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第１１７回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年１０月２０日（木） １３：３０～１６：４０ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１１６回教育研究評議会（定例）（H23.9.15 開催） 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１） 
議題２．部局における将来構想並びに教育研究組織の見直し、新規教育研究プロジェクト及び平成25年度施設

整備費概算要求事項等について（資料２） 

議題３．平成23年度入試業務に係る手当等の支給方法について（資料３） 

議題４．鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について（資料４） 

議題５．鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項（案）について（資料５） 

議題６．鹿児島大学進取の精神学生表彰要項（案）について（資料６） 

 

報告事項１．平成 23 年度変更予算（第１号）について（資料７） 

報告事項２．平成 23 年度間接経費「研究設備等の計画」等について（資料８） 

報告事項３．平成 24 年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望（対財務省）について（資料９） 

報告事項４．平成 24 年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望事業について（資料１０） 

報告事項５．平成 23 年人事院勧告の状況について （資料１１） 

報告事項６．平成 23 年度第 2 期（第 2 次募集）研究支援員配置申請要領について（資料１２） 

報告事項７．ＪＴ跡地整備事業に係る諸課題対策室設置要項について（資料１３） 

報告事項８．平成 24 年度短期派遣留学生募集要項について（資料１４） 

報告事項９．平成 24 年度若手教員海外研修支援事業の募集について（資料１５） 

報告事項 10．鹿児島大学学生海外研修支援事業（後期 10～12 月実施分）の選考結果について（資料１６） 

報告事項 11．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自

己評価チェックリストの提出について（資料１７） 

報告事項 12．山口大学と鹿児島大学との間における大学間データバックアップ実証実験に関する同意書の締

結について（資料１８） 

報告事項 13．サンカルロス連邦大学（ブラジル）との大学間学術交流協定及び海洋科学技術大学（エリトリ

ア）との部局間学術交流協定締結について（資料１９） 

報告事項 14．本学共催名義及び後援名義の許可について（資料２０） 

報告事項 15. 平成 23 年度卒業式・修了式及び平成 24 年度入学式について（資料２１） 

報告事項 16．学長表彰について（資料２２） 

報告事項 17．学長と学部学生との懇談会について（資料２３） 

報告事項 18．平成 23 年度鹿児島県大学・高校ガイダンスセミナーの実施について(H23.10.25) （資料２４） 

報告事項 19．ＩＲに関する鹿児島大学トップセミナー開催について（23.12.15 予定）（資料２５） 

報告事項 20．委員会報告 

（研究） 

①平成 23 年度第 3 回国際交流委員会（H23.9.28）（資料２６） 

（教育） 

②平成 23 年度第 5 回学生生活委員会（H23.9.12）（資料２７） 

③平成 23 年度第 5 回教務委員会（H23.9.27） （資料２８） 

④平成 23 年度第 5 回大学院教務委員会（H23.9.27）（資料２９） 

⑤平成 23 年度第 5 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H23.9.30）（資料３０） 

⑥平成 23 年度第 6 回教育センター会議（H23.9.30）（資料３１） 

⑦平成 23 年度第 1 回教員養成カリキュラム委員会（H23.10.4）（資料３２） 

⑧平成 23 年度第 6 回学生生活委員会（H23.10.11）（資料３３） 
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（入試）  

⑨平成 23 年度第 4 回入学者選抜管理委員会（H23.9.8）（資料３４） 

⑩平成 23 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.9.8）（資料３５） 

⑪平成 23 年度第 5 回入学試験実施委員会（H23.9.26）（資料３６） 

⑫平成 23 年度第 3 回入学者選抜方法検討委員会（H23.9.28）（資料３７） 

その他 

  鹿児島大学教育目標（案）について 

  平成 24 年度予算に向けた取組について 

 

［出席評議員］ ２４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、熊本、 

采女、安部、井上、下川 

（事務局長）渡辺 

 

［欠席評議員］ ７名 

（学部長等）榮鶴、杉原、越塩、福井、坪内、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、山本、有倉、新森、吉田、伊地知 

（副部局長等）亀山 

 

［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、松田、

瓜生 

 

  議事に先立ち、平成 23 年 9 月 15 日開催の第 116 回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、教育学部及び水産学部学生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、原案どおり了承された。 

資料は席上配布され、審議終了後回収した。 

 

