平成１９年４月１日現在
第５０回役員会（平成１８年４月１１日開催）
議

題

(1) その他
報告事項
(1) 医療訴訟に係る対応について
(2) 兼業許可の調査結果について
(3) 長崎大学外国人受託研修員規則の一部改正について

第５１回役員会（平成１８年４月２８日開催）
議

題

(1) 国立大学法人長崎大学基本規則の一部改正、長崎大学副部局長規則の制定及び長崎大
学職員給与規程の一部改正につい
(2) その他
報告事項
(1) その他

第５２回役員会（平成１８年５月９日開催）
報告事項
(1) 平成１９年度概算要求（特別教育研究経費）について
(2) その他

第５３回役員会（平成１８年５月２３日開催）
議

題

(1) 「勤勉手当の成績率等の決定基準」の一部改正について
報告事項
(1) その他

第５４回（臨時）役員会（平成１８年６月９日開催）
議

題

(1) 長崎大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正について
報告事項
(1) 平成１７年度間接経費の使途について
(2) その他
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第５５回（臨時）役員会（平成１８年６月２０日開催）
議

題

(1) 平成１９年度概算要求について
(2) その他
報告事項
(1) その他

第５６回（臨時）役員会（平成１８年６月２７日開催）
議

題

(1) 平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
(2) 平成１７年度決算について
(3) 長崎大学会計規則及び長崎大学固定資産管理規程の一部改正について
(4) 平成１８年度間接経費（全学共通経費）の使途について
(5) 長崎大学産学官連携機構規則（案）について
(6) 長崎大学知的財産本部規則の一部改正について
(7) 長崎大学知的財産委員会規則の一部改正について
(8) 長崎大学研究試料取扱規程の一部改正について
報告事項
(1) その他

第５７回役員会（平成１８年７月１１日開催）
報告事項
(1) 平成１８年度超過勤務手当予算配分方針について
(2) その他

第５８回役員会（平成１８年８月７日開催）
議

題

(1) 設備マスタープランについて
報告事項
(1) 長崎大学における随意契約の公表に関する基準について
(2) 施設整備専門部会の名称変更及び委員の選出について
(3) 国際協力機構（JIC A ）のコンサルタント等登録について
(4) Ｗｅｂ学生支援システムの名称について
(5) コンピュータソフトウェア等のライセンス管理について
(6) 長崎県と大学等との連携推進会議（仮称）の設置について
(7) 平成１８年度内部監査（臨時監査）について
(8) その他
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第５９回役員会（平成１８年９月１２日開催）
議

題

(1) 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価報告（原案）への対応について
(2) 学長特別補佐の設置について
報告事項
(1) 平成１７年度決算及び平成１９年度概算要求の状況について
(2) 平成１８年度間接経費（全学共通経費）の使途について
(3) 平成１７年度産学連携等実施状況調査結果概要について
(4) その他

第６０回（臨時）役員会（平成１８年９月２２日開催）
議

題

(1) 大学機関別認証評価について
(2) 平成１９年度長崎大学の学内予算配分の基本方針（案）について
(3) 総人件費改革への対応について
(4) 長崎大学基本規則及び長崎大学教員選考規則の一部改正について
(5) 設備のマスタープランについて
報告事項
(1) 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見について
(2) その他

第６１回役員会（平成１８年１０月１０日開催）
議

題

(1) 長崎大学における臨床研究に係る利益相反ポリシー（案）及び管理指針（案）について
(2) 平成１８年度教育用設備の整備・更新計画について
(3) 長崎大学学術交流委員会規則の一部改正について
報告事項
(1) 超過勤務の縮減策等について
(2) 環境報告書について
(3) 国公私立大学サテライト・オフィスについて
(4) その他

第６２回（臨時）役員会（平成１８年１０月１２日開催）
報告事項
(1) 役員等について
(2) その他
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第６３回（臨時）役員会（平成１８年１０月２４日開催）
議

題

(1) 新たな昇給制度に伴う昇給基準等について
報告事項
(1) その他

第６４回役員会（平成１８年１１月１４日開催）
議

題

(1) 平成１９年度学内予算配分の基本方針について
報告事項
(1) 「国立大学法人の財務諸表」セミナーの実施について
(2) その他

第６５回役員会（平成１８年１２月１２日開催）
報告事項
(1) 教員の人事評価検討ワーキンググループの設置について
(2) 会計検査院実施検査について
(3) 職員宿舎におけるアスベスト対応について
(4) その他

第６６回（臨時）役員会（平成１８年１２月２８日開催）
議

題

(1) Ｗｅｂ学生支援システムの納入遅れについて
報告事項
(1) その他

第６７回役員会（平成１９年１月９日開催）
議

題

(1) 国立大学法人長崎大学の中期計画の変更について
(2) 研究休職の運用方針の一部改正について
報告事項
(1) 教員の個人評価の実施について
(2) その他
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第６８回（臨時）役員会（平成１９年１月１５日開催）
議

題

(1) 平成１８年度間接経費の使途について
(2) その他
報告事項
(1) その他

第６９回役員会（平成１９年２月１３日開催）
議

題

(1) 平成１８年度補正予算の編成（案）について
報告事項
(1) 平成１８年度会計検査院実地検査の結果について
(2) その他

第７０回（臨時）役員会（平成１９年２月２７日開催）
議

題

(1) 長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の就業の特例に
関する規則等の制定について
報告事項
(1) その他

第７１回役員会（平成１９年３月１３日開催）
議

題

（１） 教育研究組織の現況分析の単位について
（２） 平成１９年度以降の授業料等について
（３） 目的積立金の取り扱いについて
（４） 長崎大学における補助金の交付前使用に係る立替に関する要領の制定について
（５） 平成１９年度国立大学法人総合保険等の加入（継続）申請について
（６） 長崎大学建設工事総合評価審査委員会要領の制定について
報告事項
（１） その他
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第７２回（臨時）役員会（平成１９年３月２０日開催）
議

題

（１） Web 学生支援システムの契約解除について
報告事項
（１） その他

第７３回（臨時）役員会（平成１９年３月２７日開催）
議

題

（１） 平成１９年度年度計画（案）について
（２） 長崎大学に置く講座，学科目等に関する規則の一部改正について
（３） 長崎大学職員給与規程の一部改正について
（４） 長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の給与に関する規
程の一部改正について
（５） 総人件費改革への対応について
（６） 平成１９年度学内予算配分について
（７） 長期借入金認可申請について
（８） 平成１９年度資金繰計画について
（９） その他
報告事項
（１） 中期計画の変更について
（２） その他
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