２０１８年４月教授会 議事概要
日 時
場所

平成 30 年４月 11 日（水）13:30～15：05
経済研究所 会議室

出席者 所長、他 24 名
欠席者 ２名
議事に先立ち、４月１日付け採用者等の挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１．法学部における早期卒業制度の導入について

資料 １

所長から、資料に基づき説明があった。意見等の聴取を行ったが意見はなかった。
２．経営管理研究科の設置に伴う学内規則等の制定及び一部改正について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学学位規則の一部改正について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．「一橋大学強化プラン（５）：日本の社会科学の発展に向けて」について

資料 ４

所長から、資料に基づき報告があった。
５．法科大学院認証評価評価報告書について

資料 ５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．修士課程の９月修了について

資料

６

所長から、資料に基づき報告があった。
７．平成３０年度転学部、複合領域コース編入学、再入学及び聴講生選考の実施結果について 資料

７

事務長から、資料に基づき報告があった。

８．平成２９年度（平成３０年３月）卒業者数及び修了者数について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．平成２９年度学部休学者及び学部退学者について
事務長から、資料に基づき報告があった。
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資料 ９

10．一橋大学古本募金の実績報告について

資料１０

事務長から、資料に基づき報告があった。
11．学部・大学院入試関係について

資料１１

事務長から、資料に基づき報告があった。
12．交流協定の締結について

資料１２

事務長から、資料に基づき報告があった。
研究所関係

Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員准教授の採用について

資料１３

担当教授から経歴・研究業績、採用期間、審査委員候補者３名についての説明があり、所長から、
人事を開始することについて提案の後、承認された。
２．国際共同利用・共同研究拠点（仮称）の申請について

資料１４

所長から資料に基づき説明の後、承認された。
３．平成３０年度共同利用共同研究拠点の追加公募について

資料１５

所長から資料に基づき説明の後、承認された。
４．Short-term Visitor の受け入れについて
（１） 受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１６

（２） 受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１７

（３） 受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

追加資料

５．学内・所内各種委員会からの審議事項
①『経済研究』第 69 巻第３号の企画について

追加資料

『経済研究』編集長から、資料に基づき説明の後、承認された。
６．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．経済研究所運営委員会の実施報告について
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資料１８

所長から、資料に基づき報告があった。

２．経済研究所助成基金運営委員会の実施報告について

資料１９

所長から、資料に基づき報告があった。
３．資料室および統計情報研究センター資料室のガイドツアーについて

資料２０

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
４．貸出を受けた資料の更新について（資料室）
資料調査委員から、報告があった。
５．平成 30 年度（2018 年）大学院入学試験等の日程について

資料２１

大学院教育専門委員から、資料に基づき報告があった。
６．寄附金の受入れについて

資料２２

所長から、資料に基づき報告があった。
７．学内・所内各種委員会からの報告事項
①『経済研究』第 69 巻第４号の定例研究会及び『経済研究』第 70 巻第３号の特集企画について
『経済研究』編集長から、資料に基づき報告があった。

別添資料

②平成 30 年度比較経済・世界経済研究部門の特任ポストの運用について
教授から、同部門の特任ポストの運用について報告があった。
③財務総合政策研究所とのワークショップについて
所長から、ワークショップ開催についての報告があった。
８．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料２３

所長から、資料に基づき報告があった。
９．その他
（１）その他
①謝金支出基準等の改正について

資料２４

事務長から、資料に基づき報告があった。
（２）今後の行事日程
所長から、報告があった。
５月戦略委： 2018 年 ５月 ７日（月）１０時３０分
５月教授会： 2018 年 ５月１６日（水）１３時３０分

-3-

２０１８年５月教授会 議事概要
日 時

平成 30 年５月 16 日（水）13:30～16：30

場 所

経済研究所 会議室

出席者

所長、他 22 名

欠席者

３名

議事に先立ち、採用者の挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１．学生の処分について

資料

１

所長から、資料に基づき説明があった。
２．平成２９年度の著書・論文数等の実績について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学学部履修規則の一部改正について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則の一部改正について

資料 ４

所長から、資料に基づき報告があった。
５ ． ２ ０１ ８ 年度 オ ープ ン キ ャン パ スの 実 施に つ い て

資料 ５

所長から、資料に基づき報告があった。
６. 平成 30 年度（春夏学期）多摩地区国立５大学単位互換制度等に基づく派遣及び受入学生数について
資料 ６
所長から、資料に基づき報告があった。
７. 平成２９年度情報セキュリティ対策としての自己点検の結果報告について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。
８. 大学院入試関係について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９. 交流協定の締結について

資料

事務長から、資料に基づき報告があった。
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９

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経 済 計 測 研 究 部 門 の 採 用 人 事 に つ い て

資料１０

教授から、資料に基づき説明があった後、所長から教授会上程の提案があり、投票の結果承認され
た。
引き続き、人事委員会委員の選出が行なわれ、２名が選出された。
（２）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について
①特任准教授

資料１１

教授から、資料に基づき説明があった後、所長から申し合わせにより業績審査を行わず、採用を決
定する旨の提案があり、承認された。
②特任准教授

資料１２

教授から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、承認され
た。
（３）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員准教授の採用について

