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第１４０回 教育研究評議会（定例） 議事要旨

日 時 平成２５年６月２１日（金）１３：４０～１７：００

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１３７回教育研究評議会（定例）（H25.5.16 開催）

第１３８回教育研究評議会（臨時）（H25.5.30 開催）

議題１．平成 25 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について（資料１）

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．教員の人事事項について（資料３）（資料席上配付：回収）※最後に審議

議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料４）

議題５．鹿児島大学ＩＲ体制整備に係る関係規則等の一部改正等について（資料５）

議題６．鹿児島大学総合研究博物館組織規則等の一部改正について（資料６）

議題７．「平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）について（資料７）

報告事項１．学長諮問会議委員の選任について（資料８）

報告事項２．科学技術人材育成補助事業「女性研究者研究活動支援事業」に係る各種事業について

（資料９）

報告事項３．平成 25 年度男女共同参画推進に関する意識調査について（資料１０）

報告事項４．オープンキャンパス企画「muse カフェ」“ガールズ☆Talk”について（資料１１）

報告事項５．「国立大学フェスタ 2013」の実施及び活動計画書の提出について（資料１２）

報告事項６．医師国家試験等合格率一覧について（資料１３）

報告事項７．平成 25 年度学長裁量経費計画書（外国人留学生特別選抜現地入学試験支援事業）に

ついて （資料１４）

報告事項８．平成 24 事業年度決算（案）について（資料１５）

報告事項９．平成 24 年度間接経費に係る事業報告について（資料１６）

報告事項１０．平成 26 年度概算要求（案）について（資料１７）

報告事項１１．平成 26 年度文教施設整備費概算要求事業について（資料１８）

報告事項１２．国立大学法人の財務等に関する説明会について（資料１９）

報告事項１３．第 31 回大学等環境安全協議会総会・研修会の開催について（資料２０）

報告事項１４．行事予定（H25.7～H25.9）について（資料２１）

報告事項１５．委員会報告（開催済）

（総務）

①平成 25 年度第 3 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H25.6.6）（資料２２）

（企画）

②平成 25 年度第 1 回企画・評価委員会(H25.5.27)（資料２３）

（教育）

③平成 25 年度第 3 回教育センター会議(H25.5.24)（資料２４）

④平成 25 年度第 2 回教務委員会(H25.5.28)（資料２５）

⑤平成 25 年度第 2 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.5.29)（資料２６）

（入試）

⑥平成 25 年度第 1 回入学者選抜方法検討委員会(H25.5.22)（資料２７）

⑦平成 25 年度第 2 回入学試験実施委員会(H25.5.24)（資料２８）

（研究）

⑧平成 25 年度第 1 回総合研究博物館運営委員会(H25.4.26)（資料２９）
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その他

［出席評議員］ ２８名

前田学長

（理事）島、髙松、清原、住吉、渡辺

（学部長等）平井、高津、武隈、土田、與倉、藏脇、佐野、木佐貫、中村、渡邊、冨永、籾井、松岡、

越塩、髙瀬、宮本、熊本、近藤、米田、松木、大嶋、飯干

［欠席評議員］ ５名

（学部長等）島田、福井、鳥居、杉元、野呂

［オブザーバー]

坂東監事

桃木野弁護士（議題３のみ）

（学長補佐）小栗、前田（稔）（議題３のみ）

（副研究科長）馬場（議題１のみ）

［事務局］

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、須崎

（課長・室長）那加野、川西、新田、中園、通山、稲葉、西、荒武、池尻、平原、湊、松野下、増間、

藤﨑、松田

議題１．平成 25 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について（資料１）

学長から、平成 25 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について諮られ、清原理

事から、本学からのプログラム申請については、５月１４日開催の役員等会議で審議了承のうえ提出

しているが、申請プログラムが採択された場合に、これを確実に実施することを証する役員会等の承

諾（議事録等）が必要となる旨説明があった後、馬場医歯学総合研究科副研究科長から申請内容の概

要等について資料に基づき説明があり、審議の結果、当該プログラムが採択された場合は、申請書類

の記載事項について確実に実施することが了承された。

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、清原理事から医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（３日）、停学の期間は修業年限に含め

る。」とすることが了承された。

引き続き、別の医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（３日）、停学の期間は修業年限に含める。」とすることが了承された。

議題３．教員の人事事項について（資料３）（資料席上配付：回収）※最後に審議

学長から、教員の人事事項について諮られ、最初に労務調査室長から配付資料の説明があった。

引き続き、学長から、前回６月６日開催の第139回教育研究評議会で決定し、本日行う予定だった

口頭陳述については、事前に評議員各位へ周知のとおり、処分対象者の代理人弁護士の都合により、

７月１８日開催の教育研究評議会で行うことに変更した旨報告があり、了承された。

次いで、労務調査室長から、参考人が陳述要旨において争点としている審査説明書の記載事項に対

する懲戒に関する調査委員会の判断や根拠等について、資料に基づき説明があった。

また、当該案件に係る調査報告書等を労務調査室で閲覧可能なように準備しており、閲覧を希望さ

れる評議員は事前に連絡願いたい旨説明があり、併せて出席者全員に守秘義務が課せられることが確

認された。
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議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則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給与規則の一部改正について諮られ、島理事から、鹿児島

