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第１１１回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年４月２１日（木） １３：３０～１５：１４ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１０８回教育研究評議会（臨時）（H23.3.10 開催） 

 第１０９回教育研究評議会（定例）（H23.3.17 開催） 

 第１１０回教育研究評議会（臨時）（H23.3.23 開催） 

 

議題１．学長選考会議委員の選出について（資料１） 

議題２．経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について（資料２） 

議題３．平成23年度年度計画変更（再提出）について（資料３） 

報告事項１．副学長の選任について（資料４） 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料５） 

報告事項３．東日本大震災における復旧支援業務等に対する特殊勤務手当の特例措置について（資料６） 

報告事項４．不審者対応について（資料７） 

報告事項５．平成２３年度学内当初予算について（資料８） 

報告事項６．平成２３年度教育研究環境改善経費等について（資料９） 

報告事項７．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料１０） 

報告事項８．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（資料１１） 

報告事項９．学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行への対応について（資料１２） 

報告事項１０．女性研究者研究活動支援に係る研究支援員制度について（資料１３） 

報告事項１１．本学共催及び後援名義の使用許可について（資料１４） 

 報告事項１２．東北地方太平洋沖地震等による被害状況及び今後の課題等について(3.25現在)（資料15） 

 報告事項１３．東北地方太平洋沖地震等による平成23年度入学者の状況について（資料１６） 

報告事項１４．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（23.4.18）(資料１７） 

報告事項１５．委員会報告  

（研究） 

  ①平成 22 年度第 9 回国際交流委員会（23.3.9）（資料１８） 

②平成 22 年度第 3 回動物実験委員会(23.3.17）（資料１９） 

③平成 22 年度第 5 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(23.3.18）（資料２０） 

  ④平成 22 年度第 2 回放射線安全管理委員会（23.3.29）（資料２１） 

（教育） 

⑤平成 22 年度第 10 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H23.3.14)（資料２２） 

⑥平成 22 年度第 12 回学生生活委員会（H22.3.18) （資料２３） 

⑦平成 22 年度第 4 回ボランティア支援センター運営会議（H23.3.18)（資料２４） 

⑧平成 22 年度第 3 回教員養成カリキュラム委員会（H23.3.29) （資料２５） 

⑨平成 22 年度第 13 回教育センター会議（Ｈ23.3.30）（資料２６） 

⑩平成 22 年度第 6 回就職委員会（H23.3.30）（資料２７） 

 （入試関係） 

⑪平成 22 年度第 9 回入学者選抜管理委員会（H23.3.20) （資料２８） 

⑫平成 22 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.3.20) （資料２９） 

⑬平成 23 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H23.4.1 欠員補充第 2 次募集）（資料３０） 

 

その他 

 

［出席評議員］ ２７名 

  吉田学長 

（理事）河原、島、阿部、前田 
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（学部長等）平井、武隈、土田、宮嶋、與倉、深野、杉原、田中、住吉、甲斐、岩元、米田、野呂、越塩、

福井、坪内、采女、安部、菅沼、下川、門 

（事務局長）渡辺 

 

［欠席評議員］ ４名 

（学部長等）石川、榮鶴、熊本、井上 

 

［オブザーバー] 

坂東監事 

（副学長）安部、馬場、友清 

（学長補佐等）鈴木、小栗、山本、有倉、新森、藤重、森 

 

［事務局］ 

（部長）後藤、油原、野崎、須崎 

（課長）山崎、川西、伊藤、上國料、野頭、仮屋、山本、永田、佐藤、神之門、福永、松野下、黒原、 

瓜生 

 

 

 初めに学長から、新評議員の紹介及び平成23年度の副学長、学長補佐の紹介があった。また、渡辺事務

局長から事務局新部課長の紹介があった。 

 引き続き、第 108 回（臨時）、第 109 回（定例）及び第 110 回（臨時）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．学長選考会議委員の選出について（資料１） 

