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第１３４回 教育研究評議会 議事要旨

日 時 平成２５年２月２１日（木）１３：３０～１７：１０

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１３３回教育研究評議会（定例）（H25.1.17 開催）

議題１．名誉教授の選考について（資料１）（資料席上配付：回収）

議題２．学生の懲戒について（資料２）（資料席上配付：回収）

議題３．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等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における自己評価報告書」について（資料４）

議題５．鹿児島大学病原体等安全管理規則（案）について（資料５）

議題６．大学間学術交流協定の締結について（資料６）

報告事項１．懲戒事由不存在確認等事案について（資料７）

報告事項２．国立大学法人鹿児島大学学長特別顧問に関する要項について（資料８）

報告事項３．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の一部改正について

（資料９）

報告事項４．【総務省政策評価・独立行政法人評価委員会】平成 23 年度における国立大学法人及び大

学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について（資料１０）

報告事項５．平成 24 年度変更予算（第１号）について（資料１１）

報告事項６．平成 24 年度補正予算（第１号）における対象予定事業及び給与削減相当額について

（資料１２）

報告事項７．平成 24 年度補正予算（第 1 号）における復興関連事業について（資料１３）

報告事項８．平成 25 年度概算要求内示について（資料１４）

報告事項９．寄附講座「ＨＧＦ組織修復・再生医療学講座」の設置について（資料１５）

報告事項１０．本学共催名義の使用許可について（資料１６）

報告事項１１．先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（資料１７）

報告事項１２．学長裁量経費（若手・女性研究者に対する研究助成金）の配分について（資料１８）

報告事項１３．鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム実施要項について（資料１９）

報告事項１４．鹿児島大学サイエンス・インカレ支援要項について（資料２０）

報告事項１５．複数の科学研究費助成事業による共用設備の購入に関する取扱要項について（資料２１）

報告事項１６．平成25年3月卒業（修了）予定者の進路状況について(H25.2.1現在)（資料２２）

報告事項１７．平成 24 年度後期鹿児島大学留学生後援会奨学金の授与式について(H25.1.28)

（資料２３）

報告事項１８．鹿児島大学進取の精神学生表彰第二次選考委員会及び表彰式の開催について(H25.2.27)

（資料２４）

報告事項１９．平成 24 年度学長と学部卒業予定者との懇談会の開催について(H25.3.5)（資料２５）

報告事項２０．研究コアプロジェクト（「島嶼」、「環境」、「食と健康」）報告会について(H25.3.7)

（資料２６）

報告事項２１．平成24年度外国人留学生卒業・修了者との送別懇談会の実施について（H25.3.11）

（資料２７）

報告事項２２．鹿児島市立美術館・鹿児島大学附属図書館合同企画展について(H25.2.13～3.31)

（資料２８）

報告事項２３．国際交流会館３号館の落成式について(H25.3.21)（資料２９）

報告事項２４．平成 25 年度夏季及び冬季休業について（資料３０）

報告事項２５．委員会報告（開催済）

（総務）
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①平成 24 年度第 5 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.2.4)（資料３１）

（企画）

②平成 24 年度第 2 回企画・評価委員会の開催について(H25.1.15)（資料３２）

（研究）

③平成 24 年度第 13 回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について(H24.12.17)（資料３３）

④平成 24 年度第 5 回自然科学教育研究支援センター運営委員会の開催について(H25.1.23)

（資料３４）

⑤平成 24 年度第 6 回国際交流委員会の開催について(H25.2.12～13 メール会議)（資料３５）

（教育）

⑥平成 24 年度第 8 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(H25.1.11)

