教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 録

日 時
平成１８年 ２月１４日（火） １３：３０～１５：４０
場 所
事務局大会議室
出席評議員
遠藤（学長・議長），須藤，加藤，久慈，石堂，佐藤（敬），南條，高橋，對馬
，矢島，丹野，星野，花田，佐々木(甚)，宮田，佐々木 (大），雨森，内山，吉
田，市川，片野の各評議員
役員等陪席者
藁科理事，小川理事，永井監事
監査室陪席者
新井室長
事務局陪席者
渡邉総務部長，及川財務部長，三浦総務課長，松井教務課長，斎籐入試課長他

配付資料
資料
（当日配付） 役員等一覧
資料
（当日配付） 教育研究評議会評議員名簿
資料１ （事前配付） 弘前大学学則新旧対照表（案）
資料２ （事前配付） 弘前大学における講座に関する規程新旧対照表（案）
資料３ （事前配付） 弘前大学２１世紀教育履修規程新旧対照表（案）
資料４ （事前配付） 弘前大学医学部規程新旧対照表（案）
資料５ （事前配付） 弘前大学理工学部規程新旧対照表（案）
資料６ （事前配付） 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程新旧対照表（案）
資料７ （当日配付） 学長選考会議委員名簿
資料８－１ （当日配付） 国立大学法人弘前大学中期目標新旧対照表
資料８－２ （当日配付） 国立大学法人弘前大学中期計画新旧対照表
資料８－３ （当日配付） 中期目標・中期計画一覧表 ※変更（案）に係る部分の抜粋
資料８－４ （当日配付） 総人件費改革の実行計画に関する情報提供について
資料９ （当日配付） 弘前大学社会連携ホリシー（案）
資料10 （当日配付） 様式（１）
資料11 （当日配付） 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表
資料12 （当日配付） 弘前大学入学試験委員会規程新旧対照表
資料13 （当日配付） 平成１８年度国立大学法人弘前大学予算配分方針
資料14 （当日配付） 平成１８年度大学入試センター試験教科別受験状況調
資料15 （当日配付） 平成１８年度弘前大学入学志願者調
平成１８年度私費外国人留学生入学志願者数（定員外）
資料16 （当日配付） ２１世紀教育センター運営委員会報告要旨
弘前大学における外国人留学生の２１世紀教育科目履修に関する規
程新旧対照表（案）
弘前大学２１世紀教育科目における「大学以外の教育施設等におけ
る学修」の単位認定に関する規程新旧対照表（案）
資料17 （当日配付） 教育・学生委員会（第２１回）議事要録（案）
弘前大学「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程新
旧対照表（案）
資料18 （当日配付） 文京町キャンパス整備計画
資料19 （当日配付） 第１５回社会連携委員会議事要旨（案）
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議事に先立ち学長から，２月１日付け再任に当たっての挨拶があった。
続いて，学長から２月１日付けで就任した新理事，新学長特別補佐，新医学部長，人文
学部事務取扱，新評議員の紹介があり，新理事等から挨拶があった。また，各評議員から
自己紹介があった。
なお，新理事等は次のとおり。
新理事
総務担当理事（副学長）
藁科 勝之
財務・施設担当理事（事務局長） 小川清四郎
教育・学生担当理事（副学長） 須藤 新一
研究担当理事（副学長）
加藤 陽治
新学長特別補佐（附属病院長）
棟方 昭博（欠席）
新医学部長
佐藤
敬
人文学部長事務取扱
石堂 哲也
新評議員
花田 勝美（医学部医学科），内山 大史（地域共同研究センター長事
務取扱）

続いて，１月１０日開催の議事要録（案）の確認が行われ，承認された。

審議事項
審議１ 学内諸規則等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１に基づき，理工学部の学科再編，２１世紀教育のカリキュ
ラム改正に伴う改正理由・改正内容等について説明があり，審議の結果，原案どおり了
承され，役員会へ提案することとした。
(2) 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２に基づき，理工学部の学科再編に伴う改正理由・改正内容
等について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，役員会へ提案することとし
た。
(3) 弘前大学２１世紀教育履修規程の一部改正
矢島センター長から，資料３に基づき，新学習指導要領適用学生に対応することに伴
う改正理由・改正内容等について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，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
佐藤医学部長から，資料４に基づき，２１世紀教育のカリキュラム改正に伴う改正理
由・改正内容等について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，役員会へ提案
することとした。
(5) 弘前大学理工学部規程の一部改正
南條理工学部長から，資料５に基づき，学科再編に伴う改正理由・改正内容等につい
て説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，役員会へ提案することとした。
(6) 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正
石堂評議員から，資料６に基づき，応用社会科学専攻カリキュラム充実に伴う改正理
由・改正内容等について説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，役員会へ提案
することとした。
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審議２

