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２０１９年４月教授会 議事概要 

   

日 時  平成 31 年４月 10 日(水)13:30～14:50 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 25 名 

欠席者  ２名 

 

議事に先立ち、４月１日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 １ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

２．一橋大学大学院商学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 ３ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

４．一橋大学大学院経済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。 

 

５．一橋大学大学院法学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 ６ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

７．一橋大学大学院言語社会研究科規則及び細則の一部改正について          資料 ７ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

８．一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則及び細則の一部改正について       資料 ８ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

  

９．一橋大学大学院法学研究科法務専攻（法科大学院）規則の一部改正について     資料 ９ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 
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10．一橋大学学位規則の一部改正について                      資料１０ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

11．特別選考による外国人の大学院修士課程及び専門職学位課程入学者選考内規の 

  一部改正について                               資料１１ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

12．一橋大学学部履修規則の一部改正について                    資料１２ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

  

13．一橋大学教職課程履修規則の一部改正について                  資料１３ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

14．大学院ＧＰＡ制度に関する要項（学長決裁）について               資料１４ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

        

15．国際・公共政策大学院認証評価評価報告書について                資料１５ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

16．平成３０年度（平成３１年３月）卒業者数及び修了者数について           資料１６ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

17．2019（平成３１）年度転学部、再入学、学士入学及び聴講生選考の実施結果について 資料１７ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

18．2018（平成３０）年度学部休学者及び学部退学者について              資料１８ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

19．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係る報告について 資料１９ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

20．標的型攻撃メール対策訓練の報告について                    資料２０ 

事務長から資料に基づき報告があった。 

  

21．学部・大学院入試関係について                                        資料２１ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

     

22．交流協定の締結について                                  資料２２ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 
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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 

     ①特任准教授                                 事前配布資料 

     審査員から、業績審査についての説明があった後、承認された。 

 

       ②特任准教授                                 事前配布資料 

     審査員から、業績審査についての説明があった後、承認された。 

 

（２）経済計測研究部門の採用人事について 

    ①教授                                  資料２３ 

   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講師                                  資料２４ 

   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、３名が選出された。 

               

２．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２５ 

  （２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。              資料２６ 

 （３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。              資料２７  

     

３．2019 年比較経済体制学会との共催について                      資料２８ 

   担当教員から、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

４．平成３１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    資料２９ 

評議員から、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

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。 
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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                        資料３０ 

  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３１ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

３．貸出を受けた資料の更新について（資料室）   

  資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

４．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３２ 

  資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

５．ロシア語新聞の MF 購入後の原紙廃棄について                    資料３３ 

資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

６．書籍寄贈のお願い                                資料３４ 

資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

７．平成３１年度（2019 年）大学院入学試験等の日程について               資料３５ 

  大学院教育専門委員から、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３６ 

  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非常勤研究員の出勤形態について 

所長から、説明があった。 

    

（２）今後の行事日程 

   事務長から報告があった。 

５月戦略委  ：2019 年  ５月１３日（月）１０時３０分 

５月教授会  ：2019 年  ５月１５日（水）１３時３０分 
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２０１９年５月教授会 議事概要 

 

日 時  平成 31年 5月 15日(水)13:30～14:10 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  渡部所長、他 23名 

欠席者  ４名 

 

議事に先立ち、採用者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．改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の施行に伴う国立キャンパス喫煙所設置 

場所の見直しについて                                                資料 １ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

    

２．年次有給休暇の計画的な取得促進について  資料 ２ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

        

３．経営管理研究科国際企業戦略専攻認証評価結果について                資料 ３ 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

 

４．２０１９年度オープンキャンパスの実施について                     資料 ４ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

     

５．大学院入試関係について                                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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

研究所関係 

 

Ⅰ．審議事項 

 

１．本体予算等について  

（１）令和元年度予算（案）について                            資料 ７ 

 （２）令和元年度特別経費、共同利用共同拠点運営費等の予算（案）について      資料 ８ 

 （３）令和元年度間接経費の予算（案）について                   資料 ９ 

 （４） 令和元年度専門図書費等購入費の予算（案）について              資料１０ 

  （１）から（４）について、総務係長から、資料に基づき説明を行い、承認された。 

（５）平成３０年度資料室事業報告等について                         資料１１ 

    資料調査委員（代理）から、資料に基づき説明を行い、承認された。 

 

