
平成２５年度第２回新生公立鳥取環境大学運営協議会 

 

 

日 時 平成２６年２月７日（金） 

     １６時１０分～１６時５０分 

場 所 鳥取県庁本庁舎３階 第４応接室 

 

 

次       第 

 

１  開  会 

 

２  あいさつ 

 

３  協議・報告事項 

 

（１）平成２６年度鳥取環境大学運営費交付金及び施設整備費補助金、運営協議会

予算及び事業計画について 

 

（２）運営協議会規約の一部改正、設立団体が協議して定める事項の変更に関する

協議、業務運営並びに財務及び会計に関する規程の一部改正について 

 

（３）公立大学法人鳥取環境大学 次期理事長（学長）の任命について 

 

（４）鳥取環境大学の近況について 

 

５  閉  会 

 

 

【資料１－１】平成２６年度鳥取環境大学運営費交付金・施設整備費補助金について 

【資料１－２】平成２６年度事業計画（案）及び歳出歳入予算書（案） 

【資料２－１】新生公立鳥取環境大学運営協議会規約の一部改正について 

【資料２－２】設立団体が協議して定める事項の変更に関する協議について 

【資料２－３】公立大学法人鳥取環境大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規

程の一部改正について 

【資料３】公立大学法人鳥取環境大学 次期理事長（学長）の任命について 

【資料４】鳥取環境大学の近況について 
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平成２６年度鳥取環境大学運営費交付金・施設整備費補助金について 
 

 交付金等合計額       ９７７，４０２千円   対前年比 ＋４４，６９０千円 

 ＜内訳＞ 
   運営費交付金         ８３７，７６０千円   対前年比 ＋ ２，７７５千円 
   施設整備費補助金     １３９，６４２千円    対前年比 ＋４１，９１５千円 

 負担額：鳥取県及び鳥取市の負担額は、１／２ずつとする 

 
１ 事業の目的・概要 

  公立大学法人鳥取環境大学の運営に必要な経費の一部について、所要額を交付する。 
 
２ 運営費交付金算定の考え方 

 ○大学の適切な運営に必要となる標準的な支出額と標準的な収入額との差を、使途を特定しない

運営費交付金として交付する。なお、各年度に臨時的に必要になる経費は個別に措置する。 
 ○緊急かつ大規模な修繕や施設整備等の経費については、別に施設整備費補助金として交付する。 
 ○運営費交付金と施設整備費補助金の合計額は、地方交付税措置額内とする。 
   （参考） 
   平成２６年度交付税措置見込額  １，１４３，０９８千円 
       ※ 平成２４年度をベースに、交付税単価が年２％減額されると仮定して試算 
 
３ 所要額 

 （１）運営費交付金               （８３７，７６０千円） 
   ＜主な臨時的経費＞ 
    ・実験用機器整備               １０，０００千円 
    ・図書館支援システム更新              １１，６６４千円 
 （２）施設整備費補助金               （１３９，６４２千円） 
   ＜事業内訳＞ 
    ・音響、映像設備更新（大講義室、大会議室）  ７６，３９９千円 

・情報メディアセンター空調設備等改修     ２１，４９２千円 
・学生センターテラス修繕                        ７，９０６千円 
・メディア棟屋上防水・外壁改修        ２８，５３５千円 
・学生研究室改修                                ５，３０９千円 

 
４ 平成２６年度の大学の主な事業（予定） 

 ○新学部の専門科目を本格的に開始するとともに、新たな実験棟の設計を実施 
 ○新学部に対応した大学院研究科（平成２８年度）開設に向けた準備開始 
 ○まちなかキャンパス（仮称）の開設と地域連携コーディネーターの配置。 
 ○国際交流センター（仮称）を設置 

資 料 １－１ 



 - 1 -

平成２５年度事業計画（案） 

 

 

事業名 実施時期 事業概要 

第１回評価委員会 ２６年 ５月 
○２６年度年度計画 

○大学実地調査 

第１回運営協議会 ２６年 ５月 
○２６年度年度計画 

○２５年度運営協議会決算 

第２回評価委員会 ２６年 ７月 
○２５年度業務実績評価のためのヒア

リング 

第３回評価委員会 ２６年 ８月 
○２５年度業務実績の評価 

○２５年度財務諸表・剰余金の使途 

第２回運営協議会 ２６年 ８月 ○２５年度業務実績評価等の報告 

第４回評価委員会 ２６年１１月 ○上半期の大学業務の実施状況 

第３回運営協議会 ２７年 １月 ○２６年度大学予算、運営協議会予算 

 

資 料 １－２ 
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平成２６年度歳入歳出予算書（案） 

 

 

【歳入】                               （単位：円） 

科目 本年度予算 前年度予算 差引き増減 内 容 

１ 団体負担金 690,000 696,000 △6,000 県      345,000 

鳥取市    345,000 

２ 雑収入 0 0 0  

 

３ 繰越金 0 0 0  

 

計 690,000 696,000 △6,000  

 

 

 

【歳出】                               （単位：円） 

科目 本年度予算 前年度予算 差引き増減 内 容 

１ 事務費 35,000 41,000 △6,000 事務用品等   5,000 

全国公立大学設置団体 

協議会会費   20,000 

振込手数料等  10,000 

２ 運営協議会運営費 15,600 15,600 0 資料送付代 等 

 

３ 評価委員会運営費 

 

639,400 639,400 0 委員報償費  198,000 

委員旅費   342,400 

筆耕翻訳    90,000 

茶菓代     9,000 

４ 予備費 0 0 0  

５ 雑費 0 0 0  

計 690,000 696,000 △6,000  
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新生公立鳥取環境大学運営協議会規約の一部改正について 

 

１ 趣旨 

 地方独立行政法人法の一部改正（平成２５年６月１４日公布、平成２６年４月１日施

行）に伴い、新生公立鳥取環境大学運営協議会規約の関係条文に所要の改正を行う。 

 

２ 改正の概要 

 運営協議会規約では、第４条で協議会が担任する事務を定めている。地方独立行政法

人法の一部が改正され、出資等に係る不要財産の返納に関する規定等が追加されたこと

に伴い、規約の一部を変更する。 

   法の主な改正内容 

   ・地方公共団体からの出資等に係る財産の返納に関すること 

   ・地方独立行政法人の合併に関すること 

 ○権限の行使に関する事務 

  ・第４２条の２第１項、第２項及び第３項ただし書を追加（出資等に係る不要財産の

返納関係） 

  ・第８８条第１項を１２１条第１項に、第８９条第１項を第１２２条第１項に修正（条

文番号の変更） 

 ○条例又は規則で定めるものとされている事項を定めることに関する事務 

  ・第６条第４項を追加（出資等に係る不要財産の返納関係） 

 ○届出、報告等の受理に関する事務 

  ・第８９条第２項を第１２２条第２項（条文番号の変更） 

 ○評価委員会への意見聴取に関する事務 

  ・第４２条の２第５項及び第６項を追加（出資等に係る不要財産の返納関係） 

  ・第１０８条第２項、１１２条第２項を追加（合併関係） 

 

