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東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２７－１ 

 

 

日   時：平成２７年４月１６日（木）１３時００分～１４時５５分 

場   所：６階大セミナー室 

出 席 者：梶田所長 

      中畑、川崎、寺澤、手嶋、川村、大橋、塩澤 各教授  

      佐々木、榎本、瀧田、森山、佐川、吉越、大内、岸本、伊部、奥村、三代木、内山  

各准教授  

海外出張者：福島教授 

欠 席 者：早戸准教授 

  

（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２６年度第１１回教授会議事要録（案）（３月２６日（木）開催）について 

   ３月２６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（4/7 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。 

  ・平成 27年度東京大学学術成果刊行助成の公募については、今年度から部局長推薦が不要 

となり、また、申請件数の制限が無くなったこと。 

  ・平成 27年度の宇宙線研からの総長補佐は、吉越准教授であること。 

２ 教育研究評議会報告（4/14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。 

  「第 3期中期目標・中期計画一覧表（素案①）」のうち、特に共同利用・共同研究拠点の 

記述部分についての確認依頼。 

３ 臨時教育改革本部（4/7開催)（資料３） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

４ 拡大入試監理委員会報告（4/7 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。 

    入学試験について、後期日程試験が無くなり、新たに推薦入試が始まることにより、入試構

造に変更が生じる旨の補足説明。 

 ５ 広報担当特任専門職員（神岡）選考報告（3/27 開催）（資料５／机上配付・回収） 
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所長から、1月30日に公募を締め切った広報担当特任専門職員（神岡）の選考過程について

説明があり、3月27日に開催された人事選考委員会の結果、１名を選考した旨報告があった。 

６ 特任研究員（プロジェクト研究員）（神岡 B01）人事選考委員会報告（4/8 開催） 

（資料６／机上配付・回収）） 

所長から、3月6日に公募を締め切った特任研究員（神岡）の選考過程について説明があり、

4月8日に開催された人事選考委員会の結果、１名を選考した旨報告があった。 

７ 各種委員会報告について 

① 全学環境安全室長会議（4/13 開催）（資料７） 

 佐川准教授から、事故・災害報告、および安全衛生管理業務月報の事例報告を中心に、資

料に基づき報告があった。 

また、4 月 22日、23 日物性研究所において寒剤利用講習会の開催、5月 7日に総合研究 

棟６階大会議室において柏地区安全衛生教育講習会が開催される旨報告があった。 

② 物理学専攻常置委員会（4/2開催）（資料８） 

 伊部准教授から、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、以下の発言が伊部准教授よりあった。 

・修士入試の口述試験が9月3日、4日に実施されること。 

 ・物理学専攻ガイダンスが5月30日に本郷にて開催されること、及び午後の相談会への 

参加協力の依頼。 

 ・授業日及び授業時間の変更について、12月23日は祝日だが授業日となるので注意が必要。 

また、授業時間についても、昨年度は90分14回だったが、今年度は105分14回となること。 

・研究所ガイダンスが5月11日に本郷にて開催されること。 

また、大橋教授から、柏で開催する研究所ガイダンスを 6月 13 日に予定している旨報告が

あった。 

③ その他 

 なし 

８ その他 

① Annual Report 2014及び研究所要覧の作成について（資料９）  

    三代木准教授から、６月末日の原稿締切と提出先について報告があった。 

② 柏サイエンスキャンプについて（資料１０） 

     三代木准教授から、今年度は寺澤教授、瀧田准教授、岸本准教授、三代木准教授が担当す

ることとなった旨報告があった。 

③ 平成２７年度修士・博士発表会について（資料１１） 

 瀧田准教授から、今年度の修士・博士発表会については平成 28 年 2 月 19 日(例年 2月教

授会の翌日に開催)に開催予定である旨報告があった。 

④ スプリングスクールについて（資料１２） 

 川村教授から、今年度のスプリングスクール日程について提案があり、平成28年3月8日か

ら3月12日に開催することとなった。 

⑤ 「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」につ

いて（資料１３） 
 寺澤教授から、メール審議にて確認した本申し合わせについて報告があった。また、今後

改正が必要な場合は、適宜改正していく旨報告があった。また、申し合わせ内の「事務部」

の定義としては、宇宙線研究所事務部、神岡施設事務室、重力波推進室事務室の全てを指す

旨補足説明があった。 

⑥ スーパーグローバル大学創成支援に係る戦略的パートナーシップ構築プロジェクトの平成
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27 年度公募について（資料１４） 
 所長から、事業全体の目的及び公募プロジェクト内容について説明があり、本公募にて戦

略的パートナーシップ構築プロジェクトに応募する者は、所長まで申し出るよう依頼があっ

た。 
⑦ 平成２７年度委員会委員等について（決定分）（資料１５） 
⑧ 平成２６年度決算会計実地検査について（資料なし） 

渡邉予算・決算係長から、4 月 22 日から 24 日に大学全体として行われること及び現在宇

宙線研究所は検査対象部局には該当していない旨報告があった。 

⑨ 安全衛生関係資格取得について（資料なし） 
     渡邉予算・決算係長から、安全衛生関係資格取得については、所の助成がある旨報告があ

った。対象は常勤教職員で、5 月 15 日までに研究グループ毎にとりまとめのうえ、予算・

決算係に連絡いただくよう依頼があった。 
⑩ 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」への対応依頼について（資料な

