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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年４月２４日（月）１５：４０～１７：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

 

 １．研究所運営委員会委員及び共同研究運営委員会委員について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．平成３０年度からの基幹経費化の要望について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

３．接合科学研究所オープンラボの利用許可について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

４．平成２９年度広域アジア事業について 

本議題について、配付資料に基づき報告及び協力依頼があった。 

 

５．広域アジア 極限環境対応グローバル接合部門の部屋利用について 

   本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ６．大阪大学の理工系教育研究の将来を考える懇談会について 

   本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

７．工学研究科生産科学コース基幹講座への兼任について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ８．「高度ジョイント生産システム構築」共同研究部門への兼任について 

   本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

９．サーバーメンテナンス対応について 

   本議題について、今後の対応等について説明があった。 

 

【審議事項】 

 

 １．「国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程」の一部改正について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

 

 ２．「広報・データ管理室に関する申し合わせ」及び「産学連携室に関する申し合わせ」の制定

について 
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本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．「実験研究棟耐震改修検討委員会規程」の廃止について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．「退職教授等の受入れに関する教授会申し合わせ」の一部改正について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正のうえ、

これを承認した。 

 

５．ＮＥＤＯプロジェクト研究に係る雇用について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、一部の内容について承認

した。 

 

６．平成２９年度リサーチアシスタントの候補者について  

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ７．加工プロセス学分野について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．接合科学研究所の改組について 

   本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、

資料は必要に応じ修正対応することとした。 

 

９．その他 
  （１）学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、今回は見送ることとした。 

 

  （２）日本溶接協会からの取材依頼について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年５月２２日（月）１５：１０～１７：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．接合科学研究所運営委員会（7/21）及び共同研究運営委員会（8/7）の開催日程について 

本議題について、報告があった。 

 

【審議事項】 

 １．平成２９年度予算配分（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ２．「国立大学法人大阪大学における教員の任期に関する規程」の一部改正について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ３．「大阪大学接合科学研究所附属スマートプロセス研究センター規程」の一部改正について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．任期付教員の再任審査について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ５．平成２９年度「広域アジアものづくり技術・人材高度化拠点形成事業」事業・執行計画の

再作成について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．海外拠点について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．経済産業省平成２９年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業（制度・事業環境整備）「イ

ンドにおける溶接人材育成環境向上支援」への協力について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．新・金相室について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、対策や運用等について、

継続審議することとした。 

 

 ９．連携推進協定について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、一部継続審議とし、これ

を承認した。 



4 
 

 

10．その他 

（１）接合研主催行事の実行方針ルール（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年６月２２日（木）１５：３０～１８：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １０名 

欠 席 者： １名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．平成２８年度決算報告について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．連携推進に関する協定の終了について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

３．平成２９年度テニュアトラック制により採用する若手研究者への支援について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

４．春日丘ハウスの利用方法について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

５．新・金相室について 

本議題について、今後の検討予定について、報告があった。 

 

６．ＪＷＲＩオフィス＠上海交通大学の設置について 

本議題について、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．特任教員（非常勤）の採用について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認

した。 

 

２．任期付教員の再任審査について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

 

３．人事案件（加工プロセス学分野）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、選考委員等の選出につい

て、承認した。 

 

 ４．人事案件及び実験室（ライフイノベーション材料プロセス学分野）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ５．卓越研究員について 

本議題について、説明があり、審議の結果、選考委員の選出について、承認した。 



6 
 

 

 ６．「若手教員雇用ポスト制度」の実施について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、申請する場合はあらため

て審議することとした。 

 

７．接合研主催行事の実行方針ルールについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．荒田記念館の利用計画（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

９．アウトリーチ活動（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとした。 

 

10．兼業について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年７月２０日（木）１１：００～１２：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １０名 

欠 席 者： １名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．平成３０年度概算要求事項について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．ＪＷＲＩオフィス＠上海交通大学の設置について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ３．国際共同利用・共同研究拠点構想について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

 １．特任教員（常勤）の採用について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認

した。 

 

２．特任教員（非常勤）の採用について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部

修正のうえ、これを承認した。 

 

３．平成２９年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．アウトリーチ活動（案）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ５．その他 

 （１）連携研究棟１０３室の使用について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 （２）１月の教授会開催日について 

本議題について、説明があり、審議の結果、再度、調整することとした。 

 

 （３）技術職員との面談について 

本議題について、説明と協力依頼があった。 
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 （４）事務部・技術部合同研修会の実施について 

本議題について、説明と協力依頼があった。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年９月２２日（金）１０：５５～１３：１５ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： ９名 

欠 席 者： ２名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．研究所運営委員会委員について 

本議題について、委員再任の報告があった。 

 

２．助教の選考について 
本議題について、報告があった。 

 

３．アウトリーチ活動について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 
４．接合科学研究所緊急連絡網について 