事前配布資料

審査委員から業績審査についての説明があった後、承認された。
２ ． テ ニ ュア ト ラ ック制 に お け る講 師 採 用の新 設 に つ いて

資 料１ ３

教授から、資料に基づき説明があった後、承認された。
３．国際共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項等について

資料１４

教授から、資料に基づき説明があった後、意見の聴取を行った。
４．経済制度研究センター助手の後任について

資料１５

センター主任から、資料に基づき説明があった後、承認された。
５．本体決算等について
（１）

平成２９年度決算報告について

資料１６

（２）

平成３０年度予算（案）について

資料１７

（３）

平成２９年度特別経費、共同利用共同拠点運営費等の決算及び平成３０年度予算（案）

（４）

について

資料１８

間接経費の平成２９年度決算及び平成３０年度予算（案）について

資料１９

（１）から（４）について、総務係長から資料に基づき説明があった後、承認をされた。
（５）

平成２９年度資料室事業報告等について
資料調査委員から、資料に基づき説明があった後、承認された。
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資料２０

６．社会科学統計情報研究センター業務経過報告等について
（１）平成２９年度社会科学統計情報研究センター業務経過報告について

資料２１

（２）平成３０年度社会科学統計情報研究センター事業計画（案）及び予算（案）について
資料２２
（１）及び（２）について、センター主任及び准教授から、資料に基づき説明があった後、承認され
た。
７．一橋大学客員研究員の受入れについて

資料２３

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された
８．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２４

（２）

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２５

（３）

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２６

（４）

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２７

９．欧文研究叢書出版に関するシュプリンガー社とのライセンス契約の締結について

資料２８

研究叢書委員から、資料に基づき説明があった後、承認された。
10．情報基盤センター教室の統計ソフトの更新について
全学アプリケーション検討専門委員会委員から説明があった後、不承認となった。
11．経済研究所電子計算機システム調達日程（案）について

資料２９

大規模データ分析支援室委員から、資料に基づき説明があった後、承認された。
12．学内・所内各種委員会からの審議事項
なし。
13．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．人社データインフラ構築プログラム「人文学・社会科学系学術的調査データの現状に関する調査」に
ついて

資料３０

教授から、資料に基づき報告があった。
２．平成３１年度購読タイトル見直しのアンケートについて
資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
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資料３１

３．書籍ご寄贈のお願いについて

資料３２

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
４．所内作成資料の電子化とウェブサイト公開について

資料３３

センター主任から、資料に基づき報告があった。
５．所内戦略推進経費の募集について
所長から報告があった。
６．学内・所内各種委員会からの報告事項
①「電子時代の英文書籍出版について考える」について

別紙資料

附属図書館委員から、資料に基づき報告があった。
７．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料３４

所長から、資料に基づき報告があった。
８．その他
（１）その他
なし。
（２）今後の行事日
所長から、報告があった。
５月戦略委： 2018 年 ５月 ７日（月）１０時３０分
５月教授会： 2018 年 ５月１６日（水）１３時３０分
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２０１８年６月教授会 議事概要
日 時 平成 30 年６月 13 日（水）13:30～15：35
場所 経済研究所 会議室
出席者 所長、他 22 名
欠席者 ３名
議事に先立ち、採用者の挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１．一橋大学学則の一部改正等について

資料

１

所長から、資料に基づき説明があった。意見等の聴取を行ったが意見はなかった。
２．一橋大学大学院商学研究科細則の一部改正について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学大学院博士後期課程進学者選考内規の一部改正について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．特別選考による博士後期課程編入学者選考内規の一部改正について

資料 ４

所長から、資料に基づき報告があった。
５．平成２９事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

資料 ５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．授業時間外学修時間に係るアンケート調査の実施について

資料 ６

所長から、資料に基づき報告があった。

７．平成３１年度概算要求（施設整備費）について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。

８．平成３０年度一橋大学節電計画について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．平成３０年度一橋大学公開講座の実施について
事務長から、資料に基づき報告があった。
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資料 ９

10. 学部・大学院入試関係について

資料１０

事務長から、資料に基づき報告があった。

11. 交流協定の締結について

資料１１

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経済・統計理論研究部門の採用人事について
①講師

資料１２

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて、投票の結果、承認された。
②特任准教授
審査員から業績審査報告があった後、採用することについて、発声をもって承認された。
（２）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員准教授の採用について

資料１３

教授から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、承認され
た。
（３）世代間問題研究機構の採用人事について

資料１４

機構長から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、承認
された。
２ ． 平成 ２ ９年 度 研究者 業 績に つ いて

資料 １５

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
３．経済制度研究センター業務経過報告等について
（１）平成２９年度経済制度研究センター業務実績報告について

資料１６

（２）平成３０年度経済制度研究センター業務計画（案）及び予算（案）について

資料１７

センター主任から、資料に基づき説明があった後、意見の聴取を行った。
４．世代間問題研究機構事業報告等について
（１）平成２９年度世代間問題研究機構事業報告について

資料１８

（２）平成３０年度世代間問題研究機構事業計画（案）及び予算（案）について

資料１９

機構長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
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５．経済社会リスク研究機構事業報告等について
（１）平成２９年度経済社会リスク研究機構事業報告について

資料２０

（２）平成３０年度経済社会リスク研究機構業務計画（案）及び予算（案）について

資料２１

機構主任から、資料に基づき説明があった後、承認された。
６．平成３０年度本所当初予算の変更について

資料２２

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
７．一橋大学客員研究員の受入れについて

資料２３

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された
８．Short-term Visitor の受け入れについて
（１） 受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２４