し） 
 渡邉予算・決算係長から、冷媒としてフロン類が充填されている業務用冷凍空調機器等の

管理者に対して、フロンの漏洩防止の点検、漏洩した場合の修理、漏洩量が一定以上の場合

の報告義務が平成 27 年 4 月から適用されたことから、対象となる機器類がある場合は、注

意いただきたい旨依頼があった。 
⑪ 送別会会計報告について 

    近藤総務係長から３月２６日に開催された送別会会計報告があった。 

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１７） 
   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１８） 
   所長から、資料に基づき、海外渡航１６件について諮られ、審議の結果了承された。 
 
３ 名誉教授の推薦について（資料１９） 

    所長から、黒田和明元教授を名誉教授に推薦する提案があり、審議の結果了承された。 
 
４ 平成２６年度評価に係る報告書の作成（共同利用・共同研究拠点関係）について（資料２０） 

    寺澤教授から、報告書に記載する取り組み事例案について報告があった。気づいた点がある

者は 4 月 20 日までに寺澤教授に申し出ることとし、修正のうえ提出することについて審議の

結果了承された。 
  

５ 共同利用・共同研究拠点の期末評価について（資料２１） 

   寺澤教授から、共同利用・共同研究拠点の期末評価についての現段階案について説明があっ

た。本資料の提出締切が 5 月 20 日であるため、今後修正および追記された案を運営委員会、

部主任会に付議のうえ、修正し提出することについて、審議の結果了承された。また、本案に

ついて、締切まで時間もあることから、確認していただきたい旨依頼があった。 
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６ 研究倫理教育実施計画について（資料２２） 
所長から、資料に基づき、教職員カテゴリのうち、研究活動に従事している者については、

「日本学術振興会の研究倫理教育教材の通読」及び「CITI Japan の e-Learning」にチェック

をし、e-Learning で実施としつつ日本学術振興会の研究倫理教育教材の通読の選択も可とし

たい提案があり、また、教職員カテゴリのうち研究費の運営・管理にのみ関わる者（事務系職

員等）及び大学院生カテゴリの研究費の運営管理にのみ関わる者（検収業務）については本部

が全学向けに実施する研修会への参加とする提案があった。今後、他部局の科所長にも情報収

集する予定であり、その状況によっては修正のうえ提出することもある旨補足説明があり、審

議の結果了承された。 
 
７ 東京大学宇宙線研究所特任助教の公募について（資料２３） 

    瀧田准教授から、資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。なお、所長から規則が

変更となったことにより人事選考委員会審議後、教授会審議事項となる旨説明があった。 

 

８ 平成２７年度委員会委員等について（未決定分）（資料２４） 
 所長から、柏サイエンスキャンプ担当、M1 部屋担当について諮られ、柏サイエンスキャン

プ担当は、寺澤教授、瀧田准教授、岸本准教授、三代木准教授。M1 部屋担当は、324 を手嶋

教授、221 を吉越准教授、222 を佐川准教授が担当することになった。 
また、研究サポート室に森坪係員の後任として八木係員を追加し、コロキュームをセミナー

係に変更することとした。 
 
９ 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）２６－１１ 
人事異動報告 
 

資料１-1 科所長会議（27.4.7） 

    -2 平成27年度理事等の分担 

    -3 名誉教授の称号授与日程等 

    -4 研究倫理教育の推進 

    -5 総合図書館整備（新館）の現状 

    -6 平成27年度東京大学学術成果刊行助成の公募 

    -7 大学ポートレ－ト 

    -8 平成27年度科所長会議名簿. 

     -9 平成27年度総長補佐 

２  教育研究評議会（27.4.14） 

３  臨時教育改革本部(27.4.7) 

４  拡大入試監理委員会（27.4.7) 

   ５-1 特任専門職員（広報）公募要領 

        -2 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） 

   ６-1 東京大学宇宙線研究所特任研究員（プロジェクト研究員）公募（B01） 
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    -2 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） 

    -3 東京大学宇宙線研究所の教員人事に関する内規（H25.4.25） 

      ７  全学安全室長会議(27.4.13) 

８  物理学専攻常置委員会（27.4.2） 

９  AnnualReport2014作成協力依頼 

１０  ウィンタープログラム「柏サイエンスキャンプ」について 

 １１  平成２７年度修士・博士発表会について（教授会報告） 

  １２  平成２７年度スプリングスクール日程 

  １３  150401_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 

  １４-1 スーパーグローバル大学創成支援に係る戦略的パートナーシップ構築プロジェクトの

平成27年度公募 

    -2 平成27年度戦略的パートナーシップ公募要領 

    -3 事業計画・経費明細 

  １５  平成２７年度学内委員会等委員名簿（決定分）（27.4.16） 

  １６  送別会会計報告（27.3.26) 

１７  兼業等一覧表（4月分） 

１８  海外渡航について（4月附議分） 
１９-1 名誉教授の推薦について 
  -2 東京大学名誉教授称号授与規則 

２０  平成２６年度評価に係る報告書の作成（共同利用・共同研究拠点関係）について 
２１  共同利用・共同研究拠点の期末評価について 

２２-1 研究倫理教育の推進について（依頼） 

  -2 【別紙】研究倫理教育実施計画ICRR(案) 

  ２３-1 特任助教公募のお願い（チベット） 

    -2 東京大学宇宙線研究所特任助教公募（チベット） 

    -3 東京大学宇宙線研究所特任教員の雇用等実施要領 

２４  平成２７年度学内委員会等委員名簿（未決定分）（27.4.16） 

 
以上 


