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平成２１年 ９月 ８日（火） １３：３０〜１５：５５
事務局大会議室
遠藤（学長・議長）須藤，加藤，三浦，四宮，昆，佐藤（敬），中路，對馬，
木田，稲村，竹ヶ原，鈴木，鮫島，佐藤（三），木村，長谷川，保嶋，檜槇，
高梨，中根，大高，澤口，新谷の各評議員
藁科理事，渡辺理事，安倍監事，南條学長特別補佐
平岡法人内部監査室長
江羅総務部長，渋澤財務部長，奈良岡総務課長，青山企画課長，原田人事課長，
下川教務課長，亀谷渉外調整役，齋藤総務課課長補佐，長澤総務課総務・秘書Ｇ
係長，齋藤総務課総務・秘書G係員

平成２１年度弘前大学入学者選抜個別学力検査（前期日程）教育学部試験場・国語答
案用紙紛失事案に関する調査報告書【審議後回収】
（事前配付）弘前大学理工学研究科規程 新旧対照表（案）
（事前配付）弘前大学農学生命科学部規程 新旧対照表（案）
（事前配付）弘前大学農学生命科学研究科規程 新旧対照表（案）
（当日配付）教員の資格審査（様式１）
（当日配付）弘前大学男女共同参画推進室推薦者名簿
（当日配付）医学部医学科の入学定員の増について
（当日配付）（新）国立大学法人弘前大学知的財産ポリシー，（旧）国立大学法人弘
前大学知的財産ポリシー
（当日配付）国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程 新旧対照表
（当日配付）国立大学法人弘前大学知的財産本部規程
（当日配付）国立大学法人弘前大学と地方独立行政法人青森県産業技術センターとの
連携に関する協定書
（当日配付）弘前大学北日本新エネルギー研究センターと東北大学金属材料研究所と
の研究協力に関する協定書
（当日配付）研究拠点形成費補助金（「教育研究高度化のための支援体制整備事業」
採択分）交付決定について(通知）
（当日配付）平成２１年度北東北国立３大学連携推進研究プロジェクトの採択決定に
ついて
（当日配付）平成２１年度科学研究費補助金申請の基本方針に基づく経費のインセン
ティブ配分額一覧
（当日配付）弘前大学創立６０周年記念事業 第２回「科学者発見プロジェクトテー
マ賞」一覧，表彰式及び研究発表会プログラム
（当日配付）津軽地域における産学連携に係る意見交換会実施要項及び弘前大学創立
６０周年記念会館「コラボ弘大」披露目式の開催について(ご案内）
（当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第９９回）議事要録（案）
（当日配付）教育・学生委員会（第６３回）議事要録
（当日配付）学士課程教育協議会議事要録（案）
（当日配付）研究・産学連携委員会議事要旨
（当日配付）コラボ弘大等の防犯対策について
（当日配付）入学試験実施体制等に係る評価報告書
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◎

学長から，７月１４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。

審議事項
審議１

（追加議題）弘前大学入学者選抜試験問題調査委員会の調査結果について
調査委員長から，本案件について事実関係の調査を行ったところ，当事者に管理監督の
責任があるとの結果が報告され，意見の交換の後，調査結果が了承された。
学長から，本案件に関し「国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関する規程」第
１３条第１項の規定による調査委員会を，今回の調査委員会の構成員（理事１名，評議員
６名，オブザーバーとして事務系職員１名）により新たに本評議会に設置すること,また，
調査委員会委員の氏名は公表しないことの提案があり，審議の結果，了承された。
なお，本評議会終了後，第１回の調査委員会を開催することとした。

審議２

弘前大学理工学研究科規程の一部改正について
稲村理工学研究科長から，資料１に基づき，博士前期課程のカリキュラムの充実を図る
ための規程の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会
に提案することとした。

審議３

弘前大学農学生命科学部規程の一部改正について
鈴木農学生命科学部長から，資料２に基づき，授業科目の追加に伴う規程の一部改正に
ついて説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に提案することとした。

審議４

弘前大学農学生命科学研究科規程の一部改正について
鈴木農学生命科学部長から，資料３に基づき，カリキュラムの充実を図るための規程の
一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に提案するこ
ととした。

