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第１２９回 教育研究評議会 議事要旨 

 

日 時   平成２４年９月２０日（木）１３：３０～１７：００ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

（前回議事要旨確認）  

 第１２７回教育研究評議会（定例）（H24.7.19 開催） 

 

議題１．教育研究評議会における学長候補適任者の選考について（資料１） 

議題２．鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料２） 

議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

議題４．国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正について（資料４） 

議題５．鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（資料５） 

議題６．鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について（資料６） 

議題７．組織評価報告書について（資料７） 

報告事項１．平成 24 年人事院勧告の状況について（資料８） 

報告事項２．平成 25 年度概算要求（対財務省）について（資料９） 

報告事項３．「体制整備等自己評価チェックリスト」及び「不正防止計画」について（資料１０） 

報告事項４．「部局等における男女共同参画推進に係る方針等」について（資料１１） 

報告事項５．国立大学法人鹿児島大学東京リエゾンオフィス要項の一部改正について（資料１２） 

報告事項６．鹿児島大学事務系職員人事評価実施要項の一部改正について（資料１３） 

報告事項７．本学後援名義の使用許可について（資料１４） 

報告事項８．学長裁量経費の事業計画について（鹿児島大学学生海外研修支援事業）（資料１５） 

報告事項９．留学生後援会の奨学金について（資料１６） 

報告事項１０．出水市との包括連携協定に係る支援事業への支援について（資料１７） 

報告事項１１．南さつま市との連携協定に係る支援事業への支援について（資料１８） 

報告事項１２．錦江町行政改革等に関する指導等について（資料１９） 

報告事項１３．鹿児島市との包括連携事業について（資料２０） 

報告事項１４．「研究者総覧」著者ページからの「鹿児島大学リポジトリ」著者コンテンツ一覧への 

リンク機能追加について（資料２１） 

報告事項１５．Web File Serviceの開始について（資料２２） 

報告事項１６．研究者総覧（英語版）の公開について（資料２３） 

報告事項１７．各種犯罪に留学生を関与させないため周知・指導のご協力依頼について（資料２４） 

報告事項１８．平成 24 年度オープンキャンパスの実施結果について（資料２５） 

報告事項１９．日米未来フォーラムについて（資料２６） 

報告事項２０．平成 24 年度動物慰霊祭の実施について（資料２７） 

報告事項２１．科研費実地検査（日本学術振興会）について（資料２８） 

報告事項２２．女子中高生のための鹿大科学体験塾～理系女子（リケジョ）ってかっこいい～について 

（資料２９） 

報告事項２３．行事予定(H24.10～H24.12)について（資料３０） 

報告事項２４．鹿児島大学地域防災教育研究センター１周年企画シンポジウム～地域防災力の向上を考

える～について（資料４６） 

報告事項２５．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①平成24年度第4回情報公開・個人情報保護管理委員会(H24.8.10～8.21メール会議)（資料３１） 

（研究） 

②平成24年度第1回自然科学教育研究支援センター運営委員会(H24.7.10) （資料３２） 

③平成24年度第1回放射線安全管理委員会(H24.7.17)（資料３３） 
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④平成24年度第2回総合研究博物館運営委員会(H24.7.24～7.27日メール会議)（資料３４） 

⑤平成24年度第4回地域防災教育研究センター運営委員会(H24.7.31)（資料３５） 

⑥平成24年度第8回遺伝子組換え実験安全管理委員会(H24.8.27)（資料３６） 

⑦平成24年度第5回地域防災教育研究センター運営委員会(H24.8.27)（資料３７） 

（教育） 

⑧平成24年度第2回就職委員会(H24.7.11)（資料３８） 

⑨平成24年度第4回教務委員会(H24.7.24)（資料３９） 

⑩平成24年度第5回教育センター会議(H24.7.27)（資料４０） 

⑪平成24年度第1回鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会(H24.7.30)（資料４１） 

⑫平成24年度第4回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H24.8.3)（資料４２） 

 （入試） 

⑬平成24年度第2回大学院入学者選抜管理委員会(H24.7.19)（資料４３） 

⑭平成24年度第4回入学試験実施委員会(H24.7.20)（資料４４） 

⑮平成24年度第2回入学者選抜管理委員会(H24.7.26)（資料４５） 

 

その他  

 

 

