教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨
日
時
場
所
出席評議員

平成２９年１月１０日（火） １３：５３～１４：４３
創立５０周年記念会館２階 岩木ホール
佐藤(学長・議長)，吉澤，加藤，伊藤，郡，大河原，柏倉，今井，戸塚，橋本，
若林，木田，加藤，福田，北原，村岡，石川(檜垣代理)，山田，嵯峨，中根の各
評議員
役員等陪席者
山内監事，井口学長特別補佐，神本学長特別補佐，堀内学長特別補佐，藤岡学長
特別補佐，村下副理事
事務局等陪席者 石山総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，高橋施設環境部長，亀谷研究推
進部長，小山社会連携部長，川村病院事務部長，齊藤企画調整役，堀内総務広報
課長，浅利企画課長，藤本人事課長，石川教務課長，古舘研究推進課長，長谷川
総務広報課課長補佐，今総務広報課総務・秘書Ｇ係長，遠藤総務広報課総務・秘
書Ｇ係長
その他陪席者
稲村法人内部監査室長，田澤法人内部監査室室長補佐

【配付資料】
資料 1
国立大学法人弘前大学の中期計画新旧対照表（案）
資料 2-1 弘前大学学則等の一部改正について（案）
資料 2-2 弘前大学学則新旧対照表（案）
資料 2-3 弘前大学大学院学則新旧対照表（案）
資料 2-4 弘前大学再入学に関する規程新旧対照表（案）
資料 2-5 弘前大学再入学者の選考に関する取扱いについて（案）
資料 3
平成29年度競争的資金申請の基本方針（案）
資料 4
共同研究講座等の概要
資料 5-1 教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（人文科学領域）
資料 5-2 教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（社会科学領域）
資料 5-3 教員の資格審査（様式1）人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
資料 5-4 教員の資格審査（様式1）医学系（臨床医学領域）
資料 5-5 教員の資格審査（様式1）自然科学系（安全システム工学領域）
資料 5-6 教員の資格審査（様式1）自然科学系（農学・生命科学領域）
資料 6-1 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について
資料 6-2 国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程新旧対照表
資料 7-1 国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項の一部改正等について
資料 7-2 国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項新旧対照表
資料 7-3 見直し後の評価項目・基準
資料 7-4 教員業績評価報告書未提出者に係る配分経費の取扱いについて新旧対照表
資料 8-1 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価（試行）実施要項の一部改正に
ついて
資料 8-2 国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価（試行）実施要項新旧対照表
資料 9
平成28年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成28年度弘前大学機関研究成果
発表会の開催について
資料10
地域連携センター（仮称）基本構想
資料11
「平川市長講演会」チラシ
資料12
「Healthy Aging Innovation Summit 2017」チラシ
資料13
平成28年度内部監査結果報告書
資料14
「学術交流協定締結記念シンポジウム」チラシ
資料15
入学試験委員会議事要旨（案）
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【審議事項】
◎佐藤学長から，12月13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

中期計画の変更について
吉澤理事から，資料1に基づき，新たな教育研究組織（教職大学院）の設置に伴う，
第３期中期計画の変更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

弘前大学学則等の一部改正について
伊藤理事から，資料2-1～2-5に基づき，本学への再入学について受入要件を柔軟に
し，意欲のある者の修学の機会拡大を図るため，関係規程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，原案どおり承認された。

審議３

平成２９年度競争的資金申請の基本方針について
郡理事から，資料3に基づき，第３期中期目標・中期計画における外部資金獲得向上
に向けた平成29年度競争的資金申請の基本方針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

共同研究講座の設置について
若林医学研究科長から，資料4に基づき，医学研究科に共同研究講座「先制栄養医学
講座」を平成29年2月1日から2年間設置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。

【報告事項】
報告１ 教員の採用等について
今井人文社会・教育学系長，若林医学系長及び橋本自然科学系長から，資料5-1～
5-6に基づき，下記職員の採用等について報告があった。
【採用部局等】

【氏名】

人文社会・教育学系(人文科学領域) 尾崎名津子
人文社会・教育学系(社会科学領域) 古村健太郎
人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 福島 裕敏
野嵜 茉莉
近藤 亮一
医 学 系 (臨 床医 学 領域 ) 清野 祐輔
自然科学系(安全システム工学領域) 中村 雅之
自然科学系(農学・生命科学領域) 中島
晶

【現職】

(早稲田大学客員主任研究員)
(新 潟 大 学 特 任 助 教)
(弘 前 大 学 准 教 授)
(日本学術振興会特別研究員)

講
講
教
講
講
(弘前市立病院神経内科医長) 助
(NTTネットワーク基盤技術研究所研究員) 教
(名 古 屋 大 学 講 師) 教

【職名】

師採用
師採用
授昇任
師採用
師採用
教採用
授採用
授採用

【就任予定年月日】

(29.
(29.
(29.
(29.
(29.
(29.
(29.
(29.

