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第１４６回 教育研究評議会（定例） 議事要旨

日 時 平成２５年１２月１９日（木）１３：３０～１４：５４

場 所 事務局第３会議室（４階）

（前回議事要旨確認）

第１４５回教育研究評議会（定例）（H25.11.21 開催）

報告事項１．研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推

進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律について

（資料１）

報告事項２．わが国の大学における「内部質保証」の現況調査アンケート（第１回）について

【大学基準協会】（資料２） 
報告事項３．平成 25 年度鹿児島大学ハラスメント防止のための講演会の実施報告について（資料３）

報告事項４．平成 25 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与式の開催について（資料４）

報告事項５．平成 26 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について（資料５）

報告事項６．平成 25 年度教員情報システムへの入力状況等について（資料６）

報告事項７．平成 26 年度公募に係る科学研究費助成事業の申請状況について（資料７）

報告事項８．平成 25 年度若手研究者及び女性研究者に対する研究助成金について（資料８）

報告事項９．平成 25 事業年度中間決算について（資料９）

報告事項１０．平成 25 年度補正予算（第１号）における対象予定事業等について（資料１０）

報告事項１１．平成 24 年度会計検査院決算検査報告について（資料１１）

報告事項１２．行事予定（H25.10～H25.12）について（資料１２）

報告事項１３．委員会報告（開催済）

（総務）

①平成 25 年度第 2 回総合安全衛生管理委員会の開催について(H25.11.28)（資料１３）

（企画）

②平成 25 年度第 7 回附属図書館運営委員会の開催について(H25.11.15)（資料１４）

（教育）

③平成 25 年度第 7 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.11.22)（資料１５）

④平成 25 年度第 8 回学生生活委員会(H25.12.9)（資料１６）

⑤平成 25 年度第 6 回教務委員会(H25.12.10)（資料１７）

⑥平成 25 年度第 7 回大学院教務委員会(H25.12.10)（資料１８）

（入試）

⑦平成 25 年度第 7 回入学者選抜方法検討委員会(メール会議)（資料１９）

⑧平成 25 年度第 3 回大学院入学試験委員会(メール会議)（資料２０）

⑨平成 25 年度第 4 回入学者選抜委員会(H25.11.14)（資料２１）

⑩平成 25 年度第 6 回大学院入学者選抜委員会(H25.11.14)（資料２２）

⑪平成 25 年度第 7 回入学試験実施委員会(H25.11.25)（資料２３）

⑫平成 25 年度第 8 回入学者選抜方法検討委員会(H25.11.27)（資料２４）

⑬平成 25 年度第 5 回入学者選抜管理委員会(H25.12.5)（資料２５）

（研究）

⑭平成 25 年度第 2 回国際島嶼教育研究センター運営委員会(H25.11.7)（資料２６）

⑮平成 25 年度第 5 回国際交流委員会(H25.11.13)（資料２７）

⑯平成 25 年度第 3 回地域防災教育研究センター運営委員会(H25.11.28) （資料２８）

その他
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［出席評議員］３２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、島田、中村、福井、渡邊、冨永、

籾井、松岡、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］ １名

（学部長等）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、増間、

藤﨑、松田、能勢

報告事項１．研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推

進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律について

（資料１）

島理事から、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的

推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律について、資料に基

づき説明があり、今後、改正の中身を十分に精査の上、本学としての対応を慎重に検討したい旨説明

があった。

報告事項２．わが国の大学における「内部質保証」の現況調査アンケート（第１回）について

【大学基準協会】（資料２） 
髙松理事から、11 月 20 日付けで大学基準協会から依頼のあったわが国の大学における「内部質保

証」の現況調査アンケート（第１回）に対する回答案について、資料に基づき説明があった後、種々

意見交換が行われ、提出された意見を踏まえ回答することとした。

報告事項３．平成 25 年度鹿児島大学ハラスメント防止のための講演会の実施報告について（資料３）

島理事から、平成 25 年度鹿児島大学ハラスメント防止のための講演会の実施報告について、資料

に基づき説明があった。

報告事項４．平成 25 年度鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与式の開催について（資料４）

