
第１６５回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

日 時   平成２７年６月１８日（木）１３：３０～１７：１５ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

（前回議事要旨確認）  

 第１６４回教育研究評議会（定例）（H27.5.21 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．鹿児島大学名誉博士称号授与規則の一部改正について（資料２） 

議題３．鹿児島大学名誉博士の称号の授与について（資料３） 

議題４．鹿児島大学学術研究院の学系長及び学域長等に関する申合せの一部改正について（資料４） 

議題５．第 3 期中期目標・中期計画（素案）について（資料５） 

議題６．平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について（資料６） 

議題７．生涯学習教育研究センター改組に伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について（資料７） 

議題８．学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について（資料８） 

報告事項１．学術研究院に係る英語表記について（資料９） 

報告事項２．平成 26 年度教員情報システムへの入力状況について（資料１０） 

報告事項３．平成 28 年度電子ジャーナル等経費について（資料１１） 

報告事項４．サバティカル研修の承認について（資料１２） 

報告事項５．「大学院における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１３） 

報告事項６．夏季における電力需給対策及び省エネ活動の実施について（資料１４） 

報告事項７．(経過報告)平成 26 年事業年度決算(案)等について（資料１５） 

報告事項８．平成 26 年度間接経費に係る事業報告について（資料１６） 

報告事項９．行事予定(H27.7.～H27.9)について（資料１７） 

報告事項１０．委員会報告（開催済） 

（企画） 

①  平成 27 年度第 1回企画･評価委員会(H27.5.13)（資料１８） 

② 平成 27 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会(H27.6.4)（資料１９） 

（教育） 

③ 平成 27 年度第 3 回教育センター会議(H27.5.22)（資料２０） 

④ 平成 27 年度第 3 回教務委員会(H27.5.26)（資料２１） 

⑤ 平成 27 年度第 3 回大学院教務委員会(H27.5.26)（資料２２） 

⑥ 平成 27 年度第 2 回学生生活委員会(H27.6.8)（資料２３）

(入試) 

⑦ 平成 27 年度第 1 回入学者選抜方法検討委員会(H27.5.22)（資料２４） 

⑧ 平成 27 年度第 2 回入学試験実施委員会(H27.5.25)（資料２５） 

⑨ 平成 27 年度第 1 回大学院入学試験委員会(H27.5.29)（資料２６） 

⑩ 平成 27 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H27.6.4)（資料２７） 

（研究） 

⑪ 平成 27 年度第 1 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.4.28)（資料２８） 

⑫ 平成 27 年度第 1 回国際交流委員会(H27.5.13)（資料２９） 

⑬ 平成 27 年度第 1 回かごしまＣＯＣセンター運営委員会(メール会議 H27.6.2～9)（資料３０） 

その他  

   鹿大「進取の精神」支援基金に係る学内募金の協力依頼について（資料３１） 



［出席委員］ ３１名 

 前田学長 

（理事）島、髙松、清原、住吉、永井 

（学部長等）平井、土田、大坪、與倉、佐野、木佐貫、松口、山﨑、渡邊、本間、岩井、橋本、松岡、 

     越塩、望月、宮本、近藤、馬場、米田、中原、杉元、野呂（途中退席）、森、飯干 

［欠席評議員］３名 

（学部長等）高津、藏脇、熊本 

［オブザーバー］ 

 赤坂監事 

 竹内学長補佐（報告事項１のみ） 

［事務局］ 

（部長）外間、野田、大園、内山、廻、渡邉、山本、神之門、稲葉 

（課長・事務長等）松野下、中村、通山、中園、内山、荒武、安武、松浦、横枕、落合、西、湊、上薗、 

        増間、壽福、二石、上國料、安永、有川 

 冒頭、平成 27 年 5 月 21 日開催の第 164 回（定例）教育研究評議会の議事要旨（案）の確認が行われ、

原案どおり了承された。 

議題１．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、本件については、監事の同席及び坂本学長補佐、総務部、研究国際部の関係者のみの陪

