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中路，對馬，木田，稲村，竹ヶ原，鈴木，鮫島，佐藤（三），神本，佐々木，
木村，長谷川，保嶋，高梨，牧野，中根，杉山，大高，上野，膝舘の各評議員
藁科理事，渡辺理事，江羅学長特別補佐，南條学長特別補佐，北川監事
本間法人内部監査室長
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，
古舘総務課課長補佐，澤田総務課総務・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
石川学生就職支援センター長

配付資料
資料
（当日配付）人事異動［（併任）学長特別補佐］
資料１
副病院長，附属図書館長等に関する諸規則等の改正 新旧対照表（案）
資料２
弘前大学附属図書館長選考規程を廃止する規程（案）
資料３
事務局長に関する諸規程等の改正 新旧対照表（案）
資料４ （当日配付）国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について（案）
資料４-1（当日配付）国立大学法人弘前大学職員就業規則 新旧対照表（案）
資料４-2（当日配付）国立大学法人弘前大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程 新旧対
照表（案）
資料４-3（当日配付）国立大学法人弘前大学職員就業規則 新旧対照表（案）
資料４-4（当日配付）国立大学法人弘前大学職員給与規程 新旧対照表（案）
資料５ （当日配付）弘前大学全学教員養成担当実施委員会要項（案）
資料６ （当日配付）寄附講座の設置について（申請）
資料７ （当日配付）教員の資格審査（様式１）
資料８ （当日配付）「強い人材，強い大学，元気な日本」平成２３年度予算に対する緊急
声明
資料８-2（当日配付）文部科学省 要望枠１０項目
資料８-3（当日配付）科学新聞（２０１０年１１月１２日）
資料９ （当日配付）平成２３年度大学入試センター試験志願者弘前大学割当数
資料10 （当日配付）進路状況調査表（平成22年11月25日現在）
資料11 （当日配付）科学研究費補助金申請状況（H21～H23）
資料11-2（当日配付）各国立大学法人（北海道・東北地区）の科学研究費補助金の採択状況
（平成２１・２２年度）
資料12 （当日配付）弘前大学研究戦略企画会議要項
資料13 （当日配付）平成２２年度弘前大学研究成果公開シンポジウム開催要項
資料14 （当日配付）平成２３年度弘前大学内地研究員派遣候補者の推薦について
資料15 （当日配付）第４回北東北国立３大学連携推進研究プロジェクト成果報告会日程表
資料16 （当日配付）緊急教育推進会議（第１回）議事要録，（第２回）議事要録（案）
資料17 （当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第114回）議事要録（案）
資料18 （当日配付）教育・学生委員会（第７８回）議事要録（案）
資料19 （当日配付）研究・産学連携委員会議事要旨
資料
（当日配付）スポーツ・体育実技の科目主任の問題について
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◎

学長から，新任の江羅茂学長特別補佐の紹介があり，続いて江羅学長特別補佐の挨拶があった。

◎

学長から，１１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 学内諸規則等一部改正について
（１）副病院長，附属図書館長等に関する諸規則等の一部改正
（２）弘前大学附属図書館長選考規程の廃止
江羅総務部長から，資料１に基づき，附属病院の運営強化のため専任の副病院長を置く
ことができること，及び附属図書館長に関する事項について弘前大学管理運営規則を整理
すること等に伴う諸規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，一部修正のうえ
了承され，役員会に提案することとされた。
関連して，資料２に基づき，（１）で了承された附属図書館長に関する事項について弘
前大学管理運営規則を整理することに伴い，弘前大学附属図書館長選考規程を廃止するこ
と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さ
れた。

（３）事務局長に関する諸規程等の一部改正について
江羅総務部長から，資料３に基づき，管理運営体制の強化を図るため事務局長を置くこ
とができることとする諸規程等の一部改正について説明があり，原案のとおり了承され，
役員会に提案することとされた。
（４）弘前大学職員就業規則等の一部改正について
江羅総務部長から，資料４に基づき資料4-1，4-2，4-3については人事院規則で病気休暇
の上限期間が設定されたこと等に準じて改正を行うこと，資料4-4については国家公務員の
俸給半減制度における病気休暇等にかかる期間計算の取扱い等の改正に準じて改正を行う
こと等の説明があり，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され
た。

審議２

弘前大学全学教員養成担当実施委員会要項について
神田理事から，資料５に基づき委員会設置の趣旨，審議事項及び組織等について説明が
あり，審議の結果，１年以内に委員会の在り方について見直しを行うことで，原案のとお
り了承され，役員会に提案することとされた。

審議３

２１世紀教育スポーツ・体育実技科目について
神田理事から，資料に基づきこれまでの検討状況及び今後の方針が説明があり，継続し
て検討していくことが承認された。

審議４

医学研究科における寄附講座の設置について
加藤理事から，資料６に基づき寄附講座の設置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された。

報告事項
報告１ 教員の人事について
（１） 教員の採用・昇任
石堂人文学部長，對馬保健学研究科長，保嶋副病院長，神本北日本新エネルギー研究所
長，佐々木白神自然環境研究所長及び佐藤被ばく医療総合研究所長から資料７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。
人文学部
高山
貢（青森地域社会研究所専務理事） 特任教授採用 （22.12.16付け）
大浦 雅勝（(株)コンシス代表取締役） 特任准教授採用 （22.12.16付け）
宮坂
朋（人文学部准教授）
教授昇任 （23. 1. 1付け）
木村 純二（人文学部准教授）
教授昇任 （23. 1. 1付け）
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保健学研究科
附属病院
北日本新エネルギー研究所
白神自然環境研究所
被ばく医療総合研究所

