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第１１８回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２３年１１月１７日（木） １３：３０～１４：５０ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１１７回教育研究評議会（定例）（H23.10.20 開催） 

 

議題１．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１） 

議題２．「国立大学法人鹿児島大学エネルギー管理規則」の一部改正について（資料２） 

議題３．中期目標・中期計画の変更手続きについて（資料３） 

議題４．学習交流プラザ（課外活動施設）の整備について（資料４） 

 

報告事項１．平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料５） 

報告事項２．鹿児島大学進取の精神学生表彰要項について（資料６） 

報告事項３．平成 23 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（補正予算(第 3 号）)について（資料７） 

報告事項４．郡元地区における長期放置自転車等への対応について（資料８） 

報告事項５．会計検査院による東方団地に係る改善処置要求及び決算検査報告について（資料９） 

報告事項６．日本学術振興会：頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム平成 23 年度公募に

係る審査結果について（資料１０） 

報告事項７．平成 23 年度 郡元地区防災訓練の実施について（資料１１） 

報告事項８．ハラスメント防止のための講演会実施について（資料１２）  

報告事項９．環境報告書 2011 について（資料１３） 

報告事項 10．仕事納め式、仕事始め式について（資料１４） 

報告事項 11．委員会報告 

（教育） 

① 平成 23 年度第 7 回学生生活委員会の開催について（H23.10.26)（資料１５）  

② 平成 23 年度第 3 回就職委員会の開催について（H23.10.26) （資料１６） 

③ 平成 23 年度第 6 回ファカルティ・ディベロップメント委員会の開催について（H23.10.28) (資料 17) 

④ 平成 23 年度第 7 回教育センター会議の開催について（H23.10.28) （資料１８） 

⑤ 平成 23 年度第 8 回学生生活委員会の開催について(H23.11.7)（資料１９） 

（入試関係） 

⑥ 平成 23 年度第 4 回大学院入学者選抜管理委員会の開催について(H23.10.13) （資料２０） 

⑦ 平成 23 年度第 6 回入学試験実施委員会の開催について(H23.10.21) （資料２１） 

⑧ 平成 23 年度第 4 回入学者選抜方法検討委員会の開催について（H23.10.26) （資料２２） 

 

その他 

 

 

［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、榮鶴、深野、杉原、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］ なし 
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［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、田島、有倉、新森、山本、清原、森 

 

［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 

 

 

  議事に先立ち、平成 23 年 10 月 20 日開催の第 117 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．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１） 

  学長から、経営協議会学外有識者であった辰村志學館大学長（本学経営協議会委員任期：22.4.1～24.3.31）

が、平成23年9月21日付けをもって当該委員を辞任されたことから、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、原案どおり福田健夫鹿児島純心女子大学副学長が了承された。 

 

議題２．「国立大学法人鹿児島大学エネルギー管理規則」の一部改正について（資料２） 

 学長から、「国立大学法人鹿児島大学エネルギー管理規則」の一部改正について諮られ、渡辺事務局長か

ら、地球温暖化対策と省エネルギー対策に統合的に対応するための所要の改正である旨、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。 
なお、渡辺事務局長から、一つの建物に複数の部局が混在している場合は、当該部局ごとに管理はお願い

し、代表者に関しては、話し合いにより１名を置いていただきたい旨の要望があった。 

 

議題３．中期目標・中期計画の変更手続きについて（資料３） 

 学長から、中期目標・中期計画の変更手続きについて諮られ、島理事から、中期目標・中期計画に変更が

ある場合は、国立大学法人法第30条及び第31条に基づき、所定の手続を行うこととなっており、変更事項に

関しては、平成24年4月からの組織変更（収容定員の変更等）や法令に基づく名称変更及び重要財産の譲渡

計画などが該当することから、本学における共同獣医学部の設置及び農学部指宿試験場、農学部垂水実験地

の土地の譲渡に伴う中期目標及び中期計画変更の認可申請等が必要となるため、文部科学大臣への認可申請

等を行う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、附属小学校入学定員の変更に関しては、当該中期目標・計画の変更には該当せず、年度計画の提出

