教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨
日
時
場
所
出席評議員
役員等陪席者
事務局陪席者

その他陪席者

平成２６年 ９月 ９日（火） １３：３０〜１５：３０
事務局大会議室
佐藤(学長・議長)，吉澤，加藤，伊藤，柏倉，大河原，今井，保田，戸塚，大坪，
中根，木田，西沢，宮永，糠塚，佐々木，張，北原，村岡，檜垣，山田，嵯峨，
木村，郡，和氣，藤，福田，高梨，伊東，足達，日景，須藤の各評議員
井口学長特別補佐，神本学長特別補佐，北川監事
石山総務部長，津久井財務部長，伊藤学務部長，天野施設環境部長，山﨑研究推
進部長，寺坂附属病院事務部長，齊藤学長室企画調整役，北﨑総務課長，玉田企
画課長，浅利広報・国際課長，藤本人事課長，林田入試課長，大塚研究推進課長，
工藤総務課課長補佐，今総務課総務・秘書G係長，遠藤総務課総務・秘書G係長
無し

【配付資料】
参考資料（当日配付）役員等一覧（教育研究評議会）
資料１ （当日配付）学長選考会議委員名簿
資料２ （事前配付）国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程新旧対照表(案)
資料３-1（事前配付）弘前大学ＣＯＩ研究推進機構規程新旧対照表(案)
資料３-2（事前配付）弘前大学ＣＯＩ拠点アドバイザリーボード要項(案)
資料４ （事前配付）弘前大学医学部規程新旧対照表(案)
参考資料（事前配付）弘前大学医学部規程の改正の概要
資料５-1（事前配付）弘前大学名誉教授候補者名簿
資料５-2（当日配付）履歴書【要回収】
資料５-3（事前配付）功績調書・在職年数調書
資料６ （事前配付）教員の資格審査(様式1)
資料７ （当日配付）グローバル化推進への提言
追加資料（当日配付）平成26年度 文部科学省「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」の採択
について 【一部要回収】
当日追加配付資料
地(知)の拠点整備事業に関する説明会の開催について(通知)
資料８-1（当日配付）学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について(概要)
資料８-2（当日配付）学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律新旧対照表
資料８-3（当日配付）内部規則等の総点検・見直し状況の調査について
資料８-4（当日配付）学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等及び国立大学
法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知)
資料９ （事前配付）平成27年度(2015年度)授業日程
資料10 （事前配付）オープンキャンパス参加者数
資料11 （事前配付）弘前大学大学院理工学研究科入学試験における出題ミスとその対応に
ついて
資料12 （当日配付）H25事案第6号に係る報告書【要回収】，審査説明書【要回収】，
陳述請求書【要回収】，陳述書【要回収】
資料13 （事前配付）平成26年度弘前大学機関研究の選考結果について
資料14 （事前配付）平成26年度科研費獲得支援事業審査結果一覧
資料15 （事前配付）平成27年度科研費申請の基本方針(案)
資料16-1（事前配付）東京事務所の機能強化について①
資料16-2（事前配付）東京事務所の機能強化について②
資料17 （事前配付）弘前大学研究・イノベーション推進機構アドバイザリーボード次第(案)
資料18 （事前配付）平成26年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択結果一覧
資料19 （事前配付）平成26年度弘前大学国際連携推進事業採択結果一覧
資料20 （事前配付）平成26年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト採択課題一覧
資料21 （事前配付）研究活動の不正行為への対応ガイドラインについて
資料22 （事前配付）平成25年度 Web of Science利用統計(部局別)
資料23 （事前配付）平成26年度弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラム
採択一覧
資料24 （事前配付）弘前大学附属図書館リニューアルオープンセレモニー次第
資料25 （事前配付）寄附講義計画書
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資料26 （事前配付）地域未来創生塾＠中央公民館チラシ
資料27 （事前配付）食料科学研究所と深浦町との間で連携・協定に関する協定を締結
資料28 （当日配付）平成26年度学会参加時の託児支援制度要項
資料29-1（事前配付）企画委員会(第2回)議事要旨
資料29-2（事前配付）教育委員会(第30回)議事要録(案)
資料29-3（事前配付）21世紀教育センター運営委員会（第158回）議事要録(案)
当日追加配付資料
ひろだい白神レーダー開設記念シンポジウム

審議事項
◎

佐藤学長から，新評議員(中路)について説明があり，「教育研究評議会が定める者」として
9月1日付けで了承された。

◎

佐藤学長から，7月8日開催の教育研究評議会議事要旨（案）の確認が行われ承認された。
審議１

学長選考会議委員の選出について
学長から，中路医学研究科長が8月31日をもって教育研究評議会評議員の任期満了とな
ったことに伴い，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，投票に
よる選出の結果，20票を獲得した中路評議員が選出された。

