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◎

弘前大学授業料改定について（学長見解）
平成１８年度弘前大学個別学力試験実施における八戸試験場の設置
について
平成１７年度年度計画（案）
弘前大学学則新旧対照表（案）
弘前大学大学院学則新旧対照表（案）
弘前大学における講座に関する規程新旧対照表（案）
弘前大学医学部規程新旧対照表（案）
弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表（案）
弘前大学大学院医学研究科委員会規程新旧対照表（案）
弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表（案）
弘前大学名誉博士称号授与規程新旧対照表（案）
平成１７年度帰国子女特別選抜学生募集要項（秋季入学）（案）
平成１７年度私費外国人留学生募集要項（秋季入学）（案）
名誉教授候補者名簿・履歴書・功績調書・在職年数調書
学長候補者選考までのスケジュール（案）・国立大学法人弘前大学
学長候補者選考規程（案）・国立大学法人弘前大学学長候補者選考
規程施行細則（案）・弘前大学学長の解任手続に関する規程（案）
（様式１）
学術情報部事務組織改組（平成１７年４月１日改組予定）
医学部・附属病院事務組織（再編）
２１世紀教育センター運営委員会報告要旨
教育・学生委員会（第１１回）議事要録（案）
研究・施設マネジメント委員会開催通知
第９回社会連携委員会議事要旨（案）
入学試験委員会開催資料・平成１７年度弘前大学入学者選抜個別学
力検査実施結果

議事に先立ち，２月８日開催の教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ，承認さ
れた。
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議題１

議題２
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授業料について
学長から，資料「弘前大学授業料改定について（学長見解）〈未定稿〉」に基づき，
授業料標準額改定問題の経緯及び学内の対応，授業料標準額改定に対する考え方，授業
料標準額改定に対する学長見解について説明があり，「本学の授業料の据え置きによる
教育研究及び管理運営経費の減額分は，本学の管理運営上の節約等の処置では到底吸収
し解消することは出来ず，据え置きによる影響は，後年度にも継続されると予想され，
教育研究の質の維持に重大な支障を来すことが懸念されると判断し，授業料標準額の改
定額と同額（15,000円）の値上げもやむを得ない。」とする見解が示された。
続いて審議の結果，上記学長見解が了承され，学長から，授業料の改定については，
３月１５日（火）開催の経営協議会の審議を経て最終的には役員会で結論を出すことに
したい旨発言があった。
平成１７年度年度計画について
昆理事から，資料１に基づき，次のとおり説明があり，了承された。
(1) 平成１７年度年度計画の原案については，学部等からの年度計画に基づき，評価
室においていくつかの方針を立て，分析・取りまとめを行ったこと。
(2) 当該原案の構成として，「中期計画」に記載されている見出しを記載したこと。
(3) 当該原案は，経営協議会，役員会を経て，今月末までに文部科学省へ提出するこ
と。
(4) 今後更に評価室においても精査するが，各学部等で修正する箇所があれば申し出
願いたいこと。また， 学長が記載する部分もあることから，大幅な変更はないが，
多少変更もあり得ること。
関連して学長から，年度計画に記載されている事項については，各年度毎に完結して
いき，実績を積み重ねてもらいたい。また，目標を達成できるよう努力願いたい旨発言
があった。

議題３ 学内諸規則の一部改正について
(1) 弘前大学学則の一部改正
渡邉総務部長から，資料２に基づき，人文学部に置く課程の名称及び入学定員を変更
すること，高等学校卒業程度認定試験規則の施行に伴い，入学資格に関する規定を改め
ることなどに伴う改正内容等について説明があり，審議の結果了承され，役員会へ提案
することとした。
(2) 弘前大学大学院学則の一部改正
渡邉総務部長から，資料３に基づき，医学研究科の名称を医学系研究科に変更し，新
たに保健学専攻（修士課程）を設置することに伴う改正内容等について説明があり，審
議の結果了承され，役員会へ提案することとした。
(3) 弘前大学における講座に関する規程の一部改正
渡邉総務部長から，資料４に基づき，人文学部に置く課程の名称を変更すること，医
学研究科の名称を医学系研究科に変更することに伴う改正内容等について説明があり，
審議の結果了承され，役員会へ提案することとした。
(4) 弘前大学医学部規程の一部改正
兼子医学部長から，資料５に基づき，保健学科のカリキュラムに共通コア科目を新設
するとともに，授業科目配列の順序性・整合性を改善し点教育目的の効果的な達成を図
ることなどに伴う改正内容等について説明があり，審議の結果了承され，役員会へ提案
することとした。
(5) 弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正
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兼子医学研究科長から，資料６に基づき，医学研究科の名称を医学系研究科に変更し
，保健学専攻（修士課程）を設置することに伴う改正内容等について説明があり，審議
の結果了承され，役員会へ提案することとした。
(6) 弘前大学大学院医学研究科委員会規程の一部改正
兼子医学研究科長から，資料７に基づき，医学研究科の名称を医学系研究科に変更し
，保健学専攻（修士課程）を設置することに伴う改正内容等について説明があり，審議
の結果了承され，役員会へ提案することとした。
(7) 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正
佐々木副病院長から，資料８に基づき，医学研究科の名称を医学系研究科に変更する
ことに伴う改正内容等について説明があり，審議の結果了承され，役員会へ提案するこ
ととした。
(8) 弘前大学名誉博士称号授与規程の一部改正
渡邉総務部長から，資料９に基づき，名誉博士記の様式を変更することに伴う改正内
容等について説明があり，審議の結果了承され，役員会へ提案することとした。
議題４ 平成１７年度入試関係要項について
(1) 平成１７年度帰国子女特別選抜学生募集要項（秋季入学）（案）
大関理事から，資料１０に基づき，面接時間，試験場の変更など昨年度との変更点に
ついて説明があり，審議の結果了承され，役員会へ提案することとした。
(2) 平成１７年度私費外国人留学生募集要項（秋季入学）（案）
大関理事から，資料１１に基づき，小論文の試験時間及び面接時間の変更など，昨年
度との変更点について説明があり，審議の結果了承され，役員会へ提案することとした
議題５

