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平成２７年度 第５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９月１６日（水）15：35～17：20 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  三原研究科長ほか４２名 

 

配付資料 

１（教務案件） 

５－１ 平成２７年度授業関係について 

５－２ 学生の異動について 

５－３ 転研究科及び転専攻について 

５－４ 研究生について 

５－５ 科目等履修生について 

５－６ 平成２７年９月大学院修士課程修了予定者の論文審査員の変更について 

５－７ 平成２７年９月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

５－８ 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） 

５－９ 平成２７年９月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

５－10 平成２７年１０月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

５－11 平成２７年９月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

５－12 大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第２２条適用） 

５－13 論文提出による博士の学位授与について 

５－14 平成２８年３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年俸制適用職員業績評価規則の制定について 

２ 東京工業大学理学院，工学院，物質理工学院，情報理工学院，生命理工学院，環境・社会理工学

院，リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院創設準備委員会設置要項（案） 

３ 平成２８年４月に実施する教育研究組織の改革について（案） 

４ 平成２８年度における学長直下に置かれている組織の整理（案）等 

５ 平成１９年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針等 

６ すずかけ台キャンパス食堂業務委託業者の審査結果について（報告） 

７ 教育研究評議会の構成の見直しについて（案）等 

８ 平成２８年度以降の教授会通則規定内容の整理 

９ 学院における審議機関の位置づけ及び審議事項等案 

10 有期雇用職員就業規則制定方針（概要版） 

11 学外研究機関等との連携協力制度（案） 

12 中期目標・中期計画（素案） 

13 平成２７年度「研究の種発掘」支援選考結果 

14 平成２７年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（６月）の周知徹底について（依頼） 

15 日常書面監査からの注意事項 

16 平成２７年度予算の早期執行について（通知） 

17 次世代型セキュリティ機器の試験運用について 

18 PRTR 報告 大気排出量／使用量 

19 平成２７年度『スーパーグローバル大学創成支援』事業 Tokyo Tech Forum-Tokyo Tech & 

UC Santa Barbara Work shop-（仮称）の開催について 
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20 平成２７年１０月入学大学院修士課程，平成２８年 4 月入学大学院修士課程・専門職学位 

課程入学試験等志願状況 

21 平成２７年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２７年１０月東京工業大学 

大学院入学式について 

22 平成２７年度国立大学法人等職員採用試験等について 

23 教育研究組織（学院等）と規則の関係図（案）等 

24 東京工業大学学部学則の一部改正について等 

25 学外研究機関等との連携協力制度（案） 

26 人事ポイントの算出方法について等 

27 田町へ配置する組織・機能の選定方針について 

28 平成２５年度決算に関する参議院の議決及び平成２５年度決算審査措置要求決議について 

29 改革推進に関するアンケートへの協力について（依頼） 

30 学内脆弱性調査（予防的な情報セキュリティの取り組み）について 

31 部局における研究倫理映像教材の利用について 

32 平成２７年度第２回新採用教員セミナー日程（案） 

33 出張報告の新たな方式の試行に関する中間報告と改善提案について 

34 マイナンバー制度の開始に伴うお願い 

35 部局照会後の部局からの意見 

36 準客員若手研究員の受入れについて 

37 大学院生命理工学研究科特別研究員の称号付与について 

38 高校生のための生命理工学レクチャー2015 ポスター 

39 第２回生命理工学トップリーダーフォーラム開催のご案内 

40 留学生向けの寮のご紹介等 

41 長津田ハウスとすずかけ台キャンパス間のスクールバスの運行（試行）に係る駐車スペースの確

保について 

42 すずかけ台グランド下整備計画（案）について 

43 中学生職場体験（上級学校訪問）受入れについて 

44 「第２期中期目標期間の教育研究の状況についての評価」に係る説明会資料等 

45 科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－ 

 

○現在員６４名，公務出張等８名，定足数２９名に対して出席者４３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５-１（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５-２（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 転研究科及び転専攻について 

研究科長から，資料５-３（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５-４（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
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承認した。 