３ 施行日 

平成２６年４月１日（法律の施行日と同じ） 

 

４ 改正の手続き 

 地方自治法第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の２第３項の規

定に基づき県議会及び市議会で議決の上、同法第２５２条の２第２項の規定に基づき告

示する。 

 

資 料 ２－１ 
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改正後 改正前 

（担任する事務） 
第４条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、

及び執行する。 

 (１) 地方独立行政法人法（平成15年法律

第118号。以下「法」という。）に規定

する事務のうち、次に掲げるもの 

  ア 法第14条第１項及び第２項、第１７

条第１項から第３項まで、第22条第１

項、第23条第１項、第25条第１項及び

第２項第１号、第26条第１項及び第４

項、第31条第１項、第34条第１項、第

36条、第39条、第40条第３項及び第４

項、第41条第１項ただし書及び第２項

ただし書、第42条の２第１項、第２項

及び第３項ただし書、第44条第１項、

第55条、第71条第２項及び第８項、第

72条第１項、第121条第１項並びに第

122条第１項に規定する権限の行使に

関する事務 

  イ 法第６条第４項、第22条第２項、第

26条第１項及び第２項第７号、第27条

第１項、第28条第１項、第29条第１項、

第30条第１項、第34条第１項及び第４

項、第40条第７項、第44条第１項並び

に第46条に規定する条例又は規則で定

めるものとされている事項を定めるこ

とに関する事務 

  ウ 法第13条第５項、第14条第４項、第

17条第４項、第27条第１項、第29条第

１項、第34条第１項、第45条、第56条

第１項において準用する法第48条第２

項、第57条第２項、第78条第３項及び

第122条第２項に規定する届出、報告等

の受理に関する事務 

エ 法第22条第３項、第25条第３項、第

26条第３項、第31条第２項、第34条第

３項、第40条第５項、第41条第４項、

（担任する事務） 
第４条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、

及び執行する。 

 (１) 地方独立行政法人法（平成15年法律

第118号。以下「法」という。）に規定

する事務のうち、次に掲げるもの 

  ア 法第14条第１項及び第２項、第１７

条第１項から第３項まで、第22条第１

項、第23条第１項、第25条第１項及び

第２項第１号、第26条第１項及び第４

項、第31条第１項、第34条第１項、第

36条、第39条、第40条第３項及び第４

項、第41条第１項ただし書及び第２項

ただし書、第44条第１項、第55条、第

71条第２項及び第８項、第72条第１項、

第88条第１項並びに第89条第１項に規

定する権限の行使に関する事務 

 

 

  イ 法第22条第２項、第26条第１項及び

第２項第７号、第27条第１項、第28条

第１項、第29条第１項、第30条第１項、

第34条第１項及び第４項、第40条第７

項、第44条第１項並びに第46条に規定

する条例又は規則で定めるものとされ

ている事項を定めることに関する事務 

 

  ウ 法第13条第５項、第14条第４項、第

17条第４項、第27条第１項、第29条第

１項、第34条第１項、第45条、第56条

第１項において準用する法第48条第２

項、第57条第２項、第78条第３項及び

第89条第２項に規定する届出、報告等

の受理に関する事務 

エ 法第22条第３項、第25条第３項、第

26条第３項、第31条第２項、第34条第

３項、第40条第５項、第41条第４項及
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第42条の２第５項及び第６項、第44条

第２項、第108条第２項並びに第112条

第２項に規定する評価委員会への意見

聴取に関する事務 

  オ～カ 略 

 (２)～(４) 略 

２ 略 

び第44条第２項に規定する評価委員会

への意見聴取に関する事務 

 

 

  オ～カ 略 

 (２)～(４) 略 

２ 略 

   

  附 則 

この規約は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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＜参考＞改正地方独立行政法人法関係条文 

 

（財産的基礎等） 

第６条 

４ 地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有

する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要

がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体

からの支出（金銭の出資に該当するものを除く。）に係るものであるときは、第４２条の２

の規定により、当該財産を処分しなければならない。 

（出資等に係る不要財産の納付等） 

第４２条の２ 地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体

の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体（以下この条に

おいて「出資等団体」という。）に納付するものとする。 

２ 地方独立行政法人は、前項の規定による出資等に係る不要財産（金銭を除く。）の出資等

団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、こ

れにより生じた収入の額（当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。）

の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することが

できる。 

３ 地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿

価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。ただし、その

全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を

受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。 

５ 設立団体の長は、第１項又は第２項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 

６ 設立団体の長は、第３項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。 

（吸収合併） 

第１０８条 

２ 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

（新設合併） 

第１１２条 

２ 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

（報告及び検査） 

第１２１条 （第８８条から条文番号が変更） 

（違法行為等の是正） 

第１２２条 （第８９条から条文番号が変更） 
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＜参考＞地方自治法関係条文 

 

（協議会の設置） 

第２５２条の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び

執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広

域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団

体の協議会を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道

府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事に届け出な

ければならない。 

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。た

だし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団

体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 

 

（協議会の規約） 

第２５２条の４ 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けな

ければならない。 

 １ 協議会の名称 

 ２ 協議会を設ける普通地方公共団体 

 ３ 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共

団体の事務又は協議会の作成する計画の項目 

 ４ 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 

 ５ 協議会の経費の支弁の方法 

 

（協議会の組織の変更及び廃止） 

第２５２条の６ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体

の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第

２５２条の２第１項から第３項までの例によりこれを行わなければならない。 
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設立団体が協議して定める事項の変更に関する協議について 

 

１ 趣旨 

 地方独立行政法人法の一部改正（平成２５年６月１４日公布、平成２６年４月１

日施行）で新設された「出資等に係る重要な財産」（法第６条第４項）について、鳥取

環境大学に係る財産の基準を定める。あわせて、地方独立行政法人法第４４条第１項に

規定する重要な財産に係る財産の基準を変更する。 
 

２ 改正の概要 

 （１）出資等に係る重要な財産について、「帳簿価額が５０万円以上の固定資産（適正な

見積価額が５０万円に満たないものを除く。）」を新たに追加する。 

 （２）処分等の制限に係る重要な財産について、７，０００万円以上の不動産、動産又

は不動産の信託の受益権の算定を現行は「予定価格」としているものを、「適正な

見積価額」に変更する。 
 
（１）出資等に係る重要な財産（新規） 

 公立大学法人鳥取環境大学に係る地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）

第１２３条第２項の規定により設立団体が協議して定める同法第６条第４項に規定す

る重要な財産は、帳簿価額が５０万円以上の固定資産（適正な見積価額が５０万円に

満たないものを除く。）とする。 

 ＜参考＞ 

  ○地方独立行政法人法の一部改正で、新たに出資等に係る不要財産の返納に関する規

定が設けられ（第６条第４項）、重要な財産であって条例で定めるものを処分する

ときは、設立団体の長の認可が必要という規定が追加された。 

  ○設立団体は、第６条第４項により認可の対象となる重要な財産を、原則として条例

で定める必要があるが、鳥取環境大学の場合は法第１２３条（設立団体が二以上で

ある場合の特例）の規定により、あらかじめ各議会の議決を経た上で、県と市が協

議して定める。 

  ○国においても、独立行政法人通則法の改正により、法人ごとに主務省庁が政令で重

要な財産を定めることとされているが、国立大学法人の重要な財産の基準（独立行

政法人国立大学財務・経営センターに関する省令）をはじめ、いずれも「帳簿価額

５０万円以上」を認可の基準としている。 

  ○ただし、帳簿価額では５０万円を越えていても、陳腐化等のため実際には金銭的価

値のほとんどない固定資産が含まれる場合もあるため、「適正な見積価額が５０万

円に満たないもの」は、対象から除くこととする。 
 

資 料 ２－２ 
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（２）処分等の制限に係る重要な財産（変更） 

