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第１０３回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２２年１２月１６日（木） １４：００～１６：５４ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１０２回教育研究評議会（定例）（H22.11.18 開催） 

 

議題１．教員の人事事項について（資料１）     

議題２．鹿児島大学学則の一部改正について（資料２） 

議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

議題４．共同獣医学部設置に伴う教員人事について（資料４） 

議題５．寄付講座「焼酎学講座」の農学部への組入れに伴う教員人事について（資料５） 

議題６．中期目標・中期計画の変更手続きについて（資料６） 

  

報告事項１．省エネ法の改正に基づく定期報告書・中長期計画書の提出について（資料７） 

報告事項２．ハラスメント防止のための研修会の実施について（資料８） 

報告事項３．平成 23年 3月卒業・修了予定者の進路状況について（H22.12.1 現在）（資料９） 

報告事項４．平成 22年度オープンキャンパスの実施結果について（農学部分追加）（資料１０） 

報告事項５．徳之島フォーラム「徳之島の未来、世界遺産」の開催について（資料１１） 

報告事項６．本学後援名義の使用許可について（資料１２） 

報告事項７．平成 22年奄美地方大雨災害義捐金の募金結果について（資料１３） 

報告事項８．国大協臨時学長懇談会（12月 8日（水）於：東京）の報告（資料１４） 

報告事項９．仕事納め式、仕事始め式について（資料１５）  

報告事項１０．平成 23年 1月～3月行事予定について（資料１６） 

報告事項１１．委員会報告 

（総務） 

①平成 22年度第 6回附属図書館運営委員会の開催について（H22.11.30) （資料１７） 

（研究） 

②平成 22年度第 2回学内共同利用放射性同位元素実験室放射線障害防止委員会(H22.11.22)(資料 18） 

③平成 22年度第 3回フロンティアサイエンス研究推進センター運営委員会（H22.11.22）（資料 19） 

④平成 22年度第 3回国際島嶼教育研究センター運営委員会 （H22.11.22）（資料２０） 

⑤平成 22年度第 6回国際交流委員会について（H22.11.29）（資料２１） 

⑥平成 22年度第 5回研究企画委員会（H22.12.3 開催）（資料２２） 

（教育） 

⑦平成 22年度第 7回ファカルティ・ディベロップメント委員会の開催について（H22.12.3）（資料 23） 

⑧平成 22年度第 9回教育センター会議の開催について（Ｈ22.11.19）（資料２４） 

⑨平成 22年度第 1回教員養成カリキュラム委員会の開催について（H22.11.29) （資料２５）  

⑩平成 22年度第 6回教務委員会の開催について（H22.11.30) （資料２６） 

⑪平成 22年度第 6回大学院教務委員会の開催について（H2211.30) （資料２７） 

（入試関係） 

⑫平成 22年度第 5回入学者選抜管理委員会の開催について（H22.11.18) （資料２８） 

⑬平成 22年度第 5回大学院入学者選抜管理委員会の開催について（H22.11.18) （資料２９） 

⑭平成 22年度第 7回入学試験実施委員会の開催について（H22.11.19）（資料３０） 

⑮平成 22年度第 5回入学者選抜方法検討委員会の開催について（H22.11.24）（資料３１） 

 

その他 

平成 22年度大学間及び部局間交流協定一覧について（資料３２） 
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［出席評議員］ ２８名 

  吉田学長 

（理事）河原、島、阿部、前田 

（学部長等）石川、平井、武隈、土田、清原、宮嶋、榮鶴、吉田、杉原、長岡、福井、岩元、米田、野呂、

越塩、松山、采女、安部、菅沼、井上、中河、門 

（事務局長）盛本 

 

［欠席評議員］ ２名 

（学部長等）住吉、高松 

 

［オブザーバー] 

坂東監事 

（副学長）萩野、安部 

（学長補佐等）鈴木、小栗、田島、前田、山本、飯干、新森、冨永、藤重 

 

［事務局］ 

（部長）後藤、南須原、野崎、萩元、山本、長友 

（課長）鵜飼、川西、執行、上國料、松田、永田、神之門、岩下、上村、松野下、瓜生 

 

 

 議事に先立ち、第１０２回（定例）教育研究評議会の議事要旨（案）の確認が行われ、原案どおり了承

された。 

 

 

議題１．教員の人事事項について（資料１）     

  学長から、本件については教育研究評議会評議員のみで審査すること、監事は同席、副学長は陪席、

事務局からは、総務部長、総務課長、人事課長、監査室長、ほか関係職員を陪席させること及び守秘義

務がある旨の発言の後、教員の不祥事事案について、職員懲戒規則第４条第１項により審議願いたい旨

諮られた。 

  審議するにあたり、学長から、平成22年4月13日に学生等から総務部人事課へハラスメントの訴えが

あったことから、同年4月28日に鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則第9条に基づきハラスメント

