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東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２７－４ 

 

 

日   時：平成２７年７月２３日（木）１３時００分～１６時００分 

場   所：６階大セミナー室 

出 席 者：梶田所長 

      福島、中畑、川崎、寺澤、手嶋、川村、大橋、塩澤 各教授 

      佐々木、瀧田、森山、佐川、吉越、早戸、大内、伊部、奥村、三代木、内山 各准教授 

欠 席 者：榎本、岸本 各准教授 

 

（事務部） 宇宙線研究所 生田目事務長、小林専門職員、近藤総務係長、渡邉予算・決算係長、 

老田係長、高山係長 

共通事務センター人事係 加川主査 

（ＵＲＡ） 佐藤特任専門員 

 

平成２７年度第３回教授会議事要録（案）（６月１８日（木）開催）について 

   ６月１８日開催の教授会議事要録（案）は、原案のとおり承認された。 

人事異動報告について 

   所長から、研究部の人事異動について報告があった。 

   事務長から、事務部の人事異動について報告があった。 

 

議 題 

 報告事項 

 １ 科所長会議報告（7/7 開催）（資料１） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が所長よりあった。 

  ・PHS 端末の利用について、明野観測所及び乗鞍観測所においても電波状況が安定している

ことから、PHS 端末の導入を検討すること。 

  ・研究倫理教材コンテストについて、応募資格に修士課程学生が追加されたことから、学生

に周知依頼があったこと。 

・PCB 廃棄物の処理費用が、文部科学省からの予算措置がなかった場合、全ての処理費が部

局負担となること。 

上記 PCB 廃棄物の処理費用について、所長から、宇宙線研究所として今年度から予算を積み

立てることとした旨報告があった。 

２ 科所長会議報告（7/21 開催）（資料２） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が所長よりあった。 

  ・日本学生支援機構の大学院博士課程の学生に対する新たな免除制度について、博士課程学

生に周知依頼があったこと。 

  ・採用可能数の削減・再配分の検討概要ついて、意見があれば、８月７日までに所長宛てに

連絡すること。 

  ・科研費新種目：国際共同研究加速基金「国際共同研究強化｣について、応募締切が９月下

旬となっているため、対象者に周知依頼があったこと。 

  ・リサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）業務の研修について、学内教職員の参加に加
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え、大学院生、ポストドクターの聴講も可能となっているため、学生に周知依頼があった

こと。 

  ・平成２７年度秋季式典について、関係学生に周知依頼があったこと。 

・研究データ保存に関するガイドラインについて、今後、全学方針を策定する予定となって

いるため、策定された段階で「宇宙線研究所における研究用デジタルデータファイルの保

存についての申し合わせ」を確認し、必要により修正すること。 

・東京大学ビジョン２０２０の策定について。 

上記、東京大学ビジョン２０２０の策定について、各部局におけるビジョンの作成は任意と

なっているが、所長から、宇宙線研究所として作成することについて諮られ、了承された。 
３ 教育研究評議会報告（6/23 開催）（資料３） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

４ 評価委員会報告（7/21 開催）（資料４） 

   所長から、資料に基づき報告があった。 

    なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が所長よりあった。 

    ・東京大学として、教員の定期的な評価が必要との方向性となっていること。 

５ 臨時教育改革本部（7/21 開催）（資料５） 

   所長から、資料に基づき４ターム制の実施方針について報告があった。 

６ 共同利用研究運営委員会報告（6/12 開催）（資料６） 

   三代木准教授から、６月１２日に開催された共同利用研究運営委員会について以下のとおり

報告があった。 

    ・平成２７年度共同利用研究成果発表会は、１２月１１日、１２日にメディアホールで開催

すること。 

・平成２８年度の共同利用募集にあたっては、研究倫理教育の受講を義務づけること。 

・研究費をなるべく早く使用できるよう、課題採択委員会等の開催を早めていただけるよう

要請すること。 

・ボリビアＢＡＳＪＥ実験の終了の件については、次回共同利用研究運営委員会で、引き続

き議題とし検討すること。 

７ 共同利用・共同研究拠点実施状況報告書について（資料７） 

   渡邉予算・決算係長から、共同利用・共同研究拠点の期末評価をベースに作成し、既に提出

済みである旨報告があった。引き続き、寺澤教授から、資料に基づき説明があった。 

８ シニアフェロー人事選考委員会報告（資料８） 

   所長から、シニアフェローの選考過程について説明があり、６月１８日に開催された人事選

考委員会の結果、候補者を選考した旨報告があった。 

９ 広報担当特任専門職員の人事選考委員について（資料９） 

   所長から、７月１５日に募集を締め切った広報担当特任専門職員の選考にあたって、人事選

考委員の規程は無いが、人事選考を、所長、三代木准教授、及び常置委員３名の計５名で進め

ることについて諮られ了承された。 

１０ 各種委員会報告について 

 ① 全学環境安全室長会議（7/7 開催） 

② 柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議（7/16 開催）（資料１０） 

佐川准教授から、事故・災害報告の事例報告を中心に、資料に基づき報告があった。 

なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が佐川准教授よりあった。 

     ・講演会等の災害時の安全確保について依頼があったこと。 

     ・医薬品医療機器等法指定薬物の追加について周知があったこと。また、適正な管理につ
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いて周知依頼があったこと。 