 地方独立行政法人法第４４条第１項に規定する重要な財産を、「予定価格（適正な対

価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっ

ては、その適正な見積価額）が７，０００万円以上の不動産」ほかと定めていた（平

成２３年１０月１２日議決）。しかし、予定価格は契約条件により異なるものであり、

重要な財産の基準としては時価によるのがより適切であることから、これを「適正な

見積価額が７，０００万円以上の不動産」ほかに変更する。 
 
３ 施行日 

平成２６年４月１日（法律の施行日と同じ） 

 

４ 手続き 

 地方独立行政法人法第１２３条の規定に基づき、県議会及び市議会の議決の上、県・

市が協議して対象となる重要な財産を定める。 
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変更後 変更前 

 

１ 出資等に係る重要な財産  
公立大学法人鳥取環境大学に係る地方

独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第６条第４項に規定する重要な財産

は、帳簿価額が５０万円以上の固定資産

（適正な見積価額が５０万円に満たない

ものを除く。）とする。  
 

２ 処分等の制限に係る重要な財産 
公立大学法人鳥取環境大学に係る地方独

立行政法人法第４４条第１項に規定する重

要な財産は、適正な見積価額が７，０００

万円以上の不動産（土地については、その

面積が１件２万平方メートル以上のものに

限る。）、動産又は不動産の信託の受益権と

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な財産  
公立大学法人鳥取環境大学に係る地方独

立行政法人法 (平成１５年法律第１１８号 )
第９０条第２項の規定により設立団体が協

議して定める同法第４４条第１項に規定す

る重要な財産は、予定価格（適正な対価を

得てする売払い以外の方法により譲渡し、

又は担保に供しようとする場合にあって

は、その適正な見積価額）が７，０００万

円以上の不動産（土地については、その面

積が１件２万平方メートル以上のものに限

る。）若しくは動産又は不動産の信託の受益

権とする。 
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＜参考＞改正地方独立行政法人法関係条文 

 
（財産的基礎等） 

第６条 
４ 地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その

保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する

上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資

又は設立団体からの支出（金銭の出資に該当するものを除く。）に係るものであるとき

は、第４２条の２の規定により、当該財産（以下「出資等に係る不要財産」という。）

を処分しなければならない。 
 
（設立団体が二以上である場合の特例） 
第１２３条 
２ 設立団体が２以上である場合において、第６条第４項（その他の条項は略）の規定に

より条例又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるも

のとする。 
３ 設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第

６条第４項又は第４４条第１項の規定により条例で定めるものとされている事項であ

るときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。 
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公立大学法人鳥取環境大学の業務運営並びに財務及び会計に関する

規程の一部改正について 

 

１ 趣旨 

 地方独立行政法人法及び新生公立鳥取環境大学運営協議会規約の一部改正に伴い、公立

大学法人鳥取環境大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規程に所要の改正を行

う。 

 

２ 改正の概要 

 地方独立行政法人法及び運営協議会規約の規定に基づき、公立大学法人鳥取環境大学の業

務運営並びに財務及び会計に関する必要な手続きを「公立大学法人鳥取環境大学の業務運

営並びに財務及び会計に関する規程」で定めている。法及び規約の一部改正に伴い、関

係する手続きについて規程の追加・修正を行う。 

 
 （１）法改正により新設された出資等に係る不要財産の返納に関する申請手続きを追加 

  ・出資等に係る不要財産の出資等団体への納付の認可の申請に係る手続き（第１８条） 
  ・出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付の認可の申請に係る手続き

（第１９条） 
  ・簿価超過額の出資等団体への納付の認可の申請に係る手続き（第２０条） 
 
  ＜参考＞出資等に係る不要財産の返納に関しては、地方独立行政法人法施行令で地方

公共団体が設立団体の長に申請する具体的な手続きが定められているが、出

資等に係る不要財産の返納は、運営協議会が担任する事務であるため、同じ

手続きを運営協議会会長に対しても行わせるもの。 
 
 （２）法改正ほかに伴う修正 

  ・法改正で条文番号が変更されたことに伴い、第９条の内容を修正 
  ・規約改正で、処分等の制限に係る重要な財産の算定を「予定価格」としているものから

「適正な見積価額」に変更したことに伴い、第１６条の内容を修正 
  ・条文番号を第１８条から第２０条に変更（（１）で新規条項を追加したことに伴うもの） 
 
３ 施行日 

 平成２６年４月１日（法律及び施行令の施行日と同じ） 

 

４ 手続き 

 運営協議会規約第３６条の規定に基づき、協議会で協議の上、鳥取県公報に登載して公表

する。 

 
 ＜新生公立鳥取環境大学運営協議会規約第３６条＞ 

 協議規程を定めたときは、直ちに関係団体に当該規程を送付するとともに、鳥取県

公報に登載して公表するものとする。 

資 料 ２－３ 
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改正後 改正前 

 

（中期目標の期間における業務の実績の報

告） 

第９条 略 

２ 法人は、中期目標の期間の中途の時点に

おいて会長から法第121条第１項の規定に

よる報告を求められたときは、当該時点に

おける中期業務実績を明らかにした報告書

を提出しなければならない。 

 

（重要な財産の処分等の認可の申請） 

第16条 法人は、法第44条第１項の規定によ

り重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

こと（以下「処分等」という。）について認

可を受けようとするときは、次に掲げる事

項を記載した申請書を会長に提出しなけれ

ばならない。 

 (１) 処分等に係る財産の内容及び適正な

見積価額 

 

 

 (２)～(４) 略 

 

（出資等に係る不要財産の出資等団体への納

付の認可の申請） 

第 18 条 法人は、法第 42 条の２第１項の規

定による出資等に係る不要財産（法第６条

第４項に規定する出資等に係る不要財産を

いう。以下同じ。）の出資等団体（法第 42

条の２第１項に規定する出資等団体をい

う。以下同じ。）への納付（第１号及び第５

号において「現物による出資等団体への納

付」という。）について、同項の認可を受け

ようとするときは、次に掲げる事項を記載

した申請書を会長に提出しなければならな

い。 

１ 現物による出資等団体への納付に係る

出資等に係る不要財産の内容 

２ 当該出資等に係る不要財産が将来にわ

たり業務を確実に実施する上で必要が

なくなったと認められる理由 

３ 当該出資等に係る不要財産の取得の日

 

