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第１０９回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年３月１７日（木） １０：００～１１：５７ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１０６回教育研究評議会（臨時）（H23.2. 3 開催） 

 第１０７回教育研究評議会（定例）（H23.2.17 開催） 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１） 

議題２．平成 23 年度年度計画（原案）について（資料２） 

議題３．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３） 

議題４．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則等の一部改正について（資料４） 

議題５．国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則等の一部改正について（資料５） 

議題６．国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について（資料６） 

議題７．国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について（資料７）  

議題８．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の改正等について（資料８） 

議題９．鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について（資料９） 

議題１０．鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則の制定について 

（資料１０） 

議題１１．山口大学との共同獣医学部設置及び協定書の締結について（資料１１） 

議題１２．男女共同参画推進に係る長期及び短期行動計画等について（資料１２） 

 

報告事項１．学内変更予算（第３号）について（資料１３） 

報告事項２．寄附講座｢システム血栓制御学(メディポリス連携医学)講座｣の寄附申込み内容の変更につ

いて（資料１４）   

報告事項３．寄附講座｢医療関節材料開発講座(日本メディカルマテリアル)の寄附申込み(設置期間更

新)について（資料１５）  

報告事項４．寄附講座｢近未来運動器医療創生学講座(医療法人くすのき会)」の設置について(資料１６） 

報告事項５．本学主催及び後援名義の使用許可について（資料１７） 

報告事項６．設置計画履行状況等調査の結果について（資料１８） 

報告事項７．国立大学法人鹿児島大学国際戦略本部設置要項の一部改正について（資料１９） 

報告事項８．「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整

備等の取組について」（資料２０） 

報告事項９．最先端・次世代研究開発支援プログラムの研究者・研究課題の決定について（資料２１） 

報告事項１０．鹿児島大学教員免許状更新講習実施に係る手当等の基本方針等の改正について(資料 22) 

報告事項１１．ハラスメント対策に係るDVDの視聴について（資料２３） 

報告事項１２．女性研究者研究活動支援具体策に関するアンケート調査結果について（資料２４） 

報告事項１３．平成23年4月～6月行事予定について（資料２５）  

報告事項１４．委員会報告 

 （総務） 

①平成 22 年度第 10 回附属図書館運営委員会（23.2.18）（資料２６） 

②平成 22 年度第 5 回情報公開・個人情報保護管理委員会（23.3.4）（資料２７） 

 （企画） 

  ③第 3 回企画・評価委員会（23.3.3）（資料２８） 
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 （研究） 

④平成 22 年度第 7 回研究企画委員会（H23.2.24）（資料２９） 

 （財務） 

⑤平成 22 年度第 6 回施設マネジメント委員会（23.3.1）（資料３０） 

 （学生） 

⑥平成 22 年度第 9 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（23.2.10）(資料３１） 

⑦平成 22 年度第 8 回教務委員会（H23.3.1) （資料３２）  

⑧平成 22 年度第 8 回大学院教務委員会（H23.3.1) （資料３３） 

⑨平成 22 年度第 11 回学生生活委員会（H22.3.3) （資料３４） 

⑩平成 22 年度第 12 回教育センター会議（Ｈ23.3.3）（資料３５） 

⑪平成 22 年度第 5 回就職委員会（H23.3.10) （資料３６） 

（入試） 

⑫平成 22 年度第 8 回入学者選抜管理委員会（H23.3.7) （資料３７） 

⑬平成 22 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.3.7)（資料３８） 

その他 

 

 

［出席評議員］ ２７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、高松、松山、采女、安部、菅沼、井上 

（事務局長）盛本 

 

［欠席評議員］ ３名 

（学部長等）越塩、中河、門 

 

［オブザーバー] 

坂東監事 

（副学長）萩野、馬場、友清 

（学長補佐等）鈴木、小栗、山本、飯干、浅野、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、上村、黒原、折田、 

松野下、瓜生 

 

 

 始めに学長から、東北地方太平洋沖地震に対する鹿児島大学の支援について、次のとおり報告があった。 

 ・ 平成23年3月1１日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震に迅速に対応するため、鹿児島大学で

は学長を本部長とする「支援対策本部」を平成23年3月14日（月）に設置した。 

 ・ 地震の影響により3月12日～13日に実施された後期試験を受験できなかった受験生に対しては、3

月17日に追試験を実施することとしており、本日5名の受験生が受験している。また、合格手続き

に関しても柔軟に対応することとしている。 

 ・ 医学部・歯学部附属病院DMAT（災害派遣医療チーム）および水産学部附属練習船「かごしま丸」

が派遣できる用意があることを鹿児島県に提案。 
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 ・ 福島県の原発事故を受けての「緊急被ばく医療対策班」の派遣の可否の通知があり、いずれも可

