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資料32

◎

（当日配付）平成２２年度内部監査結果報告書（臨時監査）

学長から，１月１８日紙上で開催の教育研究評議会議事要録（案）及び２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

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について説明があり，審議の結果，
調査委員会報告のとおり了承され,役員会に提案することとされた。

審議２

遺伝子実験施設の農学生命科学部への移管等に伴う諸規則等の改正等について
学長から，資料１及び２に基づき，遺伝子実験施設を農学生命科学部附属教育研究施設
として移管するため，所要の整備を行うこととする規則の一部改正及び関係規程の廃止に
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。

審議３

弘前大学学位規則の一部改正について
神田理事から，資料３に基づき，学士の学位記について字句の見直しを行うこととする
規則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
することとされた。

審議４

職員の懲戒等に関する規程の制定等について
人事課長から，資料４-1に基づき，資料４-2によりこれまでの大学教員を対象とする懲
戒等の審査に関する規程に代えて，全職員を対象とする懲戒等に関する規程を制定するこ
と，資料４-3により懲戒等委員会に関する規程を制定すること，資料４-4により資料４-2
及び資料４-3の規程の制定に伴い，弘前大学の教員を対象とする懲戒等の審査に関する規
程を廃止すること，及び資料４-5の規程の一部改正を行うこと等の説明があり，これに対
し各部局において意見がある場合には，３月１８日までに文書で人事課へ提出することと
し，その結果を踏まえ，役員会を経て，教育研究評議会へ付議することとされた。

審議５

弘前大学大学院振興基金について
神田理事から，資料５に基づき，振興基金の目的及び基金の内容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された。

審議６

弘前大学人文学部規程の一部改正について
石堂人文学部長から，資料６に基づき，学部の教育研究上の目的を明確にすることとす
る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
案することとされた。

審議７

弘前大学教育学部規程の一部改正について
昆教育学部長から，資料７に基づき，各課程の教育研究上の目的を明確にすること，及
び学校教育教員養成課程において，実践力の強化とともに専門の力をより一層重視した教
員養成のために，専攻を改組しカリキュラムを改定することとする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された。

審議８

弘前大学医学部規程の一部改正について
佐藤医学部長から，資料８に基づき，学部の教育研究上の目的を明確にすることとする
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
することとされた。

審議９

弘前大学理工学部規程の一部改正について
稲村理工学部長から，資料９に基づき，学部の教育研究上の目的を明確にすることとす
る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
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案することとされた。
審議10

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10に基づき，各学科の教育研究上の目的を明確にする
こととする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された。

審議11

弘前大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について
石堂人文社会科学研究科長から，資料11に基づき，各専攻の教育研究上の目的を明確に
することとする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された。

審議12

弘前大学大学院教育学研究科規程の一部改正について
昆教育学研究科長から，資料12に基づき，各専攻の教育研究上の目的を明確にすること
とする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
に提案することとされた。

審議13

弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
佐藤医学研究科長から，資料13に基づき，病理診断学講座及び寄附講座の設置に伴い，
教育研究分野を増設し教育内容を拡充することとする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された。

審議14

弘前大学大学院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14に基づき，各専攻の教育研究上の目的を明確にするこ
と，及び博士後期課程における授業科目の追加等カリキュラムの充実を図ることとする規
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
ることとされた。

審議15

弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について
鈴木農学生命科学研究科長から，資料15に基づき，各専攻の教育研究上の目的を明確に
すること，及び遺伝子実験施設を農学生命科学部附属教育研究施設として移管することに
伴う所要の整備を行うこととする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された。

審議16

弘前大学大学院長期履修学生に関する規程の一部改正について
神田理事から，資料16に基づき，職業を有している者についての定義を明確にすること，
及び教育職員免許取得プログラムによる入学者も対象とすることとする規程の一部改正に
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された。

審議17

弘前大学２１世紀教育センター規程の一部改正について
木村２１世紀教育センター長から，資料17に基づき，２１世紀教育センターの副センタ
ー長を講師以上の専任教員から選出することとする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された。

審議18

弘前大学２１世紀教育履修規程の一部改正について
木村２１世紀教育センター長から，資料18に基づき，英語コミュニケーション実習にお
いて，履修可能単位数を変更することとする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された。

審議19

弘前大学２１世紀教育科目における「放送大学との単位互換」に関する規程の一部改正
について
木村２１世紀教育センター長から，資料19に基づき，放送大学のカリキュラムの一部改
正に伴い，放送大学で修得した単位を，本学で修得したものとみなし認定する授業科目を
変更することとする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された。
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審議20

弘前大学学生の懲戒処分に関する規程の一部改正について
神田理事から，資料20に基づき，試験等の不正行為に関し「試験等」の定義を明確にす
ること等の規程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。

審議21

平成２３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21に基づき，平成２３年度の年度計画について，計画の案及び提出
までのスケジュール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た。今後，
３月１５日開催の経営協議会の議を経て，役員会で最終決定の上，３月末日までに文部科
学省へ届出することとした。