（２） 受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２５

９．国際共同利用・共同研究拠点の申請書について

別紙

評議員から、資料に基づき説明があった後、承認された。
10．学内・所内各種委員会からの審議事項
なし。
11．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．第７７回国立大学附置研究所・センター長会議について

資料２６

評議員から、資料に基づき報告があった。
２．２０１９年購読雑誌について
資料調査委員から、資料に基づき報告があった。

資料２７

３．寄贈雑誌等の受入・保存期間等希望調査(アンケート）について
資料調査委員から、資料に基づき報告があった。

資料２８
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４．資料室購読新聞のマイクロフィルム購入について

資料２９

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
５．統計情報研究センター資料室の統計資料ガイダンスについて
センター主任から報告があった。

資料３０

６．学内・所内各種委員会からの報告事項
① 機構長からワークショップ開催について報告があった。
② 大学院教育専門委員から大学院入試の出題委員及びチェックイン制度の改訂等について報告があ
った。
③ 全学アプリケーション検討専門委員から、統計解析ソフトのライセンス状況について報告があっ
た。
７．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料３１

所長から、資料に基づき報告があった。
８．その他
（１）その他
①平成３０年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究の追加公募について評議員から報告
があった。
②会議室等使用報告書の提出について評議員から報告があった。
（２）今後の行事日程
７月戦略委： 2018 年 ７月 ２日（月）１０時３０分
７月教授会： 2018 年 ７月１１日（水）１３時３０分
暑気払い ： 2018 年 ７月１９日（木）１７時３０分
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２０１８年７月教授会 議事概要
日時

平成 30 年７月 11 日（水）13:30～15：25

場所

経済研究所 会議室

出席者 所長、他 25 名
欠席者 １名
議事に先立ち、採用者の挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１．平成３１年度学年暦について

資料

１

所長から、資料に基づき説明があった。意見等の聴取を行ったが意見はなかった。
２．一橋大学大学院経営管理研究科規則及び細則の一部改正について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学大学院法学研究科規則の一部改正について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．一橋大学大学院社会学研究科規則及び細則の一部改正について

資料 ４

所長から、資料に基づき報告があった。
５．一橋大学大学院国際企業戦略研究科規則及び細則の一部改正について

資料 ５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．一橋大学教職課程履修規則の一部改正について

資料 ６

所長から、資料に基づき報告があった。
７．外国人留学生数（平成 30 年５月１日現在）について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。
８．一橋大学創立１４０周年記念講演会シリーズ第４回について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．平成３０年度ストレスチェックの実施について
事務長から、資料に基づき報告があった。

-1-

資料 ９

10．
「ノー残業月間」の実施について

資料１０

事務長から、資料に基づき報告があった。
11．事務組織の見直しについて

資料１１

事務長から、資料に基づき報告があった。
12．平成３０年度キャンパスクリーンデーの実施について

資料１２

事務長から、資料に基づき報告があった。
13. 学部・大学院入試関係について

資料１３

事務長から、資料に基づき報告があった。
14. 交流協定の締結について

資料１４

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．次期所長選考日程（案）について

資料１５

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
２．人事
（１）経済・統計理論研究部門講師の採用日変更について
所長から、採用日変更について説明があった後、承認された。
（２）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員准教授の採用について

資料１６
事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて、発声をもって承認された。
（３）世代間問題研究機構特任助教の採用について

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて、発声をもって承認された。
３．経済社会リスク研究機構の設置期間の延長について
経済社会リスク研究機構主任から、設置期間延長について説明があった後、承認された。
４．一橋大学客員研究員の受入れについて

資料１７

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された
５．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１８

（２）

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１９
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６．平成３１年度和文叢書の企画について

資料２０

教授から、資料に基づき説明があった後、承認された。
７．欧文叢書出版に関わる教授会申し合わせの改正について

資料２１

叢書委員から、資料に基づき説明があった後、承認された。
８．学内・所内各種委員会からの審議事項
①『経済研究』第 69 巻第４号の企画について
『経済研究』編集委員長から説明があった後、承認された。
９．その他
なし。

Ⅱ．報告事項
１．平成３１年度新学術領域研究部門（国内客員部門）の担当について

資料２２

所長から、資料に基づき報告があった。
２．共同利用・共同研究拠点平成２９年度実施状況報告書について

別紙１

所長から、資料に基づき報告があった。
３．ロシア研究センターと東欧南東欧研究所との研究協力覚書の締結について

資料２３

ロシア研究センター主任から、資料に基づき報告があった。
４．平成３１年度経済研究所教員等海外派遣事業実施要領について

資料２４

所長から、資料に基づき報告があった。
５．平成３１年度一橋大学教員等海外派遣事業実施要領について

資料２５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．和文叢書執筆者の募集(2020 年度以降)について叢書委員から報告があった。
７．2019 年購読中止雑誌及び購読形態変更雑誌について

資料２６

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
８．平成３０年度人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築プログラム
拠点機関におけるデータ共有基盤の構築・強化委託業務の申請について
教授及び准教授から資料に基づき報告があった。
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別紙２