学長から、教育研究評議会が推薦する学長選考会議委員に関し、本年４月１日から学部長交代により

学長選考会議委員１名の欠員が生じていることから、新たに１名の学長選考会議委員の選出を行う旨説

明があった。 

選出方法については、これまでの教育研究評議会の決定に基づき、評議員による投票によることとし、

今回は１名の選出のため単記無記名投票によることとなった。 

投票後、住吉評議員、甲斐評議員の立ち合いによる開票の結果、投票総数２７票、宮嶋評議員２１票

で宮嶋公夫評議員（理学部長）が学長選考会議委員として選出された。 

 

議題２．経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について（資料２） 

  学長から、経営協議会学外有識者であった岡積副知事（本学経営協議会委員任期：22.4.1～24.3.31）

が、平成２３年３月末をもって副知事を退任されたことから、後任の委員について、国立大学法人鹿児

島大学経営協議会規則第２条第２項に基づき、教育研究評議会から意見を聴取したい旨の説明があり、

特に意見はなく、原案どおり了承された。 

 

議題３．平成23年度年度計画変更（再提出）について（資料３） 

 学長から、平成23年度年度計画について、譲渡予定としていた職員会館「天心荘」を東日本大震災の

被災者への宿舎として、要請があれば提供するため、処分を1年間延期することとしたため、年度計画

の変更（再提出）を行うことについて諮られ、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．副学長の選任について（資料４） 

 学長から、平成23年度の副学長を選任した旨資料に基づき報告があった。   

 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料５） 

 学長から、平成23年度の学長補佐を選任した旨資料に基づき報告があった。   
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報告事項３．東日本大震災における復旧支援業務等に対する特殊勤務手当の特例措置について（資料６） 

河原理事から、東日本大震災における復旧支援業務等に従事する職員に対する処遇上の公正を期する

ことを目的とした特殊勤務手当の特例措置（学長裁定）について、資料に基づき報告があった。 

  

報告事項４．不審者対応について（資料７） 

   河原理事から、最近、郡元キャンパス内で、学外者が、学生や職員等に対し大声で怒鳴ったり、追い

かけたりする事案が発生しており、本学学生や教職員が被害者となる危険性があるため、事故を未然に

防止することを目的として、守衛 2 名(時間雇用)を採用することとしたこと、また、職員採用となるこ

とから若干の時間を要するため、守衛採用に至るまでの間、警備会社による巡回警備を実施することと

した旨資料に基づき報告があった。 
 

報告事項５．平成２３年度学内当初予算について（資料８） 

  渡辺事務局長から、本年3月に了承された平成23年度学内当初予算について、資料に基づき報告があ

った。なお、3月中に審議願った資料に関し、一部訂正があった旨併せて報告があった。 

  また、渡辺事務局長から、人件費に関し、予算編成基本方針における人件費、年度計画予算に係る人

件費及び総人件費改革に係る削除の対象となる人件費など人件費項目が混在し、また金額が同一でない

ことから、後日改めて、関係資料を添付のうえ教育研究評議会に報告したい旨の発言があった。 

  この外、学長から、平成19年に学内予算配分方式策定特任委員会委員長から学長あてに答申のあった

「学内予算配分方式について」に基づき、平成23年度学長裁量経費の運用方針について報告があった。 

 

報告事項６．平成２３年度教育研究環境改善経費等について（資料９） 

  施設部企画課長から、平成２３年度教育研究環境改善経費等について、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不動産管理規程の一部改正について（資料１０） 

  財務課長から、職員会館｢天心荘｣の廃止に伴う所要の改正及びその他の規程を整備する国立大学法人

鹿児島大学不動産管理規程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．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（資料１１） 

  財務課長から、「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」の制定に伴い、

当該プログラムに含まれる授業科目に係る受講料と本学の学生又は科目等履修生としての授業料との

重複を回避しようとするための鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正につ

いて、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項９．学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行への対応について（資料１２） 

