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東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２７－１１ 

 

日   時：平成２８年３月１７日（木）１３時００分～１６時３０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、早戸、大内、伊部、岸本、奥村、三代木、 

内山、関谷 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 

（ＵＲＡ） 佐藤特任専門員 

 

 

平成２７年度第１０回教授会議事要録（案）（２月１８日（木）開催）について 

   ２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。 

 

議 題 

 報告事項 

 １ 科所長会議報告（3/1 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。 

  ・共同利用・共同研究拠点の各部局の運営委員会等規則の一部改正について、宇宙線研究所

運営委員会規則の改正について報告があった。 

  ・平成２８年度における教員以外の職員の採用可能数再配分について、柏地区に２名配分さ

れる予定となっており、そのうち１名は宇宙線研究所への配分となる予定である旨報告が

あった。 

・平成２８年度本学卒業・修了予定者の就職・採用活動についての依頼文書が東京大学から

各企業等に周知されることに伴い、各研究部に在籍する就職予定の学生がいる場合には周

知いただきたい旨依頼があった。 

  ・第２３期学術の大型研究計画に関するマスタープラン「学術研究大型計画」の公募につい

て、応募件数は最大３件となっているため、宇宙線研究所としては、すでに進んでいる

KAGRA と CTA に加えて、ハーパーカミオカンデが提出となる予定である旨報告があった。 

２ 科所長会議報告（3/8 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。 

    ・東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正について、宇宙線研究所に係る部分

についても一部改正されたことにより、テニュアトラックを進めることができるようにな

った旨報告があった。 

    ・東京大学ビジョン２０２０に基づくアクション前倒し事業の提案について、宇宙線研究所

から提案した１件について採択された旨報告があった。 

・東京大学女性教員フォローアップ・メンターシステムについて、各研究部において女性教
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員が在籍している場合には周知いただきたい旨依頼があった。 

    ・東大フューチャーファカルティプログラム第 7期周知募集について、各研究部において周

知いただきたい旨依頼があった。 

    ・平成２８年度東京大学新任教職員研修の実施について、各研究部において該当者がいる場

合は、漏れなく受講するよう依頼があった。 

３ 教育研究評議会報告（3/15 開催）（資料３） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

４ 臨時教育改革本部報告（3/1 開催）（資料４） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

５ 課題採択委員会報告（2/29 開催）（資料５） 

    早戸准教授から、資料に基づき報告があった後、申請書の様式は毎年変更となるため、様式

に沿って申請いただきたい旨関係者に周知依頼があった。引き続き、所長から、委員会報告と

採択結果について、運営委員会で今後審議することとなるが、確認いただき、気がついた点が

ある場合は、早戸准教授まで連絡頂きたい旨依頼があった。 

６ 特任研究員（プロジェクト研究員）（重力波）人事選考委員会報告（資料６／机上配付） 

    所長から、１月２１日に公募開始し、２月２２日に募集を締め切った特任研究員（プロジェ

クト研究員）（重力波）の公募に係る人事選考について、人事選考委員長を副所長の寺澤教授

に依頼した旨説明があった後、寺澤教授から、選考過程について説明があり、２月２４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。 
７ 各種委員会報告について 

① 全学環境安全室長会議（3/14 開催）（資料７） 

② 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(2/18 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。 

  ・防災情報ソフトウェア Safety tips について、各研究部に外国人学生が在籍している場合

は、周知頂きたい旨依頼があった。 

・宇宙線研究所において１２月１１日に実施された産業医職場巡視について報告があった。 

     ・柏地区環境安全管理室の来年度の活動計画について報告があり、産業医巡視が、神岡・

数物神岡分室が８月１２日、乗鞍観測所と重力波観測研究施設が８月２５日と２６日、

明野観測所が１０月７日、宇宙線研究所が１２月１５日、第２総合研究棟が来年 1 月１

９日に予定されている旨報告があった。 

③ 柏キャンパス共同学術経営委員会(3/7 開催) （資料９） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

④ 柏キャンパス・リエゾン室会議(2/19 開催) （資料１０） 

三代木准教授（大内准教授代理出席）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、以下の発言が三代木准教授よりあった。 

・平成２８年度以降のサイエンス・パートナーシップ・プログラム（ＳＰＰ）の実施につ

いて、これまで宇宙線研究所としては、千葉県夢チャレンジ体験スクールをＳＰＰの代

替プログラムとして実施する旨希望していることから、平成２８年度以降のＳＰＰ事業

への実施協力は行わない旨回答したことについて報告があった。 

⑤ 国際委員会（2/18 開催）（資料１１） 

内山准教授から、資料に基づき報告があった。 

⑥ 柏どんぐり保育園運営小委員会(3/11 開催) （資料１２） 

瀧田准教授から、資料に基づき報告があった。 
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⑦ 図書行政商議会（3/15 開催）（机上配付） 

