
 
 

第１７２回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成２８年１月２１日（木）１５：１５～１８：２７ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１７１回教育研究評議会（定例）（H27.12.17 開催） 

 

 

議題１．国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及

び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員退職手当規則の一部改正について（資料１） 

議題２．教職大学院の設置について（資料２） 

議題３．第３期中期目標原案及び中期計画案について（資料３） 

議題４．鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則等の一部改正について（資料４） 

議題５．鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則等の制定について（資料５） 

議題６．鹿児島大学における学術研究用麻薬及び向精神薬の取扱いに関する規則(案)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 

(協定)        ①パラグアイ 国立アスンシオン大学（資料７） 

(協定･学生交流)②ベトナム ニャチャン大学（資料８） 

(協定･学生交流)③中国 上海海洋大学（資料９） 

議題８．国立大学法人鹿児島大学施設等の有効利用に関する規則等の制定について（資料１０） 

報告事項１．女性研究者在籍状況(第４四半期)の報告について（資料１１） 

報告事項２．平成 28 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１２） 

報告事項３．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１３） 

報告事項４．学卒者地元定着促進協議会要項及び COC＋教育プログラム開発委員会設置要項の制定につ

いて                                （資料１４） 

報告事項５．平成 27 年度学長裁量経費(若手･女性研究者に対する研究助成金)の配分について 

（資料１５） 

報告事項６．平成 26 年度会計検査院決算検査報告について（資料１６） 

報告事項７．平成 27 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１７） 

報告事項８．平成 28 年度予算案(運営費交付金等関係等)内示について（資料１８） 

報告事項９．委員会報告（開催済） 

（教育） 

①  平成 27 年度第 7 回学生生活委員会(H27.12.14)（資料１９） 

②  平成 27 年度第 9 回教務委員会(H27.12.22)（資料２０） 

③  平成 27 年度第 7 回大学院教務委員会(H27.12.22)（資料２１） 

④  平成 27 年度第 11 回教育センター会議(H27.12.25)（資料２２） 

⑤  平成 27 年度第 8 回学生生活委員会(H28.1.12)（資料２３） 

(入試) 

⑥  平成 27 年度第 8 回入学試験実施委員会(H27.12.21)（資料２４） 

（研究） 

⑦  平成 27 年度第 6 回国際交流委員会(メール会議 H27.12.21～24)（資料２５） 

⑧  平成 27 年度第 7 回国際交流委員会(メール会議 H28.1.4～7)（資料２６） 

(財務) 

⑨  平成 27 年度第 5 回財務委員会(H28.1.12)（資料２７） 

 



  
 

その他  

 

 

［出席委員］ ３１名 

 前田学長 

（理事）島、髙松、清原、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、橋本、松岡、 

    越塩、望月、宮本、熊本、近藤、馬場、米田、中原、杉元、野呂、森、飯干 

 

［欠席評議員］３名 

（理事）住吉 

（学部長等）大坪、岩井 

 

［オブザーバー］ 

 赤坂監事 

  

［事務局］ 

（部長）外間、内山、廻、山本、稲葉、神之門 

（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、高木、上國料、安永、有川、島森 

 

 

 冒頭、平成２７年１２月１７日開催の第１７１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．国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及

び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員退職手当規則の一部改正について（資料１） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給

与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員退職手当規則の一部改正について諮られ、島理事か

ら医学部・歯学部附属病院の医療の質を維持し、優秀な人材を長期にわたって確保するとともに附

属病院における人件費の削減を図るため、①国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則に係る非

常勤職員の雇用期間について一部改正を行う、②国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則に係

る医学部・歯学部附属病院に勤務する非常勤職員の給与の決定、諸手当及び時間給について一部改

正を行う、及び③国立大学法人鹿児島大学非常勤職員退職手当規則に係る非常勤職員の退職手当の

支給対象について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２．教職大学院の設置について（資料２） 

   学長から、教職大学院の設置について諮られ、髙松理事から、鹿児島県の教育に資する若手・中

堅スクールリーダーを養成するため、教育学研究科の中に教職大学院（学校教育実践高度化専攻）

を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３．第３期中期目標原案及び中期計画案について（資料３） 

   学長から、第 3 期中期目標原案及び中期計画案について諮られ、髙松理事から、平成 27 年 6 月に

提出した素案に修正を加え、最終案がまとまっ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、本教育研究評議会後、文部科学省へ提出するまでの間の修正等については学長に一任する

ことが確認された。 

 



  
 