２．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３０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１２ 

（２）令和元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１３ 

    センター主任（代理）から、資料に基づき説明を行い、承認された。 

 

３．一橋大学客員研究員の受入れについて                        

 （１）受入教員から資料に基づき説明を行い、承認された。               資料１４ 

 （２）受入教員から資料に基づき説明を行い、承認された。               資料１５  

 

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。                   資料１８ 

（４）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                   資料１９ 

（５）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                   資料２０ 

（６）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                 資料２１ 

（７）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                       資料２２ 

 （８）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                 資料２３ 

         

５．令和元年度非常勤研究員の委嘱について                        資料２４ 

  所長から資料に基づき説明を行い、承認された。 

 

６．長期海外出張について                               資料２５            

  准教授から資料に基づき説明を行い、承認された。 

 

７．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 

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について            資料２６  

  教育研究評議員から資料に基づき説明を行い、承認された。 
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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。 

 

Ⅱ．報告事項 

１．２０２０年度購読タイトル見直しのアンケートについて                 資料２７ 

  資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

２．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 

集計補助プロジェクト公募要領について                      資料２８  

  准教授から、資料に基づき報告があった。 

 

３．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。 

 

４．学内・所内各種委員会からの報告事項 

    なし。 

 

５．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について                              資料２９ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

６．その他 

 （１）その他 

  なし。 

 

（２）今後の行事日程 

    所長から、報告があった。 

６月戦略委： 2019年 ６月 ３日（月）１０時３０分 

６月教授会： 2019年  ６月１２日（水）１３時３０分  
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２０１９年６月教授会 議事概要 

 

日 時  令和元年 6月 12日(水)13:30～15:35 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  渡部所長、他 21名 

欠席者  ５名 

 

議事に先立ち、採用者の紹介があった。 

 

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。 

    

２．平成３０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 ２ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

３．国立キャンパス喫煙場所の見直しについて                     資料 ３ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

４．2019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れ学生数に 

ついて                                                 資料 ４ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

５．大学院入試関係について                                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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

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）客員教授の採用について     資料 ７～９ 

  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）新学術領域研究部門（世代間問題研究機構）准教授の任期延長について      

   担当教授から、任期延長、任期中の主な活動内容等について説明の後、所長から、任期付教員の任

期延長についての提案の後、承認された。 

  

２．本体決算等について                        

（１）平成３０年度決算報告について                           資料１０ 

    （２）平成３０年度特別経費、共同利用共同拠点運営費等の決算について        資料１１  

（３）平成３０年度間接経費の決算について                     資料１２ 

 （４）平成３０年度専門図書費の決算について                       資料１３ 

 （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３０年度経済制度研究センター業務実績報告について                  資料１４ 

（２）令和元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。 

 

４．世代間問題研究機構事業報告等について 

（１）平成３０年度世代間問題研究機構事業報告について                    資料１６ 

（２）令和元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１７ 

 機構長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

５．経済社会リスク研究機構事業報告等について 

（１）平成３０年度経済社会リスク研究機構事業報告について                 資料１８ 

（２）令和元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１９ 

 機構主任から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

６．一橋大学客員研究員の受入れについて 

（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。              資料２０ 

  （２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。               資料２１ 
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７．オックスフォード大学社会学部と経済研究所の研究協定について            資料２２ 

担当准教授から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

８．欧文叢書について                                資料２３ 

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。 

 

９．経済研究所会議費支出基準申し合わせの廃止について                資料２４ 

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７８回国立大学附置研究所・センター長会議について               資料２５ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

２．２０２０年購読雑誌について                             資料２６ 

資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

３．鈴村興太郎名誉教授寄贈資料について                        資料２７ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

   

４．新規サーバの導入におけるセキュリティ対策について                 資料２８ 

支援室委員から、資料に基づき説明があった。 

 

５．次期電算機システム移行に伴うバックアップ要員について               資料２９  

支援室委員から、資料に基づき説明があった。 

 

６．学内・所内各種委員会からの報告事項 

    (1) 経済学研究科大学院入試・進学制度の見直しについて               資料３０ 

   大学院教育専門委員から、資料に基づき説明があった。 

 