として回答し、派遣要請に備えている。 

 ・ DMATとしての派遣時期は過ぎたが、今後医療チームとしての派遣に備えている。 

・ 被災した文教施設の応急危険度判定に係る調査職員の派遣の要請があり、施設部職員１名が来週

に出発予定。 

 ・ 被災者用職員宿舎等調べがあり、計１３部屋貸与可能として回答。 

・ 医歯学総合研究科法医学分野の講師が、「検案」を行うため１６日に福島県へ向け出発 

 ・ 東北大学から国大協に対して支援物資の要請があり、現在、学内に照会中 

  

 引き続き、2月3日開催の第106回（臨時）及び2月17日開催の第107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．学生の懲戒について（資料１） 

学長から、法文学部学生の器物破損事案について諮られ、阿部理事から経緯等について資料に基づき

説明があり、審議の結果、原案どおり懲戒処分として「訓告」とすることが了承された。 

資料は席上配布され、会議終了後回収した。 

 

議題２．平成 23 年度年度計画（原案）について（資料２） 

 学長から、中期目標・中期計画に係る平成23年度の年度計画（原案）について諮られ、島理事から先

の大学運営会議での意見を踏まえ整理したことを含め、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。 

 

議題３．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３） 

学長から、人事院規則の改正に合わせて超過勤務手当の支給割合の引上げを行う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．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則等の一部改正について（資料４） 

学長から、国家公務員退職手当法その他の法令等の改正（退職手当の支給制限の事由の追加、自己啓

発等休業期間の除算期間の変更、在職期間の通算できる機関の変更、勧奨退職に係る割増の変更など）

に伴う国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則の

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．国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則等の一部改正について（資料５） 

  学長から、必要な事項の明文化、新設及び字句の修正などを行う国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規

則等（全９件）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。 

 なお、河原理事から、本学懲戒の停職２月（最長）の妥当性、調査委員会の調査結果の被害者等への

報告手段等、法人職員（教員と職員）の懲戒審査のあり方などについては、引き続き検討していきたい

旨の説明があった。 

 

議題６．国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について（資料６） 

  学長から、産業医の職務である健康診断の実施に加え、新たに面接指導及び健康管理についての助言

指導が実施できるようにするための国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正に

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。 

 



 

 4 
 

議題７．国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について（資料７）  

学長から、農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター設置及び水産学部新プロジェクト実施に伴う国

立大学法人鹿児島大学教員の任期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８．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の改正等について（資料８） 

  学長から、文書管理の取扱いについて、適切な公文書等の管理体制の確立を目指した公文書管理法が

公布されたことにより、文書管理の根拠規定が従来の情報公開法からこの法律に変更されたこと及び副

総括文書管理者、監査責任者の新設、管理体制の強化、職員研修、点検・監査の実施などを新たに定め

るための「国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の一部改正」、「国立大学法人鹿児島大学法人文

書管理細則の一部改正」及び「国立大学法人鹿児島大学法人文書ファイル保存要領」の制定について諮

られ、河原理事から資料に基づき説明の後、総務課長から、当該法律施行後に周辺大学の状況も踏まえ

ながら、見直しも視野にいれている旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

議題９．鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について（資料９） 

  学長から、第二期中期目標及び中期計画に基づく大学院全学横断的教育プログラムに環境学教育コー

スを追加するための鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する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。 

 

議題１０．鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則の制定について 

（資料１０） 

  学長から、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づき，本学が実施する特別の課程における履修証

明プログラムに関し，必要な事項を定めるための「鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラ

ムに関する規則」の制定について諮られ、阿部理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、第４条

（担当講師）本文の表現を見直すこととなり、学長一任となった。 

 

議題１１．山口大学との共同獣医学部設置及び協定書の締結について（資料１１） 

  学長から、平成 24 年度開設に向け、準備を進めている共同獣医学部について、共同教育課程を編成

するに当たっては大学間の協定締結が必要となることから、共同獣医学部の設置及び設置に伴う協定書

の締結について諮られ、前田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１２．男女共同参画推進に係る長期及び短期行動計画等について（資料１２） 

学長から、男女共同参画推進室に係る平成 22 年度計画に掲げた「男女共同参画推進に関する長期（10

年）行動計画及び短期（3 年）行動計画」及び「平成 23 年度行動計画（案）」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。 

 

 

報告事項１．学内変更予算（第３号）について（資料１３） 

  盛本事務局長から、平成22年度学内変更予算（第３号）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項２．寄附講座｢システム血栓制御学(メディポリス連携医学)講座｣の寄附申込み内容の変更につい

て（資料１４）   

  河原理事から、平成２２年４月１日に大学院医歯学総合研究科に設置された寄附講座「システム血栓

制御学（メディポリス連携医学）講座」の寄附申込み内容の変更について、資料に基づき報告があった。 

 

 



 

 5 
 

報告事項３．寄附講座｢医療関節材料開発講座(日本メディカルマテリアル)の寄附申込み(設置期間更新)

について（資料１５）  

  河原理事から、平成 18 年６月１日に大学院医歯学総合研究科に設置された寄附講座「医療関節材料

開発講座（日本メディカルマテリアル）」の寄附申込み（設置期間更新）について、資料に基づき報告

があった。 

 

