
 
 

第１６８回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成２７年９月１７日（木）１３：３０～１６：４５ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

 第１６６回教育研究評議会（定例）（H27.7.16 開催） 

 

 

議題１．教育研究評議会における学長候補適任者の選考について（資料１） 

議題２．学生の懲戒について（資料２）（資料席上配付：回収） 

議題３．平成 27 年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について（資料３） 

議題４．第 3 期中期計画（素案）の一部修正について（資料４） 

議題５．鹿児島大学自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正について（資料５） 

議題６．鹿児島大学外国人留学生規則の一部改正について（資料６） 

報告事項１．平成 27 年人事院勧告の状況について（資料７） 

報告事項２．電子ジャーナルの見直しについて（資料８） 

報告事項３．平成 27 年度学長と学部学生との懇談会について（資料９） 

報告事項４．国立大学法人鹿児島大学研究者情報管理システムの管理･運用に関する要項について 

                                       （資料１０） 

報告事項５．平成 28 年度科学研究費助成事業大型種目チャレンジ支援事業について（資料１１） 

報告事項６．平成 28 年度科学研究費助成事業に申請しなかった場合の理由書の提出について 

                                      （資料１２） 

報告事項７．平成 27 年度動物慰霊祭の実施について（資料１３） 

報告事項８．第 9 回産学官民コミュニティ全国大会「スマートコミュニティシンポジウム＠鹿児島」に

ついて（資料１４） 

報告事項９．平成 28 年度概算要求(対財務省)について（資料１５） 

報告事項１０．平成 26 事業年度財務諸表の承認について（資料１６） 

報告事項１１．行事予定(H27.10～H27.12)について（資料１７） 

報告事項１２．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 27 年度第 2 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H27.7.10)（資料１８） 

②  平成 27 年度第 3 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H27.7.24)（資料１９） 

（教育） 

③  平成 27 年度第 3 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H27.7.9)（資料２０） 

④  平成 27 年度第 3 回学生生活委員会(H27.7.13)（資料２１） 

⑤  平成 27 年度第 6 回教育センター会議(H27.7.24)（資料２２） 

⑥  平成 27 年度第 5 回教務委員会(H27.7.28)（資料２３） 

(入試) 

⑦  平成 28 年度大学入試センター試験鹿児島地区連絡会議(H27.7.14)（資料２４） 

⑧  平成 27 年度第 2 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.7.16)（資料２５） 

⑨  平成 27 年度第 4 回入学試験実施委員会(H27.7.17)（資料２６） 

⑩  平成 27 年度第 2 回入学者選抜管理委員会(H27.7.23)（資料２７） 

⑪  平成 27 年度第 3 回入学者選抜方法検討委員会(H27.8.26)（資料２８） 

⑫  平成 27 年度第 3 回入学者選抜管理委員会(H27.9.3)（資料２９） 

⑬  平成 27 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.9.3)（資料３０） 

（研究） 

⑭  平成 27 年度第 1 回産学官連携推進センター運営委員会(H27.7.27)（資料３１） 



  
 

⑮  平成 27 年度第 2 回かごしまＣＯＣセンター運営委員会(H27.8.6)（資料３２） 

（財務） 

⑯  平成 27 年度第 3 回財務委員会(H27.7.14)（資料３３） 

 

その他  

 

 

［出席委員］ ３０名 

 前田学長 

（理事）島、髙松、清原、住吉、永井 

（副学長）武隈 

（学部長等）平井、高津、土田、與倉、藏脇、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、熊本、近藤、米田、中原、杉元、飯干 

 

［欠席評議員］４名 

（学部長等）大坪、馬場、野呂、森 

 

 

［オブザーバー］ 

 赤坂監事 

  

［事務局］ 

（部長）外間、野田、大園、内山、廻、渡邉、山本、神之門、稲葉、平原 

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

         二石、高木、上國料、安永、有川 

 

 