学長選考会議委員の選出について
兼子前委員（前医学部長）の後任委員の選出について諮られ，審議の結果，評議員か
ら推薦のあった佐藤 敬医学部長が選出された。

審議３

学内共同教育研究施設長候補者の推薦について
最初に学長から，平成１８年３月３１日をもって任期満了となる２１世紀教育センタ
ー長，総合情報処理センター長，生涯学習教育研究センター長及び保健管理センター所
長の後任者選考について，管理運営規則第２９条第２項の規定により，本評議会の推薦
に基づき，学長が任命することになっていること，また，あらかじめ各センターから適
任候補者を推薦していただいている旨説明があった。
続いて各センターの次期センター長，所長候補者の推薦について審議が行われた。
(1) ２１世紀教育センター長候補者の推薦
学長から，同センターでは矢島忠夫現センター長を推薦している旨説明があり，審議
の結果，同現センター長を推薦することが承認された。
(2) 総合情報処理センター長候補者の推薦
学長から，同センターでは深瀬政秋現センター長を推薦している旨説明があり，審議
の結果，同現センター長を推薦することが承認された。
(3) 生涯学習教育研究センター長候補者の推薦
学長から，同センターでは浅野 清現センター長を推薦している旨説明があり，審議
議の結果，同現センター長を推薦することが承認された。
(4) 保健管理センター所長候補者の推薦
学長から，同センターでは佐々木大輔現所長を推薦している旨説明があり，審議の結
果，同現所長を推薦することが承認された。

審議４

中期目標・中期計画の変更について
藁科理事から，資料８－１～８－４に基づき，「中期目標・中期計画」の変更内容等
の概要について，以下のとおり説明があり，審議の結果，原案どおり了承され，今後，
経営協議会，役員会を経て，２月末までに文部科学省へ提出することとした。
① 変更は平成１７年１２月２４日に閣議決定された「行政改革の重要方針」の中で
示されている「人件費削減への取組を中期目標において示すとともに，中期計画を
できる限り早期に策定する。」を踏まえたものであること。
② 中期目標の「Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標」中「３ 人事の適正
化に関する目標」に，文部科学省から示された参考例を基に，次のとおり追加記載
すること。
○ 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示さ
れた総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。
③ 上記②に伴い，中期計画の「Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためにとるべき措置」中「３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成する
ための措置」に，文部科学省から示された参考例を基に，次のとおり追加記載する
こと。
・ 総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概ね４％の人件費の
削減を図る。
関連して学長から，今後４年間における４％削減は，深刻な問題と捉えている。具体
的な対応については，鋭意検討中であり，近々その具体案を示したいと考えている旨発
言があった。
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審議５

弘前大学社会連携ポリシーについて
久慈理事から，資料９に基づき，「世界に発信し，地域と共に創造する弘前大学」を
モットーに，総合大学の機能と特徴を最大限に活用し，地域社会と密接に連携しながら
グローバルな視点に立った教育並びに基礎的，応用的，学際的研究を推進する。その創
造的成果をもって，地域社会，国際社会に寄与することを基本理念とし，「最先端の教
育と研究を社会に還元するため，社会のニーズの把握に努め，的確な社会連携活動を展
開する。」，「青森県内外の民間企業や自治体等と連携することにより，地域振興，産
業振興に寄与する。」ことなど，本学における社会連携ポリシーについて説明があり，
審議の結果，原案どおり承認された。

報告事項
報告１ 教員人事について
(1) 教員の採用
石堂評議員，星野評議員及び對馬医学部保健学科長から，資料１０に基づき，下記教
員の採用・昇任について報告があった。
人文学部
山口
徹（現職なし）
講師採用（18.10.1 付け）
教育学部
田上（山中）恭子（同学部講師）
助教授昇任（18.4.1 付け）
宮崎 秀一（同学部助教授）
教授昇任（18.4.1 付け）
医学部保健学科
石崎 智子（同学科講師）
助教授昇任（18.2.1 付け）
報告２ 学内諸規則等の一部改正について
(1) 国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について
渡邉総務部長から，資料１１に基づき，理事の業務分担の変更に伴う改正理由・改正
内容等について説明があった。
(2) 弘前大学入学試験委員会規程の一部改正
須藤理事から，資料１２に基づき，補欠委員の任期に関する規定の整備に伴う改正理
由・改正内容等について説明があった。

