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教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成３０年３月１３日（火） １３：４７～１４：４３ 

場     所    創立５０周年記念会館２階 岩木ホール 

出 席 評 議 員         佐藤(学長・議長)，吉澤，加藤(健)，伊藤，郡，今井，戸塚，若林，木田，

加藤(博)，佐々木，北原，村岡，檜垣，中井，福田の各評議員 

役員等陪席者    山内監事，神本学長特別補佐，日景学長特別補佐，藤岡学長特別補佐 

事務局等陪席者 三浦総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，亀谷

研究推進部長，小山社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室

企画調整役，齊藤国際連携本部調整役，佐藤総務広報課長，浅利企画課長，

庄司人事課長，石川教務課長，土門入試課長，三上研究推進課長，長谷川

総務広報課課長補佐，今総務広報課総務･秘書グループ係長，齋藤総務広

報課総務･秘書グループ主任 

その他陪席者  なし 

 

【配付資料】 

資料 1    弘前大学苦情処理室室員名簿 

資料 2    略歴書【要回収】 

  資料 3    弘前大学とカターニア大学との大学間交流協定の締結について 

  資料 4    弘前大学と国立屏東大学との大学間交流協定の締結について 

  資料 5    弘前大学と太原理工大学との学生交流に関する覚書の締結について 

  資料 6    弘前大学とオアハカ州立自治ベニートフアレス大学との学生交流に関する覚書

の締結について 

資料 7-1  国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の制定等について 

資料 7-2  国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程（案） 

資料 7-3  国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項（案） 

資料 7-4  教員業績評価報告書未提出者に係る配分経費の取扱いについて（案） 

資料 8-1  平成30年度事業概要（年度計画） 

資料 8-2  平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案） 

資料 9-1  弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する

規程の一部改正について 

資料 9-2  弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する

規程新旧対照表（案） 

資料10    東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱

要項（案） 

資料11    平成28年（2016年）熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免

除に関する取扱要項（案） 

資料12    平成28年台風10号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する

取扱要項を廃止する学長裁定（案） 

資料13-1  弘前大学研究・イノベーション推進機構規程の一部改正について 

資料13-2  弘前大学研究・イノベーション推進機構規程等新旧対照表（案） 

資料13-3  弘前大学研究・イノベーション推進機構研究戦略室要項（案） 

資料14-1  国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について 

資料14-2  国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程新旧対照表（案） 

資料14-3  弘前大学における安全保障輸出管理体制（案） 
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資料15-1  外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について 

資料15-2  国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程新旧対照表（案） 

資料15-3  国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程新旧対照表（案） 

資料15-4  国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程（案） 

資料15-5  国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程（案） 

資料15-6  外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備に伴い改正を行う

学内規則等一覧（案） 

資料16-1  弘前大学研究員等受入れ規程等の一部改正等について 

資料16-2  弘前大学研究員等受入れ規程新旧対照表（案） 

資料16-3  弘前大学国内研究員制度実施要項を廃止する要項（案） 

資料16-4  弘前大学特別研究員制度実施要項を廃止する要項（案） 

資料17    共同研究講座等の概要 

資料18    寄附講座等の概要 

資料19-1  教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（人文科学領域） 

資料19-2  教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（教育・芸術領域） 

資料19-3  教員の資格審査（様式1）医学系（基礎医学領域） 

資料19-4  教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域） 

資料19-5  教員の資格審査（様式1）自然科学系（機能創成科学領域） 

資料20    平成28事業年度組織評価の評価結果［確定］ 

資料21    平成30年度弘前大学入学者選抜個別学力検査一般入試（前期日程）試験結果 

資料22    平成29年度第2回弘前大学グロウカルファンド採択課題一覧 

資料23    弘前大学安全保障輸出管理説明会実施要項 

資料24    教育委員会（第68回）議事要録（案） 

資料25    入学試験委員会議事要旨（案） 

 

 

◎佐藤学長から，2月13日開催の教育研究評議会議事要旨（案）の確認が行われ承認された。 

 

【審議事項】 

  審議１ 弘前大学苦情処理室室員の推薦について 

       学長から，資料1に基づき，平成30年3月31日付け任期満了に伴う室員につい

て，教育研究評議会が推薦する教員3名，教員以外の職員1名及び人事課の職員

1名の提案があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議２ 経営協議会の学外委員について 

       学長から，経営協議会の外部委員について，管理運営規則第45条第1項第3号

の規定に基づき，資料2に記載の者を経営協議会外部委員とすることについて

意見を聴取したところ，特に意見が無く，原案どおり承認された。 

 