９．寄付金受入れ報告について

資料２７

所長から、資料に基づき報告があった。
10．学内・所内各種委員会からの報告事項
①次期電子計算機システムの意見募集について
大規模データ分析支援室長から報告があった。
②Stata ライセンス一括購入のとりまとめについて
大規模データ分析支援室長から報告があった。
③次期情報処理システムについて
全学アプリケーション検討専門委員から報告があった。
11．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料２８

所長から、資料に基づき報告があった。
12．その他
（１）その他
①注意喚起：大学の資産である物品の持ち出し及び個人情報等の取り扱いについて
所長から注意喚起があった。
②特任助教の公募日程等について
評議員から報告があった。
③平成３１年度経済研究所教員の研究専念制度について
所長から報告があった。
④平成２９年度一橋大学教育職員評価について
所長から報告があった。
⑤兼松講堂改修に係るプレハブの設置について（統計情報研究センター東側）
所長から報告があった。
⑥アンケートの協力依頼（発達障害特性もしくはひきこもり傾向のある大学生のニーズ調査）
所長から協力依頼があった。
⑦国際共同利用・共同研究拠点の申請について
評議員から謝意があった。
⑧退職者の挨拶について
教員から挨拶があった。
（２）今後の行事日程
暑気払い

： 2018 年 ７月１９日（木）１７時３０分

共同利用・共同研究拠点中間評価ヒアリング：
2018 年 ７月２０日（金）１６時１０分～１６時４０分
10 月戦略委： 2018 年 １０月 １日（月）１０時３０分
10 月教授会： 2018 年 １０月１０日（水）１３時３０分
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２０１８年１０月教授会 議事概要
日

時

平成 30 年 10 月 10 日（水）13:30～15：30

場

所

経済研究所 会議室

出席者

所長、他 22 名

欠席者

２名

議事に先立ち、採用者等の挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１．一橋大学学則の一部改正について

資料

１

所長から、資料に基づき説明があった。意見等の聴取を行ったが意見はなかった。
２．国立大学法人一橋大学基本規則及び一橋大学経済研究所附属経済社会リスク研究機構規則の
一部改正について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学全学共通教育教員会議規則の一部改正について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．平成 31 年度大学入試センター試験における各大学への割当数について

資料 ４

事務長から、資料に基づき報告があった。
５．平成 31 年度大学入試センター試験実施に伴う監督者・補助者の依頼範囲について

資料

５

事務長から、資料に基づき報告があった。
６. 平成 31 年度本学一般入学試験実施に伴う監督者・補助者の依頼範囲について

資料 ６

事務長から、資料に基づき報告があった。
７. 勤怠管理システムの対象者拡大について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。
８．平成 30 年度全教職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．事務組織の見直しについて

資料 ９

事務長から、資料に基づき報告があった。
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10．第 53 回天下市及び第 49 回くにたち秋の市民まつりの開催に伴う門扉の開閉時間

資料１０

変更について
事務長から、資料に基づき報告があった。
11．一橋大学における研究費不正使用防止計画について

資料１１

事務長から、資料に基づき報告があった。
12．平成 30 年度（平成 30 年９月）卒業者数及び修了者数について

資料１２

事務長から、資料に基づき報告があった。
13．FD「本学の障害学生支援における実施状況と課題」の実施について

資料１３

事務長から、資料に基づき報告があった。
14．一橋大学 2018 オープンキャンパス実施結果について

資料１４

事務長から、資料に基づき報告があった。
15．第９回一橋大学中部アカデミアについて

資料１５

事務長から、資料に基づき報告があった。
16．Jean Tirole 教授の特別講演会（18 歳からの国際・公共政策セミナー）開催について

資料１６

事務長から、資料に基づき報告があった。
17. 一橋大学創立 140 周年記念講演会シリーズ第４回について

資料１７

事務長から、資料に基づき報告があった。
18. 大学院入試関係について

資料１８

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経済計測研究部門の採用人事について

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（２）客員教授の採用職名の変更について
所長から説明があった後、採用職名の変更について承認された。
（３）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について
教授から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、
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資料１９

承認された。
（４）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）の採用人事について

資料２０

教授から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、
承認された。
（５）大規模データ分析支援室の採用人事について

資料２１

大規模データ分析支援室長から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することに
ついて提案があり、承認された。
２．平成３１年度共同利用共同研究拠点事業の公募について

資料２２

評議員から、資料に基づき説明があった後、承認された。
３．一橋大学客員研究員の受入れについて

資料２３

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された
４．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２４

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２５

（３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２６

（４）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２７

（５）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２８

（６）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２９

（７）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料３０

５．学内・所内各種委員会からの審議事項
①『経済研究』第 70 巻第１号の企画について
『経済研究』編集委員会委員長から、資料に基づき説明を行い、承認された。
６．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．国際共同利用・共同研究拠点の審査結果について
所長から報告があった。
２．経済研究所教員の経済学部演習担当について

資料３１

所長から、資料に基づき報告があった。
３．2019 年度経済研究所教員の研究専念制度について
教授から、資料に基づき報告があった。
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資料３２

４．2019 年度非常勤研究員の委嘱について
所長から報告があった。
５．2019 年度研究機関研究員・技術補佐員・ＲＡの募集について
所長から報告があった。
６．和文叢書の執筆者募集について
叢書委員から報告があった。
７．寄付金受入れ報告について

