
1

第１４３回 教育研究評議会（定例） 議事要旨

日 時 平成２５年９月１９日（木）９：３０～１１：１３

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１４１回教育研究評議会（定例）（H25.7.18 開催）

第１４２回教育研究評議会（臨時）（H25.7.25 開催）

議題１．生涯学習憲章（最終案）について（資料１）

議題２．鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の設置等に伴う関係規則等の制定等につい

て （資料２）

議題３．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３）

議題４．（独法）水産総合研究センターとの包括連携協定締結について（資料４）

議題５．大学間学術交流協定の締結について（資料５）

報告事項１．教員の人事事項について（資料６）

報告事項２．平成 25 年度ハラスメント防止のための講演会実施計画について（資料７）

報告事項３．学長と女性研究者との懇談会について（資料８）

報告事項４．平成 25 年人事院勧告の状況について（資料９）

報告事項５．本学後援名義の使用許可について（資料１０）

報告事項６．平成 26 年度概算要求（対財務省）について（資料１１）

報告事項７．平成 26 年度電子ジャーナル等経費について（資料１２）

報告事項８．平成 26 年度に実施する大学機関別認証評価等の申請手続きについて（大学評価・学位

授与機構） （資料１３）

報告事項９．サイバー攻撃に係る情報連絡体制について（資料１４）

報告事項１０．JANU29 号による「玉里文庫」の掲載について（資料１５）

報告事項１１．平成 25 年度入試状況報告について（資料１６）

報告事項１２．平成 25 年度オープンキャンパスの結果報告について（資料１７）

報告事項１３．平成 26 年度科学研究費助成事業大型種目チャレンジ支援事業等について（資料１８）

報告事項１４．平成 25 年度動物慰霊祭の実施について（資料１９）

報告事項１５．行事予定（H25.10～H25.12）について（資料２０）

報告事項１６．委員会報告（開催済）

（総務）

①平成 25 年度第 4 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.8.1)（資料２１）

②平成 25 年度第 5 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.8.27)（資料２２）

（企画）

③平成 25 年度第 4 回附属図書館運営委員会（メール会議）（資料２３）

（教育）

④平成 25 年度第 2 回鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会(H25.7.22)（資料２４）

⑤平成 25 年度第 4 回教務委員会(H25.7.23)（資料２５）

⑥平成 25 年度第 4 回大学院教務委員会(H25.7.23)（資料２６）

⑦平成 25 年度第 5 回教育センター会議(H25.7.26)（資料２７）

⑧平成 25 年度第 4 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.7.31)（資料２８）

⑨平成 25 年度第 4 回学生生活委員会(H25.9.9)（資料２９）

（入試）

⑩平成 25 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.7.18)（資料３０）
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⑪平成 25 年度第 4 回入学試験実施委員会(H25.7.19)（資料３１）

⑫平成 25 年度第 3 回入学者選抜方法検討委員会(H25.7.24)（資料３２）

⑬平成 25 年度第 2 回入学者選抜管理委員会(H25.7.25)（資料３３）

⑭平成 25 年度第 4 回入学者選抜方法検討委員会(H25.8.28)（資料３４）

⑮平成 25 年度第 3 回入学者選抜管理委員会(H25.9.5)（資料３５）

⑯平成 25 年度第 4 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.9.5)（資料３６）

（研究）

⑰平成 25 年度第 3 回生涯学習教育研究センター運営委員会(H25.7.11)（資料３７）

⑱平成 25 年度第 2 回産学官連携推進センター運営委員会(H25.7.18)（資料３８）

⑲平成 25 年度第 8 回遺伝子組換え実験安全管理委員会(H25.7.29)（資料３９）

その他

［出席評議員］２６名

前田学長

（理事）島、髙松、清原、住吉、渡辺

（学部長等）高津、武隈、土田、藏脇、木佐貫、島田、渡邊、冨永、松岡、越塩、髙瀬、熊本、近藤、

鳥居、米田、松木、杉元、野呂、大嶋、飯干

［欠席評議員］ ７名

（学部長等）平井、與倉、佐野、中村、福井、籾井、宮本

［オブザーバー]