報告事項４．寄附講座｢近未来運動器医療創生学講座(医療法人くすのき会)」の設置について(資料１６） 

  河原理事から、医療法人くすのき会から大学院医歯学総合研究科に寄附講座の設置に係る経費の寄附

申込みがあったことから、当該寄附講座「近未来運動器医療創生学講座（医療法人くすのき会）」を設

置することとした旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項５．本学主催及び後援名義の使用許可について（資料１７） 

 河原理事から、本学主催及び後援名義の使用許可（継続）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項６．設置計画履行状況等調査の結果について（資料１８） 

 学長から、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会における設置計画履行状況等調査の審議結果に

ついて、今年度は特段の留意事項は付さない旨の通知があったことについて、資料に基づき報告があっ

た。 

 

報告事項７．国立大学法人鹿児島大学国際戦略本部設置要項の一部改正について（資料１９） 

  前田理事から、国際戦略本部設置要項に関し、現在の活動状況に即した形とする同設置要項の一部改

正について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項８．「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備

等の取組について」（資料２０） 

前田理事から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づき、本

学の公的研究費に対する管理・監査の体制整備等をチェックリストにより自己評価した旨、資料に基づ

き報告があった。 
また、これらの結果を踏まえ、より成熟度が向上するよう個々の項目についての対応策等を今後検討

していきたい旨併せて説明があった。 

 

報告事項９．最先端・次世代研究開発支援プログラムの研究者・研究課題の決定について（資料２１） 

 前田理事から、最先端・次世代研究開発支援プログラムの研究者・研究課題の決定について、資料に

基づき報告があった。 

 

報告事項１０．鹿児島大学教員免許状更新講習実施に係る手当等の基本方針等の改正について(資料 22) 

阿部理事から、必修領域講習に待機講師手当を新設すること及び講習運営費の支給額を増額すること

に伴い、「鹿児島大学教員免許状更新講習実施に係る手当等の基本方針」（平成２１年９月９日学長裁定、

平成２１年９月１７日教育研究評議会報告）の全面改正と、「鹿児島大学教員免許状更新講習に係る手

当等の支給要項」の一部改正について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項１１．ハラスメント対策に係るDVDの視聴について（資料２３） 

 河原理事から、3月16日現在のハラスメントDVD視聴及び研修会受講者数について資料に基づき報告が

あり、ハラスメント対策に係るDVDを各部局等に配付しているので、教職員全員が３月末日までには視

聴していただくよう要請があった。 
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報告事項１２．女性研究者研究活動支援具体策に関するアンケート調査結果について（資料２４） 

 河原理事から、女性研究者研究活動支援具体策に関するアンケート調査結果について、資料に基づき

報告があった。 

 

報告事項１３．平成23年4月～6月行事予定について（資料２５）  

 河原理事から、平成23年4月～6月行事予定について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項１４．委員会報告 

阿部理事から、下記の委員会中、3月10日に開催された平成22年度第5回就職委員会（資料36）につい

て、2月26日午前0時頃発生した本学学生による高速バス横転事件に関し、当該学生が就職活動に悩んで

いたことが挙げられていたことから、本学では、就職活動中の学生への支援体制等の充実を図っている

旨資料に基づき報告があった。併せて、平成23年3月学部卒業予定者の進路状況（2月末現在）について

資料に基づき報告があった。 

 

  学長から、その他の委員会については、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 10 回附属図書館運営委員会（23.2.18）（資料２６） 

②平成 22 年度第 5 回情報公開・個人情報保護管理委員会（23.3.4）（資料２７） 

 （企画） 

  ③第 3 回企画・評価委員会（23.3.3）（資料２８） 

 

 （研究） 

④平成 22 年度第 7 回研究企画委員会（H23.2.24）（資料２９） 

 （財務） 

⑤平成 22 年度第 6 回施設マネジメント委員会（23.3.1）（資料３０） 

 （学生） 

⑥平成 22 年度第 9 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（23.2.10）(資料３１） 

⑦平成 22 年度第 8 回教務委員会（H23.3.1) （資料３２）  

⑧平成 22 年度第 8 回大学院教務委員会（H23.3.1) （資料３３） 

⑨平成 22 年度第 11 回学生生活委員会（H22.3.3) （資料３４） 

⑩平成 22 年度第 12 回教育センター会議（Ｈ23.3.3）（資料３５） 

⑪平成 22 年度第 5 回就職委員会（H23.3.10) （資料３６） 

（入試） 

⑫平成 22 年度第 8 回入学者選抜管理委員会（H23.3.7) （資料３７） 

⑬平成 22 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.3.7)（資料３８） 

 

その他 

 岩元農学部長から、附属農場周辺への建物建設等の情報については、農学部へ一報願いたい旨の要請

があった。 

 

最後に盛本事務局長から、平成 23 年 4 月 1 日付け部長職の人事異動及び本年度末の退職部長の紹介が

あり、引き続き、今回の教育研究評議会が最後となる評議員から挨拶があった。 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年４月２１日（木）に開催することとなった。 

 


