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第１０７回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年２月１７日（木） １３：３０～１５：００ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１０５回教育研究評議会（定例）（H23.1.20 開催） 

 

議題１．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料１） 

議題２．国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について（資料２） 

議題３．休日の半日振替及び病気休暇取得日数の上限設定に伴う国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部改正について(休日の振替、病気休暇）（資料３） 

議題４．夜間勤務専従看護師の導入及び導入に伴う国立大学法人鹿児島大学就業規則及び職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部改正について（職務専念義務の免除期間）（資料４） 

議題５．鹿児島大学学則の一部改正について（資料５） 

議題６．鹿児島大学副部局長に関する規則の一部改正について（資料６） 

議題７．鹿児島大学共通教育外国語科目における技能審査合格者等の単位認定規則等の一部改正について

（資料７） 

報告事項１．平成 23 年度予算編成について（資料８） 

報告事項２．平成 22 年度間接経費での電子ジャーナル・バックファイルの整備について（資料９） 

報告事項３．一般管理費の執行状況（決算見込）について（資料１０） 

報告事項４．臨時国立大学法人の財務等に関する説明会概要について（資料１１）    

報告事項５．平成２２年度会計検査院会計実地検査の概要について（資料１２） 

報告事項６．国立大学法人鹿児島大学夏季及び冬季休業に伴う特別休暇の取扱いについて（資料１３） 

報告事項７．焼酎学講座の 5 年間の活動報告及び焼酎・発酵学教育研究センター設置について（資料 14） 

報告事項８．第 7 回鹿児島大学焼酎学シンポジウムの開催について（資料１５） 

報告事項９．口蹄疫に関する東北アジア協力シンポジウムについて（H23.3.18 開催）（資料１６） 

報告事項１０．若手・女性研究者に対する研究助成金の配分について（資料１７） 
報告事項１１．サバティカル研修について（資料１８） 
報告事項１２．平成 23 年度一般入試（前期・後期日程）志願状況について（資料１９） 

報告事項１３．平成 23 年度特別入試(推薦入試Ⅱ，私費外国人学部留学生入試)志願状況について(資料 20） 

報告事項１４．平成 23 年 3 月卒業・修了予定者の進路状況について（資料２１） 

報告事項１５．学長と学部卒業予定者との懇談会の実施について（資料２２） 
報告事項１６．平成 23 年度大学入試センター試験の実施について（1/15.16）（資料２３） 

報告事項１６．委員会等報告 

（総務） 

①平成 22 年度第 2 回男女共同参画推進委員会（H23.2.3）（資料２４） 

（企画） 

②平成22年度第１回広報委員会（H23.1.28）（資料２５） 
（研究） 

③平成 22 年度第 2 回動物実験委員会（H23.1.26）（資料２６） 

④平成 22 年度第 8 回国際交流委員会（H23.2.7）（資料２７） 

⑤平成 22 年度第 6 回鹿児島大学研究企画委員会（メール審議済）（資料２８） 
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（財務） 

⑥平成 22 年度第 6 回財務委員会（H23.1.24）（資料２９） 

（教育） 

⑦平成 22 年度第 3 回保健管理センター運営委員会（H23.1.18) （資料３０） 

⑧平成 22 年度第 10 回学生生活委員会（H23.1.24）（資料３１） 

⑨平成 22 年度第 7 回教務委員会（H23.1.25) （資料３２） 

⑩平成 22 年度第 7 回大学院教務委員会（H23.1.25) （資料３３） 

⑪平成 22 年度第 4 回就職委員会（H23.1.26) （資料３４） 

⑫平成 22 年度第 11 回教育センター会議（Ｈ23.1.28）（資料３５） 

（入試関係） 

⑬平成 22 年度第 7 回入学者選抜管理委員会（H23.2.7）（資料３６） 

⑭平成 22 年度第 6 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.2.7）（資料３７） 

（交流会等） 

⑮平成 22 年度ボランティア団体交流会の開催について(H23.1.19)（資料３８） 

 

その他 

 

 

［出席評議員］ ２６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、住吉、岩元、米田、

野呂、松山、采女、安部、井上、中河 

（事務局長）盛本 

 

［欠席評議員］ ４名 

（学部長等）越塩、高松、菅沼、門 

 

［オブザーバー] 

坂東監事 

（副学長）萩野、安部、友清 

（学長補佐等）鈴木、小栗、田島、飯干、新森、坪内、籾井、藤重、森、森岡 

 

［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、野頭、上國料、松田、永田、佐藤、神之門、岩下、黒原、松野下、瓜生 

 

 

 議事に先立ち、第１０５回（定例）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．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料１） 

  学長から、病気休暇等による本給の半減までの期間について、人事院規則の改正に合わせて見直しを

行う鹿児島大学職員給与規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。 
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議題２．国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について（資料２） 

