東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２８－１
日
場

時：平成２８年４月２１日（木）１３時００分～１６時００分
所：６階大セミナー室

出

席 者：梶田所長
中畑、川崎、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、伊部、岸本、奥村、三代木、
内山、関谷 各准教授
席 者：早戸准教授

欠

（事務部） 宇宙線研究所 生田目事務長、大浦専門員、小林専門職員、近藤総務係長、
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１１回教授会議事要録（案）
（３月１７日（木）開催）について
３月１７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（4/5 開催）
（資料１）

２
３
４

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。
・学生や研究員等の短期滞在者に対しても、インターネット上の著作権侵害等に関する注意
喚起を行うよう各研究部門に依頼があった。
科所長会議報告（4/19 開催）
（資料２）
中畑教授（所長代理出席）から、資料に基づき報告があった。
教育研究評議会報告（4/13 開催）（資料３）
所長から、資料に基づき報告があった。
東京大学予算委員会報告（4/19 開催）（資料４）
中畑教授（所長代理出席）から、資料に基づき報告があった。
・平成２９年度施設整備費概算要求について、宇宙線研究所からは神岡共同利用研究・宿泊
棟が要求事項となっていること。
運営委員会報告（4/4 開催）
（資料５）
所長から、資料に基づき以下の報告があった。
・平成２８年度共同利用研究課題採択については、審議の結果了承されたこと。
・共同利用研究運営委員会の委員長及び幹事が選出されたこと。
・部局経費承継教員の公募について、審議の結果了承され、４月４日付けで公募を開始した
こと。
・特任助教（CTA）の公募について、審議の結果了承され、４月４日付けで公募を開始した
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こと。
・助教（神岡）の人事選考について、人事選考委員会から推薦された候補者１名について、
投票の結果候補者が選考され、教授会に推薦されていること。
・教授の公募に係る人事選考委員会所外委員の選出を行ったこと。
６ 特任専門職員（CTA）人事選考委員会報告（資料６）
所長から、本公募に係る選考方法の説明の後、手嶋教授から、３月２５日に募集を締め切っ
た特任専門職員（CTA）の公募に係る人事選考について、選考過程について説明があり、４月
２０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（4/11 開催）
（資料７）
② 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(4/14 開催) （資料８）
佐々木准教授から、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、以下の発言が佐々木准教授よりあった。
・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。
・柏キャンパスの高圧ガス保安管理体制について、関係する研究部門においては、管理体
制及び管理マニュアル等について、部門内に周知いただきたい旨依頼があった。
③ 柏キャンパス・リエゾン室会議(4/15 開催) （資料９）
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）事業について、現行のスキーム
での事業の継続、及び今後の事業の在り方について１から２年かけて継続審議をするこ
とで了承された旨報告があった。また、宇宙線研究所としては、千葉県夢チャレンジ体

