東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 ３０－８
日
場
出

時：平成３０年１２月２０日（木）１３時３０分～１７時２０分
所：６階大セミナー室
席 者：梶田所長
中畑、川崎、手嶋、大橋、塩澤、瀧田、佐川、森山、田越 各教授
佐々木、榎本、吉越、大内、岸本、伊部、三代木、内山、関谷、﨏、野田、
中山 各准教授

欠 席 者：早戸、奥村、浅野 各准教授
（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
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３０年度第７回教授会議事要録（案）（１１月２２日（木）開催）について
１１月２２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（12/4 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。
・学生表彰「東京大学総長賞」について、研究グループに該当する学生がいる場合は推薦い
ただきたい旨依頼があった。
・体験活動プログラムの企画募集について、研究室体験活動の企画がある場合は提案いただ
きたい旨依頼があった。
・海外大学院留学説明会について、研究グループに該当する学生がいる場合は周知いただき
たい旨依頼があった。
２ 科所長会議報告（12/11 開催）
（資料２）
所長から、資料に基づき報告があった。
３ 評価委員会報告（12/4 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（12/4 開催）
（資料４）
所長から、資料に基づき報告があった。
５ 拡大入試監理委員会報告（12/4 開催）
（資料５）
所長から、資料に基づき報告があった。
６ 未来社会協創推進本部報告（12/4 開催）
（資料６）
所長から、資料に基づき報告があった。
７ 運営委員会報告（12/14 開催）
（資料７）
所長から、資料に基づき以下の報告があった。
・外部評価委員会資料について、審議の結果了承され、本日の審議事項となっていること。
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・国際共同利用・共同研究拠点平成３０年度実施計画書について、審議の結果了承され、本
日の審議事項となっていること。
・２０１９年度共同利用研究の国際公募について、審議の結果一部修正となり、修正版が、
本日の審議事項となっていること。
・附属施設（カナリア高エネルギー宇宙物理観測研究施設）の新設について、審議の結果了
承され、本日の審議事項となっていること。
・次世代ニュートリノ科学連携研究機構の変更申請について、審議の結果了承されたこと。
・助教（ＣＴＡ）の公募２件について、１件にまとめて公募することで審議の結果了承され、
公募を開始したこと。
・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。
・人事選考委員会委員の選出について、所外委員候補が選出されたこと。
・卓越研究員の人事選考について、審議の結果了承され、本日の審議事項となっていること。
・助教（神岡）及び准教授（クロス・アポイントメント：KAGRA）の人事選考について、投
票の結果、候補者が選考され、本日の審議事項となっていること。
８ 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会総会報告（12/7 開催）
（資料８）
所長から、資料に基づき報告があった。
９ シニアフェロー（重力波）人事選考委員会報告（資料９／机上配付）
中畑教授から、シニアフェロー（重力波）の雇用に係る選考過程の説明があり、１２月１４
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の報告があった。
１０ 各種委員会報告について
① 全学環境安全管理室等会議(12/10 開催)（資料１０）
② 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(12/13 開催)（資料１１）
佐藤特任専門員（奥村准教授代理）から、事故・災害報告の事例報告を中心に、資料に
基づき以下の報告があった。
・学生の夜間・休日の実験・研究における事故防止、実験施設における防火防災管理体制
の充実強化、冬季暖房器具使用に係る事故防止、及び研究室・実験室等における不用品
の廃棄処理等について、対応の依頼があった。
・新安否確認システムへの移行について、来年１月に説明会の開催が予定されている旨報
告があった。
・感染症への注意喚起の周知、及び緊急連絡網の更新について対応の依頼があった。
③ 柏キャンパス共同学術経営委員会(12/10 開催) （資料１２）
所長から、資料に基づき以下の報告があった。
・来年度の一般公開の開催日が、１０月２５日、２６日に決定したこと。
④ 柏キャンパス・アメニティ室会議(11/26 開催) （資料１３）
事務長から、資料に基づき報告があった。
⑤ 柏キャンパス・リエゾン室会議(11/30 開催) （資料１４）
事務長から、資料に基づき報告があった。
⑥ 東大柏どんぐり保育園運営小委員会（12/6-10：メール審議）
（資料１５）
事務長から、資料に基づき報告があった。
⑦ 部屋割り委員会(11/22,12/3 開催) （資料１６）
川崎教授から、資料に基づき報告があった後、所長から、所長室、第２総合研究棟計算
機スペース及びＭ１部屋の配置については、引き続き検討いただきたい旨の依頼があった。
⑧ その他
なし
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１１ その他
① 試験監督について（資料なし）
所長から、センター試験及び前期日程試験の試験監督について、試験監督となった場合
には、体調管理等に十分留意のうえ対応いただき、監督者説明会にも出席いただくよう依
頼があった。
② 日本学術会議マスタープラン策定方針について（資料１７）
所長から、資料に基づき報告があった後、該当する研究グループは、対応いただくよう
依頼があった。
③ 次期総長選考に向けた課題に関するアンケートについて（資料１８）
所長から、資料に基づき報告があった後、本件に係る意見がある場合は、来年１月６日
までに連絡いただきたい旨の依頼があった。
④ 消防訓練報告（神岡）
（資料１９）
塩澤教授から、資料に基づき報告があった。