報告事項
報告１

弘前大学名誉教授の称号授与について
平成１６年１２月３１日をもって辞職された元医学部医学科公衆衛生学講座教授 三
田禮造氏に対する本学名誉教授称号授与について，兼子医学部長から，資料１２に基づ
き，同氏の略歴，功績等の説明があり，審議の結果，平成１７年１月１日付けで弘前大
学名誉教授の称号授与が了承され，役員会へ提案することとした。

学長選考会議報告
兼子学長選考会議議長から，資料１３に基づき，学長候補者選考規程（案），同施行
細則（案）及び学長解任手続規程（案）の趣旨，規定内容等について，また，学長候補
者選考に係るスケジュールについて説明があった。
なお，学長候補者選考規程（案）等に対し意見等がある場合には，３月１７日（木）
までに文書により総務部総務課あて申し出ることとし，経営協議会の意見等をも踏まえ
て，３月２２日（火）開催の学長選考会議で最終案をまとめることとした。

報告２ 教員人事について
(1) 教員の採用・昇任
佐藤教育学部長，兼子医学部長，山寺医学部保健学科長及び豊川農学生命科学部長か
ら，資料１４に基づき，下記教員の採用及び昇任について報告があった。
教育学部
福島 裕敏（一橋・明治大学非常勤講師） 助教授採用（17.4.1 付け）
釜崎
太（日本体育大学助手） 講師採用（17.4.1 付け）
医学部医学科
外崎 敬和（同医学科講師） 助教授昇任（17.3.1 付け）
山田 勝也（秋田大学助手） 助教授採用（17.4.1 付け）
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山田

医学部保健学科

農学生命科学部

俊幸（財団法人佐々木研究所主任研究員） 助教授採用
（17.4.1 付け）
新井 正康（北里大学講師） 助教授採用（17.4.1 付け）
井瀧千恵子（札幌医科大学講師） 講師採用（17.4.1 付け）
千葉 正司（新潟大学助教授） 教授採用（17.4.1 付け）
尾田
敦（同学科講師） 助教授昇任（17.4.1 付け）
葛西 身延（同学部助教授） 教授昇任（17.4.1 付け）
佐野 輝男（同学部助教授） 教授昇任（17.4.1 付け）

報告３

理工学部の学科再編構想について
南條理工学部長から，弘前大学運営諮問会議答申，高等学校側からの要望，企業から
の要望など社会のニーズに応えるため，現在の５学科（数理システム科学科，物質理工
学科，地球環境学科，電子情報システム工学科，知能機械システム工学科）を６学科（
数理科学科，物理学科，物質創成化学科，地球環境学科，電子情報工学科，知能機械工
学科）に再編すること，各学科の学生定員及び教員組織の変更など学科再編構想につい
て説明があった。

報告４

学生の交通事故について
山寺医学部保健学科長から，２月２０日に同学科の２年次男子学生が弘前市内で，道
路に寝ていた男性を車で引いたという交通事故について，事故に至った経緯，警察での
事情聴取など事故発生時から現在までの状況等について報告があった。

報告５

弘前大学名誉博士称号授与式及び受章記念講演会について
中澤理事から，小野正文氏及び相馬正一氏への名誉博士称号授与に伴う授与式及び記
念講演会について，称号授与式を平成１７年４月６日（水）１５時から事務局大会議室
で行い，受章記念講演会を同日の１５時３０分から創立５０周年記念会館「みちのくホ
ール」で行う旨報告があった。また，記念講演会は，主に新入生を対象とし，演題は未
定である旨報告があった。

報告６

弘前大学入学試験八戸試験場について
学長から，資料（平成１８年度弘前大学個別学力試験実施における八戸試験場の設置
について）に基づき，八戸試験場設置の目的，設置の理由，留意すべき点，円滑に実施
するための検討課題等について説明があり，高校長会，高校の教諭，八戸地域などから
も要望があることから，八戸試験場を設置したいと考えている旨発言があった。
また，学長から，実施する場合の各学部での問題点など意見等を３月２５日（金）ま
でに文書にて学長あて申し出願いたい旨発言があった。
関連して南條理工学部長から，理工学部において，札幌試験場の設置を検討している
ことの説明があった。

