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東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２８－５ 

 

日   時：平成２８年９月１５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 

      中畑、川村、大橋、塩澤 各教授 

      佐々木、瀧田、森山、佐川、吉越、岸本、伊部、三代木、内山、関谷 各准教授 

欠  席 ：榎本、早戸、大内、奥村 各准教授 

海外出張 ：手嶋、川崎 各教授 

（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、 

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２８年度第４回教授会議事要録（案）（７月２８日（木）開催）について 

   ７月２８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（9/6 開催）（資料１） 

    中畑教授（所長代理出席）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、以下の発言が中畑教授よりあった。 

    ・東京大学ビジョン２０２０に係る具体的取組の情報提供について、各研究グループに協力

依頼があった。 

２ 教育研究評議会報告（9/13 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。 

３ 予算委員会報告（9/6 開催）（資料３） 

    中畑教授（所長代理出席）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、以下の発言が中畑教授よりあった。 

・平成２９年度全国共同利用・共同実施分等の概算要求事業のうち、宇宙線研究所では、継

続事業として３件が要求事項となっていること。 

・平成２８年度補正予算案の事項に、宇宙線研究所では１件が該当していること。 

    ・第３次配分提案の事項に、柏キャンパスのエレベータ改修が含まれていること。 

４ 共同利用研究運営委員会報告（8/4 開催）（資料４） 

森山准教授から、資料に基づき以下の報告があった。 

   ・ボリビアＢＡＳＪＥでの共同利用研究が終了し、新規にＡＬＰＡＣＡ実験が共同利用研究

として認められたこと。 

   ・平成２９年度共同利用研究の公募案については、共同利用研究運営委員会での意見等を反

映のうえ修正し、教授会にて審議予定であること。 

   ・平成２８年度共同利用研究成果発表会を、１２月９日、１０日に開催すること。 

５ 各種委員会報告について 

① 全学環境安全室長会議(8/8 開催)（資料５） 
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② 全学環境安全室長会議(9/12 開催)（資料６） 

③ 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議（8/23～29：メール審議）（資料７） 

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。 

・放射線施設関連の事故・トラブルに関する対応について、関連のある研究グループは 

環境安全本部に報告いただきたい旨依頼があった。 

・自転車事故が毎年多く発生していることから、万が一に備えた損害賠償保険への加入 

について、各研究グループの学生・教職員に周知依頼があった。 

④ 柏キャンパス・リエゾン室会議（9/9 開催）（資料８） 

川村教授（大内准教授代理）から、資料に基づき報告があった。 

⑤ 研究倫理セミナー（9/7 開催）（資料９） 

中畑教授から、資料に基づき報告があった。 

引き続き、所長から、新任教職員等の研究倫理研修の受講について周知依頼があった。 

⑥ 修士・課程博士論文審査報告会（8/26 開催）（資料１０） 

岸本准教授から、資料に基づき報告があった。 

⑦ 物理学専攻会議（9/6 開催）（資料１１） 

岸本准教授から、資料に基づき報告があった。 

⑧ その他 

     なし 

６ その他 

① 将来計画検討委員会委員について（資料１２） 

 所長から、資料に基づき、将来計画検討委員会委員の報告があった。 

② 一般公開について（資料１３） 

三代木准教授から、資料に基づき、一般公開の運営について報告があった後、企画実施

にかかるシフトへの協力依頼があった。 

③ 一般公開打ち上げについて（資料１４） 

 三代木准教授（大内准教授代理）から、資料に基づき、一般公開の打ち上げを１０月２

１日に開催する旨報告があった。 

④ 部局等における FD、SD の実施について（資料１５） 

      小林専門職員から、資料に基づき、部局等における FD、SD ついては、１１月２４日に

実施する旨報告があった。 

⑤ 暑気払い会計報告（資料１６） 

近藤総務係長から、資料に基づき、暑気払いの会計報告があった。 

⑥ その他 

近藤総務係長から、一般公開の対応に係る勤務日の振替について、振替される場合は、

総務係まで連絡いただきたい旨依頼があった。 

 

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２１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。 
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３ 研究活動等状況調査について（資料１９） 

中畑教授から、資料に基づき説明があった後、所長から、内容を確認いただき修正がある場

合は９月１６日までに中畑教授又は佐藤特任専門員まで連絡いただきたい旨依頼があり、修正

があった場合は修正後に提出することについて審議の結果了承された。 

 
 ４ 宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領の改正について（資料２０） 

中畑教授から、宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領の改正について経緯説明があった後、

改正（案）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。 

 

 ５ 宇宙線研究所附属重力波観測研究施設安全委員会内規の改正について（資料２１） 

大橋教授から、宇宙線研究所附属重力波観測研究施設安全委員会内規の改正について経緯説

明があった後、改正（案）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。 

 

 ６ 宇宙線研究所附属重力波観測研究施設安全委員会委員について（資料２２） 

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。 

 