（中期目標の期間における業務の実績の報

告） 

第９条 略 

２ 法人は、中期目標の期間の中途の時点に

おいて会長から法第88条第１項の規定によ

る報告を求められたときは、当該時点にお

ける中期業務実績を明らかにした報告書を

提出しなければならない。 

 

（重要な財産の処分等の認可の申請） 

第16条 法人は、法第44条第１項の規定によ

り重要な財産を譲渡し、又は担保に供する

こと（以下「処分等」という。）について認

可を受けようとするときは、次に掲げる事

項を記載した申請書を会長に提出しなけれ

ばならない。 

 (１) 処分等に係る財産の内容及び予定価

格（適正な対価を得てする売払い以外の

方法により処分等を行う場合にあって

は、その適正な見積価額） 

 (２)～(４) 略 
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及び申請の日における帳簿価額（現金及

び預金にあっては、取得の日及び申請の

日におけるその額） 

４ 当該出資等に係る不要財産の取得に係

る出資又は支出の額その他その内容 

５ 現物による出資等団体への納付の予定

時期 

６ その他必要な事項 

 

（出資等に係る不要財産の譲渡収入による出

資等団体への納付の認可の申請） 

第 19 条 法人は、法第 42 条の２第２項の規

定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、

これにより生じた収入から出資等団体への

納付を行うこと（以下この項において「譲

渡収入による出資等団体への納付」とい

う。）について、同条第２項の認可を受けよ

うとするときは、次に掲げる事項を記載し

た申請書を会長に提出しなければならな

い。 

１ 譲渡収入による出資等団体への納付に

係る出資等に係る不要財産の内容 

２ 当該出資等に係る不要財産が将来にわ

たり業務を確実に実施する上で必要が

なくなったと認められる理由 

３ 納付の方法を譲渡収入による出資等団

体への納付とする理由 

４ 当該出資等に係る不要財産の取得の日

及び申請の日における帳簿価額 

５ 当該出資等に係る不要財産の譲渡によ

って得られる収入の見込額 

６ 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要

する費用の費目、費目ごとの見込額及び

その合計額 

７ 当該出資等に係る不要財産の取得に係

る出資又は支出の額その他その内容 

８ 当該出資等に係る不要財産の譲渡の方

法 

９ 当該出資等に係る不要財産の譲渡の予

定時期 

10 譲渡収入による出資等団体への納付の

予定時期 

11 その他必要な事項 

２ 法人は、法第 42 条の２第２項の認可を受
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けて出資等に係る不要財産の譲渡を行った

ときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載

した報告書を会長に提出するものとする。 

１ 譲渡した出資等に係る不要財産の内容 

２ 当該出資等に係る不要財産の譲渡によ

って得られた収入の額（次条第１項及び

第２項第１号において「譲渡収入額」と

いう。） 

３ 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要

した費用の費目、費目ごとの 

金額及びその合計額 

４ 当該出資等に係る不要財産を譲渡した

時期 

３ 前項の報告書には、同項各号に掲げる事

項を証する書類を添付するものとする。 

 

（簿価超過額の出資等団体への納付の認可の

申請） 

第 20条 法人は、譲渡収入額に簿価超過額（法

第 42 条の２第２項に規定する簿価超過額

をいう。以下この条において同じ。）があっ

た場合において、法第 42 条の２第３項ただ

し書の規定によりその全部又は一部の金額

を出資等団体に納付しないことについて認

可を受けようとするときは、前条第２項の

報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を

記載した申請書を会長に提出しなければな

らない。 

１ 当該出資等に係る不要財産の帳簿価

額、譲渡収入額及び簿価超過額 

２ 簿価超過額のうち、納付しないことを

求める額及びその理由 

 

（委任） 

第 21 条 この規程に定めるもののほか、この

規程の施行に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第 18 条 この規程に定めるもののほか、この

規程の施行に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

 
  附 則 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 
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公立大学法人鳥取環境大学 次期理事長（学長）の任命について 
 
 
 現理事長（学長）の任期が平成２６年３月末で満了することから、学内に学長選考会議

を設置し、選考を進められた結果、平成２５年１０月１７日、次期理事長（学長）候補者

に下記のとおり選考した旨の申し出がありました。 
 
 今後は、地方独立行政法人法第７１条第２項の規定及び公立大学法人鳥取環境大学定款

第１１条に基づき、鳥取県知事及び鳥取市長が協議の上任命することになります。 
 
 

記 
 
１ 次期理事長（学長）候補者の氏名 
  

高橋 一 （たかはし はじめ）  
 
２ 任 期 
   
    平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの４年間 
 
３ 略歴  
 
  年 齢  ６７歳（平成２６年４月１日現在） 
  学 歴    一橋大学経済学部卒業、コロンビア大学数理統計学部博士課程修了 
  職 歴    一橋大学経済学部教授、同学部長、同大学院研究科長 
       平成２４年４月から鳥取環境大学副学長 
 
 
＜参考＞ 

地方独立行政法人法 

第７１条 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。

ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、

学長を理事長と別に任命することができる。 
２ 前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長の任命は、第１４条第１項の規定に

かかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。 
３ 前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関の選考に基づき行う。 
 
公立大学法人鳥取環境大学定款 

第１１条 理事長の任命は、法人の申出に基づき、鳥取県知事及び鳥取市長が協議の上行う。 

資 料 ３ 
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鳥取環境大学の近況 
H 2 6 . 2 . 3 
鳥取環境大学 

平成２５年度就職活動状況（平成２６年３月卒業・修了予定者） 

 
１．内定状況 

  平成２５年度 平成２４年度 
２月３日現在 １月３１日時点 最終 

卒業(予定)者 １２９名 １３３名 １２６名 
就職希望者 １１０  １０８  １０３  

うち鳥取県内出身者 ６９  ６５  ５８  
うち鳥取市内出身者 ４６  ４２  ３７  

内定者 ９１  ８７  ９７  
うち鳥取県内企業へ内定 ３６  ３７  ４５  
うち鳥取市内企業へ内定 １９  ２２  ３０  
内定率 ８２．７％ ８０．６％ ９４．２％ 

全国国公立大学平均 ８１．７％ ７９．５％ ９５．３％ 
 
２．内定先 

・県外企業 １３業種、５０社 
松江土建、島根電工、八光、ビーライト、九動、竹久夢二本舗敷島堂、ヤナセ製油、 
スギタプリディア、Ｃｈａｎｎｅｌ、マルチ、安泰ニット（２）、ユーエックス・システムズ、

シティコンピュータ、青野海運、日本郵便、ナレッジ・デザイン、ゴダイ、セイエル、 
美作グループ本社（２）、平林金属、成和産業、スズキ自販兵庫、 
パナソニックコンシューマーマーケティング、マルイ、山陽メディアサプライズ、ベクトル、

サンシン、ブリヂストンタイヤジャパン西日本支社、徳島青果、宮野医療器、 
トミヤコーポレーション、野村證券、東予信用金庫、商工組合中央金庫、 
日本生命保険相互会社、縁、トラスト・Ａ、東横イン、湯快リゾート、ヨシックス、 
西村交益社、ノヴィル、アワーズ、京都農業協同組合、オオノ開發、ミダック、 
ＡＬＳＯＫ山陰、イカリ消毒、ツーウェイシステム（３）、ティー・ツー・クリエイティブ、