学長から、永年勤続表彰を受ける者として役員及び死亡退職者を含むものとし、国立大学法人等へ転

出する退職者を除くことを明文化するための国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改

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．休日の半日振替及び病気休暇取得日数の上限設定に伴う国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部改正について(休日の振替、病気休暇）（資料３） 

  学長から、休日に勤務した振替を１日単位及び時間単位で行っていたものに半日単位でも振替ができ

るようにすること、病気休暇の取得日数に上限が設けられておらず、欠員補充が可能となる病気休職と

の役割分担を明確にすることが求められてきたこと及び断続的に病気休暇を取得する職員に対する適

切な健康管理、服務管理を行うための鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改

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４．夜間勤務専従看護師の導入及び導入に伴う国立大学法人鹿児島大学就業規則及び職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部改正について（職務専念義務の免除期間）（資料４） 

 学長から、夜間勤務専従看護師の導入に伴い、労務管理上の配慮により、新たに職務専念義務の免除

期間を設けるための鹿児島大学職員就業規則及び鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

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５．鹿児島大学学則の一部改正について（資料５） 

  学長から、医学部・歯学部附属病院の寄附講座「地域医療支援システム講座」の設置に伴う鹿児島大

学学則の一部改正について諮られ、河原理事から同寄附講座に関しては、「鹿児島大学寄附講座及び寄附

研究部門に関する規則」第 5 条に基づき、医学部・歯学部附属病院運営会議の議を経て学長に設置の申

請があったものであることを含め、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。 

  なお、学長から、本年度で 終年を迎える寄附講座「焼酎学講座」の後継組織の新設に伴う学則の一

部改正については、3 月 10 日の大学運営会議終了後に臨時の教育研究評議会を開催し審議したい旨の発

言があった。 

 

議題６．鹿児島大学副部局長に関する規則の一部改正について（資料６） 

 学長から、大学院理工学研究科及び大学院医歯学総合研究科における副部局長の人数の改正を行う鹿

児島大学副部局長に関する規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７．鹿児島大学共通教育外国語科目における技能審査合格者等の単位認定規則等の一部改正について

（資料７） 

  学長から、技能試験（TOEFL（CBT））の終了に伴う当該技能試験に関する事項の削除とこれまで有効

期限が定められていなかった検定試験等に関し、TOEIC・TOEFL と同様に有効期限を定めるための共通教

育外国語科目における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正及び同規則改正に伴う共通教育科

目等履修規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。 
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報告事項１．平成 23 年度予算編成について（資料８） 

盛本事務局長から、平成23年度学内予算編成について、平成23年度予算編成基本方針、収入見合経費

の考え方、予算編成スケジュール及び各部局当初予算枠等について、資料に基づき報告があった。 

 また、予算編成にあたっては、各部局等から予算要求を行い、ヒアリングを経て、本年度中に予算を

決定することとしていること、ヒアリングにあたっては同時に平成24年度概算要求事項についても実施

する予定である旨併せて報告があった。 
 

報告事項２．平成 22 年度間接経費での電子ジャーナル・バックファイルの整備について（資料９） 

   盛本事務局長から、平成22年度間接経費(全学分)の留保での電子ジャーナル・バックファイルの整備

について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項３．一般管理費の執行状況（決算見込）について（資料１０） 

  盛本事務局長から、平成 22 年度一般管理費の執行状況について、４月～１２月執行確定分及び１月～

３月執行見込については、現段階では目標達成可能（対２１年度比１％削減）な状況となっていることの報

告があり、引き続き、各部局においては本決算見込額を踏まえ計画的な執行に努めていただきたい旨の要請

があった。 

 

報告事項４．臨時国立大学法人の財務等に関する説明会概要について（資料１１）    

  盛本事務局長から、1 月 28 日に開催された臨時国立大学法人の財務等に関する説明会の概要（平成

23 年度政府予算、平成 24 年度以降の政府予算、決算剰余金の翌年度への繰越に係る大臣承認等）につ

いて、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項５．平成 22 年度会計検査院会計実地検査の概要について（資料１２） 

  盛本事務局長から、1 月 17 日から 1 月 21 日の間に実施された平成 22 年度会計検査院会計実地検査の

結果概要について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項６．国立大学法人鹿児島大学夏季及び冬季休業に伴う特別休暇の取扱いについて（資料１３） 

  河原理事から、職員の健康増進及び経費削減を図ることを目的とした平成 23 年度の夏季及び冬季休

業に伴う特別休暇の取扱いについて、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項７．焼酎学講座の 5 年間の活動報告及び焼酎・発酵学教育研究センター設置について（資料 14） 

 前田理事から、平成 18 年 4 月に寄附講座として設立した焼酎学講座が 終年を迎えるにあたり、焼

酎学講座の 5 年間の活動状況及び同焼酎学講座を引き継ぐ鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究