④

⑤

⑥
⑦

験スクールをＳＰＰの代替プログラムとして実施することとし、平成２８年度以降のＳ
ＰＰ事業への実施協力は行わないことについて再度教授会メンバーに意思確認があっ
た。
物理学専攻常置委員会(4/7 開催) （資料１０）
岸本准教授から、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、以下の発言が岸本准教授よりあった。
・物理教室のオープンラボ・ガイダンスが５月２７日と２８日に開催、引き続き２８日午
後に物理学専攻入試ガイダンス行われる旨報告があった。
物理学専攻会議(4/7 開催)（資料１１）
岸本准教授から、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、以下の発言が岸本准教授よりあった。
・修士課程入試日程について確認依頼があった。
国際委員会（3/17 開催）
（資料１２）
内山准教授から、資料に基づき報告があった。
柏どんぐり保育園運営小委員会(4/13 開催) （資料１３）
佐川准教授から、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、以下の発言が佐川准教授よりあった。
・柏どんぐり保育園運営小委員会の副委員長に佐川准教授が指名されたこと、及びこれに
より、来年度の委員長を佐川准教授が務める旨報告があった。
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⑧ その他
なし
８ その他
① スプリングスクールアンケート結果について（資料１４）
川村教授から、資料に基づき報告があった。
② Annual Report 2015 の作成について（資料１５）
三代木准教授から、Annual Report 2015 の作成について協力依頼があった。
③ 2015 年度研究用デジタルデータファイル保存実施報告（資料１６）
佐藤特任専門員から、資料に基づき報告があった。引き続き、所長から研究用デジタルデ
ータの提出について各研究部門に依頼があった。
④ 寄附金（東大基金）の受入について（資料１７）
大浦専門員から、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。
⑤ 平成２７年度決算会計実地検査について（資料なし）
生田目事務長から、５月３０日から６月２日に大学全体として行われること、及び柏地区
は６月１日に実施されることについて報告があった。
⑥ 安全衛生関係資格取得について（資料なし）
大浦専門員からから、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１３日までに研究部門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。
⑦ 送別会会計報告について（資料１８）
近藤総務係長から３月１７日に開催された送別会会計報告があった。
⑧ 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１９）
所長から、資料に基づき説明があり、職名について一部修正することで、審議の結果了承さ
れた。
２ 海外渡航について（資料２０）
所長から、資料に基づき、海外渡航１３件について諮られ、不在中の職務代行を一部修正す
ることで、審議の結果了承された。
３ 名誉教授の推薦について（資料２１）
所長から、福島正己元教授、及び寺澤敏夫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 東京大学宇宙線研究所におけるクロス・アポイントメント及びスプリット・アポイントメント
制度取扱要領（案）について（資料２２）
所長から、経緯説明があった後、生田目事務長から資料に基づき説明があった。引き続き、
所長から、教授会メンバーに内容の確認、及び気がついた点があれば生田目事務長まで連絡頂
きたい旨依頼があった後、本件については、来月の教授会にて引き続き審議することについて
諮られ、審議の結果了承された。
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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２３）
川崎教授から、資料に基づき、現況調査表、研究業績説明書、及び全体的な状況について説
明があった。現況調査表については、提出締切が５月の教授会の後のため、研究部門において
内容を確認いただき、修正等がある場合は、川崎教授、中畑教授、佐藤特任専門員に連絡いた
だきたい旨依頼があった。また、研究業績説明書については、４月２８日が提出締切のため、
内容を確認いただき、修正がある場合は４月２２日までに連絡いただきたい旨依頼があった。
引き続き、佐藤特任専門員から、平成２７年度全体的な状況について資料に基づき説明があり、
４月２５日が提出締切のため、内容を確認いただき、修正がある場合は、早めに連絡いただき
たい旨依頼があった。
６ 共催名義の使用について（岐阜新聞社）
（資料２４）
所長から、６月４日に開催されるサイエンスカフェへの共催名義使用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。
７ 大学院進学ガイダンスについて（資料２５）
岸本准教授から、本郷キャンパスにて５月２７日と２８日に開催されるオープンラボ・ガイ
ダンスへの対応について資料に基づき説明があり、種々議論の後、審議の結果了承された。引
き続き、伊部准教授から、柏キャンパスでのガイダンスについては、６月１１日に開催する旨
提案があり、審議の結果了承された。
８

平成２８年度柏キャンパスサイエンスキャンプ準備会報告及び受け入れ研究室の決定等につ
いて（資料２６）
三代木准教授から、資料に基づき、柏キャンパスサイエンスキャンプ準備会の報告があった
後、来年２月２８日から３月３日にかけて、柏サイエンスキャンプを開催する旨報告があった。
引き続き、受け入れ研究室について提案あり、審議の結果了承された。なお、文系学生の受け
入れについては、担当教員で引き続き検討することとなった。