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。 
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８．その他 

（１）その他 

      ①2019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     資料３２ 

    評議員から報告があった。 

   ②退職者の挨拶について 

    退職者から退職の挨拶があった。 

 

（２）今後の行事日程 

       ７月戦略委： 2019年  ７月 １日（月）１０時３０分 

７月教授会： 2019年  ７月１０日（水）１３時３０分 

暑気払い ： 2019年  ７月１０日（水）１８時００分（研究科委員会終了後） 
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２０１９年７月教授会 議事概要 

 

日 時  令和元年 7月 10日(水)13:30～15:10 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  渡部所長、計 25名 

欠席者  ３名 

 

議事に先立ち、採用者の紹介があった。 

 

部局長会議・教育研究評議会関係 

 

１．令和２年度学年暦について                                                 資料 １ 

  所長から資料に基づき説明の後、意見聴取を行った。 

 

２．一橋大学大学院修士課程及び専門職学位課程入学者選考内規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．令和２年度概算要求（施設整備費）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．平成 30年度学部卒業生・大学院修士課程修了生の進路状況について         資料 ４ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

    

５．外国人留学生数（令和元年５月１日現在）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．令和元年度ストレスチェックの実施について                        資料 ６ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

７．令和元年度「ノー残業月間」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．令和元年度キャンパスクリーンデーの実施について                 資料 ８ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

９．学部・大学院入試関係について                            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．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）経済計測研究部門の採用人事について                                事前配布資料 

   ①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、投票の結果、了承された。 

 

   ②講師                                    資料１１  

     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、了承された。 

 

（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）客員教授の採用について      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。 

 

（４）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員教授の採用について       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。 

 

（５）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。 

 

２．一橋大学客員研究員の受入れについて                        資料１３ 

（１）受入教員から、資料に基づき説明の後、承認された。     

（２）受入教員から、資料に基づき説明の後、承認された。             資料配布 

 

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１４ 

  （２）受入教員から、資料に基づき説明の後、承認された。                         資料１５ 

（３）受入教員から、資料に基づき説明の後、承認された。                      資料１６ 

（４）受入教員から、資料に基づき説明の後、承認された。                     資料配布 

  

４．平成 30年度研究者業績について                           資料１７ 

  所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 
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５．令和元年度非常勤研究員の委嘱について（追加）                    資料１８ 

  資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

６．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４号の企画について                   資料配布 

    『経済研究』編集委員長から企画内容について説明の後、承認された。 

 

７．その他 

なし。 

 

Ⅱ．報告事項 

 

１．令和元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１９ 

  所長から、令和元年度新学術領域研究部門（国内客員部門）の担当について、資料に基づき 

報告があった。 

 

２．共同利用・共同研究拠点平成 30 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．第３期中期目標期間４年目終了時評価に係る実績報告書の作成について         資料２０ 

  評議員から、資料に基づき報告があった。 

 

４．令和２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２１ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

  

５．令和２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２２ 

 所長から、資料に基づき報告があった 

 

６．2020年購読中止雑誌及び購読形態変更雑誌について                 資料２３ 

  資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

７．2020年度ロシア語・ロシア関係継続資料の購入中止について              資料２４ 

  資料調査委員（代理）から、資料に基づき報告があった。 

 

８. 「統計に関するレファレンスサービス」及び「統計資料の使い方ガイダンス」 

について                                     資料２５ 

センター主任（代理）から、資料に基づき報告があった。 
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９．学内・所内各種委員会からの報告事項 

  大学院教育専門委員から、入試のスケジュールについて報告があった。 

 

10．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。 

 

11．その他 

（１）その他 

   ①令和２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。 

   ②平成 30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。 

 ③名誉教授寄贈資料について 

 所長から、報告があった。 

 

（２）今後の行事日程 

       暑気払い   ： 2019年  ７月１０日（水）１８時００分（研究科委員会終了後） 

10月戦略委：  2019年 １０月 ７日（月）１０時３０分 

10月教授会： 2019年 １０月 ９日（水）１３時３０分 
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２０１９年１０月教授会 議事概要 

 

日 時  令和元年 10月 9日(水)13:30～15:20 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 27名 

欠席者  １名 

 

〇議事に先立ち、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について                                            資料 １ 

