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第１４５回 教育研究評議会（定例） 議事要旨

日 時 平成２５年１１月２１日（木）１３：３０～１６：５８

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１４４回教育研究評議会（定例）（H25.10.17 開催）

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料席上配付：回収）

議題２．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則の一

部改正について（資料２）

議題３．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規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の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児

島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（資料４）

議題５．アドミッションセンターを学内共同教育研究施設等にすること及び大学院入学試験委員会の

円滑な運営を図ることに伴う規則等の整備について（資料５）

議題６．国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント規則の一部改正について

（資料６）

議題７．大学間学術交流協定の締結について（資料７）

報告事項１．国立大学法人鹿児島大学理事等の所掌についての一部改正について（資料８）

報告事項２．外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料の不徴収に関する実施要項の一部改正につい

て（資料９）

報告事項３．平成 25 年度変更予算（第 1 号）について（資料１０）

報告事項４．役職員宿舎の改修について（資料１１）

報告事項５．平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について【文科省】（資料１２）

報告事項６．「鹿児島大学 FactBook(第 3 版)」について（資料１３）

報告事項７．在学生を対象とした大学広報活動等アンケート調査結果について（資料１４）

報告事項８．図書館サービスの満足度に関するアンケート調査について（資料１５）

報告事項９．平成 26 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の募集について（資料１６）

報告事項１０．第 3 回知財セミナーの開催について(H25.12.17)（資料１７）

報告事項１１．夏季における電力需要抑制対策の削減結果について（資料１８）

報告事項１２．冬季における電力需要抑制対策について（要請）（資料１９）

報告事項１３．平成 25 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金奨学生の決定について（資料２０）

報告事項１４．大学入試センター試験時保育支援について（資料２１）

報告事項１５．平成 26 年度卒業式・修了式及び平成 27 年度入学式について（資料２２）

報告事項１６．仕事納め式、仕事始め式について（資料２３）

報告事項１７．委員会報告（開催済）

（教育）

①平成 25 年度第 5 回教務委員会(H25.10.22)（資料２４）

②平成 25 年度第 6 回大学院教務委員会(H25.10.22)（資料２５）

③平成 25 年度第 7 回教育センター会議(H25.10.25)（資料２６）

④平成 25 年度第 6 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.10.25)（資料２７）

⑤平成 25 年度第 6 回学生生活委員会(H25.10.28)（資料２８）

⑥平成 25 年度第 3 回就職委員会(H25.10.31)（資料２９）

⑦平成 25 年度第 7 回学生生活員会(H25.11.11)（資料３０）

（入試）

⑧平成 25 年度第 5 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.10.10)（資料３１）
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⑨平成 25 年度第 6 回入学試験実施委員会(H25.10.18)（資料３２）

（研究）

⑩平成 25 年度第 1 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会(H25.10.24)（資料３３）

（財務）

⑪平成 25 年度第 2 回財務委員会(H25.10.24)（資料３４）

報告事項１８．教員の人事事項について（資料３５）（資料席上配付：回収）

その他

［出席評議員］２７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、渡邊、冨永、籾井、越塩、髙瀬、宮本、

近藤、鳥居、米田、松木、杉元、野呂、大嶋、飯干

［欠席評議員］ ６名

（学部長等）木佐貫、島田、中村、福井、松岡、熊本

［オブザーバー]

坂東監事

［事務局］

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、廻、飯田

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

増間、藤﨑、松田、能勢

冒頭、学長から、学内会議のペーパレス化推進の観点から本日の会議からｉＰａｄを使用して会議を

行う旨説明があった後、島理事から補足説明があり、引き続き、情報企画課長からｉＰａｄ（会議用）

の操作方法等について説明が行われた。

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料席上配付：回収）

学長から、学生の懲戒について諮られ、清原理事から農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った後、種々意見交換が行われ、慎重に審議の結果、来月の教育研究評議会にお

いて改めて審議の上、処分を決定することとされた。

議題２．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則の一

部改正について（資料２）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人非常勤職員給与規則の一部改正

について諮られ、島理事から、①55 歳を超える職員の昇給について、一般職の職員の給与に関する法

律の改正に準じてその者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととする改正、②医学

部・歯学部附属病院救命救急センターの設置に伴う救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当の新設、

本給の調整額の支給を行い医師等の処遇改善のための改正について、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。

議題３．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則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職員退職手当規則の一部改正について諮られ、島理事から、国

家公務員退職手当法施行令の一部改正等に準じて、本学職員退職手当規則の一部改正を行う旨資料に
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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の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児

島大学非常勤職員就業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の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人

鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について諮られ、島理事から、医学部・歯学部附属病院救

急救命センターの設置に伴い同センター及び集中治療部に勤務する医師等の負担軽減を図るため、所

定勤務時間及び休憩時間を変更し、新たな勤務時間を設け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．アドミッションセンターを学内共同教育研究施設等にすること及び大学院入学試験委員会の

円滑な運営を図ることに伴う規則等の整備について（資料５）

学長から、アドミッションセンターを学内共同教育研究施設にすることに伴う規則等の整備につい

て諮られ、清原理事から、アドミッションセンターを学内共同教育研究施設等に位置付けすること及

び大学院入学試験委員会の円滑な運営を図ることに伴う規則等の整備の概略について説明があった

後、入試課長から関係規則等の整備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。

議題６．国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント規則の一部改正について

（資料６）

学長から、国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント規則の一部改正につい

て諮られ、住吉理事から、産学官連携に係る利益相反マネジメント規則第６条規程の利益相反マネジ

メント自己申告書様式の一部改正について、申告の具体化を図るため、利益相反マネジメント自己申

告書の申告事項の追加及び文言の修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７．大学間学術交流協定の締結について（資料７）