議題２．部局における将来構想並びに教育研究組織の見直し、新規教育研究プロジェクト及び平成25年度施設

整備費概算要求事項等について（資料２） 

  学長から、部局における将来構想並びに教育研究組織の見直し、新規教育研究プロジェクト及び平成 25

年度施設整備費概算要求事項等について諮られ、島理事から、部局における将来構想及び教育研究組織の見

直しについての関係資料の作成要領、スケジュールについて、また、渡辺事務局長から、平成 25 年度概算

要求に係る教育研究プロジェクト及び平成 25 年度施設整備費概算要求事項等に係る関係資料の作成要領

（学長ヒアリングを経てプロジェクトのマッチングを行うことを含む）、スケジュール（当該関係書類の提

出期限は 11 月 18 日、学長ヒアリングは組織見直し、研究プロジェクト、施設概算要求ともに 11 月 28 日、

29 日、12 月 2 日に実施、概算要求事項マッチングは 12 月 19 日に実施など）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、研究プロジェクトに関しては、学長ヒアリングを経てマッチングできる事項の精査を行

うことから、部局で把握した計画書については、すべて提出願いたい旨の発言があった。 
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議題３．平成23年度入試業務に係る手当等の支給方法について（資料３） 

  学長から、本年度の入試業務に係る手当等の支給方法について諮られ、河原理事から、「入試業務に係る

手当等の支給方法」及び「入試手当単価表」について、昨年度との変更点はな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４．鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について（資料４） 

  学長から、鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について諮られ、渡辺事務局長から、入構許可者に本

学名誉教授を追加すること及び収支決算の報告先を大学運営会議から教育研究評議会に変更するものであ

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。 

 

議題５．鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項（案）について（資料５） 

  学長から、鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項（案）について諮られ、阿部理事から、大

規模な自然災害により被災した地域の救援・復旧のためのボランティア活動に参加する本学学生への経済的

支援を行うことにより、鹿児島大学学生憲章に則った進取の精神を涵養し、もって本学におけるボランティ

ア活動の啓発・普及に資することを目的として設置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、学長から、当該要項を適用できる災害の定義（範囲）に関しては、今後、地域防災教育研究センタ

ーの意見を聞きながら整備することとしており、当該要項の雑則で「別に定める」とした旨の説明があった。 

 

議題６．鹿児島大学進取の精神学生表彰要項（案）について（資料６） 

  学長から、鹿児島大学進取の精神学生表彰要項（案）について諮られ、始めに学長から、本学学部学生を

対象に、大学憲章及び学生憲章の趣旨に則った活動実績や優秀な業績等を収めた学生を表彰することにより、

本学における進取の気風を醸成し、本学の教育目標に沿った人材の輩出を図ることを目的とするものである

旨の説明の後、阿部理事から、資料に基づき説明があった。 

 また、学長から、当該要項の対象者に関し、スタート時は学部学生（学生団体含む）とし、来年度に大学

院生も対象とする要項の整備を検討したい旨の発言の後、種々意見交換があり、本要項では、表彰基準とな

る活動実績の外、自薦の際の応募申請書、他薦の際の推薦書及び選考対象者のプレゼンテーションの実施が

規定されており、本来の活動実績の評価に対し、別の要因が働いていること、また、プレゼンテーションに

関しては、投資を受けた側からの実施もあるのではないかとの意見があり、具体の内容については学長一任

となり、当該要項を制定することは了承された。なお、修正後の当該要項は、次回の教育研究評議会で報告

することとなった。 

  

 

  学長から、報告事項の説明にあたり、本日阿部理事が所用により時間制約があるため、 初に阿部理事の

説明案件から報告する旨の発言があった。 

また、阿部理事から、所掌案件の説明が終わった後、10 分間（15:01～15:11）休憩がとられ、引き続き、

報告事項１（渡辺事務局長）から順に説明が行われた。 

（議事要旨に関しては、当初の順に記載した。）  

 

 

報告事項１．平成 23 年度変更予算（第１号）について（資料７） 

 学長から、平成２３年度変更予算（第１号）について、学習交流プラザＢ整備経費、国際交流会館整備経

費等が9月に開催の経営協議会で了承されたこと、また、学習交流プラザＢ（課外活動施設）の整備に関し

ては、現在、建設箇所を学内で調整中であり、11月に開催の教育研究評議会で建設箇所を含めた整備計画に

ついて提案予定であることの説明があり、引き続き、渡辺事務局長から、平成２３年度変更予算（第１号）

について、財源となる収入等及び追加事業（平成24年度入試対応経費、東日本大震災対応経費、学習交流プ

ラザ整備経費、国際交流会館整備経費、教育経費・学生支援経費の調整及び平成22年度部局繰越事業経費等）

について資料に基づき説明があった。 
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報告事項２．平成 23 年度間接経費「研究設備等の計画」等について（資料８） 

 渡辺事務局長から、平成２３年度競争的資金等に係る間接経費配分（H23.3.18役員会審議了承）に基づく

「研究開発環境の改善に係る研究設備整備等の計画」及び「平成２２年度間接経費（全学分）に係る事業報

告」について、資料に基づき説明があった。 
  なお、学長から、競争的資金等に係る間接経費の全学分の使途に関しては、これまで文系と理系とに分け

て順次研究設備の整備等に充当してきたが、平成24年度以降の当該経費の在り方、配分方法等については、

これを見直し、今年度中に検討したい旨の発言があった。 

 

