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平成２７年度 第４回 大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２７年７月１５日（水）15：10～16：55 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  三原研究科長ほか４７名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

４－１ 平成２７年度授業関係について 

４－２ 学生の異動について 

４－３ 研究指導の委託について 

４－４ 研究生について 

４－５ 海外交流学生について 

４－６ 平成２７年９月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

４－７ 平成２７年９月大学院博士課程修了予定者の論文受理及び審査員指名について 

４－８ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について（学位審査等取扱要項第２２条適用） 

４－９ 論文提出による博士の審査員指名について 

４－10 平成２７年１２月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程に

ついて 

 

プロジェクタ資料 

１ 国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正について 

２ コンプライアンス・危機管理室の設置について 

３ 国立大学法人東京工業大学化学物質等の管理及び化学物資等の取扱いによる健康障害の防止に関

する規則等の一部改正について 

４ 「科学技術創成研究院」の基本的な考え方について 

５ 事務組織の見直しにかかる職員の配置について 

６ 平成２８年４月以降を設置終了日とする寄附講座（部門）・共同研究講座（部門）の取扱いにつ

いて（案） 

７ 教養科目群における主たる担当部局等（案） 

８ 平成２８年度授業日程（案） 

９ 平成２６年度学長裁量経費について 

10 軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等の研究協力について 

11 助教の職務の見直し及び大学院調整額の支給基準の見直しについて 

12 論文情報に基づく世界のトップ大学との比較 

13 給与支給定日の見直しについて（現状と現時点での改正案） 

14 「夏の生活スタイル改革」実施方針 

15 平成２６年度監事監査報告 

16 平成２８年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧 

17 2015年度夏季の電力需給対策について 

18 平成２７年度国立大学法人東京工業大学早期退職に係る募集実施要項（案） 

19 科研費研究計画調書の書き方講座及び説明会のご案内 

20 平成２７年度第１回新採用教員セミナー結果概要 

21 各部局の平成２６年度活動報告及び平成２７年度活動計画 

22 情報セキュリティ事案発生時の対応フローについて 

23 平成２７年度固定資産実査について（案） 
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24 産学連携研究説明会の開催について 

25 準客員若手研究員の受入れについて 

26 高校生のための生命理工学レクチャー2015ポスター 

27 学院・系コース創設準備責任者等への説明会資料 

28 研究室事務補佐員の経理関係等業務の集約化について 

29 特定有期雇用教員等の選考について（平成２７年度中から採用する者） 

30 ソリューション研究機構協力教員の依頼について 

31 平成２７年度後期分授業料の免除及び徴収猶予の申請について 

32 平成２７年度生命理工安全点検重点項目指摘事項一覧 

33 東京工業大学すずかけ台キャンパス食堂業務委託業者の公募について 

34 地元自治会との懇談会プログラム 

35 中学生職場体験（上級学校訪問）受入れについて 

追加 オープンキャンパス７類タイムテーブル 

 

○現在員６４名，公務出張等４名，定足数３１名に対して出席者４８名で教授会成立 

○前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

１－１ 平成２７年度授業関係について 

研究科長から，資料４-１（教務）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。 

１－２ 学生の異動について 

研究科長から，資料４-２（教務）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 研究指導の委託について 

研究科長から，資料４-３（教務）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 研究生について 

研究科長から，資料４-４（教務）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 

研究科長から，資料４-５（教務）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２７年９月大学院修士課程修了予定者の審査員指名について 

研究科長から，資料４-６（教務）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２７年９月大学院博士課程修了予定者の論文受理及び審査員指名について 

研究科長から，資料４-７（教務）に基づき説明があり，審議の結果，２番に係る論文概要

について，論文題目（英語又は日本語）及び概要の一部（略語関係）を修正可能期限までに修

正することを条件として，これを承認した。 

１－８ 大学院博士課程修了予定者の審査員指名について（学位審査等取扱要項第２２条適用） 

研究科長から，資料４-８（教務）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。 

１－９ 論文提出による博士の審査員指名について 

研究科長から，資料４-９（教務）に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを
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承認した。 

１－10 平成２７年１２月大学院生命理工学研究科修士課程及び博士後期課程修了関係事務日程に

ついて 

研究科長から，資料４-10（教務）に基づき報告があった。 

Ⅱ 諸 報 告 

１ 教育研究評議会関係 

   湯浅評議員から，平成２７年度第４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４回２７．７．３開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則等の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（２）コンプライアンス全般の推進強化に伴う全学規則の整備について 

（３）コンプライアンス・危機管理室の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（４）国立大学法人東京工業大学化学物質等の管理及び化学物資等の取扱いによる健康障害の防止

に関する規則等の一部改正について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 

（５）「科学技術創成研究院」の基本的な考え方について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（６）事務組織の見直しにかかる職員の配置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料５） 

（７）平成２８年４月以降を設置終了日とする寄附講座（部門）・共同研究講座（部門）の取扱い

について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（８）教養科目群の科目区分・細分（案）及び主たる担当部局（案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