  審議３ 弘前大学とカターニア大学との大学間交流協定の締結について 

       吉澤理事から，資料3に基づき，カターニア大学（イタリア共和国）の概要，

教育・研究に関する交流協定（案）について説明があり，審議の結果，原案ど

おり承認された。 
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  審議４ 弘前大学と国立屏東大学との大学間交流協定の締結について 

       吉澤理事から，資料4に基づき，国立屏東大学（台湾）の概要，教育・研究

に関する交流協定（案）及び学生交流に関する覚書（案）について説明があり，

審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議５ 弘前大学と太原理工大学との学生交流に関する覚書の締結について 

       吉澤理事から，資料5に基づき，太原理工大学（中華人民共和国）の概要，

学生交流に関する覚書（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承

認された。 

 

  審議６ 弘前大学とオアハカ州立自治ベニートフアレス大学との学生交流に関する覚書

の締結について 

       吉澤理事から，資料6に基づき，オアハカ州立自治ベニートフアレス大学

（メキシコ合衆国）の概要，学生交流に関する覚書（案）について説明があり，

審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議７ 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程等の制定等について 

       吉澤理事から，資料7-1～7-4に基づき，各教員の業績や組織に対する貢献度

等のより客観的かつ総合的な評価を可能とする新たな評価制度の導入に伴う，

関連規程等の制定及び廃止を行うことについて説明があり，審議の結果，原案

どおり承認された。 

 

  審議８ 平成３０年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について 

       吉澤理事から，資料8-1～8-2に基づき，平成30年度事業概要（年度計画）及

び国立大学法人弘前大学平成30年度の業務運営に関する計画（年度計画）につ

いて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

       なお，今後 において字 句等 の修 正 が生じた場 合は，学長 に一 任することとした。 

 

  審議９ 弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する

規程の一部改正について 

       伊藤理事から，資料9-1～9-2に基づき，平成27年度以前入学者等の学習機会

を拡充するため，放送大学との単位互換科目の履修に係る出願年次の制限を撤

廃することに伴う，規程の一部改正を行うことについて説明があり，審議の結

果，原案どおり承認された。 

 

  審議10 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について 

       伊藤理事から，資料10に基づき，東日本大震災により被災した者で本学への

入学を志願する者に対する検定料の免除を行うことについて説明があり，審議

の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議11 平成２８年（２０１６年）熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定

料の免除について 

       伊藤理事から，資料11に基づき，平成28年熊本地震により被災した者で本学

への入学を志願する者に対する検定料の免除を行うことについて説明があり，

審議の結果，原案どおり承認された。 
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  審議12 平成２８年台風１０号により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除につ

いて 

       伊藤理事から，資料12に基づき，平成28年台風10号により被災した者で本学

への入学を志願する者に対する検定料の免除について，本制度導入後の支援実

績が無いことなどから平成29年度限りで廃止することについて説明があり，審

議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議13 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程の一部改正について 

       郡理事から，資料13-1～13-3に基づき，研究・イノベーション推進機構にリ

スクマネジメント部門及び研究戦略室を設置することに伴う，関連規程の制定

及び一部改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認さ

れた。 

 

  審議14 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程の一部改正について 

       郡理事から，資料14-1～14-3に基づき，外為法の一部改正を踏まえた安全保

障貿易に係る機微技術管理ガイダンスの改訂に伴い，本学における安全保障輸

出管理の充実強化を図るため，規程の一部改正を行うことについて説明があり，

審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議15 外部機関との研究活動等及び産学連携に係る諸規則等の整備について 

       郡理事から，資料15-1～15-6に基づき，外部機関との研究活動等の活性化や

本学の産学連携の推進及び研究活動等における財務基盤の強化を図るため，関

連規程の制定及び一部改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案

どおり承認された。 

 