防衛省［自衛官候補生］   
・県内企業 １１業種、３１社 
吉田建設、オロチ、鳥取県畜産農業協同組合、鳥取ビブラコースティック、サンマート、 
丸合（２）、日本海三菱自動車販売、ミヨシ産業、鳥取日産自動車販売、室山商店、 
エスマート（２）、ネッツトヨタ山陰（２）、鳥取ダイハツ販売、松本油店、米子青果、 
山野商事、スズキ自販鳥取、鳥取信用金庫、エステートセンター、丸信商事、 
イナバ自動車学校、日翔会、こうほうえん、賛幸会、鳥取いなば農業協同組合（３）、 
鳥取中央農業協同組合、パイプフレンド、サンクリーン、鳥取県農業協同組合中央会、 
鳥取市、智頭町 

H25.12.1 時点 H24.12.1 時点 

資 料 ４ 
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平成２６年度入試状況

平成２６年２月３日16:00現在

( )は平成 25年度入試

区 分 環 境 学 部 経 営 学 部 合 計

ＡＯ 募集定員 １０ （ 5） １０ （ 5） ２０ （10）

志願者 ６２ （76） ５４ （39） １１６ （115）

内県内 １３ （ 5） １８ （11） ３１ （16）

入学者 １１ （ 6） １４ （ 7） ２５ （13）

内県内 ０ （ 1） ４ （ 3） ４ （ 4）

推薦 募集定員 ４３ （43） ４３ （43） ８６ （86）

志願者 ７３ （87） ６９ （43） １４２ （130）

内県内 １３ （19） １８ （20） ３１ （39）

入学者 ４７ （44） ４７ （37） ９４ （81）

内県内 ８ （13） １４ （17） ２２ （30）

一般 前期日程 募集定員 ６０ （45） ５０ （45） １１０ （90）

Ａ方式 志願者 １６７ （270） １２１ （87） ２８８ （357）

内県内 ５ （16） １５ （27） ２０ （43）

前期日程 募集定員 １５ （20） ２５ （20） ４０ （40）

Ｂ方式 志願者 ６６ （82） ７８ （103） １４４ （185）

内県内 ２ （ 7） ５ （13） ７ （20）

後期日程 募集定員 １０ （25） １０ （25） ２０ （50）

志願者 １６３ （115） １１９ （91） ２８２ （206）

内県内 ９ （ 7） １３ （25） ２２ （32）

計 募集定員 ８５ （90） ８５ （90） １７０ （180）

志願者 ３９６ （467） ３１８ （281） ７１４ （748）

内県内 １６ （30） ３３ （65） ４９ （95）

入学者 （99） (101) （200）

内県内 （ 3） （27） （30）

私費外国人 募集定員 若干名 若干名 若干名

留学生 志願者 ２ （2） ７ （8） ９ （10）

入学者 （1） （0） （1）

総計 募集定員 １３８ （138） １３８ （138） ２７６ （276）

志願者 ５３３ （632） ４４８ （371） ９８１（1,003）

内県内 ４２ （54） ６９ （96） １１１ （150）

入学者 （150） （145） （295）

内県内 （17） （47） （64）
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Ⅰ 企画関係 

 

研究・交流関連 

１．公開講座の実施状況 
鳥取環境大学公開講座 2013「地域の知の拠点～Center of Community～をめざして」 

①地域・教養に関連したトピックスなど一般向け講座 

月 開催日/会場 時間 タイトル 講師 参加人数 

10 

12（土）米子 
10：30～ 

12：00 
木を分解する菌類のお話 

環境学部准教授 

佐藤 伸 

19 名 

19（土）鳥取 
10：30～ 

12：00 
  28 名 

11 

 2（土）鳥取 
10：30～ 

12：00 環境問題の”足もと”を見直そう

-土の科学と未来予想- 

環境学部准教授 

角野 貴信 

21 名 

 9（土）米子 
10：30～ 

12：00 
 19 名 

12 

 7（土）鳥取 
10：30～ 

12：00 
山陰海外ジオパークの文化遺産 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究ｾﾝﾀｰ講師 

新名 阿津子 

30 名 

14（土）米子 
10：30～ 

12：00 
環境や生命はいくら？ 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究ｾﾝﾀｰ講師 

高井 亨 

 20 名 

 

②社会人キャリアアップ講座 

月 開催日/会場 時間 タイトル 講師 参加人数 

11 

23（土）鳥取 
13：30～ 

15：00 「学び舎」の変容-少子高齢化時

代における学校教育の「今」- 

環境学部講師 

 川口 有美子 
11 名 

30（土）米子 
13：30～ 

15：00 

環境学部講師 

 川口 有美子 
18 名 

1 11（土）米子 
14：00～ 

15：30 

これからの地域振興策のあり方-

求められる 2つの地域振興策の

視点、方向性- 

経営学部准教授 

新井 直樹 
 28 名 

 

③小・中・高校生対象講座 

月 開催日/会場 時間 タイトル 講師 参加人数 

10 26(木)本学 
10：00～ 

15：00 

フィールドワーク-森の健康診断

- 

（高校生対象） 

環境学部教授 

 根本 昌彦 
13 名 

12 7(木)倉吉 
13：00～ 

16：30 

英語村-留学しよう- 

（中学生対象） 

人間形成教育 

ｾﾝﾀｰ准教授 

ﾍﾞｺﾞｰﾙ・ﾍﾞｯﾃｨｰﾅ 

12 名 
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２．地域連携・産学官連携 

（１）出展事業等 

① リサイクルフロンティアin鳥取 

期  日： １０月２９日(火) １３：００～１６：３０ 

会  場： とりぎん文化会館小ホール  
出展内容： サステイナビリティ研究所活動紹介、鳥取流コンポスト、芦津モモンガプロジェクト活

動紹介（パネル・成果品展示、映像放映、資料配付等） 

 

 ② エコプロダクツ展 

期  日： １２月１２日(木)～１４日(土)  １０：００～１８：００ 

会  場： 東京ビックサイト(東京都江東区有明 3-21-1) 東展示場東６ホール  
 対  応： サステイナビリティ研究所の研究活動紹介（パネル・成果品展示等）及び環境系学

生団体の活動紹介（パネル展示・体験型環境啓発活動等） 
 

（２） 会議等参加 

① ほんまちクラブ（１０月１５日） 

② ふなおか共生の里づくり協議会事務局会議（１０月２４日、１月２２日） 

③ 米子６：００クラブ（１０月２５日） 

④ 鳥取大学 産学・地域連携推進連絡会（１１月１２日） 

⑤ 鳥取テクノヒルズ例会（１１月２２日） 

⑥ 鳥取商工会議所サービス部会（１２月１日） 

⑦ 鳥取産業フェスティバル実行委員会（１２月１２日） 

⑧ 鳥取県産学官連携コーディネーター会議（１２月１８日） 

 