調査委員会を設置したこと、また、調査遂行を妨げるような関係者との接触等の行為が見受けられたた

め、ハラスメント調査委員会調査中及び調査の公平性を確保することから、同年5月21日付けで対象教

員へ「ハラスメント調査委員会の報告書が纏まるまで業務命令による出勤停止及び本学関係業務の自

粛」を命じ、その後、10回にわたるハラスメント調査委員会を開催し、対象者への聴取及び調査を重ね

たところ、懲戒処分の必要があると判定されたことから、事実関係の確認及び処分の種類、程度等を検

討するため、同年8月10日に職員懲戒規則第２条に基づき、懲戒に関する調査委員会を設置したこと、

また、同年8月10日付けで対象教員へ「懲戒処分対象者となったこと並びに懲戒に関する調査委員会の

報告書が纏まるまで業務命令による出勤停止及び本学関係業務の自粛の継続」の通知を行ったこと、そ

の後、関係者及び対象教員からも聴取がなされ、8回の懲戒に関する調査委員会が開催され、十分な審

議の下、12月15日付けで調査結果の報告を受けたこと、また、調査結果を受け、「役員会の結論が出る

まで引き続き業務命令による出勤停止及び本学関係業務の自粛の継続」の通知を行ったこと、懲戒に関

する調査委員会においては、透明性を確保する観点等から学外弁護士も加えたことの経過説明があった。 
引き続き、学長から事案の概要について説明の後、懲戒に関する調査委員会委員長の前田理事から調

査報告書の説明があった。その後、調査報告書を黙読願った後、種々意見交換が行われた。 

次に、審査説明書（案）について諮られ、審議の結果、本件については懲戒処分するに値するとし、

その処分の種類及び程度については、原案どおりとなった。 
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この結果、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第33条第1項、第34条第1項、第52条第5号、第6号及

び第8号、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則第2条第1項第1号、第2号及び第3号に

より懲戒処分とすることとし、その懲戒については、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第51条第1

項第2号により諭旨解雇となった。 

また、学長から本日、役員列席のもと、処分対象者に審査説明書を交付する旨の発言があった。 

なお、処分の決定にあたり、処分対象者は審査説明書受領後１４日以内（12月30日まで、ただし、年

末にあたることから年明けの1月4日17:00必着とする。）に陳述の請求ができる旨説明があり、 

・陳述の請求があった場合は、教育研究評議会を開催する必要があること。 

・陳述の請求が無かった場合も、陳述請求期間である１４日間が経過した後に役員会の議を経て学長

が処分を行うこと。 

・本日中に、処分対象者に対し審査説明書を交付したことについてこれまで通り報道発表を行う予定

であること。また教職員へは報道発表前にメールで送信する予定であること。 

・ 改めて守秘義務があること。 

等について説明があった。 

   資料については席上配布され、終了後回収となった。 

 

 

 議題１の審議終了後、学長補佐等のオブザーバーが入室後、議題２から審議が再開された。 

 

議題２．鹿児島大学学則の一部改正について（資料２） 

学長から、学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成21年文部科学省令第30号）の施行に伴い、

農学部附属演習林を他の大学等の利用に供することができるものとするための学則の一部改正につい

て諮られ、河原理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
 
議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

  学長から、学校教育法施行規則等の一部改正に伴い、本学の大学院博士課程（博士後期課程）の入学

資格として、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和

51年法律第 72号)第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された

国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者を加えるための鹿児島大学大

学院学則の一部改正について諮られ、阿部理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり

了承された。 

 

議題４．共同獣医学部設置に伴う教員人事について（資料４） 

学長から、「山口大学との共同獣医学部設置に関し、平成 22 年 4 月 1 日現在の農学部定数から 32
名の定数を共同獣医学部設置のために供出すること、この 32 名については、総人件費改革に基づく人

件費削減の対象とせず学年進行中の共同獣医学部の教員定数は確保する」ことの提案があり、審議の結

果、原案どおり了承された。 

 

議題５．寄付講座「焼酎学講座」の農学部への組入れに伴う教員人事について（資料５） 

学長から、『寄附講座「焼酎学講座」の農学部への組入れに伴う教員人事として、現在、焼酎学講座

には５名の教員（教員定数１名、特任教員４名）を配置しているが、平成23年度以降、焼酎学講座を引

き継ぐ組織に学長裁量定数から３名、農学部定数から２名（従来の１名及び新たに供出する１名）の計

５名を配置し、農学部に特任教員１名を充当する』ことの提案があり、審議の結果、原案どおり了承さ

れた。 

また、学長から、現在の学長裁量定数４４に関しては、総人件費改革（平成18年度から平成23年度ま

で人件費１％削減：平成18年法律第47号）を見据えながら、今後、任期制及び評価制度等による一定の

原則を構築していきたい旨の発言があった。 
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議題６．中期目標・中期計画の変更手続きについて（資料６） 