 冒頭、平成２７年７月１６日開催の第１６６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．教育研究評議会における学長候補適任者の選考について（資料１）※本件は最後に審議 

  学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考について諮られ、最初に総務課長から資

料の説明があった。 

 

 （１）第１６８回教育研究評議会（定例）の開催通知について（資料１－１） 

   学長から、前回９月３日開催の教育研究評議会（臨時）で報告の各推薦ユニットからの学長候補

適任者に対して、学長候補適任者となる意思の確認書の提出の依頼を行ったところ、提出期限の９

月９日までに６人の被推薦者から確認書の提出があり、９月１０日付けで教育研究評議会開催通知

に確認書提出一覧を添えて各評議員へ通知した旨資料に基づき説明があった。 

  

 

 （２）学長候補適任者となる意思の確認書の提出について（資料１－２） 

 学長から、６人から提出された確認書（写）について確認が行われ、確認書提出者は本日の選考

の結果、教育研究評議会から学長選考会議へ推薦する５人の学長候補適任者に選考された場合には、

学長選考会議へ提出する承諾書の提出を予め了承していることになる旨確認された。 

 

 （３）確認書提出者の略歴書について（資料１－３） 

   学長から、確認書提出者６人に係る略歴書（写）について、前回９月３日開催の教育研究評議会

（臨時）で各推薦ユニットによる推薦で提出のあった略歴書（写）を再度資料として付している旨



  
 

説明があった。 

 

 （４）学長候補適任者の選考のための投票用紙（資料１－４） 

    学長から、学長候補適任者選考のための投票用紙について諮られ、了承された。 

 

（５）学長候補適任者の選考について（資料１－５） 

    学長から、学長選考規則第４条により経営協議会及び教育研究評議会に対しては各５人以内の学

長候補適任者の推薦依頼が５月８日付けで学長選考会議議長から両議長宛にされているが、教育研

究評議会においては、教育研究評議会における学長候補適任者の選考に係る申合せ第９第２項の規

定に基づき５人の学長候補適任者を選考することについて確認された。 

    次いで、今回、確認書提出者が６人であることから、同申合せ第９第３項の規定に基づき、第一

段階の投票は行わず、第二段階の投票により最終の学長候補適任者５人を選考することが確認され

た。 

 

○投票方法（絞り込み）について 

学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考に係る申合せ第９第第４項に基づき、

「第二段階の投票にあっては５人連記の無記名投票とし所定の人数（５人）を連記した票のみを有

効とする。」とすること、また、同申合せ第９第５項に基づき、「末位得票同数によりそれぞれ所

定の学長候補適任者を得られない場合は、第二段階にあっては５人になるまで、末位得票同数者に

ついて無記名投票を繰り返す。」ことについて確認された。 

 

○第二段階投票について 

    第二段階の投票として、確認書提出者６人を対象に、この時点で出席の評議員３０人による５人

連記の無記名投票が行われ、平井評議員、土田評議員、渡邊評議員、松口評議員の立ち会いによる

開票の結果、上位５人を投票で絞り込んだ。 

                  

○教育研究評議会における学長候補適任者の選考について 

学長から、教育研究評議会における学長候補適任者の選考に係る申合せ第９に基づく教育研究評

議会における選考結果により、第二段階の投票で選考された以下の５人を教育研究評議会における

最終の学長候補適任者とすることについて確認され、前回会議で了承済みの資料１－５を下記学長

候補適任者５人に通知することについて了承された。 

     

  （５０音順） 

     清原貞夫   理事・副学長（教育担当）  

     佐野  輝   医歯学域医学系教授、医学部長  

     武隈 晃   法文教育学域教育学系教授、副学長（学生生活担当）  

     前田芳實   学長  

     松岡達郎   農水産獣医学域水産学系教授、水産学部長  

 

