
 
 

第１７４回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成２８年３月１７日（木） ９：３０～１２：２５ 

      平成２８年３月１８日（金）１６：００～１６：３２ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１７３回教育研究評議会（定例）（H28.2.18 開催） 

 

 

議題１．理事の選任に係る意見聴取について（資料１）（資料席上配付） 

議題２．経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について（資料２）（資料席上配付） 

議題３．平成 28 年度年度計画(案)について（資料３） 

議題４．法文学部及び教育学部の改組について（資料４） 

議題５．障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応について（資料５） 

議題６．「国立大学法人鹿児島大学障害学生支援委員会規則」の制定及び「国立大学法人鹿児島大学障

害学生支援センター要項」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非常勤役員手当についての一部改正について（資料７） 

議題８．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正 

について（資料８） 

議題９．鹿児島大学学章に関する規則の制定について（資料９） 

議題１０．寄附講座の設置に伴う学則の一部改正について（資料１０） 

議題１１．女性活躍推進法施行に係る一般事業主行動計画の策定について（資料１１） 

議題１２．鹿児島大学教育センター規則等の一部改正について（資料１２） 

議題１３．鹿児島大学教務委員会規則の一部改正について（資料１３） 

議題１４．鹿児島大学職業紹介業務運営規則の一部改正について（資料１４） 

議題１５．国立大学法人鹿児島大学ファカルティ･ディベロップメント委員会規則の一部改正につ 

いて（資料１５） 

議題１６．グローバルセンター設置に伴う国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正等について

（資料１６） 

議題１７．鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正(案)について（資料１７） 

 

議題１８．鹿児島大学医用ミニブタ･先端医療開発研究センターにおける研究用麻薬及び向精神薬取扱

規則(案)について（資料１８） 

議題１９．大学間学術交流協定の締結について 

① (協定)      (ブラジル アマゾナス連邦大学)（資料１９） 

② (協定･学生交流) (台湾 国立高雄大学)（資料２０） 

議題２０．国立大学法人鹿児島大学自家用電気工作物保安規則の一部改正について（資料２１） 

議題２１．アカデミック･カレンダー改革について（資料２２） 

報告事項１．副学長の選任について（資料２３）（資料席上配付） 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料２４）（資料席上配付） 
報告事項３．平成 28 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料２５）（資料席上配付） 
報告事項４．寄附講座「次世代型養魚飼料開発ラボラトリ(スクレッティング･ジャパン)」の設置 

について（資料２６） 

報告事項５．学位論文審査基準について（資料２７） 

報告事項６．鹿児島大学長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正について（資料２８） 

報告事項７．平成 27 年度進取の精神学生表彰第二次選考委員会及び表彰式について（資料２９） 

報告事項８．平成 28 年度一般入試（前期日程）の実施状況について（資料３０） 



  
 

 

報告事項９．平成 28 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の選考結果について（資料３１） 

報告事項１０．国費外国人留学生の資格喪失後の授業料免除の特例に関する要項について 

（資料３２） 

報告事項１１．平成 28 年度卓越研究員事業の申請について（資料３３） 

報告事項１２．平成 27 年度学内変更予算(第１号)案について（資料３４） 

報告事項１３．平成 28 年度学内当初予算案について（資料３５） 

報告事項１４．行事予定(H28.4～H28.6)について（資料３６） 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 27 年度第 6 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.2.17)（資料３７） 

（企画） 

②  平成 27 年度第４回企画・評価委員会（H28.3.1)（資料３８） 

（教育） 

③  平成 27 年度第 7 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H28.2.12)（資料３９） 

④  平成 27 年度第 9 回学生生活委員会(H28.2.15)（資料４０） 

⑤  平成 27 年度第 11 回教務委員会(H28.2.23)（資料４１） 

⑥  平成 27 年度第 9 回大学院教務委員会(H28.2.23)（資料４２） 

⑦  平成 27 年度第 15 回教育センター会議(H28.2.26)（資料４３） 

(入試) 

