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第１１３回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年６月１６日（木） １４：００～１７：０２ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１１２回教育研究評議会（定例）（H23.5.19 開催） 

 

議題１．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１） 

議題２．国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則等について（資料２） 

議題３．国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について（資料３） 

議題４．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料４） 

議題５．鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について（資料５） 

議題６．「鹿児島大学放射線安全管理規則」及び「鹿児島大学放射線安全管理委員会規則」の一部改

正について（資料６） 

議題７．鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則の制定について（資料７） 

議題８．鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項（案）について（資料８） 

議題９．「地域防災教育研究センター（仮称）」の設置について（資料９） 

議題 10．九州地区 11 国立大学法人間の大規模災害等発生時の連携・協力に関する協定書について 

（資料 10） 

議題 11．平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料 11） 

議題 12．評価システムの見直しについて（資料 12） 

報告事項１．学内会議及び講義中の水分補給等への配慮について（資料13） 

報告事項２．第１期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について（資料14） 

報告事項３．教員情報システム入力状況報告について（資料 15） 

報告事項４．北米教育研究センターの法人登記について（資料16） 

報告事項５．「鹿児島大学ピークカットトライアル」の実施について（資料17） 

報告事項６．オープンキャンパス企画 "muse篤姫"「郷中Cafe『夢・未来』」について（資料18） 

報告事項７．本学後援等名義の使用許可について（資料19） 

報告事項８．2011年度情報セキュリティ講習会（案）の開催について―パソコンやインターネットを

安全に利用するために―（資料20） 

報告事項９．鹿児島県高等学校長との教育懇話会について（資料21） 

報告事項 10．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（H23.6.10 現在）（資料 22） 

報告事項 11．財団法人鹿児島大学援助会の動向について（資料 23） 

報告事項 12. 平成 23 年 7月～9月行事予定について（資料 24）  

 報告事項 13．委員会報告 

 （総務）①平成 23 年度第 1 回総合安全衛生管理委員会（H23.5.23）（資料 25） 

（企画）②平成 23 年度第 1回企画評価委員会（H23.5.27）（資料 26） 

     ③平成 23 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会（H23.6.1）（資料 27） 

 （教育）④平成 23 年度第 2 回学生生活委員会（H23.5.16) （資料 28） 

⑤平成 23 年度第 2 回教務委員会（H23.5.31) （資料 29） 

⑥平成 23 年度第 2 回大学院教務委員会（H23.5.31) （資料 30） 

⑦平成 23 年度第 2 回ファカルティ･ディベロップメント委員会（23.6.3）（資料 31） 

⑧平成 23 年度第 3 回教育センター会議（H23.6.3) （資料 32） 

⑨平成 23 年度第 1 回就職委員会（H23.6.7) （資料 33） 

   ⑩平成 23 年度第 3回学生生活委員会（H23.6.13) （資料 34） 

 （入試）⑪平成 23 年度第 2 回入学試験実施委員会（H23.5.20) （資料 35） 

⑫平成 23 年度第 1 回入学者選抜方法検討委員会（H23.5.30)（資料 36） 

⑬平成 23 年度第 2 回入学者選抜管理委員会（H23.6.2）（資料 37） 

その他 
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［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、宮嶋、與倉、深野、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）榮鶴、杉原、熊本、井上 

 

［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、有倉、新森、山本(一)、藤重、清原、吉田、森、伊地知 

 

［事務局］ 

（部長）後藤、油原、野崎、萩元、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、 

折田、松田 

 

 

 初めに、第112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．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１） 

学長から、総合研究博物館教員の任期廃止に伴う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２．国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則等について（資料２） 

学長から、本学ホームページへ有料広告を掲載することにより収益拡充を図るとともに、本学の

広報活動の充実を図ることを目的とした有料広告掲載に関する規則及び有料広告掲載に関する取

扱い及び選考に関する要項について諮られ、島理事から、広報に関しては、ホームページの他、紙

媒体の物も多くあるが、当該有料広告に関しては、まず初めに本学ホームページ（トップページ）

のみにおいて取り組んでいきたい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国際交流委員会規則の一部改正について（資料３） 

   学長から、鹿児島大学の国際化の具体的推進計画を検討していくうえで、全学的意見を反映させ

ることが必要不可欠であることから、専門的見地から必要な人材を国際交流委員会委員に加えるこ

とが出来るようにするための鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について諮られ、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４．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料４） 

