
４公大協第 174 号 

令和４年 11月 29日 

公立大学長 各位 

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） 

（公印省略） 

令和４年度第２回公立大学学長会議及び臨時総会について（開催通知） 

日頃より本協会の活動にご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 

 さて、このたび標記会議及び臨時総会（第４回理事会決定）を下記のとおり開催する運び

となりました。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で開

催する予定でございます。公立大学長の皆様のご出席を賜りたくご案内申し上げます。 

なお、昨今、公立大学の設置自治体・法人・大学の密な連携が求められておりますことか

ら、本協会ではいくつかの事業に設置団体関係者や法人理事長をお招きし、積極的な対話の

場を持つこととしております。標記会議につきましては、公立大学法人理事長（学長を兼ね

る場合を除く）に対し、別途オブザーバー参加のご案内をお送りしております。 

記 

１ 日時： 

第２回学長会議：令和５年１月 30日（月）13:30～16:30 

臨時総会   ：令和５年１月 30日（月）16:30～17:00 

※ 17:30より情報交換会（任意参加・会費 5,000円）を予定しております。

２ 形式：対面＋オンライン 

（対面）学士会館 210号室（東京都千代田区）※ 別紙２をご参照ください。 

（オンライン）Zoom URLを別途ご案内いたします。

３ 次第：別紙１をご覧ください。 

４ 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】別途メールにてご案内しております。

【申込み期限】  令和５年１月 18日（水） 

※ 専用フォームをご使用いただけない場合は、別添「ご出欠回答票」にご入力のうえ、

下記事務取扱メール宛にご回答いただきますようお願いいたします。

※ 臨時総会をやむなくご欠席される学長におかれましては、書面又は電磁的方法によ

り議決権を行使、または議決権の行使を委任することができます。お手続き等につ

いては、改めてご案内いたします。

５ 新型コロナウイルス感染対策について 

学士会館及び館内レストランは、千代田保健所による「新型コロナウイルス感染症の

予防対策を講じている飲食店等への認証制度」における 1年点検で、千代田区の新しい

日常店の評価基準を全てクリアいたしました。最高ランクの【ClassⅡ】としての認証、

さらに最も評価の高い三ツ星(★★★)の新しいゴールドステッカーが授与されておりま



す（2022年９月４日時点）。情報交換会については、立食形式ではなく、各テーブルに

コース料理でお運びします。お食事中の会話はマスク着用をお願いいたします。

以上 

 

 

（事務取扱） 

一般社団法人公立大学協会事務局(川島、正木、鴫原) 

