
 

第１１４回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年７月２１日（木） １４：３０～１６：４２ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１１３回教育研究評議会（定例）（H23.6.16 開催） 

 

議題１．法人文書管理規則の改正等について（資料１） 

議題２．｢鹿児島大学リポジトリに関する要項｣の制定と｢鹿児島大学リポジトリ運用指針｣の廃止につ

いて（資料２） 

議題３．鹿児島大学情報セキュリティーポリシーについて（資料３） 

議題４．鹿児島大学学生海外留学支援事業の実施要項等について（資料４） 

議題５．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５） 

 

報告事項１．平成 22 事業年度決算等について（資料６） 

報告事項２．平成 24 年度概算要求について（資料７） 

報告事項３．平成 24 年度文教施設整備費概算要求対象事業について（資料８） 

報告事項４．「鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画」について（資料９） 

報告事項５．鹿児島大学大学院司法政策研究科奨学金給付要項について（資料１０） 

報告事項６．国家公務員の給与減額支給措置の状況について（資料１１） 

報告事項７．鹿児島大学における特許権等の出願等に関する基本的な考え方の制定について(資料 12) 

報告事項８．地域防災教育研究センターの英文表記について（資料１３） 

報告事項９．本学後援名義の使用許可について（資料１４） 

報告事項１０．「東日本大震災復興支援リユースＰＣ発送式」（７月５日）について（資料１５） 

報告事項１１．｢セキュリティ講習会｣（6月22日開催）について（資料１６） 

報告事項１２．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（23.7.19現在）(資料１７） 

報告事項１３．委員会報告 

（総務） 

①平成 23 年度第 1 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H23.6.28）（資料１８） 

②第 3 回附属学校運営委員会（H23.7.7）（資料１９） 

（教育） 

③平成 23 年度第 1 回生涯学習教育研究センター運営委員会（H23.6.10) （資料２０） 

④平成 23 年度第 4 回教育センター会議（H23.6.24) （資料２１） 

⑤平成 23 年度第 3 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H23.7.1) （資料２２） 

⑥平成 23 年度第 3 回教務委員会（H23.7.5) （資料２３） 

⑦平成 23 年度第 3 回大学院教務委員会（H23.7.5) （資料２４） 

⑧平成 23 年度第 4 回学生生活委員会（H23.7.11) （資料２５） 

⑨平成 23 年度第 2 回生涯学習教育研究センター運営委員会（H23.7.12) （資料２６） 

⑩平成 23 年度第 2 回就職委員会（H23.7.12) （資料２７） 

（入試関係） 

⑪平成 23 年度第 3 回入学試験実施委員会（H23.6.17) （資料２８）  

⑫平成 23 年度第 2 回入学者選抜方法検討委員会（H23.6.29）（資料２９） 

 

その他 
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［出席評議員］ ３０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、榮鶴、深野、田中、住吉、甲斐、岩元、米田、

野呂、越塩、熊本、福井、坪内、采女、安部、菅沼、井上、下川、門 

（事務局長）渡辺 

 

［欠席評議員］ １名 

（学部長等）杉原 

 

［オブザーバー] 

坂東監事 

（副学長）萩野、友清 

（学長補佐等）鈴木、小栗、山本（淳）、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、長友 

（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、瓜生 

 

 

 はじめに、第113回（定例）教育研究評議会の議事要旨（案）の確認が行われ、学長から、先にメー

ル確認依頼をした文面を一部修正して本日提案している旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承

された。 

 

議題１．法人文書管理規則の改正等について（資料１） 

 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、本年４月から改正して施行していた鹿児島大学法人文書管理規則及び

同細則の一部改正について諮られ、河原理事から、各部局に照会し、実状に合わせる形で文書の類

型、分類表等を改正するもの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、本文書管理規則で定める答案用紙等の保存年限に関しては、成績等開示請求などの情報公

開との整合性が必要となるので、今後、各部局及び学生部等と調整のうえ、整理することが確認さ

れた。 

 