学長から、平成 23 年 7 月 1 日付けで大学院医歯学総合研究科に寄附講座「分子応用外科学講座」

が設置されることに伴う大学院学則の一部改正について諮られ、河原理事から、中外製薬株式会社

より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り、当該研究科に平成

23 年 7 月 1 日付けで寄附講座「分子応用外科学講座」を設置（3 年間）することについて、「鹿児

島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則」に基づき、当該研究科教授会の議を経て、学長に

設置の申請があったもので、当該申請を受けての本学大学院規則の一部改正である旨資料に基づき

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５．鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について（資料５） 

学長から、遺伝子組換え実験報告の変更に伴う鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部

改正について諮られ、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。 

なお、前回の大学運営会議において、同規則改正前は、実験が年度を超えるときは、毎年度末ま

でに報告させていたものが、改正後では廃止されていることから、毎年度の実験状況の把握の必要

性が問われていたが、前田理事から、安全委員会において年度初めに承認された遺伝子組換え実験

計画一覧を各部局へ周知していること、また、管理部局ごとに遺伝子組換え実験安全主任者を置い

ており、当該安全主任者は、実験が法令、規則等に従って適正に遂行されているか否か確認するこ

ととされている旨の補足説明があった。 

 

議題６．「鹿児島大学放射線安全管理規則」及び「鹿児島大学放射線安全管理委員会規則」の一部改

正について（資料６） 

学長から、放射性同位元素等の使用施設の変更等に伴う「放射線安全管理規則」及び「放射線安

全管理委員会規則」の一部改正について諮られ、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７．鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則の制定について（資料７） 

学長から、授業料の一部に相当する額を給付する給付金制度とする「鹿児島大学学業成績優秀学

生奨学金授与規則」の制定について諮られ、阿部理事から、平成 19 年度入学生より授与を開始し

た「スタートダッシュ学資金授与」制度（入学試験、特に大学入試センター試験の成績が優秀であ

った学部１年生を対象に開始、大学院生（20 年度より支給開始）にあっては、それぞれの研究科の

入試の成績優秀者を対象に授与することによって、勉学への意欲の鼓舞を目的とした）を全面的に

見直し、対象者を全学年次生まで広げ、成績評価の対象を在学中の成績とするなど、学生の勉学意

欲を実質的に評価する方法とした給付制奨学金であり、大学の自主努力で得た資金である旨資料に

基づき説明があり、審議の結果、規則本文は原案どおり了承され、別記様式第３号に関しては、個

人情報の取り扱いを明記することとなった。 
なお、同一人が違う年度において繰り返し当該奨学生となることを妨げるものではないこと、学

部独自の選考基準を設けることも差し支えないことが確認された。 
 

議題８．鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項（案）について（資料８） 

学長から、独自財源を用いた大学院生を対象とする授業料免除制度を新たに構築するための「鹿

児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項」の制定について諮られ、阿部理事から、

財団法人メディポリス医学研究財団（永田良一理事長）からの本学への寄附金を原資として、本学

大学院に在籍する学生に対し、学業、人物ともに優れ、経済的支援を必要とする者に対して行う授

業料免除制度であること、各研究科における免除者の配分数に関しては、学生定員数を基準にした

こと、司法政策研究科については、今年度に関して別途学長裁量経費による支援を予定しているこ

とから、当該要項による免除者からは除外している旨資料に基づき説明があり、審議の結果、要項

本文は原案どおり了承され、様式（授業料免除申請書）に関しては、個人情報の取り扱いを明記す

ることとなった。 

   なお、学長から、来年度から新たに山口大学との共同獣医学部が設置される予定であることから、

共同獣医学部に関しては、議題７の鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則を見直し、また、

連合獣医学研究科に関しても、当該要項を見直し、来年度からの適用として運用したい旨の説明が

あった。 

また、各研究科独自の選考基準を設けることに関しては差し支えないことが確認された。 

    

議題９．「地域防災教育研究センター（仮称）」の設置について（資料９） 

学長から、南九州地域に多い風水害や火山災害等に対し、災害の防止と軽減を図るため、災害の

実態把握と仕組みの解明、予測、防災教育、災害応急対応、災害復旧復興等の諸課題に全学的に取

り組む組織として、「地域防災教育研究センター（仮称）」を設置すること及び同センターの位置付

けを行うための鹿児島大学学則の一部改正、同センターの組織に関する規則の制定について諮られ、 
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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。 