〒105-0001 東京都千代田区霞が 3-8-1 

虎の門三井ビル B106 

TEL：03-3501-3336 ／ E-mail：chosa@kodaikyo.org 



令和４年度第２回公立大学学長会議 次第（予定）（13:30～16:30） 

１ 開会挨拶、来賓挨拶（13:30～13:40） 

２ 公立大学をめぐる政策説明（13:40～15:10） 

（１）公立大学法人制度の現状と課題 

総務省 自治財政局 財務調査課（調整中） 

（２）高等教育改革と今後の公立大学の方向性 

文部科学省 高等教育局 大学教育・入試課 

（３）その他 情報提供 

・大学ポートレートの活用について

大学改革支援・学位授与機構 大学ポートレートセンター事務局

・安全技術貿易研究インテグリティについて

文部科学省 科学技術・学術政策局（調整中）

休憩（15:10～15:25） 

３ 地域社会と大学間連携のあり方を考える（15:25～16:25） 

「地域活性化人材育成事業～SPARC～」採択大学からの事例報告 

山口県立大学 

４ 閉会挨拶（16:25～16:30） 

臨時総会 次第（予定） （16:30～17:00） 

議案第１号 公立大学ガバナンス・コードについて 

議案第２号 規程の改正等について 

※ 事前に議案資料をお送りいたします。臨時総会当日、議案に関する質疑を行い、

ご意見を頂戴いたしますが、書面審議も活用させていただく予定でございます。

情報交換会（17:30～ 学士会館 201号室） ※ 任意参加 会費 5,000円程度 

別紙１ 



令和４年度第２回公立大学学長会議及び臨時総会 

日時：令和５年１月 30 日（月）13:30～17:00（学士会館 210 号室） 

17:30～ 情報交換会（学士会館 201 号室）  

場所：学士会館（東京都千代田区神田錦町 3-28） 

電話：03-3292-5936（代） 

■アクセス

○ 都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車 A9 出口から徒歩 1分

○ 東京メトロ東西線「竹橋」駅下車３a出口から徒歩 5分

○ JR中央線／総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩 15分

○「東京」駅 丸の内北口からタクシーで 10分

神保町駅 

Ａ９出口 

竹橋駅 

３ａ出口 

Ａ９ 

３ａ 

別紙２ 



４公大協第 175 号 

令和４年 11月 29日 

公立大学法人理事長 各位 

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） 

（公印省略） 

令和４年度第２回公立大学学長会議及び臨時総会へのオブザーバー参加のご案内 

日頃より本協会の活動にご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 

 さて、このたび標記会議及び臨時総会（第４回理事会決定）を下記のとおり開催する運び

となりました。昨今、公立大学の設置自治体・法人・大学の密な連携が求められております

ことから、本協会ではいくつかの事業に設置団体関係者や法人理事長をお招きし、積極的な

対話の場を持つこととしております。標記会議及び臨時総会にオブザーバーとしてご参加

を賜りたくご案内申し上げます。 

なお、当日は対面もしくはオンラインでご参加いただけるよう、ハイフレックス形式で開

催する予定でございます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

記 

１ 日時： 

第２回学長会議：令和５年１月 30日（月）13:30～16:30 

臨時総会   ：令和５年１月 30日（月）16:30～17:00 

※ 17:30より情報交換会（任意参加・会費 5,000円）を予定しております。

２ 形式：対面＋オンライン 

（対面）学士会館 210号室（東京都千代田区）※ 別紙２をご参照ください。 

（オンライン）Zoom URLを別途ご案内いたします。

３ 次第：別紙１をご覧ください。 

４ 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】別途メールにてご案内しております。 

【申込み期限】  令和５年１月 18 日（水） 

※ 専用フォームをご使用いただけない場合は、別添「ご出欠回答票」にご入力

のうえ、下記事務取扱メール宛にご回答いただきますようお願いいたします。 

５ 新型コロナウイルス感染対策について 

学士会館及び館内レストランは、千代田保健所による「新型コロナウイルス感染症の

予防対策を講じている飲食店等への認証制度」における 1年点検で、千代田区の新しい

日常店の評価基準を全てクリアいたしました。最高ランクの【ClassⅡ】としての認証、

さらに最も評価の高い三ツ星(★★★)の新しいゴールドステッカーが授与されておりま

す（2022年９月４日時点）。情報交換会については、立食形式ではなく、各テーブルに

コース料理でお運びします。お食事中の会話はマスク着用をお願いいたします。

以上 



 

 

 

 

 

 

  

（事務取扱） 

一般社団法人公立大学協会事務局(川島、正木、鴫原) 

〒105-0001 東京都千代田区霞が 3-8-1 

虎の門三井ビル B106 

TEL：03-3501-3336 ／ E-mail：chosa@kodaikyo.org 

 



 

 

令和４年度第２回公立大学学長会議 次第（予定）（13:30～16:30） 

 

１ 開会挨拶、来賓挨拶（13:30～13:40） 

２ 公立大学をめぐる政策説明（13:40～15:10） 

（１）公立大学法人制度の現状と課題 

総務省 自治財政局 財務調査課（調整中） 

（２）高等教育改革と今後の公立大学の方向性 

文部科学省 高等教育局 大学教育・入試課 

（３）その他 情報提供 

・大学ポートレートの活用について 

大学改革支援・学位授与機構 大学ポートレートセンター事務局 

     ・安全技術貿易研究インテグリティについて 

      文部科学省 科学技術・学術政策局（調整中） 

休憩（15:10～15:25） 

３ 地域社会と大学間連携のあり方を考える（15:25～16:25） 

「地域活性化人材育成事業～SPARC～」採択大学からの事例報告 

山口県立大学 

４ 閉会挨拶（16:25～16:30） 

 

 

臨時総会 次第（予定） （16:30～17:00） 

議案第１号 公立大学ガバナンス・コードについて 

議案第２号 規程の改正等について 

 

 

 

情報交換会（17:30～ 学士会館 201号室） ※ 任意参加 会費 5,000円程度 

 

 

  

別紙１ 



 

 

令和４年度第２回公立大学学長会議及び臨時総会 

日時：令和５年１月 30 日（月）13:30～17:00（学士会館 210 号室）  

   17:30～ 情報交換会（学士会館 201 号室）  

場所：学士会館（東京都千代田区神田錦町 3-28）  

電話：03-3292-5936（代） 

 

 

■アクセス 

○ 都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車 A9 出口から徒歩 1分 

○ 東京メトロ東西線「竹橋」駅下車３a出口から徒歩 5分 

○ JR中央線／総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩 15分 

○「東京」駅 丸の内北口からタクシーで 10分 

 

 

神保町駅 

Ａ９出口 

竹橋駅 

３ａ出口 

Ａ９ 

３ａ 

別紙２ 
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