資料３３

所長から、資料に基づき報告があった。
８．学内・所内各種委員会からの報告事項
①『経済研究』掲載論文の転載について
②『経済研究』Online Appendix ページの作成について
『経済研究』編集委員会委員長から資料に基づき報告があった。
③2019 年レアプランの作成について
大学院教育専門委員会委員から、2019 年レアプランの作成について報告があった。
９．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料３４

所長から、資料に基づき報告があった。
10．学内・所内各種委員会からの報告事項
①平成２９年度一橋大学教育職員評価について
所長から報告があった。
②2019 年度 新学術領域研究部門(国内客員部門)の担当について
所長から報告があった。
③歴史資料整備委員会（仮称）の設置について

資料３５

教授から報告があった。
④休日講義の対応について
所長から報告があった。
⑤平成 30 年度第４回一橋大学政策フォーラムについて
教授から、資料に基づき報告があった。
⑥人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築プログラムについて
教授から報告があった。
（２）今後の行事日程
所長選考：2018 年 １０月１５日（月）１０時００分
11 月戦略委：2018 年 １１月 ５日（月）１０時３０分
11 月教授会：2018 年 １１月１４日（水）１３時３０分
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資料

２０１８年１１月教授会 議事概要
日

時

平成 30 年 11 月 14 日（水）13:30～15：10

場

所

経済研究所 会議室

出席者

所長、他 22 名

欠席者

３名

部局長会議・教育研究評議会関係
１．平成 31 年度学年暦について

資料 １

所長から、資料に基づき報告があった。
２．平成 31 年度大学入試センター試験の監督者説明会の開催について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．平成 30 年度キャンパス・ハラスメント防止研修について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．ハラスメント相談の現状について
事務長から、資料に基づき報告があった。
５．過半数代表者の選出について

資料 ４

所長から、資料に基づき報告があった。
６. 第３期全学情報化グランドデザインについて

資料 ５

事務長から、資料に基づき報告があった。
７. 一橋祭期間中の自動車等の構内乗り入れ規制の実施について

資料 ６

事務長から、資料に基づき報告があった。
８．社会科学古典資料センター設立 40 周年記念行事の開催について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．平成 30 年度総合防災訓練の実施について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
10．大学院入試関係について

資料

事務長から、資料に基づき報告があった。
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９

11．交流協定の締結について

資料１０

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）新学術領域研究部門（世代間問題研究機構）の採用人事について

資料１１

機構長から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、
承認された。
（２）比較経済・世界経済研究部門の採用人事について

資料１２

経済制度研究センター主任から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することに
ついて提案があり、承認された。
（３）比較経済・世界経済研究部門（経済制度研究センター）講師の任期延長について

資料１２

経済制度研究センター主任から、資料に基づき説明があり、所長から任期延長の審査を開始する
ことについて提案があり、承認された。
（４）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（５）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）の採用人事について

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（６）新学術領域研究部門（2019 年度国内客員部門）客員教授・准教授について

資料１４

教授から、資料に基づき説明があった後、所長から申し合わせにより業績審査を行わず、
採用を決定する旨の提案があり、承認された
（７）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）の採用人事について

資料１５

教授から、資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、
承認された。
（８）経済制度・経済政策研究部門の採用人事の取り下げについて
教授から、採用人事の取り下げについて説明があり、承認された。
（９）経済制度研究センター助手の後任ポストの運用について
経済制度研究センター主任から説明があり、契約事務職員を採用することについて承認された。
２．経済研究所教員の経済学部ゼミ担当について

資料１６

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
３．平成３０年度非常勤研究員の委嘱について（追加）
所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。

-2-

資料１７

４．経済研究所次期電子計算機システム仕様策定委員会の発足について

資料１８

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
５．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１９

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２０

（３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２１

（４）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２２

（５）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２３

（６）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料２４

６．学内・所内各種委員会からの審議事項
なし。
７．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．共同利用・共同研究拠点中間評価結果について

資料２５

所長から、資料に基づき報告があった。
２．国立大学附属研究所・センター長会議第３部会の報告について

資料２６

所長から、資料に基づき報告があった。
３．人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築プログラム オーダーメード
集計補助プログラムの公募要領について

資料２７

准教授から、資料に基づき報告があった。
４．教員著作購入について（資料室）

資料２８

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
５．図書の不用判定について（資料室）

資料２９

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
６．図書の不用判定について（社会科学統計情報研究センター資料室）
資料調査委員及び統計情報研究センター主任から報告があった。
７．学内・所内各種委員会からの報告事項
情報処理教育システム更新仕様策定委員会委員から、新システムについて報告があった。
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資料３０

８．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料３１

所長から、資料に基づき報告があった。
９．その他
（１）その他
①評議員の選出について
所長からアナウンスを行った。
②平成 30 年度予算執行の締め切りについて
事務長からアナウンスを行った。
③平成 30 年度所内戦略推進経費プロジェクトの募集について
総務係長からアナウンスを行った。
④平成 31 年度一橋大学経済研究所教員海外派遣事業の募集について
総務係長からアナウンスを行った。
⑤平成 30 年度第５回一橋大学政策フォーラムの開催について

資料３２

教授からアナウンスを行った。
⑥データサイエンスシンポジウム 2018 一橋大学×東京工業大学×帝国データバンク

資料３３

所長からアナウンスを行った。
⑦勤怠管理システムの対象者拡大に伴う試行的導入について
所長からアナウンスを行った。
⑧学長見解 一橋大学強化プラン（６）
：社会人教育への貢献