（６）学長選考会議への学長候補適任者の推薦について（資料１－６） 

    学長から、前回会議で了承済みの資料１－６に上記学長候補適任者５人の氏名を記載し、必要書

類（略歴書、承諾書、所信表明書）を添えて、推薦期限である１０月２日までに教育研究評議会議

長から学長選考会議議長宛に提出することについて確認され、了承された。 

 また、１０月７日開催の学長選考会議後、学内意向調査対象者の公示及び同対象者に係る所信表

明書及び略歴書が公表（本学ＨＰ学内限定サイト）される予定である旨説明があった。  

     

（７）学長候補適任者の推薦に係る学長選考会議委員の補充について（資料１－７） 

    学長から、教育研究評議会から学長選考会議へ推薦する学長候補適任者５人の中に学長選考会議

委員１人含まれており、その場合には学長選考会議委員を辞任しなければならず（国立大学法人鹿

児島大学学長選考会議に関する申合せの２において規定）、後任委員の補充については、資料１－



  
 

７のとおり６月２５日付けで学長選考会議議長から教育研究評議会議長へ予め依頼がされている

旨説明があり、学長選考会議委員で学長候補適任者に選考された佐野委員の後任補充の選出するこ

ととなった。 

具体的な選出方法については、これまでの教育研究評議会の決定に基づき、以下の方法により選

出することとなった。  

①評議員の投票により選出すること。  

②１名の欠員について、学長、理事、現学長選考会議委員及び学長候補適任者５人を除く評議員

の中から、別に配付する投票用紙において、１人の方に丸を付ける形での無記名投票とするこ

と。  

③３名以上及び１名以下の票は無効とすること。  

④末位同数の場合は、決選投票とすること。  

学長選考会議委員である山﨑評議員、橋本評議員の立ち合いによる開票の結果、馬場昌範評議員

（大学院医歯学総合研究科長）が学長選考会議委員として選出された。 

 

議題２．学生の懲戒について（資料２）（資料席上配付：回収） 

   学長から、学生の懲戒について諮られ、清原理事及び武隈評議員（副学長）から学生の犯罪行為事

案に係る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、処分内容について投票の

結果、「停学（無期）」とすることが了承された。 

   なお、評議員から、学生懲戒規則の停学に係る規定及び学生懲戒処分等に関する申合せの懲戒処分

等の指針について、今後見直しを検討する必要がある旨の発言があった。 

 

議題３．平成２７年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について（資料３） 

   学長から、平成２７年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について諮られ、島

理事から「平成２７年度入試手当単価表」の大学入試センター試験以外の学部、大学院の入試業務に

係る入試手当について、個別学力検査の問題作成科目代表委員及び問題作成委員の手当額を本試験と

追試験に区分し、それぞれ手当を設定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．第３期中期計画（素案）の一部修正について（資料４） 

   学長から、第３期中期計画（素案）の一部修正について諮られ、髙松理事から第３期中期計画（素

案）の教員養成学部・大学院に関する記載について、文部科学省からの指示により加筆修正する旨資

料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題５．鹿児島大学自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正について（資料５） 

   学長から、鹿児島大学自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正について諮られ、住吉理

事から共同獣医学部の「総合動物実験施設」の竣工に伴い、自然科学教育研究センター「動物実験施

設」と共同獣医学部「総合動物実験施設」が連携を図るため、規則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、第４条の２の規定ぶりを修正することで、了承さ

れた。 

 

議題６．鹿児島大学外国人留学生規則の一部改正について（資料６） 

   学長から、鹿児島大学外国人留学生規則の一部改正について諮られ、住吉理事から外国政府派遣留

学生（「国境なき科学」計画（ブラジル政府派遣留学生））を日本語研修生として受け入れるため、

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。 

 

報告事項１．平成２７年人事院勧告の状況について（資料７） 

   島理事から、平成２７年人事院勧告の状況について、資料に基づき、「Ⅰ．本年の給与勧告につい

て」、「Ⅱ．給与制度の総合的見直し」及び「Ⅲ．勤務時間に関する勧告」等の内容説明及び本学に係

る影響見込額の説明があった。 

 