  所長から資料に基づき報告があった。 

 

２．一橋大学学位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。 

 

３．一橋大学大学院経営管理研究科規則及び細則並びに一橋大学大学院商学研究科規則及び 

細則の一部改正について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。 

 

４．一橋大学大学院国際企業戦略研究科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。 

 

５．一橋大学大学院経済学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。 

 

６．一橋大学大学院法学研究科規則及び細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。 

 

７．一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 ７ 

所長から資料に基づき報告があった。 

   

 

８．一橋大学大学院言語社会研究科規則及び細則の一部改正について            資料 ８ 

所長から資料に基づき報告があった。 
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９．一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則及び細則の一部改正について         資料 ９ 

所長から資料に基づき報告があった。 

 

10．一橋大学学部履修規則の一部改正について                      資料１０ 

所長から資料に基づき報告があった。 

   

11．第三期中期目標期間における指定国立大学法人の指定について             資料１１ 

所長から資料に基づき報告があった。 

   

12．一橋大学教育環境整備のための授業料改定について                  資料１２ 

所長から資料に基づき報告があった。 

 

13．令和２年度学年暦について                             資料１３ 

所長から資料に基づき報告があった。 

 

14．「一橋大学強化プラン（７）：日本の社会科学を牽引する国際的教育研究拠点へ」 

について                                     資料１４ 

所長から資料に基づき報告があった。 

 

15．「全国学生調査（試行実施）」に関する意向等確認調査について            資料１５ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

16．職員集会所の貸出停止について                           資料１６ 

 事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

17．令和２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１７ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

18．令和２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１８ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

  

19．令和元年度キャンパス・ハラスメント防止研修の実施について                      資料１９ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

  

20．令和元年度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２０ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

21．一橋大学における研究費不正使用防止計画について                     資料２１ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 
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22．令和元年度（令和元年９月）卒業者数及び修了者数について              資料２２ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

23．2019年度保健センターFD実施について                          資料２３ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

  

24．一橋大学 2019オープンキャンパス実施結果について                     資料２４ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

  

25．2019年度公開講座について                                      資料２５ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

  

26．大学院入試関係について                                資料２６ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

27．交流協定の締結について                                 資料２７ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

            

28．マイナンバーカードの一斉取得の推進について                      資料２８ 

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                    資料２９ 

   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）経済制度・経済政策研究部門の人事について                    資料３０ 

  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）経済計測研究部門の人事について                         資料３１ 

  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）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員教授の採用人事の取下げについて    

  教授から採用人事の取下げについて説明を行い、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）客員准教授の採用人事の取下げについて   

  教授から採用人事の取下げについて説明を行い、承認された。 
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（６）新学術領域研究部門（経済制度研究センター）客員教授の採用について       資料３２ 

  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。 

（７）新学術領域研究部門（2020年度国内客員部門）客員教授・准教授について     資料３３ 

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．令和２年度共同利用共同研究拠点事業の公募について                資料３４  

   評議員から、資料に基づき説明があり、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３５ 

 受入教員から、資料に基づき説明があり、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、資料に基づき説明があり、承認された。               資料３６ 

  （２）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。             資料３７ 

  （３）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。                    資料３８ 

（４）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。             資料３９ 

  （５）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。               資料４０ 

  （６）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。               資料４１ 

  （７）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。               資料４２ 

 （８）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。                資料４３ 

  （９）受入教員から、資料に基づき説明があり、承認された。              資料４４ 

  

４．定期的に開かれるワークショップに関わる飲食を伴う会議費の支出について      資料４５                                       

 評議員から、資料に基づき説明を行い、承認された。 

 

５．定期的に開かれるワークショップへのゲスト招聘旅費について            資料４６ 

評議員から、資料に基づき説明を行い、次回定例教授会において決定することとした。 

 

６．学内・所内各種委員会からの審議事項                                       

 ①『経済研究』第 71巻第１号の企画について                                          資料 

  『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。 

  

７．その他 

なし 
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Ⅱ．報告事項 

 

１．経済研究所教員の経済学部ゼミの開講について                      資料４７ 

   所長から、資料に基づき報告があった。 

 

２．2020 年度経済研究所教員の研究専念制度について                     資料４８ 

   教授から、資料に基づき報告があった。 

 

