東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２７－２

日

時：平成２７年５月２８日（木）１３時００分～１６時１５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

欠

佐々木、榎本、瀧田、森山、佐川、吉越、早戸、大内、伊部、三代木、内山
各准教授
席 者：岸本、奥村 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１回教授会議事要録（案）（４月１６日（木）開催）について
４月１６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。
議

題
報告事項
１ 科所長会議報告（4/21 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 28 年度概算要求について、実施スケジュールについては例年と変更は無いが、手続
に一部変更があること。また、第 3 期中期目標期間における運営費交付金の配分の仕組み
に変更があること。
・伊藤国際学術研究センター会議の企画公募について、今後国際会議を予定している場合は、
応募を検討すること。
・東京大学稷門賞の候補者の推薦がある場合は、所長まで連絡すること。
・兼業手続について、適正に手続を行うこと。
２ 科所長会議報告（5/12 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。
・平成 28 年度運営費交付金概算要求にあたっては、大学としてビジョンを明確化し、戦略、
取組みの提案を行うことになり、これらの枠組みに、部局から提案する個々の概算要求項
目が整合する必要があること。
・博士課程教育リーディングプログラムフォーラムが東大主催で 10 月 24 日、25 日に開催
されるので、関係者に周知のこと。
３ 科所長会議報告（5/19 開催）（資料３）
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。
1