３．国際交流の実施状況 

 
  ○ユニテック工科大学（ニュージーランド）との学生派遣・交流協議 
   日 程：１０月２８日(月)～１１月２日(土) 
   場 所：ユニテック工科大学（オークランド市） 
   訪問者：経営学部石川准教授、油谷学務課長、保谷国際交流室員 
   内 容：同大学からの派遣学生（３人、４週間）受入れに係る協議・調整、同大学での海

外英語実習・新プログラムに係る調整 
 

○ウラジオストク国立経済サービス大学（ロシア）研究者招聘 
日 程：１１月１６日(土)～２０日(水） 
来訪者：ウラジオストク国立経済サービス イヴァネンコ・ナターリア准教授 

（情報・革新・経営システム学院 エコロジー・自然利用学部） 
内 容：海ごみに関する国際シンポジウム（サステイナビリティ研究所主催,11/19）への

パネリスト参加、研究者交流（学内）、ロシア語授業での本学生との交流 
 
  ○ミドルベリー大学（米国）との情報交換・交流協議 
   日 程：１１月２１日(木）～２４日(日) 
   場 所：ミドルベリー大学（バーモント州） 
   訪問者：高橋副学長(国際交流室長)、伊藤国際交流室課長代理 
   内 容：“リベラル・アーツ”大学の教学的運営方法と“リベラル・アーツ”教育への環

境学の融合、ミドルベリー大学（米国本校、日本校）との大学及び学生交流につ
いて、情報交換・交流協議 
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  ○ユニテック工科大学から短期留学生の受入れ 
   期 間：１１月２２日(金)～１２月２０日(金) 
   学生数：日本語学科生３人（男１、女２） 
   内 容：同大学が単位認定を行う短期留学（今回初実施、相互実施可）。本学にてプロジ

ェクト研究（環境学部）への参加、「英語村」を中心とした本学生との日常交流、
日本文化の体験など 

 
  ○日 ASEAN 学生会議訪問団の受入れ 
   日 程：１２月１０日(火) 
   来訪者：ASEAN 加盟１０カ国から３０人 
   内 容：本学の環境配慮施設案内（本学生有志がアテンド）、「英語村」での学生交流 
 
  ○モンゴル行政研修員の受入れ 
   日 程：１２月１３日(金) 
   来訪者：モンゴル中央県からの研修者３名 
   内 容：本学の教育内容の説明と意見交換、学内見学など 
 
  ○「ロシア極東地域の鳥取県サポーター育成事業」訪問団の受入れ 
   日 程：１２月１６日(月) 
   来訪者：ロシア極東地域在住の対日関心の高い青年（日本語履修者） ８人 
   内 容：学長表敬、ロシア語授業での本学生との交流及び昼食、「英語村」での学生交流 
 

 

新研究科設置構想 

１．新研究科設置構想検討委員会（委員長：高橋副学長、副委員長：岡田環境学部長） 

  概 要：現在の環境学部並びに経営学部を基礎とした、新研究科（大学院）の設置構想（入

学定員や専攻、教育課程案等）を検討。１２月までに計１３回開催し、継続中。 

 

２．新研究科設置に係るニーズ調査（アンケート）の実施 

  概 要：文部科学省への設置認可に係る事務相談等においては、①学生確保に係るもの、

②社会的人材需要に係るものの両面からのニーズ調査（アンケート）が注視され

るため、１２月より随時実施中。調査件数は、①②とも約１,０００件を予定。 

 

 

サステイナビリティ研究所 

 

１．リサイクルフロンティア in 鳥取（開催後の報告） 

・開催日 ：１０月２９日（火）１３：３０～ １６：３０ 

・会 場 ：とりぎん文化会館小ホール 

・主 催 ：鳥取県、鳥取環境大学 

・後 援 ：環境省、公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 他１２団体 

・参加者 ：約１００名 

・内 容 ：表彰、基調講演、事例発表、パネルディスカッション 

 

２．特別企画シンポジウム（開催後の報告） 

・テーマ ：「低炭素社会の実現に向けて ～廃棄物処理の選択肢～」 

・開催日 ：≪大阪会場≫１１月１５日（金）１３：３０ ～ １６：３０ 

      ≪東京会場≫１１月２８日（木）１３：３０ ～ １６：３０ 
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・会 場 ：≪大阪会場≫國民會館 武藤記念ホール（大阪市中央区大手前２-１-２） 

≪東京会場≫都道府県会館 １０１大会議室(東京都千代田区平河町２-６-３) 

・主 催 ：鳥取環境大学、株式会社 廃棄物工学研究所 

・後 援 ：環境省 

・参加者 ：≪大阪会場≫６５名  ≪東京会場≫１０３名 

・内 容 ：基調講演、特別講演、技術解説、地方行政解説、パネルディスカッション 

 

３．海ごみに関する国際シンポジウム（開催後の報告） 

・テーマ ：「美しい海を取り戻そう－漂流ごみ、漂着ごみについて私たちができること－」 

・開催日 ：１１月１９日（火）１４：３５ ～ １７：５０ 

・会 場 ：鳥取環境大学大講義室（１１講義室） 

・主 催 ：鳥取環境大学 

・後 援 ：環境省、鳥取県、鳥取市、鳥取県漁業協同組合、 

（公財）環日本海環境協力センター、（公社）全国都市清掃会議 

・参加者 ：２０４名 

・内 容 ：環境省・市民・米国の取組報告、本学調査研究報告、パネルディスカッション 

 

４．三井住友信託銀行鳥取支店でのパネル等展示（展示実施後の報告） 

・期 間 ：１月１４日（火）９：００ ～ 同月２０日（月）１５：００ 

・場 所 ：三井住友信託銀行 鳥取支店ロビー 

・主 催 ：三井住友信託銀行 鳥取支店（サステイナビリティ研究所は協力） 

・内 容 ：大学紹介（パネル、各種資料（配付））、 

サステイナビリティ研究所紹介（パネル、パンフ（配付）） 

サステイナビリティ研究所研究紹介（パネル、ｅラーニングＤＶＤ、グッズ） 

バイオマス研究、海ごみ研究、芦津モモンガプロジェクトの紹介 

 

５ 廃棄物の適正処理と３Ｒの経済的価値に関するワークショップ（予定：非公開） 

  ・開催日 ：２月８日（土）１３：３０ ～ １８：００ 

  ・会 場 ：ホテルニューオータニ鳥取 はまなす 

  ・主 催 ：鳥取環境大学 

  ・参加者 ：バイオマス研究に関わる研究者１５名程度を予定 

  ・内 容 ：本学研究報告、講演、意見交換 

 

６ 「絶滅危惧種について（生態と保全）」のセミナー講師派遣（予定） 

  ・開催日 ：３月５日（水）１４：００ ～ １５：００ 

  ・会 場 ：ホテルニューオータニ 鳳凰の間 

・主 催 ：三井住友信託銀行 鳥取支店（サステイナビリティ研究所は協力） 

  ・講 師 ：環境学部 小林 朋道 教授（サステイナビリティ研究所研究員） 
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地域イノベーション研究センター 

