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弘前大学放射線安全機構規程等の一部改正について（案）
弘前大学放射線安全機構規程新旧対照表（案）
弘前大学コンプライアンス基本規則新旧対照表（案）
期末手当及び勤勉手当支給に係る役職段階別加算額の取扱いについて新旧対照表
（案）
弘前大学部局情報セキュリティ管理者に関する要項新旧対照表（案）
国際関連組織の再編等に係る学内規則等の一部改正等について（案）
国際関連組織再編学内規則等新旧対照表（案）
弘前大学グローバル化戦略会議要項（案）
国際関連組織の再編等に伴い改正を行う学内規則等一覧（案）
弘前大学とタシュケント州立農科大学との大学間交流協定締結について
弘前大学とサマルカンド農業学院との大学間交流協定締結について
弘前大学と新疆工程学院との大学間交流協定締結について
弘前大学における「三つの方針（案）」について
「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)，「教育課程編成・実施の方
針」(カリキュラム・ポリシー)及び「入学者受入れの方針」(アドミッション・ポリ
シー)の策定及び運用に関するガイドライン
高大接続システム改革会議「最終報告」
競争的資金獲得向上対策費の配分基準の制定及び配分額の決定について
平成29年度科研費申請の基本方針（案）
弘前大学男女共同参画推進室運営規程の一部改正等について
弘前大学男女共同参画推進室運営規程新旧対照表（案）
弘前大学男女共同参画推進室運営規程
弘前大学男女共同参画推進委員会要項（案）
「国立大学法人等における情報セキュリティ強化」の実施に伴う学内規則等の整備に
ついて（案）
国立大学法人弘前大学情報システム運用基本方針（案）
国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程（案）
弘前大学全学情報システム運用委員会要項（案）
弘前大学情報セキュリティインシデント対応チームに関する要項（案）
国立大学法人弘前大学コンプライアンス基本規則新旧対照表（案）
弘前大学情報セキュリティポリシーの廃止について（案）
弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
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弘前大学大学院医学研究科規程新旧対照表（案）
弘前大学医学部規程の一部改正について
弘前大学医学部規程新旧対照表（案）
弘前大学医学部附属病院規程等の一部改正について
弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表（案）
国立大学法人弘前大学職員の勤務時間，休暇等に関する規程新旧対照表（案）
弘前大学資料館の機能強化について（案）
弘前大学資料館の機能強化策（案）
弘前大学資料館規程新旧対照表（案）
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）自然科学系（農学・生命領域）
教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域）
平成28年度配付ポイント（案）【平成28年10月1日】
ホームカミングディ 2016 in 弘前大学
平成28年度弘前大学ハラスメント対策講習会の実施について
弘前大学総合文化祭の実施について
オープンキャンパス参加者数
平成28年度弘前大学機関研究（継続分及び新規分）選考結果について
平成28年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択者一覧
平成28年度「青森ブランド価値創造研究」採択課題一覧
北東北３大学３銀行提携による地域版TLO「ネットビックスプラス」
平成28年度弘前大学科研費説明会チラシ
弘前大学地域連携センター（仮称）設置検討委員会要項
地域連携センター（仮称）設置までのスケジュール
平成28年度科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティ
ブ（牽引型）」の選定機関の決定について
2016年度北東北国立３大学連携推進会議連携協議会男女共同参画シンポジウム「女性
活躍推進による地域の持続的発展をめざして」
平成28年度弘前大学女性教員採用促進事業（女性研究者基盤整備等スタートアップ経
費支援）実施要項
弘前大学COIヘルシーエイジングイノベーションフォーラム
浪江町 弘前大学 連携協定締結5周年記念講演会
教育委員会（第53回）議事要録（案）
メールによる教育推進機構会議及び教育戦略室会議【紙上・合同会議】の審議結果に
ついて（通知）

【審議事項】
◎佐藤学長から，7月12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

弘前大学放射線安全機構規程等の一部改正について
吉澤理事から，資料1-1～1-5に基づき，放射線安全機構が審議機関であることを明
確にするため，「放射線安全推進会議」への名称変更・会議の成立要件の規定，及び
放射線安全推進会議の運営上必要となる者を委員に加えることに伴う所要の改正を行
うことについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議２

国際関連組織の再編等に係る学内規則等の一部改正等について
吉澤理事から，資料2-1～2-4に基づき，全学的なグローバル化を推進するとともに，
組織を超えた連携による教育研究の更なる国際化及び地域の発展を担うグローバル人
材育成のため，本学の国際関連組織及び事務組織体制を再編し，体制を強化すること
に伴う所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認され
た。
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審議３

