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第１４２回 教育研究評議会（臨時） 議事要旨

日 時 平成２５年７月２５日（木）１３：３０～１７：５７

（１５：００～１５：１０、１６：４４～１６：５５休憩）

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１３９回教育研究評議会（定例）（H25.6. 6 開催）

第１４０回教育研究評議会（臨時）（H25.6.21 開催）

議題１．教員の人事事項について（資料１）（資料席上配付：回収）※最後に審議

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．鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正について（資料３）

議題４．大学間学術交流協定の締結について（資料４）

議題５．平成26年度電子ジャーナル等経費について（資料５）

報告事項１．生涯学習憲章案（第 2 次案）について（資料６）

報告事項２．国立大学法人鹿児島大学国際連携推進センター要項の一部改正について（資料７）

報告事項３．鹿児島大学障害学生支援室要項について（資料８）

報告事項４．鹿児島大学構内における撮影についての取扱要領について（資料９）

報告事項５．平成 24 年度組織評価報告書について（資料１０）

報告事項６．「進取の気風」等の表示統一について（資料１１）

報告事項７．国立大学のミッション再定義に関する説明会の開催について（資料１２）

報告事項８．平成 25 年度科学研究費助成事業の採択状況について（資料１３）

報告事項９．平成 24 年度教員情報システムへの入力状況について（資料１４）

報告事項１０．本学共催名義及び後援名義の使用許可について（資料１５）

報告事項１１．2013 女子中高生のための鹿大科学体験塾について（資料１６）

報告事項１２．平成 25 年度鹿児島地域留学生交流推進会議の開催について（H25.8.9）（資料１７）

報告事項１３．平成 25 年度第 1 回知的財産セミナーの開催について（H25.8.29）（資料１８）

報告事項１４．鹿児島大学留学生後援会入会の促進について（資料１９）

報告事項１５．委員会報告（開催済）

（総務）

①平成 25 年度第 1 回ハラスメント防止委員会（H25.6.13）（資料２０）

②平成 25 年度第 1 回放射線安全管理委員会（H25.6.17）（資料２１）

（教育）

③平成 25 年度第 1 回就職委員会(H25.6.6)（資料２２）

④平成 25 年度第 2 回学生生活委員会(H25.6.10)（資料２３）

⑤平成 25 年度第 3 回教務委員会(H25.6.25)（資料２４）

⑥平成 25 年度第 2 回大学院教務委員会(H25.6.25)（資料２５）

⑦平成 25 年度第 3 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.6.26)（資料２６）

⑧平成 25 年度第 4 回教育センター会議(H25.6.28)（資料２７）

⑨平成 25 年度第 3 回学生生活委員会(H25.7.8)（資料２８）

⑩平成 25 年度第 2 回就職委員会(H25.7.9)（資料２９）

（入試）

⑪平成 25 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H25.6.6)（資料３０）

⑫平成 25 年度第 2 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.6.20)（資料３１）

⑬平成 25 年度第 2 回入学者選抜検討委員会(H25.6.26)（資料３２）
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⑭平成 25 年度第 3 回入学試験実施委員会(H25.6.28)（資料３３）

（研究）

⑮平成 25 年度第 1 回病原体等安全管理委員会(H25.6.17)（資料３４）

⑯平成 25 年度第 3 回国際交流委員会(H25.6.19)（資料３５）

⑰平成 25 年度第 5 回遺伝子組換え実験安全管理委員会(H25.6.24)（資料３６）

⑱平成 25 年度第 1 回産学官連携推進センター運営委員会(H25.6.25)（資料３７）

⑲平成 25 年度第 1 回自然科学教育研究支援センター運営委員会(H25.6.26)（資料３８）

⑳平成 25 年度第 1 回医用ミニブタ・先端医療開発研究センター運営委員会(H25.7.2)（資料３９）

その他

［出席評議員］３０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、木佐貫、中村、福井、渡邊、冨永、籾井、越塩、

髙瀬、宮本、熊本、近藤、鳥居、米田、松木、杉元、野呂、大嶋、飯干

［欠席評議員］ ３名

（学部長等）佐野、島田、松岡

［オブザーバー]

坂東監事

桃木野弁護士（議題１のみ）

（学長補佐等）小栗、前田（稔）、三好（以上議題１のみ）、岩元（報告事項１のみ）

［事務局］

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田

（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、能勢

議題１．教員の人事事項について（資料１）（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、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７月１８日開催の教育研究評議会において継続審議となった５月１６日