３. 洋書継続タイトルの見直しについて                         資料４９ 

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。 

 

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５０ 

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。 

 

５．2020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。 

 

６．2020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。 

 

７．寄付金受入れ報告について                             資料５１ 

 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                       資料 

   『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。 

 

９．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について                                資料５２ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

10．その他 

（１）その他 

   ①平成３０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。 

 

（２）今後の行事日程 

       11月戦略委：  2019年 １１月１１日（月）１０時３０分 

11月教授会： 2019年 １１月１３日（水）１３時３０分 
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２０１９年１１月教授会 議事概要 

  

日 時  令和元年 11月 13日(水)13:30～14:50 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 26名 

欠席者  ２名 

 

 

部局長会議・教育研究評議会関係 

 

１．令和４（2022）年度の入学者選抜における地理歴史等教科について                     資料 １ 

  所長から資料に基づき説明の後、意見聴取を行った。 

 

２．国立大学法人一橋大学職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の 

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。 

  

３．一橋大学戦略的重点化領域委員会規則の制定及び関連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．令和２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 ４ 

  所長から、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 ５ 

   所長から、資料に基づき報告があった。 

    

６．個人情報等の取扱い及び情報セキュリティインシデント対策等について         資料 ６                                       

  所長から、資料に基づき報告があった。 

  

７．次期学長選考日程案について                            資料 ７                                       

  所長から、資料に基づき報告があった。 

  

８．国家公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について                       資料 ８ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

     

９．入試関係について                                   資料 ９ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

 



- 2 - 

10．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）経済・統計理論研究部門の採用人事について                 事前配付資料 

   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）経済制度・経済政策研究部門の人事について                事前配付資料 

    審査員から、業績審査報告があった後、昇任について承認された。 
 

 （３）経済計測研究部門の人事について                     事前配付資料 

    審査員から、業績審査報告があった後、昇任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）客員准教授の採用について   事前配付資料                

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）客員教授の採用について    事前配付資料 

     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（2020年度国内客員研究部門）客員教授の採用について  事前配付資料 

    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。 

 

（７）新学術領域研究部門（2020年度国内客員研究部門）客員准教授の採用について 事前配付資料 

     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入れについて                         資料１１ 

（１）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された 

 

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１２ 

（２）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．長期海外出張ついて                                資料１４  

   教授から、資料に基づき説明の後、承認された。 
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５．ワークショップ（または研究会）に関わる飲食を伴う会議費の支出に 

関する教授会申し合わせについて                          資料１５ 

評議員から、資料に基づき説明の後、承認された。 

 

６. 定期的に開かれるワークショップへの外部講師招聘旅費に関する覚書に 

ついて                                      資料１６ 

評議員から、資料に基づき説明の後、承認された。 

 

７．学内・所内各種委員会からの審議事項                                       

  なし。 

 

８．その他 

なし。 

 

 

Ⅱ．報告事項 

 

１． 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１７ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

２．洋書継続タイトルの見直しについて（資料室）                         

   資料調査委員から、報告があった。 

 

３．"Census of India 1981"寄贈受入について（資料室）                              資料１８ 

   資料調査委員から、資料に基づき報告があった。 

 

４．資料推薦のお願い（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、資料推薦の依頼があった。 

 

５．学内・所内各種委員会からの報告事項 

  大規模データ分析支援室委員から、協力依頼のアナウンスがあった。 

 

６．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について                              資料１９ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 
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７．その他 

（１）その他 

   ①評議員の選出について 

        所長から、協力依頼のアナウンスがあった。 

   ②令和元年度所内戦略推進経費プロジェクトの募集について 

   係長から、募集についてのアナウンスがあった。 

   

（２）今後の行事日程 

   12月戦略委：  2019年 １２月 ２日（月）１０時３０分 

12月教授会： 2019年 １２月１１日（水）１３時３０分 



- 1 - 

２０１９年１２月教授会 議事概要 

 

日 時  令和元年 12月 11日(水)13:30～14:33 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 26名 

欠席者  ２名 

 

 

部局長会議・教育研究評議会関係 

 

１．国立大学法人一橋大学安全保障輸出管理規則の制定について                    資料 １ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

   

２．一橋大学国際学生宿舎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。 

   

