
1その他ガバナンスに関する本学の状況
「サスティナビリティ関係」①

【原則２－３. 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
上場企業は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、
適切な対応を行うべきである。

 グリーン未来創造機構の設置
Green Goals Initiative

 Zero Emission  2040年
2013年の50%   2030年
環境目標の策定
温室効果ガス

 Zero Energy Building(ZEB)
環境科学研究科エコラボ

 ZEB Ready
環境科学研究科総合研究棟

 人材育成
環境科学研究科
変動共生地球学卓越大学院
プログラム

 CO2排出削減量 (2021年度）
▲9,265t

空調熱源変更（ガス⇒電気）
節電対策・LED化等を実施

【環境】 ■ 2040年度のゼロカーボン化に向けて
＜国の温室効果ガス削減目標＞
2030年で2013年度比▲46%削減／2050年でカーボンニュートラル

資料４



2その他ガバナンスに関する本学の状況
「サスティナビリティ関係」②

気候変動への取組 TCFDへの対応
 地球環境保全が人類共通の最重要課題のひとつであると認識
 気候変動によって受ける影響を分析・評価、気候変動リスク及び機会を特定
 気候変動への取組を積極的に情報開示



3その他ガバナンスに関する本学の状況
「サスティナビリティ関係」③

自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）フォーラムへ参画

～日本の大学で初めての参画～

国際社会共通の最重要課題
「カーボンニュートラル」に加えて

「ネイチャーポジティブ」

 2021年6月 G7において、2030年までに自然の劣化を止め
て回復基調に載せるネイチャーポジティブに合意

 TNFDは、TCFDに続く、自然資本等に関する企業のリスク
管理と開示枠組みを構築するために設立された国際的組織

 ネイチャーポジティブへの産業・金融界のコミットメント、
自然をより豊かにする具体的行動・投資を求めることに大
きな特徴

ネイチャーポジティブの実現を本学の科学的知見が強力にバックアップ
世界初 環境DNAビックデータが生物多様性を見える化

「ANEMONE DB」を一般公開（生命科学研究科 近藤教授）



4その他ガバナンスに関する本学の状況
「東日本大震災の経験を生かした迅速な危機管理の実践」①

本部と各キャンパスを
リモートでつなぐ

ハイブリッド災害対策本部

クラウド安否確認
システムによる
一元的な安否確認

発災から２時間後には
日英二言語で情報発信

事例１ 自然災害対応 ３月１６日 最大震度６強福島県沖地震

１時間以内に災害対策本部をハイブリッドで立ち上げ
 BCPの浸透、DX推進、二言語化推進等が結実
 クラウド安否確認システム等の活用により迅速かつ細やかな情報収集と
発信を実現



5その他ガバナンスに関する本学の状況
「東日本大震災の経験を生かした迅速な危機管理の実践」②

事例２ 感染症対応 新型コロナウイルス感染症対応

（災害研）
児玉 栄一 教授

専門：災害感染症学
（保健管理センター長）
木内 喜孝 教授

専門：病態生理学

 総長のリーダーシップの下、新型コロナ対策班会議を197回（R4.9.1現在）実施
 構成員の感染状況をリアルタイムで把握
・行動履歴の調査、相関図の作成・個室隔離
・健康観察とメンタルケア・復帰日の判定・各種ガイドラインの策定等

 国等でも活躍する学内の専門家の意見を反映し、
新型コロナ拡大防止と教育研究の継続を適切に実施

専門：公衆衛生学
厚生労働省

新型コロナクラスター
対策班メンバー

小坂 健 教授
（歯学部）

専門：微生物学
厚生労働省

新型コロナウイルス
感染症対策アドバイザリー

ボードメンバー
新型コロナクラスター

対策班メンバー

押谷 仁 教授
（医学部）



6その他ガバナンスに関する本学の状況
「大学病院による地域医療への貢献」

大学病院が、宮城県の医療体制確保へ直接貢献

県医療調整本部 ドライブスルーPCR検査 東北大学大規模ワクチン接種センター

 宮城県新型コロナウイルス感染症医療調整本部（本部長／富永病院長）
 ドライブスルーPCR検査の継続実施(15,000人以上）
 東北大学大規模ワクチン接種センター ７８万回以上接種

