平成２６年４月８日 通研教授会議事録
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日 時：平成２６年４月８日（火）１４時から１８時１７分
場 所：電気通信研究所大会議室
議事に先立ち、異動者から挨拶があった。
平成 26 年 3 月 11 日（水）開催の定例教授会議事録について、承認した。
Ⅰ．報告事項
１．学内外諸会議等報告
（１）部局長連絡会議・教育研究評議会
3 月 18 日開催の部局長連絡会議・教育研究評議会合同会議について、配付資料に基づき以下のとおり
報告があった。
①平成２６年度年度計画（案）
②東北大学アドミニストレイティブ・アシスタント実施要項
③高等研究機構（仮称）設置に向けて
④寄附講座・寄附研究部門の設置
⑤共同研究講座・共同研究部門の設置
⑥リサーチプロフェッサー制度に関する要項の取扱いの改正
⑦国立大学法人東北大学特任教員制度に関する要項の改正
⑧独立行政法人日本原子力研究開発機構との連携・協力
⑨ハラスメント防止対策
➉規程の制定
⑪国立大学協会総会・文部科学省との意見交換会
⑫平成２６年度予算
⑬改正労働契約法を踏まえた対応方針
⑭平成２６年度一般入試実施状況（報告）
⑮平成２６年度新入生特別セミナー
⑯高度教養教育・学生支援機構報告（案）
⑰東北大学アドミッション・ポリシーについて（報告）
⑱学際科学フロンティア研究推進ＷＧ報告
⑲本学における今後の男女共同参画推進体制の強化について
⑳マイクロシステム融合研究開発センター及び省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンタ
ー設置要項の改正
㉑戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）と革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）につい
て
㉒国連防災世界会議開催に向けた本学の対応
㉓耐災害ＩＣＴ研究センターとの連携
㉔防災・減災教育事業の実施について
㉕総長特別賞
㉖ミッションの再定義（途中経過）
㉗第４５回仙台七夕花火祭について
㉘平成２６年度各種会議開催予定（案）
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（２）国際高等研究教育機構運営審議会
議長から、3 月 18 日に開催された国際高等研究教育機構運営審議会について、説明があった。
（３）学生生活協議会
4 月 2 日に開催された学生生活協議会について説明があった。
（４）国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会
2 月 14 日、3 月 14 日に開催された国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会について、説明が
あった。改組を委員会として承認したとの報告があり、それに伴い委員会についても改組を行うとの報告
があった。その他研究教育院生の募集等について報告があった。
（５）附属図書館商議会
3 月 25 日に開催された附属図書館商議会について、新青葉山図書館の整備、本館の改修工事等について
説明があった。
（６）研究教育基盤技術センター運営専門委員会
3 月 20 日に開催された研究教育基盤技術センター運営専門委員会について、資料に基づき説明があった。
２．運営会議等報告
（１）将来計画委員会
将来計画委員会について資料に基づき説明があった。審議事項に議題があるので、そちらで議論したい
との説明があった。
（２）研究企画委員会
研究企画委員会について資料に基づき説明があった。共同プロジェクト研究、研究活動報告書につい
て説明があった。
（３）人事委員会
今年度の人事委員会について報告があった。
教員の個人評価を 5 月ごろに実施するとの報告があった。
（４）安全衛生委員会
3 月 25 日に開催された安全衛生委員会について説明があった。その他の事項として、先月留学生の事
例があったが、外国の事例であったとの報告があった。また、労災の認定について説明があった。4 月
10 日に安全講習会を実施するので対象者は出席してもらいたいとの説明があった。
（５）建物環境委員会
建物環境委員会について資料に基づき説明があった。IT センターの改修工事が始まるとの報告があっ
た。
（６）新棟建設検討委員会
進捗としては約 2 ヶ月遅れており、
人手等の問題もあるので回復は見込めないとの報告があったので、
工期の変更契約を準備しているとの報告があった。引越しの日程についても検討予定であるとの報告が
あった。
（７）学部教務委員会
学部教務委員会について、資料に基づき説明があった。
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レベル認定について資料に基づき説明があった。今後引き続き議論することとした。
（８）電気・情報系進路指導委員会
電気・情報系進路指導委員会について説明があった。学生については、指導教員の先生方にも今後の
指導をお願いしたいとの説明があった。
また、推薦を得てその企業に内定をもらった学生は、基本的にその企業に就職するよう指導願いたい
との説明があった。
（９）ＩＩＳ研究センター運営委員会
IIS 研究センターについて報告があった。今年度についても仙台市から災害復興の強化の目的で延長
が認められたとの報告があった。構成員について説明があり、具体的な災害復興のプロジェクトについ
て説明があった。
（10）通研学務委員会
通研学務委員会について新旧の合同委員会を開催し、引き継ぎを行ったとの報告があった。
（11）産学官連携推進室会議
産学官連携推進室会議について資料に基づき説明があった。荘司特任教授から、補足説明があった。
３．平成２５年度共通施設等決算報告