弘前大学とタシュケント州立農科大学との大学間交流協定締結について
吉澤理事から，資料3に基づき，タシュケント州立農科大学（ウズベキスタン共和
国）の概要，教育・研究に関する交流協定（案）及び学生交流に関する覚書（案）に
ついて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議４

弘前大学とサマルカンド農業学院との大学間交流協定締結について
吉澤理事から，資料4に基づき，サマルカンド農業学院（ウズベキスタン共和国）の
概要，教育・研究に関する交流協定（案）及び学生交流に関する覚書（案）について
説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議５

弘前大学と新疆工程学院との大学間交流協定締結について
吉澤理事から，資料5に基づき，新疆工程学院（中華人民共和国）の概要，教育・研
究に関する交流協定（案）及び学生交流に関する覚書（案）について説明があり，審
議の結果，原案どおり承認された。

審議６

弘前大学における「三つの方針（案）」について
伊藤理事から，資料6-1～6-3に基づき，入学者受入れの方針（アドミッション・ポ
リシー），教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）及び卒業認定・学
位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の三つの方針を大学全体版として策定するこ
とについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。また，今後学部レベル
のポリシーを策定することについて，スケジュール等の説明があった。
なお，学長から，中教審が作成した「ガイドライン」と，高大接続システム会議が
作成した「最終報告」は非常に重要な内容を含んでいることから，内容について理解
を深めるよう依頼があった。

審議７

競争的資金獲得向上対策費について
郡理事から，資料7に基づき，「競争的資金獲得向上に向けた間接経費の運用方針
（平成25年7月1日役員会決定）により，平成28年度に各部局に経費配分する基準を定
めるため，「平成28年度競争的資金獲得向上対策費の配分基準」を制定することにつ
いて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議８

平成２９年度科研費申請の基本方針について
郡理事から，資料8に基づき，平成29年度科研費申請の基本方針として，趣旨や目標
設定等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議９

男女共同参画推進のための体制整備について
大河原理事から，資料9-1～9-4に基づき，男女共同参画推進室に当該組織の事業に
関する事項を審議する「弘前大学男女共同参画推進委員会」を置き，同室の運営体制
を明確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，原案どお
り承認された。

審議10

「国立大学法人等における情報セキュリティ強化」の実施に伴う学内規則等の整備
について
大河原理事から，資料10-1～10-7に基づき，本学に新たに全学情報総括責任者を置
き，本学の保有する情報の保護と活用及び適切な情報セキュリティ対策を法人全体で
実施することについて説明があった。引き続き，葛西総合情報処理センター長から本
件に係る整備の概要及びスケジュール等について説明があり，審議の結果，原案どお
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り承認された。
なお，学長から，全学情報総括責任者には吉澤理事に依頼したい旨の発言があった。
審議11

弘前大学大学院医学研究科規程の一部改正について
若林医学研究科長から，資料11-1～11-2に基づき，大学院医学研究科における新た
な寄附講座の設置及び廃止に伴う，教育研究分野及び授業科目の見直しのため所要の
改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議12

弘前大学医学部規程の一部改正について
木田保健学科長から，資料12-1～12-2に基づき，放射線技術科学専攻及び検査技術
科学専攻において，授業科目の開講時期の変更及び授業内容の見直しによる単位数の
変更を行い，専門教育科目の教育内容の充実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，原案どおり承認された。

審議13

弘前大学医学部附属病院規程等の一部改正について
福田附属病院長から，資料13-1～13-3に基づき，中央診療施設等である「ＭＥセン
ター」の名称を「臨床工学部」と変更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，原案どおり承認された。

審議14

弘前大学資料館の機能強化について
中根附属図書館長から，資料14-1～14-3に基づき，弘前大学資料館の組織運営体制
等に関して見直しを行う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，原案どおり承認された。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
今井学系長，橋本学系長及び若林医学研究科長から，資料15-1～15-3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) 原
郁水 (愛知教育大学非常勤講師) 講 師採用 (28.10. 1付け)
自然科学系(農学・生命科学領域) 正木
卓 (北海道大学特任准教授) 助 教採用 (28.12. 1付け)
自然科学系(農学・生命科学領域) 田中 克典 (弘 前 大 学 特 任 助 教) 助 教採用 (28.10. 1付け)
自然科学系(農学・生命科学領域) 岩井 邦久 (青森県立保健大学教授) 教 授採用 (28.11. 1付け)
自然科学系(農学・生命科学領域) 前多 隼人 (弘 前 大 学 助 教) 准教授昇任 (28.11. 1付け)
医学系(臨床医学領域) 横山 良仁 (弘 前 大 学 准 教 授) 教 授昇任 (28. 8. 1付け)
報告２