 抗体カクテル療法センターの設置
 コロナ禍における医療分野でのDXの実践が日本DX大賞「支援機関部門」受賞

 軽症者宿泊療養施設の検査連携システムを内製開発、医療機能を強化。同施設内の患者管理を
電子化し、業務を効率化。

 大学拠点接種における予約システムを短期間で内製開発。仙台近郊の教育機関約５万人以上に
対する早期のワクチン接種に貢献。

抗体カクテル療法センター 軽症者宿泊療養施設 重症者の受け入れ



7その他ガバナンスに関する本学の状況
「ダイバーシティ」

東北大学ダイバシティ・エクイティ＆インクルージョン(DEI)推進宣言を発出

 男女共同参画の更なる推進と、多様性、公正性、
包摂する大学を目指す。

 全ての構成員がダイバーシティを尊重し、かつ、
全ての構成員のダイバーシティが尊重されるよう、
意識啓発や環境・制度整備を促進

 女性教職員の積極的な採用、上位職への登用、
若手の育成等を行い、ジェンダーバリティを追求

 多様性の実現、無意識のバイアスを払拭する
啓蒙活動の実施

 全ての学生・教職員が各人の能力を最大限発揮で
きる公正性が保障された環境の提供、誰もが歓迎、
支援、評価される包摂性に富む組織の実現

趣 旨

ポイント



8その他ガバナンスに関する本学の状況
「人的資本への投資」①

同規模他大学や国家公務員を超える働きやすい環境の構築・実現

項目 本学の特徴

テレワーク 職種や理由を問わずに利用可

フレックスタイム制 全ての常勤職員が適用対象

育児休業 常勤職員、非常勤職員とも子が3歳になるまで利用可
（国家公務員では常勤職員は子が３歳、非常勤職員は子が１歳になるまで利用可）

出産養育休暇

＊入退院・出産時の付き
添いや入院の世話、
子の養育をすることを
目的とした休暇

 本学独自の休暇

 「パートナーのサポート」と「子の養育」のいずれにも１つの休暇で
対応可。日数を有効活用できる。

 １５日まで利用可
（国家公務員は、「パートナーのサポート」と「子の養育」を合わせても７日まで）

 子が１歳になるまで利用可

子の看護休暇 中学生になるまで（＝小学生）取得可
（法律⇒小学生になるまで（＝未就学児）利用可。中学生まで利用できる大学は少数。）



 どこからでも接続できる事務業務システムを導入。テレワークのクオリティを向上。
感染症化における業務の継続性も確保。

 コワーキングスペース等、テレワークに限らない働き場所フリーを追求

9その他ガバナンスに関する本学の状況
「人的資本への投資」② DX 働き場所フリー

部署の枠を超えたコミュニケーションの場を
提供し、新たなコラボレーションにより、
職員に前向きでオープンなマインドセットを
醸成する環境を整備

DaaSとは、Desktop as a Serviceの略で、インターネット上
で利用できる仮想デスクトップサービスです

会議室等の未使用時間を
コワーキングスペースとして
活用する枠組みを整備

学内サテライト・オフィス

事務業務システム基盤

機動性と安全性を兼ね備えた
Google Chromebookと、
どこからでも接続できるDaaSを組み合わせた
快適な事務業務システム基盤



10その他ガバナンスに関する本学の状況
「人的資本への投資」③

「若手が躍進する大学」を宣言。若手研究者が活躍するよう、様々な施策を実施

若手研究者が
自らのアイデアを実現する
独立した研究環境を構築

 プロミネントリサーチフェロー
制度の創設

 東北大学テニュアトラック制度
ガイドラインの整備

 若手研究者と総長との懇談会
 学生評議員の創設

意欲ある若手の
多様なキャリア形成に向けた
シームレスな支援を実施

 若手躍進総合パッケージ

エンゲージメント型大学経営
に取り組む大学として

若手研究者・学生と総長との
対話を実施、施策に反映

データでみる若手研究者の躍進 若手研究者の果敢な挑戦が輝かしい実績に繋がっています

創発的研究支援事業
採択件数

科学技術イノベーション
創出に向けた大学フェロ

ーシップ創設事業
文部科学大臣表彰

若手科学者賞受賞者数
日本学術振興会賞

受賞者数
日本学術振興会育志賞

受賞者数

採択 40 件
（全国２位）

受賞 14 名
（全国１位）

受賞 5 名
（全国２位）

受賞 3 名
（全国２位）

採択 120 件
（全国１位）



11その他ガバナンスに関する本学の状況
「経営戦略を意識した知財管理」

 ESG経営、SDGsの取組について、コーポレート・ガバナンスコードの視点を共有。
 大学の知的財産を活用して持続的な社会の実現に貢献

知財エコシステム※
東北大学

大学を核とした
新たな「知」の創出 知財戦略

大学における
研究成果の知財化に
よる社会実装の促進

総長・役員等
産学連携担当理事

企業・投資家等

世界トップレベルの
研究拠点 情報共有 c 資源配分

ａ経営戦略・経営課題
との整合性へ意識

ｂ情報開示

好循環 好循環

好循環
共同研究等 社会ニーズ

知的財産の視点を意識した経営 ※研究と知財の自律的な好循環

企業と大学との
共創により

持続的な社会を
実現

ｄ事業ポートフォリオ戦略


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

