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平成２２年７月１３日（火） １３：３０～１６：２０
事務局大会議室
遠藤(学長・議長)，神田，加藤，大河原，石堂，四宮，昆，齊藤，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，牧野，高梨，中根，大高，上野，膝舘の各評議員
藁科理事，渡辺理事，北川監事，南條学長特別補佐
本間法人内部監査室長
江羅総務部長，渋澤財務部長，奈良岡総務課長，齊藤企画課長，原田人事課長，
粟野教務課長，長谷川共同教育研究課長，齋藤総務課課長補佐，古舘総務課総務
・秘書G係長，鳥潟総務課総務・秘書G係長，川村総務課総務・秘書G係員
杉山男女共同参画推進室長，髙瀬男女共同参画推進室副室長，
長南教員免許状更新講習支援室副室長

配付資料
資料
（当日配付）新任部課長等名簿
資料１-1（事前配布）弘前大学学則 新旧対照表（案）
資料１-2（事前配布）弘前大学大学院学則 新旧対照表（案）
資料１-3（事前配布）弘前大学学生の懲戒処分に関する規程 新旧対照表（案）
資料１-4（事前配布）「弘前大学学生の懲戒処分に関する規程」改正の概要
資料２ （事前配布）弘前大学における教員業績評価の基本方針（案）
資料３ （事前配布）弘前大学名誉博士候補者推薦書
資料４ （当日配付）教員の資格審査（様式１）
資料５ （当日配付）科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル育成「つがルネッサンス！
地域でつなぐ女性人才」平成22～24年度採択事業の概要
資料６ （当日配付）第１０回弘前大学総合文化祭の実施事業一覧（案）
資料７ （当日配付）平成２２年度弘前大学教育改革プロジェクト【弘前大学ＧＰ】募集につ
いて（通知）
資料８-1（当日配付）国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程 新旧対照表（案）
資料８-2（当日配付）弘前大学人文学部放射線障害防止管理規程（案）
資料８-3（当日配付）弘前大学教育学部放射線障害防止管理規程を廃止する規程（案）
資料９ （当日配付）平成２２年度弘前大学若手研究者支援事業公募要項
資料10 （当日配付）日本学術振興会による科学研究費補助金説明会実施要項
資料11 （当日配付）平成２２年度弘前大学「科学者発見プロジェクト」テーマ賞一覧及び表
彰式及び第２回共同研究体験発表会実施要項（案）
資料12 （当日配付）平成２２年度地域イノベーションクラスタープログラム（重点支援枠）
提案書
資料13 （当日配付）コラボ弘大レンタルラボ入居者一覧
資料14 （当日配付）平成２２年度弘前大学ねぷたスケジュール
資料15 （当日配付）「附属図書館貴重資料」のホームページにおいての公開について
資料16 （当日配付）「弘前大学学術情報リポジトリ」の世界ランキングについて
資料17 （当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第１１０回）議事要録（案）
資料18 （当日配付）教育・学生委員会（第７４回）議事要録（案），
学生の事故等に係る対応について
資料19 （当日配付）教員免許状更新講習支援室運営委員会・教育免許状更新講習実施委員会
合同会議（第１２回）議事要録（案）
資料20 （当日配付）研究・産学連携委員会議事要旨
資料21 （当日配付）第１回，第２回緊急研究推進会議議事要旨
資料
（当日配付）調査報告書【審議後回収】
資料
（当日配付）単位の実質化に伴う平成２３年度授業日程（１６週化案）に対する課題
・意見等
資料
（当日配付）授業週数に関する法令，答申（抜粋）
資料
（当日配付）平成２３年度（２０１１年度）授業日程（修正案）
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資料
資料

（当日配付）平成２３年度授業日程の修正提案
（当日配付）２１世紀教育「英語」４単位必修化に伴う諸課題について

◎

学長から，新評議員の上野泰弘施設環境部長の紹介があり，続いて上野評議員の挨拶があった。

◎

渡辺理事から，新任の佐々木務整備計画課長の紹介があり，続いて佐々木課長の挨拶があった。

◎

学長から，６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。

審議事項
審議１ 学生の懲戒処分に関連する規則等の一部改正について
（１）弘前大学学則の一部改正
（２）弘前大学大学院学則の一部改正
（３）弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の一部改正
神田理事から，一括して資料１－４に基づき弘前大学学生の懲戒処分に関連する規則等
の整合性を図るため，規則等の一部を改正する旨の説明があり，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２

