教育研究評議会議事要旨
１
２
３

日 時
場 所
出席者

令和３年３月９日（火）１３：５９～１５：１６
特別会議室（一部WEBにて実施）
福田学長
吉澤、郡、若林、石川、飯島、福島、廣田、齋藤、佐藤、佐々木、北原、曽我、大山、床次、本田、今井、杉原、
安川
［陪席］
山内監事、柏倉学長特別補佐、中路学長特別補佐、阿部総務部長、飯田財務部長、小椋学務部長、
中西施設環境部長、齊藤研究推進部長（兼）社会連携部長、村市病院事務部長、長谷川事務局付調整役、
大川総務広報課長、古舘学長戦略企画課長、後藤人事課長、金沢総務部調整役、山口教務課長、
佐々木入試課長、佐々木研究推進課長、山形総務広報課課長補佐、鳥潟総務広報課総務・秘書グループ係
長、齋藤総務広報課総務・秘書グループ係長、工藤学長戦略企画課専門員、佐藤学長戦略企画課課長補佐、
飯田学生課長

４ 配付資料
_
資料 1
略歴書【要回収】
資料 2-1
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
資料 2-2
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）
資料 3-1
令和３年度事業概要（年度計画）
資料 3-2
令和３年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）
資料 4
［令和３事業年度］ 組織評価の見直しについて（ 案）
資料 5-1
弘前大学教養教育履修規程の一部改正について
資料 5-2
弘前大学教養教育履修規程新旧対照表（案）
資料 6-1
弘前大学大学院学則等の一部改正について
資料 6-2
弘前大学大学院学則新旧対照表（案）
資料 6-3
弘前大学各学部共通規程新旧対照表（案）
資料 6-4
誓約・保証書新旧対照表（参考資料）
資料 7-1
弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
資料 7-2
弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表（案）
資料 8
一般選抜における学外試験場について（案）【要回収】
資料 9-1
国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程の一部改正の概要
資料 9-2
国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程新旧対照表
資料 9-3
国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程様式新旧対照
資料 10-1 国立大学法人弘前大学会計規則等の一部改正等の概要
資料 10-2 国立大学法人弘前大学会計規則 新旧対照表（案）
資料 10-3 国立大学法人弘前大学における大学発ベンチャー企業から対価として取得する株式等の取扱いに
関する規程
資料 10-4 （参考）新株予約権の運用体制
資料 11-1 共同研究講座等の概要（QOL推進医学講座）
資料 11-2 共同研究講座等の概要（オーラルヘルスケア学講座）
資料 12-1 共同研究講座等の概要（プレシジョンヘルスケア学講座）
資料 12-2 共同研究講座等の概要（分子輸送学講座）
資料 13-1 寄附講座等の概要（生体高分子健康科学講座）
資料 13-2 寄附講座等の概要（総合地域医療推進学講座）
資料 14-1 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程の一部改正について概要
資料 14-2 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程 新旧対照表（案）
資料 15-1 大学間交流協定の取扱いについて
資料 15-2 弘前大学国際連携本部における大学間交流協定の取扱いに関する申合せ（案）
資料 16-1 (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 16-2 (2)教員の資格審査（様式１）（医学系（臨床医学領域））
資料 16-3 (3)教員の資格審査（様式１）（大学院医学研究科）
資料 16-4 (4)教員の資格審査（様式１）（医学系（保健科学領域））
資料 16-5 (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 16-6 (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 17-1 業務のデジタル化に関するアンケート結果について
資料 17-2 弘前大学デジタル化検討プロジェクトチームに関する要項の制定について
資料 18-1 令和３年度学内研究助成事業の公募について
資料 18-2 各事業募集通知かがみ
資料 19
合同研究成果発表会ポスター
資料 20
令和４年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について
資料 21
令和４年度 科研費申請の基本方針
資料 22
教育推進機構会議(第56回・紙上）議事要旨（案）
資料 23
教育委員会（第113回）議事要録（案）
資料 24
入学試験委員会議事要旨（案）
資料 25
寄附講義計画書【野村証券株式会社青森支店】
資料 26-1 令和2年度ハラスメント対策講習会 アンケート集計結果
資料 26-2 令和2年度ハラスメント対策講習会 受講状況
○福田学長から、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、原案どおり承認された。