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授与式の開催について、資料に基

づき説明があった。

報告事項５．平成 26 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について（資料５）

清原理事から、平成 26 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６．平成 25 年度教員情報システムへの入力状況等について（資料６）

髙松理事から、平成 25 年度教員情報システムへの入力状況等について、資料に基づき説明があり、

協力依頼があった。

報告事項７．平成 26 年度公募に係る科学研究費助成事業の申請状況について（資料７）
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住吉理事から、平成 26 年度公募に係る科学研究費助成事業の申請状況について、資料に基づき説

明があった。

報告事項８．平成 25 年度若手研究者及び女性研究者に対する研究助成金について（資料８）

住吉理事から、平成 25 年度若手研究者及び女性研究者に対する研究助成金について、資料に基づ

き説明があった後、評議員より技術職員についても対象者に含めて欲しい旨の意見があり、今回から

技術職員も含める対応とした。

報告事項９．平成 25 事業年度中間決算について（資料９）

渡辺理事から、平成 25 事業年度中間決算について、資料に基づき説明があった。

報告事項１０．平成 25 年度補正予算（第１号）における対象予定事業等について（資料１０）

渡辺理事から、平成 25 年度補正予算（第１号）における対象予定事業等について、資料に基づき

説明があった。

報告事項１１．平成 24 年度会計検査院決算検査報告について（資料１１）

渡辺理事から、平成 24 年度会計検査院決算検査報告及び 12 月 12 日開催の会計検査院決算検査報

告説明会の内容について資料に基づき説明があった後、学長から、学内において適切な会計処理につ

いて周知徹底願いたい旨発言があった。

報告事項１２．行事予定（H26.1～H26.3）について（資料１２）

学長から、行事予定(H26.1～H26.3)について、資料に基づき説明があった。

報告事項１３．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 25 年度第 2 回総合安全衛生管理委員会の開催について(H25.11.28)（資料１３）

（企画）

②平成 25 年度第 7 回附属図書館運営委員会の開催について(H25.11.15)（資料１４）

（教育）

③平成 25 年度第 7 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H25.11.22)（資料１５）

④平成 25 年度第 8 回学生生活委員会(H25.12.9)（資料１６）

⑤平成 25 年度第 6 回教務委員会(H25.12.10)（資料１７）

⑥平成 25 年度第 7 回大学院教務委員会(H25.12.10)（資料１８）

（入試）

⑦平成 25 年度第 7 回入学者選抜方法検討委員会(メール会議)（資料１９）

⑧平成 25 年度第 3 回大学院入学試験委員会(メール会議)（資料２０）

⑨平成 25 年度第 4 回入学者選抜委員会(H25.11.14)（資料２１）

⑩平成 25 年度第 6 回大学院入学者選抜委員会(H25.11.14)（資料２２）

⑪平成 25 年度第 7 回入学試験実施委員会(H25.11.25)（資料２３）

⑫平成 25 年度第 8 回入学者選抜方法検討委員会(H25.11.27)（資料２４）

⑬平成 25 年度第 5 回入学者選抜管理委員会(H25.12.5)（資料２５）

（研究）

⑭平成 25 年度第 2 回国際島嶼教育研究センター運営委員会(H25.11.7)（資料２６）

⑮平成 25 年度第 5 回国際交流委員会(H25.11.13)（資料２７）

⑯平成 25 年度第 3 回地域防災教育研究センター運営委員会(H25.11.28) （資料２８）

その他

・ 評議員より、国立大学協会の学長会議について資料のみ配付されているが内容の説明が必要で
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あり、国立大学改革プランに対する本学の基本方針（取組）を示すべきであるとの意見が出され

た。

次回の教育研究評議会（定例）は、１月１６日（木）１３時３０分からの開催となった。