本議題について、配付資料に基づき報告及び対応依頼があった。 

 

 ５．共通研究棟の結露対策について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

６．共同利用・共同研究拠点の国際化について 
本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

７．平成３０年度概算要求事項について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

１．教員人事について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．任期付教員の再任審査について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．任期付教員の再任審査委員会委員の選出について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．平成２９年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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５．平成２９年度接合科学共同利用・共同研究賞の選考結果について 

本議題について、配付資料及び回覧資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認

した。 

 

 ６．ベトナム溶接技術者教育・研究センター構想について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．平成３０年度以降の運営費交付金（教育経費）配分ルールについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、来年度以降の配分ルール

を変更することを承認した。 

 

 ８．新金相室について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

９．見学等の来訪届出書について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正のうえ、

これを承認した。 

 

10．ニュースレターについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、様式等を一部変更するこ

とを承認した。 

 

 11．その他 

（１）技術部の協力支援について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

（２）春日丘ハウスの利用について 

本議題について、説明があった。 

 

 （３）産学連携シンポジウムについて 

本議題について、確認があった。 

 

 （４）大阪富士工業「先進機能性加工」共同研究部門について 

本議題について、確認があった。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年１０月２３日（月）１５：３０～１７：４０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．平成３０年度以降の広域アジア事業の実施体制について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．助教の選考について 

本議題について、回覧資料に基づき報告があった。 

 

 ３．国際共同利用・共同研究拠点の動きについて 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ４．教授選考について 

本議題について、選考日程等について報告があった。 

 

５．接合研ＰＲポスター（第２弾）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

６．工学研究科の改組について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ７．その他 

（１）Transactions of ＪＷＲＩの機関リポジトリ登録依頼について 

本議題について、報告及び確認があった。 

 

【審議事項】 

１．２月の教授会等開催日について 

本議題について、説明があり、審議の結果、日程変更することを承認した。 

 

２．特任研究員の採用手続きについて 

本議題について、説明があり、審議の結果、一部手続き手順を変更することを承認した。 

 

３．ＪＷＲＩオフィス＠上海交通大学について 

    本議題について、説明があり、審議の結果、今後手続きを進めていくことを承認した。 

 

４．卓越大学院構想（工学研究科）への協力について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、協力対応することを承認

した。 
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５．新たな教員業績評価制度等について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、必要な検討を行うことを

承認した。 

 

 ６．その他 

（１）中国東北大学との学術交流協定について 

    本議題について、説明があり、審議の結果、今後対応を検討することを承認した。 

 

（２）国際会議ＷＳＥについて 

    本議題について、配付資料に基づき説明があった。 

以上 

 

 

 

 

 

 



13 
 

接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年１１月１６日（木）１５：４５～１７：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．接合研ＰＲポスター（第３弾）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ２．紫綬褒章受章記念講演・祝賀会の開催について 

本議題について、お知らせがあった。 

 

【審議事項】 

１．教授の選考について 
    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、候補者として承認した。 
 

２．助教の公募について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．特任教員（常勤）の採用について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．特任教員（非常勤）の採用について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．平成２９年度招へい教員の受入れ（新規）及び称号付与について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．ＪＦＥウエルディング協働研究所の設置について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．海外拠点について 

 本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、本学で承認された海外拠

点として位置付けることについて承認した。 

 

８．インド工科大学との部局間学術交流協定について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、本交流協定は延長しない

こととした。 

 

９．新たな教員業績評価制度等について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、必要な検討を始めていく
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こととした。 

 

10．平成３０年度先導的重点課題について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

11．JOINT WELDING WORKSHOP の開催について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

12．国際ジョイントラボについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、今後手続きを進めること

とした。 

 

 13．その他 

 （１）エックス線装置について 

    本議題について、説明があり、審議の結果、各分野等で確認して対応することとした。 

 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成２９年１２月２２日（金）１１：００～１２：２５ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．接合研ＰＲポスター（第４弾）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．共同利用・共同研究体制の強化・充実について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

３．特任教員（非常勤）の採用について 

本議題について、報告があった。 

 

４．上海交通大学ＪＷＲＩオフィス事務員について 

本議題について、報告があった。 

 

 ５．その他 

 （１）６研プロジェクトについて 

本議題について、報告があった。 

 

 （２）研究所配属の学生について 

本議題について、意見交換を行った。 

 

 （３）経済産業省事業「インドにおける溶接人材育成環境向上支援」への協力について 

    本議題について、協力依頼があった。 

 

 （４）春日丘ハウスの利用について 

    本議題について、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．教授の選考について 
    本議題について、説明があり、審議の結果、候補者として最終決定した。 
 

２．特任教員（常勤）の採用について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．任期付教員の再任審査について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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４．平成３０年度先導的重点課題について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．「大阪大学接合科学研究所長選考規程」の一部改正について 
    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
 