  ③ 柏キャンパス共同学術経営委員会（7/6 開催）（資料１１） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

     なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が所長よりあった。 

     ・柏地区整備構想ＷＧのメンバーが決定し、宇宙線研究所からは川崎教授がメンバーとな

っていること。また、柏地区の大学院構想についても重要なＷＧであることから、今後

継続されるようであれば、宇宙線研究所から毎年選出することになること。 

④ 柏キャンパス・リエゾン室会議（6/19 開催）（資料１２） 

大内准教授から、資料に基づき報告があった。 

     なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が大内准教授よりあった。 

     ・サイエンス・パートナーシップ・プログラム（ＳＰＰ）プログラムに替わる事業として

「千葉県夢チャレンジ体験スクール」の受け入れについて、各部局で検討することとな

り、本事業の受け入れについて諮られ、特段の問題が無いことから、宇宙線研究所とし

ては受け入れ可能と回答する旨了承された。 

⑤ 柏キャンパス・アメニティ室会議（6/22 開催）（資料１３） 

佐々木准教授から、資料に基づき報告があった。 

     なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が佐々木准教授よりあった。 

     ・柏キャンパス構内におけるドローンの使用については、安全管理を徹底することで了承

されたこと。 

⑥ 柏キャンパス・一般公開担当者会議（7/17 開催）（資料１４） 

 大内准教授から、資料に基づき報告があった。 

なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が大内准教授よりあった。 

   ・ポスターデザインは、企画案Ｂに決定したこと。 

   ・一般公開における学生企画については、引き続き募集中である旨周知依頼があったこと。 

・一般公開案内板の設置については、案１に決定したこと。 

   上記、一般公開案内板の設置については、宇宙線研究所からは、転倒等、安全面に問題な

いことを条件として、設置について了承された。 

⑦ 国際委員会（6/18 開催）（資料１５） 

⑧ 国際委員会学生交流・宿舎専門委員会（6/24 開催）（資料１６） 

⑨ 国際委員会（7/16 開催）（資料１７） 

内山准教授から、資料に基づき報告があった。 

  ⑩ その他 

  －① 図書行政商議会（7/22 開催）（机上配付） 

    塩澤教授から、資料に基づき報告があった。 

なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が塩澤教授よりあった。 

    ・全学共通経費による雑誌購入について、意見があれば、塩澤教授まで連絡いただきたい

との依頼があった。 

－②理学系研究科教育会議（7/21 開催）（資料なし） 

手嶋教授から、口頭報告があった。 

なお、宇宙線研究所に関係のある事項として、以下の発言が手嶋教授よりあった。 

    ・研究指導受託１件、東大フェローシップ１件が認められたこと。 

 

１１ その他 

① 名誉教授の称号授与について（資料１８）  
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所長から、黒田和明元教授が名誉教授称号を授与された旨報告があった。 