⑧  平成 27 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.2.18)（資料４４） 

⑨  平成 27 年度第 7 回入学者選抜管理委員会(H28.3.7)（資料４５） 

⑩  平成 27 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.3.7)（資料４６） 

（研究） 

⑪  平成 27 年度第 8 回国際交流委員会(メール会議 H28.2.8～12)（資料４７） 

⑫  平成 27 年度第 25 回遺伝子組換え実験安全委員会(H28.2.23)（資料４８） 

⑬  平成 27 年度第 6 回病原体等安全管理委員会(H28.3.2)（資料４９） 

⑭  平成 27 年度第 9 回国際交流委員会(H28.3.2)（資料５０） 

⑮  平成 27 年度第 4 回自然科学教育研究支援センター運営委員会 

(メール会議 H28.3.1～4)（資料５１） 

⑯  平成 27 年度第 4 回医用ミニブタ･先端医療開発研究センター運営委員会 

(メール会議 H28.3.1～4)（資料５２） 

（財務） 

⑰  平成 27 年度第 6 回財務委員会(H28.3.1)（資料５３） 

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、佐野、木佐貫、松口、山﨑、本間、岩井、橋本、松岡、 

    望月、宮本、熊本、近藤、馬場、米田、中原、杉元、森、飯干 

 

［欠席評議員］４名 

（学部長等）大坪、藏脇、渡邊、越塩 

 

［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、稲葉、神之門 

（課長・事務長等）松野下、中村、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２８年２月１８日開催の第１７３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．理事の選任に係る意見聴取について（資料１）（資料席上配付） 

   総務、企画、教育、研究、財務担当及び非常勤の理事について、平成 28 年 3 月 31 日付けで任期満

了となることから、後任の理事に関し、総務、企画、教育、研究、財務担当及び非常勤の理事を再任

することについて、本学組織規則第 9 条第 1 項に基づき、教育研究評議会から意見を聴取することに

ついて説明があり、特に意見は無かった。 

 

議題２．経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について（資料２）（資料席上配付） 

   学長から、経営協議会学外有識者について、平成 28 年 3 月 31 日付けで任期満了となることから、

次期の学外有識者について、本学経営協議会規則第２条第２項に基づき、教育研究評議会から意見を

聴取することについて説明があり、特に意見は無かった。 

 

議題３．平成 28 年度年度計画(案)について（資料３） 

   学長から、平成 28 年度年度計画(案)について諮られ、髙松理事から、国立大学法人法第 35 条にお

いて準用する独立行政法人通則法第 31 条第 1 項に基づき、文部科学大臣へ届出を行う平成 28 年度年

度計画について、原案を策定し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、提出までの間に修正等が生じた場合は、学長一任とすることが確認された。 

 

議題４．法文学部及び教育学部の改組について（資料４） 

   学長から、法文学部及び教育学部の改組について諮られ、髙松理事から、平成 29 年度改組予定の

法文学部及び教育学部について、文部科学省との協議が終了し、改組手続きを進める旨資料に基づき

説明があり、審議の結果、了承された。 

   なお、学長から法文学部の改組にあたっては、授業科目の提供等、全学的に協力願うよう依頼があ

った。 

 

議題５．障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応について（資料５） 

   学長から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応について諮られ、島理事から、平成 28

年 4 月から施行される「障害を理由とする差別の解消に関する法律」において、国立大学法人に「対

応要領」の策定が義務付けられており、本学でも障害差別解消のため、「対応要領」及び「留意事項」

の策定並びに「障害者支援推進委員会」を設置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６．「国立大学法人鹿児島大学障害学生支援委員会規則」の制定及び「国立大学法人鹿児島大学障

害学生支援センター要項」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障害学生支援委員会規則」の制定及び「国立大学法人鹿児島