３．一橋大学における公正な研究活動の推進に関する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 30年度に係る業務の実績に関する評価結果について                             資料 ４ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

       

５．履修撤回（削除）制度の導入について                                      資料 ５ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

      

６．令和元年度後期進学者・成績発表日等の変更について                              資料 ６ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

７．令和４（2022）年度の入学者選抜における地理歴史等教科について                   資料 ７ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

８．次期学長選考日程について                                     資料 ８ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

９．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 ９ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

10．外国人留学生数（令和元年 11月１日現在）について                             資料１０ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 
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11．2020年度一橋大学複合領域コースの募集について                        資料１１ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

       

12．令和元年度（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１２ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

         

13．令和元年度（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１３ 

       

14．令和２年度大学入試センター試験における受験者割当数について             資料１４ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

15．令和元年度教職員を対象とした情報セキュリティ研修の受講期間の延長について     資料１５ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

16．入試関係について                                    資料１６ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

17．交流協定の締結について                              資料１７ 

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（国内客員部門）客員教授について             資料１８ 

教授から説明の後、採用することについて承認された。 

 

２．評議員の選出について                              

2020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。 

 

３．一橋大学名誉教授の推薦について 

所長から、名誉教授推薦人事を開始したい旨の提案があり、承認された。 

 

４．一橋大学客員研究員の受け入れについて                       資料１９ 

  受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。 
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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２０ 

  （２）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                        資料２１ 

（３）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                   資料２２ 

  （４）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                  資料２３ 

  （５）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）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                  資料２５ 

       

６．資料室所蔵の寄贈雑誌の保存期間について                       資料２６  

資料調査委員から資料に基づき説明の後、承認された。 

 

７．購入和週刊誌の保存期間について                           資料２７  

資料調査委員から資料に基づき説明の後、承認された。 

 

８．鈴村興太郎名誉教授寄贈資料について                         資料２８ 

資料調査委員から資料に基づき説明の後、承認された。 

 

９．和歌山県との連携協力に関する覚書の締結について                   資料２９                

准教授から資料に基づき説明の後、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 

（１）その他 

①新 JAIRO-CLOUD の導入について  

教授から説明の後、承認された。 

 

Ⅱ．報告事項 

 

１．令和元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３０ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

２．寄付金受入れ報告について                             資料３１ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

３．学内・所内各種委員会からの報告事項 

  ①CELS 機能「学生情報」による指導学生情報（成績等）の確認について         資料３２ 

   大学院教育専門委員から、資料に基づき報告があった。 
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  ②大規模データ分析支援室委員から、PCの入替に関する協力依頼及び VPNの使用に 

   必要な認証ファイルの配布について説明があった。 

 

４．短期海外渡航・非常勤講師等委嘱について                                資料３３ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

 

５．その他 

（１）その他 

   ①2020年度の各種委員の選出について 

        所長から、協力依頼のアナウンスがあった。 

   ②一橋講堂の利用に関する取扱いについて（学長裁定）の一部改正について      追加資料 

    所長から、資料に基づき報告があった。 

   ③2020年度経済研究所教員の研究専念制度について 

    所長から、説明があった。 

   ④2021年度経済制度研究センターのプロポーザルの募集について 

    評議員から、募集についてアナウンスがあった。 

（２）今後の行事日程 

       一水会総会：2019年 １２月１８日（水）１７時３０分 

１月戦略委：2020年   １月 ６日（月）１０時３０分 

１月教授会：2020年  １月１５日（水）１３時３０分 
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２０２０年１月教授会 議事概要 

 

日 時  令和２年 1月 15日(水)13:30～14:15 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 27名 

欠席者  1名 

 

 

部局長会議・教育研究評議会関係 

 

１．令和２（2020）年度に実施する入学者選抜について（大学入学共通テスト関係・ 

英語認定試験関係補足）                               資料 １ 

  所長から、資料に基づき説明の後、意見聴取を行った。 

    

２．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 ２ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

   

３．一橋大学大学院経営管理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。 

 

４．一橋大学大学院商学研究科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．令和元（平成 31）年度科研費応募状況（最終値）・採択状況（11月値）並びに 

令和２年度応募状況（11月値）について                         資料 ５ 

  所長から、資料に基づき報告があった。 

  