１．地域貢献 

区分 事業名 依頼先 期間 教員名 

新規 
鳥取砂丘イリュ－ジョン実施におけ

る経済効果検証 

新生鳥取砂丘

イリュ－ジョ

ン実行委員会 

～H26/3/31 
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 高井 亨 

継続 第 2回 鳥取景気動向研究会 

主催：  

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮ

ﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

H25/10/28 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

教授 千葉 雄二 

講師 高井 亨 

 

２．シンポジウム・講演等 

タイトル/概要 期間 場所 

対象/ 

参加人数 教員名 

「山陰海岸ジオパ-ク」鳥取市域エリア拡大

フォーラム ジオパ-クで地域を発展させ

よう！コーディネ－タ－ 

9/22 青谷町総合支所 一般/150名 
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

姫島・豊後大野ジオパーク交流会 

講演 

「ジオパークが地域に与えた影響」 9/24 
離島振興センタ

ー 

一般市民，

ガイド，役

場職員，議

会議員等

/150 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

おおいた豊後大野ジオパーク 

講演 

「ジオパークが地域に与えた影響」 

9/26 豊後大野市役所 

ガイド，市

役所職員等

/20 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

兵庫県立人と自然の博物館「ジオキャラバ

ン in 湖山池」展示 

9/26～

10/22 

湖山池情報プラ

ザ 
来場者等 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

日本地理学会ポスターセッション 

「大地の遺産選定について」 
9/28,29 福島大学 

学会関係者

等 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

第 4回ジオ談会 

「APGN 済州島大会について」 

 

 

10/8 
兵庫県豊岡総合

庁舎 

ジオパーク

関係者，一

般等/26 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

第 30 回全国緑化とっとりフェア 

ジオワンダ－ツア－in 青島 

（プロジェクト研究 3 山陰海岸ジオパ-ク～

湖山池ジオツア-の開発～） 

10/13 
湖山池情報プラ

ザ，青島 
一般/30 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

日本ジオパークネットワーク隠岐大会 

（分科会オーガナイザー） 10/15～

18 
隠岐の島 

ジオパーク

関係者，一

般等/約 100

名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

エコツーリズム国際大会in鳥取    エ

クスカーション H案内者 
10/20 

米子～湖山池～

鳥取砂丘 

参加者/約

30 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 
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山陰海岸ジオパーク城崎国際学術会議 

（セッション座長，ポスター発表） 

「ジオツア－を通じた地理学者と地域住民

のコミュニケ－ション～山陰海岸ジオパ－

クを事例に～」 

10/25,26 
城崎温泉 西村

屋ホテル 

ジオパーク

関係者，一

般市民等 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

基調講演会＆トークセッション 

「鳥取型地域経済の再生と成長戦略を考え

る」 

トークセッション進行役 

11/21 
とりぎん文化会

館 
一般/200名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

教授 千葉 雄二 

山陰海岸ジオパ－クバスジオツア－  

講師「ジオパ－クについて」 
11/23 

京丹後市、豊岡

市 

一般/ 

約 25 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

鳥取環境大学公開講座 

講師「山陰海岸ジオパ-クの文化遺産」 
12/7 鳥取県立図書館 

一般/ 

約 30 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

鳥取環境大学公開講座 

講師「環境や生命はいくら？」 
12/14 米子市立図書館 

一般/ 

約 20 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 高井 亨 

基調講演「地域に輝く岩美高校！ フォ－ラム」 

講師「地域に果たす高校の役割と存在」 
12/15 

岩美町中央公民

館 
一般/ 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

基調講演「地域に輝く岩美高校！ フォ－ラム」 

講師「地域に果たす高校の役割と存在」 
12/15 

岩美町中央公民

館 

一般/約 50

名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

｢街なか×環境大学 in バ-ドハット」 

英語村ブース/フリ－マ－ケット/音楽演奏 

トークセッション＆交流会 

テ－マ「鳥取の街なかについて」 

街なか企業人×現役大学生×大学教員によるト

ークイベント 

12/22 

鳥取駅前 

バードハット、

Cafe de GRECO 

一般/多数 
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 倉持 裕彌 

「宅配事業についてのアンケート調査」報告講演 
1/17 

鳥取県生活協同

組合 

鳥取県生協

職員/30 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

教授 千葉 雄二 

「第２回ビブリオバトル in 鳥取」 
1/18 

鳥取市/ギャラ

リ－そら 

学生一般/

約 20 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 高井 亨 

鳥取学～とっとり再発見 講義 

「ｼﾞｵﾊﾟ－ｸとジオツ－リズム」 
1/20 鳥取大学 

学生一般/

約 120 名 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ 

講師 新名 阿津子 

 

３ 情報発信関係（TV、新聞、執筆関係） 

（１）新聞寄稿 

 

 

 

掲載日 見出し 新聞 執筆者 備考 

9/30 事業所再編と就業 日本海新聞 教授 千葉 雄二 別添 

10/28 選択の合理性を変化させる 日本海新聞 講師 倉持 裕彌 別添 

11/25 山陰海岸ジオパ－クさらなる飛躍考える時期に 日本海新聞 講師 新名 阿津子 別添 

12/23 公開講座への誘い「環境や生命はいくら？」 日本海新聞 講師 高井 亨 別添 
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（２）ＴＶ出演及び新聞掲載 

・日本海ケーブルネットワーク多事彩々「地域の防災力を考える」 

放送日：９月２９日～１０月４日、１８：００から 2 時間のくり返し放送 

出演：地域イノベーション研究センター 教授 千葉 雄二   

日本海新聞掲載日： 9月 24 日 （別添） 

 

・姫島・豊後大野ジオパーク交流会 

講演「ジオパークが地域に与えた影響」 

開催日：９月２６日 

場所：豊後大野市 

担当：地域イノベーション研究センター 講師 新名阿津子  

大分合同新聞 掲載日： 9 月 29 日 （別添） 

 

・イナバぴょんぴょんネット 「こんにちは鳥取市です」 
＊特集・おしえて！生ボイス「山陰海岸ジオパ-ク」  

放送日：１０月１８日～１９日 

出演：地域イノベーション研究センター 講師 新名阿津子 

 

・イナバぴょんぴょんネット 「山陰海岸ジオパ-ク」鳥取市域エリア拡大フォーラム  

放送日：１０月２２日～２６日、１４：００から 

出演：地域イノベーション研究センター 講師 新名阿津子 

 

・基調講演会＆トークセッション 

「鳥取型地域経済の再生と成長戦略を考える」 

トークセッション進行役 

開催日：１１月２１日 

場所：とりぎん文化会館 

担当：地域イノベーション研究センター 教授 千葉雄二  

日本海新聞 掲載日： １２月３日 （別添） 

   

・鳥取環境大学公開講座 地域の知の拠点～Center of Community～ 

講演「山陰海岸ジオパ-クの文化遺産」 

    開催日：１２月７日 

    場所：鳥取県立図書館 

    担当：地域イノベーション研究センター 講師 新名阿津子  

日本海新聞 掲載日： １２月８日 （別添） 

読売新聞 掲載日： １２月８日 （別添） 

 