議題２．｢鹿児島大学リポジトリに関する要項｣の制定と｢鹿児島大学リポジトリ運用指針｣の廃止につ

いて（資料２） 

  学長から、｢鹿児島大学リポジトリに関する要項｣の制定と｢鹿児島大学リポジトリ運用指針｣の廃

止について諮られ、河原理事から、本学が教育研究活動の成果を速やかに社会に還元するとともに、

学術的成果物を教育研究の活性化に効果的に活用していくことが求められていることから、教員個

人や各部局等によって生産・保管されている学術情報等の成果物を広範囲に収集･登録し、全学で

一元的に管理する体制を整えるために、収集・登録のためのルールの制定が必要であることから、

平成 19 年に制定された現在の「鹿児島大学リポジトリ運用指針」を廃止し、新たに学長裁定によ

る「鹿児島大学リポジトリに関する要項」を制定しようとするもの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３．鹿児島大学情報セキュリティーポリシーについて（資料３） 

 学長から、本学の理念と目標を実現するため、教育研究活動、医療活動及び大学運営の基盤とし

て設置された情報システムに関し、円滑で効率的な運用を図ることを目的とした「鹿児島大学情報

セキュリティーポリシー」について諮られ、島理事から、平成16年9月に制定された本学情報セキュ

リティポリシーについては、情報の高度化に伴い見直しが必要であることから、昨年より検討して

きていたところ、本年3月に国立情報学研究所より「高等教育機関の情報セキュリティ対策のための

サンプル規程集」が発行されたことから、当該規程集（体系的には、運用基本方針、運用基本規程、

実施規程、手順等に分けられる）に準じる形で見直しを行い、新たに「鹿児島大学情報システム運

用基本方針」、「同運用基本規則」（これらの基本方針と基本規則を合わせてポリシーという。）を制

定することとした旨資料に基づき説明があり、種々意見交換の後、個人情報保護法に基づき、情報

セキュリティに関するポリシー（方針）を定めるもので、具体の実施規則、ガイドライン、手順等

については、今後、各部局等との調整を経ながら定めることが確認され、本日提案のポリシーの制

定については了承された。 
 なお、当該セキュリティポリシーの組織体制と「鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関

する規則」に基づく組織体制との整合性、添付の情報セキュリティガイドライン（利用者心得）、 
運用基本規則の定義中、(4)事務情報（本学法人文書をいう）と(5)事務情報システム（事務情報を扱

う情報システムをいう。）との関連性を含む同基本規則の見直し等に関しても、併せて今後精査す

ることとなった。 
 

議題４．鹿児島大学学生海外留学支援事業の実施要項等について（資料４） 

学長から、平成 23 年度新規事業として、学生交流に係る覚書に基づき、短期派遣留学生として協

定校に留学する学生への経費支援を行うことを目的とした鹿児島大学学生海外留学支援事業の実

施要項等について諮られ、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、当該要項に定める返還等に関し、疑義が生じた場合は、国際交流委員会の議を経て対応し

たい旨の発言があった。 

 

議題５．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５） 

  学長から、第２期中期目標・中期計画に基づき、大学院教育カリキュラムの整備・充実を図るこ

とを目的に鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに「食と健康教育コース」を新たに開設す

るための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。 
 

報告事項１．平成 22 事業年度決算等について（資料６） 

  渡辺事務局長から、平成 22 事業年度決算等について、資料（主に財務諸表の概要及び経年比較

等による財務分析）に基づき報告があった。 

  また、目的積立金に関し、経営努力に基づく利益として附属病院収入の増収による３億６百万円

及び経費節減等による１億５千７百万円については文部科学大臣の承認を得ることとしているこ

と及びその使途については学長一任となっている旨併せて報告があった。 

 

報告事項２．平成 24 年度概算要求について（資料７） 

  渡辺事務局長から、平成 24 年度概算要求について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項３．平成 24 年度文教施設整備費概算要求対象事業について（資料８） 

  渡辺事務局長から、平成 24 年度文教施設整備費概算要求対象事業について、資料に基づき報告

があった。 
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報告事項４．「鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画」について（資料９） 

  渡辺事務局長から、温室効果ガス排出量の削減は、国の最優先課題となっており、地域に根ざし、

社会の発展に貢献する知の拠点となることを目指している本学も自らの課題として積極的に推し

進める必要があることから、当該「鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画」を策定

した旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項５．鹿児島大学大学院司法政策研究科奨学金給付要項について（資料１０） 

  学長から、地域に貢献する法曹を育成することを目的として、鹿児島大学大学院司法政策研究科

に在籍する学生のうち、優秀で、かつ、人物的にも優れている者に対して奨学金を給付しようとす

る「鹿児島大学大学院司法政策研究科奨学金給付要項」について、昨年度から検討を進め、平成 23

年度鹿児島大学法科大学院学生募集要項にも平成 23 年度新設予定として明記していたもので、授

業料の一部に相当する額を給付する給付制で、資金運用から生じる果実をもって充てることとして

制定した旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項６．国家公務員の給与減額支給措置の状況について（資料１１） 