坂東監事

岩元生涯学習教育研究センター長（議題１のみ）

［事務局］

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、廻、飯田

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

増間、藤﨑、松田、能勢

冒頭、財務担当理事（兼）事務局長から９月１日付け新任の施設部長の紹介があった。

議題１．生涯学習憲章（最終案）について（資料１）

学長から、生涯学習憲章（最終案）について諮られ、住吉理事から、これまでの経過の概要につい

て説明があった後、岩元生涯学習教育研究センター長から、パブリックコメントを踏まえた修正案に

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。

また、岩元生涯学習教育研究センター長から、来週９月２４日（火）に公開シンポジウム「地域と

ともに描く、生涯学習の近未来像－大学生涯学習の過去、現在、未来－」を南日本新聞社みなみホー

ルで開催し、本学生涯学習憲章の策定の報告も行う予定である旨説明があり、公開シンポジウムへの

参加依頼があった。

議題２．鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の設置等に伴う関係規則等の制定等につい

て （資料２）

学長から、鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の設置等に伴う関係規則等の制定等に

ついて諮られ、清原理事から、鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の新設並びに大学会

館の改修工事に伴い、建物の円滑な運営を行うために規則の制定等を行う旨説明があり、資料に基づ
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き各規則について説明があり、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３）

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、清原理事から、

運営委員会の構成員及び委員長に充てる者に関する規定を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．（独法）水産総合研究センターとの包括連携協定締結について（資料４）

学長から、（独法）水産総合研究センターとの包括連携協定締結について諮られ、住吉理事から、

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５．大学間学術交流協定の締結について（資料５）

学長から、大学間学術交流協定（平成 25 年度第 4 回国際交流委員会の開催に伴う議題）について

諮られ、住吉理事から、各関係学部から依頼があった（１）台湾・国立高雄海洋科技大学（２）台湾・

国立中興大学（３）中国・華東政法大学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、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。

報告事項１．教員の人事事項について（資料６）

学長から、農学部教授のアカデミック・ハラスメント等事案に関して、当該教授が退職勧告のとお

り、８月２８日付けで退職したこと及び管理監督責任として学長が給与の一部を自主返納したこと等

の説明があった。

報告事項２．平成 25 年度ハラスメント防止のための講演会実施計画について（資料７）

島理事から、平成 25 年度ハラスメント防止のための講演会実施計画について、１．幹部職員を対

象とした研修、２．教育職員を対象としたアカデミックハラスメント防止のための講演会に関して、

資料に基づき説明があり、参加及び協力依頼があった。

報告事項３．学長と女性研究者との懇談会について（資料８）

島理事から、１０月４日（金）に事務局第１会議室で開催の学長と女性研究者との懇談会について、

資料に基づき説明があった。

報告事項４．平成 25 年人事院勧告の状況について（資料９）

島理事から、平成 25 年人事院勧告の状況について、資料に基づき説明があった。

報告事項５．本学後援名義の使用許可について（資料１０）

島理事から、後援名義新規申請１件（鹿児島県赤十字血液センター）及び後援名義継続申請１件（独

立行政法人国際協力機構九州国際センター（JICA 九州））について、資料に基づき説明があった。

報告事項６．平成 26 年度概算要求（対財務省）について（資料１１）

渡辺理事から、文部科学省から財務省に提出された平成 26 年度国立大学法人運営費交付金概算要

求について、資料に基づき説明があった。

報告事項７．平成 26 年度電子ジャーナル等経費について（資料１２）

髙松理事から、平成 26 年度電子ジャーナル等に係る経費確保の方針について、資料に基づき説明

があった。

報告事項８．平成 26 年度に実施する大学機関別認証評価等の申請手続きについて（大学評価・学位

授与機構） （資料１３）

髙松理事から、平成 26 年度に実施する大学機関別認証評価等の申請手続きについて、資料に基づ
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き説明があり、各部局等への各種資料の提出についての協力依頼があった。

