設置基準の改正

に向けた議論が進んでいることを受け、文部科学省から改正の経緯と最新の情報に

ついてご説明をいただくと共に、制度改正が高等教育にどのような影響を与えるの

か、その方向性について協議を行います。 

 

次 第 

１ 趣旨説明 

  一般社団法人公立大学協会 竹中 洋 副会長（京都府立医科大学長） 

 

２ 政策講演 

 「大学設置基準等の改正について」 

  文部科学省 高等教育局 大学振興課 一色 潤貴 課長補佐 

 

３ 制度理解を深めるための話題提供 

 「大学設置基準改正による教育の質保証と今後の方向性（仮題）」 

  中央教育審議会 大学分科会 質保証システム部会 浅田 尚紀 委員（奈良県立大学長） 

 

４ 全体協議 

司会進行：京都府立医科大学 橋本 直哉 副学長 

  

別紙１－３ 



 

 

 

■ 令和４年度副学長等協議会「研究促進分科会」 

 

日 時：令和４年８月５日（金）１５：３０～１７：００（全体会終了後） 

形 式：（対面）ホテルメルパルク東京 別途、会議室名をご案内いたします 

（オンライン）別途、Zoom URLをご案内いたします 

対 象：研究推進担当の副学長、研究所長、センター長等をはじめとするマネジメント層の 

教職員等 

テーマ：公立大学の研究力強化について 

概 要：公立大学における研究力の向上と研究支援体制の強化は重要な課題となっていま

す。研究促進分科会では、文部科学省から政策責任者を招き、地域の大学から特色

ある研究成果を生み出すための最新の施策に関する情報提供をいただきます。そ

の後、熊本県立大学と富山県立大学から地域の拠点となる大学の研究環境とその

取り組みについて事例報告をいただき、外部資金等を獲得するための研究支援体

制の強化等について協議いたします。 

 

次 第 

１ 趣旨説明 

  一般社団法人公立大学協会 相原 道子 副会長（横浜市立大学長） 

 

２ 政策講演 

  「地域中核・特色ある研究大学振興について」 

   文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 拠点形成・地域振興室 

   梅原 弘史 室長 

 

３ 事例報告・協議 

司会進行：愛知県立大学 柳澤 理子 副学長 

  （事例報告１） 

「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会 地域共創拠点について」 

熊本県立大学 共通教育センター 緑の流域治水研究室 

島谷 幸宏 特別教授 

  （事例報告２） 

「大学の DX促進、地域における大学の環境整備について」 

    富山県立大学 中島 範行 副学長 

  質疑応答・協議 

  

別紙１－４ 



 

 

■ 会場へのご案内 

 

令和４年度副学長等協議会 

日時：令和４年８月５日（金）１４：００～１７：００ 

場所：ホテルメルパルク東京（東京都港区芝公園２－５－２０） 

電話：０３－３４３３－７２１１（代） 

 

■アクセス 

〇 JR（山手線・京浜東北線）浜松町駅北口または南口から徒歩約 8分 

〇 モノレール(羽田空港直通）浜松町駅北口から徒歩約 8分 

〇 都営地下鉄三田線（東急目黒線乗入）芝公園駅 A3出口から徒歩約 2 分 

〇 都営地下鉄浅草線（京浜急行・京成乗入）都営地下鉄大江戸線 大門駅 

A3出口から徒歩約 4分、A6出口から徒歩約 4分、A1出口から徒歩約 5分 

別紙２ 


