
第１６１回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

日 時   平成２７年２月１９日（木）１３：３０～１７：４６ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

（前回議事要旨確認）  

 第１６０回教育研究評議会（定例）（H27.1.15 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における「進取の精神」支援基金規則等の制定等について（資料２）

議題３．司法政策教育研究センターの設置について（資料３） 

議題４．水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について 

（資料４） 

議題５．運営組織(室･センター･委員会)の見直しに伴う規則等の改廃につて（資料５） 

議題６．国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について（資料６） 

議題７．国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正について 

（資料７） 

議題８．鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について（資料８） 

議題９．鹿児島大学共通教育改革計画書（案）について（資料９） 

議題１０．鹿児島大学におけるヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則の一部改正に 

ついて（資料１０） 

議題１１．鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正等について（資料１１） 

報告事項１．規則集体系目次の変更について（資料１２） 

報告事項２．寄附講座「システム血栓制御学講座」の設置について（資料１３） 

報告事項３．国立大学法人鹿児島大学における再雇用に関する取扱要項(案)について（資料１４） 

報告事項４．クロスアポイントメント制度の運用に当たっての留意点等について（資料１５） 

報告事項５．平成 25 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価

の結果への意見について（資料１６） 

報告事項６．大学における教育内容等の改革状況調査について(平成 25 年度)（資料１７） 

報告事項７．平成 27 年度一般入試の志願状況について（資料１８） 

報告事項８．平成 27 年 3 月卒業（修了）予定者の進路状況について（2 月 1日現在）（資料１９） 

報告事項９．平成 26 年度学長と学部卒業予定者との懇談会について（資料２０） 

報告事項１０．学士課程における国際バカロレア入試の導入、入試への TOEFL 等外部試験導入について 

                                        （資料２１） 

報告事項１１．入試結果と入学後成績の追跡調査について（資料２２）（資料席上配付） 

報告事項１２．入試ミス防止の徹底について（資料２３）（資料席上配付：回収） 

報告事項１３．学長裁量経費(若手･女性研究者に対する研究助成金)の分配について（資料２４） 

報告事項１４．公的研究費の管理･運営に係るガイドラインへの具体的対応(案)について（資料２５） 

報告事項１５．予算規則の制定について（資料２６） 

報告事項１６．平成 26 年度学内変更予算(第１号)案について（資料２７） 

報告事項１７．平成 27 年度予算編成について（資料２８） 

報告事項１８．平成 26 年度補正予算(第１号)における対象事業等について（資料２９） 

報告事項１９．委員会報告（開催済） 

（企画） 

① 平成 26 年度第 2 回企画･評価委員会(H27.1.6～13 メール会議)（資料３０） 

② 平成 26 年度第 3 回企画･評価委員会(H27.1.27)（資料３１） 



（教育） 

③ 平成 26 年度第 8 回教務委員会(H26.12.24)（資料３２） 

④ 平成 26 年度第 11 回学生生活委員会(H27.1.13)（資料３３） 

⑤ 平成 26 年度第 10 回教育センター会議(H27.1.23)（資料３４） 

⑥ 平成 26 年度第 4 回就職委員会(H27.1.29)（資料３５） 

⑦ 平成 26 年度第 9 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H27.1.30)（資料３６） 

⑧ 平成 26 年度第 9 回教務委員会(H27.2.3)（資料３７） 

⑨ 平成 26 年度第 7 回大学院教務委員会(H27.2.3)（資料３８） 

⑩ 平成 26 年度第 12 回学生生活委員会(H27.2.9)（資料３９） 

（入試） 

⑪ 平成 26 年度第 10 回(臨時)入学試験実施委員会(H27.1.23)（資料４０） 

⑫ 平成 26 年度第 6 回入学者選抜管理委員会(H27.2.10)（資料４１） 

⑬ 平成 27 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.2.10)（資料４２） 

（研究） 

⑭ 平成 26 年度第 2 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.1.6)（資料４３） 

⑮ 平成 26 年度第 2 回産学官連携推進センター運営委員会(H27.1.15～27 メール会議)（資料４４） 

⑯ 平成 26 年度第 3 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.1.21～メール会議)（資料４５） 