⑤ 消防訓練報告（重力波）
（資料２０）
内山准教授から、資料に基づき報告があった。
⑥ 過半数代表者選出のための部局代議員選出について（資料２１）
田越教授から、本日の教授会終了後に集会を行う予定であるため、参加していただきた
い旨依頼があった。
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２２）
所長から、資料に基づき説明があり、一部修正のうえ、審議の結果了承された。
２ 外部評価委員会資料について（資料２３）
川崎教授から、資料に基づき前回の教授会以降の修正箇所について説明があった後、所長か
ら、本資料で確定として進めてよいか諮られ、審議の結果了承された。
３ 附属施設の新設について(カナリア高エネルギー宇宙物理観測研究施設)（資料２４）
手嶋教授から、資料に基づき説明があった後、所長から附属施設の新設について手続きを進
めて良いか諮られ、審議の結果了承された。
４ Hyper-Kamiokande Experiment Financial Forum の設置について（資料２５）
塩澤教授から、次世代ニュートリノ科学連携研究機構の下に本会議を設置し、来年１月１１
日に本郷キャンパスにて開催予定である旨説明があった後、所長から本会議の設置について諮
られ、審議の結果了承された。
５ ２０１９年度外国人客員教員について（机上配付）
（１）重力波（資料２６）
大橋教授から、外国人客員教員として１名を招聘したい旨資料に基づき説明があった後、
所長から、提案のあった１名を招聘することについて諮られ、審議の結果了承された。
（２）ＴＡ（２件）
（資料２７）
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佐川教授から、外国人客員教員として２名を招聘したい旨資料に基づき説明があった後、
所長から、提案のあった２名を招聘することについて諮られ、審議の結果了承された。
（３）ＣＴＡ（２件）
（資料２８）
手嶋教授から、外国人客員教員として２名を招聘したい旨資料に基づき説明があった後、
所長から、提案のあった２名を招聘することについて諮られ、審議の結果了承された。
（４）ニュートリノ（資料２９）
塩澤教授から、外国人客員教員として１名を招聘したい旨資料に基づき説明があった後、
所長から、提案のあった１名を招聘することについて諮られ、審議の結果了承された。
６ 国際交流協定の締結について
（１）Wuhan Institute of Physics and Mathematics（重力波）（資料３０）
大橋教授から、本資料が最終版ではない旨の説明があり、本資料に修正点を補足して説
明があった後、所長から、修正を含めた形で国際交流協定を締結してよいか諮られ、審議
の結果了承された。
（２）マックスプランク協会（ＣＴＡ）
（資料３１）
手嶋教授から、資料に基づき説明があった後、所長から国際交流協定の締結について諮
られ、審議の結果了承された。
７ 国際共同利用・共同研究拠点認定に伴う宇宙線研究所規則の改正について（資料３２）
近藤総務係長から、資料に基づき改正点について説明があった後、所長から、規則の改正に
ついて諮られ、審議の結果了承された。
８ 国際共同利用・共同研究拠点平成３０年度実施計画書について（資料３３）
大浦副事務長から、資料に基づき説明があった後、所長から実施計画書について諮られ、審
議の結果了承された。
９ ２０１９年度共同利用研究の国際公募について（資料３４）
佐藤特任専門員から、国際共同利用研究実施要領（案）について、前回の教授会以降の変更
点の説明があった後、国際公募要領について説明があった。種々議論の後、所長から、国際共
同利用研究実施要領の制定及び国際公募要領の文言を一部修正のうえ公募を開始することに
ついて諮られ、審議の結果了承された。
１０ 図書室有効利用検討委員会について（資料３５）
大内准教授から、資料に基づき説明があった後、所長から、提案を踏まえて、引き続き議論
を進めることについて諮られ、審議の結果了承された。
１１ ＩＰＭＵとの合同一般講演会講演者について（資料３６）
所長から、ＩＰＭＵとの合同一般講演会講演者について、今回は宇宙基礎物理学研究部門か
ら講演者を選出してはどうかとの提案があり、川崎教授が推薦され、審議の結果了承された。
１２ 卓越研究員の人事選考について（資料３７）
所長から、卓越研究員の人事選考について、１２月１３日に開催された人事選考委員会の結
果、候補者は無しとなり、１２月１４日に開催された運営委員会において審議の結果了承され
た旨の報告があった後、本件に係る候補者は無しとして本部に報告してよいか諮られ、審議の
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結果了承された。
１３ 海外渡航について（資料３８）
所長から、資料に基づき海外渡航１０件について諮られ、審議の結果了承された。
また、海外渡航２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。
１４ 助教（神岡）の人事選考について（資料３９／机上配付）
所長から、６月１９日に公募を開始し、８月３１日に募集を締め切った助教（神岡）の公募
について選考過程の説明があった後、１２月１４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。
１５ 准教授（クロス・アポイントメント：KAGRA）の人事選考について（資料４０／机上配付）
所長から、准教授（クロス・アポイントメント：KAGRA）の選考過程の説明があった後、１
２月１４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。
１６ 人事選考委員会委員の選出について（特任助教（KAGRA）（資料４１）
所長から、１１月２２日に公募を開始し、来年１月７日締切の特任助教（KAGRA）の公募に
係る人事選考委員会委員候補の選出が行われ、所外委員候補３名が選出された。なお、候補者
の辞退があった場合には、所長一任で選出としたい旨提案があり審議の結果了承された。引き
続き、所内委員３名について所長から提案があり、審議の結果了承された。
１７ ２０１９年度会議等予定表について（資料４２）
所長から、教授会、主任会の開催日について、問題が無いか来月の教授会までに確認いただ
きたい旨依頼があった。
１８ その他
なし
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