［出席評議員］ ２８名   

  吉田学長 

（理事）島、下川、阿部、前田 

（学部長等）平井、高津、武隈、土田、宮嶋、與倉、榮鶴、深野、島田、住吉、冨永、松岡、越塩、 

高瀬、宮本、熊本、福井、坪内、米田、安部、野呂、門 

（事務局長）渡辺 

 

［欠席評議員］ ５名 

（学部長等）田中、甲斐、籾井、菅沼、大嶋 

 

［オブザーバー] 

 坂東監事 

（副学長）萩野、友清 

（学長補佐等）吉田、鈴木、小栗、森、新森、三仲、藤重、仙波、伊地知 

 

［事務局］ 

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田 

（課長・室長）山崎、川西、伊藤、通山、仮屋、稲葉、西、池尻、福永、松野下、黒原、松田、能勢 

 

  

議題１．教育研究評議会における学長候補適任者の選考について（資料１）※本件は最後に審議された      

  学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考について諮られ、最初に総務課長から資

料の説明があった。 

 

 （１）第１２９回教育研究評議会（定例）の開催通知について（資料１－１） 

   学長から、前回９月６日開催の教育研究評議会（臨時）で報告の各推薦ユニットからの学長候補

適任者に対して、学長候補適任者となる意思の確認書の提出の依頼を行ったところ、提出期限の９

月１２日までに１４人の被推薦者から確認書の提出があり、９月１３日付けで教育研究評議会開催

通知に確認書提出一覧を添えて各評議員へ通知した旨資料に基づき説明があった。 
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 （２）学長候補適任者となる意思の確認書の提出について（資料１－２） 

 学長から、１４人から提出された確認書（写）について確認が行われ、確認書提出者は本日の選

考の結果、教育研究評議会から学長選考会議へ推薦する５人の学長候補適任者に選考された場合に

は、学長選考会議へ提出する承諾書の提出を予め了承していることになる旨確認された。 

 

 （３）確認書提出者の略歴書について（資料１－３） 

   学長から、確認書提出者１４人に係る略歴書（写）について、前回９月６日開催の教育研究評議

会（臨時）で各推薦ユニットによる推薦で提出のあった略歴書（写）を再度資料として付している

旨説明があった。 

 

 （４）投票用紙の確認について（資料１－４） 

    学長から、学長候補適任者選考のための投票用紙について諮られ、了承された。 

 

（５）学長候補適任者の選考について（資料１－５） 

    学長から、学長選考規則第４条により経営協議会及び教育研究評議会に対しては各５人以内の学

長候補適任者の推薦依頼が５月８日付けで学長選考会議議長から両議長宛にされているが、教育研

究評議会においては、教育研究評議会における学長候補適任者の選考に係る申合せ第９第２項の規

定に基づき５人の学長候補適任者を選考することについて確認された。 

    次いで、今回、確認書提出者が１４人であることから、同申合せ第９第３項の規定に基づき、二

段階の投票により選考を行うこととなり、第一段階の投票により１０人の学長候補適任者を絞り込

み、引き続き第二段階の投票により最終の学長候補適任者５人を選考することが確認された。 

 

○投票方法（絞り込み）について 

学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考に係る申合せ第９第４項に基づき、「第

一段階の投票にあっては１０人連記の無記名投票、第二段階の投票にあっては５人連記の無記名投

票とし、それぞれ所定の人数を連記した票のみを有効とする。」とすること。また、同申合せ第９

第５項に基づき、「末位得票同数によりそれぞれ所定の学長候補適任者を得られない場合は、第一

段階にあっては１０人、第二段階にあっては５人になるまで、末位得票同数者について無記名投票

を繰り返す。」ことについて確認された。 

 

○第一段階投票について 

    第一段階の投票として、この時点で出席の評議員２７人による１０人連記の無記名投票が行われ、

宮嶋評議員、榮鶴評議員、島田評議員、越塩評議員の立ち会いによる開票の結果、上位１０人を第

一段階の投票で絞り込んだ。 

 

○第二段階投票について 

    次いで、第二段階の投票として、第一段階の投票で絞り込んだ１０人を対象に、この時点で出席

の評議員２７人による５人連記の無記名投票が行われ、宮嶋評議員、榮鶴評議員、島田評議員、越

塩評議員の立ち会いによる開票の結果、上位５人を第二段階の投票で絞り込んだ。 

                  

○教育研究評議会における学長候補適任者の選考について 

学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考に係る申合せ第９に基づく教育研究評

議会における選考結果により、第二段階の投票で選考された以下の５人を教育研究評議会における

最終の学長候補適任者とすることについて確認され、前回会議で了承済みの資料１－５を下記学長

候補適任者５人に通知することについて了承された。 

     