  審議16 弘前大学研究員等受入れ規程等の一部改正等について 

       郡理事から，資料16-1～16-4に基づき，国内研究員制度の所期の目標が達成

されたこと，及び弘前大学特別研究員が任期満了になったことにより，当該制

度を廃止するため，関連規程の廃止及び一部改正を行うことについて説明があ

り，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議17 共同研究講座の設置について 

       若林医学研究科長から，資料17に基づき，医学研究科に共同研究講座「QOL

推進医学講座」を平成30年4月1日から3年間設置することについて説明があり，

審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議18 寄附講座の設置期間延長について 

       若林医学研究科長から，資料18に基づき，設置期間を延長する寄附講座名，

設置期間，寄附金額等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認され

た。 
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【報告事項】 

  報告１ 教員の採用等について 

       今井人文社会・教育学系長，若林医学系長，加藤自然科学系長から，資料

19-1～19-5に基づき，下記職員の採用等について報告があった。 

【採用部局等】 
人文社会・教育学系(社会科学領域) 
人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 
医学系(基礎医学領域) 

〃 
医学系(臨床医学領域) 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

自然科学系(機能創成科学領域) 

【氏名】 
花田 真一
廣瀬  孝
井原 一成
今  智矢
村上  洋
村澤 真吾
三浦 智也
山田 直人
大石 将文
板谷 博幸
長瀬 勇人
米 内 山 真 之 介
久保 一利
松倉 大輔
小笠原尚志
阿部 和弘
山﨑 祥平

【現職】 
(金沢星稜大学経済学部准教授)
(青森県工業総合研究センター研究管理員)
(東邦大学医学部講師)
(青森県立中央病院医師)
(板柳中央病院医師)
(青森市民病院医師)
(医学部附属病院耳鼻咽喉科医員 )
(岩手医科大学麻酔学講座助教)
(大館市立総合病院医師)
(弘前中央病院医師)
(市立函館病院医師)
(青森市民病院医師)
(弘前愛成会病院医師)
(青森県立中央病院医師)
(八戸市立市民病院医師)
(つがる総合病院医師)
(自然科学系助教)

【職名】 
講 師採用 
講 師採用 
教 授採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
助 教採用 
准教授昇任 

【就任予定年月日】

(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 5. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 
(30. 4. 1付け) 

 

  報告２ 平成２８事業年度組織評価の評価結果について 

       吉澤理事から，資料20に基づき，平成28事業年度組織評価の評価結果につ

いて，各部局から意見申し立てがなかったことから，1月29日の役員会で承

認された内容で評価結果が確定したことについて報告があった。 

 

  報告３ 平成３０年度弘前大学入学者選抜個別学力検査一般入試（前期日程）試験結果

について 

       伊藤理事から，資料21に基づき，平成30年度弘前大学入学者選抜個別学力

検査一般入試（前期日程）における志願者数，欠席者数，受験者数及び合格者

数などについて報告があった。 

 

  報告４ 平成２９年度第２回弘前大学グロウカルファンドの採択結果について 

       郡理事から，資料22に基づき，平成29年度第2回弘前大学グロウカルファン

ド採択結果について報告があった。 

 

  報告５ 弘前大学安全保障輸出管理説明会の開催について 

       郡理事から，資料23に基づき，平成30年3月29日及び4月6日に創立50周年

記念会館岩木ホール及びコラボ弘大八甲田ホールにおいて，弘前大学安全

保障輸出管理説明会を開催することについて報告があった。 

 

 

  報告６ 委員会等報告 

        (1) 教育委員会議事要旨（２月２８日開催分） 

                 伊藤理事から，資料24に基づき，2月28日に開催された同委員会の次の事

項について報告があった。 
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         1. 弘前大学学位規則の一部改正について 

         2.  学生の協力による学修相談・支援サービスについて 

         3. 入学時に提出する誓約書及び保証書の様式について 

         4. 学生表彰の推薦に関する申合せについて 

         5. 観光マイスター育成プログラムについて 

 

        (2) 入学試験委員会報告（２月１５日開催分） 

                 伊藤理事から，資料25に基づき，2月15日に開催された同委員会の次の事

項について報告があった。 

         1. 平成30年度一般入試（前期日程・後期日程）の実施について 

         2.  東日本大震災，平成28年（2016年）熊本地震及び平成28年台風10号

により被災した弘前大学入学志願者の検定料免除並びに同取扱要項廃

止について 

 

 

  報告７ その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      平成３０年 ３月２０日（火） 15:30～ 経営協議会・教育研究評議会合同会議 

      平成３０年 ４月１０日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

      平成３０年 ５月１５日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

 

 

 

以    上 


