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平成 29年度 第１回 生命理工学院教授会議事要録 

 

日  時   平成 29年４月 19日（水）15：15～18：00 

場  所  Ｂ２棟４階大会議室 

出 席 者  三原学院長ほか 54名 

 

配布資料 

１ 平成28年度第11回生命理工学院教授会議事要録（案） 

２（教務案件） 

（学士課程） 

２－１ 平成29年度授業関係について 

（大学院課程） 

２－１ 平成29年度授業関係について 

２－２ 学生の異動について 

２－３ 指導教員の変更について 

２－４ 研究指導の委託について 

２－５ 海外交流学生について 

２－６ 平成29年９月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

２－７ 平成29年９月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程について 

２－８ 平成29年４月生命理工学院（大学院課程）入学者数について 

３ 平成29年度各種委員会等名簿（変更箇所のみ） 

４ 生命理工学院等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会委員名簿（案） 

 

プロジェクタ資料 

１ 名誉教授候補者一覧 

２ 東京工業大学部局海外オフィスの設置について（申請） 

３ 研究ユニット申請書等 

４ 特別教育研究事業の実施について 

５ 教員控室の設置について 

６ 会議における資料等の文書の取扱いについて 

７ 平成29年度役員会等会議開催日程【平成29年３月変更版】 

８ 設置計画履行状況等調査の結果について 

９ 各部局等の平成29年度計画の策定について（依頼） 

10 国立大学法人東京工業大学と大田区との連携・協力に関する基本協定書（案） 

11 ソフトウェア包括契約の経費負担額について 

12 平成29年度東京工業大学予算 

13 国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準（案）等 

14 東京工業大学省エネサポーター実施要項を廃止する要項（案）等 

15 「東工大の星」支援【STAR】概要等 

16 Ｈ28年度ストレスチェック結果概要 

17 実験廃液排出費用の一部有償化について等 

18 平成29年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数 

19 奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移等 

20 部局長等名簿 

21 会議における資料等の文書の取扱いについて 

22 「東工大卒業生メルマガ会員」登録のお願い 
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23 平成29年度役員会等会議開催日程【平成29年３月変更版】 

24 平成29年度スタートアップ経費支援申請要項 

25 説明会資料 新雇用制度（名称検討中）について 

26 平成28年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（第4四半期）の周知徹底について（依頼）等 

27 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見 

28 平成29年度以降における「科学研究費補助事業獲得に係るインセンティブ経費」の見直しについて 

29 平成29年度コンプライアンス推進副責任者の選出について（依頼） 

30 JSPS研究倫理eラーニングコース「eL CoRE」を利用した研究室所属学生への研究倫理教育推奨に

ついて（通知） 

31 研究費の管理・使用に関する今後の取り組みについて 

32 （仮称）アイキューブ（i3）機能の活用イメージ（案） 

33 教員控室の設置について 

34 第１回蔵前立志セミナー 

35 教員選考について 

36 東京工業大学特別研究員の称号付与について 

37 平成29年度「大学の世界展開力強化事業」～ロシアとの大学間交流形成支援～計画調書 

38 第２回生命理工同窓会開催のお知らせ 

39 生命理工広報委員会からのお知らせ 

40 総務部人事課労務室のすずかけ台キャンパスにおける活動状況 

41 すずかけ台地区部局長等懇談会等に係る主査・委員長のローテーション 

42 平成29年度第すずかけ祭チラシ等 

43 文部科学省庁舎への入構手続き変更について（依頼） 

44 論文執筆セミナー及びSciFinder 利用講習会について 

45 平成29年度生命理工学院FD研修の開催予定について 

46 2017年4月進級状況（2017.4.12） 

47 長津田ハウスBBQパーティー 

追加 新・倉庫利用方法 

 

回収資料 

１ 教員選考について（略歴調書，業績調書） 

 

○現在員 75名，公務出張等５名，定足数 36名に対して出席者 55名で教授会成立 

○資料１に基づき，前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

（学士課程） 

１－１ 平成29年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（学士）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを

承認した。 

（大学院課程） 

１－１ 平成29年度授業関係について 

学院長から，資料２-１（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。なお，和地生命理工学コース主任から，バイオアカデミックライティング第

一については，キャリア対応科目ではないので注意されたい旨発言があった。また，和地

生命理工学コース主任から，M1学生の 500番台文系教養科目の履修の可否に関する発言が
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あり，学務課教務グループで再度確認することとなった。 
１－２ 学生の異動について 

学院長から，資料２-２（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－３ 指導教員の変更について 

学院長から，資料２-３（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－４ 研究指導の委託について 

学院長から，資料２-４（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－５ 海外交流学生について 

学院長から，資料２-５（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－６ 平成29年９月生命理工学院修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程について 

学院長から，資料２-６（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－７ 平成29年９月生命理工学院博士後期課程進学関係事務日程について 

学院長から，資料２-７（大学院）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ

を承認した。 

１－８ 平成29年４月生命理工学院（大学院課程）入学者数について 

学院長から，資料２-８（大学院）に基づき報告があった。 

２ 平成29年度各種委員会等委員の変更等について 

学院長から，資料３に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

３ 東京工業大学生命理工学院等ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会委員の委嘱について 

学院長から，資料４に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

  太田評議員から，平成29年度第１回教育研究評議会の審議概要等について報告・説明があった。 

【第１回29．４．７開催】 

（１）「共同研究講座の設置申込者の追加」について 

（２）名誉教授の称号付与について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（３）東京工業大学部局海外オフィスの設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（４）研究ユニットの設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（５）特別教育研究事業の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（６）教育研究に関する諸問題について 