報告事項３．平成 24 年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望（対財務省）について（資料９） 

 渡辺事務局長から、文部科学省から財務省に提出された平成２４年度概算要求・要望（平成 24 年度予算

の概算要求組替え基準、平成 24 年度国立大学法人運営費交付金概算要求・要望の概略、本学に係る平成 24

年度収入・支出概算要求書及び本学関係の要求・要望事項等）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項４．平成 24 年度国立大学法人等施設整備概算要求・要望事業について（資料１０） 
 渡辺事務局長から、文部科学省から財務省に提出された平成２４年度施設整備概算要求・要望事業（本学

関係分含む）について、資料に基づき報告があった。 

 
報告事項５．平成 23 年人事院勧告の状況について （資料１１） 

 河原理事から、平成23年人事院勧告の状況について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項６．平成 23 年度第 2 期（第 2 次募集）研究支援員配置申請要領について（資料１２） 
河原理事から、研究支援員を配置する女性研究者支援事業に関し、第 1 期（7 月～9 月）及び第 2 期（10

月～3 月）については既に選考まで終了しているが、平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女

性研究者研究活動支援事業」に採択されたことに伴い、第 2 期第 2 次募集を行った旨資料に基づき報告があ

った。 

 

報告事項７．ＪＴ跡地整備事業に係る諸課題対策室設置要項について（資料１３） 
 渡辺事務局長から、鹿児島市が計画しているＪＴ跡地の整備事業に関し、本学への教育・研究環境に及ぼ

す影響や諸課題への対応策を検討するために「ＪＴ跡地整備事業に係る諸課題対策室」を設置することとし、

同対策室設置要項を制定した旨資料に基づき報告があった。 
 また、学長から、設置要項第３の室員に関し、第３号「農学部及び理工学研究科から選出された教員 若

干名」、第８号「その他学長が必要と認める者」とあることから、農学部、理工学研究科及び関係部局等か

ら教員を推薦願いたい旨の依頼があった。 

 

報告事項８．平成 24 年度短期派遣留学生募集要項について（資料１４） 
   前田理事から、短期留学を推進するために学術交流協定を締結している大学へ平成24年度に派遣する学生

を募集するための平成24年度短期派遣留学生募集要項について、資料に基づき報告があった。 
 
報告事項９．平成 24 年度若手教員海外研修支援事業の募集について（資料１５） 
  前田理事から、平成２１年６月１１日付け学長裁定された鹿児島大学若手教員海外研修支援事業要項に基

づく平成２４年度に係る同事業の公募要領について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 10．鹿児島大学学生海外研修支援事業（後期 10～12 月実施分）の選考結果について（資料１６） 
  前田理事から、鹿児島大学学生海外研修支援事業（後期10～12月実施分）の選考結果について、資料に基

づき報告があった。 

 
報告事項 11．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自

己評価チェックリストの提出について（資料１７） 
 前田理事から、本学の公的研究費の管理・監査の体制整備に関し、本年度においては体制整備等自己評価

チェックリストに基づき研究機関自らが評価を行うこととされたことから、全学的に調査を行い、資料のと 
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おりチェック項目に従い自己評価を行ったこと、及び10月7日までに同チェックリストを文科省へ提出した

旨の報告があった。 
 

報告事項 12．山口大学と鹿児島大学との間における大学間データバックアップ実証実験に関する同意書の締

結について（資料１８） 
島理事から、国立大学法人山口大学と本学との間において、大学の事業の継続の強化、情報資産のバック

アップ体制の確立及び情報セキュリティ意識の向上を目的として、互いの連携の下に大学間データバックア

ップ実証実験を行うこととし、9 月 30 日付けで当該実証実験に関する同意書を締結した旨資料に基づき報告

があった。 
 
報告事項 13．サンカルロス連邦大学（ブラジル）との大学間学術交流協定及び海洋科学技術大学（エリトリ

ア）との部局間学術交流協定締結について（資料１９） 
  前田理事から、サンカルロス連邦大学（ブラジル）との大学間学術交流協定及び海洋科学技術大学（エリ

トリア）と本学水産学部との部局間学術交流協定の締結について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 14．本学共催名義及び後援名義の許可について（資料２０） 
 河原理事から、本学共催名義の使用許可（新規１件）及び本学後援名義の使用許可（継続1件）について、