② リサーチ・アシスタントの応募について（資料なし） 

所長から、リサーチ・アシスタントについては応募がなかった旨報告があった。 

③ KAGRA 実験施設第一期完成記念見学会・記念式典について（資料１９） 

     大橋教授から、資料に基づき、１１月６日に KAGRA 実験施設第一期完成記念見学会・記念

式典を開催することについて報告及び協力依頼があった。 

④ 第２期中期目標期間の実績報告書作成について（資料２０） 

 寺澤教授から、資料に基づき説明があった。現況調査表については寺澤教授が原案を作成

し、研究業績説明書については、各部門主任経由で各部門に３件づつ作成依頼があり、宇宙

線研究所として計９件を作成することとなった。 

⑤ 柏の葉ロッジ NHK 受信料について（資料２１） 

大内准教授から、資料に基づき説明があり、柏の葉ロッジに設置しているテレビは撤去す

ることとなった。 

⑥ 部局等におけるＦＤ、ＳＤの実施について（資料２２） 

 所長から、資料に基づき説明があり、ＦＤ、ＳＤの実施については、希望順に９月１７日、

１１月１９日、１２月１７日の各教授会の冒頭３０分として回答することで了承された。 

⑦ 寄附金（東大基金）の受入れについて（資料２３） 

 渡邉予算・決算係長から、平成２７年度の寄附金受入れについて資料に基づき報告があっ

た。また、今後は、四半期毎に報告する旨補足説明があった。 

⑧ 科研費を財源として取得した物品の取扱いについて（資料２４） 

渡邉予算・決算係長から、資料に基づき、科研費を財源として取得した物品の取扱いが平

成２７年４月１日以降変更になったことについて説明があった。 

⑨ 夏季休業について（資料２５） 

     小林専門職員から、柏地区の夏季休業状態実施日について資料に基づき報告があった。 

⑩ 宇宙線研究所個別防災訓練について（資料２６） 

     小林専門職員から、宇宙線研究所個別防災訓練については、１０月２１日に実施する旨報

告があった。 

⑪ 宇宙線研究所自衛消防隊について（資料２７） 

 小林専門職員から、宇宙線研究所自衛消防隊の組織表について説明があった。 

⑫ その他 

    なし  

 

審議事項 

１ 兼業許可（非常勤講師等）について（資料２８） 

   所長から、資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。 

 

２ 海外渡航について（資料２９） 

   所長から、資料に基づき、海外渡航３６件について諮られ、審議の結果了承された。 

また、海外渡航１件の追加申請を行う旨発言があり、審議の結果了承された。 

 

３ 研究指導の受託について（資料３０） 

    塩澤教授から、資料に基づき大学院学生の研究指導の受託について説明があり、審議の結果

了承された。 
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４ ＩＰＭＵとの合同一般講演会講演者について（資料３１） 

    所長から、１１月２２日に開催される IPMU との合同一般講演会講演者は、ＩＰＭＵはカイ・

マルテンス氏が担当し、宇宙線研究所からは、林田特任助教が担当してはどうかとの提案があ

り、審議の結果了承された。 

 

５ 特任助教（チベット）人事選考について（資料３２） 

   所長から、６月１５日に募集を締め切った特任助教（チベット）の選考過程について説明が

あり、７月８日に開催された人事選考委員会の結果、１名が教授会に推薦され、投票の結果、

１名が選考された。 

 

６ その他 

    なし 

 

 

配付資料 
東京大学宇宙線研究所教授会議事要録（案）２７－３ 
人事異動報告 
 

資料１  科所長会議(27.7.7） 

   ２  科所長会議（27.7.21） 

３  教育研究評議会(27.6.23) 

４  評価委員会報告(27.7.21) 

５  臨時教育改革本部（27.7.21） 

６  第一回共同利用研究運営委員会(27.6.12) 

７  共同利用・共同研究拠点 平成２６年度実施状況報告書 

８-1 シニアフェローの雇用について 

 -2 東京大学宇宙線研究所シニアフェローの雇用実施要領 

 -3 東京大学宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領（H27.3.26） 

９  東京大学宇宙線研究所における特任専門員及び特任専門職員の 

雇用に関する内規（H21.4.23） 

１０  柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(H27.7.16) 

    １１-1 柏キャンパス共同学術経営委員会(H27.7.6) 

    -2 平成２７年度学内委員会等委員名簿（27.7.23） 

  １２  第2回柏キャンパス・リエゾン室会議(H27.6.19) 

  １３  柏キャンパス・アメニティ室会議(H27.6.22) 

  １４  柏キャンパス・一般公開担当者会議(H27.7.17) 

  １５  国際委員会150618 

  １６  国際委員会学生交流・宿舎専門委員会150624 

  １７  国際委員会150716 

  １８  東京大学名誉教授の称号授与について（通知） 

  １９  KAGRA実験施設第一期完成記念見学会・記念式典について(案) 

２０  第２期中期目標期間の実績報告書作成について 

２１  柏の葉ロッジNHK受信料の取り扱いについて（最終版） 

  ２２  部局等におけるFD、SDの実施について 
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  ２３  寄附金（東大基金）の受入について 

  ２４  科研費を財源として取得した物品の取扱いについて 

  ２５  夏季休業について 

  ２６  宇宙線研究所個別火災訓練について 

  ２７  宇宙線研究所自衛消防隊(H27) 

  ２８  兼業等一覧表（7月分） 

  ２９  海外渡航について（7月附議分） 

  ３０-1 大学院学生の研究指導の委託について 

    -2 東京大学宇宙線研究所における研究指導の受託に関する内規 

  ３１  IPMU との合同一般講演会講演者について 

  ３２-1 東京大学宇宙線研究所特任助教公募（チベット） 

-2 東京大学宇宙線研究所の教員人事に関する内規（H25.4.25） 

-3 東京大学宇宙線研究所教授会規則 

   -4 東京大学宇宙線研究所特任教員の雇用等実施要領（H27.3.26） 

以上 