審議２

国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程の一部改正について
吉澤理事から，資料2に基づき，弘前大学管理運営規則の改正に伴う，ハラスメント
防止等対策委員会の委員について所要の改正を行う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た。

審議３

弘前大学ＣＯＩ研究推進機構規程改正について
柏倉理事から，資料3-1〜3-2に基づき，ＣＯＩプログラムの進捗状況等について助言
等を得るためにアドバイザリーボードを置くことに伴い所要の改正を行うことについて
説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

審議４

弘前大学医学部規程の一部改正について
木田保健学研究科長から，資料4及び参考資料に基づき，医学部保健学科において地域
志向科目を新設するため所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案
のとおり了承された。

審議５

弘前大学名誉教授称号授与について
平成26年6月で退職された元教授に対する弘前大学名誉教授称号授与について，中路医
学研究科長から資料5-1〜5-3に基づき，略歴及び功績等の説明があり，審議の結果，名
誉教授の称号を授与することが了承された。

報告事項
報告１

教員の採用等について
伊藤理事，柏倉理事，中路医学研究科長，藤病院長から，資料6に基づき，下記職
員の採用等について報告があった。
国際教育ｾﾝﾀｰ
COI研究推進機構
医学研究科
附属病院

笹森
野呂
松原
古川
成田
青木

圭子
和代
篤
智範
大一
哉志

学務部教務課事務補佐員
BS国際特許事務所
医学研究科准教授
医学研究科助手
保健学研究科助教
ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ大学ﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ
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助 教採用(26.10. 1付け)
講 師採用(26. 9. 1付け)
教 授昇任(26. 8．1付け)
助 教昇任(26. 8．1付け)
助教配置換(26.10. 1付け)
助 教採用(26. 8. 1付け)

報告２

グローバル化推進への提言について
吉澤理事から，資料7に基づき，弘前大学のグローバル化を推進するための指針や
教育・研究・社会連携・推進体制における具体的な施策等について報告があった。

報告３

地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）について
吉澤理事から，追加資料に基づき，本事業の採択を受けて，文部科学省へ調書を提出
すること，事業推進室設置のために準備室を立ち上げて人員配置や事務組織等について
検討を進めていること，本事業に係るキックオフやシンポジウムの開催に関すること等，
本事業の現況について報告があった。

報告４

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律等の施行について
加藤理事から，資料8-1〜8-4に基づき，当該法律等の改正の趣旨や概要，留意事項等
についての説明とともに，改正法の施行日(平成27年4月1日)に向け，今後，学内におい
て内部規則等の総点検を行う必要があること，及び総点検への取組状況については，文
部科学省における確認調査が実施される予定であることについて報告があった。

報告５

平成２７年度授業日程について
伊藤理事から，資料9に基づき，平成27年度授業日程の内容について報告があった。

報告６

オープンキャンパスの実施結果について
伊藤理事から，資料10に基づき，8月8日に実施したオープンキャンパスについて，参
加者数は6,292人(前年度比+1.3%)であり，雨模様の中で無事終了したことの報告及び協
力に対する謝辞があった。

報告７

大学院入試における出題ミスについて
伊藤理事から，資料11に基づき，8月21日に実施した大学院理工学研究科入学試験にお
ける出題ミスの概要，及び当該問題について受験者全員を正解とする措置を行った旨の
報告があった。

報告８

職員の懲戒等について
伊藤理事から資料12に基づき，Ｈ25事案第6号に係る国立大学法人弘前大学職員懲戒等
委員会による調査及び審査結果及び役員会における懲戒等の決定内容等について報告が
あった。

報告９

平成２６年度弘前大学機関研究の選考結果について
柏倉理事から，資料13に基づき，機関研究3件，東日本大震災対応研究プロジェクト
1件，若手機関研究2件の計6件を採択したことについて報告があった。

報告10

平成２６年度科研費獲得支援事業の決定について
柏倉理事から，資料14に基づき，平成26年度申請の不採択研究課題のうち，Ａ評価を
受け本事業に申請した47件の研究課題に対し，配分額を決定したことについて報告があ
った。

報告11

平成２７年度科研費申請の基本方針について
柏倉理事から，資料15に基づき，基本方針の趣旨，獲得目標の設定，目標達成に向け
た取組等について報告があった。

報告12

東京事務所の機能強化について
柏倉理事から，資料16-1〜16-2に基づき，東京事務所について現在の江戸川区船堀か
ら新たな拠点に機能を移転する計画のこと，新たな拠点に係る賃貸料は当面研究担当理
事の戦略的経費で対応すること，本件を進めるに当たり本学サテライト規程の見直しが
必要である旨の報告があった。
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報告13