（資料３６）

⑦平成 24 年度第 9 回学生生活委員会の開催について(H25.1.15)（資料３７）

⑧平成 24 年度第 10 回教育センター会議の開催について(H25.1.25)（資料３８）

⑨平成 24 年度第 4 回就職委員会の開催について(H25.1.30)（資料３９）

⑩平成 24 年度第 8 回教務委員会の開催について(H25.2.5)（資料４０）

（入試）

⑪平成 24 年度第 8 回入学試験実施委員会の開催について(H24.12.21)（資料４１）

⑫平成 24 年度第 9 回入学試験実施委員会の開催について(H25.1.28)（資料４２）

⑬平成 24 年度第 6 回入学者選抜管理委員会の開催について(H25.2.12)（資料４３）

⑭平成 24 年度第 6 回大学院入学者選抜管理委員会の開催について(H25.2.12)（資料４４）

（財務）

⑮平成 24 年度第 2 回財務委員会の開催について(H25.1.15)（資料４５）

その他

１．会計検査委院会計実地検査について（資料４６）

［出席評議員］ ３１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、田中、住吉、甲斐、冨永、

籾井、松岡、越塩、高瀬、宮本、熊本、米田、安部、菅沼、野呂、大嶋、門

（事務局長）渡辺

［欠席評議員］ １名

（学部長等）福井

［オブザーバー]

坂東監事

（副学長）萩野、萩野、安部、友清

（学長補佐等）鈴木、小栗、采女、山本（淳）、有倉、新森、重廣、山本（一）、三仲、藤重、清原、

伊地知、小原、佐原

［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、上國料、通山、仮屋、稲葉、西、平原、福永、松野下、黒原、折田、

松田、能勢
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議事に先立ち、１月１７日開催の第133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．名誉教授の選考について（資料１）（資料席上配付：回収）

学長から、平成 24 年４月に教授会の議を経て推薦された名誉教授候補者のうち、平成 24 年５月 17

日開催の第 125 回教育研究評議会での審議の結果、名誉教授の称号授与の可否について「留保」とな

っていた１名についての名誉教授の選考について諮られ、島理事から、経緯等について資料に基づき

説明があった後、学長から補足説明があり、審議の結果、「否」とされた。

議題２．学生の懲戒について（資料２）（資料席上配付：回収）

学長から、学生の懲戒について諮られ、阿部理事から、法文学部学生事案についての経緯等につい

て資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒処分として「停学（１ヵ月）」とすることが了承され

た。

引き続き、阿部理事から、別の法文学部学生事案に関しての経緯等について資料に基づき説明があ

り、審議の結果、懲戒処分として「停学（１ヵ月）」とすることが了承された。

議題３．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について（資料３）

学長から、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について諮られ、島理事から、

平成 24 年 10 月 31 日付けで文書管理者あてに「国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則」、「国立

大学法人鹿児島大学法人文書管理細則」及び「国立大学法人鹿児島大学法人文書ファイル保存要領」

の見直しについて照会し、回答のあった「国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則」及び「国立大

学法人鹿児島大学法人文書管理細則」の見直しに伴う一部改正を行う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における自己評価報告書」について（資料４）

学長から、「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について諮られ、下川理事から、

今年度実施した全学一斉評価について、本学全体の自己評価報告書（原案）を「国立大学法人鹿児島

大学における自己評価報告書」として取りまとめた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、本報告書については、引き続きブラッシュアップを図るので何か意見等があれば申し出るよ

う依頼があった。

議題５．鹿児島大学病原体等安全管理規則（案）について（資料５）

学長から、鹿児島大学病原体等安全管理規則（案）について諮られ、前田理事から、提案理由につ

いて説明があった後、本規則検討ワーキングメンバーである共同獣医学部の小原教授から、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６．大学間学術交流協定の締結について（資料６）

学長から、大学間学術交流協定の締結について諮られ、前田理事から、稲盛アカデミーから依頼の

あった首都経済貿易大学（中国）との大学間学術交流協定の締結について、資料に基づき説明があっ

た後、併せて相手側の要望により３言語で協定書を作成している旨説明があり、審議の結果、原案ど

おり大学間学術交流協定の締結をすることについて了承された。

報告事項１．懲戒事由不存在確認等事案について（資料７）（資料席上配付：回収）

島理事から、懲戒事由不存在確認等事案について、資料に基づき説明があった。

報告事項２．国立大学法人鹿児島大学学長特別顧問に関する要項について（資料８）

島理事から、新たに制定の国立大学法人鹿児島大学学長特別顧問に関する要項について、他大学で
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置かれている学長顧問等の制度が本学では設置されていなかったが、次期学長からの要望等により、

本学にも「学長特別顧問」を設置するための要項である旨資料に基づき説明があった。

報告事項３．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の一部改正について

（資料９）

下川理事から、組織評価報告書作成作業の効率化を目的として、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を一部改正した旨資料に基づき説明があった。