審議22

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 宮永 崇史（理工学研究科 教授）
なお，学外委員３名については３月１５日開催の経営協議会に諮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
石堂人文学部長，昆教育学部長，佐藤医学研究科長，保嶋副病院長，對馬保健学研究科
長，稲村理工学研究科長，佐藤被ばく医療総合研究所長から資料23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。
講師採用 （23. 4. 1付け）
人文学部
金目 哲郎（平塚市役所企画部財政課主査）
石岡（日比野）愛子（現職なし）
講師採用 （23. 4. 1付け）
教育学部
中野 博之（教育学部准教授）
教授昇任 （23. 4. 1付け）
講師採用 （23. 4. 1付け）
澤
佳成（東京家政大学非常勤講師）
准教授採用 （23. 4. 1付け）
塚本 悦雄（跡見学園女子大学非常勤講師）
田中 勝則（長崎大学助教）
講師採用 （23. 4. 1付け）
助教採用 （23. 4. 1付け）
医学研究科
阪本奈美子（国立病院機構東京医療センター医師）
高畑 淳子（現職なし）
助教採用 （23. 4. 1付け）
伊東 重豪（医学研究科講師）
准教授昇任 （23. 3. 1付け）
若佐谷保仁（附属病院助手）
助教昇任 （23. 4. 1付け）
助教採用 （23. 4. 1付け）
木村 正臣（クリーブランド・クリニック）
菅原 典夫（弘前愛成会病院医員）
助教採用 （23. 4. 1付け）
助教採用 （23. 4. 1付け）
田中 利弘（整友会弘前記念病院医長）
重藤龍比古（むつ総合病院副部長）
助教採用 （23. 4. 1付け）
中川
祥（附属病院医員）
助教採用 （23. 4. 1付け）
助教採用 （23. 4. 1付け）
森山 貴子（八戸市立市民病院医長）
岸谷 正樹（附属病院医員）
助教採用 （23. 5. 1付け）
附属病院
三上健一郎（東海大学医学部基盤診療学系再生医療科学奨励研究員）
助教採用 （23. 4. 1付け）
柳町
幸（板柳中央病院医長）
助教採用 （23. 4. 1付け）
田中
治（琉球大学助教）
助教採用 （23. 4. 1付け）
石村 大史（大館市立総合病院医師） 助教採用 （23. 4. 1付け）
対馬 史泰（青森県立中央病院医師） 助教採用 （23. 4. 1付け）
横山 公章（大館市立総合病院医師） 助教採用 （23. 4. 1付け）
保健学研究科
細川洋一郎（保健学研究科准教授）
教授昇任 （23. 4. 1付け）
漆坂 真弓（保健学研究科助教）
講師昇任 （23. 4. 1付け）
蝦名 智子（保健学研究科助手）
助教昇任 （23. 4. 1付け）
准教授採用 （23. 4. 1付け）
理工学研究科
北川 文彦（京都大学工学研究科講師）
種田 晃人（理工学研究科助教）
准教授昇任 （23. 4. 1付け）
黒川
敦（三洋電機モバイルエナジーカンパニー エナジーモジュール研究所課長）
准教授採用 （23. 4. 1付け）
被ばく医療総合研究所
反町 篤行（放射線医学総合研究所研究員）
助教採用 （23. 4. 1付け）
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田副

博文（日本大学文理学部助手） 助教採用

（23. 4. 1付け）

報告２

平成２３年度入学者選抜個別学力検査の実施について
神田理事から，資料24に基づき，２月２５日及び２６日に個別学力検査（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。

報告３

平成２２年度 弘前大学特別研究員研究活動発表会について
加藤理事から，資料25に基づき，３月１８日に研究活動発表会を開催する旨の報告があ
った。

報告４

「つがルネッサンス！地域でつなぐ女性人才」の進捗状況等について
杉山男女共同参画推進室長から，資料26に基づき，本学における女性教員の比率の推移
等に関すること，及び資料27に基づき，アンケート結果に見られる男女共同参画の意識等
について報告があった。

報告５ 委員会報告
（１）緊急教育推進会議
神田理事から，資料28に基づき２月１８日開催の同会議について，現在「教育活動推進
のための提言」を取り纏めていること等について報告があった。

（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29に基づき２月１７日開催の同委員会について，
平成２３年度前期の授業開講に向けて準備を進めていること等について報告があった。
（３）教育・学生委員会
神田理事から，資料30に基づき２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．平成２２年度ＦＤ活動報告書の作成について
２．学外功労者の選考について
３．学生による授業評価アンケートについて
４．教育者総覧の入力状況について

（４）研究・産学連携委員会
加藤理事から，資料31に基づき２月１６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．研究・産学連携推進機構の設置について
２．国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程（案）について
３．ＪＳＴ研究成果最適展開事業「Ａ−ＳＴＥＰ」２３年度公募及び説明会について
報告６

平成２２年度内部監査の結果について
本間法人内部監査室長から，資料32に基づき，平成２２年度臨時監査について，内部監
査結果の概要及び監査項目等の報告があった。

報告７

丸井清泰初代学長記念碑建立検討委員会報告
長谷川附属図書館長から，記念碑建立に関する委員会が発足したこと，及び第１回委員
会での検討状況等について報告があった。

その他
（１）評議員の退任について
学長から，３月３１日付けで辞職する保嶋副病院長に対し，これまで尽力されたことへ
の謝辞があり，保嶋副病院長から挨拶があった。
（２）理事の異動について
学長から，４月１日付けで渡辺理事（財務・施設担当）・副学長・事務局長が異動とな
ることの報告と，渡辺理事に対しこれまで尽力されたことへの謝辞があり，渡辺理事から
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挨拶があった。また，後任の理事（財務・施設担当）・事務局長として，江羅学長特別補
佐・副病院長・総務部長が就任する旨の報告があり，江羅学長特別補佐から挨拶があった。
（３）評議員の再任予定について
学長から，４月１日付け再任予定として，次の評議員の紹介があった。
佐藤
敬 評議員（大学院医学研究科長）
鈴木 裕之 評議員（農学生命科学部長）
中根 明夫 評議員（出版会編集長）
杉山 祐子 評議員（男女共同参画推進室長）

（４）次回以降の開催予定日
平成２３年 ３月１５日（火）経営協議会終了後
合同会議終了後
平成２３年 ４月１２日（火）１３：３０〜
平成２３年 ５月１０日（火）１３：３０〜

経営協議会との合同会議
合同懇談会

以
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上