報告３

平成１８年度国立大学法人弘前大学予算配分について
小川理事から，資料１３に基づき，「平成１８年度予算配分方針」の前文に①本学構
成員の財政的危機意識を共有するため，国から措置される運営費交付金の削減額を明記
したこと，②厳しい財政状況に対応するため，人件費を含め聖域なく見直しが必要であ
ること，③第１期中期計画の暫定評価が平成２０年度に実施されることを念頭に置いて
その早期達成を図る必要があること，④政府の「行政改革の重要方針」において，国立
大学においても５年間で５％以上の総人件費削減が求められることなどを掲げ，これら
を踏まえて，１～１４に掲げる方針に基づき配分する旨説明があった。
続いて，人件費，中期計画に基づく教育研究等の発展・充実を図るための戦略的経費
，学長及び学部長等裁量経費，附属病院に係る経費の配分方針について，また，予算と
実績の乖離を把握するための事後検証を行うことについて説明があった。
また，本学における平成１６年度～平成２１年度の運営費交付金の推計について説明
があり，各予算部局から提出された所要額の調書を取りまとめた上，２月２２日及び２
４日に学長ヒアリングを行うことで日程調整を行っている旨発言があった。

報告４

平成１８年度大学入試センター試験の実施結果について
須藤理事から，資料１４に基づき，１月２１日（土）・２２日（日）に行われた大学
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入試センター試験の実施結果について報告があった。
結果の概要は，次のとおり。
受験者数
１，３９６人
教科別受験率
公民 81.0 ％
地理歴史 71.3 ％
国語
外国語（筆記） 92.9 ％
英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）
理科① 59.5 ％
理科② 59.0 ％
理科③
数学① 88.0 ％
数学② 80.2 ％

教育研究評議会 ⑤

92.1 ％
92.3 ％
31.7 ％

報告５

平成１８年度入学者選抜個別学力検査入学志願者数等について
須藤理事から，資料１５に基づき，２月２５日（土）・２６日（日）に実施される前
期日程及び３月１２日（土）に実施される後期日程の入学志願者数，私費外国人留学生
入学志願者数（定員外）について報告があった。
また，八戸試験会場の志願者は２４３人，札幌試験会場は２１５人である旨報告があ
った
入学志願状況の概要は，次のとおり。
募集人員
前期
870人
後期
226人
合計 1,096人
志願者数
前期 2,369人
後期 1,944人
合計 4,363人（昨年度比
△1,012人）
倍
率
前期
2.7
後期
8.8
合計
4.0（昨年度は，4.8）
私費外国人留学生入学志願者数（定員外） ２４人（昨年は，２６人）
関連して学長から，今後，入学試験に関して見直しを行い，改善を図るために「臨時
入学試験改善委員会」を設置することにしている旨説明があった。

報告６ 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，１月２６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１８年度開講計画
○ 弘前大学２１世紀教育履修規程の一部改正
○ 弘前大学における外国人留学生の２１世紀教育科目履修の特例に関する規程の一部
改正
○ 弘前大学２１世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位
認定に関する規程の一部改正 ほか
(2) 教育・学生委員会
須藤理事（同委員会委員長）から，資料１７に基づき，１月２５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。
○ 学生による授業評価に関するアンケート実施結果の検証
○ 弘前大学における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程の一部改
正
○ 学生表彰の選考
○ 学生担任制度の実施状況調査 ほか
(3) 研究・施設マネジメント委員会
市川施設環境部長（同委員会委員）から，資料１８に基づき，１月１１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。
○文京町キャンパス整備計画
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(4) 社会連携委員会
久慈理事（同委員会副委員長）から，資料１９に基づき，１月３０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。
○ 弘前大学社会連携ポリシー
○ 平成１８年度年度計画
○ ２００６年度弘前大学シニアサマーカレッジ
○ 弘前大学サテライトネットワークパンフレット
報告７

その他
次回以降開催予定日について，次のとおり開催することとした。
３月１４日（火）１３時３０分
４月１１日（火）１３時３０分
以

上