１－５ 科目等履修生について 

研究科長から，資料５-５（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論文審査員の変更について 

研究科長から，資料５-６（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月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

研究科長から，資料５-７（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。 

１－８ 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５-８（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 平成２７年９月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

研究科長から，資料５-９（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

承認した。 

１－10 平成２７年１０月大学院博士後期課程進学試験合格者について 

研究科長から，資料５-10（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。 

１－11 平成２７年９月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

研究科長から，現在員６４名，公務出張等８名，定足数３８名に対し出席者が４３名で定足

数を満たしている旨報告があった。次いで，研究科長から，資料５-11（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。 

１－12 大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第２２条適用） 

研究科長から，資料５-12（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。 

１－13 論文提出による博士の学位授与について 

研究科長から，資料５-13（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。 

１－14 平成２８年３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５-14（教務）に基づき報告があった。 

２ 教員選考について          

  （１）生体システム専攻 協力講座 ゲノム機能解析講座 准教授 

研究科長から，生体システム専攻長から標記協力講座に係る教員選考依頼書の提出があった

旨報告があり，次いで，同専攻長から選考経過及び候補者の略歴・業績等について説明があり，

審議及び可否投票の結果，当該候補者を同講座の准教授に任用することを承認した。 

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５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５回２７．９．４開催】 

（１）国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則の制定について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料１） 

（２）国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項の一部改正について 

（３）特別教育研究コース修了証書に関する取扱いの一部改正について 

（４）科学技術創成研究院創設準備会の設置について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料２） 

（５）平成２８年４月に実施する教育研究組織の改革について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料３） 
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（６）平成２８年４月に実施する大学運営組織の改革について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料４） 

（７）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５） 

（８）経営系専門職大学院認証評価における改善報告書の提出について 

（９）インド工科大学マドラス校（インド）全学・授業料不徴収協定の新規締結について 

（10）台湾国立交通大学とのダブルディグリー教育プログラムの実施について 

（11）共同研究部門の設置について 

（12）国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等についての一部改正につ

いて 

（13）防衛省「安全保障技術研究推進制度」への申請について 

（14）平成２７年度オープンキャンパスの実施報告について 

（15）すずかけ台キャンパス食堂業務委託業者の審査結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料６） 

（16）教育研究に関する諸問題について 

（17）その他 

①国立大学法人東京工業大学組織運営規則（案）について 

②平成２８年度以降の教育研究評議会及び部局長等会議の構成の見直しについて 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料７） 

２ 部局長等会議関係 

研究科長から，平成２７年度第８回及び第９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。また，第９回（12）①出張報告の新たな方式の試行に関する中間報告と改善提案につ

いて，関連質疑があった。 

【第８回２７．７．１６開催】  

（１）平成２８年度以降の「教授会通則」規定内容について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料８） 

（２）学院における審議機関の位置付け及び審議事項等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料９） 

（３）有期雇用職員就業規則制定方針について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料10） 

（４）学外研究機関等との連携協力制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料11） 

（５）第３期中期目標・中期計画（素案）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料12） 

（６）平成２７年度「研究の種発掘」支援選考結果（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料13） 

（７）平成２７年度定期監査（会計経理関係）の実施結果（６月）の周知徹底について 

                                 （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料14） 

（８）日常書面監査からの注意事項について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料15） 

（９）平成２７年度予算の早期執行について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料16） 

（10）次世代型セキュリティ機器の試験運用結果について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料17） 

（11）本学から環境中に排出されている有機溶剤の削減について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料18） 

（12）平成２７年度『スーパーグローバル大学創成支援』事業Tokyo Tech Forum-Tokyo Tech & UC 

Santa Barbara Work shop-（仮称）の開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料19） 

（13）平成２７年度１０月入学及び平成２８年度４月入学大学院修士課程入学試験等志願状況に

ついて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料20） 

（14）平成２７年９月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成２７年１０月東京工業大

学大学院入学式について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料21） 

（15）平成２７年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験等について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料22） 

（16）平成２７年度研究助成等一覧（H27.6.16～H27.7.9）受付分について 

（17）部局等の現状と諸問題について 

（18）その他 

【第９回２７．９．４開催】 

（１）学院等運営体制に関する規程等のひな型の提示について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料23） 

