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 東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 3－6 

 

 

日   時：令和 3年 10月 21日（木）14時 00分～17時 20分 

場   所：リモート会議 

出 席 者：梶田所長 

      中畑、川崎、手嶋、大橋、塩澤、瀧田、佐川、森山、田越、大内 各教授 

佐々木、榎本、吉越、早戸、伊部、奥村、三代木、内山、関谷、浅野、﨏、野田、中山、 

木村、宮川、竹田 各准教授 

（事務部） 宇宙線研究所 渡辺事務長、石塚神岡地区担当課長、佐藤専門員、山岸予算・決算上席

係長、山末総務係長、佐伯予算・決算係長、吉田係長、舟田係長、 

共通事務センター人事チーム 岡本係長 

（ＵＲＡ） 佐藤特任専門員、倉知特任専門職員、杉本特任専門職員 

 

令和 3年度第 5回教授会議事要録（案）（9月 22日（水）開催）について 

 9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（9/28開催）（資料 1） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

2.科所長会議報告（10/5開催）（資料 2） 

   所長から、資料に基づき報告があった。 

3.予算委員会報告(9/28開催）（資料 3） 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

4. 拡大入試監理委員会報告(9/28開催）（資料 4） 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

5. 未来社会協創推進本部報告 (10/5）（資料 5） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

6. 共同利用研究運営委員会報告 (9/8）（資料 6） 

    内山准教授から、資料に基づき報告があった。 

7. 運営委員会報告 (10/20）（資料 7） 

      所長から、資料に基づき以下のとおり報告があった。 

・２０２２年度の共同利用研究の公募について、審議の結果了承され、本日の教授会の審議事項

となっていること。 

・２０２２年度共同利用研究課題採択委員会委員の選出について、学外委員候補者が選出された

こと。 

・令和４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【ICRR2021-10】、審議

の結果了承され、本日の教授会の審議事項となっていること。 
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・教授（重力波）の公募について【ICRR2021-09】、審議の結果了承されこと。 

・人事選考委員会委員の選出について、（１）特任研究員（研究所研究員、ICRRフェロー

【ICRR2021-10】及び（２）教授（重力波）【ICRR2021-09】の公募に係る人事選考委員会委員

の選出について、所外委員候補者が選出されたこと。 

・助教（重力波）の人事選考について【ICRR2021-05】審議及び投票の結果、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、次期所長候補者が投票の結果選考され、本日の審議事項となっていること。 

8. 特任研究員（プロジェクト研究員）（重力波）人事選考委員会報告(9/30)【ICRR2021-07】 

（資料 8） 

    中畑教授から、7月 16日に公募を開始し、9月 10日に公募を締め切った特任研究員（プロジ

ェクト研究員）（重力波）の選考過程について説明があり、9 月 30 日に開催された人事選考委

員会での審議及び投票の結果、候補者 1名を選考した旨報告があった。 

9. 各種委員会報告について 

① 全学環境安全管理室会議(10/18)（資料 9） 

     佐々木准教授から、資料に基づき報告があった。 

  ② 柏キャンパス共同学術経営委員会(9/27) （資料 10） 

     所長から、資料に基づき報告があった。 

10.その他 

① 国立大学附置研究所・センター会議第１部会報告（9/24）（資料 11） 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

② 第３回宇宙線研究所緊急給付型奨学金の実施報告について（資料 12） 

 所長から、資料に基づき報告があった。 

③ 人事選考【ICRR2021-04】に係るクロス・アポイントメントの取消について (資料 なし） 

 所長から、教授 TAの採用予定者よりクロス・アポイントメントの申し出があったが、現所

属での学内調整によりクロス・アポイントメントなしとなった旨報告があった。 

④ 柏の葉キャンパス駅前サテライト空室への入居募集を各部局で展開 （資料 13） 

 所長から、資料に基づき報告があった。 

 

審議事項 

 

1. 宇宙線研究所建物の開閉について（資料 なし） 

      所長から、新型コロナウィルス感染防止対策として建物入口を施錠していること、閉鎖につ

いては総合研究棟と取り扱いを同じにしていること、また、10月 4日（月）から本学の活動制

限指針のレベルが Bから Aに変更となったことについて説明があった後、渡邉事務長から、10

月 15日に開催された臨時総合研究棟管理運営委員会で審議された建物入口の開閉について報告

があった。審議経過として、安全性とるか利便性をとるかの議論の結果、今後第 6波のコロナ拡

大感染も視野に入れ引き続き施錠することとなった旨説明があった。 

2. 兼業許可（非常勤講師等）について（資料 14） 

   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。 

3. 海外渡航について（資料 15） 

     佐川教授及び手嶋教授から、資料に基づき海外出張申請及び渡航先の状況や感染症対策につ

いて説明があった後、所長から、海外渡航 3件について諮られ、審議の結果、実際の渡航日に

安全の確認が取れることを条件に了承された。 

4. 協力研究員の受入について（観測的宇宙論）（資料 16） 
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     大内教授から、資料に基づき協力研究員を 1名受け入れたい旨説明があった後、所長から受け