報告７

法人化後の大学運営について
学長から，法人化後の大学運営について，次のとおり説明があった。
(1) 法人化後の大学運営について，各部局等から意見等を伺ったが，組織の運用面で不
便さを感じている旨の意見が多いように見受けられたこと。
(2) 昨年１０月に文京町地区の事務組織を再編したが，平成１７年４月１日から本町地
区の事務組織も再編すること。
(3) 事務局の学術情報部であるが，業務が錯綜していることなどから，再編し整備する
こと。
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(4) 附属病院に役員会とのパイプ役となる理事又は理事相当職を置くこと。
(5) 現在，研究・施設マネジメント担当理事が兼務している附属図書館長を独立させる
こと。
(6) 附属病院の経営改善の必要性から，いわゆる異動官職のうち，医学部事務部次長及
び学務課長制を廃止すること。併せて，業務の合理化・効率化の観点から医学部医事
課業務の一部をアウトソーシングすることにより事務系職員を削減し，その人員を附
属病院内の他の部署へ投入すること。
(7) これらの改革等は，平成１７年４月１日から実施することとし，今後も改善を進め
ていくこと。また，関連規則等は，おって整備すること。
関連して渡邉総務部長から，資料１５に基づき，学術情報部に情報管理課及び情報サ
ービス課を改編し，情報基盤業務の充実図るため，学術情報課及び情報基盤課を設置す
ること，また，医学部事務部を医学部事務部と附属病院事務部に改編することなど事務
組織の再編について説明があった。
報告８

事務組織の再編について
「報告７」で報告。

報告９ 委員会報告
(1) ２１世紀教育センター運営委員会
矢島センター長（同委員会委員長）から，資料１６に基づき，２月１８日開催の同委
員会について，次の事項の概要について説明があった。
○ 文部科学省・研究開発評価に係るヒアリング
○ 平成１８年度のカリキュラム
○ 平成１６年度後期末試験追試験
○ 平成１７年度開講計画
○ 平成１７年度における２１世紀教育科目及び国際交流科目から共通教育科目への読
み替え表
○ 平成１７年度高等学校との公開講座対象科目
○ 平成１７年度学外非常勤講師資格審査
○ 平成１７年度非常勤講師による授業計画の変更 ほか
(2) 教育・学生委員会
大関理事（同委員会委員長）から，資料１７に基づき，２月２３日開催の同委員会に
ついて，次の事項の概要について説明があった。
○ 指導教員の手引き（クラス担任マニュアル）
○ 教育実習校への謝礼金単価（教育学部を除く。）
○ 人文学部からの「要望書」の取扱い
○ 学内の盗難・破壊事件及び交通事故における届出等
○ 学生寮の入寮選考
○ 平成１７年度第５６回東北地区大学総合体育大会
(3) 研究・施設マネジメント委員会
中澤理事（同委員会委員長）から，資料１８に基づき，３月２日開催の同委員会につ
いて，次の事項の概要について説明があった。
○ 平成１６年度研究推進白書の作成
○ 弘前大学旧制官立弘前高等学校外国人教師館規程（案）
○ 平成１６事業年度に係る実績に関する報告書
○ 平成１７年度年度計画（原案）
○ 平成１７年度重点研究
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○ 知的財産創出本部
○ 国立大学法人弘前大学防火管理規程の一部改正
○ 文京町地区道路等名称募集
(4) 社会連携委員会
久慈理事から，資料１９に基づき，２月２１日開催の同委員会について，次の事項の
概要について説明があった。
○ 本学の社会連携ポリシー
○ 正門設置モニターの利活用
(5) 入学試験会委員会
大関理事から，資料２０に基づき，２月１５日開催の同委員会について，次の事項の
概要について説明があった。
併せて，２月２５日（土）・２６日（日）に実施された前期日程の実施結果（一般選
抜 募集人員８７３人 合格者９３６人，私費外国人留学生特別選抜 募集人員 若干
名 合格者１０人）について報告があった。
○ 平成１７年度弘前大学入学者選抜個別学力検査の実施
○ 弘前大学説明会の開催日
○ 入試電算システムの導入
○ 受験産業による入試問題の講評
○ 学外試験会場
報告10

理事の異動について
学長から，財務担当理事の異動について，三國 治財務担当理事（事務局長）が平成
１７年３月３１日をもって辞職することになり，その後任には，中山文夫国立オリンピ
ック記念青少年センター総務部長が内定している旨報告があった。

報告11 その他
(1) 事務系幹部職員の異動について
総務部長から，本評議会評議員の工藤学務部長及び相川施設環境部長が３月３１日を
もって定年退職する旨報告があった。
なお，学長から両部長へこれまでのご労苦に対し謝辞があり，両部長から挨拶があっ
た。
(2) 次回以降の開催予定日について
次のとおり予定することとした。
４月１２日（火）１３：３０～
５月１０日（火）１３：３０～
以 上