（２）学則，学習規程等の一部改正案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料24） 
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（３）学外研究機関等との連携協力制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料25） 

（４）教員人事ポイント及び学長裁量ポイントについて（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料26） 

（５）田町に配置する組織・機能の選定方針について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料27） 

（６）平成２５年度決算に関する参議院の議決及び平成２５年決算審査措置要求決議について 

                                      （ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料28） 

（７）改革推進に関するアンケートへの協力について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料29） 

（８）学内脆弱性調査（予防的な情報セキュリティの取り組み）について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料30） 

（９）部局における研究倫理映像教材の利用について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料31） 

（10）平成２７年度第２回新採用教員セミナーの開催について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料32） 

（11）平成２７年度研究助成等一覧（H27.7.10～H27.8.24）受付分について 

（12）部局等の現状と諸問題について 

①出張報告の新たな方式の試行に関する中間報告と改善提案について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料33） 

（13）その他 

①マイナンバー制度について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料34） 

②給与支給定日の変更の延期について（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料35） 

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 36 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。 

（２）大学院生命理工学研究科特別研究員の称号付与について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 37 に基づき，本称号付与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（11月 23日）について 

主査から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 38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）研究紹介ポスターの作成等について 

秦補佐会委員から，本研究紹介ポスターの作成等について協力依頼があった。 

（３）第２回生命理工学トップリーダーフォーラム（11 月 25 日）について 

廣田補佐会主査から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 39 に基づき，本トップリーダーフォーラムの開催につ

いて，概要説明及び参加依頼があった。 

  （４）長津田ハウスについて 

下嶋准教授（すずかけ台ハウス運営委員会委員）から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 40 に基づき，長津田

ハウスなど留学生向けの寮等に関する案内があった。 

 ５ その他 

（１）教員の他部局への異動について        

研究科長から，生体システム専攻加藤明助教が，１０月１日付けでバイオ研究基盤支援総合

センター准教授として異動することとなった旨説明があった。 

（２）助教の退職について 

研究科長から，徳永・十川研究室深川暁宏助教が，８月３１日付けで退職した旨説明があ

った。 

（３）コラファス賞受賞者について 

研究科長から，本コラファス賞について，生命理工学研究科からは２名が受賞した旨説明

があった。 

（４）長津田ハウスとすずかけ台キャンパス間のスクールバスの運行について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 41に基づき，本スクールバスの運行について説明があった。 

（５）すずかけ台グランド下整備計画（案）について 
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研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料42に基づき，本すずかけ台グランド下整備計画（案）について

説明があった。 

（６）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43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の２専攻に協力しても

らうこととした旨説明があった。また，町田市立南成瀬中学校については，立花研において，２６

日（木）の２名に加え，２５日（水）に２名の追加受入れを行う予定である旨補足説明があった。 

（７）「第２期中期目標期間の教育研究の状況についての評価」について 

研究科長から，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 44に基づき，本第２期中期目標期間の教育研究の状況につい

ての評価について，概要説明及び協力依頼があった。また，湯浅評議員から，研究室卒業生等

へのアンケート調査に関する協力依頼があった。 

（８）生命 FD研修について   

研究科長から，本生命 FD研修について，１１月１８日（水）の教授会終了後，助教以上の

教員を対象として，コンプライアンス関係を内容として開催する予定である旨説明があった。

また，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ資料 45 に基づき，「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－（丸善

出版）」について，助教以上の教員と JSPS 特別研究員あてに配布予定である旨説明があり，

通読するよう発言があった。 

（９）留学生向け寮等に係る案件等について 

梶原国際関係室長から，留学生向けの寮や留学生に係る案件等のうち，関係委員会等の所

掌外のものについては，今後，国際関係室で担当することとする旨説明があった。 

（10）動物慰霊祭等について 

     廣田准教授から，９月１７日（木）に動物慰霊祭を開催する旨案内があった。また，生物

実験棟利用者講習会を開催する予定である旨説明があった。 

 

以上 