県が政府の要請を受けた給与減額支給措置を７月から実施すること、本学に配分される運営費交付金

も相当分が当初から減額されていること、及び他の国立大学法人においても県の減額と合わせて給与

が減額されていること等から、本学附属学校教員についても減額の対象に含めることについて、本学

職員給与規則の一部改正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。

議題５．鹿児島大学ＩＲ体制整備に係る関係規則等の一部改正等について（資料５）

学長から、鹿児島大学ＩＲ体制整備に係る関係規則等の一部改正等について諮られ、髙松理事から、

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。

議題６．鹿児島大学総合研究博物館組織規則等の一部改正について（資料６）

学長から、鹿児島大学総合研究博物館組織規則等の一部改正について諮られ、住吉理事から、総合

研究博物館に研究推進支援員を置くことに伴い、総合研究博物館組織規則及び同運営委員会規則を一

部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、委員から各部局においても本件と同様な支援制度をつくることについて質問があり、全学の

状況を把握のうえ検討したい旨発言があった。

議題７．「平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）について（資料７）

学長から、「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）について諮られ、髙松理事か

ら、「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書」については、文部科学省へ６月28日（金）

13時（必着）までに提出することとされており、報告書の原案を作成し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、何か意見や修正等がある場合には、企画評価課に申し出るよう依頼があり、簡易な文言修正

は学長一任とされた。

報告事項１．学長諮問会議委員の選任について（資料８）

学長から、学長諮問会議委員の選任について、資料に基づき説明があった。

報告事項２．科学技術人材育成補助事業「女性研究者研究活動支援事業」に係る各種事業について

（資料９）

島理事から、科学技術人材育成補助事業「女性研究者研究活動支援事業｣に係る各種事業について、

資料に基づき説明があった。

報告事項３．平成 25 年度男女共同参画推進に関する意識調査について（資料１０）

島理事から、平成25年度男女共同参画推進に関する意識調査について、資料に基づき説明があった。

報告事項４．オープンキャンパス企画「muse カフェ」“ガールズ☆Talk”について（資料１１）

島理事から、女子高校生の進路選択支援事業の一環として、オープンキャンパスに合わせて女子高

校生と女子大学院生との交流の機会を提供するオープンキャンパス企画「muse カフェ」“ガールズ☆

Talk”について、資料に基づき説明があった。

報告事項５．「国立大学フェスタ 2013」の実施及び活動計画書の提出について（資料１２）

島理事から、「国立大学フェスタ 2013」の実施及び活動計画書の提出について、資料に基づき説明

があった。

報告事項６．医師国家試験等合格率一覧について（資料１３）
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清原理事から、医師国家試験等合格率一覧について資料に基づき説明があった。

報告事項７．平成 25 年度学長裁量経費計画書（外国人留学生特別選抜現地入学試験支援事業）に

ついて （資料１４）

清原理事から、平成 25 年度学長裁量経費計画書（外国人留学生特別選抜現地入学試験支援事業）

について、資料に基づき説明があった。

報告事項８．平成 24 事業年度決算（案）について（資料１５）

渡辺理事から、平成 24 事業年度決算の概要について、全体の概要、貸借対照表の概要、損益計算

書の概要など各項目について資料に基づき説明があった。

報告事項９．平成 24 年度間接経費に係る事業報告について（資料１６）

渡辺理事から、平成 24 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。

報告事項１０．平成 26 年度概算要求（案）について（資料１７）

渡辺理事から、平成26年度概算要求事項について、資料に基づき説明があった。

なお、概算要求の順位、要求金額等については、文部科学省との事前相談の状況等を勘案しつつ、

学長一任とされた。

報告事項１１．平成 26 年度文教施設整備費概算要求事業について（資料１８）

渡辺理事から、平成26年度文教施設整備費概算要求事業について、資料に基づき説明があった。

なお、概算要求事項については、学長一任とされた。

報告事項１２．国立大学法人の財務等に関する説明会について（資料１９）

渡辺理事から、５月２９日に文科省で開催された国立大学法人の財務等に関する説明会における

「平成２６年度の国立大学法人運営費交付金概算要求の考え方」及び「平成２５年度国立大学改革強

化推進補助金の取扱いについて」、資料に基づき説明があった。

報告事項１３．第 31 回大学等環境安全協議会総会・研修会の開催について（資料２０）

渡辺理事から、７月１８日（木）、１９日（金）に本学において開催される第 31 回大学等環境安全

協議会総会・研修会について、資料に基づき説明があった。

報告事項１４．行事予定（H25.7～H25.9）について（資料２１）

学長から、行事予定（H25.7～H25.9）について資料に基づき説明があった。

報告事項１５．委員会報告（開催済）

学長から、下記委員会①～⑧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 25 年度第 3 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H25.6.6）（資料２２）

（企画）

②平成 25 年度第 1 回企画・評価委員会(H25.5.27)（資料２３）

高松理事から、「全学の年度評価」に関する四半期ごとの報告について、負担軽減を図るため第一

四半期の報告について一部簡略化した旨説明があった。

（教育）

③平成 25 年度第 3 回教育センター会議(H25.5.24)（資料２４）

④平成 25 年度第 2 回教務委員会(H25.5.28)（資料２５）

⑤平成 25 年度第 2 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.5.29)（資料２６）

（入試）
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⑥平成 25 年度第 1 回入学者選抜方法検討委員会(H25.5.22)（資料２７）

⑦平成 25 年度第 2 回入学試験実施委員会(H25.5.24)（資料２８）

（研究）

⑧平成 25 年度第 1 回総合研究博物館運営委員会(H25.4.26)（資料２９）

その他

・ 学長から、６月２０日に文部科学省において開催された「国立大学法人学長・大学利用機関法人

機構長等会議」における配付資料について、評議員各位へメールで送信するのでお目通し頂きたい

旨発言があった。

次回の教育研究評議会（定例）は、７月１８日（木）１５時００分からの開催となった。

また、次々回の教育研究評議会（臨時）は、７月２５日（木）１３時３０分からの開催となった。