ポイント制について
吉澤理事から，資料16に基づき，平成28年10月1日における各部局等への配付ポイン
トについて報告があった。

報告３

「ホームカミングディ２０１６ in 弘前大学」の開催について
吉澤理事から，資料17に基づき，10月22日に本学においてホームカミングディを開
催することについて報告があった。

報告４

平成２８年度弘前大学ハラスメント対策講習会の実施について
吉澤理事から，資料18に基づき，9月27日に人文社会科学部４階多目的ホール及び医
学部コミュニケーションセンターにおいてハラスメント対策講習会を実施することに
ついて報告があった。
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報告５

平成２８年度弘前大学総合文化祭について
伊藤理事から，資料19に基づき，10月21日から23日に開催予定の弘前大学総合文化
祭の日程，事業等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20に基づき，8月8日に実施したオープンキャンパスの参加者数
は6,319人（前年度比 ＋1.1％）であり，滞りなく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

平成２８年度弘前大学機関研究について
郡理事から，資料21に基づき，平成28年度弘前大学機関研究（継続分及び新規分）
の選考結果について報告があった。

報告８

平成２８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
郡理事から，資料22に基づき，平成28年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の採
択結果について報告があった。

報告９

平成２８年度「青森ブランド価値創造研究」の審査結果について
郡理事から，資料23に基づき，平成28年度「青森ブランド価値創造研究」の審査結
果について報告があった。

報告10

北東北３大学３銀行提携による地域版ＴＬＯ「ネットビックスプラス」について
郡理事から，資料24に基づき，7月14日に秋田大学において，北東北国立３大学と３
銀行（青森銀行，秋田銀行，岩手銀行）の６者間で「ネットビックスプラス」に係る
協定を締結したことについて報告があった。

報告11

平成２８年度弘前大学科研費説明会の実施について
郡理事から，資料25に基づき，9月28日に教育学部１階大教室において，平成28年度
弘前大学科研費説明会を開催することについて報告があった。

報告12

弘前大学地域連携センター（仮称）設置検討委員会について
大河原理事から，資料26-1～26-2に基づき，弘前大学地域連携センター（仮称）設
置検討委員会要項について8月31日付けで学長裁定として制定されたこと，及び設置ま
でのスケジュールについて報告があった。

報告13

平成２８年度文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）
選定結果について
大河原理事から，資料27に基づき，平成28年度文部科学省ダイバーシティ研究環境
実現イニシアティブ（牽引型）が選定されたことについて報告があった。

報告14

平成２８年度北東北国立３大学連携推進会議連携協議会男女共同参画シンポジウム
について
大河原理事から，資料28に基づき，9月16日に岩手大学復興祈念銀河ホールにおいて，
北東北国立３大学連携推進会議連携協議会男女共同参画シンポジウムが開催されるこ
とについて報告があった。
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報告15

平成２８年度弘前大学女性教員採用促進事業（女性研究者基盤整備等スタート
アップ経費支援）
大河原理事から，資料29に基づき，平成28年度弘前大学女性教員採用促進事業（女
性研究者基盤整備等スタートアップ経費支援）の実施要項について報告があった。

報告16

弘前大学ＣＯＩヘルシーエイジングイノベーションフォーラムについて
柏倉副学長から，資料30に基づき，9月23日に一橋講堂・大ホールにおいて，弘前大
学COIヘルシーエイジングイノベーションフォーラムを開催することについて報告があ
った。

報告17

浪江町 弘前大学 連携協定締結５周年記念講演会の開催について
柏倉副学長から，資料31に基づき，9月29日に医学部基礎大講堂において，浪江町
弘前大学 連携協定締結５周年記念講演会を開催することについて報告があった。

報告18

委員会等報告
(1) 教育委員会報告（７月２７日開催分）
伊藤理事から，資料32に基づき，7月27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. 弘前大学におけるGPAの現状について
2. 弘前大学における再入学について
3. 卓越した学生に対する授業料免除について
4. 弘前大学大学院振興基金の選考について
(2) 教育推進機構会議及び教育戦略室会議報告（７月６日・７月１５日開催分）
伊藤理事から，資料33に基づき，7月6日及び7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. 弘前大学における「三つの方針」（案）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 １０月１１日（火） 企画戦略会議終了から１０分後
平成２８年 １１月 ８日（火） 企画戦略会議終了から１０分後
平成２８年 １２月１３日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

以
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上

