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平成２２年３月９日（火） １３：３０～１５：５０
事務局大会議室
遠藤(学長・議長)，加藤，大河原，石堂，四宮，昆，齊藤（利），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，齋藤総務課課長補佐，三上総務課課長補佐，長澤総務課総務・秘
書G係長，齋藤総務課総務・秘書G係員

（当日配付）調査報告書〔審議後回収〕
（当日配付）弘前大学被ばく医療教育研究施設概要
（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（案）
（当日配付）弘前大学被ばく医療教育研究施設規程（案）
（当日配付）弘前大学被ばく医療教育研究施設運営委員会規程（案）
（当日配付）国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程 新旧対照表（案）
（当日配付）国立大学法人弘前大学教員の資格，任免，分限及び懲戒に関する規程
新旧対照表（案）
資料７ （事前配付）大学入試センター試験及び弘前大学の入学試験における実施体制（案）
資料８ （事前配付）弘前大学入学試験委員会規程 新旧対照表（案）
資料９ （事前配付）弘前大学入学試験運営細則 新旧対照表（案）
資料10 （事前配付）弘前大学人文学部規程 新旧対照表（案）
資料11 （事前配付）弘前大学教育学部規程 新旧対照表（案）
資料12 （事前配付）弘前大学医学部規程 新旧対照表（案）
資料13-1（事前配付）弘前大学農学生命科学部規程 新旧対照表（案）
資料13-2（事前配付）弘前大学農学生命科学部規程 新旧対照表（案）
資料14 （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15 （事前配付）弘前大学大学院教育学研究科規程 新旧対照表（案）
資料16 （事前配付）弘前大学大学院医学研究科規程 新旧対照表（案）
資料17 （事前配付）弘前大学大学院理工学研究科規程 新旧対照表（案）
資料18 （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19 （事前配付）追試験に関する規定の全学統一化に伴う諸規程等の一部改正(案)
資料20 （当日配付）平成２２年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）
資料21 （当日配付）教員の資格審査（様式１），履歴書・教育研究業績書〔終了後回収〕
資料22 （当日配付）人事苦情処理室室員名簿
資料23 （当日配付）弘前大学レンタルラボ基本方針（案）
資料24 （当日配付）弘前大学レンタルラボ利用細則（案）
資料25 （当日配付）弘前大学レンラルラボ利用要項（案）
資料26 （当日配付）弘前大学利用申請等に係る審査方法等申し合わせ（案）
資料27 （当日配付）国立大学法人弘前大学総人件費削減に関する基本方針（案）
資料28 （当日配付）弘前大学運営組織の見直し（案）
資料29 （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（案）
資料30 （当日配付）国立大学法人弘前大学企画戦略会議規程（案）
資料31 （当日配付）国立大学法人弘前大学事務連絡会議内規（案）
資料32 （当日配付）弘前大学医学部附属病院規程 新旧対照表（案）
資料33 （当日配付）教員の資格審査（様式１）
資料34 （当日配付）平成２２年度入学者選抜一般入試（前期日程）試験結果
資料35 （当日配付）安全保障貿易管理について
資料36 （当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第１０５回）議事要録（案）

資料37
資料38

（当日配付）教育・学生委員会（第６９回）議事要録（案）
（当日配付）研究・産学連携委員会議事要旨

◎

議事に先立ち学長から，平成２２年３月１日付けで就任した新人文学部長の紹介と，挨拶があ
った。

◎

引き続き学長から，２月９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

調査委員会の調査結果について
藁科理事から，資料に基づき，調査委員会の調査結果及び調査結果に基づく審査説明書
（案）の説明があり，審議の結果，調査委員会の調査結果のとおり了承された。

審議２

弘前大学被ばく医療教育研究施設の設置に係る規則等の整備について
佐藤被ばく医療教育研究センター（仮称）設置準備委員会委員長から，資料１に基づ
き，施設名称を「弘前大学被ばく医療教育研究施設」とすること等，概要の説明があっ
た。
続いて総務部長から，資料２から６に基づき，関連規則等の説明があり，審議の結果，
原案の資料４の字句の一部を訂正をすることで了承され，役員会に提案することとした。