追加資料１

所長から説明を行った。意見等がある場合は今週中に連絡するよう依頼を行った。
⑨平成 30 年度全職員を対象とした情報セキュリティ研修に係る報告
所長からアナウンスを行った。
（２）今後の行事日程
12 月戦略委： 2018 年 １２月 ３日（月）１０時３０分
12 月教授会： 2018 年 １２月１２日（水）１３時３０分
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追加資料２

２０１８年１２月教授会 議事概要
日

時

平成 30 年 12 月 12 日（水）13:30～15：20

場

所

経済研究所 会議室

出席者

所長、他 19 名

欠席者

５名

部局長会議・教育研究評議会関係
１. 学長、理事、副学長、学長補佐、学長特別補佐及び役員補佐について

資料

１

資料

２

資料

３

資料

４

所長から、資料に基づき報告があった。
２．「一橋大学強化プラン（６）：社会人教育への貢献」について
所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学大学院経営管理研究科規則の一部改正について
所長から、資料に基づき報告があった。
４．一橋大学大学院商学研究科規則の一部改正について
所長から、資料に基づき報告があった。
５．平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

資料 ５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．平成 30 年度科研費配分結果について

資料 ６

事務長から、資料に基づき報告があった。
７．新学務情報システム名称の決定について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。
８．2019 年度一橋大学複合領域コースの募集について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．平成 30 年度（秋冬学期）多摩地区国立５大学単位互換制度に基づく派遣及び
受入学生数について

資料 ９

事務長から、資料に基づき報告があった。
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10．平成 30 年度（秋冬学期）お茶の水女子大学との単位互換制度に基づく派遣及び
受入学生数について

資料１０

事務長から、資料に基づき報告があった。
11. QS 世界大学ランキングに係る評判調査への協力について

資料１１

所長から、資料に基づき報告があった。
12．大学院入試関係について

資料１２

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経済・統計理論研究部門の採用人事について
審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（２）新学術領域研究部門（世代間問題研究機構）の採用人事について

資料１３
事前配布資料
事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（３）比較経済・世界経済研究部門（経済制度研究センター）講師の任期延長について 事前配布資料
審査員から業績審査報告があった後、任期を延長することについて承認された。
（４）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）の採用人事について

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（５）経済計測研究部門教授の採用日変更について
教授から説明があった後、採用日の変更について承認された。
（６）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について
①特任准教授

資料１４

所長から、資料に基づき説明があった後、人事を開始することについて承認された。
②特任准教授

資料１５

所長から、資料に基づき説明があった後、人事を開始することについて承認された。
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（７）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）の採用人事について
①客員教授

資料１６

准教授から、資料に基づき説明があった後、人事を開始することについて承認された。
②客員准教授

資料１７

教授から、資料に基づき説明があった後、人事を開始することについて承認された。
２．評議員の選出について
2019 年 3 月 31 日に任期満了となる評議員の後任の選挙を行い選出した。
３．一橋大学客員研究員の受け入れについて

資料１８

（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された
４．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された

資料１９

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された

資料２０

（３）所長から資料に基づき説明の後、承認された

資料２１

（４）所長から資料に基づき説明の後、承認された

資料２２

５．学内・所内各種委員会からの審議事項
なし。
６．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．平成 30 年度国立大学共同利用・共同研究拠点協議会総会の報告について

資料２３

所長から、資料に基づき報告があった。
２．日本経済研究センターとの研究交流に関する覚書の締結について

資料２４

所長から、資料に基づき報告があった。
３．図書の不用判定について（資料室）

資料２５

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。
４．オンラインデータベース「INDB 大規模統計 Finder」トライアル（～12/31）について
准教授から報告があった。
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５．学内・所内各種委員会からの報告事項
①経済研究所次期電子計算機システムについて
大規模データ分析室室長から報告があった。
６．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料２６

所長から、資料に基づき報告があった。
７．学内・所内各種委員会からの報告事項
なし。
８．その他
（１）その他
①2019 年度の各種委員の選出について
評議員（次期所長）から、協力依頼のアナウンスがあった。
②休日及び勤務時間外の業務依頼メールの送信について
所長から報告があった。
③ラウンジのガラス扉について
所長から報告があった後、あらためて検討することとした。
④障害学生支援に係る FD の開催について
所長からアナウンスを行った。
⑤非常勤職員の雇用に関する取扱いについて

資料２７

事務長から、資料に基づき説明を行った。
⑥新旅費規則の制定について

資料２８

事務長から、資料に基づき説明を行った。
⑦情報処理・教育システムの更新に伴う個人データの削除について
事務長から、資料に基づき報告を行った。
（２）今後の行事日程
１月戦略委：2019 年

１月 ７日（月）１０時３０分

１月教授会：2019 年

１月１６日（水）１３時３０分
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追加資料

２０１９年１月教授会 議事概要
日

時

平成 31 年 1 月 16 日（水）13:30～15：05

場

所

経済研究所 会議室

出席者

所長、他 23 名

欠席者

2名

議事に先立ち、採用者等の紹介及び挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１. 指定国立大学への申請について