報告事項４．【総務省政策評価・独立行政法人評価委員会】平成 23 年度における国立大学法人及び大

学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について（資料１０）

下川理事から、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による平成 23 年度における国立大学法

人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について、資料に基づき説明

があった。

報告事項５．平成 24 年度変更予算（第１号）について（資料１１）

渡辺理事から、平成24年度変更予算（第１号）について、資料に基づき説明があった。

報告事項６．平成 24 年度補正予算（第１号）における対象予定事業及び給与削減相当額について

（資料１２）

渡辺理事から、平成 24 年度補正予算（第１号）における対象予定事業及び給与削減相当額につい

て、文部科学省から連絡があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項７．平成 24 年度補正予算（第 1 号）における復興関連事業について（資料１３）

渡辺理事から、平成24年度補正予算（第１号）における復興関連事業について、文部科学省から連

絡があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項８．平成 25 年度概算要求内示について（資料１４）

渡辺理事から、平成 25 年度予算の政府案が文部科学省から伝達された旨資料に基づき説明があっ

た。

報告事項９．寄附講座「ＨＧＦ組織修復・再生医療学講座」の設置について（資料１５）

島理事から、エーザイ株式会社及び株式会社ミノファーゲン製薬から、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、２社からの共同の寄附により当該研究科に寄附講座

「ＨＧＦ組織修復・再生医療学講座」を平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの５年間設

置することとなった旨資料に基づき説明があった。

報告事項１０．本学共催名義の使用許可について（資料１６）

島理事から、本学共催名義の使用許可（新規申請１件：一般財団法人 九州産業技術センター）に

ついて、資料に基づき説明があった。

報告事項１１．先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（資料１７）

前田理事から、先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について説明があった後、医用ミニブ

タ・先端医療開発研究センターの佐原特任准教授から、進捗状況等について資料に基づき説明があり、

ＮＰＯ法人の設立認証申請書については県に申請中である旨説明があった。

報告事項１２．学長裁量経費（若手・女性研究者に対する研究助成金）の配分について（資料１８）

前田理事から、学長裁量経費（若手・女性研究者に対する研究助成金）の配分について、資料に基

づき説明があった。
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報告事項１３．鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム実施要項について（資料１９）

阿部理事から、新たに制定した鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラム実施要項について、進

取の精神継承のための具現化の試みとして、学生自らが企画・運営する取り組み（進取の精神チャレ

ンジプログラム）を支援する制度構築を行うための要項である旨資料に基づき説明があった。

報告事項１４．鹿児島大学サイエンス・インカレ支援要項について（資料２０）

阿部理事から、平成 24 年４月に理学部長、工学部長、農学部長、水産学部長の連名で学長に文部

科学省主催のサイエンス・インカレに応募する自然系学部学生に対する経費支援の要望があったこと

から、鹿児島大学サイエンス・インカレ支援要項を新たに制定した旨資料に基づき説明があった。

報告事項１５．複数の科学研究費助成事業による共用設備の購入に関する取扱要項について（資料２１）

前田理事から、平成 24 年度から研究費の効率的な使用及び設備の共用を促進するため、科学研究

費助成事業の合算使用の制限が緩和され、科研費の複数の研究課題において共同して利用する設備に

ついて、各研究課題の直接経費を合算して購入することが可能となったことから、本学における複数

の科学研究費助成事業による共用設備を購入にするために、複数の科学研究費助成事業による共用設

備の購入に関する取扱要項を新たに制定した旨資料に基づき説明があった。

報告事項１６．平成 25 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について(H25.2.1 現在)（資料２２）

阿部理事から、２月１日現在の平成 25 年３月卒業（修了）予定者の進路状況について、資料に基

づき説明があった。

報告事項１７．平成 24 年度後期鹿児島大学留学生後援会奨学金の授与式について(H25.1.28)

（資料１９）

前田理事から、１月 28 日(月)に学長室において実施された平成 24 年度後期鹿児島大学留学生後援

会奨学金の授与式について、資料に基づき説明があった。

報告事項１８．鹿児島大学進取の精神学生表彰第二次選考委員会及び表彰式の開催について(H25.2.27)