の際に変更記載すればよい旨を文部科学省から確認していることの補足説明があった。 

 

議題４．学習交流プラザ（課外活動施設）の整備について（資料４） 

  学長から、平成 24 年度概算要求を行っていた学習交流プラザが平成 23 年度の補正予算の予定事業として

計上されていることの紹介があり、その一部である学習交流プラザＢ（課外活動施設）の整備（平成 23 年

度学内変更予算で承認済）について、渡辺事務局長から、当初建設を予定していた中央食堂の西側から、大

学会館１号館の北側へ位置を変更し、既存の課外活動施設改築、新たに 4 階建ての施設を建設したい旨の説

明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

  なお、渡辺事務局長から、学習交流プラザＢ（課外活動施設）の整備に関しては、計画変更により整備予

算が不足する見込みであることから、今後学内変更予算により対応したい旨の説明があった。 

 また、学長から、既存の課外活動施設を取り壊すこととなった場合のサークル等の一時移転場所の確保に

関し、今後、学内で調整する必要があることから各部局長等に対し、協力の要請があった。 
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報告事項１．平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料５） 

島理事から、平成 23 年 6 月末に提出した平成 22 年度に係る業務実績について、国立大学法人評価委員会

より評価結果が通知された旨、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項２．鹿児島大学進取の精神学生表彰要項について（資料６） 

  阿部理事から、鹿児島大学進取の精神学生表彰要項について、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して制定するもので、10 月 20 日開催の

教育研究評議会において当該要項を制定することについては了承されていたが、内容等については、学長一

任とされ、11 月の教育研究評議会に報告することとされていた旨の説明の後、変更箇所（対象に「学内の

団体」を追加、表彰基準を「引き続き活躍が期待できる」としたことなど）を中心に資料に基づき説明があ

った。 
 

報告事項３．平成 23 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（補正予算(第 3 号）)について（資料７） 

 渡辺事務局長から、平成 23 年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（補正予算(第 3 号))について、資

料に基づき報告があった。 
 

報告事項４．郡元地区における長期放置自転車等への対応について（資料８） 

  渡辺事務局長から、郡元地区における長期放置自転車等（バイク含む）への対応について、長期放置自転

車等により所定の駐輪スペースを長期間無用に占有しているケースが特に多く見受けられ、そのことにより

利用者の利便性を低下させるとともに景観を著しく損ねる事態となっていることから、「鹿児島大学郡元地

区交通規則」に基づき、各学部等に処分等の対応を依頼するものであること及び整理スケジュールについて

資料に基づき説明があった。 

  併せて事務局長から、廃棄処分は大学全体として行うこと、当該廃棄の方法等に関しては、リサイクルを

含め今後検討すること及び当該整理後において、駐輪場が充足している場合は、指定駐輪場に止めるよう指

導し、不足する場合は、適当な場所に十分なスペースを確保し、新たに駐輪場を整備したい旨の補足説明が

あった。 

 

報告事項５．会計検査院による東方団地に係る改善処置要求及び決算検査報告について（資料９） 

   渡辺事務局長から、会計検査院より国立大学法人が保有している土地・建物の処分及び有効活用について

改善措置要求があり、本学においては、農学部附属農場（指宿市：東方団地（水田））の有効活用等につい

て、改善の処置要求があったこと及び当該土地については、本年 9 月に経営協議会の議を経て役員会におい

て売り払い処分の方針を決定している旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項６．日本学術振興会：頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム平成 23 年度公募に

係る審査結果について（資料１０） 

 前田理事から、平成23年7月に日本学術振興会へ３件申請していた本事業のうち、１件について採択通知

があった旨、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項７．平成 23 年度 郡元地区防災訓練の実施について（資料１１） 