研究・イノベーション推進機構アドバイザリーボードついて
柏倉理事から，資料17に基づき，10月29日に実施する本会に係る次第の内容や委員の
構成等について報告があった。

報告14

平成２６年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の採択結果について
柏倉理事から，資料18に基づき，本事業の採択者(56名)が決定したことについて報告
があった。

報告15

平成２６年度弘前大学国際連携推進事業の審査結果について
柏倉理事から，資料19に基づき，本事業の採択者(2名)が決定したことについて報告
があった。

報告16

平成２６年度北東北国立３大学連携推進研究プロジェクトの採択結果について
柏倉理事から，資料20に基づき，弘前大学からは研究代表者として，Ａ区分(プレリ
サーチ型)で1件，Ｂ区分(課題対応型)で1件採択されたことについて報告があった。

報告17

研究活動の不正行為への対応ガイドラインについて
柏倉理事から，資料21に基づき，研究不正防止に向けて周知徹底を図ることや競争的
資金に係る学内申請方法の見直し等に係る通知を8月20日付けで学内に発信した旨の報
告があった。また，山﨑研究推進部長から文部科学省で策定中である新たな「研究活動
における不正行為への対応等に関するガイドライン」の概要や，日本学術会議・日本学
術振興会で作成準備中の「研究倫理教育プログラム」の内容等について発言があった。

報告18

平成２５年度 Web of Scienceの部局別利用統計について
柏倉理事から，資料22に基づき，大学全体のログイン回数及び検索回数や，理工学研
究科と農学生命科学部で多く利用されたことについて報告があった。

報告19

平成２６年度弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラムの採択について
大河原理事から，資料23に基づき，人文学部，教育学部，保健学研究科，理工学研究
科，農学生命科学部，北日本新エネルギー研究所の事業として採択した 7件に係る事業
概要や助成額等について報告があった。

報告20

附属図書館リニューアルオープンについて
郡附属図書館長から，資料24に基づき，本学附属図書館のリニューアルオープンセレ
モニーに係る日程や出席者及び内覧会の実施等について報告があった。

報告21

人文学部における寄附講義の開設について
今井人文学部長から，資料25に基づき，社会保険労務士による実務講義を2014年度後
期に実施する旨について報告があった。

報告22

地域未来創生塾＠中央公民館について
今井人文学部長から，資料26に基づき，弘前大学との地域づくり連携事業として人文
学部等の教員・学生を講師とする講座を実施することについて報告があった。

報告23

食料科学研究所と深浦町との連携・協定に関する協定締結について
嵯峨食料科学研究所長から，資料27に基づき，本学食料科学研究所が深浦町との間で
相互の発展に資するため両者が包括な連携のもと，各分野において相互に連携・協力す
る協定を7月22日に締結したことについて報告があった。
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報告24

平成２６年度学会参加時の託児支援制度について
日景男女共同参画推進室長から，資料28に基づき，本学研究者で国内外の学会等に参
加するために託児所等を利用する者を支援対象とすることや1申請あたり1万円を上限
とする等，当該要項について報告があった。
併せて，平成26年度弘前大学男女共同参画シンポジウム「家族を看護・介護すると
き」を9月10日に開催することについても報告があった。

報告25 委員会等報告
（１）企画委員会（第２回）
吉澤理事から，資料29-1に基づき，7月29日に開催された同委員会の審議事項等につ
いて，報告があった。
１．研究院構想について
２．その他
（２）教育委員会（７月２３日開催分）
伊藤理事から，資料29-2に基づき，7月23日(第30回)に開催された同委員会の議題等
について，報告があった。
１．卒業生・企業等アンケート調査の実施について
２．その他
（３）２１世紀教育センター運営委員会（７月１７日開催分）
木村21世紀教育センター長から，資料29-3に基づき，7月17日に開催された同委員会の
審議事項等について，報告があった。
１．平成26年度前期末試験について
２．平成26年度前期末・後期開始時の日程について
３．平成27年度授業計画について
４．平成26年度非常勤講師による授業計画の変更について
報告26 その他
（１）ひろだい白神レーダー開設記念シンポジウムについて
檜垣白神自然環境研究所長から，当日配付資料に基づき，本学教員等を講師とする基
調講演，北東北の気象災害に係る事例報告及び総合討論が9月27日〜28日に行われるこ
とについて報告があった。
（２）ハラスメント対策講習会の実施について
吉澤理事から，本学におけるハラスメント防止を徹底するため，9月25日に当該講習
会を実施することについて報告があった。
（３）次回以降の開催予定日
平成２６年１０月１４日（火）13:30〜
平成２６年１１月１８日（火）10:00〜

以
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上