６．標的型攻撃メール対策訓練の結果について                              資料 ６ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

７．2020オープンキャンパスの実施について                           資料 ７ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

８．第 17回一橋大学関西アカデミアについて                         資料 ８ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

 

９．令和２年度夏季一斉休業について                           資料 ９ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 



- 2 - 

10．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。 

   

 

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 

      ①特任准教授                                    資料１１ 

    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１２       

      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。 

  ③特任准教授                                    資料１３ 

     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。 

④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) 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特任教授                                  資料１５ 

教授から、資料に基づき説明があった後、採用することについて承認された。 

     ②特任教授                                  資料１６  

教授から、資料に基づき説明があった後、採用することについて承認された。 

 

(３) 新学術領域研究部門（経済制度研究センター）の採用人事について         資料１７ 

     客員准教授 

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。 

 

２．一橋大学名誉教授の推薦について                          資料１８   

教授から、３名の名誉教授推薦の説明の後、承認された。 

 

３．令和 2年度非常勤研究員の委嘱について                        資料１９ 

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

４．令和２年度一橋大学経済研究所教員海外派遣事業について               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。 

 

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があった後、承認された             資料２１ 
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６．学内・所内各種委員会からの審議事項                                           配布資料 

    ①『経済研究』第 71巻第 2号の企画について 

    『経済研究』編集長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

  

７．その他 

なし。 

 

Ⅱ．報告事項 

 

１．雑誌保存期間のアンケートの結果について                        資料２２ 

資料調査委員から、資料に基づき報告があった。 

 

２．学内・所内各種委員会からの報告事項 

①『経済研究』編集長から、『経済研究』特集号の発行についてアナウンスがあった。 

  ②教授から、客員准教授としての採用予定者について、都合により採用を取りやめる旨の報告があっ

た。 

  ③大学院教育専門委員から、大学院入試等について報告があった。 

   

３．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。 

 

４．経済制度研究センターの研究プロポーザル募集について                資料２４ 

評議員から、資料に基づきアナウンスがあった。 

 

５．その他 

（１）その他 

   ①評議員から、2020年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクトの審査が終了した旨の報告があ

った。 

   ②評議員から、学会参加費の立替払請求については、事前申請を不要とする旨の報告があった。 

   ③評議員から、生協からの書籍購入については、新年度から教員が直接生協に申し出る方法で    

で行う旨の報告があった。 

（２）今後の行事日程 

       ２月戦略委：2020年   ２月 ３日（月）１０時３０分 

２月教授会：2020年  ２月１２日（水）１３時３０分 
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２０２０年２月教授会 議事概要 

 

日 時  令和２年 2月 12日(水)13:30～14:40 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 28名 

 

 

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。 

 

２．一橋大学法学部法曹コースに関する履修細則の制定について                    資料 ２ 

 所長から、資料に基づき報告があった。 

 

３．情報セキュリティポリシー関連規則の一部改正等について               資料 ３ 

  植杉 CIO会議委員から、資料に基づき報告があった。 

  大規模データ分析支援室委員から、追加資料に基づき研究所としての対応の説明があった。 

 

４．平成２年度学年暦について                             資料 ４ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

５．年５日の年次有給休暇の計画的な取得について                    資料 ５ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

６.令和元年度教職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施結果について         資料 ６ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

   

７．交流協定の締結について                                    資料 ７ 

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 

    ①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。 
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       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。 

③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（経済制度研究センター）の採用人事について     

    ①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）経済社会リスク研究機構の採用人事について                資料 ８(p71) 

  ① 特任助教 

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）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客員准教授                                資料 ９ 

制度センター主任から、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。 

 

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 

（５）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                         資料１５ 

（６）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                         資料１６ 

（７）受入教員から資料に基づき説明の後、承認された。                         資料１７ 

 

４．令和２年度各種委員会委員の委嘱について                       資料１８ 

所長から,説明の資料に基づき説明を行い、承認された。 

 

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。 
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Ⅱ．報告事項 

１．2020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、20 件の申請があり、所内審査により 14件の採択を決定した旨の 

報告があった。 

 

２．洋書継続図書の購入中止について                           資料２０ 

   資料調査委員から、資料に基づき報告があった。 

 