（９）平成２８年度授業日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（10）平成２６年度学長裁量経費について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（11）軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等の研究協力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 10） 

（12）教育研究に関する諸問題について 

（13）その他 

①会議開催日程等の変更について 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から，平成２７年度第６回及び第７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。なお，第６回（１）助教の職務の見直し及び大学院調整額の支給基準の見直しについて，

意見等がある場合は，7月 27日（月）までに研究科長に申し出るよう発言があった。 

【第６回２７．６．１９開催】  

（１）助教の職務の見直し及び大学院調整額の支給基準の見直しについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 11） 

（２）情報活用ＩＲ室において分析した本学の研究力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 12） 

（３）給与支給定日の変更について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 13） 

（４）夏の生活スタイル改革の実施について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 14） 

（５）平成２６年度監事監査報告について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 15） 

（６）平成２８年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 16） 

（７）２０１５年度夏季の電力需給対策について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 17） 

（８）早期退職希望者の募集について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 18） 

（９）科研費研究計画調書の書き方講座及び説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 19） 

（10）平成２７年度第１回新採用教員セミナー結果概要（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 20） 

（11）平成２７年度研究助成等一覧（H27.5.29～H27.6.11）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各室・センターにおける平成２６年度活動報告及び平成２７年度活動計画について 

②各部局における平成２６年度活動報告及び平成２７年度活動計画について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 21） 

【第７回２７．７．３開催】 

（１）情報セキュリティ事案発生時の対応フローについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 22） 



4 
 

（２）固定資産の実査について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 23） 

（３）産学連携研究説明会の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 24） 

（４）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 

（５）平成２７年度研究助成等一覧（H27.6.12～H27.6.25）受付分について 

（６）部局等の現状と諸問題について 

①各室・センターにおける平成２６年度活動報告及び平成２７年度活動計画について 

②各部局における平成２６年度活動報告及び平成２７年度活動計画について 

③その他 

（７）その他 

①国立大学と関係の深い政府等の基本方針・計画等について 

②会議開催日程等の変更について 

３ 本研究科関係 

（１）準客員若手研究員の受入れについて 
研究科長から、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 25 に基づき、本準客員若手研究員の受入れについて報告があ

った。 

４ 各種委員会報告等 

（１）高校生のための生命理工学レクチャー2015（大隅先生ガードナー賞受賞記念講演会）について 

岩崎生命理工学レクチャー2015準備委員会委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 26に基づき，本生命理

工学レクチャー2015 の開催について説明があった。 

（２）学院・系コース創設準備責任者等への説明会について 

伊藤教育推進室教育改革ＷＧ委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 27 に基づき，本学院・系コース創設

準備責任者等への説明会について説明があり，併せて，シラバス作成に関する協力依頼があ

った。 

（３）2015 年度オープンキャンパス（大岡山）について 

蒲池オープンキャンパス実施連絡委員から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料（追加）に基づき，本 2015 年度

オープンキャンパス（大岡山）について説明があり，併せて，協力依頼があった。 

５ その他 

（１）研究室事務補佐員の経理関係等業務の集約化について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 28に基づき，本経理関係等業務の集約化について，対象研究

室の拡大を図るため，参加希望研究室を募る予定である旨説明があった。なお，大岡山キャン

パスの研究室については，同キャンパスの集約化の動向を踏まえ対応する予定であることから，

今回の募集対象とはしない旨補足説明があった。 

（２）非常勤教員（特定有期雇用教員等）の選考取扱いについて 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 29に基づき，本非常勤教員（特定有期雇用教員等）の選考取

扱いについて説明があった。 

（３）ソリューション研究機構協力教員の依頼について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 30に基づき，本ソリューション研究機構協力教員の依頼につ

いて説明があった。 

（４）平成２７年度後期分授業料の免除について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 31に基づき，本平成２７年度後期分授業料の免除について説

明があった。 

（５）生命理工学研究科安全点検結果について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 32に基づき，本生命理工学研究科安全点検結果について説明

があった。 

（６）化学物質の IASOへの登録について 

研究科長から，化学物質の IASOへの登録について，特に新任教員への登録漏れに関する注
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意喚起があった。 

（７）大学会館２階食堂について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 33に基づき，本大学会館２階食堂について説明があった。 

（８）地元自治会との懇談会プログラムについて 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 34に基づき，本地元自治会との懇談会プログラムについて説

明があった。 

（９）中学生職場体験（上級学校訪問）受入れについて 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 35に基づき，本中学生職場体験（上級学校訪問）受入れにつ

いて，昨年度の協力専攻を踏まえ，今年度は生体システム専攻と生命情報専攻に協力を依頼し

ている旨説明があった。 

（10）ＡＴＭゆうちょ銀行の庇等のさび塗装仕上げについて 

研究科長から，本ＡＴＭゆうちょ銀行の庇等のさび塗装仕上げについて状況報告があった。 

   

以上 