資料

１

所長から、資料に基づき報告があった。教授会終了後に懇談会を開催し、意見聴取を行った。
２．自然災害による休講措置等について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。意見等の聴取を行ったが意見はなかった。
３．第３期中期目標期間における中期計画の変更について

資料 ３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．学生の処分について

資料 ４

所長から、資料に基づき報告があった。
５．平成 30 年度科研費応募状況（最終値）・採択状況（11 月値）並びに
平成 31 年度応募状況（速報値）について

資料 ５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．休日に学内で実施する全学行事に関する託児業務について

資料 ６

事務長から、資料に基づき報告があった。
７．平成 30 年度情報セキュリティ対策としての自己点検作業の実施について

資料 ７

事務長から、資料に基づき報告があった。
８．平成 30 年度全教職員を対象とした情報セキュリティ研修に係る報告について

資料 ８

事務長から、資料に基づき報告があった。
９．情報処理・教育システム更新に伴う各種学内システムへの影響について
事務長から、資料に基づき報告があった。
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資料

９

10．第 16 回一橋大学関西アカデミアについて

資料１０

事務長から、資料に基づき報告があった。
11. 平成 31 年度夏季一斉休業について

資料１１

事務長から、資料に基づき報告があった。
12．外国人留学生数（平成 30 年 11 月１日現在）について

資料１２

事務長から、資料に基づき報告があった。
13．大学院入試関係について

資料１３

事務長から、資料に基づき報告があった。
14．交流協定の締結について

資料１４

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について

事前配布資料

①特任准教授
審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
②特任准教授

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（２）新学術領域研究部門（世代間問題研究機構）の採用人事について
①客員教授

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
②客員准教授

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（３）経済計測研究部門の採用人事について
①講師

資料１５

教授から資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、
承認された。
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②准教授

資料１６

社会科学統計情報研究センター長から資料に基づき説明があり、所長から人事を開始する
ことについて提案があり、承認された。
２．平成 30 年度非常勤研究員の委嘱について（追加）

資料１７

教授から、資料に基づき説明があった後、承認された。
３．平成 31 年度非常勤研究員の委嘱について

資料１８

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。
４．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された

資料１９

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された

資料２０

（３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された

資料２１

（４）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された

資料２２

５．学内・所内各種委員会からの審議事項
①『経済研究』第 70 巻第 2 号の企画について

配布資料

『経済研究』編集長から、資料に基づき説明の後、承認された。
②欧文叢書のカバージャケットについて
研究叢書委員から説明の後、提案について承認された。
６．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築プログラム オーダーメード
集計補助プログラムに関する申し合わせの一部改正ついて

資料２３

准教授から、資料に基づき報告があった。
２．図書の不用判定について（社会科学統計情報研究センター資料室）
社会科学統計情報研究センター主任から報告があった。
３．寄附金の受入れについて

資料２４

所長から、資料に基づき報告があった。
４．学内・所内各種委員会からの報告事項
①和文叢書執筆者の募集について
研究叢書委員から報告があった。
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５．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料２５

所長から、資料に基づき報告があった。
６．その他
（１）その他
①ジョブセミナー（1 月 18 日（金）
、22 日（火）
）の開催について
教授から、開催のアナウンスを行った。
②ミニコンファレンス（1 月 23 日（水））の開催について
教授から、資料に基づき開催のアナウンスを行った。
（２）今後の行事日程
２月戦略委：2019 年

２月 ４日（月）１０時３０分

２月教授会：2019 年

２月１３日（水）１３時３０分

一水会総会：2019 年

２月２０日（水）１８時３０分
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配布資料

２０１９年２月教授会 議事概要
日

時

平成 31 年 2 月 13 日（水）13:30～15：30

場

所

経済研究所 会議室

出席者

所長、他 22 名

欠席者

3名

議事に先立ち、採用者等の紹介及び挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１. 一橋大学学部履修規則の一部改正について

資料

１

所長から、資料に基づき報告があった。意見等の聴取を行ったが意見はなかった。
２．自然災害による休講措置等について

資料 ２

所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学における「社会から見た大学教育」に関する自己点検・評価報告書について

資料

３

所長から、資料に基づき報告があった。
４．国立大学法人一橋大学発明補償等に関する細則の制定について

資料 ４

事務長から、資料に基づき報告があった。
５．平成 30 年度情報セキュリティ対策としての自己点検作業の実施状況について

資料 ５

事務長から、資料に基づき報告があった。
６．交流協定の締結について

資料 ６

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経済計測研究部門の採用人事について

事前配布資料

①准教授
審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
②講師

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
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（２）大規模データ分析支援室助教の採用について
審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（３）社会科学統計情報研究センター助教の採用人事について

資料 ７
事前配布資料
資料 ８

センター主任から資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案が
あり、承認された。
（４）新学術領域研究部門（世代間問題研究機構）特任助教の任期延長について
機構長から任期延長について説明があった後、承認された。
２．一橋大学客員研究員の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料

９

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１０

３．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１１

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１２

（３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１３

４．Short-term Visitor の受入期間変更について

資料１４

受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。
５．ドイツ国立経済学図書館ライプニッツ経済学情報センターとの交流協定の締結
について（更新）