  （５０音順） 

     清原 貞夫  大学院理工学研究科教授、学長補佐（財務企画担当）   
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     武隈  晃  教育学部教授、教育学部長 

     坪内 博仁  大学院医歯学総合研究科教授、大学院医歯学総合研究科長 

     平井 一臣  法文学部教授、法文学部長 

     前田 芳實  理事（研究担当）  

 

（６）学長選考会議への学長候補適任者の推薦について（資料１－６） 

    学長から、前回会議で了承済みの資料１－６に上記学長候補適任者５人の氏名を記載し、必要書

類（略歴書、承諾書、所信表明書）を添えて、推薦期限である１０月５日までに教育研究評議会議

長から学長選考会議議長宛に提出することについて確認され、了承された。 

なお、略歴書を含む提出書類の確認等は、議長である学長に一任された。 

 また、１０月１０日開催の学長選考会議後、学内意向調査対象者の公示及び同対象者に係る所信

表明書及び略歴書が公表（本学ＨＰ学内限定サイト）される予定である旨説明があった。  

     

（７）学長候補適任者の推薦に係る学長選考会議委員の補充について（資料１－７） 

    学長から、教育研究評議会から学長選考会議へ推薦する学長候補適任者５人の中に学長選考会議

委員が２人含まれており、その場合には学長選考会議委員を辞任しなければならず（国立大学法人

鹿児島大学学長選考会議に関する申合せの２において規定）、後任委員の補充については、資料１

－７のとおり６月１５日付けで学長選考会議議長から教育研究評議会議長へ予め依頼がされてい

る旨説明があり、学長選考会議委員で学長候補適任者に選考された武隈晃委員と平井一臣委員の２

人の後任補充の選出することとなった。 

具体的な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、以下の方法により選

出することとなった。  

①評議員の投票により選出すること。  

②２名の欠員について、学長、理事、現学長選考会議委員及び学長候補適任者５人を除く評議員

の中から、別に配付する投票用紙において、２人の方に丸を付ける形での無記名投票とするこ

と。  

③３名以上及び１名以下の票は無効とすること。  

④末位同数の場合は、決選投票とすること。  

投票後、学長選考会議委員である宮嶋評議員、榮鶴評議員の立ち合いによる開票の結果、住吉文

夫評議員（工学部長）と島田和幸評議員（歯学部長）が学長選考会議委員として選出された。 

   

 

議題２．鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料２） 

学長から、鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について諮られ、島理事から、本

学の基本目標である「自主自律と進取の精神を有する人材育成」を学則に明記するとともに、大学院

学則についても、その目的が鹿児島大学憲章の下にあることを明確にするため、学則及び大学院学則

を一部改正す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３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

学長から、鹿児島大学大学院学則の一部改正について諮られ、島理事から、平成２４年１０月１日

付けで大学院医歯学総合研究科博士課程先進治療科学専攻に「臨床腫瘍学講座」を新設すること、及

び平成２４年１０月３１日で設置期間の終了を迎える大学院医歯学総合研究科の寄附講座「心筋症病

態制御講座」を廃止することに伴い大学院学則を一部改正す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４. 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正について（資料４） 

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正について諮られ、島理事から、特定 
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機能病院としての体制の強化を図るため、感染制御対策、医療安全、緩和医療、卒後臨床研修、地域

医療連携、女性医師職場復帰支援等の分野に特例教員（特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教）

を配置する必要があることから、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則及び国立大学法人鹿児島大学

における病院特例常勤職員に関する規則を一部改正す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．鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（資料５） 

学長から、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について諮られ、前田理事から、

動物実験計画書に実験内容等を明確に示すための様式の変更に伴う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。 

 

議題６．鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について（資料６） 

学長から、鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について諮られ、阿部理事から稲

盛アカデミー企画室が設置されたことに伴い、第２条の委員会構成に「理事、副学長及び学長補佐の

うちから学長が指名する者」及び「学生部長」を追加するため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。 

 

議題７．組織評価報告書について（資料７） 

学長から、平成 23 年度鹿児島大学組織評価報告書（案）について諮られ、下川理事から「国立大 

  学法人鹿児島大学における部局等の自己評価の実施要項」に基づき、平成 23 年度鹿児島大学組織評 

  価報告書（案）の取りまとめ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。 

   なお、来週開催の経営協議会及び役員会で審議の上、学内外に公表予定であるので、それまでに何

か修正意見等がある場合は担当理事等へ申し出るよう依頼があり、細かな字句の修正等は学長に一任

された。 

 

