東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２９－１
日
場
出

時：平成２９年４月２７日（木）１３時００分～１５時４０分
所：６階大セミナー室
席 者：梶田所長
中畑、川崎、川村、大橋、塩澤、瀧田、佐川 各教授
佐々木、榎本、森山、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、大浦副事務長、小林専門職員、近藤総務係長、

清水係長、高山係長
（ＵＲＡ） 佐藤特任専門員
平成２８年度第１１回教授会議事要録（案）
（３月２３日（木）開催）について
３月２３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（4/11 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。
・学術成果刊行助成の公募について、該当がある場合は、応募を検討いただきたい旨依頼が
あった。
・火災時における消防通報の一層の徹底について依頼があったことを受け、各研究グループ
で周知徹底のうえ、万が一の際には迅速に対応いただきたい旨依頼があった。
２ 科所長会議報告（4/25 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。
・本部預託金制度の改正があり、申請書の提出期限が変更になっているため本制度を利用す
る場合には注意いただきたい旨発言があった。
・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、国際会議の予定が
ある場合には積極的に応募いただきたい旨依頼があった。
・東京大学稷門賞候補者の推薦について、宇宙線研究所関係者で該当がある場合は、所長ま
で連絡いただきたい旨依頼があった。
３ 教育研究評議会報告（4/18 開催）
（資料３）
所長から、資料に基づき報告があった。
４ 予算委員会報告（4/25 開催）
（資料４）
所長から、資料に基づき報告があった。
５ 将来計画検討委員会報告（4/10 開催）
（資料５）
中畑教授から、資料に基づき以下の報告があった。
・新規提案３件の議論を行ったこと。
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・新規提案の評価を最終報告書（案）に加えること。
６ 将来計画検討委員会報告（4/27 開催）
（資料６）
中畑教授から、資料に基づき報告があった。
７ 将来計画検討委員会の中間報告（最終版）について（資料７）
中畑教授から、３月の教授会での議論を踏まえて、将来計画検討委員会で検討のうえ修正し
た将来計画検討委員会の中間報告（最終版）について資料に基づき報告があった。
８ 各種委員会報告について
① 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(4/13 開催)（資料８）
② 全学環境安全室長会議(4/10 開催)（資料９）
瀧田教授から、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、以下の発言が瀧田教授よりあった。
・宇宙線研に関する今年度の産業医巡視予定について報告があった。
・新人教育講習会（寒剤・高圧ガスボンベ）について、各研究グループの該当者は講習
会に参加いただきたい旨依頼があった。
・衛生管理者職場巡視記録の指摘事項となっている件について、関係者に対応依頼があ
った。
③ 柏キャンパス・リエゾン室会議(4/14 開催)（資料１０）
伊部准教授から、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、以下の発言が伊部准教授よりあった。
・１０月２７日、２８日に開催される柏キャンパス一般公開への協力依頼があった。
・柏図書館内の部局紹介パネルについて、更新等の必要がある場合は、伊部准教授まで
連絡いただきたい旨依頼があった。
・各部局独自での施設見学受入について、柏キャンパス全体で集計しているため、該当
がある場合には、宇宙線研広報室まで連絡いただきたい旨依頼があった。
・講師派遣の輪番について、今年度はサイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）
について宇宙線研が担当することとなっている旨発言があった。
・
「千葉県夢チャレンジ体験スクール」の一環として SPP を実施することについて千葉
県から要請があり、リエゾン室で了承されたことを受けて、宇宙線研究所としては、
すでに千葉県夢チャレンジ体験スクールにエントリーしている重力波グループ（三代
木准教授）が本件を担当することについて確認があり了承された。
④ 柏キャンパス・アメニティ室会議(4/24 開催)（資料１１）
吉越准教授から、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、以下の発言が吉越准教授よりあった。
・部局毎個別火災訓練の実施について依頼があり、今後事務で実施日を調整のうえ報告
する旨発言があった。
・自衛消防隊の組織編成の更新について依頼があり、今後事務で調整のうえ報告する旨
発言があった。また、柏勤務で交代が必要な場合は予め検討いただきたい旨依頼があ
った。
・柏キャンパスの停電・断水が９月３０日に予定されていることについて、研究グルー
プに周知依頼があった。
・柏キャンパスのエレベータ工事の入札が完了し業者が決定した旨報告があった。
工事は７月から１２月に予定されており、宇宙線研の工事スケジュールは未定である
旨補足説明があった。
⑤ 国際委員会（メール審議）
（資料１２）
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⑥
⑦
⑧
⑨

内山准教授から、資料に基づき報告があった。
図書行政商議会(4/25 開催)（資料１３）
塩澤教授から、資料に基づき報告があった。
物理学専攻常置委員会(4/6 開催)（資料１４）
岸本准教授から、資料に基づき報告があった。
物理学専攻会議(4/6 開催)（資料１５）
岸本准教授から、資料に基づき報告があった。
その他