入れについて諮られ、審議の結果了承された。 

5. 2021年度 GSGC選考委員の選出について（資料 17） 

      所長から、資料に基づき 2021年度 GSGC選考委員の選出について説明があった後、所長から

引き続き高エネルギー宇宙線研究部門の浅野准教授が推薦され、審議の結果了承された。 

6. スプリングスクール 2022の実施について（資料 18） 

竹田准教授から、資料に基づきスプリングスクール 2022の実施方針について説明があった

後、所長から、提案のとおり進めることについて諮られ、審議の結果了承された。 

7. 令和 3年度宇宙線研究所技術職員研修の中止について（資料 19） 

     﨏准教授から、資料に基づき令和 3 年度宇宙線研究所技術職員研修の中止について説明があ

った後、所長から、提案どおり中止でよろしいか諮られ、審議の結果了承された。 

8. 2022年度の共同利用研究の公募について（資料 20） 

       山岸予算・決算上席係長及び杉本特任専門職員から、2022年度共同利用研究公募案について、

前回の教授会に附議した資料からの変更点を中心に説明があった後、所長から、本公募要領で

確定とし、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。 

 9. 国際交流協定の終結について(台湾・国立清華大学) （資料 21） 

       内山准教授から、台湾・国立清華大学との部局協定を終結することについて資料に基づき説

明があった後、所長から協定の終結について諮られ、審議の結果了承された。 

 10. 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設の共同利用宿泊施設使用規則の一部改正に

ついて (資料 22） 

     中畑教授から、資料に基づき改正案の説明があった後、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。 

 11. 神岡施設新棟新設に伴う規則改正及び制定について 

(1) 東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設の共同利用宿泊施設使用規則の制定について 

(資料 23） 

(2) 重力波観測研究施設の宿舎利用料等について(資料 24） 

(3) 宇宙線研究所における国内旅費支給額に関する内規の一部改正について(資料 25） 

          大橋教授から、(1)から(3)について、資料に基づき規則の制定及び改正案の説明があった

後、所長から、規則の制定及び改正について諮られ、審議の結果了承された。 

 12. 特任研究員（研究所研究員、ICRRフェロー）【ICRR2021-10】の公募について(資料 26） 

    所長から、特任研究員（研究所研究員,ICRRフェロー）の公募について、資料に基づき説明が

あった後、応募締切を 12月 16日（木）17時として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。なお、本公募の面接日を来年 1月 5日（水）に実施予定の旨の説明があっ

た。 

 13. 特任研究員（プロジェクト研究員）(TA)【ICRR2021-11】の公募について(資料 27） 

    佐川教授から、特任研究員（プロジェクト研究員）(TA)【ICRR2021-11】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 20日（月）正午として公募を開始す

ることについて諮られ、審議の結果了承された。 

 14.特任研究員（プロジェクト研究員）(重力波)【ICRR2021-12】の公募について(資料 28） 

    大橋教授から、特任研究員（プロジェクト研究員）(重力波)【ICRR2021-12】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 21日（火）正午として公募を開始

することについて諮られ、審議の結果了承された。 
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 15. 人事選考委員会委員特任助教（重力波）【ICRR2021-08】の選出について(資料 29） 

 所長から、11月 24日(水)締切りの特任助教（重力波）【ICRR2021-08】の公募に係る人事選

考委員会委員候補の選出が行われ、所長代行については規程により副所長が代行できることか

ら、所長から中畑副所長の推薦があり審議の結果了承された。また、所外委員候補 3名の選出

が行われた。なお、所外委員候補者について辞退があった場合は、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。 

 16. 助教（高エネ）テニュア移行審査委員会委員の選出について(資料 30）  

所長から、現在テニュアトラックの教員より、任期無し教員ポストへの移行について申し出

があったことを受けて、移行審査委員会を設置する旨の発言があった後、東京大学宇宙線研究

所テニュアトラック教員の任期なし教員ポストへの移行に関する内規第 4条(移行審査委員会)

に基づき、移行審査委員会委員 5名の提案があり、審議の結果了承された。 

 17. 特任助教（重力波）の人事選考について【ICRR2021-06】(資料 31/机上配付） 

所長から、6月 17日(木)に公募を開始し、8月 30日(月)に募集を締め切った特任助教（重

力波）【ICRR2021-06】の公募に係る選考過程について説明があり、9月 29日(水)に開催され

た人事選考委員会の結果、候補者 1名が教授会に推薦され、審議及び投票の結果、候補者が選

考された。 

 18. 助教（重力波）の人事選考について【ICRR2021-05】(資料 32/机上配付） 

所長から、6月 29日(火)に公募を開始し、9月 6日(月)に募集を締め切った助教（重力波）

【ICRR2021-05】の公募に係る選考過程について説明があり、9月 29日(水)に開催された人事

選考委員会の結果、候補者 1名が運営員会に推薦され、運営委員会において審議及び投票の結

果教授会に推薦され、審議及び投票の結果、候補者が選考された。 

 19. 所長選考について（資料 33／机上配付） 

所長から、資料に基づき所長選考方法及び東京大学宇宙線研究所所長選考内規について説明

があった後、10 月 20 日(水)に開催された運営委員会から、次期所長候補者として中畑雅行教

授が本日の教授会に推薦されている旨の報告があった。引き続き、中畑教授から所信表明が行

われた後、同氏に一旦退室いただき種々議論が行われた。その後、再度入室いただき質疑応答

が行われた後、運営委員会から次期所長候補者として推薦された中畑教授の可否投票が行われ、

同氏を宇宙線研究所の次期所長候補者として総長に推薦することが決定した。 

 20. その他 

       手嶋教授から、海外渡航(外国出張)の基準について、ワクチン接種が進んで感染者も減少傾

向にあることから、今後の基準について次回の主任会及び教授会で審議したい旨提案があり、

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）3- 5 

人事異動報告 

 