議題４．鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則等の一部改正について（資料４） 

   学長から、鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則等の一部改正について諮られ、清原理事か

ら、除籍者のうち再入学が可能な対象者を明確にするため、学則、大学院学則及び「入学料及び授

業料未納者の除籍の取扱いに関する申合せ」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．鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則等の制定について（資料５） 

   学長から、鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則等の制定について諮られ、

清原理事から、「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」（平成 26 年８月 26

日文部科学大臣決定）に基づき、「鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則」の制

定等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．鹿児島大学における学術研究用麻薬及び向精神薬の取扱いに関する規則(案)について 

（資料６） 

   学長から、鹿児島大学における学術研究用麻薬及び向精神薬の取扱いに関する規則(案)について

諮られ、研究国際部長から、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、学部等毎に取り扱っている学術研

究用の麻薬及び向精神薬について、大学及び関係学部等で規則を定め、組織として管理、監督する

体制を整備する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７．大学間学術交流協定の締結について 

(協定)        ①パラグアイ 国立アスンシオン大学（資料７） 

(協定･学生交流)②ベトナム ニャチャン大学（資料８） 

(協定･学生交流)③中国 上海海洋大学（資料９） 

   学長から、大学間学術交流協定の締結について諮られ、研究国際部長から、①パラグアイ 国立

アスンシオン大学（協定）、②ベトナム ニャチャン大学（協定・学生交流）及び中国 上海海洋

大学（協定・学生交流）とそれぞれ学術交流協定等を締結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８．国立大学法人鹿児島大学施設等の有効利用に関する規則等の制定について（資料１０） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学施設等の有効利用に関する規則等の制定について諮られ、永

井理事から全学的視点に立った施設等の管理運用のため新たに「国立大学法人鹿児島大学施設等の

有効利用に関する規則」等を制定する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．女性研究者在籍状況(第４四半期)の報告について（資料１１） 

   島理事から、女性研究者在籍状況(第４四半期)の報告について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項２．平成 28 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１２） 

   研究国際部長からから、平成 28 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３．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１３） 

   研究国際部長から、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、理由書の提出状況及び主な理由等について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．学卒者地元定着促進協議会要項及び COC＋教育プログラム開発委員会設置要項の制定につ

いて                                （資料１４） 

   研究国際部長からから、文部科学省大学教育再生戦略推進費「地（知）の拠点大学による地方創

生推進事業（ＣＯＣ＋）」に係る学卒者地元定着促進協議会要項及びＣＯＣ＋教育プログラム開発



  
 

委員会設置要項が制定された旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．平成 27 年度学長裁量経費(若手･女性研究者に対する研究助成金)の配分について 

（資料１５） 

   研究国際部長から、平成 27 年度学長裁量経費(若手･女性研究者に対する研究助成金)の配分につ

いて資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．平成 26 年度会計検査院決算検査報告について（資料１６） 

   永井理事から、平成 26 年度会計検査院決算検査報告について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．平成 27 年度補正予算(第１号)における対象予定事業等について（資料１７） 

   永井理事から、平成 27 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８．平成 28 年度予算案(運営費交付金等関係等)内示について（資料１８） 

   永井理事から、平成 28 年度予算案(運営費交付金等関係等)内示について資料に基づき説明があっ

た。 

 

報告事項９．委員会報告（開催済） 

   学長から、下記①～⑨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。 

（教育） 

①  平成 27 年度第 7 回学生生活委員会(H27.12.14)（資料１９） 

②  平成 27 年度第 9 回教務委員会(H27.12.22)（資料２０） 

③  平成 27 年度第 7 回大学院教務委員会(H27.12.22)（資料２１） 

④  平成 27 年度第 11 回教育センター会議(H27.12.25)（資料２２） 

⑤  平成 27 年度第 8 回学生生活委員会(H28.1.12)（資料２３） 

(入試) 

⑥  平成 27 年度第 8 回入学試験実施委員会(H27.12.21)（資料２４） 

（研究） 

⑦  平成 27 年度第 6 回国際交流委員会(メール会議 H27.12.21～24)（資料２５） 

⑧  平成 27 年度第 7 回国際交流委員会(メール会議 H28.1.4～7)（資料２６） 

(財務) 

⑨  平成 27 年度第 5 回財務委員会(H28.1.12)（資料２７） 

 

その他  

   清原理事から、入試ミス防止の徹底についての依頼があった。 

 

 

   次回（定例）の開催は平成２８年２月１８日（木）１３時３０分からとなった。 

 


