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平成２３年 ４月１２日（火） １３：３０～１５：５０
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），神本，佐々木，
木村，長谷川，水沼，高梨，牧野，中根，杉山，手塚，上野，膝舘の各評議員
藁科理事，江羅理事，南條学長特別補佐，北川監事，井口監事
本間法人内部監査室長
野口総務部長，須藤財務部長，奈良岡総務課長，齊藤企画課長，池田人事課長，
粟野教務課長，大西入試課長，竹内研究推進課長，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

（当日配付）役員等一覧
（当日配付）新任部課長等名簿（事務局及び医学部附属病院）
（当日配付）農学生命科学研究科の改組について
（当日配付）教育活動推進のための提言
（当日配付）弘前大学教育推進室規程（案）
（事前配付）安全保障輸出管理について
（事前配付）国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程（案）
（事前配付）弘前大学における安全保障輸出管理体制
（当日配付）教員の資格審査（様式１）
（当日配付）平成２３年度入学式の実施について
（当日配付）東日本大震災被害学生数調べ
（当日配付）東日本大震災被害状況調べ
（当日配付）平成２３年度入学者における被災地出身者調
（当日配付）東日本大震災に関する支援事業等一覧
（当日配付）平成２２年度組織評価の評価結果
（当日配付）次期認証評価の受審について
（当日配付）平成２３年度弘前大学入学者選抜試験結果
（当日配付）平成２２年度就職内定状況（平成23年3月25日現在）
（当日配付）平成２３年度研究サポートスタッフ派遣制度の決定について（継続分）
（当日配付）平成２２年度弘前大学レンタルラボ利用者に係る活動等の評価結果につ
いて
（当日配付）コラボ弘大レンタルラボ入居者一覧
（当日配付）人才データベースシステム全体イメージ図
（当日配付）２１世紀教育センター運営委員会（第118回）議事要録（案）
（当日配付）教育・学生委員会（第82回）議事要録（案）
（当日配付）弘前大学における被災学生への支援について

学長から，４月１日付けで就任した理事，監事及び新評議員等の紹介があり，引き続き江羅理
事から新任部課長等（事務局及び医学部附属病院）の紹介があった。
学長から，３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。
学長から平成２３年度を迎えるにあたり，第２期中期目標・中期計画及び年度計画の完遂，エ
ネルギー・環境・食の問題等機能別分化への対応，東日本大震災への医師派遣等支援状況，本学
の危機管理状況，本学の教育・研究体制，少子化に伴う入学志願者の減少への対応について等の
発言があった。
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審議事項
審議１

学長選考会議委員の選出について
学長から，佐藤医学研究科長及び鈴木農学生命科学部長の研究科長・学部長任期満了に
よる教育研究評議会評議員の任期満了に伴い，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号の規定に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，佐藤敬評議員及び鈴木評議員が選出された。

審議２

農学生命科学研究科の改組について
鈴木農学生命科学部長から，資料１に基づき，学部学科に対応する１専攻５コースを設
置すること，専門教育研究プログラムを設置すること等の改組の概要及び改組のスケジュ
ール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３

教育活動推進のための提言について
神田理事から，資料２に基づき，緊急教育推進会議において検討した内容を取り纏めた
「教育活動推進のための提言」について，本学の教育活動の現状と課題及び緊急教育推進
会議からの提言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４

弘前大学教育推進室規程の制定について
神田理事から，資料３に基づき，「教育活動推進のための提言」を踏まえ，本学の教育
に関する諸課題等への対応方策を検討するため，教育推進室を設置することとする規程の
制定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５

弘前大学安全保障輸出管理について
加藤理事から安全保障輸出管理規程の制定について発言があり，続いて膝舘学術情報部
長から，資料４に基づき，安全保障輸出管理の概要及びその必要性，大学に求められる管
理等について，また資料５及び資料６に基づき，本学における安全保障輸出管理体制及び
管理手続き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。

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，水沼副病院長，對馬保健学研究科
長，鈴木農学生命科学部長から資料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
片岡 太郎（現職なし）
特任助教採用 （23. 4. 1付け）
田中 克典（人間文化研究機構総合地球環境学研究所研究員）
特任助教採用 （23. 4. 1付け）
教育学部
朝山奈津子（沖縄県立芸術大学助教）
講師採用 （23. 4. 1付け）
医学研究科
樋熊 拓未（医学研究科講師）
准教授昇任 （23. 4. 1付け）
米山
徹（医学研究科奨励研究員）
助教採用 （23. 4. 1付け）
是川あゆ美（医学研究科助手）
助教昇任 （23. 4. 1付け）
附属病院
宮川 靖博（附属病院助教）
講師昇任 （23. 4. 1付け）
石澤 義也（三沢市立三沢病院医長）
助教採用 （23. 4. 1付け）
赤坂英二郎（青森県立中央病院医師）
助教採用 （23. 4. 1付け）
工藤 隆司（附属病院助手）
助教昇任 （23. 4. 1付け）
保健学研究科
木立るり子（保健学研究科准教授）
教授昇任 （23. 4. 1付け）
古川 照美（保健学研究科講師）
准教授昇任 （23. 4. 1付け）
北宮 千秋（保健学研究科講師）
准教授昇任 （23. 4. 1付け）
五十嵐世津子（保健学研究科講師）
准教授昇任 （23. 4. 1付け）
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農学生命科学部