審議５

アイソトープ総合実験室長候補者の推薦について
学長から，平成２１年９月３０日をもって任期満了となる，アイソトープ総合実験室長
の後任候補者の選考は，管理運営規則第２９条第２項の規定により，教育研究評議会の推
薦に基づき，学長が任命することとなっていること，また，本評議会の審議を円滑に進め
るため，予めアイソトープ総合実験室長あてに適任候補者の推薦を依頼し，運営委員会の
審議を経て，次期室長として現室長の土田成紀氏を推薦している旨説明があり，審議の結
果，土田成紀氏を推薦することが承認された。

審議６

学長選考会議委員の選出について
学長から，学長選考会議議長より，教育研究評議会で選出された委員が学長候補適任者
となったことで委員の資格を喪失し，学長選考会議委員に欠員を生じたため，教育研究評
議会に対し，委員の補充依頼があったこと，学長候補者選考にかかる規則には，学長候補
適任者の推薦人が学長選考会議委員になることができないと規定されてはいないが，学長
選考会議としては，教育研究評議会においてその旨を配慮願いたいとの要望があったとの
報告があった。
この要望に対し，教育研究評議会として，学長選考会議の意向を尊重したい旨の提案が
あり，審議の結果，異議なく了承された。
引き続き，投票の結果，鈴木 農学生命科学部長が選出された。

報告事項
報告１ 教員人事について
（１）教員の採用・昇任
佐藤医学研究科長，對馬保健学研究科長，稲村理工学研究科長，鈴木農学生命科学部
長から，資料４に基づき，下記職員の採用・昇任について報告があった。
医学研究科
丹羽英智 （弘 前 大 学 医 学 部 附 属 病 院 助 手）助教採用 （21.10. 1付け）
保健学研究科
野坂大喜 （保健学研究科助教）
講師昇任 （22. 4. 1付け）
保健学研究科
七島直樹 （保健学研究科助教）
講師昇任 （22. 4. 1付け）
理工学研究科
岩谷 靖 （東北大学助教）
准教授採用（21.10. 1付け）
農学生命科学部 石塚哉史 （日 本 こ ん に ゃ く 協 会 事 務 局 長）准教授採用（21.10. 1付け）
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報告２

弘前大学男女共同参画推進室員について
藁科理事から，資料５に基づき，室員の紹介及び室長候補者として人文学部杉山祐子教
授を選出したこと及び旧生涯学習教育研究センターの半分に推進室を設置する旨の報告が
あった。

報告３

医学部医学科の入学定員の増について
佐藤医学研究科長から，資料６に基づき，来年度から５名の入学定員増の申請を行った
こと及び認可された場合，完成年次には，２年次編入学定員２０名を含め５０名増の７３
０名の収容定員になる旨の報告があった。
関連して学長から，社会的背景もあり医学部の収容定員の増を申請することとなったが
，教員数が指定規則を満たせなくなる可能性もあるため，文部科学省等に対して，医学部
長会議においても何らかの対策を働きかけてもらいたいとの発言があった。

報告４

オープンキャンパスについて
須藤理事から，関係各位の協力のおかげで無事終了した旨の報告があった。
また，本学での新型インフルエンザ発生後の開催となったが，各学部で緊急の対応のお
かげで，参加者から新型インフルエンザを発症したという事例はなかったことに対し謝辞
があった。
なお，今年度は，予定していた３校（約３００名弱）のキャンセルがあったものの，４
，４５０名（昨年度比約９０名減）の参加者であったとの報告があった。

報告５

国立大学法人弘前大学知的財産ポリシーの一部改正等について
加藤理事から，資料７から資料９に基づき，ポリシーの見直しを行ったこと，見直し等
に伴い取扱規程の一部改正を行ったこと及び知的財産本部規程を制定したことについて報
告があった。

報告６

青森県産業技術センターとの包括協定について
加藤理事から，資料１０に基づき，包括協定を締結する旨の報告がった。

報告７

北日本新エネルギー研究センターと東北大学金属材料研究所との連携協定について
南條学長特別補佐から，資料１１に基づき，連携協定を締結する旨の報告があった。
また，東京大学及び北海道大学の附属研究所，研究科等とも協定を締結する予定である
との報告があった。

