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東京大学宇宙線研究所教授会議事要録 2－8 

 

日   時：令和２年１２月１７日（木）１４時００分～１６時５０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、大浦副事務長、小林副事務長、 

山田専門員、山末総務係長、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２年度第７回教授会議事要録（案）（１１月１９日（木）開催）について 

   １１月１９日開催の教授会議事要録（案）は、原案のとおり承認された。 

 

議 題 

 

報告事項 

 

１ 科所長会議報告（11/24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（12/1開催）（資料２） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

３ 科所長会議報告（12/15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。 

    ・若手研究者のオンライン国際展開支援事業の公募について、各研究グループにおいて該当

する若手の研究者には積極的に応募いただくよう周知依頼があった。 

４ 予算委員会報告（12/1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（12/1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（11/24開催）（資料６） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

７ 未来社会協創推進本部報告（12/1開催）（資料７） 

   所長から、資料に基づき報告があった。 

８ シニアフェロー（重力波データ解析）人事選考委員会報告（12/11開催）（資料８） 

    中畑教授から、シニアフェロー（重力波データ解析）の雇用に係る選考過程の説明があり、

１２月１１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。 

９ 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会総会報告（12/4開催）（資料９） 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

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（12/14開催)（資料１０） 
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② 柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議（12/17開催)（資料１１） 

瀧田教授から、事故・災害報告の事例報告を中心に報告があった。 

③ 柏キャンパス・共同学術経営委員会（12/7開催）（資料１２） 

 所長から、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（11/24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（11/27開催）（資料１４） 

 佐川教授から、資料に基づき報告があった。 

⑥ 図書行政商議会(11/19開催) （資料１５） 

田越教授から、資料に基づき報告があった。 

⑦ その他 

           なし 

１１ その他 

① 試験監督について（資料なし） 

所長から、大学入学共通テスト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 第４回東京大学宇宙線研究所緊急給付型奨学金実施報告（資料１６） 

所長から、資料に基づき報告があった。 

③ 宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領の改正について（資料１７） 

 所長から、１１月の教授会において審議の結果了承された雇用実施要領の改正に係る最

終版について報告があった。 

④ 若手研究者交流会報告（11/12-13開催）（資料１８） 

 﨏准教授から、資料に基づき報告があった。 

⑤ 研究用デジタルデータファイル保存実施報告について（資料１９） 

 佐藤特任専門員から資料に基づき報告があった後、未提出の場合は提出いただきたい旨

依頼があった。 

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２０） 

    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 カブリＩＰＭＵ との合同一般講演会講演者について（資料２１） 

所長から、合同一般講演会講演者について、今回は宇宙ニュートリノ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、浅岡特任准教授が推薦され、審議の結果了承された。 

 

３ 宇宙線研究所における各研究部門の大学院担当教員数の申合せについて（資料２２） 

   所長から、１１月の教授会において各研究部門の大学院担当教員数を当分の間固定すること

及び申合せを定めることについて審議の結果了承されたことを受けて、資料に基づき申合せの

提案があり審議の結果了承された。 
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４ 宇宙線研究所における研究用デジタルデータファイルの保存についての申し合わせの英訳につ

いて（資料２３） 

佐藤特任専門員から、資料に基づき申し合わせの英訳について説明があった後、所長から内

容を確認のうえ修正がある場合は佐藤特任専門員まで連絡いただくこととし、修正を反映のう

え最終版とすることについて諮られ、審議の結果了承された。  

  

 ５ 宇宙線研究所共同利用に関する規則等の公開について（資料２４） 

佐藤特任専門員から、宇宙線研究所のウェブサイトに共同利用に関する規則等を公開するこ

とについて資料に基づき説明があった後、所長から提案のとおり進めてよいか諮られ、審議の

結果了承された。 

 

６ 共同研究に関する覚書の締結について（高エネ研共通基盤研究施設）（資料２５） 

木村准教授から、高エネ研共通基盤研究施設との共同研究に関する覚書の締結について資料

に基づき説明があった後、所長から覚書の締結について諮られ、審議の結果了承された。 

 

７ 国際交流協定の締結について（モスクワ大学スコベルチン核物理研究所）（資料２６） 

手嶋教授から、モスクワ大学スコベルチン核物理研究所との部局間協定を締結することにつ

いて資料に基づき説明があった後、所長から協定の締結について諮られ、審議の結果了承され

た。 

 

８ メディア懇談会の開催について（資料２７） 

﨏准教授から、資料に基づき説明があった後、所長から、提案のとおり来年１月から２月の

間にオンラインで開催することについて諮られ、審議の結果了承された。 

 

９ 宇宙線研学生の現在の経済状況に関するアンケートについて（資料２８） 

杉本特任専門職員から、宇宙線研学生の現在の経済状況に関するアンケートの項目について

資料に基づき説明があった後、所長から提案のとおりアンケートを実施することについて諮ら

れ、審議の結果了承された。 

 

１０ 外国人客員教員の受入について（資料２９） 

所長から、外国人客員教員の受入について提案がなかったことを受けて、期間を延長し、来

年２月の教授会で再度審議することについて提案があり、審議の結果了承された。 

 