大学障害学生支援センター要項」の一部改正について諮られ、清原理事及び学生部長から、障害を理

由とする差別の解消の推進へ対応するため、国立大学法人鹿児島大学障害学生支援委員会規則の制定

及び国立大学法人鹿児島大学障害学生支援センター要項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、入試事前相談フローチャート及び入学前相談・在学生相談

フローチャートを一部修正し、了承された。 

 

 議題７．国立大学法人鹿児島大学非常勤役員手当について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非常勤役員手当についての一部改正について諮られ、島理事か



  
 

ら、非常勤理事の手当を日額から月額に改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８．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正 

について（資料８） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部

改正について諮られ、島理事から、平成 27 年人事院勧告による、一般職の職員の給与に関する法律

等の一部改正を踏まえ、平成 28 年 4 月 1 日以降分に係る本学職員給与規則及び役員報酬規則を改正

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９．鹿児島大学学章に関する規則の制定について（資料９） 

   学長から、鹿児島大学学章に関する規則の制定について諮られ、島理事から、本学の学章の使用に

ついて学内外からの利用申請や使用用途等について問い合わせがあることから、その使用範囲等を含

めた学章に関する規則を整備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１０．寄附講座の設置に伴う学則の一部改正について（資料１０） 

   学長から、寄附講座「次世代型養魚飼料開発ラボラトリ(スクレッティング･ジャパン)」の設置及

び寄附講座の設置に伴う学則の一部改正について諮られ、島理事から、寄附講座「次世代型養魚飼料

開発ラボラトリ（スクレッティング・ジャパン）」を設置することについて、スクレッティング株式

会社から水産学部へ寄附申込みがあったこと及び当該寄附講座の設置に伴い、本学学則の一部改正を

行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

   なお、報告事項４もあわせて報告された。 

 

議題１１．女性活躍推進法施行に係る一般事業主行動計画の策定について（資料１１） 

   学長から、女性活躍推進法施行に係る一般事業主行動計画の策定について諮られ、島理事から、平

成２８年 4 月 1 日から施行される「女性活躍推進法」に対応するため、女性活躍に関する状況把握、

課題分析を行った上で、課題解決のための行動計画（目標ならびに取組）（案）を策定した旨資料に

基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題１２．鹿児島大学教育センター規則等の一部改正について（資料１２） 

   学長から、鹿児島大学教育センター規則等の一部改正について諮られ、清原理事及び飯干副学長か

ら、共通教育改革に伴い、「教育センター規則」、「教育センター会議規則」、「共通教育科目履修規則」、

「事務組織規則」、「事務局事務分掌規則」及び「郡元地区交通規則」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１３．鹿児島大学教務委員会規則の一部改正について（資料１３） 

   学長から、鹿児島大学教務委員会規則の一部改正について諮られ、清原理事から、教務委員会の委

員にＣＯＣセンター教育部門特任教員及びＣＯＣ＋推進部門長を委員に加えるため、教務委員会規則

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１４．鹿児島大学職業紹介業務運営規則の一部改正について（資料１４） 

   学長から、鹿児島大学職業紹介業務運営規則の一部改正について諮られ、清原理事から、職業安定

法の改正により、公共職業安定所が学校と協力して行う職業紹介及び職業指導並びに学校が届出によ

り行う無料職業紹介事業の対象者として、「学校を退学した者」が追加されたことに伴い、鹿児島大

学職業紹介業務運営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１５．国立大学法人鹿児島大学ファカルティ･ディベロップメント委員会規則の一部改正について 

                                        （資料１５） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学ファカルティ･ディベロップメント委員会規則の一部改正につ

いて諮られ、清原理事から、ＦＤ活動を更に推進するため、ファカルティ・ディベロップメント委員



  
 

会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１６．グローバルセンター設置に伴う国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正等について

（資料１６） 

   学長から、グローバルセンター設置に伴う国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正等につい

て諮られ、住吉理事から、留学生センター及び国際連携推進センターを統合し、グローバルセンター

を設置することに係る所要の規則等の改正等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１７．鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正(案)について（資料１７） 

