東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２８－６
日
場

時：平成２８年１０月２７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、川村、大橋、塩澤 各教授
佐々木、榎本、瀧田、森山、佐川、早戸、吉越、大内、伊部、岸本、奥村、三代木、

内山、関谷 各准教授
海外出張 ：手嶋教授
（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、
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２８年度第５回教授会議事要録（案）（９月１５日（木）開催）について
９月１５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（9/27 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年度若手研究者の自立支援及び雇用安定化支援について、雇用安定化支援の区分

２
３

４
５

で宇宙線研から１名採択されたこと。
・平成２８年度女性教員増加のための加速プログラムについて、宇宙線研で人事選考を行う
には運営委員会に諮る等の手続きがあることから、今年度公募提案することは難しいため、
来年度以降に女性に限定した公募を行う希望があれば申し出ていただき、それを踏まえて
議論を進めていくこと。
科所長会議報告（10/11 開催）
（資料２）
所長から、資料に基づき報告があった。
科所長会議報告（10/25 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。
・運営費交付金を財源とした業務における繰越について、今年度から制度が変更されること
から、制度に沿って対応いただきたい旨依頼があった。
拡大入試監理委員会報告（9/27 開催）
（資料４）
所長から、資料に基づき報告があった。
運営委員会報告（10/5 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２９年度共同利用研究の公募について、審議の結果了承され、本日の教授会で審議す
ること。
・平成２９年度共同利用研究課題採択委員会の委員長を含めた所外委員候補について推薦が
1

あったこと。また、所内委員は例年に倣い３部門主任を推薦すること、及び副幹事につい
ては所内で検討することについて提案し了承されたこと。
・教員採用可能数の再配分にともなう教授（神岡）及び准教授（重力波）の公募について審
議の結果了承され、公募を開始したこと。
・平成２９年度特任研究員（研究所研究員,ICRR フェロー）の公募について審議の結果了承
され、公募を開始したこと。
・教授（神岡）
、准教授（重力波）
、特任研究員（研究所研究員,ICRR フェロー）の人事選考
委員会委員の選出について、それぞれ所外委員候補者の推薦があったこと。
・特任助教（CTA）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２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。
６ 将来計画検討委員会報告（10/4 開催）
（資料６）
中畑教授から、資料に基づき以下の報告があった。
・ハイパーカミオカンデを中心に議論を進めること。
・前回（平成２５年報告書）の将来計画検討委員会以降に新たに構想された計画についても
議論の対象とするため、教授会メンバーに提案書の提出を依頼していること。
上記提案書の依頼に関係する場合は、期日までに提出いただきたい旨依頼があった。
７ 国立大学附置研究所・センター長会議第１部会報告（10/6-7 開催）
（資料７）
所長から、資料に基づき報告があった。
８ 特任専門職員（重力波）の公募について（資料８）
大橋教授から、資料に基づき報告があった。
９ 各種委員会報告について
① 全学環境安全室長会議(10/17 開催)（資料９）
② 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(9/15 開催)（資料１０）
③ 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(10/20 開催)（資料１１）
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。
④ 柏キャンパス・アメニティ室会議（9/16 開催）
（資料１２）
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。
・シンドラーエレベータの更新工事について、宇宙線研究所の２台については、平成２
９年 7 月から８月が工期として予定されていること。
⑤ 柏キャンパス共同学術経営委員会（9/26 開催）
（資料１３）
所長から、資料に基づき報告があった。
⑥ 柏地区共同利用研究員宿泊施設運営委員会（10/4 開催）
（資料１４）
関谷准教授から、資料に基づき報告があった。
⑦ 図書行政商議会（10/5 開催）
（資料１５）
塩澤教授から、資料に基づき報告があった。
⑧ 国際委員会（9/15 開催）
（資料１６）
⑨ 国際委員会（10/20 開催）
（資料１７）
内山准教授から、資料に基づき報告があった。
⑩ その他
なし
１０ その他
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① 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（10/20 開催）
（資料１８）
所長から、資料に基づき報告があった。
② 「やっぱり物理が好き！ ～物理に進んだ女子学生・院生のキャリア～」について
（資料１９）
所長から、資料に基づきイベントの周知依頼があった。
③ 消防訓練報告（神岡）
（資料２０）
塩澤教授から、資料に基づき報告があった。
④ 寄附金（東大基金）の受入について（資料２１）
大浦専門員から、資料に基づき報告があった。
⑤ 一般公開打ち上げ会計報告について（資料２２）
近藤総務係長から、資料に基づき報告があった。
⑥ 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２３）
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２４）
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 平成２９年度共同利用研究の公募について（資料２５）
大浦専門員から、平成２９年度共同利用研究公募案について、前年度からの変更点を中心に
資料に基づき説明があり、審議の結果、公募を開始することについて了承された。
４ 平成２９年度共同利用研究課題採択委員会副幹事について（資料２６）
所長から、１０月５日に開催された運営委員会において、平成２９年度共同利用研究課題採
択委員会の所内委員は例年に倣い３部門主任を推薦することが了承されたことにより、副幹事
を担当する予定であった川村教授が所内委員となることから、副幹事を別の教授会メンバーに
依頼したい旨提案があり、審議の結果、瀧田准教授が副幹事に選出された。
５ 国際交流協定の更新について
（１） 中国科学院上海セラミック研究所（資料２７）
内山准教授から、中国科学院上海セラミック研究所と宇宙線研究所との部局間協定につい
て、資料に基づき実績報告の後、引き続き研究を進めるため協定を更新したい旨説明があり、
審議の結果了承された。
（２） ルイジアナ州立大学（資料２８）
内山准教授から、ルイジアナ州立大学と宇宙線研究所との部局間協定について、資料に基
づき実績報告の後、引き続き研究を進めるため協定を更新したい旨説明があり、審議の結果
了承された。
６ 協力研究員の受け入れについて（資料２９）
川村教授から、資料に基づき、平成２８年１１月１日から平成２９年４月１９日までの予定
3