  河原理事から、国家公務員の給与減額支給措置（平成 23 年６月３日閣議決定）の状況について、

資料に基づき報告があった。 

 

報告事項７．鹿児島大学における特許権等の出願等に関する基本的な考え方の制定について(資料 12) 

 前田理事から、特許等の出願等費用に関し、職務発明者等の負担により出願が可能な取扱いとし

た「鹿児島大学における特許権等の出願等に関する基本的な考え方」を制定したこと及び従来の「鹿

児島大学における外国出願に関する基本的な考え方（平成20年3月28日大学運営会議決定）」は廃止

することとした旨資料に基づき報告があった。 
 なお、奨学寄付金による経費負担の場合、職務発明等を得た当該奨学金のみでの負担となるのか

又は他の奨学金からの支弁も出来るかの質問があり、研究協力課長から、調査のうえ回答したい旨

の発言があった。 
 

報告事項８．地域防災教育研究センターの英文表記について（資料１３） 

 前田理事から、6月28日に設置された地域防災教育研究センターの英文表記について、資料に基づ

き報告があった。 

 

報告事項９．本学後援名義の使用許可について（資料１４） 

  河原理事から、本学後援名義の使用許可（新規２件）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項１０．「東日本大震災復興支援リユースＰＣ発送式」（７月５日）について（資料１５） 

  島理事から、7月5日に実施した東日本大震災復興支援リユースＰＣ発送式について、資料に基づ

き報告があった。 

 

報告事項１１．｢セキュリティ講習会｣（6月22日開催）について（資料１６） 

  情報企画課長から、6 月 22 日に実施した情報セキュリティ講習会の参加状況について、学生の参

加が 53 名で当初の想定より少なかったこと、今後再度の同講習会を設定したいこと及び各学部に

おいても学生の参加を考慮願いたいことなどの報告があった。 

 

報告事項１２．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（23.7.19現在）(資料１７） 

  学長から、7月19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。 
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  また、国大協としては、今後被災地からの要求・要望を踏まえて、各大学が有機的に連携して支

援できる体制を構築することとしている旨の補足説明があった。 

  なお、学生生活課長から、被災地での学生ボランティアに関し、指導教員の許可の後、ボランテ

ィア支援センターより登録書の写しを当該学部へ送付していることの説明があった。 

 

報告事項１３．委員会報告 

学長から、下記の委員会中、7 月 7 日に開催された第 3 回附属学校運営委員会（資料 19）に関し、

本学教育学部附属小学校の学級定員編成を平成 24年 4月から 35 人とすることについて委員会とし

て了承されたこと及び今後本学の意志決定機関において審議決定することとしている旨資料に基

づき説明があった。 

 また、阿部理事から、7 月 5 日に開催された第 3 回教務委員会（資料 23）に関し、平成 24 年度

の授業日程（モデル）を策定したこと及び同モデルを踏まえての各学部の授業日程については、8

月 2 日の教務委員会を経て、9 月又は 10 月中には策定したい旨の説明があった。 

 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 23 年度第 1 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H23.6.28）（資料１８） 

②第 3 回附属学校運営委員会（H23.7.7）（資料１９） 

（教育） 

③平成 23 年度第 1 回生涯学習教育研究センター運営委員会（H23.6.10) （資料２０） 

④平成 23 年度第 4 回教育センター会議（H23.6.24) （資料２１） 

⑤平成 23 年度第 3 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H23.7.1) （資料２２） 

⑥平成 23 年度第 3 回教務委員会（H23.7.5) （資料２３） 

⑦平成 23 年度第 3 回大学院教務委員会（H23.7.5) （資料２４） 

⑧平成 23 年度第 4 回学生生活委員会（H23.7.11) （資料２５） 

⑨平成 23 年度第 2 回生涯学習教育研究センター運営委員会（H23.7.12) （資料２６） 

⑩平成 23 年度第 2 回就職委員会（H23.7.12) （資料２７） 

（入試関係） 

⑪平成 23 年度第 3 回入学試験実施委員会（H23.6.17) （資料２８）  

⑫平成 23 年度第 2 回入学者選抜方法検討委員会（H23.6.29）（資料２９） 

 

その他 

  なし 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年８月４日（木）１３：３０から開催する大学運営会議終了

後となった。 

 

 

 

 


