東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ２９－３
日
場
出

時：平成２９年６月２２日（木）１３時００分～１７時２０分
所：６階大セミナー室
席 者：梶田所長
中畑、手嶋、川村、大橋、塩澤、瀧田 各教授
佐々木、森山、吉越、大内、岸本、伊部、奥村、三代木、内山、関谷、田越 各准教授
海外渡航者：川崎教授、佐川教授、早戸准教授
欠 席 者：榎本准教授
（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２９年度第２回教授会議事要録（案）（５月１８日（木）開催）について
５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（5/23 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。
・兼業について、ルールに則って適正に手続きを行うよう依頼があった。
・東京大学防災対策マニュアルの確認依頼があった。
２ 科所長会議報告（6/6 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。
・ストレスチェックの受検について、各研究グループで対象となる方には、もれなく受検い
ただくよう周知依頼があった。
・安全保障貿易管理制度の概要と東京大学の輸出管理について、該当する場合には適正に手
続きを行うよう依頼があった。
・情報セキュリティ教育の実施について、全教職員が対象となるため、期間内に対応いただ
きたい旨依頼があった。
３ 科所長会議報告（6/20 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。
・平成３０年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について、
該当する研究グループは確認のうえ進めていただきたい旨依頼があった。
・今夏の電力需給対策について、各研究グループにおいても節電に協力頂きたい旨依頼があ
った。
４ 教育研究評議会報告（6/13 開催）（資料４）
所長から、資料に基づき報告があった。
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５ 評価委員会報告（6/6 開催）
（資料５）
所長から、資料に基づき報告があった。
６ 評価委員会報告（6/20 開催）
（資料６）
所長から、資料に基づき報告があった。
７ 予算委員会報告（6/6 開催）
（資料７）
所長から、資料に基づき報告があった。
８ 運営委員会報告（6/8 開催）
（資料８）
所長から、資料に基づき以下の報告があった。
・次世代ニュートリノ科学連携研究機構の設置について、審議の結果了承されたこと。
・教授（神岡）
、准教授（高エネ実験）、准教授（高エネ理論）及び助教（重力波）の人事選
考について、審議・投票の結果、候補者が推薦され、本日の審議事項となっていること。
・所長選考について、宇宙線研究所長の任期が平成３０年３月で満了することから、今後、
運営委員会で所長候補者を選考する必要がある旨説明したこと。
９ 将来計画検討委員会報告（6/12 開催）
（資料９）
中畑教授から、資料に基づき以下の報告があった。
・暗黒物質直接探索のレビューを踏まえて、新規提案のヒアリングと議論を行ったこと。
・新規提案について、引き続きヒアリング及び議論を行うこと。
・最終報告書案は、９月の教授会への附議を目指して進めていること。
１０ 国立大学附置研究所・センター長会議報告（5/25-26 開催）（資料１０）
所長から、資料に基づき報告があった。
１１ 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(5/19 開催) （資料１１）
② 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(6/16 開催) （資料１２）
③ 全学環境安全室長会議(6/12 開催)（資料なし）
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。