６．「大阪大学接合科学研究所ネットワーク運用管理委員会規程」の一部改正について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、こ

れを承認した。 

 

７．「国立大学法人大阪大学接合科学研究所において実施するテニュアトラック制に関する内

規」の一部改正について 

    本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成３０年１月２６日（金）１０：４５～１３：３０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １０名 

海外出張： １名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

１．接合研ＰＲポスター（第５弾）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．関連企業への募金活動の協力依頼について 

本議題について、配付資料に基づき報告及び提出依頼があった。 

 

３．「学問への扉（マチカネゼミ）」の実施について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ４．事務組織改革に関する第一次報告について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ５．次年度の教員の兼担について 

本議題について、報告があった。 

 

６．出張の件について 

本議題について、報告があった。 

 

７．その他 

（１）データビリティフロンティア機構の兼任・協力教員について 

本議題について、報告があった。 

 

 （２）複合化機構学分野の特任講師について 

本議題について、報告があった。 

 

（３）龍門窓口について 

本議題について、報告があった。 

 

 （４）評価に係る対応について 

本議題について、協力依頼があった。 

 

【審議事項】 

１．助教の選考について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、候補者として決定した。 
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２．特任教員（常勤）の採用について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、候補者として決定した。 

 

３．平成３０年度招へい教員等の受入れ及び称号付与について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．平成３０年度先端基礎科学分野の招へい教授の受入れ担当について 

本議題について、説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．平成３１年度概算要求について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．レーザー加工学会の移転について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．オープンラボ利用内規の一部改正について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．兼業について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

９．産業科学研究所運営協議会委員の推薦について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、推薦者を決定した。 

 

10．所長秘書について 

本議題について、来年度以降の体制について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

11．文科省 先端研究基盤共用促進事業「創形・試作ソリューション」について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

12．教員の役割分化制度にかかる試行の実施について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、協力は見送ることとした。 

 

13．平成３０年度非常勤研究員の雇用計画について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、雇用順位を決定した。 

 

14．エジプト金属研究所との国際会議の開催について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成３０年２月２３日（金）１０：５０～１３：０５ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

 １．平成３０年度部局年度計画について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

２．接合研ＰＲポスター（第６弾）について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

３．文科省の来所対応について 

本議題について、報告があった。 

 

４．外国人教員雇用支援事業にかかる採択結果について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

５．平成３０年度卓越研究員事業の公募について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

６．ハッキング対応（接合研会議申込みシステムの運用凍結）について 

本議題について、報告があった。 

 

 ７．大学教育への研究所・センターからの貢献について 

    本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ８．その他 

 （１）米国研究者との交流について 

本議題について、説明並びに協力依頼があった。 

 

 （２）「事務組織改革に関する第一次報告」に対する意見書について 

本議題について、報告があった。 

 

 （３）産学連携シンポジウムについて 

    本議題について、協力依頼があった。 

 

【審議事項】 

 １．特任教員（常勤）の採用について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 
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２．特任教員（非常勤）の採用（継続）について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．平成３０年度客員教授の称号付与について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．平成３０年度招へい教員の受入れ（新規）及び称号付与について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

５．任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限の特例を認める者について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．研究所運営委員会委員の交代について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

７．研究所共同研究運営委員会委員の交代について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

８．平成３０年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、これを承認

した。 

 

９．平成３１年度概算要求について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

10．JFEテクノリサーチとの単価契約について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

11．オープンラボの利用承認について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料を一部修正の上、これを承認

した。 

 

 12．平成３０年度所内会議の開催日程について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、日程を一部変更の上、これを承認

した。 

 

13．JFEウエルディング協働研究所開所記念シンポジウムの開催について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 14．その他 

（１）共同研究員の募集について 

    本議題について、質問があり、審議の結果、対応を確認した。 

以上 
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接合科学研究所 教授会議事要旨 

 

 

開催日時： 平成３０年３月２６日（月）１５：１０～１６：４０ 

開催場所： 実験研究棟２階特別会議室 

出 席 者： １１名 

陪 席 者： ３名 

 

議   事 

 

【報告事項】 

 １．共同利用・共同研究体制の強化・充実について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

 ２．特任事務職員の選考結果について 

本議題について、報告があった。 

 

３．２０１８年度インド溶接人材育成環境向上支援事業について 

本議題について、配付資料に基づき報告があった。 

 

【審議事項】 

 １．奨学寄附金の取扱いに関する申し合わせについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議とすることとした。 

 

２．平成３０年度国際共同研究員の受入れについて 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．兼業について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

４．技術部管理装置について 

   本議題について、説明があり、審議の結果、受益者負担で新規購入することとした。 

 

５．２０２０年の国際会議について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

６．「外国人招へい研究員の受入れに関する申し合わせ」の廃止について 

本議題について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

以上 
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