・基調講演「地域に輝く岩美高校！ フォ－ラム」  

    講演「地域に果たす高校の役割と存在」 

    開催日：１２月１５日 

    場所：岩美町中央公民館 

    担当：地域イノベーション研究センター 講師 新名阿津子  
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日本海新聞 掲載日： １２月１６日 （別添） 

 

・日本海新聞 取材 

取材内容：「山陰海岸ジオパ－ク拡大エリアを日本ジオパ－ク認定。」 

取材日：１２月１６日 

出演：地域イノベ－ション研究センター 講師 新名阿津子 

日本海新聞 掲載日： １２月１７日 （別添） 

 

ＩＳＯ関連 

１ ＩＳＯ１４００１ ２年次定期外部（サーベイランス）審査 

  ・審査日 ：１月３１日（金）９：００ ～ １７：３０ 

  ・審査機関：（株）日本環境認証機構（ＪＡＣＯ） 

  ・審査員 ：ＪＡＣＯ－ＭＳ審査部 高濱 隆 氏 

  ・審査部署：経営者（トップマネジメント）、環境管理責任者、内部監査チーム、 

        企画課・国際交流室、地域イノベーション研究センター、施設（総務課） 

 

Ⅱ 学務関係 

 

学生生活関連 

１．鳥取環境大学通学費補助について 

  ・概  要  通学定期券料金の一部補助 

         県内の居宅から、西日本旅客鉄道、若桜鉄並びに智頭急行の通学定期券を使

用して通学している者を対象とし、通学定期券料金の月額分の１万円を超え

る部分を補助する。 

  ・助成学生数 ４名 

 

２．第１３回環謝祭 

   １０月１９日（土）、２０日（日）の両日に第１３回環謝祭が開催され、学生有志によるイ

ベント、展示など計３３のイベントを実施し、約２，３００人の来場者がありました。 

 

３．第１０回環大コンペ 

   大学生活の向上あるいは地域社会へ貢献する企画を実施した学生団体に対し、「鳥取環境大

学を支援する会」より活動資金が贈呈されました。 

   第１位（賞金１０万円） 

「青島を活用したジオツアーの開発及び新たな観光スポットとして提案」 

（団体名：新名プロ研チーム） 

第２位（賞金８万円） 

「第１３回環謝祭「躍進」～鳥取が誇れる環謝祭へ～」 

（団体名：鳥取環境大学大学祭実行委員会） 

第３位（賞金５万円） 

「Port café ～和花～」（団体名：無国籍茶道部） 

奨励賞（賞金１万円） 

「英語村でのＴｅａ Ｐａｒｔｙ」（団体名：無国籍茶道部） 

      「鹿野地域活性化プロジェクト」（団体名：鳥取環境大学地域調査団） 
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４．就職面接会の実施 

   昨年度に引き続き、鳥取労働局と本学の共催で、就職面接会をしました。 

  ・実 施 日  １１月１４日（木） 

  ・実施場所  学生センター会議室 

  ・参加企業  ２１社（昨年度：２７社） 

  ・参加学生  ２３名（昨年度：２７名） 

  ・内定者数  １１名 

 

５．第９回ＯＢ・ＯＧによる進路相談会 

   本学同窓会と学務課がタイアップし、卒業生による在学生向け進路支援企画を開催しました。

農業、サービス、金融、公務、製造等様々な分野で活躍中の１期生から９期生の卒業生が相談

員として参加しました。 

・実 施 日    １１月３０日（土）１４時～１７時３０分 

  ・実施場所    学生センター多目的ホール 

  ・卒業生参加数  ２４名 

  ・参加学生数   ７２名（３年生６８名、２年生４名） 

 

６．資格取得等の状況 

・日商簿記２級検定 

     学内講座受講者数 １３名  合格者数 ３名 

・３級ファイナンシャルプラニング技能検定 

     学内講座受講者数 ３０名  合格者数 ２１名 

 

７．英語村スピーチコンテスト 

   学生の英語力、プレゼンテーション能力をより高めるため、スピーチコンテストを実施し 

ました。 

  ・日  時  １１月２２日（金） 

・参加学生   １０名（１年生３名、２年生３名、３年生２名、４年生１名、院生１名） 

 

教務関連                                                   

１．保護者懇談会（対象学年 ３・４年次） 

  ・１１月９日（土）  

午前 ３年次 全体会 ４０名、個別懇談 ３２名 

午後 ４年次 個別懇談 ２３名 

 

２．プロジェクト研究２・４発表会 

  ・１月２３日（木） 

  ・テーマ数 プロジェクト研究２ ４４、プロジェクト研究４ ４４ 

  ・受講者数 プロジェクト研究２ ３０２名、プロジェクト研究４ ２８４名 

 

３．島根大学を幹事校とする大学間連携共同教育推進事業（文部科学省補助金事業） 

 ・試行授業「自然体験をしてみよう会」 

 （なぜ、今、自然体験なのか、そのヒミツを探る） 鳥取短期大学 

１２月1４日（土）～１５日（日） 

   鳥取短期大学および船上山少年自然の家   参加学生数 ２名 
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４．環境教育に関する４大学連携支援プログラム対応 

  ・内容：平成２５年度後期は以下の１科目の遠隔講義を実施 

   配信：「水環境工学」 木１限（三野教授） 

   受講者数：本学 ５１名   人間環境大学 １名 

  ・ＴＶ会議 

   １１月１４日（木） 古澤学長、三野先生、荒田先生 

  

Ⅲ 入試広報関係 

 

広報関連 

１．岡山県高等学校との情報交換会 

  開催日等  １２月１９日（木） １５:３０～１８:００ 

     会  場  岡山国際交流センター 交流サロン 

   参加校数  22 校 

本学出席者 古澤学長、冨岡学部長、小林副学部長、入試広報課、岡山支局他 

内  容  本学近況報告、学部紹介、入試状況、各高校近況報告、情報交換、質疑応答 

 

２．進学相談会（10 月～12 月） 

10 月： 3会場（岡山、広島、福岡）  34 人来訪 

11 月： 1 会場（鳥取） 5 人来訪 

   12 月： 4 会場（大阪、神戸、米子、松江）43人来訪 

 

３．高校内ガイダンス（11 月～12 月） 

11 月：4 校〔京都府：京都共栄学園高校〕〔岡山県：岡山学芸館高校、創志学園高校〕 

    〔広島県：武田高校〕 

12 月：1 校〔兵庫県：生野高校〕 

   

４．出前授業（11月～12月） 

  11 月：4 校〔大阪府：能勢高校 2回、枚岡樟風高校〕〔福岡県：伝習館高校〕 

  12 月：2 校 〔兵庫県：福崎高校〕〔岡山県：玉野高校〕 

 

５．来学者（10 月～1 月） 

10 月：団体 2件〔米子白鳳高校 7名、湯梨浜町中央公民館婦人会 23名〕 

  11 月：団体 3件〔鳥取東高校 43 名、鳥取商業高校 9名、米里小学校 37名〕 

   12 月：団体 2件〔米子南高校 39名、食生活改善推進員連絡協議会はわい支部 23 名〕 

    1 月：団体 2件〔鳥取中央育英高校 40 名、米子南高校 40名〕       

 