4.
4.
4.
4.
4.
1.
4.
4.

1付け)
1付け)
1付け)
1付け)
1付け)
1付け)
1付け)
1付け)

報告２

国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程の一部改正について
吉澤理事から，資料6-1～6-2に基づき，国際関連組織の再編により国際連携本部に
教員が配置されたこと，評価対象期間及び評価対象を明確化すること，及び教員業績
評価報告書の提出方法の変更に伴い，関係規程の一部改正を行うことについて報告が
あった。

報告３

国立大学法人弘前大学教員業績評価実施要項の一部改正等について
吉澤理事から，資料7-1～7-4に基づき，大学情報データベースの機能改修によりシ
ステム上で報告書の提出が可能となったこと，評価結果の確定時期を特定すること，
評価項目・基準を見直したこと及び附属病院の教員業績評価報告書未提出に対する対
応を新たに定めることに伴い，現行の教員業績評価実施要項の一部改正等を行うこと
について報告があった。
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報告４

国立大学法人弘前大学における新たな教員業績評価（試行）実施要項の一部改正に
ついて
吉澤理事から，資料8-1～8-2に基づき，評価結果の確定時期を特定すること，評価
項目・基準を見直したことに伴い，新たな教員業績評価（試行）実施要項の一部改正
を行うことについて報告があった。

報告５

平成２８年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成２８年度弘前大学機関研究成
果発表会の開催について
郡理事から，資料9に基づき，平成29年2月8日に創立50周年記念会館岩木ホールにお
いて，平成28年度弘前大学学術特別賞受賞者講演会及び平成28年度弘前大学機関研究
成果発表会を開催することについて報告があった。

報告６

地域連携センター（仮称）基本構想について
大河原理事から，資料10に基づき，平成28年12月19日付け役員会決定した，地域連
携センター（仮称）の設置計画，地域連携室の設置目的及び役割と機能，地域連携室
の組織体制について報告があった。

報告７

平川市長による講演会「目指す『平川らしさ』～７つの挑戦～」の開催について
大河原理事から，資料11に基づき，平成29年1月31日に創立50周年記念会館岩木ホー
ルにおいて，平川市長による講演会「目指す『平川らしさ』～7つの挑戦～」を開催す
ることについて報告があった。

報告８

弘前大学ＣＯＩヘルシーエイジング・イノベーションサミットについて
柏倉副学長から，資料12に基づき，平成29年1月27日にアートホテル弘前シティにお
いて，弘前大学COIヘルシーエイジング・イノベーションサミットを開催することにつ
いて報告があった。

報告９

平成２８年度内部監査の結果について
稲村法人内部監査室長から，資料13に基づき，平成28年9月に実施した平成28年度内
部監査（基本監査項目及び特定監査項目）の結果について報告があった。

報告10

弘前大学理工学研究科・函館工業高等専門学校学術交流協定締結記念シンポジウムに
ついて
加藤理工学研究科長から，資料14に基づき，平成29年1月17日に理工学部１号館にお
いて，学術交流協定締結記念シンポジウムを開催することについて報告があった。

報告11

委員会等報告
(1) 入学試験委員会報告（１２月１５日開催分）
伊藤理事から，資料15に基づき，12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29年度大学入試センター試験の実施について
2. 平成29年度一般入試「実施要項」について
3. 学外試験場における管理・運営担当者の選出について
4. 平成29年度一般入試「受験場の注意」について
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報告12 その他
（１）平成２８年度補正「地域科学技術実証拠点整備事業」選定結果について
郡理事から，平成28年度補正「地域科学技術実証拠点整備事業」の文部科学省の選定
結果について報告があった。
（２）次回以降の開催予定日
平成２９年 ２月１４日（火） 企画戦略会議終了から１０分後
平成２９年 ３月１４日（火） 企画戦略会議終了から１０分後

以
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上