塩澤教授から、資料に基づき報告があった。 

⑧ その他 

手嶋教授から、３月２日の理学系教育会議の報告があり、宇宙線研究所に関係することと

して、グローバル・サイエンス・グラデュエイト・コース（ＧＳＧＣ）プログラムにて、宇

宙線研究所に新たに１名在籍することとなる旨報告があった。 

８ その他 

① 小野宜昭助教の日本天文学会研究奨励賞受賞について（資料なし） 

 所長から、小野宜昭助教の日本天文学会研究奨励賞受賞について報告があった。 

② 藤本征史君の平成２７年度理学系研究科研究奨励賞受賞について（資料なし） 

     所長から、藤本征史君の平成２７年度理学系研究科研究奨励賞受賞について報告があった。 

③ 試験監督について（資料なし） 

 所長から、本年度入試が全て無事に終了した旨報告があり、試験監督を務めた教員への謝

意が示された。 

④ 日本学術会議 IAU 分科会及び天文学・宇宙物理学分科会報告（資料１３） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

⑤ 平成２８年度「卓越研究員」の雇用ポストの募集について（資料１４） 

所長から、平成２８年度「卓越研究員」の雇用ポストの募集について、資料に基づき報告

があった後、宇宙線研究所としては応募しなかった旨報告があった。 

⑥ 平成２８年度第３次配分・平成２９年度概算要求書提出期限について（資料１５） 

渡邉予算・決算係長から、平成２８年度第３次配分・平成２９年度概算要求書提出につい

て資料に基づき報告があり、要求書を提出される場合は、締切までに提出いただきたい旨依

頼があった。 

⑦ 修士・博士発表会報告（資料１６） 

     瀧田准教授から、修士・博士発表会を２月１９日に開催し、無事終了した旨報告があった。 

⑧ 技術職員研修報告（資料１７） 

     瀧田准教授から、技術職員研修を２月２３日と２４日に実施し、無事終了した旨報告があ

った。 

⑨ 平成２８年度協議会委員について（資料１８） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

⑩ 平成２８年度運営委員会委員について（資料１９） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

⑪ 平成２８年度共同利用研究運営委員会委員について（資料２０） 

所長から、資料に基づき報告があった後、委員の構成について、近年研究分野の偏りがあ

ること、また、研究施設を理解している委員が必要であることを考慮し、第３号委員２名を

選出した旨報告があった。 

⑫ Ｍ１部屋について（資料なし） 

所長から、まもなく来年度のＭ１の学生が来ることから、現在のＭ１については、なるべ

く早く研究室に移るよう各研究部に依頼があった。 

⑬ 平成２８年度ハラスメント研修会新人向けガイダンス、ＦＤ（案）について（資料２１） 

小林専門職員から、２月の教授会で日程のみ報告している、平成２８年度ハラスメント研

修会及び新人向けガイダンスのプログラムが決定したことについて資料に基づき報告があ

った。 

⑭ その他 
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 なし 

      

審議事項 

１ 兼業許可（非常勤講師等）について（資料２２） 

   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２３） 

   所長から、資料に基づき、海外渡航８件について諮られ、審議の結果了承された。 

 

３ 協力研究員の受け入れについて（資料２４） 

 手嶋教授から、資料に基づき、寺澤教授の定年退職にあたり、名誉教授称号が授与されるま

での間、高エネルギー宇宙線研究部門の協力研究員として受け入れたい旨説明があり、審議の

結果了承された。 

 

 ４ 平成２８年度共同利用・共同研究拠点実施計画について（資料２５） 

所長から、平成２８年度実施計画書について資料に基づき説明があり、審議の結果了承され

た。また、提出が３月２５日であることから、気がついたことがあれば、渡邉予算・決算係長

まで連絡頂きたい旨依頼があった。 

 

 ５ 平成２７年度および第２期中期目標期間の評価に係る報告書について（資料２６） 

寺澤教授から、資料に基づき、平成２７年度全体的な状況、現況調査表、及び研究業績説明

書について説明があった。引き続き、所長から、本報告書の作成について教授会メンバーに協

力依頼があった後、報告書作成の進め方について諮られ審議の結果了承された。 

 

６ 所内教員評価の実施について（資料２７） 

所長から、資料に基づき説明があり、所内教員評価を実施する順番について諮られ、主任に

よる合議の結果、宇宙ニュートリノ研究部門、高エネルギー宇宙線研究部門、宇宙基礎物理学

研究部門の順に実施することとなった。また、評価資料の提出期限については、８月末を締切

とする提案があり、審議の結果了承された。引き続き、評価期間は年度単位で過去３年間とす

ること、及び対象者は今年度末までの着任者とする旨確認があり、審議の結果了承された。 

 
 ７ 技術職員の公募について（資料２８） 

所長から、技術職員の公募の経緯説明及び、公募要領案について説明があり、審議の結果了

承された。また、本件については、今後、本部宛てに手続を進め、了承された後の公募開始と

なるため、公募期間については、所長一任としたい旨提案があり審議の結果了承された。 
 

 ８ 部局経費承継教員の公募について（資料２９） 

所長から、資料に基づき説明があり、公募要領の一部を修正し、所内公募することについて

審議の結果了承された。また、今後、公募要領の修正案を運営委員会に附議し、了承された場

合は、所内公募を開始する旨補足説明があった。 

 