の教育研究評議会において審査された「審査説明書」の内容及び量定について、陳述内容を精査のう

え変更が必要か否か審査いただく旨説明があった後、種々意見交換が行われ、審査説明書の内容及び

量定は変更しないことが、投票の結果、全員一致で了承され、本日の役員会を経て７月２９日に「懲

戒処分書」を懲戒処分対象者に交付することとされた。

なお、労務調査室長から、処分の種類が「諭旨解雇」のため、本学職員就業規則第５１条第１項第

２号に基づき、退職願の提出を勧告することになるが、退職願の提出に応じない場合は規定に基づき

「懲戒解雇」となる旨の説明があった。

また、学長から、懲戒処分対象者に懲戒処分書を交付した後、教職員に当該事案を通知し、報道機

関へ公表する旨の説明があった。

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、清原理事から教育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）、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。
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議題３．鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正について（資料３）

学長から、鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正について諮られ、島理事から、「放射性同位

元素等による放射線障害の防止に関する法律」及び「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律施行規則」の改正に伴い鹿児島大学放射線安全管理規則を一部改正し、同時に文言や表現等

の修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。

また、併せて担当理事について、総務担当から研究担当理事へ変更する旨説明があり了承された。

議題４．大学間学術交流協定の締結について（資料４）

学長から、大学間学術交流協定の締結について諮られ、住吉理事から、農学部から依頼のあった現

在農学部で部局間学術交流協定を行っている２大学を含む３大学（ベトナム・アンジャン大学 エジ

プト・カフルアッシャイフ大学 タイ王国・国立モンクット王トンブリ工科大学）との大学間学術交

流協定の締結申請について資料に基づき説明があった後、研究国際部長から補足説明があり、審議の

結果、原案どおり了承された。

議題５．平成26年度電子ジャーナル等経費について（資料５）

学長から、平成 26 年度電子ジャーナル等経費について諮られ、髙松理事から、現在、鹿児島大学

で導入している電子ジャーナル等については、国際的な研究を推進する上で必要な学術情報基盤であ

り、これまで値上がり分は全学共通経費（間接経費）の増額で対応してきたが、平成 26 年度は原価

の値上がりに加え円安基調の影響により大幅な値上がりが推測されるため、現在の電子ジャーナル等

を維持するための必要な経費確保の方策について、教育研究評議会等で意見を伺ったうえで対応方針

を決定したい旨説明があった後、①現在の負担額をそのままにして増額分を全学経費で負担する、②

増額分を間接経費の研究設備維持管理費等の各ユニットから負担する、③増額分を教員一律負担及び

部局の利用率による部局負担とする。の３つの提案が考えられる旨説明があった。また、政府調達等

の日程上、契約を進めることを了承いただきたい旨の発言があり、特に意見は無かった。

学長から、現時点で考え得る３つの提案について役員等会議で引き続き検討のうえ、教育研究評議

会で報告したい旨説明があった。

報告事項１．生涯学習憲章案（第 2 次案）について（資料６）

住吉理事から、６月25日から７月５日において実施した学内意見収集に対しての起草委員会（７月

８日開催）での検討修正案について、資料に基づき説明があった後、岩元生涯学習教育研究センター

長から補足説明があり、本学ＨＰ上で８月16日まで学外パブリックコメントを開始する旨説明があっ

た。

報告事項２．国立大学法人鹿児島大学国際連携推進センター要項の一部改正について（資料７）

住吉理事から、国際連携推進センターにおいて、国際連携や国際教育に関する事業を推進するため、

同センターに協力教員を置くことができるようにするための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３．鹿児島大学障害学生支援室要項について（資料８）

清原理事から、平成 25 年度計画に伴い障害を有する学生の修学を支援する制度構築のために要項

を制定するものであり、障害を有する学生の支援を円滑に実施するために障害学生支援室を設置する旨

資料に基づき説明があった。

報告事項４．鹿児島大学構内における撮影についての取扱要領について（資料９）

髙松理事から、大学構内において行う映画、テレビドラマ、ＣＭ等の撮影に関する手続きについて

必要な事項を定める取扱要領を制定するものである旨資料に基づき説明があった。

報告事項５．平成 24 年度組織評価報告書について（資料１０）

髙松理事から、平成 24 年度組織評価報告書について資料に基づき説明があり、８月中に印刷・発
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行の予定である旨説明があった。