９ 平成２８年度スプリングスクールの日程について（資料２７）
川村教授から、資料に基づきスプリングスクールの日程案について説明があり、種々議論の
後、来年３月７日から１１日にかけて開催することについて、審議の結果了承された。
１０ T2K-2 実験への参加について（資料２８）
塩澤教授から、宇宙線研究所として T2K-2 実験に参加することについて、資料に基づき説明
があり、審議の結果了承された。
１１ 神岡宇宙素粒子研究施設放射線安全委員会委員について（資料２９）
岸本准教授から、資料に基づき委員の交代について説明があり、審議の結果了承された。
１２ 神岡宇宙素粒子研究施設安全委員会委員について（資料３０）
中畑教授から、資料に基づき委員の交代について説明があり、審議の結果了承された。
１３ 重力波観測研究施設安全委員会委員について（資料３１）
大橋教授から、資料に基づき委員の交代について説明があり、審議の結果了承された。
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１４ 平成２８年度学内委員会等委員名簿(変更分)（資料３２）
所長から、所内各種委員会委員の一部修正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。
１５ 人事選考委員会委員の選出について（特任助教（CTA）
）
（資料３３）
所長から、６月６日締切の特任助教公募について、教員人事に関する内規により、教員人事
選考委員会の所外委員は約４名となっているが、運営委員会から今回の人事選考については、
３名で選考してはどうかとの提案があり、３名の候補者が選出された旨報告があった。また、
同内規により、所内と所外委員は、ほぼ同数とすると定められていることから、所内委員につ
いても所外委員と同じ３名とする旨提案があり、審議の結果了承された。引き続き、所内委員
候補について、所長から各研究部門から１名候補者を提案いただきたい旨依頼があり、所内委
員候補３名が選出された。
１６ 助教（神岡）人事選考について（資料３４／机上配付）
所長から、１１月３０日に募集を締め切った助教（神岡）の選考過程について説明があり、
３月１１日に開催された人事選考委員会の推薦による候補者１名について、４月４日に開催さ
れた運営委員会において投票の結果１名が教授会に推薦され、投票の結果候補者が選考された。
１７ 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）２７－１１
人事異動報告
資料１
２
３
４
５
６-1
-2
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４

科所長会議（280405）
科所長会議（280419）
教育研究評議会(280413)
東京大学予算委員会(280419)
運営委員会(280404)
公募要領_特任専門職員CTA
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）
全学環境安全室長会議(280411)
柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(280414)
H28第1回柏リエゾン室会議(280415)
H28年第一回物理学専攻常置委員会資料(280407)
Ｈ２８第一回物理学専攻会議(280407)
国際委員会（280317）
柏どんぐり保育園運営小委員会(280413 )
スプリングスクールアンケート結果

１５

AnnualReport2015作成協力依頼
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１６

2015年度研究用デジタルデータファイルの保存実施報告

１７
１８
１９

寄附金（東大基金）の受入について2016.4.21 教授会資料
送別会会計報告2016.3.17
兼業等一覧表（4月分）

２０

海外渡航について（4月附議分）

２１-1 名誉教授の推薦について
-2 名誉教授称号授与規則（24.3.29施行の現行規則）
２２-1 東京大学宇宙線研究所におけるクロス・アポイントメント
及びスプリット・アポイントメント取扱要領
-2
(参考)東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについて
２３-1 【評価コメント】23_1現況調査表（研究）第二案_宇宙線研140415
-2 【評価コメント】23_2研業績説明書第二案_宇宙線研140415
-3 全体的な状況
２４-1 共催名義の使用について（岐阜新聞社）
-2 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）
２５

Ｈ２９年度入試 オープンラボ・ガイダンスへの対応

２６-1 H28年度柏キャンパスサイエンスキャンプ準備会報告-1
-2 H28柏サイエンスキャンプ160331-2
２７
平成28年度スプリングスクール日程について
２８
T2K-2実験への参加について
２９-1 神岡宇宙素粒子研究施設放射線安全委員会名簿_20160309(案)
-2 神岡宇宙素粒子研究施設放射線安全委員会規則
３０-1 神岡宇宙素粒子研究施設安全委員会委員名簿(案)(H28.4.21)
-2 神岡宇宙素粒子研究施設安全委員会内規（H26.3.18）
３１-1
-2
３２
３３-1
-2
-3
-4
３４-1
-2

重力波観測研究施設安全委員会委員名簿(改正案)
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
平成２８年度学内委員会等委員名簿(280419)
東京大学宇宙線研究所特任助教公募
人事選考委員会名簿(CTA 特任助教)28.06.6
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）
東京大学宇宙線研究所の教員人事に関する内規(H25.4.25)
東京大学宇宙線研究所助教（神岡）公募
東京大学宇宙線研究所教授会規則
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