弘前大学における教員業績評価の基本方針の一部改正について
藁科理事から，資料２に基づき基本方針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，役員会へ提案することとした。
また，本学の教員業績評価の在り方について７月５日付けで学長から諮問が出され，業
績に応じた適切な評価システムの構築を検討する旨の発言があった。
なお，今年度の業績評価は，従来の方法で実施する旨の説明があった。

審議３

男女共同参画推進室特任教員候補者の選考について
藁科理事から，教育研究評議会に男女共同参画推進室教員選考委員会を設置すること及
びその構成員について従前の「弘前大学学内教育研究施設等における教員選考規程」と同
様の取扱いとする旨の提案があり，審議の結果，提案のとおり承認された。
引き続き，投票により，石堂，昆及び鈴木の３名の評議員が選出された。
なお，本評議会終了後，第１回の選考委員会を開催することとした。

審議４

弘前大学名誉博士称号の授与について
神田理事から，資料３に基づき候補者トーマス・Ａ・レークス氏の推薦理由等の説明が
あり，審議の結果，名誉博士号の授与が承認された。

審議５

調査委員会の調査結果について
学長から，調査に至る経緯の説明の後，調査委員長から報告書により説明があり，審議
の結果，原案のとおり措置が了承され，役員会に諮ることとした。

審議６

調査委員会の設置について
学長から，調査委員会の設置について提案があり，調査委員会設置を判断した経緯，学
長としての考え方について説明があり，審議の結果，調査委員会の設置が承認された。
また，学長から，調査委員会の組織について，学長の指名する理事１名のほか，当該部
局長及び当該部局から選出された評議員を除く評議員６名で組織し，事務系職員のオブザ
ーバーを置くこと，６名の評議員は投票により選出すること，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，提案のとおり承認された。
投票の結果，投票獲得数上位６名の評議員が委員に選出された。
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７

単位の実質化に伴う平成２３年度授業日程について
神田理事から，資料「単位の実質化に伴う平成２３年度授業日程（１６週化案）に対す
る課題・意見等」他に基づき，本日の企画戦略会議に提案し合意された本件について説明
があり，審議の結果，原案のとおり了承された。
なお，各学部の意見を求めた上で役員会に提案することとされた。
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審議８

２１世紀教育「英語」４単位必修化に伴う諸課題について
神田理事から，資料「２１世紀教育「英語」４単位必修化に伴う諸課題について」に基
づき，本日の企画戦略会議に提案し合意された本件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。

報告事項
報告１ 教員の人事について
（１）教員の採用
昆教育学部長，佐藤医学研究科長及び保嶋副病院長から資料４に基づき下記職員の採用
及び昇任について報告があった。
教育学部
吉中
淳 （南九州大学准教授）准教授採用（22.10. 1付け）
医学研究科
木村 憲央 （附属病院医員）
助教採用 （22. 7. 1付け）
附属病院
大沢
弘 （附属病院講師）
准教授昇任（22. 7. 1付け）
山崎 義人 （附属病院医員）
助教採用 （22. 7. 1付け）
畠山 真吾 （鷹揚郷腎研究所医師） 助教採用 （22. 7. 1付け）
横井由美子 （附属病院医員）
助教採用 （22. 8. 1付け）
報告２

報告３

報告４

科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル育成「つがルネッサンス！地域でつなぐ女
性人才」について
杉山室長から，資料５に基づき事業の概要について報告があった。
また，藁科理事から，ポジティブアクションに関する文言とパートナーフェローの広告
文の公募書類への記載について依頼があった。
総合文化祭進捗状況について
神田理事から，資料６に基づき今年度の企画等についての報告があった。
また，今回は第１０回を記念する企画を計画している旨の説明があった。
弘前大学教育改革プロジェクトについて
神田理事から，資料７に基づき教育に関する「弘前大学ＧＰ」についての説明及び積極
的に応募するよう周知願いたい旨の要請があった。

報告５ 放射線安全管理関連規程の一部改正等について
（１）国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程の一部改正
（２）弘前大学人文学部放射線障害防止管理規程の制定
（３）弘前大学教育学部放射線障害防止管理規程を廃止する規程の制定
加藤理事から，一括して資料８－１から８－３に基づき人文学部エックス線装置使用室
の新設及び教育学部エックス線装置設置室の廃止に伴う規程の一部改正，及び制定につい
て説明があった。
報告６

平成２２年度弘前大学若手研究者支援事業の公募について
加藤理事から，資料９に基づき現在公募中の支援事業について説明があった。

報告７

日本学術振興会による科学研究費補助金説明会の開催について
加藤理事から，資料１０に基づき７月２７日に開催される説明会に積極的に参加するよ
う周知願いたい旨の要請があった。
関連して学長から，科学研究費補助金の獲得は，研究の評価として重要な要因であるた
め，全力を挙げてもらいたいとの発言があった。