 

報告事項１．平成 24 年人事院勧告の状況について（資料８） 

島理事から、平成 24 年人事院勧告（平成２４年８月８日）の状況について、資料に基づき説明が

あった後、学長から、本学の対応については今後慎重に検討したい旨説明があった。 

 

報告事項２．平成 25 年度概算要求（対財務省）について（資料９） 

渡辺理事から、文部科学省から財務省に提出された平成25年度国立大学法人運営費交付金概算要

求について、文部科学省より連絡があった旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項３．「体制整備等自己評価チェックリスト」及び「不正防止計画」について（資料１０） 

前田理事から、平成１９年２月１５日付け「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）」（文科省）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

に基づき説明があった。また、「体制整備等自己評価チェックリスト」の評価向上及び不正防止策の

強化を図るための「国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止基本計画」の見直

し等について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．「部局等における男女共同参画推進に係る方針等」について（資料１１） 

島理事から、部局及び学内共同教育研究施設等における男女共同参画推進に係る目標・計画につい

て資料に基づき説明があり、今後、部局等では、中期目標・中期計画達成に向けた各年度の年度計画

において、今回策定した部局等方針に沿って男女共同参画に係る年度計画を策定されるよう依頼があ

った。 

 

報告事項５．国立大学法人鹿児島大学東京リエゾンオフィス要項の一部改正について（資料１２） 
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前田理事から、１０月１日から東京リエゾンオフィスに関する事務担当課を総務部総務課から研究

国際部社会連携課へ変更することに伴う国立大学法人鹿児島大学東京リエゾンオフィス要項の一部

改正である旨資料に基づき説明があった。 

 
報告事項６．鹿児島大学事務系職員人事評価実施要項の一部改正について（資料１３） 

島理事から、国立大学法人鹿児島大学事務組織規則の改正に伴う鹿児島大学事務系職員人事評価実 

施要項の一部改正である旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．本学後援名義の使用許可について（資料１４） 

島理事から、本学後援名義の使用許可（継続申請３件：独立行政法人国際協力機構九州国際センタ

ー（ＪＩＣＡ九州）・社団法人鹿児島県工業倶楽部・鹿児島県立錦江湾高等学校）（新規申請１件：

鹿児島サクソフォン教育研究会）について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．学長裁量経費の事業計画について（鹿児島大学学生海外研修支援事業）（資料１５） 

   前田理事から、「平成 24 年度学長裁量経費の運用方針」に基づく学長裁量経費の事業計画（鹿児島

大学学生海外研修支援事業）について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．留学生後援会の奨学金について（資料１６） 

前田理事から、留学生後援会奨学金奨学生の選考結果について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．出水市との包括連携協定に係る支援事業への支援について（資料１７） 

   前田理事から、出水市との包括連携協定に係る支援事業への支援について、部局照会の結果等につ

いて資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．南さつま市との連携協定に係る支援事業への支援について（資料１８） 

前田理事から、南さつま市との連携協定に係る支援事業への支援について、部局照会の結果等につ

いて資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１２．錦江町行政改革等に関する指導等について（資料１９） 

前田理事から、錦江町行政改革等に関する指導等について、部局照会の結果等について資料に基づ

き説明があった。 

 

報告事項１３．鹿児島市との包括連携事業について（資料２０） 

前田理事から、鹿児島市から報告のあった包括連携に基づく各事業の平成 23 年度進捗状況及び平

成 24 年度実施予定事業並びに防災対策に係る連携について、資料に基づき説明があった。 
 

報告事項１４．「研究者総覧」著者ページからの「鹿児島大学リポジトリ」著者コンテンツ一覧への 

リンク機能追加について（資料２１） 

下川理事から、学術情報のコンテンツの一層の利活用を図るため「研究者総覧」著者ページから「鹿

児島大学リポジトリ」著者コンテンツ一覧を表示するためのリンク機能を研究者総覧に追加し、著者

の論文等の本文を直接閲覧可能にすることについて、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１５．Web File Serviceの開始について（資料２２） 

