
第三部会（第 24期・第３回） 

  

議事要旨 

 

Ⅰ．日時  

 ・第 1日目 平成 30年 8月 2日（木）10:00-12:00 

 ・第 2日目 平成 30年 8月 3日（金）10:00-11:00 

 

Ⅱ．会場 

 東北大学青葉山東キャンパス工学部中央棟 2階大会議室 

 （〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6） 

 

Ⅲ．出席状況 

第１日目出席者： 

第三部役員 部長  大野 英男 

副部長 徳田 英幸 

      幹事  高橋 桂子 

      幹事  米田 雅子 

第三部会員 

相澤 彰子、相澤 清晴、相田 美砂子、淺間 一、浅見 真理、阿尻 雅文、荒川 薫、

磯部 雅彦、乾 晴行、大倉 典子、大島 まり、梶田 隆章、加藤 昌子、金子 真、

君塚 信夫、木村 学、厨川 常元、小池 俊雄、小林 潔司、小山田 耕二、柴山 悦

哉、菅原 洋子、鈴置 保雄、関根 千津、伹野 茂、田近 英一、田辺 新一、谷口 倫

一郎、田村 裕和、筑本 知子、茶谷 直人、德山 豪、所 千晴、中野 義昭、中村 栄

一、野尻 美保子、萩田 紀博、波多野 睦子、春山 成子、東野 輝夫、菱田 公一、

藤井 孝藏、藤井 良一、松尾 由賀利、松宮 徹、美濃 導彦、宮地 充子、山口 周、

山崎 典子、山本 里枝子、吉田 進、吉村 忍、渡辺 美代子 

（以上 57名、敬称略） 

 

第１日目事務局出席者：髙橋 和也、柳原 情子、石尾 航輝、中西 陽紀 

 

第２日目出席者： 

第三部役員 部長  大野 英男 

副部長 徳田 英幸 

      幹事  高橋 桂子 

      幹事  米田 雅子 



第三部会員 

相澤 彰子、相澤 清晴、相田 美砂子、淺間 一、浅見 真理、阿尻 雅文、荒川 薫、

磯部 雅彦、乾 晴行、大島 まり、大西 公平、梶田 隆章、加藤 昌子、金子 真、

厨川 常元、小池 俊雄、小山田 耕二、柴山 悦哉、菅原 洋子、鈴置 保雄、関根 千

津、田近 英一、田辺 新一、谷口 倫一郎、田村 裕和、筑本 知子、茶谷 直人、德

山 豪、所 千晴、中野 義昭、中村 栄一、中村 尚、野尻 美保子、萩田 紀博、波

多野 睦子、春山 成子、東野 輝夫、菱田 公一、藤井 孝藏、藤井 良一、松尾 由

賀利、松宮 徹、美濃 導彦、宮地 充子、山崎 典子、山本 里枝子、吉田 進、吉村 

忍、渡辺 美代子 

（以上 53名、敬称略） 

 

第２日目事務局出席者：髙橋 和也、柳原 情子、石尾 航輝、中西 陽紀 

 

Ⅳ．議事 

 １）前回議事要旨の確認 

 ２）第三部附置分科会について 

 ３）課題別委員会設置提案について 

 ４）マスタープラン 2020について 

 ５）防災減災学術連携委員会の活動について 

 ６）分野別委員会の状況と重点事項 

 ７）その他（自由討議） 

 

Ⅴ.資料 

資料１   第三部会（第 24 期・第 2回）議事要旨 

資料２－１ 【設置提案書】第三部「科学技術の光と影を生活者との対話から明らかにす 

る」分科会 

資料２－２ 【委員名簿】第三部「科学技術の光と影を生活者との対話から明らかにする」 

分科会 

資料２－３ 【設置提案書】第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会 

資料２－４ 【委員名簿】第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会 

資料２－５ 【設置提案】第三部理工系学協会の活動と学術情報に関する分科会（仮） 

資料３－１ センチナリアン（百寿者）社会に関する課題別委員会設置提案について 

資料３－２ 第二部提案「我が国における急速な認知症増加への対策」と第三部提案「セ 

ンチナリアン（百寿者）社会の統合的デザイン」 

資料５   分野別委員会年次報告 

資料６－１ 防災学術連携体による西日本豪雨・市民への緊急メッセージについて 



資料６－２ 第三部分野別委員会及び分科会における提言の審議の手順について 

資料６－３ 平成 30 年度第三部旅費手当執行状況（平成 30年 7月 26日現在） 

参考資料１ 第三部会員名簿（平成 30年 7月 26日現在） 

参考資料２ 第三部会及び第三部拡大役員会 開催予定 

 