３．鈴村興太郎名誉教授寄贈資料について                         資料２１ 

  資料調査委員から、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、重複図書・除籍雑誌などの譲渡について報告があった。 

②経済学研究科関係について 

 大学院教育専門委員会委員から、入試当日の待機及び修士課程２年次のゼミ未定者への 

対応について依頼があった。 

 

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日本学術会議マスタープラン 2020 について                   資料２３ 

 所長から、資料に基づき報告があった。 

②今後の研究所納会について  

所長から、今年度から研究所納会を取りやめる旨報告があった。  

③名誉教授を囲む会について  

所長から、今年度は名誉教授を囲む会を開催しない旨報告があった。 

 

（２）今後の行事日程 

       ３月戦略委：2020年   ３月 ２日（月）１０時３０分 

３月教授会：2020年  ３月１１日（水）１３時３０分 
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２０２０年３月教授会 議事概要 

 

日 時  令和２年 3月 11日(水)13:30～13:55 

場 所  経済研究所 会議室 

出席者  所長、他 25名 

欠席者  ３名 

 

 

部局長会議・教育研究評議会関係 

 

１．WEB 出願システムの新規導入について（学部入試・大学院入試）              資料 １ 

  所長から、資料に基づき説明の後、意見聴取を行った。 

    

２. 一橋大学学則及び一橋大学教職課程履修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 ４ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

５．一橋大学大学院商学研究科規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 ６ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

７．一橋大学大学院経済学研究科規則の一部改正について                     資料 ７ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

８．一橋大学大学院法学研究科規則及び細則の一部改正について                 資料 ８ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

９．一橋大学大学院法学研究科法務専攻（法科大学院）規則及び細則の一部改正について      資料 ９ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

10．一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１０ 

所長から、資料に基づき報告があった。 
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11．一橋大学大学院言語社会研究科規則の一部改正について                  資料１１  

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

12．一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則の一部改正について               資料１２ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

13．一橋大学大学院法学研究科附属グローバル・ロー研究センター規則及び関連規則の 

一部改正について                                    資料１３ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

14．一橋大学における授業料等に関する規則の一部改正について                資料１４  

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

15．一橋大学兼松講堂料金内規の一部改正について                      資料１５ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

16．入試関係委員会組織の見直しに伴う学内規則等の一部改正、制定及び廃止について      資料１６ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

17．学生の処分について                                   資料１７ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

18．令和２年度年度計画案について                                          資料１８ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

19．学位記授与式について                                  資料１９ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

20．令和元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２０ 

  事務長から、資料に基づき報告があった。 

    

21．学部・大学院入試関係について                                          資料２１ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 

  

22．交流協定の締結について                                     資料２２ 

事務長から、資料に基づき報告があった。 
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研究所関係 

 

Ⅰ．審議事項 

 

1．人事 

（１）経済社会リスク研究機構の採用人事について                 

   特任助教                                 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）経済制度・経済政策研究部門の採用人事について 

      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。    

 

（３）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      

     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。    

 

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２３ 

         

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 

          

４．令和２年度各種委員会委員の委嘱について                       資料２６ 

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

５．バルセロナ自治大学人口統計センターと経済研究所との研究協定について         資料２７ 

准教授から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

６．令和２年度非常勤研究員の委嘱について（追加）                    資料２８ 

所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

７．欧文叢書の執筆申請について                             資料２９ 

 所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 

 

８．令和２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３０ 

 所長から、資料に基づき説明があった後、承認された。 
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９．令和２年度非常勤職員の雇用等に関する方針（案）について              資料３１ 

 所長から、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．寄附金の受入れについて                              資料３２ 

所長から、資料に基づき報告があった。 

 

２．学内・所内各種委員会からの報告事項 

①「経済研究叢書」（和文叢書）の執筆希望者募集について               資料３３ 

 研究叢書委員から、アナウンスがあった。 

②規範経済学文庫の公開記念小展示について 

 資料調査委員から、報告があった。 

 

３．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。 

  

４．その他 

（１）その他 

  ①退任者、退職者の挨拶について 

評議員、教授及び講師から挨拶があった。 

（２）今後の行事日程 

       ４月戦略委  ：2020年  ４月 ６日（月）１０時３０分 

４月教授会  ：2020年  ４月１５日（水）１３時３０分 