報告８

研究拠点形成費等補助金（「教育研究高度化のための支援体制整備事業」採択分）交付
決定について
加藤理事から，資料１２に基づき，「弘前大学知の拠点『コラボ弘大』を中心とした全
学的研究プロジェクト支援構想」が採択されたこと，事業推進のため，非常勤職員の採用
手続を進めていること及び学術情報部研究推進課内に９月１日付けで研究高度化支援セン
ターを設置した旨の報告があった。

報告９

平成２１年度北東北国立３大学連携推進研究プロジェクトの採択決定について
加藤理事から，資料１３に基づき，採択結果の報告があった。

報告10

平成２１年度科学研究費補助金申請の基本方針に基づく経費のインセンティブ配分につ
いて
加藤理事から，資料１４に基づき，インセンティブ配分基準の説明及び経費の配分につ
いて報告があった。
関連して学長から，科学研究費補助金を始め競争的資金の獲得について，引き続き努力
願いたいとの発言があった。

報告11

弘前大学創立６０周年記念事業 第２回「科学者発見プロジェクトテーマ賞」及び表彰
式等について
加藤理事から，資料１５に基づき，第２回目のテーマ賞が決定し，８月４日に表彰式が
開催されたこと及び第１回共同研究体験発表会の報告があった。
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報告12

津軽地域における産学連携に係る意見交換会及び「コラボ弘大」披露目式の開催につい
て
加藤理事から，資料１６に基づき，９月１５日の意見交換会の実施及び意見交換会終了
後の披露目式の案内があった。

報告13 委員会報告
（１）２１世紀教育センター運営委員会
木村センター長から，資料１７に基づき，７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。
ア 新カリキュラム（案）について
（２）教育・学生委員会
須藤理事から，資料１８に基づき，７月２９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。
ア 平成２１年度ＦＤ活動について
９月１８日（金）１５時から北海道大学高等教育機能開発総合センターの安藤
厚研究部長を招きＧＰＡ制度に関する講演会を実施する旨の案内があった。
イ 卒業生及び企業等アンケート調査について
ウ 学生相談を考える会について
エ 平成２１年度弘前大学インターンシップの受け入れについて
１名を総務部総務課で受け入れた旨の報告があった。
（３）学士課程教育協議会
須藤理事から，資料１９に基づき，７月１４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。
ア 入学後の英語教育について
イ 特別選抜試験における小論文の問題作成に関する申合せの作成について
委員から，すぐに入試業務が始まることから，問題が起きた都度の対応で終わらずに大
学全体で入試体制を確認すべきとの意見があった。
（４）教育有識者懇談会
須藤理事から，審議のまとめ（提言）を学長へ提出したこと及び１１月末で懇談会が解
散する旨の報告があった。
（５）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料２０に基づき，７月２８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。
ア 平成２１年度弘前大学機関研究申請課題について
報告14

入学試験実施体制等に係る外部評価結果について
須藤理事から，資料「入学試験実施体制等に係る評価報告書」による外部評価結果，入
試委員会委員からのアンケート結果及び教育有識者懇談会からの提言を精査し，問題点に
ついて９月１４日の臨時入試改善委員会で検討する予定である旨の報告があった。

報告15

理工学研究科入学試験問題における出題ミスについて
須藤理事から，８月２６日に実施された理工学研究科の大学院博士前期課程の入学者選
抜試験において出題ミスが発生し，翌日，記者発表した旨の報告があった。
また，稲村理工学研究科長から，再発防止策を検討中である旨の報告と出題ミス発生に
関して謝罪があった。

報告16 その他
（１）施設環境部長から，資料２１に基づき，放送大学移転に伴うコラボ弘大等の防犯対策に
ついての報告があった。
また，委員からコラボレーションセンター側の防犯対策についての申し入れがあった。
（２）委員から，政府により検討されている子供手当の制定に伴い，扶養手当が廃止された場
合，扶養している大学生に手当がつかなくなることから，大学志願者の減少が懸念される
旨の発言があった。
（３）次回以降の開催予定日について，次のとおり開催することとした。
１０月１３日（火）１３時３０分
１１月１０日（火）１３時３０分
以
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上