席とする旨の発言があった後、教員の人事事項について諮られ、最初に人事課長から配付資料の説明

があった。 

   引き続き、教員の懲戒については、本学職員懲戒規則第 4 条第 1 項に基づき、処分の種類等及び審

査内容についての審査を、学長から教育研究評議会に申し出ることになっていること、及び守秘義務

が課せられる旨の説明があった。 

   審議に際し、学長から、本事案の概要について、本学学術研究院医歯学域医学系教員が、医療用麻

薬（ケタラール）を本来の目的以外に不正に使用したとの調査報告が平成 27 年 5 月 8 日に大学院医

歯学総合研究科長から提出され、本学職員懲戒規則第 2 条第 1 項に基づき平成 27 年 5 月 26 日に懲戒

に関する調査委員会を設置し、3 回の委員会を開催し、6 月 11 日に同調査委員会から調査報告書及び

審査説明書（案）が提出されたことの説明があり、同調査報告書について黙読願った。その後、同調

査委員会委員長の島理事から本事案の内容について同調査報告書に基づき説明があり、種々意見交換

が行われた。 

   引き続き、学長から、審査説明書（案）について諮られ、島理事から、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、審査説明書の審査内容について、「ケタラールの不正使用につ

いて（麻薬の使用）」及び「ケタラールの不適切な管理について」の 2 項目に整理・修正することと

なった。 

   その後、「懲戒解雇」とする処分量定について、可否投票が行われ、「可」30 票、「否」0 票、「無効

票」0 票で、懲戒処分として、「懲戒解雇」が相当であるとの審査結果となった。 

   よって、学長から、本日の教育研究評議会終了後に、役員及び医歯学域長列席のもと処分対象者に

審査説明書を交付する旨の説明があった。 

   なお、交付後の手続きについて、処分対象者は審査説明書を受領後 14 日以内（平成 27 年 7 月 2 日

まで）に陳述の請求ができ、陳述の請求があった場合、14 日以内に意思表示がない場合や陳述しない

旨の意思表示があった場合の処分の決定の手続きに関して説明があった。 

   おって、処分対象者に対し審査説明書を交付したことについては、これまでと同様に国立大学法人

鹿児島大学における危機管理に関する広報基準に基づき、個人が特定されないよう個人情報に配慮し、



報道発表を行う予定であること。また、教職員へは審査説明書交付後、報道発表前にメールにて周知

予定であること等について説明があり、最後に守秘義務があることが再度確認された。 

議題２．鹿児島大学名誉博士称号授与規則の一部改正について（資料２） 

   学長から、鹿児島大学名誉博士称号授与規則の一部改正について諮られ、島理事から本学の名誉博

士称号授与規則について、学長からの推薦を可能とするとともに、人事計画室会議での審査を廃止し、

教育研究評議会の審議を経て、学長が決定できるようにするため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。なお、第 3 条の規定ぶりについて意見が出され、学長から必要に応

じ修正を検討する旨の発言があった。 

議題３．鹿児島大学名誉博士の称号の授与について（資料３） 

   学長から、鹿児島大学名誉博士の称号の授与について諮られ、島理事から、本学の前身のひとつで

ある第七高等学校出身の赤﨑勇名城大学教授（終身）が、昨年ノーベル物理学賞を受賞されたことか

ら、この功績により本学名誉博士の称号を授与する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承さ

れた。 

   なお、学長から、称号授与式は 6 月 26 日（金）に行われることの説明があり、評議員等について

は、授与式に出席願いたい旨の依頼があった。 

議題４．鹿児島大学学術研究院の学系長及び学域長等に関する申合せの一部改正について（資料４） 

   学長から、鹿児島大学学術研究院の学系長及び学域長等に関する申合せの一部改正について諮られ、

島理事から、各学部長、各研究科長が各学系長及び各学域長を兼ねる等の今年度の取り扱いについて、

平成 28 年度以降も当分の間継続するため、申合せ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５．第 3 期中期目標・中期計画（素案）について（資料５） 

   学長から、第３期中期目標･中期計画(素案)について諮られ、髙松理事からこれまでの審議等を踏

まえ、第３期中期目標･中期計画(素案)を取りまとめた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。 

   なお、今後の会議等での審議及び文部科学省からの指摘等を踏まえ、適宜修正を行うこととし、最

終的な記載については学長に一任することが確認された。 

議題６．平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について（資料６） 

   学長から、平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について諮られ、髙松理事から

平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)については、6 月 30 日（火）までに文部科学

省へ提出することとされており、報告書案をとりまとめた旨資料に基づき説明があり、審議の結果、

了承された。 

   なお、今後の全学会議等での審議を踏まえ、適宜修正を行うとともに、簡易な修正については学長

に一任することが確認された。 

議題７．生涯学習教育研究センター改組に伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について（資料７） 

   学長から、生涯学習教育研究センター改組に伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について諮られ、

住吉理事から、かごしまＣＯＣセンター設置に伴い、生涯学習教育研究センターをかごしまＣＯＣセ

ンター社会貢献部門に組み込むための関係規則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８．学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について（資料８） 