報告事項２．電子ジャーナルの見直しについて（資料８） 



  
 

   髙松理事から、電子ジャーナルの見直しについて、本学で導入している電子ジャーナルの見直しを

附属図書館運営委員会で検討する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項３．平成２７年度学長と学部学生との懇談会について（資料９） 

   清原理事から、平成２７年度学長と学部学生との懇談会について 10 月 22 日(木)に実施する旨資料

に基づき説明があった。 

 

報告事項４．国立大学法人鹿児島大学研究者情報管理システムの管理･運用に関する要項について 

                                       （資料１０） 

  住吉理事から平成２７年１０月より「教員情報システム」から「研究者情報管理システム」に移行

することに伴い、新たに管理・運用に関する要項を制定する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．平成２８年度科学研究費助成事業大型種目チャレンジ支援事業について（資料１１） 

   住吉理事から、平成２８年度科学研究費助成事業大型種目チャレンジ支援事業について資料に基づ

き説明があった。 

 

報告事項６．平成２８年度科学研究費助成事業に申請しなかった場合の理由書の提出について 

                                      （資料１２） 

  住吉理事から、平成２８年度科学研究費助成事業に申請しなかった場合の理由書の提出について、

各部局等宛てに通知する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．平成２７年度動物慰霊祭の実施について（資料１３） 

  住吉理事から平成２７年度動物慰霊祭について、９月２８日（月）１６時から動物慰霊碑前（桜ヶ

丘キャンパス）で実施する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．第９回産学官民コミュニティ全国大会「スマートコミュニティシンポジウム＠鹿児島」に

ついて（資料１４） 

  住吉理事から、第９回産学官民コミュニティ全国大会「スマートコミュニティシンポジウム＠鹿児

島」について、１０月３日(土)に開催される旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．平成２８年度概算要求(対財務省)について（資料１５） 

  永井理事から、平成２８年度概算要求(対財務省)について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．平成２６事業年度財務諸表の承認について（資料１６） 

  永井理事から、平成２６年度財務諸表が文部科学大臣により承認された旨資料に基づき説明があっ

た。 

 

報告事項１１．行事予定(H27.10～H27.12)について（資料１７） 

   学長から、行事予定(H27.10～H27.12)について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１２．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑪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。 

（総務） 

①  平成 27 年度第 2 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H27.7.10)（資料１８） 

②  平成 27 年度第 3 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H27.7.24)（資料１９） 

（教育） 

③  平成 27 年度第 3 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H27.7.9)（資料２０） 

④  平成 27 年度第 3 回学生生活委員会(H27.7.13)（資料２１） 

⑤  平成 27 年度第 6 回教育センター会議(H27.7.24)（資料２２） 



  
 

⑥  平成 27 年度第 5 回教務委員会(H27.7.28)（資料２３） 

(入試) 

⑦  平成 28 年度大学入試センター試験鹿児島地区連絡会議(H27.7.14)（資料２４） 

⑧  平成 27 年度第 2 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.7.16)（資料２５） 

⑨  平成 27 年度第 4 回入学試験実施委員会(H27.7.17)（資料２６） 

⑩  平成 27 年度第 2 回入学者選抜管理委員会(H27.7.23)（資料２７） 

⑪  平成 27 年度第 3 回入学者選抜方法検討委員会(H27.8.26)（資料２８） 

⑫  平成 27 年度第 3 回入学者選抜管理委員会(H27.9.3)（資料２９） 

⑬  平成 27 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.9.3)（資料３０） 

（研究） 

⑭  平成 27 年度第 1 回産学官連携推進センター運営委員会(H27.7.27)（資料３１） 

⑮  平成 27 年度第 2 回かごしまＣＯＣセンター運営委員会(H27.8.6)（資料３２） 

（財務） 

⑯  平成 27 年度第 3 回財務委員会(H27.7.14)（資料３３） 

 

 

   次回（定例）の開催は平成２７年１０月１５日（木）１３時３０分からとなった。 

 