また、学長から、調査研究部門の兼務教員に関しては、本日付けで各部局等へ依頼したいこと、

教育部門に関しては、全学を対象とした教育内容を構築した教育の必要性、地域連携に関しては、

防災対策の在り方や地域振興策などに関し、地域との連携を通しての地域への貢献、還元が必要不

可欠であること、専任教員に関しては、現在、教員定数に関し、ポイント制による見直しを行って

いるところで、同センターへの教員定数枠の配置も当該見直し（同センターは学共施設に位置付け

るため、学共施設内での見直しとなる）により捻出できた場合のことを踏まえ配置できるようにし

たことなどの説明があった。 

 

議題 10．九州地区 11 国立大学法人間の大規模災害等発生時の連携・協力に関する協定書について 

（資料 10） 

学長から、平成 23 年 5 月 23 日に開催された平成 23 年度第 1 回一般社団法人国立大学協会九州

地区支部会議において、大分大学から提案された「九州地区 11 国立大学法人間の大規模災害等発

生時の連携・協力に関する協定書」について諮られ、河原理事から、九州地域で大規模災害等が発

生し，または発生するおそれがあるとき，１１大学が相互に連携・協力することにより，被災大学

における迅速かつ円滑な救援・復旧活動を推進するとともに，地域社会の復旧・復興に寄与するこ

とを目的とした協定書である旨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、当該協定書に関しては、6 月 22 日開催の国大協総会の際に、九州地区各大学長が

署名し、協定締結する予定である旨の補足説明があった。 

 

議題 11．平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料 11） 

学長から、6月末までに提出することとされている平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報

告書について諮られ、島理事から、各部局等の実績を踏まえ、担当理事から報告された実績をもと

に、全体的な状況、業務運営の進捗状況及び特記事項を作成したこと旨資料に基づき説明があり、

審議の結果、今後さらに内容を精査していくことが確認され、学長一任となった。 

 

議題 12．評価システムの見直しについて（資料 12） 

学長から、第2期中期目標期間において求められている社会的説明責任の観点及び部局等での自

己評価の実施状況や規則等の整備状況が不十分等である旨の監事監査の指摘を受け、見直しをする

こととした本学の評価システムについて諮られ、島理事から、大学全体の評価システムの見直し（学

内、部局等内のPDCAサイクルの確立、学部・研究科等の現況分析等への対応、全学一斉自己評価

の実施、評価指標の作成など）、本学評価実施規則を含めた評価関連規則の改正（鹿児島大学にお

ける自己評価の実施要項に関しては、学位授与機構が行う認証評価の評価基準に合わせて改正）、

部局等の自己評価の実施要項の制定、自己点検・評価のスケジュールなどについて資料に基づき説

明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 
  また、学長から、平成24年度に全学一斉自己評価を実施することとなることから、当該評価の指

標となる実績、データ等は平成23年度中のものが対象となることから、本年度における業績等のデ

ータの蓄積、四半期ごとの進捗状況の点検等を適切に実施していただき、PDCAサイクルの特にC
（Check：進捗状況の点検・評価）、A（Action：達成状況の確認・改善、次年度計画への反映）

に生かしていただきたい旨の要請があった。 
この他、学長から、事務局の自己評価に関し、単独で実施するより大学全体として捉えた観点か

らの評価が適切であることから、部局等評価からは除外し、各部局等評価を踏まえた後に実施する

全学の自己評価の際に実施することとしていること、外部評価に関しては、現在検討中で決定次第

報告したいこと、今後、早い段階で当該評価システムの見直しに係る説明会を実施予定としている

ことの説明があった。 
 

 学長から、10分間（16時07分から16時17分まで）休憩をとる旨の発言があった。 
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報告事項１．学内会議及び講義中の水分補給等への配慮について（資料13） 

  学長から、産業医から指摘のあった学内会議及び講義中の水分補給等への配慮について、資料に

基づき報告があった。また、本日付けで当該配慮方の依頼文を各部局長等へ通知する旨の発言があ

った。 

 

報告事項２．第１期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について（資料14） 

  島理事から、第１期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について、資料に基づき報告

があった。 

 

報告事項３．教員情報システム入力状況報告について（資料 15） 

島理事から、「国立大学法人鹿児島大学教員情報システムの管理・運用及びデータ入力に関する

要項の施行に伴う施行前のデータの入力期限に関する申合せ」に基づき、平成 23 年 5 月末までの

入力状況（ログイン率及び確認済率ともに 100％）について、資料に基づき報告があった。 

なお、学長から、入力された業績が今後の評価の対象となること、また当該評価結果を踏まえ、

検証したうえで対応策を検討することとなる旨の説明があった。 

 