審議３

弘前大学入学試験委員会規程及び入学試験運営細則の改正について
大高学務部長から，資料７から９に基づき，大学入試センターの実施体制と本学の入学
試験実施体制を合わせ，責任の所在を明確にするための規定の一部改正等について説明が
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。
また，委員から人員配置について質問があり，意見の交換があった。

審議４ 学内諸規程の一部改正について
（１）弘前大学人文学部規程の一部改正
石堂人文学部長から，資料１０に基づき，教育職員免許法施行規則の改正に伴う規程の
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。
（２）弘前大学教育学部規程の一部改正
昆教育学部長から，資料１１に基づき，教育職員免許法施行規則の改正に伴う規程の一
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。
（３）弘前大学医学部規程の一部改正
佐藤医学研究科長から，資料１２に基づき，実習の必修科目単位変更，開講年次の調
整，教育職員免許法施行規則の改正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。
（４）弘前大学農学生命科学部規程の一部改正
鈴木農学生命科学部長から，資料１３-１及び資料１３-２に基づき，教育職員免許法施
行規則の改正及びカリキュラム一部修正に伴う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。
（５）弘前大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正
石堂人文学部長から，資料１４に基づき，国際交流センターの教員を人文社会学研究科
の担当とするため等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。
（６）弘前大学大学院教育学研究科規程の一部改正
昆教育学部長から，資料１５に基づき，カリキュラム整備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。

（７）弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正
佐藤医学研究科長から，資料１６に基づき，教育内容拡充の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。
（８）弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正
稲村理工学研究科長から，資料１７に基づき，博士後期課程における担当教員の増加に
よるカリキュラム充実の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。
（９）弘前大学２１世紀教育履修規程の一部改正
木村センター長から，資料１８に基づき，追試験に関する条文の全学統一化等に伴う規
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。
（10）追試験に関する規定の全学統一化に伴う諸規程等の一部改正
大高学務部長から，資料１９に基づき，各学部及び研究科並びに２１世紀教育科目及び
国際交流科目の追試験に関する規定を全学的に統一するため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

平成２２年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
藁科理事から，資料２０に基づき，各部局等の意見を集約した旨の説明があり，審議の
結果，了承された。今後，経営協議会の審議を経て役員会で決定の上，３月末までに文部
科学省へ届出される旨の説明があった。

審議６

北日本新エネルギー研究センター教員の選考について
稲村選考委員長から，資料２１に基づき，選考経過及び選考結果について説明の後，学
長から，選考委員会が候補者として推薦した島田宗勝氏の教授採用について諮られ，審議
の結果，異議なく了承された。

審議７

学長選考会議委員の選出について
学長から，石堂人文学部長の任期満了に伴い，学長選考会議委員に欠員を生じたため，
国立大学法人弘前大学学長選考会議規則第３条第２号より，教育研究評議会で選出する旨
の説明があり，投票の結果，石堂人文学部長が選出された。

審議８

人事苦情処理室員の推薦について
学長から，資料２２に基づき，人事苦情処理室員に任期満了に伴う欠員が生じるため，
国立大学法人弘前大学管理運営規則第１１０条第２項に基づき，教育研究評議会として下
記職員を推薦したい旨の提案があり，審議の結果了承された。
再任 鬼島
宏（医学研究科教授）
再任 大津 雅代（学術情報部学術情報課主任）
新任 亀谷 禎清（学術情報部社会連携課長）
なお，学外委員３名については３月１６日開催の経営協議会に諮る旨の発言があった。

審議９

弘前大学レンタルラボ基本方針について
加藤理事から，資料２３に基づき，基本方針について説明があり，審議の結果了承さ
れ，役員会に提案することとした。
また，学長から，資料２４から２６の細則等に関しては役員会に提案される旨の説明が
あった。

審議10

国立大学法人弘前大学総人件費削減に関する基本方針について
藁科理事から，資料２７に基づき，基本方針について人件費総額は事務局で管理し，各
部局では定員で管理することになる等の説明があり，審議の結果，経営協議会を経て役員
会に提案されることとなった。
関連して学長から，この基本方針を基に学内共同教育研究施設の教員の処遇等を検討す
る旨の発言があった。

審議11

弘前大学運営組織の見直しについて
学長から，資料２８に基づき，第２期中期目標・中期計画期間の大学運営を円滑に行う
ため，運営組織を見直す旨の説明の後，資料２９から３１に基づき，規則等の改正等につ
いて説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，経営協議会を経て役員会に提案さ
れることとなった。