・第 3 期中期目標・中期計画一覧表について、内容を確認いただき、意見がある場合は、5
月 29 日までに所長まで連絡すること。
・東京大学安全の日講演会が、7 月 7 日に伊藤国際学術研究センターで開催されるので関係
者及び希望者は出席のこと。
・兼業手続について、事前に申請し許可を得る必要があり、特に更新（再任）等について、
漏れなく手続すること。
４ 運営委員会報告（4/28 開催）
（資料４）
所長から、４月２８日に開催された運営委員会について以下のとおり報告があった。
・平成２７年度共同利用研究課題採択について、査定基本方針等の説明、及び査定結果につ
いて報告し、審議の結果、原案のとおり承認されたこと。
・所長選考について、宇宙線研究所長の任期が平成２８年３月で満了するため、次期所長選
出の必要がある旨説明し、次回以降の委員会で所長候補者選出の検討を依頼したこと。
５ 評価委員会報告（4/21 開催）
（資料５）
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。
・大学評価・学位授与機構が行う教育研究の状況評価について、研究面で宇宙線研究所が該
当していること。
６ 国立大学附置研究所・センター長会議報告（5/21～22 開催）
（資料６）
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。
・附置研究所・センター長会議として、今年度も予算削減に対するメッセージを出す方向で
あること。
・研究所の強み・特色を発信することにより、アピールすることが重要であること。
７ 共同利用・共同研究拠点の期末評価について（資料７）
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資料に基づき説明があり、本資
料は前回の教授会後、運営委員会、部主任での確認を経て、修正したものを、5 月 20 日に提
出した旨報告があった。
８ 各種委員会報告について
① 柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議（4/ 16 開催）
（資料８）
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。
・柏地区の環境安全管理室活動計画のうち、産業医職場巡視と、部局長による安全衛生パ
トロールについて、８月の神岡と乗鞍が調整中であり、10 月 9 日に明野、12 月 11 日に
宇宙線研究所で予定されていること。
・寒剤利用講習会の第 3 回が 6 月 17 日に物性研究所で開催されること。
② 全学環境安全室長会議（5/18 開催）
（資料９）
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。
・産業医巡視にて、テーブルタップの設置状況について、複数の指摘があったため、注意
すること。
・水銀含有機器等の保有状況調査について 7 月 31 日が締切となっていること。
・水銀含有機器等の管理及び廃棄方法について、教職員・学生に周知徹底すること。
・平成２７年度化学物質等取扱講習会が 6 月 22 日に柏図書館で開催されること。
③ 柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議（メール審議）
（資料１０）
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④ 柏キャンパスリエゾン室会議（4/17 開催）（資料１１）
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。
・柏キャンパスの見学施設一覧について、宇宙線研究所部分に追加がある場合は、林田特
任専門職員まで連絡すること。
・パンフレット「東京大学柏キャンパスへようこそ」について、内容を確認いただき、修
正がある場合は林田特任専門職員まで連絡すること。
・サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）事業について、平成26年度で事業
自体は終了となっているが、平成27年度は、新領域創成科学研究科が担当となっており、
すでに実施する方向で進んでいること。また、本事業の実施は輪番制となっており、輪
番どおりであれば、宇宙線研究所は平成２９年度に実施することになるため、今後の対
応について検討する必要があること。
所長から、サイエンス・パートナーシップ・プログラムの件については、広報室で検討し
大内准教授に報告することの提案があり、そのように進めることとなった。
⑤ 柏キャンパス・一般公開担当者会議（5/15 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。
・平成27年度の柏キャンパス一般公開は、10月23日、24日に開催されること。宇宙線研究
所の担当者は、林田特任専門職員であること。
・柏キャンパス一般公開のキャッチコピーを募集しており、６月３日が締切であること。
また、各部局から最低１案を提案することになっており、林田特任専門職員が検討中で
あるが、他に案があれば、林田特任専門職員まで連絡すること。
・例年通り、自動車入構の臨時措置、および全面禁煙が実施されること。
⑥ 柏キャンパス・アメニティ室会議（5/11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。
・移動車販売におけるベジタリアン対応について、4月から営業を開始していること。
・部局個別火災訓練の実施について、実施日程を決定し、報告する必要があること。
・柏キャンパスの北側用地への、生産技術研究所研究・実験棟（仮称）の新営工事始まっ
ていること。
・柏地区受変電設備保全業務に伴う停電が10月３日に予定されていること。
⑦ 柏キャンパス共同学術経営委員会（5/25 開催）（資料１４）
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。
・未来こどもがっこうの展開について、柏キャンパスとしては了承されたが、参加は、部
局、個人単位となること。
・柏地区整備推進構想を検討するワーキング・グループ（柏地区構想検討WG）に、現状で
は宇宙線研究所のメンバーが入っていないが、今後大学院教育を含めた議論が予想され
るため、意見を述べる必要もあることから、柏地区構想検討WGに宇宙線研究所も参加す
ることについて提案があり、了承された。
⑧ 東京大学国際委員会（4/16 開催）
（資料１５）
⑨ 東京大学国際委員会（5/21 開催）
（資料１６）
内山准教授から、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、以下の発言が内山准教授よりあった。
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・平成27度戦略的パートナーシップ構築プロジェクトの公募について、３５件の応募があ
り、今後採択案を決定し報告されること。
⑩ 環境報告書2015WG（5/18開催）
（資料１７）
内山准教授から、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、以下の発言が内山准教授よりあった。
・環境報告書の掲載記事執筆について、柏キャンパス内の他の研究所の教員に依頼したこ
と。
⑪ 図書行政商議会（4/21開催）（資料１８）