_

_
５ 審議事項
審議１ 経営協議会の学外委員について
学長から、資料1に基づき、経営協議会の学外委員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2-1～2-2に基づき、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説明が
あり、審議の結果、原案どおり承認された。
_
審議３ 令和３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3-1～3-2に基づき、令和３年度の業務運営に関する計画（年度計画）（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 ［令和３事業年度］ 組織評価の見直しについて
吉澤理事から、資料4に基づき、［令和３事業年度］ 組織評価の見直し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 弘前大学教養教育履修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、弘前大学教養教育履修規程の一部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 弘前大学大学院学則等の一部改正について
郡理事から、資料6-1～6-4に基づき、弘前大学大学院学則等の一部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７ 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
郡理事から、資料7-1～7-2に基づき、弘前大学大学院共通科目履修規程の一部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８ 一般選抜における学外試験場について
郡理事から、資料8に基づき、一般選抜における学外試験場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 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程の一部改正について
若林理事から、資料9-1～9-3に基づき、国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程の一部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１０ 国立大学法人弘前大学会計規則等の一部改正等について
若林理事から、資料10-1～10-4に基づき、国立大学法人弘前大学会計規則等の一部改正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１１ 共同研究講座の設置期間更新について
若林理事から、資料11-1～11-2に基づき、共同研究講座の設置期間更新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 共同研究講座の設置について
若林理事から、資料12-1～12-2に基づき、共同研究講座の設置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 寄附講座の設置期間延長について（２件）
若林理事から、資料13-1～13-2に基づき、寄附講座の設置期間延長について（２件）説明があり、審議の結果、
原案どおり承認された。
_
審議１４ 弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編成等に関する規程の一部改正について
廣田医学研究科長から、資料14-1～14-2に基づき、弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編成等に
関する規程の一部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１５ 大学間交流協定の取扱いについて
杉原国際連携本部長から、資料15-1～15-2に基づき、大学間交流協定の取扱いについて説明があり、審議の結果、
原案どおり承認された。
_
６ 報告事項
報告１ 教員の採用等について
飯島人文社会・教育学系長、廣田医学系長、佐藤自然科学系長から、資料16-1～16-6に基づき、教員の採用等に
ついて報告があった。
_
報告２ 業務のデジタル化に関するアンケートの結果について
吉澤理事から、資料17-1～17-2に基づき、業務のデジタル化に関するアンケートの結果について報告があった。
_
報告３ 令和３年度学内研究助成事業の公募について
若林理事から、資料18-1～18-2に基づき、令和３年度学内研究助成事業の公募について報告があった。
_
報告４ 令和２年度弘前大学合同研究成果発表会について
若林理事から、資料19に基づき、令和２年度弘前大学合同研究成果発表会について報告があった。
_

報告５ 令和４年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について
若林理事から、資料20に基づき、令和４年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について報告が
あった。
報告６ 令和４年度 科研費申請の基本方針
若林理事から、資料21に基づき、令和４年度 科研費申請の基本方針報告があった。

_
_

報告７ 教育推進機構会議報告（2月19日（紙上）開催分）
郡理事から、資料22に基づき、教育推進機構会議報告（2月19日（紙上）開催分）報告があった。

_

報告８ 教育委員会報告（2月22日開催分）
郡理事から、資料23に基づき、教育委員会報告（2月22日開催分）報告があった。

_

報告９ 入学試験委員会報告(2月16日開催分)
郡理事から、資料24に基づき、入学試験委員会報告(2月16日開催分)報告があった。

_

報告10 寄附講義の開設について
飯島人文社会科学部長から、資料25に基づき、寄附講義の開設について報告があった。
報告11 令和2年度ハラスメント対策講習会 受講状況について
吉澤理事から、資料26-1～26-2に基づき、令和2年度ハラスメント対策講習会 受講状況について報告があった。
以 上

_
_