審議12

弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について
総務部長から，資料３２に基づき，救急部を廃止し，高度救命救急センターを設置する
こと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
員会に提案されることとなった。

審議13

地域共同研究センター長候補者の推薦について
学長から，本年４月３０日をもって任期満了になる，地域共同研究センター長の後任候
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，
予めセンター長あてに適任候補者の推薦を依頼し，センターの運営委員会の審議を経て，
次期センター長候補者が推薦されていることの説明があった。
引き続き学長から，地域共同研究センターでは，牧野 英司 理工学研究科教授を推薦
していること，また，同教授は機器分析センター長として任期が平成２３年３月３１日ま
でとなっている旨説明があり，審議の結果，２施設の長を兼ねることとなることからセン
ター長の任命については，学長に一任することとなった。
さらに，本学の規程では，複数の施設長を兼ねることを想定していなかったため，将来
に向けて見直しを検討する旨の発言があった。

報告事項
報告１ 教員の人事について
（１）教員の採用・昇任
佐藤医学研究科長，稲村理工学研究科長から資料３３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
小田桐弘毅 （附属病院講師）
准教授昇任（22．4. 1付け）
花田 裕之 （医学研究科講師） 准教授昇任（22．4. 1付け）
吉田 仁
（附属病院助教）
講師昇任 （22．4．1付け）
助教採用 （22．4．1付け）
堀内 大輔 （五所川原市立西北中央病院）
助教採用 （22．4．1付け）
齋藤 新
（国 立 療 養 所 松 丘 保 養 園）
助教採用 （22．4．1付け）
青木 哉志 （船橋市立医療センター医師）
理工学研究科 津田谷公利 （北海道大学准教授）教授採用 （22．9．1付け）
准教授採用（22．7．1付け）
麓
耕二 （釧路工業高等専門学校准教授）
江居 宏美 （中央大学助教）
助教採用 （22．4．1付け）
報告２

報告３

平成２２年度入学者選抜個別学力検査の実施について
大高学務部長から，資料３４に基づき，２月２５日及び２６日に一般入試（前期日程）
が無事終了したこと及び入試結果について報告があった。
また学長から，倍率が全国平均を下回っている状況にあるため，臨時入試改善委員会を
招集し，早急に対応を検討する旨の発言があった。

安全保障輸出管理体制整備について
加藤理事から，資料３５に基づき，先進国（大学）の持っている各種技術が第３国に流
出する危険性ついての説明及びその防止対策として管理体制整備の必要性について説明が
あった。
報告４ 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３６に基づき，２月１８日開催の同委員会について，弘前大
学２１世紀教育履修規程の改正等，平成２２年度の２１世紀教育実施に向けた規程の改
正，読替表作成等を行っている旨の報告があった。

（２）教育・学生委員会
大高学務部長から，資料３７に基づき，２月１９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活動報告書の作成について
イ 平成２２年度ＦＤ活動について
ウ 教育者総覧について
エ 平成２１年度学外功労者の推薦について
オ 課外活動団体サークルリーダー研修会について
（３）入学試験委員会
大高学部部長から，次の事項の概要について説明があった。
ア 入学試験委員会の規程等の改正について
イ 平成２２年度入学者選抜個別学力検査の実施要項等について
（４）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料３８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。
ア ＧＯＧＯファンド（第５号，第６号）の決定について
報告５ その他
（１）男女共同参画推進室について
藁科理事から，八甲田ホールで開催されたシンポジウムが成功裡に終了した旨の報告が
あった。
（２）最終講義について
学長から，今年度の最終講義についての感想があった。
（３）卒業式について
学長から，卒業式会場での保護者の列席について，施設の収容人数の問題があるため，
その方策を時間をかけて検討していきたいとの発言があった。
（４）監事の勇退について
学長から，３月３１日をもって勇退する安倍監事に対し，これまで尽力されたことへの
謝辞があり，安倍監事から挨拶があった。
（５）評議員の退任について
学長から，３月３１日付けで定年退職する新谷学術情報部長に対し，これまで尽力され
たことへの謝辞があり，新谷学術情報部長から挨拶があった。
（６）次回以降の開催予定
４月１３日（火）１３：３０～
５月１１日（火）１３：３０～
以

上