   学長から、学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について諮られ、住吉理事及び研究国際部

長から、水産学部長より依頼のあったサムラトランギ大学（インドネシア）との学術交流協定及び学

生交流協定に係る覚書の締結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。 



報告事項１．学術研究院に係る英語表記について（資料９） 

   島理事から、学術研究院に係る英語表記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、

法文学系、司法政策学系及び医学系の表記について一部修正することとなった。 

報告事項２．平成 26 年度教員情報システムへの入力状況について（資料１０） 

   髙松理事から、平成 26 年度教員情報システムへの入力状況について、平成 27 年 4 月 30 日までの

入力状況の報告があり、あわせて部局等総括責任者に対して、更なる実績データの入力を促すなどの

指導を依頼する旨資料に基づき説明があった。 

報告事項３．平成 28 年度電子ジャーナル等経費について（資料１１） 

   髙松理事から、平成 28 年度電子ジャーナル等経費確保について、資料に基づき説明があった。 

報告事項４．サバティカル研修の承認について（資料１２） 

   住吉理事から、サバティカル研修の承認について、教育学系所属教員のサバティカル研修を承認し

た旨資料に基づき説明があった。 

報告事項５．「大学院における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１３） 

   住吉理事から、「大学院における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中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」により入学

する留学生を受け入れることに伴い要項を一部改正した旨資料に基づき説明があった。 

報告事項６．夏季における電力需給対策及び省エネ活動の実施について（資料１４） 

   永井理事から、夏季における電力需給対策及び省エネ活動の実施について、文部科学省より夏季の

電力需給対策及び省エネルギー対策についての通知・依頼があり、本学においても対策、活動を行う

旨資料に基づき説明があった。 

報告事項７．(経過報告)平成 26 年事業年度決算(案)等について（資料１５） 

永井理事から、平成 26 事業年度決算（案）について、決算（案）の全体の概要、貸借対照表の概

要、損益計算書の概要及び当期総損失の要因等などについて資料に基づき説明があった。 

報告事項８．平成 26 年度間接経費に係る事業報告について（資料１６） 

   永井理事から、平成 26 年度間接経費（全学分）に係る事業報告について資料に基づき説明があっ

た。 

報告事項９．行事予定(H27.7.～H27.9)について（資料１７） 

   学長から、行事予定(H27.7.～H27.9)について資料に基づき説明があった。 

報告事項１０．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑬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 27 年度第 1回企画･評価委員会(H27.5.13)（資料１８） 

② 平成 27 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会(H27.6.4)（資料１９） 

（教育） 

③ 平成 27 年度第 3 回教育センター会議(H27.5.22)（資料２０） 

④ 平成 27 年度第 3 回教務委員会(H27.5.26)（資料２１） 

⑤ 平成 27 年度第 3 回大学院教務委員会(H27.5.26)（資料２２） 

⑥ 平成 27 年度第 2 回学生生活委員会(H27.6.8)（資料２３）

(入試) 



⑦ 平成 27 年度第 1 回入学者選抜方法検討委員会(H27.5.22)（資料２４） 

⑧ 平成 27 年度第 2 回入学試験実施委員会(H27.5.25)（資料２５） 

⑨ 平成 27 年度第 1 回大学院入学試験委員会(H27.5.29)（資料２６） 

⑩ 平成 27 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H27.6.4)（資料２７） 

（研究） 

⑪ 平成 27 年度第 1 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.4.28)（資料２８） 

⑫ 平成 27 年度第 1 回国際交流委員会(H27.5.13)（資料２９） 

⑬ 平成 27 年度第 1 回かごしまＣＯＣセンター運営委員会(メール会議 H27.6.2～9)（資料３０） 

その他  

  ・鹿大「進取の精神」支援基金に係る学内募金の協力依頼について（資料３１） 

   学長から、鹿大「進取の精神」支援基金について、役職ごとの寄附の目安額を設定し、学内募金を

行うことについて協力依頼があった。 

  ・学生の不祥事について 

   清原理事から、本学学生の不祥事事案について新聞報道されている旨の説明があった後、学長から

本事態を重く受け止め、全学生に対して学長告示を発し、本学学生として節度ある行動をとるよう強

く注意喚起するとともに、大学ホームページ上でも本件に対する一般市民へのお詫びの声明を掲載し

た旨の説明があった。 

   次回（定例）の開催は、平成２７年７月１６日（木）１３時３０分からとなった。 