（７）その他 

①教員控室の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

②会議における資料等の文書の取扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

③平成29年度役員会等会議開催日程の変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

２ 部局長等会議関係 

学院長から，平成28年度第22回及び平成29年度第１回部局長等会議の審議概要等について報

告・説明があった。 

【平成28年度第22回29．３．17開催】 

（１）設置計画履行状況等調査の結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８) 

（２）各部局等の平成29年度計画の策定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（３）大田区との連携・協力に関する基本協定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 
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（４）ソフトウェア包括契約の経費負担額について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（５）平成29年度当初予算について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（６）国立大学法人東京工業大学乗車賃立替払基準の見直しにかかる規則制定等について 

                                    （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（７）正門前における自転車同士の接触事故について 

（８）省エネサポーター及び環境安全サポーターの廃止及び諸規則の改廃について 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（９）平成28年度「東工大の星」支援【ＳＴＡＲ】選考結果（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（10）平成28年度ストレスチェックの実施結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（11）実験廃液処理の一部有償化について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（12）平成29年度学士課程入学者選抜個別学力検査（前期日程）合格者数及び私費外国人留学生

特別入試合格者数について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（13）奨学寄附金受入審査会における受入金額の推移について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（14）平成２８年度研究助成等一覧（H29.2.24～H29.3.9）受付分について 

（15）共通教育組織及び共通支援組織等の長の選考について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（16）部局等の現状と諸問題について 

（17）その他 

①会議における資料等の文書の取扱いについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

②「東工大卒業生メルマガ会員」登録のお願い』のメール送信について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

③会議開催日程の変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

【平成29年度第１回29．４．７開催】  

（１）平成29年度スタートアップ経費支援申請要項について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 

（２）新雇用制度（名称検討中）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（３）平成28年度定期監査（業務・会計経理・人事給与）報告及び平成29年度定期監査計画書に

ついて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（４）大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（５）平成29年度第39回すずかけ祭及びオープンキャンパスの開催について 

（６）科研費インセンティブ経費の見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（７）平成29年度コンプライアンス推進副責任者の選出について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（８）JSPS研究倫理eラーニングコース「eL CoRE」を利用した研究室所属学生への研究倫理教育

推奨について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（９）研究費の管理・使用に関する今後の取り組み方針について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（10）（仮称）アイキューブ（ｉ3）検討プロジェクトチーム検討結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（11）平成28年度研究助成等一覧（H29.3.10～H29.3.30）受付分について 

（12）部局等の現状と諸問題について 

（13）その他 

①教員控室の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

②第１回蔵前立志セミナー（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

③図書館主催セミナー開催について 

３ 本学院関係 

（１）教員選考について 

①生命理工学コース 生命情報科学 教授 

櫻井教授（標記選考委員会委員長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35及び回収資料１に基づき，選

考結果の報告があった。 

（２）東京工業大学特別研究員の称号付与について 

   学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料36に基づき，本称号付与について報告があった。 
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４ 系主任・コース主任会議関係 

特になし 

５ 各種委員会等関係 

（１）生命国際関係室関係 

梶原副学院長（国際担当）から，以下の事項について説明があった。 

・平成 29年度大学の世界展開力強化事業（ロシア）への申請について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 37） 

（２）研究企画推進会議関係 

太田副学院長（研究担当）から，以下の事項について説明があった。 

・平成 29年度先端研究基盤共用促進事業に係るその後の状況について 

・島津製作所精密機器分析室開設記念式典及び分析装置概要説明会の開催について 

（３）安全衛生委員会関係 

中村副学院長（総務担当）から，以下の事項について説明があった。 

・平成 29年度生命理工学院安全講習会の開催について 

（４）生命理工同窓会委員会関係 

   廣田及び山口生命理工同窓会委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料38に基づき，第２回生命理工

同窓会の開催等について説明があった。 

（５）生命理工広報委員会関係 

   山口生命理工広報委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料39に基づき，生命理工学院関係Webサイ

トの概要等について説明があった。 

（６）大学院修士入試検討委員会関係 

   小畠大学院修士入試検討委員会委員長から，平成29年度大学院修士課程入試について説明

があった。 

６ すずかけ台地区部局長等懇談会関係 

学院長から，平成29年度第１回すずかけ台地区部局長等懇談会の概要等について報告・説明が

あった。 

（１）総務部人事課労務室のすずかけ台キャンパスにおける活動状況について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料40） 

（２）すずかけ祭実行委員会委員長について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料41） 

（３）平成29年度第39回すずかけ祭について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42） 

（４）文部科学省庁舎への入構手続きの変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料43） 

（５）論文執筆セミナー及びSciFinder 利用講習会について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料44） 

（６）モトテカ連絡会の報告について 

（７）その他 

７ その他 

（１）平成29年度生命理工学院FD研修の開催予定について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料45に基づき，本平成29年度生命理工学院FD研修の開催予定につ

いて説明があった。 

  （２）生命理工学院の研究室使用スペース等について 

          学院長から，本生命理工学院の研究室使用スペース等について説明があり，関連する質疑

応答があった。 

（３）学科・系の所属者について 

和地生命理工学コース主任から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料46に基づき，本学科・系の所属者の概要等

について説明があった。 

（４）長津田ハウス新人歓迎会について 

学院長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料47に基づき，本長津田ハウス新人歓迎会の開催について説明が

あり，湯浅生命理工学系主任から補足説明があった。 

 （５）生命実験系廃棄物倉庫の利用方法の変更について 
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   太田副学院長（研究担当）（技術部バイオ部門長）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料（追加）に基づき，

本生命実験系廃棄物倉庫の利用方法の変更について説明があった。 

 （６）遺伝子実験施設棟の非ＲＩ化について 

太田副学院長（研究担当）（バイオ研究基盤支援総合センター長）から，本遺伝子実験施設

棟の非ＲＩ化について説明があった。 

 

以 上 