 ７ 一般向け広報活動の主催・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（案）に

ついて（資料２３） 

中畑教授から、前回の教授会での意見を踏まえて修正したガイドライン（案）について資料

に基づき説明があった。種々議論の後、ガイドラインの制定について、審議の結果了承された。 
 

８ 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について（資

料２４） 

   中畑教授から、前回の教授会での意見を踏まえて修正したガイドライン（案）について資料

に基づき説明があり、ガイドラインの改正について、審議の結果了承された。 

 

９ 短期共同研究協力員の受け入れについて（資料２５） 

   所長（奥村准教授代理）から、１０月１５日から１１月３０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。 

 

１０ 研究指導の受託について（資料２６） 

大橋教授から、１０月６日から１２月３１日までの予定で、研究指導を受託することについ

て資料に基づき説明があり、審議の結果了承された。 
 

１１ 報道機関と宇宙線研究所との懇談会について（資料２７） 

三代木准教授から、報道機関と宇宙線研究所との懇談会を、１０月２７日に開催したい旨、

資料に基づき提案があった後、所長から、開始時間を３０分繰り下げたい旨の発言があり、１

７時開始に修正して開催することについて、審議の結果了承された。 

引き続き、三代木准教授から、懇談会でレクチャーを担当しない研究グループについても、

懇談会に参加いただきたい旨依頼があった。 

 

１２ 教員採用可能数の再配分にともなう教授（神岡）の公募について（資料２８） 

中畑教授から、教授の公募について資料に基づき説明があった後、所長から次回運営委員会



4 
 

に提案することについて諮られ、審議の結果了承された。 

 
１３ 教員採用可能数の再配分にともなう准教授（重力波）の公募について（資料２９） 

大橋教授から、准教授の公募について資料に基づき説明があった後、所長から次回運営委員

会に提案することについて諮られ、審議の結果了承された。 
 
１４ 特任助教（神岡）の公募について（資料３０） 

塩澤教授から、特任助教の公募について資料に基づき説明があった後、所長から応募締切を

１２月１日１７時として公募することについて諮られ、審議の結果了承された。 
 
１５ 平成２９年度特任研究員（研究所研究員,ICRR フェロー）の公募について（資料３１） 

所長から、特任研究員の公募について資料に基づき説明があった後、次回運営委員会に提案

することについて諮られ、審議の結果了承された。 

引き続き、所長から、本公募については国際公募を行う旨の説明があり、公募案については、

後日、教授会メンバーに回覧し、確認いただくこととしたい旨提案があり、審議の結果了承さ

れた。 

 

１６ 特任専門員（URA）の公募について（資料３２） 

所長から、特任専門員（URA）の公募について資料に基づき説明があり、公募案の一部を修

正し、応募締切を１１月１１日正午として公募することについて諮られ、審議の結果了承され

た。 
 
１７ 人事選考委員会委員の選出について（特任専門員（URA））（資料なし） 

    所長から、特任専門員（URA）の公募に係る人事選考委員会委員については、拡大部門主任

会議メンバーとしたい旨の提案があり、審議の結果了承された。 

 

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）２８－４ 

人事異動報告 

 

資料 

01  科所長会議報告（280906） 

02  教育研究評議会報告（280913）  

03  予算委員会報告(160906) 

04  共同利用研究運営委員会 

05  全学環境安全室長会議(280808)   

06  全学環境安全室長会議(280912)   

07  柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(280823-29 メール審議)   

08  柏キャンパス・リエゾン室会議（280909） 

09  研究倫理セミナー（280907） 
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10  修士・課程博士論文審査報告会(280826) 

11  物理学専攻会議(280906) 

12  将来計画検討委員会委員名簿(H28) 

13  一般公開について 

14  一般公開打ち上げについて 

15  部局等における FD、SD の実施について 

16  2016 年度暑気払い会計報告 

17  兼業等一覧表（9月分） 

18  海外渡航について（9月附議分） 

19  研究活動等状況調査について 

20  東京大学宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領-160831 

21  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-160905 

22  重力波観測研究施設安全委員会委員(改正案) 

23  一般向け広報活動の主催・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（案） 

   -160831 

24  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-160831 

25-1 短期共同研究協力員受入申請書 

-2 宇宙線研究所（柏）における短期共同研究協力員（柏）の受け入れ内規 

26-1 研究指導の受託について 

-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 

27  報道機関と宇宙線研究所との懇談会について 

28-1 依頼ー神岡施設教授公募 160831 

-2 神岡施設教授公募案-160831 

-3 神岡施設教授公募案英語-160901 

-4 東京大学宇宙線研究所の教員人事に関する内規(H25.4.25) 

29-1 重力波准教授公募のお願い 

-2 KAGRA 准教授公募案-160831 

30-1 依頼ー神岡施設特任助教公募-160822 

-2 神岡施設特任助教公募案-160822 

-3 160902-東京大学宇宙線研究所特任助教公募-en-v3 

-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） 

31  平成 29 年度特任研究員（研究所研究員）公募 20160831 

32-1 特任専門員（URA）公募 

-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） 

 

以上 