（資料２４）

阿部理事から、２月２７日（水）に共通教育棟２号館１階２１１講義室で開催の鹿児島大学進取の

精神学生表彰第二次選考委員会及び表彰式について、資料に基づき説明があった。

報告事項１９．平成 24 年度学長と学部卒業予定者との懇談会の開催について(H25.3.5)（資料２５）

阿部理事から、３月５日（火）に事務局４階第３会議室で開催される平成 24 年度学長と学部卒業

予定者との懇談会の開催について、資料に基づき説明があった。

報告事項２０．研究コアプロジェクト（「島嶼」、「環境」、「食と健康」）報告会について(H25.3.7)

（資料２６）

前田理事から、３月７日（木）に稲盛会館で開催の研究コアプロジェクト（「島嶼」、「環境」、

「食と健康」）報告会について、資料に基づき説明があった。

報告事項２１．平成24年度外国人留学生卒業・修了者との送別懇談会の実施について（H25.3.11）

（資料２７）

前田理事から、３月１１日（月）に郡元南食堂エデュカで開催の平成 24 年度外国人留学生卒業・

修了者との送別懇談会について、資料に基づき説明があった。

報告事項２２．鹿児島市立美術館・鹿児島大学附属図書館合同企画展について(H25.2.13～3.31)

（資料２８）

下川理事から、２月１３日（水）～３月３１日（日）まで鹿児島市立美術館で開催の鹿児島市立美
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術館・鹿児島大学附属図書館合同企画展について、資料に基づき説明があった。

報告事項２３．国際交流会館３号館の落成式について(H25.3.21)（資料２９）

前田理事から、３月２１日（木）に開催の国際交流会館３号館の落成式について、資料に基づき説

明があった。

報告事項２４．平成 25 年度夏季及び冬季休業について（資料３０）

島理事から、平成 25 年度夏季及び冬季休業について、平成 25 年度の夏季休業は８月 14 日（水）、

15 日（木）、16 日（金）の３日間、冬季休業は 12 月 27 日（金）とする旨資料に基づき説明があった。

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 6 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.2.4)（資料３１）

（企画）

②平成 24 年度第 2 回企画・評価委員会の開催について(H25.1.15)（資料３２）

（研究）

③平成 24 年度第 13 回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について(H24.12.17)（資料３３）

④平成 24 年度第 5 回自然科学教育研究支援センター運営委員会の開催について(H25.1.23)

（資料３４）

⑤平成 24 年度第 6 回国際交流委員会への提案事項等について(H25.2.12～13 メール会議)

（資料３５）

（教育）

⑥平成 24 年度第 8 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(H25.1.11)

（資料３６）

⑦平成 24 年度第 9 回学生生活委員会の開催について(H25.1.15)（資料３７）

⑧平成 24 年度第 10 回教育センター会議の開催について(H25.1.25)（資料３８）

⑨平成 24 年度第 4 回就職委員会の開催について(H25.1.30)（資料３９）

⑩平成 24 年度第 8 回教務委員会の開催について(H25.2.5)（資料４０）

（入試）

⑪平成 24 年度第 8 回入学試験実施委員会の開催について(H24.12.21)（資料４１）

⑫平成 24 年度第 9 回入学試験実施委員会の開催について(H25.1.28)（資料４２）

⑬平成 24 年度第 6 回入学者選抜管理委員会の開催について(H25.2.12)（資料４３）

⑭平成 24 年度第 6 回大学院入学者選抜管理委員会の開催について(H25.2.12)（資料４４）

（財務）

⑮平成 24 年度第 2 回財務委員会の開催について(H25.1.15)（資料４５）

その他

１．会計検査委院会計実地検査について（資料４６）

渡辺理事から、会計検査院会計実地検査が３月 26 日（火）から 29 日（金）まで実施される予

定である旨資料に基づき説明があり、各部局等においては会計処理等に不備がないよう注意喚起

がなされた。

２．前期日程の個別学力検査について

阿部理事から、２月 25 日（月）、26 日（火）に前期日程の個別学力検査が実施されるので入試

ミス等が起こらないよう注意喚起がなされた。



7

３．経営協議会委員と教育研究評議会評議員等との懇談会について

学長から、３月 21 日（木）17 時 30 分から、本学郡元南食堂（教育学部構内）において経営協

議会委員と教育研究評議会評議員等との懇談会を開催予定である旨説明があった。

次回の教育研究評議会（定例）は、３月２１日（木）午前９時３０分からの開催となった。