資料 

01  科所長会議報告（R3.9.28） 

02   科所長会議報告 (R3.10.5) 

03   予算委員会報告（R3.9.28） 

04   拡大入試監理委員会報告 (R3.9.28) 
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05   未来社会協創推進本部報告 (R3.10.5) 

06-1 第 1回共同利用研究運営委員会議事次第 (R3.9.8) 

06-2 第 1回共同利用研究運営委員会議事メモ 

06-3 共同利用研究運営委員会委員名簿 

07-1 運営委員会議事次第 (R3.10.20) 

  -2 運営委員会委員名簿 (R3.4.1) 

08   東京大学宇宙線研究所特任研究員(プロジェクト研究員・KAGRA)人事選考委員会委員名簿 

(机上配付) 

09   全学環境安全管理室会議資料  (R3.10.8) 

10   柏キャンパス共同学術経営委員会資料(R3.9.28) 

11-1 第６６回国立大学附置研究所・センター会議第１部会資料（R3.9.24） 

  -2 第６６回国立大学附置研究所・センター会議第１部会学術機関課説明資料（R3.9.24） 

12   2021年度第 3回宇宙線研究所緊急給付型奨学金の実施報告 

13   駅前サテライト空き室情報_20211015現在 

14   兼業等一覧表 (10月分) 

15   海外渡航について(案) (10月付議分 

16-1 協力研究員の受入について(観測的宇宙論) 

  -2 東京大学宇宙線研究所協力研究員受入実施要領 

17-1 2021年度各部局 GSGC選考委員の選出について 

  -2 物理学専攻 GSGCの運営に関する覚書 

18   スプリングスクール 2022 の実施方針案 

19   令和３年度 宇宙線研究所技術職員研修の中止について(案) 

20-01【国内・和文】2022年度共同利用研究の公募について_見消なし (最終版) 

20-02国内・英文】2022年度共同利用研究の公募について_Merged_application 2022 (domestic) 見

消なし (最終版) 

20-03【国際】Merged_International_2022 見消なし (最終版) 

21   国際交流協定の終結について(台湾・国立精華大学) 

22-1 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設の共同利用宿泊施設使用規則改正案(見消) 

  -2 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設の共同利用宿泊施設使用規則改正案(見消なし) 

23   東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設の共同利用宿泊施設使用規則（案） 

24   重力波観測研究施設の宿舎使用料等 

25-1 宇宙線研究所における国内旅費支給額に関する内規改正案(見消) 

  -2 宇宙線研究所における国内旅費支給額に関する内規改正案(見消なし) 

26   東京大学宇宙線研究所特任研究員（研究所研究員・ICRR フェロー）の公募につい【ICRR2021-10】 

27-1 テレスコープアレイ実験のプロジェクト研究員公募のお願い 

27-2 東京大学宇宙線研究所特任研究員(プロジェクト研究員)の公募について【ICRR2021-11】 

28-1 重力波(プロジェクト研究員)特任研究員公募のお願い 

  -2 東京大学宇宙線研究所特任研究員（プロジェクト研究員）の公募について【ICRR2021-12】 

29-1 東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設 特任助教の公募について【ICRR2021-08】 

  -2 東京大学宇宙線研究所特任助教（重力波）人事選考委員会委員名簿 【ICRR2021-08】（案） 

  -3 東京大学宇宙線研究所の教員人事に関する内規 

30-1 東京大学宇宙線研究所助教（高エネ）テニュア移行審査委員会委員名簿 

  -2 東京大学宇宙線研究所テニュアトラック教員の任期なし教員ポストへの移行に関する内規 

31-1 東京大学宇宙線研究所特任助教の公募について【ICRR2021-06】 
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  -2 東京大学宇宙線研究所特任教員の雇用等実施要領 

  -3 東京大学宇宙線研究所教授会規則 

-4 東京大学宇宙線研究所特任助教（重力波）人事選考委員会委員名簿等【ICRR2021-06】(机上配付) 

32-1 東京大学宇宙線研究所助教公募について【ICRR2021-05】 

-2 東京大学宇宙線研究所 助教（重力波） 人事選考委員会委員名簿等【ICRR2021-05】(机上配付) 

33-1 東京大学宇宙線研究所所長選考内規 

  -2 東京大学宇宙線研究所長選考内規に関する申し合わせ 

  -3 宇宙線研究所長選考方法 

 -4 所長候補者(机上配付) 

 

以  上 