④
⑤
⑥
⑦

・自転車事故が多発しているため、各研究グループの自転車利用者に注意喚起いただき
たい旨依頼があった。
・機器等管理者・点検者講習会について、各研究グループに対象者がいる場合は、受講
いただきたい旨依頼があった。
柏キャンパス共同学術経営委員会(5/29 開催) （資料１３）
生田目事務長から、資料に基づき報告があった。
柏キャンパス・一般公開担当者会議(6/9 開催)（資料１４）
伊部准教授から、資料に基づき報告があった。
国際委員会(5/18 メール審議）
（資料１５）
国際委員会(6/15 メール審議）
（資料１６）
内山准教授から、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、以下の発言が内山准教授よりあった。
・東京大学留学生対象アンケートについて、関連する学生に周知いただきたい旨依頼が
あった。
⑧ 東京大学外国人留学生支援基金運営委員会(6/15 メール審議) （資料１７）
内山准教授から、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、以下の発言が内山准教授よりあった。
・東京大学外国人留学生支援基金への寄附について協力依頼があった。
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⑨ 物理学専攻会議（6/1 開催）（資料１８）
吉越准教授から、資料に基づき報告があった。
⑩ その他
なし
１２ その他
① リサーチ・アシスタントの募集について（資料１９）
所長から、リサーチ・アシスタントの募集について資料に基づき説明があり、該当者が
いる場合は、応募いただきたい旨依頼があった。応募締切については、理学系の動向を見
て総務係から周知する旨補足説明があった。
② 柏ガイダンス報告（資料２０）
伊部准教授から、６月１７日に柏で実施した大学院進学ガイダンスについて、資料に基
づき報告があった。
③ 寄附金の受入について（資料２１）
所長から、本議題については、報告事項ではなく、別途審議事項として取扱う旨の説明
があり了承された。また、議事要録には審議事項として記録する旨説明があった。
④ 明野観測所設立４０周年記念講演会・式典及び祝賀会について（資料２２）
小林専門職員から、９月８日に明野観測所設立４０周年記念行事を開催する旨資料に基
づき報告があった。
⑤ 宇宙線研エレベータ工事について（資料２３）
小林専門職員から、資料に基づき報告があった。
⑥ 暑気払いについて（資料２４）
手嶋教授から、資料に基づき報告があった。
⑦ 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２５）
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２６）
所長から、資料に基づき海外渡航３１件について諮られ、１件の渡航先の修正を行う旨発言
があった後、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。
３ 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度実施状況報告書について（資料２７）
中畑教授から、今年度変更があった部分を中心に資料に基づき説明があった後、報告書に修
正がある場合は、本部提出期限までに連絡いただきたい旨依頼があった。種々議論の後、所長
から報告書の一部修正、及び期日までに連絡のあった内容を反映のうえ本部に提出することに
ついて諮られ、審議の結果了承された。
４ 「スーパーカミオカンデ一般公開」への主催名義使用について（資料２８）
中畑教授から、資料に基づき説明があった後、所長から主催名義使用について諮られ、審議
の結果了承された。
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５ 柏キャンパスサイエンスキャンプについて（資料２９）
大内准教授から、柏キャンパスサイエンスキャンプを来年２月１３日から１６日に開催する
旨資料に基づき報告があった後、サイエンスキャンプの運営サポート体制について事務部門に
協力依頼があった。種々議論の後、所長から、本件に関しては再度事務部門と相談のうえ、改
めて７月の教授会に附議するよう大内准教授に依頼があった。
６ 特任教授（重力波）の公募について（資料３０）
大橋教授から、特任教授（重力波）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８月２５日１２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。
７ 特任助教・特任研究員（ＣＴＡ）の公募について（資料３１）
手嶋教授から、特任助教・特任研究員（ＣＴＡ）の公募について、資料に基づき説明があっ
た後、所長から、公募文案の一部を修正のうえ、応募締切を８月２５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。
８ 技術職員の公募について（資料３２）
所長から、技術職員公募に係る経緯等について資料に基づき説明があった後、提案どおりの
内容により応募締切を７月３１日１２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 教授（神岡）の人事選考について（資料３３／机上配付）
所長から、資料に基づき、平成２８年１２月１９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、６月８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について投票の結果、候補者が選考された。
１０ 准教授（高エネ実験）の人事選考について（資料３４／机上配付）
所長から、資料に基づき、２月２７日に募集を締め切った准教授（高エネ実験）公募につい
て選考過程の説明があった後、６月８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
者について投票の結果、候補者が選考された。
１１ 准教授（高エネ理論）の人事選考について（資料３５／机上配付）
所長から、資料に基づき、２月２７日に募集を締め切った准教授（高エネ理論）公募につい
て選考過程の説明があった後、６月８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
者について投票の結果、候補者が選考された。
１２ 助教（重力波）の人事選考について（資料３６／机上配付）
所長から、資料に基づき、５月８日に募集を締め切った助教（重力波）公募について選考過
程の説明があった後、６月８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につい
て投票の結果、候補者が選考された。
１３ その他
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・寄附金の受入について（資料２１）
大浦副事務長から、資料に基づき説明があった後、所長から、寄附金の受入について諮ら
れ、審議の結果了承された。
配付資料
東京大学宇宙線研究所教授会議事要録（案）２９－２
人事異動報告
資料
01 科所長会議報告(290523)
02
03
04

科所長会議報告(290606)
科所長会議報告(290620)
教育研究評議会報告(290613)

05
06
07
08
09-1
-2
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評価委員会報告(290606)
評価委員会報告(290620)
予算委員会報告(290606)
運営委員会次第(290608)
第９回将来計画検討委員会次第(29.06.12)-2
将来計画検討委員会委員名簿(H28.8.1)
国立大学附置研究所・センター長会議報告(290525-26)

11
12

H29 第 2 回柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議(H29.5.19)最終版 20170518
H29 第 3 回柏地区安全衛生委員会・環境安全管理室会議(H29.6.16)最終版 20170615

13
14
15

第 83 回柏キャンパス共同学術経営委員会
柏キャンパス・一般公開担当者会議(290609)
国際委員会(290518)

16-1 国際委員会(290615)
-2 資料 6：東京大学留学生対象アンケート「海外の学生への情報発信方法」の実施について
17 外国人留学生支援基金運営委員会(290615)
18 物理学専攻会議（290601）
19-1 宇宙線研究所におけるリサーチ・アシスタントの委嘱に関する覚書（H28 年 7 月）
-2 宇宙線研究所における研究指導の受託に関する内規
20 大学院進学ガイダンス（柏）報告
21 寄附金の受入について
22 明野観測所設立４０周年記念講演会・式典及び祝賀会について
23 宇宙線研エレベータ工事について
24 宇宙線研究所暑気払い 2017
25 兼業等一覧表（6 月分）
26
27-1
-2
28
29
30-1

海外渡航について（6 月附議分）
共同利用・共同研究拠点 平成２８年度実施状況報告書
参考資料：期末評価結果【東京・宇宙線研】
教授会提案 SK 一般公開 2017-1
2017 柏キャンパスサイエンスキャンプ 第一回打ち合わせ-1
重力波特任教授公募のお願い

-2 H29 特任教授（マルチメッセンジャー天文学）_4
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-3
31-1
-2
-3
32-1
-2
-3
33-1

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）
CTA 特任助教・特任研究員趣意
東京大学宇宙線研究所特任助教・特任研究員公募
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)
宇宙線研究所技術職員公募要領 H29
技術職員選考採用に関する実施要領
021600_東京大学宇宙線研究所技術職員配属先決定に関する申し合わせ（H26.9.25）
教授（神岡）公募

-2 東京大学宇宙線研究所教授会規則
-3 020103_東京大学宇宙線研究所の教員人事に関する内規(H29.2.23)
34
35
36

准教授（高エネ実験）公募
准教授（高エネ理論）公募
助教（重力波）公募
以上
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