川崎教授（塩澤教授代理）から、「全学共通経費による基盤的学術雑誌等整備（第3期）」
の平成28年度暫定措置の対象資料選定方針案について、資料に基づき報告があった。
引き続き塩澤教授から、全学共通経費による学術雑誌選定結果リストについて報告があり、
内容を確認いただき、変更したい点がある場合は、6月15日までに連絡するよう依頼があっ
た。
⑫ その他
なし
９ その他
① 西村純名誉教授の O'Ceallaigh Medal受賞について（資料１９）
所長から、受賞報告があった。
② 日本学術会議物理学委員会ＩＡＵ分科会／天文学・宇宙物理学分科会合同分科会報告
（5/18 開催）
（資料２０）
所長から、５月１８日に開催された日本学術会議物理学委員会ＩＡＵ分科会／天文学・宇
宙物理学分科会合同分科会について報告があった。
③ 平成 27 年度功績者顕彰「東京大学稷門賞」候補者の推薦について（資料２１）
所長から、候補者の推薦がある場合は本様式にて提出するよう依頼があった。
④ 研究倫理教育実施計画について（資料２２）
所長から、前回の教授会で議題とした研究倫理教育実施計画について、その後の部局長懇
談会の意見交換等を踏まえ、一部修正し提出した旨報告があった。
⑤ 平成 27 年度委員会委員等について（決定分）
（資料２３）
⑥ 全学共通経費による学術雑誌選定結果（第３期）
（資料２４）
⑦ 柏サイエンスキャンプについて（資料２５）
所長から、柏サイエンスキャンプについて、６月下旬と７月上旬に駒場で実施するガイダ
ンスの担当者、および来年度以降の滞在型体験学習プログラムの検討 WG メンバーを、各１
名選出することについて諮られ、柏サイエンスキャンプのチーム内で検討することとなった。
⑧ 大学院進学ガイダンスについて（資料２６）
大橋教授から、資料に基づき説明があり、現在６名の申し込みがある旨報告があった。
また、伊部准教授から、本郷キャンパス小柴ホールにおいて、物理学専攻ガイダンスが５
月３０日に開催される旨報告があり、協力の依頼があった。
⑨ 平成２７年度夏季休業について（資料２７）
小林専門職員から、本研究所は８月１３日及び１４日を夏季休業とする旨報告があった。
⑩ 歓迎会会計報告について（資料２８）
小林専門職員から、４月１６日に開催された歓迎会会計報告があった。
⑪ その他
なし
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審議事項
１ 兼業許可（非常勤講師等）について（資料２９）
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。
また、手嶋教授から、マックスプランク研究所からの依頼が来ているため、次回教授会に追
加申請する旨発言があり、遡及申請することについて了承された。
２ 海外渡航について（資料３０）
所長から、資料に基づき、海外渡航２３件について諮られ、審議の結果了承された。
３ 短期共同研究協力員の受入について（資料３１）
大内准教授から、5月28日から8月24日までの予定で、短期共同研究協力員を１名受け入れた
い旨説明があり、審議の結果了承された。
４ NuINT 15 国際会議の共催のお願い（資料３２）
早戸准教授から、11 月 16 日～21 日に開催される NuINT 15 国際会議を宇宙線研究所共催と
して行うこととしたい旨提案があり、審議の結果了承された。
５ 宇宙線研究所主催名義使用のお願い（神岡サイエンスカフェ・KAGRA市民見学会）（資料３３）
大橋教授から、飛騨市との共同企画として、7 月 31 日に神岡サイエンスカフェ・KAGRA 市民
見学会を開催するにあたり、宇宙線研究所との共同主催としたい旨提案があり、審議の結果了
承された。
６ ウィンタープログラム「柏サイエンスキャンプ」具体案について（資料３４）
三代木准教授から、来年 1 月 26 日から 29 日にかけて、ウィンタープログラム「柏サイエン
スキャンプ」を開催するにあたり、資料に基づきプログラム内容について説明があり、審議の
結果了承された。
７ 平成２７年度理系最前線イベントの実施について（資料３５）
三代木准教授から、平成２７年度理系最前線イベントの実施について、資料のとおり企画提
案され、審議の結果了承された。
８ 流星電波観測システム設置のお願い（資料３６）
寺澤教授から、6 月 20 日に宇宙線研究所屋上に標記システムのアンテナを設置するため、
駒場１、２年生約 10 名が屋上に立ち入ることについて説明があり、安全管理に万全を期すこ
とで、審議の結果了承された。
９ 広報担当特任専門職員の公募について（資料３７）
所長から、資料に基づき説明があり、応募締切を 7 月 15 日 17 時として公募することについ
て、審議の結果了承された。
10 シニアフェローの雇用について（資料３８）
中畑教授から、資料に基づき説明があり、審議の結果人事選考を開始することが了承された。
なお、所長より、本件については、常置の人事選考委員会にて選考を進める旨説明があった。
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11 東京大学宇宙線研究所助教（神岡）の公募について（資料３９）
中畑教授から、資料に基づき説明があり、公募要項を一部修正し公募することについて、審
議の結果了承された。なお、本件については、次回運営委員会に付議することとなった。
12 東京大学宇宙線研究所特任助教（TA）の公募について（資料４０）
佐川准教授から、資料に基づき説明があり、応募締切を 7 月 27 日 12 時として公募すること
について、審議の結果了承された。国際公募については、準備でき次第開始することとなった。
13 東京大学宇宙線研究所特任研究員（TA）の公募について（資料４１）
佐川准教授から、資料に基づき説明があり、応募締切を 7 月 27 日 12 時として公募すること
について、審議の結果了承された。国際公募については、準備でき次第開始することとなった。
14 人事選考委員会委員の選出（特任助教（チベット）
）
（資料４２）
所長から、６月１５日締切の特任助教公募について、人事選考委員会委員候補の選出が行わ
れ、所内委員候補３名、所外委員候補３名および所外委員候補の補欠１名が選出された。
15 その他
なし
配付資料
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平成28年度概算要求実施スケジュール（案）
独立行政法人通則法等の改正に伴う国立大学法人法等関係法令の改正
第4回東京大学伊藤国際学術研究センター（IIRC）会議の企画公募について（通知）
平成27年度功労顕彰「東京大学稷門賞」候補者の推薦について（依頼）
平成27年度「東大の研究室をのぞいてみよう！～多様な学生を東大に～」プログラムの
実施について（協力依頼）
UTokyo Researchの活動報告(2011.10.01-2015.03.31）
兼業手続きの徹底について
役員室等の移転について
所信表明
科所長会議(27.5.12）
平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
平成27年度夏期期末・勤勉手当等について（説明資料）
博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2015開催概要
科所長会議(27.5.19）
第3期中期目標・中期計画一覧表（素案②）
平成27年度「東京大学安全の日」講演会
兼業手続きの徹底について