報告８

平成２２年度「科学者発見プロジェクト」テーマ賞及び表彰式について
加藤理事から，資料１１に基づき８１件の応募の中から１３件のテーマを採択した旨の
報告及び８月５日にテーマ賞表彰式並びに第２回共同研究体験発表会を開催する旨の報告
があった。
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報告９

報告10

平成２２年度地域イノベーションクラスタープログラム（重点支援枠）の採択について
加藤理事から，資料１２に基づき本学を研究委託機関とする青森県（弘前エリア）の事
業が採択された旨の報告があった。
コラボ弘大レンタルラボ入居者の決定について
加藤理事から，資料１３に基づき５件の入居と１件の入居予定が報告された。

報告11

緊急メール配信システムの運用について
大河原理事から，携帯電話を利用した緊急メール配信システムについて，５月から６月
にかけて附属小学校で運用テストを行い，現在，総合情報処理センターと学務部で１０月
の本格稼働に向けた準備を行っている旨の報告があった。

報告12

ねぷたまつりへの参加について
藁科理事から，資料１４に基づき今年度の出陣は，８月２日，４日及び６日となった旨
の報告と募金の依頼があった。
関連して学長から，８月２日はＵＴＭのトーマス・Ａ・レークス学長が参加する旨の発
言があった。

報告13

「附属図書館貴重資料」のホームページにおいての公開について
長谷川附属図書館長から，資料１５に基づき７月５日から附属図書館貴重資料目録をホ
ームページで公開した旨の報告があった。

報告14

「弘前大学学術情報リポジトリ」の世界ランキングについて
長谷川附属図書長から，資料１６に基づき昨年５月１日から公開している本学学術情報
リポジトリが，スペイン高等科学研究院が作成する世界の機関リポジトリ・ランキング２
０１０年７月版において，世界第３４２位（国内第２５位）にランクインした旨の報告が
あった。

報告15 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６月１７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２２年度北東北国立３大学単位互換実施要項について
イ 英語コミュニケーション実習科目主任代表からの提案について
ウ 国立大学教養教育実施組織会議について
エ ＦＤ・広報委員会報告
（２）教育・学生委員会
神田理事から，資料１８に基づき６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。
ア 平成２２年度ＦＤ活動について
イ 学生の事故等に係る対応について
（３）教員免許状更新講習支援室運営委員会・教育免許状更新講習実施委員会合同会議
長南副室長から，資料１９に基づき６月７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２２年度教員免許状更新講習受講者について
イ 講習経費・講習補助者申請について
ウ 平成２２年度スケジュールについて
エ 文部科学省からの「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策
に関する検討状況について」の資料紹介
（４）第３次臨時入学試験改善委員会
神田理事から，６月２２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 本学の入学試験の基本方針について
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イ

７月２７日（火）に入試改善のための講演会を開催する。

（５）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料２０に基づき，６月１５日開催の同委員会について説明があった。
（６）緊急研究推進会議
加藤理事から，資料２１に基づき，６月３日及び６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。
ア 自由討論の結果について
イ 研究推進上の課題について
また，この会議を今後月２回のペースで開催し，方向性を策定することが確認された。
報告16 その他
（１）中根出版会編集長から，年間１作品の表彰を目標に出版会賞を制定したこと及び今回は，
平成１６年度から出版された４７作品から６作品を選定し，７月８日に第１回目の表彰式
を開催した旨の報告があった。
（２）上野施設環境部長から，人文学部校舎と理工学部１号館を繋ぐ渡り廊下が完成し，本日，
テープカットで開通を祝ったこと及び本町地区の２本の渡り廊下に関して，７月中に保健
学研究科と附属病院間，８月上旬に臨床研究棟と基礎校舎間が完成する旨の報告があった。
（３）神田理事から，８月１０日（火）に開催するオープンキャンパスに関して，各学部へ協
力の依頼があった。
（４）佐藤医学研究科長から，６月６日に実施された医学部医学科の学士編入学試験において
不適切な出題があり，６月１４日に記者会見を行った旨の報告と陳謝があった。
（５）学長から，６月２８日の国立大学協会の懇親会の席上，徳永高等教育局長からフレスコ
画の権威として人文学部宮坂准教授が紹介された旨の報告があった。
（６）次回以降の開催予定
９月１４日（火）１３：３０～
１０月１２日（火）１３：３０～
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