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平成２８年３月８日（火） １３：３０～１５：３５
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，郡，大河原，柏倉，和氣，作花，今井，
戸塚，橋本，若林，木田，宮永，藤，北原，村岡，石川(檜垣代理)，山田，嵯峨，
木村，中根，保田，大坪，張，西沢，糠塚の各評議員
神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，北川監事，村下副理
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，土門入試課長，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
須藤共同ｾﾝﾀｰＧ技術専門職員

弘前大学苦情処理室 室員名簿
平成28年度事業概要（年度計画）
平成28年度の業務運営に関する計画（年度計画）(案）
国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程の一部改正について
国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程新旧対照表（案）
ＣＯＣ推進本部に係る規程等について
研究所長に係る規程等について
国立大学法人弘前大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(案)
国立大学法人弘前大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に
おける具体例（案）
弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程の制定について
弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程（案）
弘前大学学生特別支援室規程等の制定について（案）
弘前大学学生特別支援室規程（案）
弘前大学学生特別支援連絡会議要項（案）
弘前大学入学試験委員会規程等の一部改正について（案）
弘前大学入学試験委員会規程新旧対照表（案）
弘前大学入学試験運営細則新旧対照表（案）
東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱
要項（案）
「弘前大学研究・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構規程」の一部改正について
弘前大学研究・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構規程新旧対照表（案）
本学の研究推進，産学連携等に係る経費について
国立大学法人弘前大学間接経費に係る執行指針（案）等について（概要）
国立大学法人弘前大学間接経費に係る執行指針（案）
国立大学法人弘前大学間接経費取扱要領（案）
間接経費に係る本学の共通的な経費への配分方針（案）
名誉教授候補者名簿，履歴書【要回収】，功績調書，在職年数調書
寄附講座等の概要 地域救急医療学講座
寄附講座等の概要 設置期間延長 地域医療学講座
創立７０周年記念事業について
教員の資格審査(様式1) 人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
教員の資格審査(様式1) 医学系（保健学科学領域）
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資料16-3
資料16-4
資料16-5
資料16-6
資料17-1
資料17-2
資料18
資料19
資料20-1
資料20-2
資料21
資料22
資料23
資料24
資料25
資料26-1
資料26-2
資料26-3
資料26-4
資料27
資料28
資料29
資料30

教員の資格審査(様式1) 医学系（保健学科学領域）
教員の資格審査(様式1) 自然科学系（機能創造科学領域,安全システム工学領域）
教員の資格審査(様式1) 自然科学系（農学・生命科学領域）
教員の資格審査(様式1) 地域イノベーション学系
国立大学法人弘前大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
中期目標・中期計画一覧表
ＣＯＣ＋シンポジウムチラシ
弘前大学利益相反セミナー チラシ
弘前大学学生の海外渡航に伴う危機管理対応 マ ニ ュ ア ル の 策 定 に つ い て
弘前大学学生の海外渡航に伴う危機管理対応マニュアル(案)
平成28年度弘前大学特別研究員採択（継続）一覧表
標的型攻撃による情報漏えい対策について
被ばく医療プロフェッショナル育成計画の事後評価結果について
インドネシア・ボゴール農科大学との大学間交流協定の締結について
カナダ・マウントロイアル大学との大学間交流協定の変更について
国立大学における男女共同参画推進について-ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ(2016年度～2020年度)大学別女性教員比率の現状と目標設定のための将来予測 【取扱注意】
国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第12回追跡調査について(概要)
国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第12回追跡調査報告書(資料抜粋)
寄附講義計画書
教育委員会（第48回）議事要録（案）
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174回)議事要録（案）

【審議事項】
◎佐藤学長から，2 月 9 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

弘前大学苦情処理室 室員の推薦について
学長から，資料1に基づき，3月31日付け任期満了に伴う室員について，教育研究評
議会が推薦する教員3名，教員以外の職員1名及び人事課の職員1名の提案があり，審
議の結果，原案のとおり了承された。

審議２

平成２８年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
吉澤理事から，資料2-1～2-2に基づき，平成28年度の業務運営に関する計画（年度
計画）案の内容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。また，
今後の調整等により字句修正等が必要になった場合の対応は学長に一任することとさ
れた。

審議３

国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程の一部改正について
吉澤理事から，資料3-1～3-2に基づき，教員選考委員会については現行規程では，
選考しようとする教員候補適任者の専攻分野に最も関連性が高い領域（関係領域）の
領域長が構成員となること，及び，委員長を当該領域長をもって充てることとしてい
ることについて，やむを得ない事由により，領域長が委員会の構成員となることがで
きない場合，教員候補適任者の選考に支障が生じるため，委員会の構成及び委員長に
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。
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審議４

