
 

- 1 -

教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 

 

日     時    平成２９年９月１２日（火） １４：０５～１５：０８ 

場     所    創立５０周年記念会館２階 岩木ホール 

出 席 評 議 員          佐藤（学長・議長），吉澤，伊藤，郡，大河原，柏倉，今井，戸塚，佐々

木，若林，木田，加藤（博），北原，村岡，檜垣，山田，中井，福田，杉

原の各評議員 

役員等陪席者    山内監事，堀内学長特別補佐，日景学長特別補佐，村下副理事 

事務局等陪席者 三浦総務部長，久保田財務部長，金澤学務部長，沼本施設環境部長，亀谷

研究推進部長，小山社会連携部長，川村病院事務部長，石戸谷学長戦略室

企画調整役，齊藤国際連携本部調整役，佐藤総務広報課長，浅利企画課長，

庄司人事課長，石川教務課長，土門入試課長，三上研究推進課長，長谷川

総務広報課課長補佐，今総務広報課総務･秘書グループ係長，齋藤総務広

報課総務･秘書グループ主任，工藤附属図書館事務長 

その他陪席者  なし 

 

 

【配付資料】 

資料 1   研究活動の不正行為に関する調査結果報告書【要回収】 

資料 2-1  附置研究所の再編成について（案） 

資料 2-2  附置研究所の再編成に係る学内規則等の一部改正等について（案） 

資料 2-3  附置研究所再編成学内規則等新旧対照表（案） 

資料 2-4  国立大学法人弘前大学地域戦略研究所規程（案） 

資料 2-5  国立大学法人弘前大学地域戦略研究所教授会規程（案） 

資料 2-6  附置研究所の再編成に伴い改正を行う学内規則等一覧（案） 

資料 3    弘前大学名誉博士候補者の推薦について【一部要回収】 

資料 4    国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程等の一部改正等について(案) 
  資料 5-1  弘前大学動物実験に関する規程の一部改正について 

資料 5-2  弘前大学動物実験に関する規程新旧対照表（案） 

資料 6    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 

資料 7    平成30年度科研費基本方針について 

資料 8-1  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 8-2  教員の資格審査（様式1） 医学系（基礎医学領域） 

資料 8-3  教員の資格審査（様式1） 医学系（保健科学領域） 

資料 8-4  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 9   「平成29年度弘前大学ハラスメント対策講習会」開催通知 

 資料10   「戦略１」進捗状況 
 資料11-1  岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について 

資料11-2  岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の新旧対照表 

 資料12    オープンキャンパス参加者数 

 資料13    弘前大学発ベンチャーの認定申請一覧 

 資料14    平成29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 

 資料15    平成29年度弘前大学卓越研究者支援事業選考結果について 

 資料16    平成29年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択者一覧 

 資料17    平成29年度弘前大学科研費獲得支援事業審査結果一覧 

資料18    平成29年度青森ブランド価値創造研究採択課題一覧 

資料19    平成29年度弘前大学国内研究員派遣候補者一覧 
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資料20    平成29年度第1回弘前大学グロウカルファンド採択課題一覧 

 資料21   「科学を学ぶ～日本語と英語～」チラシ 

 資料22   『「世界遺産と水源の里」の誇りを未来へ発信する』チラシ 

 資料23   「津軽デジタル風土記の構築」プロジェクト推進に関する覚書 

資料24    みちのく銀行との連携・協力に関する協定書 

資料25   「白神山地の豊かな自然とその変化」ポスター 

資料26    教育委員会（第63回）議事要録（案） 

資料27    研究委員会議事要旨（平成29年7月6日） 

 

 

【審議事項】 

◎佐藤学長から，7月11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 研究活動の不正行為に関する調査結果について 

       学長から，資料1に基づき，研究活動の不正行為に関する調査結果について

説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。 

 

  審議２ 附置研究所の再編成について 

       吉澤理事から，資料2-1～2-6に基づき，附置研究所の再編成に伴い学内諸規

則等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，原案ど

おり承認された。 

 

  審議３ 弘前大学名誉博士候補者の推薦について 

       吉澤理事から，資料3に基づき，テネシー大学マーチン校学長のキース・カ

ーバー氏について，国際交流の発展に多大な貢献並びに本学の教育研究の発展

に顕著な功績があったことなどについて説明があり，審議の結果，名誉博士称

号授与について承認された。 

 

  審議４ 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程等の一部改正等について 

       吉澤理事から，資料4に基づき，各部局における情報システムの責任・管理

体制及び全学情報システム運用委員会の委員構成の見直し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５ 弘前大学動物実験に関する規程の一部改正について 

       郡理事から，資料5-1～5-2に基づき，動物実験責任者となることができる教

員の範囲拡大及び飼育保管マニュアルの策定内容の明確化等に伴う所要の改正

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 競争的資金獲得向上対策費について 

       郡理事から，資料6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29年度に各部局に経費配分

する基準を定めるため，「平成29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７ 平成３０年度科研費基本方針について 

       郡理事から，資料7に基づき，平成30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。 
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【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，加藤自然科学系長から，資料 