以下の施設責任者等から、平成 25 年度決算報告について、配布資料に基づき報告があった。
（１）ナノ・スピン実験施設
（２）IT-21 センター
（３）やわらかい情報システム研究センター
（４）研究基盤技術センター
（５）図書室
４．平成２６年度通研共同プロジェクト研究提案書の採択について
平成 26 年度通研共同プロジェクト研究提案書の採択について、資料に基づき説明があった。
５．平成２６年度共同利用・共同研究拠点について
平成 26 年度共同利用・共同研究拠点について、資料に基づき説明があった。
６．外部評価について
外部評価について資料に基づき説明があった。次回のために改善点をまとめたものであるとの報告があ
った。次回の外部評価の時期について、今後参考とするとの説明があった。
７．頭脳循環プログラムについて
頭脳循環プログラムについて説明があった。現在応募書類を作成中であるとの説明があった。
８．電気通信研究機構について
電気通信研究機構について下記のとおり報告があった。
（１）3 月 3 日に耐災害 ICT 開所式、シンポジウムを実施したこと。
（２）3 月 9 日に災害復興シンポジウムを実施したこと。
（３）電子情報通信学会の学術奨励賞について、東北大学電気系から耐災害研究を含む 8 名の受賞者があ
ったこと。
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９．その他
（１）職員及び学生の受賞について
議長から、職員及び学生の受賞について資料に基づき説明があった。
（２）民間等との共同研究の受入について
議長から、民間等との共同研究の受入れについて資料に基づき説明があった。
（３）研究所等研究生の受入及び退学について
議長から、研究所等研究生の受入及び退学について資料に基づき説明があった。
（４）奨学寄附金および受託研究の受入について
奨学寄附金および受託研究の受入について資料に基づき説明があった。
（５）平成２５年度電気通信研究所研究教育助成金経理報告
平成２５年度電気通信研究所研究教育助成金経理報告について、資料に基づき説明があった。
（６）やわらかい情報システム研究センター報告
やわらかい情報システム研究センターについて資料に基づき説明があった。
（７）東北学院大学との意見交換会について
片平南地区南端三角地帯の売却に伴う東北学院大学との意見交換について、今後の予定、実務者協議
会等について説明があった。
（８）外国人研究員（客員）候補者について
追加募集を行うとの説明があり、5 月末締切で候補者を出してほしいとの報告があった。その際、外
国人研究員については応募する研究室が偏っているので、今まで応募をしたことがない研究室には積極
的に検討してもらいたいとの説明があった。
（９）部局ビジョンについて
本部から言い回し等を変更した部局ビジョンの最終版について、資料に基づき説明があった。
Ⅱ．協議事項
１．教員の併任について
議長から、説明があり、審議の結果承認した。

２．平成２７年度概算要求について
平成 27 年度概算要求について資料に基づき説明があった。前回承認された事項の詳細な情報である
との説明があり、提出済であるとの報告があった。
３．平成２６年度総長裁量経費について
平成 26 年度総長裁量経費についてについて資料に基づき説明があった。前回承認された事項の詳細
な情報であるとの説明があり、提出済であるとの報告があった。
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４．非常勤研究員の任用について
議長から、非常勤研究員の任用について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
５．平成２６年度委員会等委員について
平成２６年度委員会等委員について資料に基づき説明があり、一部修正を行った。次回通研教授会に
おいて審議することとした。
６．内規の一部改正について
議長から、内規の一部改正について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
７．将来計画委員会報告に関する意見交換
報告事項であった将来計画委員会報告について、通研の目的である「人間性豊かなコミュニケーショ
ンの実現」に対する意見、今後の研究部門名称等について種々議論が行われた。
Ⅲ．その他
（１）通研要覧について
通研要覧について昨年同様に和文と英文を併記する形で作成予定であるとの報告があり、併せて協力依
頼があった。
（２）研究活動報告について
研究活動報告について各種評価にも対応可能なものを作成する予定であるとの報告があり、併せて協力
依頼があった。
（３）RIEC Award の募集について
RIEC Award の募集についてホームページにも掲載されているとの報告があり、併せて推薦依頼があっ
た。
（４）The 1st International Symposium on Brainware LSI について
The 1st International Symposium on Brainware LSI について、無事終了したとの報告があり、併せて
謝辞があった。
（５）RIEC NEWS について
RIEC NEWS について次回は 7 月発行予定であるが、その内容等について説明があり、併せて原稿執筆
等の協力について依頼があった。
（６）通研紹介ビデオについて
通研紹介ビデオについて英語版が作成されたとの報告があった。
（７）日本学術振興会の特別研究員について
議長から、日本学術振興会の特別研究員制度について工学研究科において 4 月 14 日に説明会が開催さ
れる予定なので、応募希望者は参加願いたいとの説明があった。
（８）次回の開催について
平成 26 年 5 月 13 日（火）14:00 から開催することとした。
以
5 / 5

上