机上配布１ 第三部会（第 24期・第３回）座席表 

机上配布２ 第三部会（第 24期・第２回）議事メモ 

机上配布３ 第 24期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（MP2020）の策定方針（案）

について 

机上配布４ SDGsに関する分科会情報共有フォーム（案） 

机上配布５ データサイエンス等を用いる先端科学・技術イノベーションの社会的影響と 

マイノリティに対する社会的公正さへの配慮について 

 

議事 

 

第 1日目 

 

１）前回議事要旨の確認 

・大野部長より、資料１及び机上配布２を確認の上、修正があれば会議終了までにご指摘

いただきたい旨、また、修正がなければ本議事要旨について改めて承認いただいたものと

する旨、それぞれ発言があった。なお、本議事要旨についてはその後、特に修正意見がな

かったため、本内容で確定となった。 

 

２）第三部附置分科会について 

・大野部長より、資料２－１～２－５に基づき、①第三部「科学技術の光と影を生活者と

の対話から明らかにする」分科会、②第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会の

活動紹介と、③第三部理工系学協会の活動と学術情報に関する分科会の設置についての説

明が行われた。また、②については加藤委員より、③については山口委員より、それぞれ

補足説明があった。 

 

３）課題別委員会設置提案について 

・続いて、大野部長、情報学委員会環境知能分科会の萩田委員長より、資料３－１、３－

２に基づき、センチナリアン（百寿者）社会をテーマとした課題別委員会候補の現状につ

いて説明が行われた。 

・特に、情報学委員会環境知能分科会がセンチナリアンを取り扱うこととなった経緯、及

び、同分科会がどの部分に焦点をあててセンチナリアンを検討するのかについて示され、



意見交換が行われた。 

 

４）マスタープラン 2020について 

・続いて、藤井（良）委員より、机上配布３に基づき、学術の大型研究計画に関するマス

タープランの策定方針案について説明が行われた。 

・特に提案主体・評価主体、マスタープランとロードマップ、提案の採択に向けたルート

の開拓などについて、意見交換が行われた。 

 

５）防災減災学術連携委員会の活動について 

・続いて、米田幹事より、資料６－１に基づき、防災減災学術連携委員会の活動について

説明が行われた。 

 

６）分野別委員会の状況と重点事項 

・続いて、物理学委員会、化学委員会、総合工学委員会、土木工学・建築学委員会、材料

工学委員会、地球惑星科学委員会、機械工学委員会、電気電子工学委員会、情報学委員会

より、資料５及び追加資料に基づき、各委員会の活動状況について報告が行われた。 

・続いて、大野部長より、追加資料に基づき、第三部年次報告について説明が行われた。 

 

７）その他（自由討議） 

・続いて、徳田副部長より、机上配布資料４に基づき、SDGs に関する分科会情報共有フォ

ームに係る説明、及び、具体的なアンケートの入力方法について説明が行われた。また、

総合工学委員会の小山田幹事より同委員会で進めている、提言と SDGｓの関係についての可

視化プロジェクトについて情報提供があった。 

・続いて、大野部長より、自由討議のテーマとして、①大学改革、②学術情報の将来を考

える、③データサイエンスにおける社会的公正さ（アンコンシャス・バイアスの問題等・

机上配布資料５）が提示され、渡辺副会長より③について説明が行われた。 

 

最後に、大野部長より今回の議事要旨（案）については、メールにて出席者に確認・修正

いただき、部長一任で承認とすることについて諮られ、承認された。 

続いて、事務局より、2日目のスケジュール等について連絡が行われた。 



第 2日目（自由討議） 

 

・まず、大野部長より、第 1 日目に提示された自由討議のテーマについて簡単に説明が行

われた。 

・続いて、高等教育・大学のあり方、大学改革について議論が行われた。 

・主に、学位取得者の待遇、ポスドクの経済的バックグラウンドや活躍の場、大学におけ

る教育の質保証、大学における科学技術人材の育成、人材の国際競争力確保、人材育成に

向けた資金支援等について、議論が行われた。 

・続いて、事務局より、事務連絡が行われた。 

 

（閉会） 


