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平成２７年１０月１３日（火） １３：３０～１４：２８
コラボレーションセンター８階 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，
中路，中根，木田，西沢，宮永，糠塚，佐々木，張，北原，若林，橋本，村岡，
檜垣，山田，嵯峨，木村，郡，和氣，作花，藤，福田，髙梨，足達，日景，須藤
の各評議員
神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，北川監事
石山総務部長，津久井財務部長，伊藤学務部長，高橋施設環境部長，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，堀内総務課長，玉田企
画課長，浅利広報・国際課長，藤本人事課長，石川教務課長，古舘研究推進課長，
工藤総務課課長補佐，遠藤総務課総務・秘書G係長，
長南教員免許状更新講習支援室長

役員等一覧
平成 28 年度学生募集要項(一般入試)(案） 【取扱注意】
平成 28 年度学生募集要項(一般入試)の主な変更点 【取扱注意】
弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の制定について(案)
【議題取り下げ】
弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程(案) 【議題取り下げ】
被ばく医療体制の強化について
教員の資格審査（様式１）
H26 事案第 4 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】
第２期中期目標期間の業務の実績に関する報告書等について(案)
事業の概念図
平成 27 年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」選定状況
教員の資格審査 【議題取り下げ】
科研費（補助金･基金分）配分状況一覧（平成 27 年度）
入学試験委員会議事要旨（案）
２１世紀教育センター運営委員会(第 171 回)議事要録(案)
教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会
合同会議（第 38 回）議事要録（案）
むつサテライトキャンパス設置運営に関する覚書

佐藤学長から，新評議員について説明があり，「教育研究評議会が定める者」として10月1日
付けで了承された。

【審議事項】
◎佐藤学長から，9 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。
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審議１

学生募集要項（一般入試）について
伊藤理事から，資料1-1～1-2に基づき，昨年度の学生募集要項との変更点等につ
いて説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。
なお，11 月下旬に公表予定につき，本資料については取扱注意とすることが申
し添えられた。

審議２

弘前大学における人を対象とした医学系研究に関する規程の制定について
【議題取り下げ】

審議３

放射線安全総合支援センターについて
柏倉理事から，資料 3 に基づき，本年 8 月に原子力規制委員会による「原子力災害
医療・総合支援センター」及び「高度被ばく医療支援センター」の指定を受けたこ
と，さらには，第３期中期目標期間において，被ばく医療を戦略的・意欲的な目標・
計画に位置付け，より重点的に推進していく方針を決定したことを踏まえ，被ばく医
療に係る取組の一層の推進に対応できるよう学内体制の強化を図るため，放射線安
全総合支援センターの設置及び被ばく医療に係る事務組織の強化をすることについ
て，並びに「放射線安全総合支援センター」に係る規程の制定及び関連規則等の一部
改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
伊藤理事，中路医学研究科長，藤附属病院長から，資料 4 に基づき，下記職員の採
用等について報告があった。
講 師採用（27.11. 1付け）
教育推進機構 立田 夏子 (白石第一小学校
外国語活動補助員)
横内裕一郎（会津大学客員研究員） 助 教採用（28. 4. 1付け）
医学研究科
小林
恒 (医学研究科准教授) 教 授昇任（27.10. 1付け）
今井
篤 (医学研究科助教)
講 師昇任（27.10. 1付け）
畑山 佳臣 (南東北がん陽子線
助 教採用（27.10. 1付け）
治療センター医師)
附属病院
塩崎
崇 (県立中央病院副部長) 助 教採用（27.10. 1付け）
齋藤百合子 (附属病院医員)
助 教採用（27.10. 1付け）
三浦 卓也 (青森厚生病院外科部長) 助 教採用（27.10. 1付け）
報告２

職員の懲戒等について
吉澤理事から資料 5-1～5-4 に基づき，Ｈ26 事案第 4 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３

第２期中期目標期間の業務の実績に関する報告書等について
吉澤理事から，資料 6 に基づき，第２期中期目標期間における実績報告書等の作成
方針及び作成スケジュール，作成上の留意点等についての説明とともに，適正な評価
が得られるよう，明確な責任体制の下で組織的かつ計画的な取り組みについて要請が
あった。
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報告４

平成２７年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」について
吉澤理事から，資料 7-1～7-2 に基づき，本学が採択された平成 27 年度「地（知）
の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の選定状況等について報告があった。

報告５

ＣＯＩ専任教員の選考結果について

報告６

平成２７年度科研費（補助金分・基金分）配分状況等について
柏倉理事から，資料 9 に基づき，平成 27 年度科研費における各種目別の採択率，
配分額及び国立大学法人の各ランキング等について報告があった。

【議題取り下げ】

報告７ 委員会等報告
(1) 入学試験委員会報告（9 月 24 日開催分）
伊藤理事から，資料10に基づき，9月24日に開催された同委員会の次の事項について，
報告があった。
1. 平成 28 年度学生募集要項（一般入試）について
2. 平成 29 年度ＡＯ入試の実施時期について
3. 平成 28 年度大学入試センター試験の実施体制について
4. 弘前大学入学試験運営細則の改正について
(2) ２１世紀教育センター運営委員会報告（9 月 17 日開催分）
木村２１世紀教育センター長から，資料11に基づき，9月17日に開催された同委員会の
次の事項について，報告があった。
1. 平成 27 年度前期追試験について
2. 平成 27 年度ティーチング・アシスタントによる採用計画の変更について
(3) 教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同会議
（9 月 28 日開催分）
長南教員免許状更新講習支援室長から，資料12に基づき，9月28日に開催された同会議
の次の事項について，報告があった。
1. 平成 27 年度教員免許状更新講習（夏季講習）合否認定について
2. 平成 27 年度教員免許状更新講習予備費について
3. 弘前大学教員免許状更新講習実施規程の一部改正について
4. 弘前大学教員免許状更新講習支援室教科グループ要項の一部改正について
5. 弘前大学教員免許状更新講習実施に関する申合せの一部改正について
報告８

むつサテライトキャンパスの設置について
大河原理事から，資料13に基づき，むつ市・弘前大学・青森中央学院大学が，
「むつサテライトキャンパス」の設置運営に関する覚書を平成27年10月6日に交わし
たことについて報告があった。

報告９ その他
（１）次回以降の開催予定日
平成２７年１１月１０日（火）13:30～
平成２７年１２月 ８日（火）13:30～
以
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上