国立大学法人管理運営規則の一部改正等について
吉澤理事から，資料4-1に基づき，ＣОＣ事業及びＣОＣ＋事業の充実を図り，各
事業に係る推進・実施体制及び業務運営体制の整備を行うため，関係規程等を一部改
正することについて説明があった。
引き続き，加藤理事から，資料4-2に基づき，研究所長の選考方法を学部長など他
の部局長と同様に明確化するとともに，特任教員の選考方法に係る整備のため，関係
規程等の一部改正等を行うことについて説明があった。
審議の結果，原案のとおり承認され，原案のとおり了承された。

審議５

国立大学法人弘前大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
について
加藤理事から，資料5-1～5-2に基づき，2月15日の役員会で了解された内容をふま
え，関係機関への意見聴取を経た対応要領（案）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６

弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程の制定について
伊藤理事から，資料6-1～6-2に基づき，教養教育科目と専門教育科目を統合した上
限を定め，かつ，全学として規程を整備することで，学修時間のより適切な確保及び
教育効果の向上を図るため，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７

弘前大学学生特別支援室規程等の制定について
伊藤理事から，資料11-1～11-3に基づき，本学の障害のある学生に対する合理的な
配慮に係る企画立案及び相談窓口として，国立大学法人弘前大学障害を理由とする差
別の解消の推進に関する職員対応要領に対応する「弘前大学学生特別支援室」を設置
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８

弘前大学入学試験委員会規程等の一部改正について
伊藤理事から，資料8-1～8-3に基づき，平成28年度から推薦入試を廃止することに
伴い，当該事項を入学試験委員会における審議事項から除外するほか，入学試験の実
施体制等について見直しを行い，所要の体制整備を図るとともに規程等の体系を整備
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９

東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除について
伊藤理事から，資料9に基づき，検定料免除に係る趣旨や対象者の範囲，及び被災
学生への経済的支援に係る支援条件・内容等について説明があり，審議の結果，原案
のとおり了承された。

審議10 弘前大学研究・イノベーション推進機構規程の改正について
郡理事から，資料10-1～10-2に基づき，既存の「戦略アドバイザー」に，産学連携
に係るアドバイザーを加え，イノベーション創出に係る支援体制を強化するため，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。
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審議11 本学の研究推進，産学連携等に係る経費について（案）
郡理事から，資料11に基づき，現在の受託研究契約受入時における間接経費の配分
割合を見直す（部局80%，本部20%を部局50%，本部50%とする）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12 国立大学法人弘前大学間接経費に係る執行指針（案）等について
郡理事から，資料12-1～12-4に基づき，外部資金の間接経費の執行に当たり，指針
及び取扱等を定め，使途，配分割合，配分方針等を規定する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13 弘前大学名誉教授称号授与について
今井人文学部長から，資料13に基づき，弘前大学名誉教授に推薦された候補者の履
歴，功績等について説明があり，審議の結果，候補者1名に対して弘前大学名誉教授
の称号授与が承認され，審議の結果，原案のとおり了承された。
審議14 寄附講座の設置，及び寄附講座の設置期間延長について
若林医学研究科長から，資料14-1～14-2に基づき，「地域救急医療学講座（平成28
年4月1日～平成32年3月31日）」を新たに設置すること，及び，平成22年11月に設置
された「地域医療学講座」を平成31年3月31日まで期間延長する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。

【報告事項】
報告１ 弘前大学創立７０周年記念事業について
学長から，資料15に基づき，本学の創立７０周年記念事業を実施することについて
報告があった。
報告２

教員の採用等について
戸塚教育学部長，若林医学系長，木田保健学研究科長，宮永理工学研究科長，橋本
農学生命科学部長，北原地域イノベーション学系長から，資料16-1～16-6に基づき，
下記職員の採用等について報告があった。
人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 小寺 弘幸 (黒石東小学校長) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
滝本 壽史 (弘前高等学校長) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
三上 雅生 (古川中学校教諭) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
田名場 忍 (教育学部准教授) 教 授昇任 (28. 4. 1付け)
医学系(保健科学領域) 北宮 千秋 (医学系准教授) 教 授昇任 (28. 4. 1付け)
石川 大瑛 (大館市立総合病院理学療法士) 助 教採用 (28. 4. 1付け)
自然科学系(機能創成科学領域) 任
晧駿 (自然科学系助教) 准教授昇任 (28. 4. 1付け)
増野 敦信 (東京大学助教) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
金本 俊幾 (ﾙﾈｻｽｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ(株)主任技師) 教 授採用 (28. 4. 1付け)
自然科学系(安全システム工学領域) 島田 照久 (自然科学系助教) 准教授昇任 (28. 4. 1付け)
阿布 里提 (自然科学系教授) 教 授昇任 (28. 4. 1付け)
銭谷
勉 (国立循環器疾研究ｾﾝﾀｰ研究所研究室長) 教 授採用 (28. 4. 1付け)
千坂 光陽 (自 然 科 学 系 助 教) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
石田(谷田貝)亜紀代 (東京大学特任研究員) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
矢野 哲也 (秋田県立大学助教) 准教授採用 (28. 4. 1付け)
長井
力 (国立研究開発法人産業技術総合研究所契約職員) 助 教採用 (28. 4. 1付け)
森脇 健司 (国立循環器疾研究ｾﾝﾀｰ特任研究員) 助 教採用 (28. 4. 1付け)
岡部 孝裕 (日本学術振興会特別研究員) 助 教採用 (28. 4. 1付け)
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自然科学系(農学･生命科学領域) 成田 拓未
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学系(戦略的融合領域) 本田 明弘
官
国清
泉 ひかり