報告事項６．「進取の気風」等の表示統一について（資料１１）

髙松理事から、本学の印刷物及び広告等において「進取の気風」及び「進取の気風にあふれる総合

大学」の表示を統一する旨資料に基づき説明があった。

報告事項７．国立大学のミッション再定義に関する説明会の開催について（資料１２）

髙松理事から、７月 19 日に東京で開催された国立大学のミッション再定義に関する説明会につい

て資料に基づき報告があった。

報告事項８．平成 25 年度科学研究費助成事業の採択状況について（資料１３）

住吉理事から、平成 25 年度科学研究費助成事業の採択状況について、資料に基づき説明があった。

報告事項９．平成 24 年度教員情報システムへの入力状況について（資料１４）

髙松理事から、平成 24 年度教員情報システムへの入力状況について、「国立大学法人鹿児島大学

教員情報システムの管理・運用及びデータ入力に関する要項」第９に基づく入力状況報告並びに論文

著書等の更なる入力を依頼する旨資料に基づき説明があった。

報告事項１０．本学共催名義及び後援名義の使用許可について（資料１５）

島理事から本学共催名義新規申請（大学等環境安全協議会）及び本学後援名義新規申請（株式会社

南日本リビング新聞社）について、資料に基づき説明があった。

報告事項１１．2013 女子中高生のための鹿大科学体験塾について（資料１６）

島理事から、2013 女子中高生のための鹿大科学体験塾について資料に基づき説明があった。

報告事項１２．平成 25 年度鹿児島地域留学生交流推進会議の開催について（H25.8.9）（資料１７）

住吉理事から、８月９日（金）に連合農学研究科棟３階会議室で開催の平成 25 年度鹿児島地域留

学生交流推進会議について、資料に基づき説明があった。

報告事項１３．平成 25 年度第 1 回知的財産セミナーの開催について（H25.8.29）（資料１８）

住吉理事から、８月 29 日（木）に桜ヶ丘共通教育棟４階４０１講義室で開催の平成 25 年度第 1 回

知的財産セミナーについて、資料に基づき説明があった。

報告事項１４．鹿児島大学留学生後援会入会の促進について（資料１９）

住吉理事から、鹿児島大学留学生後援会入会の促進について、資料に基づき説明があり入会への協

力依頼があった。

報告事項１５．委員会報告（開催済）

学長から、下記委員会①～⑳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 1 回ハラスメント防止委員会（H25.6.13）（資料２０）

②平成 25 年度第 1 回放射線安全管理委員会（H25.6.17）（資料２１）

（教育）

③平成 25 年度第 1 回就職委員会(H25.6.6)（資料２２）

④平成 25 年度第 2 回学生生活委員会(H25.6.10)（資料２３）

⑤平成 25 年度第 3 回教務委員会(H25.6.25)（資料２４）

⑥平成 25 年度第 2 回大学院教務委員会(H25.6.25)（資料２５）

⑦平成 25 年度第 3 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.6.26)（資料２６）

⑧平成 25 年度第 4 回教育センター会議(H25.6.28)（資料２７）
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⑨平成 25 年度第 3 回学生生活委員会(H25.7.8)（資料２８）

⑩平成 25 年度第 2 回就職委員会(H25.7.9)（資料２９）

（入試）

⑪平成 25 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H25.6.6)（資料３０）

⑫平成 25 年度第 2 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.6.20)（資料３１）

⑬平成 25 年度第 2 回入学者選抜検討委員会(H25.6.26)（資料３２）

⑭平成 25 年度第 3 回入学試験実施委員会(H25.6.28)（資料３３）

（研究）

⑮平成 25 年度第 1 回病原体等安全管理委員会(H25.6.17)（資料３４）

⑯平成 25 年度第 3 回国際交流委員会(H25.6.19)（資料３５）

⑰平成 25 年度第 5 回遺伝子組換え実験安全管理委員会(H25.6.24)（資料３６）

⑱平成 25 年度第 1 回産学官連携推進センター運営委員会(H25.6.25)（資料３７）

⑲平成 25 年度第 1 回自然科学教育研究支援センター運営委員会(H25.6.26)（資料３８）

⑳平成 25 年度第 1 回医用ミニブタ・先端医療開発研究センター運営委員会(H25.7.2)（資料３９）

その他

なし

次回の教育研究評議会（定例）は、９月１９日（木）９時３０分からの開催となった。