センターの設置について鹿児島県及び鹿児島県酒造組合理事会において報告を行ったことを含め、資料

に基づき報告があった。 

 

報告事項８．第 7 回鹿児島大学焼酎学シンポジウムの開催について（資料１５） 

 前田理事から、平成 18 年 4 月に寄附講座として設立した焼酎学講座が 終年を迎えるにあたり、同

講座の 5 年間の活動状況について「焼酎学講座 5 年のあゆみ」と題した第 7 回鹿児島大学焼酎学シンポ

ジウムを 3 月 15 日開催予定である旨、資料に基づき報告があった。 

なお、学長から、寄附講座「焼酎学講座」を引き継ぐ鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究セ

ンターの設置に関しては、同シンポジウムにおいて公表したい旨の発言があった。 
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報告事項９．口蹄疫に関する東北アジア協力シンポジウムについて（H23.3.18 開催）（資料１６） 

  前田理事から、3月18日開催予定の口蹄疫に関する東北アジア協力国際シンポジウムについて、資

料に基づき報告があった。 

  なお、学長から、概算要求で設置が認められた越境性動物疾病制御研究センターについても同シンポジ

ウムにおいて公表したい旨の発言があった。 

   
報告事項１０．若手・女性研究者に対する研究助成金の配分について（資料１７） 
  前田理事から、平成22年度若手・女性研究者に対する研究助成金（学長裁量経費）の配分について、

資料に基づき報告があった。 
 
報告事項１１．サバティカル研修について（資料１８） 
  前田理事から、本学 初となるサバティカル研修が承認された旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項１２．平成 23 年度一般入試（前期・後期日程）志願状況について（資料１９） 

  阿部理事から、平成 23 年度一般入試（前期・後期日程）志願状況について、資料に基づき報告があ

った。 

 

報告事項１３．平成 23 年度特別入試(推薦入試Ⅱ，私費外国人学部留学生入試)志願状況について(資料 20） 

  阿部理事から、平成 23 年度特別入試(推薦入試Ⅱ，私費外国人学部留学生入試)志願状況について、

資料に基づき報告があった。 

 

報告事項１４．平成 23 年 3 月卒業・修了予定者の進路状況について（資料２１） 

  阿部理事から、平成23年3月卒業・修了予定者の進路状況（平成23年2月1日現在）について、資料に

基づき報告があった。 

 

報告事項１５．学長と学部卒業予定者との懇談会の実施について（資料２２） 
  阿部理事から、3 月 11 日開催予定の学長と学部卒業予定者との懇談会の実施について、資料に基づき

報告があった。 

 
報告事項１６．平成 23 年度大学入試センター試験の実施について（1/15.16）（資料２３） 

 阿部理事から、1月15日～16日に実施された平成23年度大学入試センター試験の受験状況等について、

資料に基づき報告があった。 
 

報告事項１６．委員会等報告 

（総務） 

①平成 22 年度第 2 回男女共同参画推進委員会（H23.2.3）（資料２４） 

   河原理事から、平成 23 年 2 月 3 日に開催された平成 22 年度第 2 回男女共同参画推進委員会におい

て、本学での男女共同参画に係る相談体制を整備した旨資料に基づき報告があった。また、女性研究

者に対する具体的研究支援策に関するアンケート調査結果について併せて報告があった。 
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  学長から、以下の委員会②～⑮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。 

（企画） 

②平成22年度第１回広報委員会（H23.1.28）（資料２５） 
（研究） 

③平成 22 年度第 2 回動物実験委員会（H23.1.26）（資料２６） 

④平成 22 年度第 8 回国際交流委員会（H23.2.7）（資料２７） 

⑤平成 22 年度第 6 回鹿児島大学研究企画委員会（メール審議済）（資料２８） 

（財務） 

⑥平成 22 年度第 6 回財務委員会（H23.1.24）（資料２９） 

（教育） 

⑦平成 22 年度第 3 回保健管理センター運営委員会（H23.1.18) （資料３０） 

⑧平成 22 年度第 10 回学生生活委員会（H23.1.24）（資料３１） 

⑨平成 22 年度第 7 回教務委員会（H23.1.25) （資料３２） 

⑩平成 22 年度第 7 回大学院教務委員会（H23.1.25) （資料３３） 

⑪平成 22 年度第 4 回就職委員会（H23.1.26) （資料３４） 

⑫平成 22 年度第 11 回教育センター会議（Ｈ23.1.28）（資料３５） 

（入試関係） 

⑬平成 22 年度第 7 回入学者選抜管理委員会（H23.2.7）（資料３６） 

⑭平成 22 年度第 6 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.2.7）（資料３７） 

（交流会等） 

⑮平成 22 年度ボランティア団体交流会の開催について(H23.1.19)（資料３８） 

 

その他 

 なし 
 

 次回の教育研究評議会は、３月１０日（木）大学運営会議終了後に臨時に開催することとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