学長から、教育関係共同利用拠点も当該変更手続きの対象となることから、熱帯・亜熱帯水域における洋

上教育のための共同利用拠点として文部科学大臣より認定を受けた水産学部附属練習船かごしま丸を別表

２「共同利用・共同研究拠点」として追記する中期目標・中期計画の変更手続きについて諮られ、島理事

から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

 

報告事項１．省エネ法の改正に基づく定期報告書・中長期計画書の提出について（資料７） 

  盛本理事から、省エネ法の改正に基づく定期報告書・中長期計画書の提出について、資料に基づき説

明があった。 

 

報告事項２．ハラスメント防止のための研修会の実施について（資料８） 

  河原理事から、ハラスメント防止のための研修会の実施について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項３．平成 23年 3月卒業・修了予定者の進路状況について（H22.12.1 現在）（資料９） 

  阿部理事から、平成 22 年 12 月 1 日現在の平成 23 年 3 月卒業・修了予定者の進路状況について、資

料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．平成 22年度オープンキャンパスの実施結果について（農学部分追加）（資料１０） 

  阿部理事から、11 月 14 日に農学部で実施された平成 22 年度オープンキャンパスの実施結果につい

て、資料に基づき説明があった。 

  また、平成 23年度からの授業に関し、授業回数 15回及び試験日 1回の計 16回を確保する観点から、

平成 23 年度のオープンキャンパスについては、８月の第１週の土・日曜日及び桜ヶ丘地区に関しては

診療科の見学等を考慮して、翌月曜日に開催することとした旨の説明があった。 

 

報告事項５．徳之島フォーラム「徳之島の未来、世界遺産」の開催について（資料１１） 

  前田理事から、徳之島フォーラム「徳之島の未来、世界遺産」の開催について、資料に基づき説明が

あった。 

 

報告事項６．本学後援名義の使用許可について（資料１２） 

  河原理事から、本学後援名義の使用許可について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．平成 22年奄美地方大雨災害義捐金の募金結果について（資料１３） 

  河原理事から、平成 22年奄美地方大雨災害義捐金の募金結果について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．国大協臨時学長懇談会（12月 8日（水）於：東京）の報告（資料１４） 

  学長から、12月8日に開催された国大協臨時学長懇談会において取りまとめた平成23年度予算に対

する緊急声明「強い人材、強い大学、元気な日本」について、資料に基づき報告があった。 
 

報告事項９．仕事納め式、仕事始め式について（資料１５）  

  河原理事から、仕事納め式、仕事始め式について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．平成 23年 1月～3月行事予定について（資料１６） 

  河原理事から、平成 23年 1月～3月行事予定について、資料に基づき説明があった。 
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報告事項１１．委員会報告 

  学長から、以下の委員会①～⑮については、各部局関係委員から確認願いたい旨の発言があった。 

（総務） 

①平成 22年度第 6回附属図書館運営委員会の開催について（H22.11.30) （資料１７） 

（研究） 

②平成 22年度第 2回学内共同利用放射性同位元素実験室放射線障害防止委員会(H22.11.22)(資料 18） 

③平成 22年度第 3回フロンティアサイエンス研究推進センター運営委員会（H22.11.22）（資料 19） 

④平成 22年度第 3回国際島嶼教育研究センター運営委員会 （H22.11.22）（資料２０） 

⑤平成 22年度第 6回国際交流委員会について（H22.11.29）（資料２１） 

⑥平成 22年度第 5回研究企画委員会（H22.12.3 開催）（資料２２） 

（教育） 

⑦平成 22年度第 7回ファカルティ・ディベロップメント委員会の開催について（H22.12.3）（資料 23） 

⑧平成 22年度第 9回教育センター会議の開催について（Ｈ22.11.19）（資料２４） 

⑨平成 22年度第 1回教員養成カリキュラム委員会の開催について（H22.11.29) （資料２５）  

⑩平成 22年度第 6回教務委員会の開催について（H22.11.30) （資料２６） 

⑪平成 22年度第 6回大学院教務委員会の開催について（H2211.30) （資料２７） 

（入試関係） 

⑫平成 22年度第 5回入学者選抜管理委員会の開催について（H22.11.18) （資料２８） 

⑬平成 22年度第 5回大学院入学者選抜管理委員会の開催について（H22.11.18) （資料２９） 

⑭平成 22年度第 7回入学試験実施委員会の開催について（H22.11.19）（資料３０） 

⑮平成 22年度第 5回入学者選抜方法検討委員会の開催について（H22.11.24）（資料３１） 

 

その他 

平成 22年度大学間及び部局間交流協定一覧について（資料３２） 

   学長から、平成 22年度大学間及び部局間交流協定一覧について、資料に基づき説明があった。 

 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年１月６日（木）に臨時で開催し、定例は１月２０日（木）に開

催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 