９ 重力波観測研究施設の英文名について（資料３０） 

    大橋教授から、資料に基づき説明があり、重力波観測研究施設の英文名を、KAGRA 

Observatory とすることについて審議の結果了承された。 
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１０ 宇宙線研究所コンプライアンス室内規の改正について（資料３１） 

 生田目事務長から、資料に基づき説明があり、３月１７日改正、４月１日施行とすることつ

いて審議の結果了承された。 

 

１１ 部屋割りについて（資料３２） 

    手嶋教授から、資料に基づき説明があった後、本件については該当の部屋を使用している当

事者間で調整のうえ、改めて教授会に附議することについて審議の結果了承された。 

 

１２ CTA-LST MoUについて（資料３３） 

手嶋教授から、資料に基づき説明があり、種々議論の後、３月末までの間に教授会メンバー

により協定書の内容を確認いただき、意見を反映し修正することで、協定書を取り交わすこと

について、審議の結果了承された。 
    

１３ 神岡宇宙素粒子研究施設安全委員会委員について（資料３４） 

   中畑教授から、資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。 

 

１４ 重力波観測研究施設安全委員会委員について（資料３５） 

大橋教授から、資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。 

 

１５ 神岡放射線安全委員会の委員について（資料３６） 

中畑教授から、資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。 

 

１６ 平成２８年度委員会委員等について（資料３７） 

    学内、柏キャンパス内、所内委員及び所内各種委員会委員の未決定であった部分について選

出が行われた。 

 

１７ 特任助教（神岡）人事選考について（資料３８／机上配付） 

    所長から、１２月２２日に募集を締め切った特任助教（神岡）の選考過程について説明があ

り、３月４日に開催された人事選考委員会の結果、３名が教授会に推薦され、投票の結果候補

者が選考された。 

 

１８ 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）２７－１０ 

人事異動報告 

 

資料１  科所長会議（280301） 

   ２  科所長会議（280308） 

３  教育研究評議会報告（280315） 
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４   臨時教育改革本部報告（280301） 

５  課題採択委員会報告(教授会資料2016.3.17） 

６-1 特任研究員（プロジェクト研究員）（重力波）公募要領 

-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  全学環境安全室長会議（280314） 

８   柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議（280218） 

９   第７７回柏キャンパス共同学術経営委員会配付資料 for 教授会(280307) 

１０   H27第5回柏リエゾン室会議 

    １１  国際委員会(280218) 

  １２  柏どんぐり保育園運営小委員会（280311） 

  １３  日本学術会議IAU分科会及び天文学・宇宙物理学分科会報告 

  １４  平成２８年度「卓越研究員」の雇用ポストの募集について 

  １５  平成２８年度第３次配分・平成２９年度概算要求書提出期限について 

  １６  修士・博士発表会報告 

  １７  技術職員研修報告 

  １８-1 【H28.3.17教授会付議】東京大学宇宙線研究所協議会委員名簿（H28.4.1） 

-2  東京大学宇宙線研究所協議会規則（H22.4.1) 

  １９-1 【H28.3.17教授会付議】運営委員会委員名簿（案）(H28.4.1) 

        -2  東京大学宇宙線研究所運営委員会規則(H28.4.1) 

  ２０-1 【H28.3.17教授会付議】共同利用研究運営委員会委員名簿（案）(H28.4.1) 

        -2  東京大学宇宙線研究所共同利用研究運営委員会内規(H22.4.1) 

  ２１  平成２８年度ハラスメント・ガイダンス・ＦＤ（案） 160307 

  ２２  兼業等一覧表（3月分） 

２３  海外渡航について（3月附議分） 

２４-1 協力研究員受入申請書(高エネルギー天体)-20160301 

  -2  東京大学宇宙線研究所協力研究員受入実施要領 

  ２５  共同利用・共同研究拠点 平成28年度実施計画書 

   ２６  平成２７年度および第２期中期目標期間の評価に係る報告書について 

  ２７-1  所内教員評価の実施について 

        -2  東京大学宇宙線研究所所内個人評価制度に関する内規 

    ２８-1  00宇宙線研究所技術職員公募要領案 

        -2 技術職員選考採用に関する実施要領 

    ２９-1  部局経費承継教員公募文-160301 

-2  東京大学宇宙線研究所部局経費を財源とした承継教員の雇用等実施要領 

    ３０   重力波施設の英文名について 

  ３１   改正案：宇宙線研究所コンプライアンス室内規（H26.10.22） 

  ３２  部屋割りについて CTA実験スペース 

  ３３   CTA-LST MoUについて draft_Agreement_4LST-23m_v29-02-2016-1 

３４-1  安全委員会委員名簿(案)(H28.4.1) 

-2  040501_東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設安全委員会 

内規（H26.3.18） 

３５-1 重力波安全委員会委員名簿(案) 

  -2 東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設安全委員会内規 
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  ３６  放射線安全委員会委員名簿_20160309(案) 

  ３７   平成２８年度学内委員会等委員名簿（案）ver2(28.2.18教授会決定内容) 

  ３８-1  特任助教（神岡）公募要領 

-2 東京大学宇宙線研究所教授会規則 

-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） 

 

 

以上 