8-1～8-4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】 
人文社会・教育学系(教育・芸術領域) 
医学系 (基礎医学領域) 
医 学 系 (保 健 科 学 領 域 ) 
自然科学系(農学・生命科学領域) 

【氏名】 
桐村 豪文 

下山 修司
佐藤ちひろ
佐藤加寿子

【現職】 
(神戸常盤大学専任講師)
(医学研究科研究機関研究員)
(医 学 系 助 手)
(秋田県立大学准教授)

【職名】 
講 師採用 
助 教採用 
助 教昇任 
准教授採用 

【就任予定年月日】

(30. 3.16付け)
(29. 8. 1付け)
(29. 8. 1付け)
(29.10. 1付け)

 

  報告２ 平成２９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9に基づき，平成29年9月27日に人文社会科学部多目的ホ

ール及び医学部コミュニケーションセンター大会議室において，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。 

 

  報告３ 「戦略１」の進捗状況について 

       吉澤理事から，資料10に基づき，「戦略1」の進捗状況について報告があ

った。 

 

  報告４ 岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程の一部改正について 

       伊藤理事から，資料11-1～11-2に基づき，岩谷元彰弘前大学育英基金におけ

る奨学支援事業及び運営に係る経費の見直し等に伴う所要の改正について報告

があった。 

 

  報告５ 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12に基づき，平成29年8月8日に実施したオープンキ

ャンパスの参加者数は6,202名（前年度比△3.0％）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６ 弘前大学発ベンチャーの認定について 

       郡理事から，資料13に基づき，弘前大学発ベンチャーの認定結果につい

て報告があった。 

 

  報告７ 平成２９年度弘前大学機関研究の採択結果について 

       郡理事から，資料14に基づき，平成29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２９年度弘前大学卓越研究者支援事業選考結果についてて 

       郡理事から，資料15に基づき，平成29年度弘前大学卓越研究者支援事業

の選考結果について報告があった。 

 

  報告９ 平成２９年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択結果について 

       郡理事から，資料16に基づき，平成29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。 
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  報告10 平成２９年度弘前大学科研費獲得支援事業の決定について 

       郡理事から，資料17に基づき，平成29年度弘前大学科研費獲得支援事業の

審査結果について報告があった。 

 

  報告11 平成２９年度「青森ブランド価値創造研究」の決定について 

       郡理事から，資料18に基づき，平成29年度「青森ブランド価値創造研究」

の採択結果について報告があった。 

 

  報告12 平成２９年度弘前大学国内研究員派遣候補者について 

郡理事から，資料19に基づき，平成29年度弘前大学国内研究員派遣候補者の

決定について報告があった。 

 

  報告13 平成２９年度第１回弘前大学グロウカルファンド採択課題について 

       郡理事から，資料20に基づき，平成29年度第1回弘前大学グロウカルファ

ンドの採択結果について報告があった。 

 

  報告14 研究・イノベーション推進機構学術講演会について 

       郡理事から，資料21に基づき，平成29年10月18日に創立50周年記念会館

みちのくホールにおいて，筑波大学名誉教授白川英樹氏による学術講演会

を開催することについて報告があった。 

 

  報告15 西目屋村村長による講演会について 

       大河原理事から，資料22に基づき，平成29年10月10日に人文社会科学部

多目的ホールにおいて，西目屋村村長による講演会を開催することについ

て報告があった。 

 

  報告16 「津軽デジタル風土記の構築」プロジェクト推進に関する覚書締結について 

       戸塚教育学部長から，資料23に基づき，平成29年7月15日に教育学部，人文

社会科学部，青森県立郷土館，弘前市教育委員会及び大学共同利用機関法人

人間文化研究機構国文学研究資料館により「津軽デジタル風土記の構築」プロ

ジェクトの推進に関する覚書を締結したことについて報告があった。 

 

  報告17 みちのく銀行との新エネルギー分野における連携・協力に関する協定の締結に

ついて 

       村岡北日本新エネルギー研究所長から，資料24に基づき，平成29年7月20日

に北日本新エネルギー研究所とみちのく銀行により，新エネルギー分野に

おける連携・協力に関する協定書を締結したことについて報告があった。 

 

  報告18 弘前大学資料館第１６回企画展の開催について 

       郡附属図書館長から，資料25に基づき，平成29年9月4日から10月21日まで

弘前大学資料館において，第16回企画展「白神山地の豊かな自然とその変

化」を開催することについて報告があった。 
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  報告18 委員会等報告 

        (1) 教育委員会報告（７月２６日開催分） 

                 伊藤理事から，資料26に基づき，7月26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. 6次産業化マイスタープログラムについて 

         2.  弘前大学大学院振興基金の選考について 

         3. 弘前大学日本学生支援機構大学院奨学生推薦選考申合せの改正につ

いて 

 

        (2) 研究委員会報告（７月６日開催分） 

                 郡理事から，資料27に基づき，7月6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. 弘前大学発ベンチャーの認定について 

         2.  教育関係共同利用拠点（山口大学）への参画について 

         3. 名古屋議定書への対応について 

 

 

  報告19 その他 

  （１）次回以降の開催予定日 

      平成２９年１０月１０日（火） 企画戦略会議終了から１０分後 

 

以    上 