１１ 海外渡航について（資料３０） 

    海外渡航申請２件の研究グループの長である手嶋教授から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、引き続き渡航先の感染状況を注視し、その状況によって渡航前

に可否の判断を行うことを条件として、海外渡航２件について諮られ審議の結果了承された。 

 

１２ 技術職員の公募について（資料３１） 

   所長から、技術職員の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、職務内容を

一部修正し、応募締切は大学本部での承認後、約１か月間を公募期間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。 
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１３ 特任研究員（プロジェクト研究員）（ＣＴＡ）の公募について（資料３２） 

   手嶋教授から、特任研究員（プロジェクト研究員）（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、応募締切を来年１月２９日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。 

 

１４ 広報担当特任専門職員（神岡）の公募について（資料３３） 

   中畑教授から、広報担当特任専門職員（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、応募締切を来年１月２９日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。 

 

１５ シニアフェロー（KAGRA）の雇用形態の変更及び人事選考委員会報告について（資料３４） 

    所長から、１１月の教授会において審議の結果了承されたシニアフェローの雇用申請につい

て、雇用形態を特定短時間規程に基づく特任研究員から、特定有期規程に基づく特任研究員に

変更することについて提案があり、審議の結果了承された。 

    引き続き、中畑教授から、シニアフェローの雇用に係る選考過程の説明があり、１２月１１

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。 

 

１６ 准教授（高エネ）テニュアトラック移行に係る人事選考について（資料３５） 

所長から、本移行審査の候補者に対してオンライン会議から一時退出いただきたい旨依頼が

あった。 

候補者が退出後、１２月１０日に開催された移行審査委員会による移行審査の過程と審査結

果について説明があった後、審議及び投票の結果、候補者の任期無し教員ポストへの移行が了

承された。 

 

１７ その他 

なし 

 

 

配付資料 
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資料 

01  科所長会議報告(021124) 

02  科所長会議報告(021201) 

03  科所長会議報告(021215) 

04  予算委員会報告(021201) 

05  拡大入試監理委員会報告(021201) 

06  未来社会協創推進本部報告(021124) 

07  未来社会協創推進本部報告(021201) 

08-1 シニアフェロー雇用のお願い(2020重力波データ解析) 

-2 東京大学宇宙線研究所シニアフェローの雇用実施要領 

09  国立大学共同利用・共同研究拠点協議会総会報告(021204) 
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10  全学環境安全管理室等会議(021214) 

11  柏地区衛生委員会・環境安全管理室会議(021217) 

12  第 101回柏キャンパス共同学術経営委員会(021207) 

13  アメニティ室会議議題資料一式(021124) 

14  リエゾン室会議配布資料―教授会報告用(021127) 

15  図書行政商議会資料（021119） 

16  第４回東京大学宇宙線研究所緊急給付型奨学金実施報告 

17  【改正点朱書き】020505_東京大学宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領(R2.11.19) 

18  若手研究者交流会報告 

19  2019年度研究用デジタルデータファイルの保存実施報告 20201217教授会資料 

20  兼業等一覧表（12月分） 

21  カブリ IPMU との合同一般講演会講演者について 

22-1 各研究部門の大学院担当教員数について(提案) R021119教授会了承 

-2 宇宙線研究所における各研究部門の大学院担当教員数に関する申合せ(案)v3 

23-1 宇宙線研究所における研究用デジタルデータファイルの保存についての申し合わせ(151022) 

-2 研究用デジタルデータファイルの保存についての申し合わせ(英語版)_教授会資料 20201217 

24  共同利用研究申請後の流れ及び規則等の公開について_教授会資料 20201217 

25  共同研究に関する大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構共通基盤研究施設と 

国立大学法人東京大学宇宙線研究所の覚書（案） 

26-1 国際協定締結計画書（モスクワ大学スコベルチン核物理研究所） 

-2 協定書案（モスクワ大学スコベルチン核物理研究所） 

27  メディア懇談会 

28  現在の経済状況などに関するアンケート（案）_ 20201210 

29  020601東京大学宇宙線研究所客員教員受入実施要領（R2.6.18.） 

30  海外渡航について（１２月附議分） 

31-1 宇宙線研究所技術職員公募要領 20210401 

-2 東京大学宇宙線研究所技術職員選考採用に関する実施要領 

32-1 特任研究員（プロジェクト研究員）（CTA）趣意書 

-2 ICRR2020-08特任研究員公募（CTA)公募要領 

-3 020505_東京大学宇宙線研究所特任研究員の雇用実施要領(R2.11.19) 

33-1 広報担当特任専門職員公募願-201130 

-2 特任専門職員公募文-201217 

-3 020801_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

(H30.5.17) 

34-1 20201217重力波シニアフェロー 

-2 東京大学宇宙線研究所シニアフェローの雇用実施要領 

35-1 021812_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

(R020618改正) 

-2 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) 

-3 010302_東京大学宇宙線研究所教授会規則（H31.4.1） 

以 上 