なし
９ その他
① 所内教員評価について（資料１６）
所長から、資料に基づき説明があった後、今年度実施する順番となっている高エネルギ
ー宇宙線研究部門に所属する対象者に、８月末の締切までに提出いただきたい旨依頼があ
った。
② 協議会委員について（資料１７）
所長から、協議会委員の交代について、資料に基づき報告があった。
③ 所内委員及び所内各種委員名簿（変更分）について（資料１８）
所長から、所内委員及び所内各種委員名簿の変更分について資料に基づき報告があった。
④ 平成２８年度評価に係る報告書について（資料１９）
所長から、資料に基づき報告があった後、本件はすでに回答期限を過ぎていることから
提出済みである旨説明があった。また、中畑教授から各取組事例の記述については、記載
できる数に制限があったことから、主任会での議論を踏まえて選別した旨補足説明があっ
た。
⑤ Annual Report 2016 の作成について（資料２０）
三代木准教授から、Annual Report 2016 の作成について協力依頼があった。
⑥ 国際宇宙線会議でのプレスリリースについて（資料２１）
三代木准教授から、資料に基づき説明があった後、プレスリリースの提案について教授
会メンバーに依頼があった。
⑦ 神岡宇宙素粒子研究施設安全委員会委員について（資料２２）
中畑教授から、神岡事務室の人事異動に伴う委員の交代について、資料に基づき報告が
あった。
⑧ 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２３）
中畑教授から、神岡事務室の人事異動に伴う委員の交代について、資料に基づき報告が
あった。
⑨ シカゴ大学との戦略的パートナーシップ大学プロジェクトに係る予算配分について（資料
２４）
中畑教授から、資料に基づき報告があった。
⑩ XV International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics
（TAUP2017）の組織委員会について（資料なし）
中畑教授から、TAUP2019 が富山で開催されることが TAUP2017 で決定される予定である
旨報告があった。その組織委員会について、ニュートリノと重力波が中心となって進める
こととなるが、宇宙線研究所全体としても協力いただきたい旨依頼があった。
⑪ 寄附金（東大基金）の受入について（資料２５）
大浦副事務長から、資料に基づき報告があった。
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⑫ 安全衛生関係資格取得について（資料なし）
大浦副事務長から、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１２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。
⑬ 送別会会計報告について（資料２６）
近藤総務係長から、資料に基づき報告があった。
⑭ 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２７）
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２８）
所長から、資料に基づき海外渡航２５件について諮られ、１件渡航日程の変更の後、審議の
結果了承された。
３ 次世代ニュートリノ科学連携研究機構（仮称）の設置について（資料２９）
塩澤教授から、資料に基づき次世代ニュートリノ科学連携研究機構（仮称）の設置について
説明があった。種々議論の後、所長から、連携研究機構を設置する方向で準備を進めることに
ついて諮られ、審議の結果了承された。なお、本件については、申請書様式に全ての事項を記
載のうえ、来月の教授会にて再度附議することとなる旨説明があった。
４ 柏キャンパスサイエンスキャンプについて（資料３０）
大内准教授から、柏キャンパスサイエンスキャンプの開催について、現在候補日を調整中で
ある旨報告があった。
５ スプリングスクールについて（資料３１）
大内准教授から、資料に基づきスプリングスクールの開催について説明があった後、所長か
ら、提案どおり来年３月６日から３月１０日に開催することについて諮られ、審議の結果了承
された。
６ 大学院進学ガイダンスについて（資料３２）
岸本准教授から、本郷キャンパスにて５月２６日と２７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った後、所長から、提案どおりに進めることに
ついて諮られ、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１７日に開催す
る旨報告があった。
７ 国際交流協定（マドリード自治大学）について（資料３３）
中畑教授から、資料に基づき説明があった後、所長から全学協定に参画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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８ シカゴ大学との全学協定の締結について（資料３４）
中畑教授から、資料に基づき説明があった後、所長から全学協定に参画することについて諮
られ、審議の結果了承された。
９ 飛騨市との商品開発協力について（資料３５）
三代木准教授から、資料に基づき飛騨市との商品開発協力について説明があった。種々議論
の後、所長から、飛騨市からの提案について諮られ、審議の結果、一部修正のうえ了承された。
なお、資料については、本日の議論を踏まえて文言等を整理し、修正のうえ、来月の教授会
にて再度報告することとなった。
１０ 教授会メンバーの写真撮影について（資料３６）
三代木准教授から、資料に基づき説明があった後、所長から５月または６月の教授会の前後
に写真撮影することについて諮られ、審議の結果了承された。
１１ 特任助教（神岡）の公募について（資料３７）
中畑教授から、特任助教（神岡）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６月２６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。
１２ 柏Ⅱキャンパス将来計画ＷＧ委員について（資料３８）
所長から、柏Ⅱキャンパス将来計画ＷＧ委員について、宇宙線研究所からも１名選出する必
要がある旨説明があった後、所長から川崎教授を委員として選出したい旨提案があり、審議の
結果了承された。
１３ その他
なし
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