城本 るみ（人文学部准教授）
教授昇任
李
永俊（人文学部准教授）
教授昇任
飯島 裕胤（人文学部准教授）
教授昇任
助教採用
細田 正洋（放射線医学総合研究所博士研究員）
阿部 和弘（附属病院医員）
助教採用
久保田 健（東北大学金属材料研究所助教）
准教授採用
石川 幸男（専修大学北海道短期大学教授）
教授採用
床次 眞司（放射線医学総合研究所主任研究員）
教授採用
山田 正俊（放射線医学総合研究所チームリーダー） 教授採用

（23. 1.
（23. 1.
（23. 1.
（23. 2.
（22.12.
（23. 1.
（23. 2.
（23. 1.
（23. 1.

1付け）
1付け）
1付け）
1付け）
1付け）
1付け）
1付け）
1付け）
1付け）

報告２

社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について
学長から，資料８に基づき１２月８日開催の国立大学協会臨時学長等懇談会で取り纏め
た「平成２３年度予算に対する緊急声明」に関して，審議過程及び要望事項等について報
告があった。関連して，文部科学省が「特別枠」で要望した「リーディング大学院」構想
等について説明があった。

報告３

平成２３年度大学入試センター試験志願者の本学への割当数について
神田理事から，資料９に基づき平成２３年１月１５，１６日に実施される，平成２３年
度大学入試センター試験の弘前大学試験場の志願者割当数等の報告があった。

報告４

出張講義・ドリーム講座の一本化について
神田理事から，平成２３年度より高等学校からの受付窓口を教務課に一本化することと
し，講師の選出や高等学校との日程調整等それ以外の業務は従前のとおりとする旨の報告
があった。また，出張講義の実績を各部局に報告依頼するとの発言があった。

報告５

就職内定状況について
石川学生就職支援センター長から，資料１０に基づき平成２２年１１月２５日現在の就
職率について，昨年度の同時期と比較して学部で２．６％の減，大学院で４．４％の増で
あること等の報告があった。また，今後，国による卒後３年以内の既卒者対象の就職支援
対策が実施される予定で，これにより今まで以上に４年生の就職状況が厳しくなる見込み
である旨の説明があった。

報告６

平成２３年度科学研究費補助金申請状況について
加藤理事から，資料１１に基づき平成２１年度から２３年度までの各学部・研究科等の
科学研究費補助金の申請状況について，２２年度と比較して申請件数は増加しているが，
申請率は低下していること等の報告があった。
また，資料１１-2に基づき北海道・東北地区の各国立大学法人の採択状況等の報告があ
った。

報告７

研究戦略企画会議の設置について
加藤理事から，資料１２に基づき弘前大学研究戦略企画会議の組織及び審議事項等につ
いて報告があった。

報告８

平成２２年度 弘前大学研究成果公開シンポジウムの開催について
加藤理事から，資料１３に基づき平成２３年２月１８日に東京において研究成果公開シ
ンポジウムを開催すること等の報告があった。

報告９

平成２３年度弘前大学内地研究員派遣候補者の推薦について
加藤理事から，資料１４に基づき各学部・研究科等に平成２３年度の推薦依頼をしてい
るとの報告があった。

報告10

利益相反セミナーの開催について
加藤理事から，平成２３年１月１１日に医学部臨床大講義室において開催するとの報告
があった。
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報告11

第４回北東北国立３大学連携推進研究プロジェクト成果報告会の開催について
加藤理事から，資料１５に基づき平成２３年２月１日にコラボ弘大において，平成２１
年度にプロジェクトが終了した６件について，成果報告会を開催する予定であることの報
告があった。

報告12 委員会報告
（１）緊急教育推進会議報告
神田理事から，資料１６に基づき１１月１１日及び１１月２９日開催の同会議について，
次の事項の概要について説明があった。
１．教育の向上・推進について
２．２１世紀教育及び英語教育について
（２）２１世紀教育センター運営委員会
木村２１世紀教育センター長から，資料１７に基づき１１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。
１．平成２３年度新入生ガイダンスについて
２．平成２２年度２１世紀教育授業運営・担当評価について
（３）教育・学生委員会
神田理事から，資料１８に基づき１１月２４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。
１．平成２３年度授業開始までの日程及び基礎ゼミナール等における生活指導について
２．入学式及び学位記授与式の日程に関する申し合わせについて
３．平成２２年度ＦＤ活動について
関連して，ＦＤシンポジウム等について報告があった。
（４） 第３次臨時入学試験改善委員会
神田理事から，最終回である１１月３０日開催の同委員会において，これまで検討して
きた次の事項について一定の成果があった旨の説明があった。なお，残された課題につい
ては，今後も緊急教育推進会議等において検討していく旨の報告があった。
１．受験者人口減少に伴う志願者確保
２．学外試験場の見直し
３．個別学力検査に関わる得点調整及び配点の見直し
４．個別学力検査の試験時間の統一
５．推薦入試合格者の学力低下に対応するための入学前教育
６．第２志望者の取扱い
関連して，１１月２０，２１日に推薦入学試験及び社会人入学試験の実施について報告
があった。
（５）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料１９に基づき１１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。
１．理科離れ対策支援専門委員会報告について
以
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上