(東京農工大学助教)
(三菱重工(株)主席ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括)
(地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学系准教授)
(北海道大学大学院修了見込)

准教授採用
教 授採用
教 授昇任
助 教採用

(28.
(28.
(28.
(28.

4.
4.
4.
4.

1付け)
1付け)
1付け)
1付け)

報告３

第３期中期目標・中期計画について
吉澤理事から，資料17-1～17-2に基づき，文部科学大臣から，本学が達成すべき
業務運営に関する目標(第3期中期目標)が提示されたことについて報告があった。

報告４

ＣＯＣ＋シンポジウムの開催について
吉澤理事から，資料18に基づき，平成28年3月11日に青森中央学院大学において平
成27年度ＣＯＣ＋シンポジウムの開催，並びに各講師・パネリスト等について報告が
あった。

報告５

平成２７年度弘前大学利益相反セミナーの開催について
吉澤理事から，資料19に基づき，平成28年3月8日に農学生命科学部講義室において
平成27年度弘前大学利益相反セミナーを開催することについて報告があった。

報告６

弘前大学学生の海外渡航に伴う危機管理対応マニュアルの策定について
伊藤理事から，資料20-1～20-2に基づき，本学の事業・関係省庁等の事業により海
外に渡航する本学の学生が海外において発生した危機に遭遇した場合の対応を定める
危機管理対応マニュアルを策定したことについて報告があった。

報告７

平成２８年度弘前大学特別研究員の採択（継続）について
郡理事から，資料21に基づき，学内研究助成事業 弘前大学特別研究員制度につい
て，継続分１名を採択したことについて報告があった。

報告８

標的型攻撃による情報漏えいへの対策について
大河原理事から，資料22に基づき，標的型攻撃による情報漏えいへの対策として，
新たなソフトの導入を行うことについて報告があった。

報告９

被ばく医療プロフェッショナル育成計画の事後評価結果について
柏倉副学長から，資料23に基づき，平成22～26年度に実施した被ばく医療プロフェ
ッショナル育成計画の評価結果として，総合評価 Ｓ であったことについて報告があっ
た。

報告10 インドネシア・ボゴール農科大学との大学間交流協定の締結について
和氣副学長から，資料24に基づき，広く学術・教育の交流を促進し，双方の教育・
研究推進を高め，学術研究の成果向上を図るため，インドネシア・ボゴール農科大学
と大学間交流協定を締結することについて報告があった。
報告11 カナダ・マウントロイアル大学との大学間交流協定の変更について
和氣副学長から，資料25に基づき，カナダ・マウントロイアル大学との大学間交流
協定に係る，協定の有効期間や交換留学生枠数等の変更点について報告があった。
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報告12 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第12回追跡調査について
日景学長特別補佐から，資料26-1～26-4に基づき，国立大学における男女共同参画
推進について，国大協が策定したアクションプランや将来予測，及び第12回追跡調査
等の内容について報告があった。
報告13 寄附講義の開設について
今井人文学部長から，資料 27 に基づき，平成 28 年度前期において寄附講義を開設
することについて報告があった。
報告14 委員会等報告
(1) 教育委員会（3月2日開催分）
伊藤理事から，資料28に基づき，3月2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. 学生による授業評価に関するアンケート調査のあり方について
2. 学生特別支援室規程等の制定について
(2) 入試委員会（2月12日開催分）
伊藤理事から，資料29に基づき，2月12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 年度一般入試(前期日程/後期日程)の実施について
2. 東日本大震災により被災した弘前大学入学者志願者の検定料免除について
(3) ２１世紀教育センター運営委員会（2月18日開催分）
木村２１世紀教育センター長から，資料30に基づき，2月18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 年度非常勤講師資格審査について
2. 平成 28 年度非常勤講師による授業計画について
3. 平成 28 年度ティーチング・アシスタント採用計画について

報告15 その他
（１）次回以降の開催予定日
平成２８年 ３月１５日（火）１５：３０ ～ 経営協議会・教育研究評議会合同会議
平成２８年 ４月１２日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

以
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上

