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平成２７年１１月１０日（火） １３：３０～１４：２５
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，
中根，木田，西沢，宮永，糠塚，佐々木，張，北原，若林，橋本，村岡，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
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，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，今総務課総務・秘書G係長，遠藤総務課総務・秘書G係長
稲村法人内部監査室長，三上法人内部監査室室長補佐

【配付資料】
資料 1
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）
当日配付資料
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
資料 2
教員の資格審査（様式１）
資料 3
平成 27 年度内部監査結果報告書
資料 4-1 国立大学法人弘前大学の平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果
資料 4-2 国立大学法人等の平成 26 年度評価結果について
当日配付資料
中期目標・中期計画等について
資料 5
第 15 回弘前大学総合文化祭記録
資料 6
平成 27 年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
資料 7
講演会実施要綱（案）
資料 8
平成 28 年度 競争的資金申請の基本方針（案）
資料 9
農場祭ポスター
資料 10
附属図書館ラウンジトーク 2015 年第 4 期チラシ
資料 11
教育委員会（第 43 回）議事要録（案）
資料 12
研究委員会議事要旨（27.10.23）
資料 13
２１世紀教育センター運営委員会(第 172 回)議事要録（案）
資料 14-1 国立大学法人保有個人情報管理規程の一部改正について
資料 14-2 国立大学法人保有個人情報管理規程新旧対照表（案）
資料 14-3 規程改正に伴う対応について
資料 15
リーフレット「結婚・子育て・介護 あなたが利用できる学内制度」

【審議事項】
◎佐藤学長から，10 月 13 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

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
柏倉理事から，資料1及び当日配付資料に基づき，平成27年4月から施行になった
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」により，本学における人を対象とし
た医学系研究に関し，倫理審査手続き等の迅速化を図るため，学長としての権限及び
事務を部局長に委任することについて，新たに規程を制定する旨の説明があり，審議
の結果，原案のとおり了承された。
なお，附則について現在文言を整理中として，学長に一任することとされた。
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【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
柏倉理事，宮永理工学研究科長，若林医学系長から，資料 2 に基づき，下記職員の
採用について報告があった。
COI研究推進機構 川谷 健一 (工藤一郎国際特許事務所) 助 教採用（27.11. 1付け）
高橋 幸子（日本舞台芸術振興会） 助 教採用（27.12.16付け）
自然科学系
安全ｼｽﾃﾑ工学領域

城田
農 (ﾄｩｳｪﾝﾃ大学研究員)
稲田ｼｭﾝｺｱﾙﾊﾞｰﾉ (名古屋大学博士研究員)

准教授採用（28. 2. 1付け）
助 教採用（27.12. 1付け）

医学系臨床医学領域

三浦

助

和知 (国立病院機構弘前病院医師)

教採用（27.11. 1付け）

報告２

平成２７年度内部監査（重点監査項目）の結果について
稲村法人内部監査室室長から資料 3 に基づき，7 月に実施した平成 27 年度内部監
査の重点監査項目「競争的資金（科学研究費補助金等）に関する事項」の結果につい
て報告があった。

報告３

国立大学法人弘前大学の平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
吉澤理事から，資料4-1～4-2及び当日配付資料に基づき，弘前大学の平成26事業年
度に係る業務の実績に関する評価結果において項目別評価の４項目全て「中期計画の
達成に向けて順調に進んでいる」との評価を受けたこと，並びに国立大学法人等全体
の評価結果の概要及び今後の留意点を示した国立大学法人評価委員会事務局からの通
知内容について報告があった。

報告４

第１５回総合文化祭について
伊藤理事から，資料 5 に基づき，平成 27 年 10 月 16 日(金)から 10 月 18 日(日)に
開催した第 15 回弘前大学総合文化祭について，好天にも恵まれ来場者が約 9,500 人
であったこと等について報告があった。

報告５

平成２７年度弘前大学学術特別賞の授賞者決定について
柏倉理事から，資料6に基づき，弘前大学学術特別賞（遠藤賞）２名，弘前大学若
手優秀論文賞２名の授賞者が決定したことについて報告があった。

報告６

文部科学省大臣官房参事官 松尾泰樹氏の講演について
柏倉理事から，資料7に基づき，平成27年12月8日に弘前大学農学生命科学部講義室
において，文部科学省大臣官房参事官 松尾泰樹氏の講演会を開催することについて報
告があった。

報告７

平成２８年度競争的資金申請の基本方針について
柏倉理事から，資料8に基づき，平成28年度競争的資金申請の基本方針について，
趣旨，対象とする外部資金，獲得目標の設定，獲得向上のための取組等の報告があっ
た。また，各省庁の平成27年度における競争的資金制度及び本学の平成26年度競争的
資金の獲得状況について報告があった。

報告８

農場祭について
佐々木農学生命科学部長から，資料9に基づき，平成27年11月14日(土)に弘前大学
金木農場において農場祭を開催することについて報告があった。

報告９

附属図書館ラウンジトーク第４期について
郡附属図書館長から，資料 10 に基づき，附属図書館ラウンジトーク第 4 期(11 月
～12 月)の開催概要について報告があった。
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報告 10 委員会等報告
(1) 教育委員会（10 月 28 日開催分）
伊藤理事から，資料11に基づき，10月28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.学生に対する「研究倫理報告」の実施について
2.平成 27 年度後期「学生による授業評価アンケート」の実施について
3.学生の協力による学修相談・支援サービスの試行について
(2) 研究委員会（10 月 23 日開催分）
柏倉理事から，資料12に基づき，10月23日に開催された同委員会について，報告
があった。
(3) ２１世紀教育センター運営委員会報告(10 月 15 日開催分）
木村２１世紀教育センター長から，資料13に基づき，10月15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 年度非常勤講師による授業計画の変更について
2.平成 27 年度後期授業計画の変更について
3.平成 27 年度後期授業開始時の対応について
4.平成 27 年度「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定申請等について
報告 11

国立大学法人弘前大学保有個人情報管理規程の一部改正について
吉澤理事から，資料 14-1～14-3 に基づき，マイナンバー制度の運用開始に伴い策
定された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(内閣府)」及び「独
立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針(総務
省)」の一部改正を受け，個人情報の安全管理体制の強化等を図るため，国立大学法
人弘前大学保有個人情報管理規程の一部を改正することの報告とともに，引き続
き，特定個人情報を含む個人情報の適正な管理運用が確保されるよう要請があっ
た。

報告 12

育児介護休暇・休業制度リーフレットについて
日景男女共同参画推進室長から，資料 15 に基づき，男女共同参画推進室が作成
したリーフレット「結婚・子育て・介護あなたが利用できる学内制度」について報
告があった。

報告 13 その他
(1) 次回以降の開催予定日
平成２７年１２月 ８日（火）１３：００～
平成２８年 １月１２日（火）１３：３０～
以
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上