４

運営委員会報告
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５

東京大学評価委員会（27.4.21)

６
７
８

国立大学附置研究所・センター長会議（27.5.21・22)
【宇宙線研究所】
【別紙11-1】期末評価用調書
第１回柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議(H27.4.16)最終版

９

平成27年度第02回室長会議資料

１０
１１

第2回柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議
平成27年度第1回柏キャンパス・リエゾン室会議資料一式（4月17日開催）

１２
１３
１４

平成27年度第1回一般公開担当者会議資料
H27第１回アメニティ室会議 資料
柏キャンパス共同学術経営委員会

１５
１６
１７

国際委員会報告150416
国際委員会報告150521
環境報告書WG報告

１８
１９
２０

図書行政商議会報告
西村純名誉教授の O'Ceallaigh Medal受賞について
日本学術会議物理学分科会ＩＡＵ分科会／天文学・宇宙物理学分科会（27.5.18)

２１

平成２７年度功績者顕彰「東京大学稷門賞」候補者の推薦について

２２
２３

研究倫理教育実施計画(案)
平成２７年度学内委員会等委員名簿

２４
２５
２６

全学共通経費による学術雑誌選定結果（第３期）
柏サイエンスキャンプについて
大学院進学ガイダンスについて

２７

平成２７年度夏季休業について

２８
２９

歓迎会会計報告（27.4.16)
兼業等一覧表（5月分）

３０
３１
３２-1
-2

海外渡航について（5月附議分）
短期共同研究協力員受入申請書（観測的宇宙論：Michael Yano）
NuINT 15 国際会議の共催のお願い
国際研究集会等の主催・共催・後援名義使用に関する宇宙線研究所のガイドライン
（H27.3.26）
宇宙線研究所主催名義使用のお願い （神岡サイエンスカフェ・KAGRA市民見学会）
ウィンタープログラム「柏サイエンスキャンプ」具体案について
ウィンタープログラム「柏サイエンスキャンプ」
平成27年度理系最前線イベントの実施について
流星電波観測システム設置のお願い
広報担当者の公募について
特任専門職員（広報）公募要領
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090423
シニアフェローの雇用について
東京大学宇宙線研究所シニアフェローの雇用実施要領（H27.3.26）
神岡施設 助教公募のお願い
東京大学宇宙線研究所 助教公募について（依頼）

３３
３４-1
-2
３５
３６
３７-1
-2
-3
３８-1
-2
３９-1
-2
-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)
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４０-1 特任助教公募のお願い（TA）-20150518
-2 東京大学宇宙線研究所特任助教公募（TA）-20150526
-3 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）
４１-1 特任研究員（プロジェクト研究員）公募のお願い（TA）-20150518
-2 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（TA）-20150526
-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）
東京大学宇宙線研究所特任助教公募（チベット）

４２

以上
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