資料に基づき報告があった。 

 
報告事項 15. 平成 23 年度卒業式・修了式及び平成 24 年度入学式について（資料２１） 
  河原理事から、平成 23 年度卒業式・修了式及び平成 24 年度入学式について、卒業式・修了式は 3 月 25

日（その日が土・日曜日と重なる場合は、直前の金曜日）に挙行となっており、平成 24 年 3 月 25 日は日曜

日となることから、平成 23 年度の卒業式は、平成 24 年 3 月 23 日（金）に挙行予定であること、また、入

学式は毎年度 4 月 7 日（その日が土・日曜日と重なる場合は、直前の金曜日）に挙行となっており、平成

24 年 4 月 7 日は土曜日となることから、平成 24 年度の入学式は平成 24 年 4 月 6 日（金）に挙行予定であ

る旨の報告があった。 

 

報告事項 16．学長表彰について（資料２２） 

 阿部理事から、学長表彰（11 月 15 日予定）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 17．学長と学部学生との懇談会について（資料２３） 

 阿部理事から、学長と学部学生との懇談会（12 月 13 日予定）について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 18．平成 23 年度鹿児島県大学・高校ガイダンスセミナーの実施について(H23.10.25) （資料２４） 
  阿部理事から、10月25日開催予定の平成23年度鹿児島県大学・高校ガイダンスセミナーの実施について、

資料に基づき報告があった。 

 
報告事項 19．ＩＲに関する鹿児島大学トップセミナー開催について（23.12.15 予定）（資料２５） 

  島理事から、12 月 15 日に開催予定のＩＲに関する鹿児島大学トップセミナー（講師：岡本和夫大学評価・

学位授与機構理事）の開催について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 20．委員会報告 

  阿部理事から、10 月 11 日に開催された平成 23 年度第 6 回学生生活委員会（資料３３）に関し、今年度

の大学祭（11 月 10 日～11 月 14 日）について協議し、模擬店は 11 月 11 日（金）から 13 日（日）までとし、

例年玉利池周辺に設置しているテントは、今年は共通教育棟 3 号館前駐車場（大学通り側）とすること、12

日（土）及び 13 日（日）は、図書館門は車の進入は閉鎖することとしている旨の説明があった。 

 

 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。 
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（研究） 

①平成 23 年度第 3 回国際交流委員会（H23.9.28）（資料２６） 

（教育） 

②平成 23 年度第 5 回学生生活委員会（H23.9.12）（資料２７） 

③平成 23 年度第 5 回教務委員会（H23.9.27） （資料２８） 

④平成 23 年度第 5 回大学院教務委員会（H23.9.27）（資料２９） 

⑤平成 23 年度第 5 回ファカルティ・ディベロップメント委員会（H23.9.30）（資料３０） 

⑥平成 23 年度第 6 回教育センター会議（H23.9.30）（資料３１） 

⑦平成 23 年度第 1 回教員養成カリキュラム委員会（H23.10.4）（資料３２） 

⑧平成 23 年度第 6 回学生生活委員会（H23.10.11）（資料３３） 

 

（入試）  

⑨平成 23 年度第 4 回入学者選抜管理委員会（H23.9.8）（資料３４） 

⑩平成 23 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会（H23.9.8）（資料３５） 

⑪平成 23 年度第 5 回入学試験実施委員会（H23.9.26）（資料３６） 

⑫平成 23 年度第 3 回入学者選抜方法検討委員会（H23.9.28）（資料３７） 

 

その他 

  鹿児島大学教育目標（案）について 

   阿部理事から、鹿児島大学教育目標（案）について、教育改革室教育改善検討 PT において、本学教職

員に対し、意見を伺いながら原案を策定したことを含め、資料に基づき報告があった。 

   なお、学長から、本学における教育目標が正式に策定されていなかったことから策定するもので、各学

部での教育目標策定の際には、本目標を踏まえて整理願いたいこと、また、本件に関して、本日は途中経

過として報告するもので、正式には 11 月の教育研究評議会に提案したい旨の発言があった。 

 

  平成 24 年度予算に向けた取組について 

    学長から、平成 24 年度予算に向けた取組について、国大協会長より、各大学における機能強化及び

連携強化の取組について理解いただき、国立大学への一層の支援を賜れるよう、地域選出の国会議員等

に対しての働きかけを行っていただきたい旨の要請があった旨資料に基づき説明があり、上京の際に国

会議員等に鹿児島大学の第 2 期の目標、計画等について説明に行くこととしている旨の報告があった。 

 

歯学部卒業判定誤りについて 

  学長から、本件に関しては、評議員、監事及び関係部署のみで行う旨の説明があり、当該教職員以外が退

席した後、河原理事から、歯学部卒業判定誤りに係る元学生 1 名との和解が成立した旨の報告が口頭により

あった。 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年１１月１７日（木）１３：３０からとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