加藤
吉田
遠藤

拓彦（保健学研究科講師）
准教授昇任
孝（農学生命科学部准教授）
教授昇任
助教採用
明（東洋食品工業短期大学助教）

（23. 4. 1付け）
（23. 4. 1付け）
（23. 4.16付け）

報告２

平成２３年度入学式の実施について
総務部長から，資料８に基づき，平成２３年４月５日に予定されていた入学式を４月
２７日に開催する旨の報告があった。

報告３

東日本大震災への対応について
神田理事から，資料９に基づき，東日本大震災後，学生等の安否確認を行っていたとこ
ろ，在学生，新入生及び留学生について全員の無事が確認されたこと，資料10に基づき，
学生の被害状況に関すること，及び資料11に基づき，被災地出身の新入生について報告が
あった。また，資料に基づき，４月８日に公表し実施することとした，被災学生等への支
援について説明があった。
続いて，江羅事務局長から，資料12に基づき，東日本大震災における本学の支援状況等
について，ＤＭＡＴ，被ばく状況調査チーム，災害対策本部への要員，福島大学への技術
職員等の派遣，空間放射線量調査への実施協力，災害救援物資の支援等を行っていること
等について報告があった。

報告４

平成２２年度組織評価の評価結果について
藁科理事から，資料13に基づき，組織評価の評価結果について報告があった。

報告５

次期認証評価の受審について
藁科理事から，資料14に基づき，次期認証評価の受審に関して，認証評価機関，受審
時期及び今後のスケジュール等について報告があった。

報告６

平成２３年度入学試験の結果について
神田理事から，資料15に基づき，平成２３年度の入学試験結果について報告があった。

報告７

飲酒強要防止等の注意喚起について
神田理事から，飲酒の強要防止等に関する注意喚起を行った旨の報告があった。

報告８

平成２２年度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16に基づき，各学部・研究科の平成２３年３月
２５日現在における就職内定状況等について報告があった。

報告９

平成２３年度研究サポートスタッフ派遣制度の決定について
加藤理事から，資料17に基づき，平成２２年度からの継続分として６名の教員にサポー
トスタッフ派遣制度を適用することの報告があった。

報告10

平成２３年度弘前大学レンタルラボ入居者の決定について
加藤理事から，資料18に基づき，平成２２年度におけるレンタルラボ利用者の活動等に
関する評価結果の報告があった。引き続き，資料19に基づき，平成２３年度のレンタルラ
ボ入居者について報告があった。

報告11

弘前大学大学院保健学研究科と独立行政法人放射線医学総合研究所との教育研究
協力に関する協定の締結について
對馬保健学研究科長から，３月２４日に保健学研究科と放射線医学総合研究所との間に
連携大学に関する協定を締結したことにより，保健学研究科博士前期課程の大学院生が連
携教員の指導を受けることができることとなったこと等の報告があった。

報告12

人才データベースの構築について
杉山男女共同参画推進室長から，資料20に基づき，「つがルネッサンス！地域でつなぐ
女性人才」事業の一環としてデータベースの構築を計画していることについて，経緯及び，
実施予定等について，報告があった。
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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２１世紀教育センター長から，資料21に基づき３月２４日開催の同委員会について，
入学式及び前期開始日の変更に伴い，平成２３年度前期開講時の対応について検討してい
ること等について報告があった。
（２）教育・学生委員会
神田理事から，資料22に基づき３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ＦＤ活動について
２．高大連携公開講座新規協定締結について
その他
（１）学長から，今後第４次臨時入試改善委員会を設置する旨の発言があった。
（２）学長から，３月８日の教育研究評議会で継続審議とした，職員の懲戒等に関する規程に
ついては，部局より意見が出されたことから検討を行い，今後教育研究評議会に付議する
旨の発言があった。
（３）次回以降の開催予定日
平成２３年 ５月１０日（火）１３：３０～
平成２３年 ６月１４日（火）１３：３０～
以
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上