（財務） 

⑰ 平成 26 年度第 5 回財務委員会(H27.1.13)（資料４６） 

⑱ 平成 26 年度第 5 回施設マネジメント委員会(H27.1.22)（資料４７） 

⑲ 平成 26 年度第 6 回財務委員会(H27.2.3)（資料４８） 

その他  

文部科学省との意見交換について（資料４９） 

［出席委員］ ３１名 

 前田学長 

（理事）島、髙松、清原、住吉、岩切 

（学部長等）平井、高津、土田、大坪、與倉、藏脇、佐野、木佐貫、松口、山﨑、渡邊、冨永、籾井、 

      松岡、越塩、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］ ２名 

（学部長等）福井、望月 

［オブザーバー］ 

 赤坂監事 

 武隈副学長 

 アドミッションセンター竹内准教授 

［事務局］ 

（部長）外間、野田、迫田、諏訪原、廻、渡邉 

（課長・室長等）那加野、松野下、通山、中園、内山、荒武、稲葉、脇野、横枕、平原、湊、増間、壽福、 

       二石、高木 

 議事に先立ち、平成 27 年 1 月 15 日開催の第 160 回教育研究評議会（定例）の議事要旨（案）の確認が

行われ、原案どおり了承された。 



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、清原理事及び武隈副学長から学生の非違行為に係る事案に

関しての経緯等について資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、懲戒処分と

して「訓告」とすることが了承された。

議題２．国立大学法人鹿児島大学における「進取の精神」支援基金規則等の制定等について（資料２）

   学長から、国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について

諮られ、現在の学生支援寄附金の支援対象を拡大し、学生支援や研究支援等を目的とした新たな基金

を設立する旨の説明があり、島理事から同基金の規則等について資料に基づき説明があり、審議の結

果、了承された。

議題３．司法政策教育研究センターの設置について（資料３） 

   学長から、司法政策教育研究センターの設置について諮られ、髙松理事から本学における法学分野

の教育研究の振興を図り、司法政策に関する調査研究及び社会貢献活動を実施するため、全学組織と

して司法政策教育研究センターを 3 月に設置する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承され

た。 

議題４．水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について 

                                         （資料４） 

   学長から、水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正につ

いて諮られ、島理事から水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴い、学則の本

則から水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科に関する規定を削除するとともに、大学院学則

の本則から司法政策研究科に関する規定を本則から削除し、在学生がいる間の取扱いを経過規定とし

て整理する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

議題５．運営組織(室･センター･委員会)の見直しに伴う規則等の改廃について（資料５） 

   学長から、運営組織(室･センター･委員会)の見直しに伴う規則等の改廃について諮られ、島理事か

らガバナンス改革の一環として、運営組織（室・センター・委員会）の見直しを行ったことに伴い、

関係規則について所要の改廃を行う旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、

了承された。 

議題６．国立大学法人鹿児島大学職員再雇用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職員再雇用規則の一部改正について諮られ、島理事から「高年

齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」（平成 24 年法律第 78 号）により、平成

25 年４月１日から、継続雇用制度の対象となる高年齢者について、労使協定により定める選考基準に

より限定できる仕組みが廃止されたことに伴い、所要の改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議

の結果、了承された。 

議題７．国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正について 

（資料７） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正につい

て諮られ、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」

の一部改正に伴い、国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正

を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

議題８．鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について（資料８） 

   学長から、鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について諮られ、清原理事から平成２

７年度よりスタートする「国際食料資源学特別コース」設置に伴い、「鹿児島大学共通教育科目等履



修規則」及び「鹿児島大学共通教育科目等既修得単位認定規則」の一部改正を行う旨資料に基づき説

明があり、審議の結果、了承された。 

 議題９．鹿児島大学共通教育改革計画書（案）について（資料９） 

   学長から、鹿児島大学共通教育改革計画書（案）について諮られ、清原理事及び飯干教育センター

長から、12 月開催の第 160 回教育研究評議会等での意見等を踏まえた修正案について、資料に基づき

説明があり、種々意見交換が行われ、本会議の意見を踏まえ、内容を整理し、再度審議することとな

った。 

議題１０．鹿児島大学におけるヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則の一部改正に 

ついて（資料１０） 

   学長から、鹿児島大学におけるヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則の一部改正に

ついて諮られ、住吉理事から疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直し・統

合が行われ、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針として交付されたこと等に伴い、所要の改

正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

議題１１．鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正等について（資料１１） 

   学長から、鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正等について諮られ、

住吉理事から「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて －研究活動の不正行為に関す

る特別委員会報告書－」（平成 18 年 8 月 8 日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特