報告事項４．北米教育研究センターの法人登記について（資料16） 

     前田理事から、平成 23年 1月 28 日開催の役員会で承認された北米教育研究センターの米国

州政府への法人登記について、4月 1日をもって登記が完了した旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項５．「鹿児島大学ピークカットトライアル」の実施について（資料17） 

  渡辺理事から、夏季の電力不足に備え、節電に関して事前の効果検証等を目的として 6月 1日～

3 日に実施した「事務局ピークカットトライアル」の実施結果の報告と当該結果を踏まえて今回、

対象を全学に広げ、教育研究・医療活動を継続しつつ「鹿児島大学ピークカットトライアル」とし

て 6 月 23 日及び 24 日の 2 日間実施すること、また、当該全学トライアルの結果を踏まえ、7 月 4

日から 10 月末まで、夏季における節電の取り組みを教育研究・医療活動を継続しつつ全学的に行

うこととしている旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．オープンキャンパス企画 "muse篤姫"「郷中Cafe『夢・未来』」について（資料18） 

  河原理事から、昨年度に引き続き、オープンキャンパス企画 "muse篤姫"「郷中Cafe『夢・未来』」

をオープンキャンパス期間に合わせ、8月6日に開催することとした旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項７．本学後援等名義の使用許可について（資料19） 

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

 

報告事項８．2011年度情報セキュリティ講習会（案）の開催について―パソコンやインターネットを

安全に利用するために―（資料20） 

  島理事から、6月22日開催予定の2011年度情報セキュリティ講習会について、資料に基づき報告

があった。 

 

報告事項９．鹿児島県高等学校長との教育懇話会について（資料21） 

  阿部理事から、6月 27 日開催予定の鹿児島県高等学校長との教育懇話会について、資料に基づき

報告があった。 

 

報告事項 10．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（H23.6.10 現在）（資料 22） 

  学長から、6月 10 日現在での東日本大震災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、前田理事から、本学留学生会が中心となって設置した震災支援国際市民プログラム(KIRP) 

 について、阿部理事から、ボランティア活動報告会（被災地へ提供するリユース可能なパソコンの

本学学生によるクリーンアップ活動などを含む）について補足説明があった。 
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報告事項 11．財団法人鹿児島大学援助会の動向について（資料 23） 

  総務課長から、財団法人鹿児島大学援助会の現在の動向（解散に向けて準備中）について、資料

に基づき報告があった。 

 

報告事項 12. 平成 23 年 7月～9月行事予定について（資料 24）  

   学長から、平成 23 年 7月～9 月の行事予定について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 13．委員会報告 

  阿部理事から、6月 13 日に開催された学生生活委員会（授業料免除者の選考等）について、資料

に基づき報告があった。 

  また、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 23 年度第 1 回総合安全衛生管理委員会（H23.5.23）（資料 25） 

（企画）②平成 23 年度第 1回企画評価委員会（H23.5.27）（資料 26） 

     ③平成 23 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会（H23.6.1）（資料 27） 

 （教育）④平成 23 年度第 2 回学生生活委員会（H23.5.16) （資料 28） 

⑤平成 23 年度第 2 回教務委員会（H23.5.31) （資料 29） 

⑥平成 23 年度第 2 回大学院教務委員会（H23.5.31) （資料 30） 

⑦平成 23 年度第 2 回ファカルティ･ディベロップメント委員会（23.6.3）（資料 31） 

⑧平成 23 年度第 3 回教育センター会議（H23.6.3) （資料 32） 

⑨平成 23 年度第 1 回就職委員会（H23.6.7) （資料 33） 

   ⑩平成 23 年度第 3回学生生活委員会（H23.6.13) （資料 34） 

 （入試）⑪平成 23 年度第 2 回入学試験実施委員会（H23.5.20) （資料 35） 

⑫平成 23 年度第 1 回入学者選抜方法検討委員会（H23.5.30)（資料 36） 

⑬平成 23 年度第 2 回入学者選抜管理委員会（H23.6.2）（資料 37） 

 

その他 

   学長から、山口大学と本学による共同獣医学部の設置に関し、6月 15 日に開催された文科省大学

設置・学校法人審議会において了承された旨の報告があった。 

 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年７月２１日（木）に開催することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 