島理事から、大学等が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の

質を図る観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することを目的と

した学校教育法施行規則等の一部改正（平成23年4月1日施行）に対応するために、本年４月１日より本

学のホームページ等で教育研究活動等の状況を公表している旨資料に基づき報告があった。 

また、学長から、自己評価を行ううえで教員の業績等の把握は必要となることから、公表の有無にか

かわらず業績等のデータ入力を行っていただきたい旨の要請があった。 

なお、学長から、業績等の公表の有無については、現在教員個人の判断によるが、大学としての見解

を引き続き検討したい旨の発言があった。 

  

報告事項１０．女性研究者研究活動支援に係る研究支援員制度について（資料１３） 

  河原理事から、出産・育児期、介護期にある女性研究者の研究活動支援の一環として「研究支援員制

度」を試行することに伴う研究支援員制度公募要領及び研究支援員の取扱要項について、資料に基づき

報告があった。 

  なお、公募要領に関して、今年度は女性研究者を対象とすること、研究支援員の業務内容は、研究支

援員の配置を認められた研究者の研究活動上必要な補助業務であること、支援従事箇所は原則として学

内とするなどの明確化を図った旨の補足説明があった。 
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報告事項１１．本学共催及び後援名義の使用許可について（資料１４） 

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

 

報告事項１２．東北地方太平洋沖地震等による被害状況及び今後の課題等について(3.25現在)（資料15） 

 河原理事から、3月23日に文科省法人支援課より、東北地方太平洋沖地震等被害状況及び今後の課題

等に関し、学生及び教職員等並びに大学のより詳細な状況把握をし、今後の対応に活用するための調査

依頼があり、学内に照会して取り纏めた（3月25日現在）後、文科省へ回答した旨資料に基づき報告が

あった。 
 

報告事項１３．東北地方太平洋沖地震等による平成23年度入学者の状況について（資料１６） 

  河原理事から、3月28日に文科省法人支援課より、入学金に対する予算措置等について検討するため、

東北地方太平洋沖地震等による平成23年度入学者の状況について調査依頼があり、入試課から情報提供

願い（3月28日現在）、文科省へ回答した旨資料に基づき報告があった。 
 

報告事項１４．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（23.4.18）(資料１７） 

 学長から、4月13日現在の東北地方太平洋沖地震に対する鹿児島大学の支援状況について、資料に基

づき報告があった。 

 また、阿部理事から、当該地震に伴う学生のボランティア活動について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項１５．委員会報告 

  学長から、下記委員会①～⑬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。 

 

（研究） 

  ①平成 22 年度第 9 回国際交流委員会（23.3.9）（資料１８） 

②平成 22 年度第 3 回動物実験委員会(23.3.17）（資料１９） 

③平成 22 年度第 5 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(23.3.18）（資料２０） 

  ④平成 22 年度第 2 回放射線安全管理委員会（23.3.29）（資料２１） 

（教育） 

⑤平成 22 年度第 10 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H23.3.14)（資料２２） 

⑥平成 22 年度第 12 回学生生活委員会（H22.3.18) （資料２３） 

⑦平成 22 年度第 4 回ボランティア支援センター運営会議（H23.3.18)（資料２４） 

⑧平成 22 年度第 3 回教員養成カリキュラム委員会（H23.3.29) （資料２５） 

⑨平成 22 年度第 13 回教育センター会議（Ｈ23.3.30）（資料２６） 

⑩平成 22 年度第 6 回就職委員会（H23.3.30）（資料２７） 

 （入試関係） 

⑪平成 22 年度第 9 回入学者選抜管理委員会（H23.3.20) （資料２８） 

⑫平成 22 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.3.20) （資料２９） 

⑬平成 23 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H23.4.1 欠員補充第 2 次募集）（資料３０） 

 

その他 

 なし 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年５月１９日（木）に開催することとなった。 

 

 