下川理事から、Web File Service の開始について、情報セキュリティ対策の一環として鹿児島大学学

術情報基盤センターにおいて、教職員向けの「Web File Service」（オンラインストレージサービス）を

開始することに伴い、ポスター及び「国立大学法人鹿児島大学学術情報基盤センターWeb File Service 利

用規約」を作成した旨資料に基づき説明があった後、森学長補佐（情報担当）から補足説明があった。 
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報告事項１６．研究者総覧（英語版）の公開について（資料２３） 

下川理事から、「英語版研究者総覧」を作成した旨資料に基づき説明があり、今回の研究者総覧（英語版）

は、所属部局、職名などを英語表示したものであり、研究者固有の情報については、一部日本語表示のま

まである旨説明があった。 
 

報告事項１７．各種犯罪に留学生を関与させないため周知・指導のご協力依頼について（資料２４） 

前田理事から、各種犯罪に留学生を関与させないための周知・指導の協力依頼について、警察庁生

活安全局から国立大学協会宛に周知・指導の協力要請があり、これを受けて国立大学協会から各大学 

（国立大学協会会員）に対し学内への周知・指導依頼があった旨説明があった。 

 

報告事項１８．平成 24 年度オープンキャンパスの実施結果について（資料２５） 

   阿部理事から、平成２４年度オープンキャンパスの実施結果について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１９．日米未来フォーラムについて（資料２６） 

前田理事から、９月２１日（金）にアメリカ・サンノゼで開催される第７回日米未来フォーラムについ

て、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項２０．平成 24 年度動物慰霊祭の実施について（資料２７） 

   前田理事から、９月２４日（月）に桜ヶ丘キャンパスで実施する平成２４年度動物慰霊祭について、資

料に基づき説明があった。 

 

報告事項２１．科研費実地検査（日本学術振興会）について（資料２８） 

      前田理事から、１０月２５日（木）に実施予定の科研費実地検査（日本学術振興会）について、資

料に基づき説明があった。 

 

報告事項２２．女子中高生のための鹿大科学体験塾～理系女子（リケジョ）ってかっこいい～について 

（資料２９） 

  島理事から、女子中高生のための鹿大科学体験塾～理系女子（リケジョ）ってかっこいい～につ 

いて、資料に基づき説明があった。 

 
報告事項２３．行事予定(H24.10～H24.12)について（資料３０） 

   学長から、行事予定(H24.10～H24.12)について、資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項２４．鹿児島大学地域防災教育研究センター１周年企画シンポジウム～地域防災力の向上を考

える～について（資料４６） 

      前田理事から、１０月６日（土）開催予定の鹿児島大学地域防災教育研究センター１周年企画シン

ポジウム～地域防災力の向上を考える～について、資料に基づき説明があり参加依頼があった。 

 

報告事項２５．委員会報告（開催済）  

    学長から、下記委員会①～⑮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24年度第4回情報公開・個人情報保護管理委員会(H24.8.10～8.21メール会議)（資料３０） 

（研究） 

②平成24年度第1回自然科学教育研究支援センター運営委員会(H24.7.10) （資料３１） 

③平成24年度第1回放射線安全管理委員会(H24.7.17)（資料３２） 

④平成24年度第2回総合研究博物館運営委員会(H24.7.24～7.27メール会議)（資料３３） 

⑤平成24年度第4回地域防災教育研究センター運営委員会(H24.7.31)（資料３４） 

⑥平成24年度第8回遺伝子組換え実験安全管理委員会(H24.8.27)（資料３５） 
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⑦平成24年度第5回地域防災教育研究センター運営委員会(H24.8.27)（資料３６） 

（教育） 

⑧平成24年度第2回就職委員会(H24.7.11)（資料３７） 

⑨平成24年度第4回教務委員会(H24.7.24)（資料３８） 

⑩平成24年度第5回教育センター会議(H24.7.27)（資料３９） 

⑪平成24年度第1回鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会(H24.7.30)（資料４０） 

⑫平成24年度第4回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H24.8.3)（資料４１） 

 （入試） 

⑬平成24年度第2回大学院入学者選抜管理委員会(H24.7.19)（資料４２） 

⑭平成24年度第4回入学試験実施委員会(H24.7.20)（資料４３） 

⑮平成24年度第2回入学者選抜管理委員会(H24.7.26)（資料４４） 

 

その他  

   学長から、教育研究評議会及び学内共同教育研究施設等人事委員会終了後に先進医用ミニブタクラウ

ン系存続の緊急事業の説明会を開催することについて説明があり出席依頼があった。 

 

 

 次回の教育研究評議会（定例）は、１０月１８日（木）１３時３０分からの開催となった。 

 