   学長から、鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正(案)について諮られ、住吉理事か

ら、全学の遺伝子組換え実験安全委員会の下に地区委員会（郡元・下荒田地区遺伝子組換え実験安全

委員会、桜ヶ丘地区遺伝子組換え実験安全委員会）を設置し、全学の安全委員会で行っていた実験計

画の審査等を地区委員会で行うための所要の改正等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１８．鹿児島大学医用ミニブタ･先端医療開発研究センターにおける研究用麻薬及び向精神薬取扱

規則(案)について（資料１８） 

   学長から、鹿児島大学医用ミニブタ･先端医療開発研究センターにおける研究用麻薬及び向精神薬

取扱規則(案)について諮られ、住吉理事から、鹿児島大学における学術研究用の麻薬及び向精神薬の

取扱いに関する規則が平成 28 年１月 28 日から施行されたことに伴い、同規則第３条第２項の規定

に基づき、医用ミニブタ・先端医療開発研究センターにおける研究用の麻薬及び向精神薬の運用及び

管理に関する方法、手順等について定め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１９．大学間学術交流協定の締結について 

① (協定)      (ブラジル アマゾナス連邦大学)（資料１９） 

② (協定･学生交流) (台湾 国立高雄大学)（資料２０） 

   学長から、大学間学術交流協定の締結について諮られ、住吉理事及び研究国際部長から、ブラジル 

アマゾナス連邦大学との大学間学術交流協定及び台湾 国立高雄大学との大学間学術交流協定・学生

交流に係る覚書についてそれぞれ資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題２０．国立大学法人鹿児島大学自家用電気工作物保安規則の一部改正について（資料２１） 

   学長から、「国立大学法人鹿児島大学自家用電気工作物保安規則」の一部改正について諮られ、永

井理事及び施設部長から、自家用電気工作物保安規則について、郡元地区のみ対象としていた規則を、

全地区を対象とした規則とするため、国立大学法人鹿児島大学自家用電気工作物保安規則の一部改正

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２１．アカデミック･カレンダー改革について（資料２２） 

   学長から、アカデミック･カレンダー改革について諮られ、清原理事から、本学におけるアカデミ

ック・カレンダー改革の方向性及び課題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、29 年度実施に向け、検討を進めることが了承された。 

 

報告事項１．副学長の選任について（資料２３）（資料席上配付） 

   学長から、副学長の選任について、資料に基づき説明があった。 

   なお、教育研究評議会規則第 2 条第 3 号に規定の学長が指名する副学長には前田雅人副学長（学生

生活担当）が指名された。 

 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料２４）（資料席上配付） 
   学長から、学長補佐の選任について、資料に基づき説明があった。 

報告事項３．平成 28 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料２５）（資料席上配付） 



  
 

   学長から、平成 28 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．寄附講座「次世代型養魚飼料開発ラボラトリ(スクレッティング･ジャパン)」の設置に 

     ついて（資料２６） 

   議題１０にあわせて報告済み。 

 

報告事項５．学位論文審査基準について（資料２７） 

   清原理事から、各研究科の学位論文審査基準について、全学統一の様式により整理し取りまとめた

旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．鹿児島大学長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正について（資料２８） 

   清原理事から、鹿児島大学長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正について、申請様式の見

直しに伴い、長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正を行った旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．平成 27 年度進取の精神学生表彰第二次選考委員会及び表彰式について（資料２９） 

  清原理事から、平成 27年度進取の精神学生表彰第二次選考委員会及び表彰式について 3月 4日(金)

に第二次選考委員会及び表彰式が行われた旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．平成 28 年度一般入試（前期日程）の実施状況について（資料３０） 

  清原理事から、平成 28 年度一般入試（前期日程）の実施状況について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．平成 28 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の選考結果について（資料３１） 

   住吉理事から、平成 28 年度鹿児島大学若手教員海外研修支援事業の選考結果について資料に基づ

き説明があった。 

 