 河原理事から、平成 23 年度郡元地区防災訓練を 11 月 25 日（金）に実施予定としている旨資料に基づき

報告があった。 

 

報告事項８．ハラスメント防止のための講演会実施について（資料１２）  

  河原理事から、ハラスメント防止のための講演会について、12 月 1 日 15 時～17 時に郡元地区、同日の

17 時 45 分～19 時 15 分に桜ヶ丘地区において実施予定としている旨資料に基づき報告があった。 

 

報告事項９．環境報告書 2011 について（資料１３） 

  渡辺事務局長から、環境報告書 2011 について、資料（冊子）に基づき報告があった。 
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報告事項 10．仕事納め式、仕事始め式について（資料１４） 

   河原理事から、仕事納め式（平成 23 年 12 月 26 日（月））、仕事始め式（平成 24 年 1 月 4 日（水））

について、資料に基づき報告があった。 

 

報告事項 11．委員会報告 

 学長から、下記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。 

（教育） 

① 平成 23 年度第 7 回学生生活委員会の開催について（H23.10.26)（資料１５）  

② 平成 23 年度第 3 回就職委員会の開催について（H23.10.26) （資料１６） 

③ 平成 23 年度第 6 回ファカルティ・ディベロップメント委員会の開催について（H23.10.28) (資料 17) 

④ 平成 23 年度第 7 回教育センター会議の開催について（H23.10.28) （資料１８） 

⑤ 平成 23 年度第 8 回学生生活委員会の開催について(H23.11.7)（資料１９） 

（入試関係） 

⑥ 平成 23 年度第 4 回大学院入学者選抜管理委員会の開催について(H23.10.13) （資料２０） 

⑦ 平成 23 年度第 6 回入学試験実施委員会の開催について(H23.10.21) （資料２１） 

⑧ 平成 23 年度第 4 回入学者選抜方法検討委員会の開催について（H23.10.26) （資料２２） 

 

その他 

  学長から、国大協による補助事業の平成 23 年度「震災復興・日本再生支援事業」の選考結果について、  

本学から申請していた２件（水産学部）について、２件とも採択された旨資料に基づき報告があった。 

 

  島理事から、情報セキュリティの管理徹底について、教職員の意識向上のためのポスターの掲示、ＤＶＤ

の視聴を各部局等へ依頼しているので、各部局長においては、所属教職員への周知徹底を図っていただきた

い旨の要請があった。また、12 月 2 日までにＤＶＤの視聴状況を報告願うこととなっている旨併せて発言

があった。 

 

  阿部理事から、11月10日から14日まで郡元地区において開催された大学祭への協力等についての謝辞及び

同大学祭が特に事故等もなく無事に終了した旨の報告があった。また、今週末は、桜ヶ丘祭が開催される旨

の報告があった。 

 

阿部理事から、次の女子学生事案２件について報告があり、部局長等に対し、特に女子学生への注意喚起

方の要請があった。 

  ○ 女子学生が住んでいるアパートにおいて、当該女子学生が入居している部屋の玄関外で、当該女子学

生がマスク姿の男性不審者に襲われそうになり、とっさに悲鳴をあげ、難を逃れた。直後、警察に通報

し現場検証を行った。未だ犯人は捕まっていない。 

  ○ 女子学生が財布を落とし、拾い主が警察に届け、警察からの助言により拾い主に対し、自身の携帯電

話から御礼をしたところ、拾い主から多数のショートメールを含めたストーカー紛いの行為を受けた。

その後、当該内容について警察に相談し、警察から拾い主に注意願うよう依頼した。 

最後に阿部理事から、各部局長に対し、学生証等の紛失事例が多く発生しており、個人情報保護の観点か

ら、自己管理を徹底願うよう併せて指導方の要請があった。 

 

次回の教育研究評議会は、平成２３年１２月１５日（木）となった。 

 

 

 

 

 