報告事項９．サイバー攻撃に係る情報連絡体制について（資料１４）

髙松理事から、平成２５年６月２８日付け文部科学省大臣官房長からの「サイバー攻撃への迅速・

的確な対処について」により、各機関においてサイバー攻撃による事案が発生した際の連絡体制を構

築することとの依頼を受けて、「鹿児島大学におけるサイバー攻撃に係る情報連絡体制」を作成した

旨資料に基づき説明があった。

報告事項１０．JANU29 号による「玉里文庫」の掲載について（資料１５）

髙松理事から、JANU29号による「玉里文庫」の掲載について、資料に基づき説明があった。

報告事項１１．平成 25 年度入試状況報告について（資料１６）

清原理事から、平成 25 年度入試状況報告について、資料に基づき説明があり、各学部でもデータ

を分析し今後の志願者確保に活かして欲しい旨依頼があった。

報告事項１２．平成 25 年度オープンキャンパスの結果報告について（資料１７）

清原理事から、８月３日、４日、９日に実施した平成 25 年度オープンキャンパスの結果報告につ

いて、資料に基づき説明があった後、学長から、優秀な学生確保及び志願倍率向上のためにも、オー

プンキャンパスの更なる充実が必要である旨発言があった。

報告事項１３．平成 26 年度科学研究費助成事業大型種目チャレンジ支援事業等について（資料１８）

住吉理事から、平成 26 年度科学研究費助成事業大型種目チャレンジ支援事業等について、資料に

基づき説明があった。

報告事項１４．平成 25 年度動物慰霊祭の実施について（資料１９）

住吉理事から、平成 25 年度動物慰霊祭の実施について、９月３０日（月）１６時から桜ヶ丘キャ

ンパス動物慰霊碑前にて行う旨資料に基づき説明があった。

報告事項１５．行事予定（H25.10～H25.12）について（資料２０）

学長から、行事予定(H25.10～H25.12)について、資料に基づき説明があった。

報告事項１６．委員会報告（開催済）

学長から、下記委員会①～⑲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 4 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.8.1)（資料２１）

②平成 25 年度第 5 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H25.8.27)（資料２２）

（企画）

③平成 25 年度第 4 回附属図書館運営委員会（メール会議）（資料２３）

（教育）

④平成 25 年度第 2 回鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会(H25.7.22)（資料２４）

⑤平成 25 年度第 4 回教務委員会(H25.7.23)（資料２５）

⑥平成 25 年度第 4 回大学院教務委員会(H25.7.23)（資料２６）

⑦平成 25 年度第 5 回教育センター会議(H25.7.26)（資料２７）

⑧平成 25 年度第 4 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.7.31)（資料２８）

⑨平成 25 年度第 4 回学生生活委員会(H25.9.9)（資料２９）

（入試）

⑩平成 25 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.7.18)（資料３０）

⑪平成 25 年度第 4 回入学試験実施委員会(H25.7.19)（資料３１）

⑫平成 25 年度第 3 回入学者選抜方法検討委員会(H25.7.24)（資料３２）
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⑬平成 25 年度第 2 回入学者選抜管理委員会(H25.7.25)（資料３３）

⑭平成 25 年度第 4 回入学者選抜方法検討委員会(H25.8.28)（資料３４）

⑮平成 25 年度第 3 回入学者選抜管理委員会(H25.9.5)（資料３５）

⑯平成25年度第4回大学院入学者選抜管理委員会(H25.9.5)（資料３６）

（研究）

⑰平成 25 年度第 3 回生涯学習教育研究センター運営委員会(H25.7.11)（資料３７）

⑱平成 25 年度第 2 回産学官連携推進センター運営委員会(H25.7.18)（資料３８）

⑲平成 25 年度第 8 回遺伝子組換え実験安全管理委員会(H25.7.29)（資料３９）

その他

学長から、学内会議のペーパーレス化を積極的に推進する観点から、大学運営会議及び教育研究評

議会について、現行の印刷資料からタブレット型コンピュータのｉＰａｄを導入する方向で今後準備

を進める旨説明があった。

次回の教育研究評議会（定例）は、１０月１７日（木）１３時３０分からの開催となった。