別委員会）に加え、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（文部科学大臣決定）

が決定されたことに伴い、学内規則等の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が

行われ、審議の結果、了承された。 

 報告事項１．規則集体系目次の変更について（資料１２） 

   島理事から、本学の規則集の体系目次について、第１編に「基本規則」を設け、組織規則、学則、

大学院学則に分類するなどの変更を行う旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた。 

   なお、島理事から、本件について意見や要望がある場合には総務部総務課まで連絡願いたい旨の発

言があった。 

報告事項２．寄附講座「システム血栓制御学講座」の設置について（資料１３） 

   島理事から、寄附講座「システム血栓制御学講座」の設置について、株式会社バイオメディカルイ

ンターフェース他５社から大学院医歯学総合研究科に寄附講座の設置に係る申し込みがあり、6 社か

らの共同の寄附により、寄附講座「システム血栓制御学講座」を平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3

月 31 日までの 5 年間設置することとなった旨資料に基づき説明があった。 

報告事項３．国立大学法人鹿児島大学における再雇用に関する取扱要項(案)について（資料１４） 

   島理事から、国立大学法人鹿児島大学における再雇用に関する取扱要項(案)について、すでに公的

年金の一部支給開始年齢が段階的に引き上げられ、無収入期間が生じていることから、本学における

再雇用の充実を図るための要項を定めた旨資料に基づき説明があった。 

報告事項４．クロスアポイントメント制度の運用に当たっての留意点等について（資料１５） 

   島理事から、クロスアポイントメント制度の運用に当たっての留意点等について、文部科学省から

その概要についての通知があった旨資料に基づき説明があった。 

報告事項５．平成 25 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価

の結果への意見について（資料１６） 

   髙松理事から、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による平成 25 年度における国立大学法

人及び大学共同利用期間法人の業務の実績に関する評価結果についての意見について、資料に基づき



説明があった。 

 報告事項６．大学における教育内容等の改革状況調査について(平成 25 年度)（資料１７） 

   清原理事から、大学における教育内容等の改革状況調査に係る本学からの回答について資料に基づ

き説明があった。 

報告事項７．平成 27 年度一般入試の志願状況について（資料１８） 

   学生部長から、平成 27 年度一般入試の志願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 27 年 3 月卒業（修了）予定者の進路状況について（2 月 1日現在）（資料１９） 