で、協力研究員を１名受け入れたい旨説明があり、審議の結果了承された。
引き続き、所長から、協力研究員受入実施要領によると、受入期間は受入を許可した日の属
する年度を超えることはできないこととなっているが、本件は年度途中であること、及び受入
終了日が４月１９日であることから、更新を含めて審議いただきたい旨提案があり、審議の結
果了承された。
７ 技術職員研修について（資料３０）
瀧田准教授から、技術職員研修の実施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。
８ 特任助教・特任研究員（プロジェクト研究員）
（神岡）の公募について（資料３１）
岸本准教授から、特任助教・特任研究員（プロジェクト研究員）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１２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。
９ 特任助教（CTA）人事選考について（共通経費分）（資料３２／机上配付）
所長から、６月６日に募集を締め切った特任助教（CTA）公募の選考過程について説明があ
り、１０月５日に開催された運営委員会から教授会に推薦された候補者１名について、投票の
結果候補者が選考された。
１０ 教授人事選考について（資料３３／机上配付）
所長から、資料に基づき、４月１１日に募集を締め切った教授公募について説明があった後、
本人事選考の候補者に対して、本議題終了まで別室にて待機いただきたい旨依頼があった。
候補者が退出後、選考過程について説明があり、１０月５日に開催された運営委員会から教
授会に推薦された候補者２名について、投票の結果候補者が選考された。
１１ 人事選考委員会委員の選出について
（１）特任助教（神岡）
（資料３４）
（２）教授（神岡）
（資料３５）
（３）准教授（重力波）
（資料３６）
（４）特任研究員（研究所研究員,ICRR フェロー）
（資料３７）
所長から、本議題については、次回の教授会に改めて附議することとしたい旨提案があり了
承された。
１２ その他
近藤総務係長から、来年４月１日採用を目指す公募については、来月の主任会及び教授会に
附議する必要があるため、公募予定がある場合は早めに総務係まで連絡いただきたい旨依頼が
あった。
配付資料
東京大学宇宙線研究所教授会議事要録（案）２８－５
人事異動報告
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資料
01
02
03

科所長会議報告（280927）
科所長会議報告（281011）
科所長会議報告（281025）

04

拡大入試監理委員会報告（280927）

05
06

運営委員会報告 161005
将来計画検討委員会報告(28.10.04)

07 国立大学附置研究所・センター長会議第１部会報告(281006-1007)
08-1 所長宛：特任専門職員雇用届出書
-2 東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設特任専門職員の募集
-3 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）
09 全学環境安全室長会議(281017)
10 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(280915)
11
12
13

柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(281020)
柏キャンパス・アメニティ室会議(280916)
柏キャンパス共同学術経営委員会(280926)

14

平成 28 年度第 1 回宿泊施設運営委員会報告

15
16

図書行政商議会（281005）
国際委員会 280915

17
18
19

国際委員会 281020
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(281020)
やっぱり物理が好き！ ～物理に進んだ女子学生・院生のキャリア～

20

消防訓練報告書（280914）

21
22

寄附金（東大基金）の受入について(KAGRA 2016.10.27 教授会資料 2016.7.8.9 月)
2016 年度一般公開打ち上げ会計報告

23
24
25
26-1
-2
-3
27-1

兼業等一覧表（10 月分）
海外渡航について（10 月附議分）
平成２９年度共同利用研究の公募について
東京大学宇宙線研究所共同利用研究課題採択委員会内規(H22.4.1)
平成２８年度学内委員会等委員名簿（案）ver3(28.3.17 教授会決定内容)
共同利用研究課題採択委員会名簿(H29)
中国科学院上海セラミック研究所人工結晶研究センターとの国際交流協定更新のための
実績報告書 2017
中国科学院上海セラミック研究所人工結晶研究センターとの国際交流協定
ルイジアナ州立大学理学部との国際交流協定更新のための実績報告書 2017
ルイジアナ州立大学理学部との国際交流協定
協力研究員受入申請書(重力波)
東京大学宇宙線研究所協力研究員受入実施要領
平成 28 年度技術職員研修（案 1）_27oct2016
公募依頼文案-XMASS（案）20161019
公募文-XMASS（案）-20161019-1
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特任研究員の雇用実施要領(H28.9.15)

-2
28-1
-2
29-1
-2
30
31-1
-2
-3
-4

32-1 東京大学宇宙線研究所特任助教公募
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-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の教員人事に関する内規(H25.4.25)
33 東京大学宇宙線研究所教授公募
34-1 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設 特任助教 公募
-2 人事選考委員会名簿(特任助教 神岡)
35-1 教授（神岡）公募
-2 人事選考委員会名簿(教授 神岡)
36-1 准教授（重力波）公募
-2 人事選考委員会名簿(准教授 重力波)
37-1 特任研究員（研究所研究員,ICRR フェロー）公募
-2 人事選考委員会名簿(研究所研究員)
-3 人事選考委員会名簿（特任研究員（研究所研究員））H23-27
以上
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