報告事項１０．国費外国人留学生の資格喪失後の授業料免除の特例に関する要項について 

（資料３２） 

   住吉理事から、国費外国人留学生の資格喪失後の授業料免除の特例に関する要項(案)について、平

成 28 年度に進学する国費外国人留学生から大学ごとに推薦人数の上限が設けられることとなったこ

とに対応するため、国費外国人留学生の資格喪失後の授業料免除の特例に関する要項を制定した旨資

料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．平成 28 年度卓越研究員事業の申請について（資料３３） 

  住吉理事から、平成 28 年度卓越研究員事業の申請について、平成 28 年度卓越研究員事業が開始さ

れたことに伴い、本学からのポストを正式に文部科学省へ提示した旨資料に基づき説明あった。 

 

報告事項１２．平成 27 年度学内変更予算(第１号)案について（資料３４） 

  永井理事から、平成 27 年度学内変更予算(第１号)案について、文部科学省からの追加配分、附属

病院収入の増、国立大学法人鹿児島大学特別資金交付制度による資金の交付、並びに弁護士費用及び

和解・賠償金等の追加事業の実施により、平成 27 年度当初予算の変更が必要となったため、平成 27

年度学内変更予算（第１号）（案）を策定した旨資料に基づき説明があった。 

  本件は、議題に先立ち、冒頭に報告された。 

 

報告事項１３．平成 28 年度学内当初予算案について（資料３５） 

  永井理事から、平成 28 年度学内当初予算案について、平成 28 年度学内予算について、平成 28 年

度予算編成方針（案）及び平成 28 年度学内当初予算（案）を策定した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、委員から、平成 28 年度概算要求に係る評価結果については、構成員に十分説明する必要が

ある旨の意見が出された。 

  本件は、報告事項１２と同様に、冒頭に報告された。 



  
 

 

報告事項１４．行事予定(H28.4～H28.6)について（資料３６） 

   学長から、平成 28 年度(4 月～6 月)行事予定表について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記院会についてはすでに開催済みである旨の説明があった。 

（総務） 

①  平成 27 年度第 6 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.2.17)（資料３７） 

（企画） 

②  平成 27 年度第４回企画・評価委員会（H28.3.1)（資料３８） 

（教育） 

③  平成 27 年度第 7 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H28.2.12)（資料３９） 

④  平成 27 年度第 9 回学生生活委員会(H28.2.15)（資料４０） 

⑤  平成 27 年度第 11 回教務委員会(H28.2.23)（資料４１） 

⑥  平成 27 年度第 9 回大学院教務委員会(H28.2.23)（資料４２） 

⑦  平成 27 年度第 15 回教育センター会議(H28.2.26)（資料４３） 

(入試) 

⑧  平成 27 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.2.18)（資料４４） 

⑨  平成 27 年度第 7 回入学者選抜管理委員会(H28.3.7)（資料４５） 

⑩  平成 27 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.3.7)（資料４６） 

（研究） 

⑪  平成 27 年度第 8 回国際交流委員会(メール会議 H28.2.8～12)（資料４７） 

⑫  平成 27 年度第 25 回遺伝子組換え実験安全委員会(H28.2.23)（資料４８） 

⑬  平成 27 年度第 6 回病原体等安全管理委員会(H28.3.2)（資料４９） 

⑭  平成 27 年度第 9 回国際交流委員会(H28.3.2)（資料５０） 

⑮  平成 27 年度第 4 回自然科学教育研究支援センター運営委員会 

(メール会議 H28.3.1～4)（資料５１） 

⑯  平成 27 年度第 4 回医用ミニブタ･先端医療開発研究センター運営委員会 

(メール会議 H28.3.1～4)（資料５２） 

（財務） 

⑰  平成 27 年度第 6 回財務委員会(H28.3.1)（資料５３） 

 

 最後に任期満了等により本日の教育研究評議会が最後となる評議員等から挨拶があった。 

 

   次回（定例）の開催は平成２８年４月２１日（木）１３時３０分からとなった。 

 