資料１５

国際交流委員会委員から、資料に基づき説明の後、承認された。
６．欧文叢書新シリーズの買取について

資料１６

研究叢書委員から、資料に基づき説明の後、承認された。
７．平成 31 年度「一橋大学経済研究所助成基金」による事業計画について

資料１７

所長から、資料に基づき説明の後、承認された。
８．平成 31 年度各種委員会委員の委嘱について

資料１８

次期所長から、資料に基づき説明の後、一部修正の上、承認された。
９．学内・所内各種委員会からの審議事項
①修士課程２年生のゼミ選択について
大学院教育専門委員会委員から、説明の後、意見交換を行った。
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10．その他
なし。
Ⅱ．報告事項
１．平成 31 年度共同利用・共同研究拠点プロジェクトの採択について

資料１９

評議員から、資料に基づき報告があった。
２．日本学士院会員候補者の推薦について
所長から報告があった。
３．図書の不用判定について（社会科学統計情報研究センター資料室）

資料２０

センター主任から、資料に基づき報告があった。
４．
『経済研究』関連報告事項について

資料２１

『経済研究』編集委員長から、資料に基づき報告があった。
５．学内・所内各種委員会からの報告事項
①重複図書・除籍雑誌などの譲渡について
資料調査委員から報告があった。
６．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料２２

所長から、資料に基づき報告があった。
７．その他
（１）その他
①一橋大学・内閣府 ESRI 研究交流ワークショップの開催について
機構長から、２月 27 日（水）開催の旨、報告があった。
②名誉教授を囲む会の開催について
所長から、開催予定である旨、報告があった。
③大阪大学社会経済研究所の研究拠点形成事業の申請について
所長から、同事業について報告があった。
④事務組織の見直しについて

資料２３

事務長から、資料に基づき報告があった。
⑤秘書室への業務の依頼について
所長から協力の依頼を行った。
（２）今後の行事日程
一水会総会：2019 年

２月２０日（水）１８時３０分

３月戦略委：2019 年

３月 ４日（月）１０時３０分

３月教授会：2019 年

３月１３日（水）１３時３０分
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２０１９年３月教授会
日 時

平成 31 年 3 月 13 日（水）13:30～15：00

場

経済研究所

所

議事概要

会議室

出席者

所長、他 23 名

欠席者

3名

議事に先立ち、採用者等の紹介及び挨拶があった。
部局長会議・教育研究評議会関係
１. 平成 32 年度に実施する入学者選抜について（追加）

資料

１

資料

２

所長から、資料に基づき報告があった。意見の聴取を行ったが意見はなかった。
２．平成 31 年度年度計画案について
所長から、資料に基づき報告があった。
３．一橋大学国際学生宿舎寄宿料免除及び徴収猶予規則の制定について

資料 ３

事務長から、資料に基づき報告があった。
４．学部・大学院入試関係について

資料

４

事務長から、資料に基づき報告があった。
５．交流協定の締結について

資料 ５

事務長から、資料に基づき報告があった。

研究所関係
Ⅰ．審議事項
１．人事
（１）経済・統計理論研究部門の採用人事について
講師

資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
（２）比較経済・世界経済研究部門の採用人事について
審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
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６

事前配布資料
資料

７

事前配布資料

（３）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について
①特任准教授

資料

８

教授から資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、承認
された。
②特任准教授

資料

９

教授から資料に基づき説明があり、所長から人事を開始することについて提案があり、承認
された。
（４）社会科学統計情報研究センター助教の採用人事について

事前配布資料

審査員から業績審査報告があった後、採用することについて承認された。
２．一橋大学客員研究員の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１０

３．Short-term Visitor の受け入れについて
（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１１

（２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１２

（３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１３

（４）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。

資料１４

４．平成 31 年度非常勤研究員の委嘱について（追加）

資料１５

所長から、資料に基づき説明の後、承認された。
５．欧文叢書の出版に係わる申し合わせの一部改正（案）について

資料１６

研究叢書委員から、資料に基づき説明の後、承認された。
６．長期海外出張について

資料１７

教授から、資料に基づき説明の後、承認された。
７．平成 31 年度非常勤職員の雇用等に関する方針（案）について
所長から、資料に基づき説明の後、承認された。
８．学内・所内各種委員会からの審議事項
なし。
９．その他
なし。
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資料１８

Ⅱ．報告事項
１．アジア経済研究所との研究交流について

資料１９

所長から、資料に基づき報告があった。
２．平成 31 年度共同利用共同研究拠点採択プロジェクトへの交付額の変更について

資料２０

評議員から報告があった。
３．図書の不用判定について（社会科学統計情報研究センター資料室）
センター主任から、資料に基づき報告があった。
４．
『経済研究』掲載寄書の転載について

資料２１

『経済研究』編集委員長から、資料に基づき報告があった。
５．学内・所内各種委員会からの報告事項
なし。
６．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について

資料２２

所長から、資料に基づき報告があった。
７．その他
（１）その他
①ラウンジの新聞購入について
事務長から意見聴取を行った。当面現状のままとする。
②発達障害学生支援に関する教職員アンケート調査報告について
事務長から、資料に基づき報告があった。
③退職者、退任者の挨拶について
所長、評議員、准教授及び講師から挨拶があった。
（２）今後の行事日程
経済研究所納会：2019 年

３月２７日（水）１７時３０分

４月戦略委

：2019 年

４月

４月教授会

：2019 年

４月１０日（水）１３時３０分

１日（月）１０時３０分
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資料２３