   学生部長から、平成 27 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、2 月 1日現

在の状況の説明があった。 

報告事項９．平成 26 年度学長と学部卒業予定者との懇談会について（資料２０） 

   学生部長から、平成 26 年度学長と学部卒業予定者との懇談会について、3 月 3 日に、学習交流プラ

ザ 2階学習交流ホールで実施する旨資料に基づき説明があった。 

報告事項１０．学士課程における国際バカロレア入試の導入、入試への TOEFL 等外部試験導入について 

                                        （資料２１） 

   清原理事から、学士課程における国際バカロレア入試の導入、入試への TOEFL 等外部試験導入につ

いて、本学として平成 28年度入試から「国際バカロレア入試」及び「TOEFL 等外部試験」を導入する

方針である旨資料に基づき説明があった。 

報告事項１１．入試結果と入学後成績の追跡調査について（資料２２） 

   清原理事から、入試結果と入学後成績の追跡調査企画について、本学として「入試結果と入学後成

績の追跡調査」を実施する方針である旨資料に基づき説明があった。 

報告事項１２．入試ミス防止の徹底について（資料２３） 

   清原理事から、入試ミス防止の徹底について、大学院水産学研究科及び法文学部推薦入試Ⅱにおい

て発生した入試ミスについて資料に基づき説明があり、一般入試を控え、入試ミス防止の徹底につい

て要請があった。 

報告事項１３．学長裁量経費(若手･女性研究者に対する研究助成金)の分配について（資料２４） 

   住吉理事から、学長裁量経費(若手･女性研究者に対する研究助成金)の分配について資料に基づき

説明があった。 

報告事項１４．公的研究費の管理･運営に係るガイドラインへの具体的対応(案)について（資料２５） 

   住吉理事から、公的研究費の管理・運営に係るガイドラインへの具体的対応(案)について資料に基

づき説明があった。 

報告事項１５．予算規則の制定について（資料２６） 

   岩切理事から、予算規則の制定について、予算編成、予算配分及び予算管理等に関する原則を定め

るため、新たに、国立大学法人鹿児島大学予算規則を制定した旨資料に基づき説明があった。 

報告事項１６．平成 26 年度学内変更予算(第１号)案について（資料２７） 

   岩切理事から、平成 26 年度学内変更予算(第１号)案に係る追加事業等について資料に基づき説明

があった。 

報告事項１７．平成 27 年度予算編成について（資料２８） 

   岩切理事から、平成 27 年度予算編成について、平成 27 年度学内当初予算編成のため、平成 27 年



度予算案（運営費交付金関係）内示を踏まえ、平成 27 年度予算編成方針を策定した旨資料に基づき

説明があった。 

報告事項１８．平成 26 年度補正予算(第１号)における対象事業等について（資料２９） 

   岩切理事から、平成 26 年度補正予算（第 1 号）における対象予定事業等について、文部科学省よ

り本学における対象予定事業について伝達があった旨資料に基づき説明があった。 

報告事項１９．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑲については、既に開催済みであり、各部局関係委員から確認願いたい旨の発

言があった。 

（企画） 

① 平成 26 年度第 2 回企画･評価委員会(H27.1.6～13 メール会議)（資料３０） 

② 平成 26 年度第 3 回企画･評価委員会(H27.1.27)（資料３１） 

（教育） 

③ 平成 26 年度第 8 回教務委員会(H26.12.24)（資料３２） 

④ 平成 26 年度第 11 回学生生活委員会(H27.1.13)（資料３３） 

⑤ 平成 26 年度第 10 回教育センター会議(H27.1.23)（資料３４） 

⑥ 平成 26 年度第 4 回就職委員会(H27.1.29)（資料３５） 

⑦ 平成 26 年度第 9 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H27.1.30)（資料３６） 

⑧ 平成 26 年度第 9 回教務委員会(H27.2.3)（資料３７） 

⑨ 平成 26 年度第 7 回大学院教務委員会(H27.2.3)（資料３８） 

⑩ 平成 26 年度第 12 回学生生活委員会(H27.2.9)（資料３９） 

（入試） 

⑪ 平成 26 年度第 10 回(臨時)入学試験実施委員会(H27.1.23)（資料４０） 

⑫ 平成 26 年度第 6 回入学者選抜管理委員会(H27.2.10)（資料４１） 

⑬ 平成 27 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.2.10)（資料４２） 

（研究） 

⑭ 平成 26 年度第 2 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.1.6)（資料４３） 

⑮ 平成 26 年度第 2 回産学官連携推進センター運営委員会(H27.1.15～27 メール会議)（資料４４） 

⑯ 平成 26 年度第 3 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.1.21～メール会議)（資料４５） 

（財務） 

⑰ 平成 26 年度第 5 回財務委員会(H27.1.13)（資料４６） 

⑱ 平成 26 年度第 5 回施設マネジメント委員会(H27.1.22)（資料４７） 

⑲ 平成 26 年度第 6 回財務委員会(H27.2.3)（資料４８） 

その他  

文部科学省との意見交換について（資料４９） 

   岩切理事から、2 月 3 日に開催された国立大学協会九州支部会議の際に行われた文部科学省との意

見交換について、資料に基づき説明があった。 

   次回（定例）の開催は平成２７年３月１９日（木）９時３０分からとなった。 