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、関係部局より申請があった

（１）米国・ノースダコタ州立大学 （２）バングラデシュ・ダッカ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．国立大学法人鹿児島大学理事等の所掌についての一部改正について（資料８）

学長から、理事（企画担当）の所掌に「附属病院」を追加するため、「国立大学法人鹿児島大学理

事等の所掌について」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２．外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料の不徴収に関する実施要項の一部改正につい

て（資料９）

清原理事から、水産学研究科長からの依頼通知を踏まえ、本要項の対象者を明確にし対象者の範囲

を拡大するための所要の改正である旨資料に基づき説明があった。

報告事項３．平成 25 年度変更予算（第 1号）について（資料１０）

渡辺理事から、平成 25 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４．役職員宿舎の改修について（資料１１）

渡辺理事から、役職員宿舎の改修に伴う改修後宿舎料及び入居者説明会の実施について、資料に基

づき説明があった。
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報告事項５．平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について【文科省】（資料１２）

髙松理事から、平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について、資料に基づき説明が

あり、平成 25 年度に係る業務達成に向けての協力依頼があった。

報告事項６．「鹿児島大学 FactBook(第 3 版)」について（資料１３）

髙松理事から、「鹿児島大学 FactBook(第 3 版)」について、資料に基づき説明があり、第 2 版との

主な変更点及び学内ＨＰからも閲覧可能である旨説明があった。

報告事項７．在学生を対象とした大学広報活動等アンケート調査結果について（資料１４）

髙松理事から、在学生を対象とした大学広報活動等アンケート調査結果について、資料に基づき説

明があった。

報告事項８．図書館サービスの満足度に関するアンケート調査について（資料１５）

髙松理事から、図書館サービスの満足度に関するアンケート調査について、資料に基づき説明があ

った。

報告事項９．平成 26 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の募集について（資料１６）

住吉理事から、平成 26 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の募集について、資料に基づき

説明があった。

報告事項１０．第 3 回知財セミナーの開催について(H25.12.17)（資料１７）

住吉理事から、12 月 17 日（火）に開催の第 3 回知財セミナー「大学が特許出願することの意義」

について、資料に基づき説明があった。

報告事項１１．夏季における電力需要抑制対策の削減結果について（資料１８）

渡辺理事から、夏季における電力需要抑制対策の削減結果について、資料に基づき説明があった。

報告事項１２．冬季における電力需要抑制対策について（要請）（資料１９）

渡辺理事から、文部科学省からの冬季における電力需給対策についての通知を受けての本学としての

冬季における電力需要抑制対策について資料に基づき説明があり、協力依頼があった。

報告事項１３．平成 25 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金奨学生の決定について（資料２０）

清原理事から、平成 25 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金奨学生の決定について、資料に基

づき説明があった。

報告事項１４．大学入試センター試験時保育支援について（資料２１）

島理事から、平成 26 年大学入試センター試験時において試験監督等に従事する必要のある小学生

以下の子供を持つ教職員に対する保育支援の実施計画について、資料に基づき説明があった。

報告事項１５．平成 26 年度卒業式・修了式及び平成 27 年度入学式について（資料２２）

島理事から、平成 26 年度卒業式・修了式を平成 27 年 3 月 25 日（水）に、平成 27 年度入学式を平

成 27 年 4 月 7 日（火）に鹿児島県総合体育センター体育館で挙行する旨資料に基づき説明があった。

報告事項１６．仕事納め式、仕事始め式について（資料２３）

島理事から、仕事納め式を 12 月 26 日（木）11 時 30 分から、仕事始め式を 1 月 6 日（月）11 時 30

分から行う旨資料に基づき説明があった。

報告事項１７．委員会報告（開催済）

学長から、下記委員会①～⑪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。
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（教育）

①平成 25 年度第 5 回教務委員会(H25.10.22)（資料２４）

②平成 25 年度第 6 回大学院教務委員会(H25.10.22)（資料２５）

③平成 25 年度第 7 回教育センター会議(H25.10.25)（資料２６）

④平成 25 年度第 6 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.10.25)（資料２７）

⑤平成 25 年度第 6 回学生生活委員会(H25.10.28)（資料２８）

⑥平成 25 年度第 3 回就職委員会(H25.10.31)（資料２９）

⑦平成 25 年度第 7 回学生生活員会(H25.11.11)（資料３０）

（入試）

⑧平成 25 年度第 5 回大学院入学者選抜管理委員会(H25.10.10)（資料３１）

⑨平成 25 年度第 6 回入学試験実施委員会(H25.10.18)（資料３２）

（研究）

⑩平成 25 年度第 1 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会(H25.10.24)（資料３３）

（財務）

⑪平成 25 年度第 2 回財務委員会(H25.10.24)（資料３４）

報告事項１８．教員の人事事項教員について（資料３５）（資料席上配付：回収）

島理事から、農学部元教授の代理人弁護士から、本学を被告とする訴えが 10 月 16 日付けで、鹿児

島地方裁判所に提起されたことの説明があった。

その他

・ 学長から、11 月 29 日（金）に稲盛会館で開催の第 2 回男女共同参画シンポジウムへの参加依頼

があった。

・ 島理事から、12 月 6 日（金）に郡元地区と桜ヶ丘地区でそれぞれに開催の平成 25 年度情報公開・

個人情報保護管理等に関する研修会、及び 12 月 13 日（金）に実施の平成 25 年度鹿児島大学防災

訓練への参加依頼があった。

次回の教育研究評議会（定例）は、１２月１９日（木）１３時３０分からの開催となった。

また、３月の教育研究評議会（定例）は、３月２０日（木）９時３０分から開催予定である旨説明が

あった。


