
 
 

第１７７回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成２８年６月１６日（木）１３：３０～１５：２４ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

  

（前回議事要旨確認）  

第１７６回教育研究評議会（定例）（H28.5.26 開催） 

議題１．鹿児島大学教育センター会議規則及び国立大学法人鹿児島大学就職委員会規則の一部改正

について                                （資料１） 

議題２．「平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報

告書」について                             （資料２） 
議題３．「中期目標の達成状況報告書」及び「学部･研究科等の現況調査表」について（資料３） 

報告事項１．第２期中期目標期間における研究業績説明書について（資料４） 

報告事項２．経営協議会学外委員の本学学内視察及び教育研究評議会評議員との意見交換会の開催

について                              （資料５） 

報告事項３．平成 28 年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの実施について（資料６） 

報告事項４．平成 28 年度科学研究費助成事業の採択状況について(速報)（資料７） 

報告事項５．平成 27 事業年度決算について（資料８） 

報告事項６．平成 29 年度概算要求(案)について（資料９） 

報告事項７．第４次国立大学法人等施設整備５か年計画（28 年～32 年度）および第４次国立大学

法人等施設整備５か年計画を踏まえた平成 29 年度施設整備費概算要求に向けて 

（資料１０） 

報告事項８．行事予定(H28.7～H28.9)について（資料１１） 

報告事項９．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 28 年度第 2 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.5.18)（資料１２） 

②  平成 28 年度第 3 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.5.31)（資料１３） 

③  平成 28 年度第 4 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.6.7)（資料１４） 

（企画） 

④  平成 28 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会(H28.6.2)（資料１５） 

（教育） 

⑤  平成 28 年度第 2 回学生生活委員会(H28.5.16)（資料１６） 

⑥  平成 28 年度第 1 回教務委員会(H28.5.24)（資料１７） 

⑦  平成 28 年度第 2 回大学院教務委員会(H28.5.24)（資料１８） 

⑧  平成 28 年度第 3 回教育センター会議(H28.5.27)（資料１９） 

⑨  平成 28 年度第 2 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H28.5.27)（資料２０） 

(入試) 

⑩  平成 28 年度第 2 回入学試験実施委員会(H28.5.20)（資料２１） 

⑪  平成 28 年度第 2 回入学者選抜方法検討委員会(H28.5.25)（資料２２） 

⑫  平成 28 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H28.6.2)（資料２３） 

（研究） 

⑬  平成 28 年度第 1 回国際島嶼教育研究センター運営委員会(H28.5.16)（資料２４） 

（財務） 

⑭  平成 28 年度第 1 回財務委員会(H28.5.31)（資料２５） 

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）前田 

（学部長等）高津、金丸、土田、上谷、與倉、藏脇、佐野、木佐貫、宮脇、山﨑、渡邊、岩井、越塩、

小山、宮本、三角、近藤、馬場、米田、中原、籾井、森、飯干 

 

［欠席評議員］ ４名 

（学部長等）本間、橋本、熊本、平井 

 

 

［オブザーバー］ 

 伊牟田監事、石窪理事、武隈副学長、橋口副学長 

  

［事務局］ 

（部長）大園、永田、内山、光武、稲葉、平原 

（課長・事務長等）松野下、中村、内山、古川、安武、松浦、横枕、落合、西、西郷、上薗、池田、 

        壽福、二石、上國料、安永、野頭、白坂、有川、島森 

 

 

 冒頭、平成２８年５月２６日開催の第１７６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．鹿児島大学教育センター会議規則及び国立大学法人鹿児島大学就職委員会規則の一部改正

について                                （資料１） 

   学長から、鹿児島大学教育センター会議規則及び国立大学法人鹿児島大学就職委員会規則の一

部改正について諮られ、清原理事から、COC 及び COC＋事業の推進に向け、教育センター会議と

就職委員会との連携を図ることを目的に、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、関係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２．「平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報

告書」について                             （資料２） 
   学長から、「平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関

する報告書」について諮られ、髙松理事から、６月末までに文部科学省に提出する「平成 27 事

業年度に係る業務の実績及び第２期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」の概略等の

説明があり、審議の結果、了承された。 

   なお、本会議終了後に、各部局へ意見照会を行い、各部局からの意見等を踏まえ、内容をさら

に精査する旨の説明があった。また、今後の修正等については学長一任とすることが確認された。 

 

議題３．「中期目標の達成状況報告書」及び「学部･研究科等の現況調査表」について（資料３） 

   学長から、「中期目標の達成状況報告書」及び「学部･研究科等の現況調査表」について諮られ、

髙松理事から、国立大学法人評価の仕組み等の説明があった後、６月末までに(独)大学改革支

援・学位授与機構に提出する「中期目標の達成状況報告書」及び「学部･研究科等の現況調査表」

の概要等の説明があり、審議の結果、了承された。 

   なお、本会議終了後に、各部局へ意見照会を行い、各部局からの意見等を踏まえ、内容をさら

に精査する旨の説明があった。また、今後の修正等については学長一任とすることが確認された。 

 



  
 

報告事項１．第２期中期目標期間における研究業績説明書について（資料４） 

   髙松理事から、第２期中期目標期間における研究業績説明書について、5 月 31 日に(独)大学改

革支援・学位授与機構に提出したこと及び資料に基づき概要説明があった。 

 

報告事項２．経営協議会学外委員の本学学内視察及び教育研究評議会評議員との意見交換会の開催

について                              （資料５） 

   島理事から、経営協議会学外委員の本学学内視察及び教育研究評議会評議員との意見交換会の

開催について、8 月 1 日（月）に開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項３．平成 28 年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの実施について（資料６） 

   学生部長から、平成 28 年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの実施について、資

料に基づき実施要項等の説明があった。 

 

報告事項４．平成 28 年度科学研究費助成事業の採択状況について(速報)（資料７） 

   住吉理事から、平成 28 年度科学研究費助成事業の採択状況（速報）について、資料に基づき

説明があった。 

 

報告事項５．平成 27 事業年度決算について（資料８） 

   永井理事から、平成 27 事業年度決算について、全体の概要、貸借対照表の概要、損益計算書

の概要及び当期総利益の要因等について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．平成 29 年度概算要求(案)について（資料９） 

   永井理事から、平成 29 年度概算要求（案）について、平成 29 年度の概算要求事項等の概要に

ついて資料に基づき説明があった。 

   なお、あわせて、概算要求の順位、要求金額等については、文部科学省との事前相談の状況等

を勘案しつつ、学長に一任する旨の説明があった。 

 

報告事項７．第４次国立大学法人等施設整備５か年計画（28 年～32 年度）および第４次国立大学

法人等施設整備５か年計画を踏まえた平成 29 年度施設整備費概算要求に向けて 

（資料１０） 

   施設部長から、第４次国立大学法人等施設整備５か年計画（28 年～32 年度）および第４次国

立大学法人等施設整備 5 か年計画を踏まえた平成 29 年度施設整備費概算要求に向けて、第 4 次

国立大学法人等施設整備 5 か年計画（28 年～32 年度）および第４次国立大学法人等施設整備５

か年計画を踏まえた平成 29 年度施設整備費概算要求に向けてについて、5 月 23 日（月）に文部

科学省で開催された「国立大学法人等施設整備に関する説明会」の内容等について資料に基づき

説明があった。 

 

報告事項８．行事予定(H28.7～H28.9)について（資料１１） 

   学長から、行事予定(H28.7～H28.9)について、資料に基づき説明があった。 

   なお、清原理事から、7 月 21 日に（木）教育研究評議会開催前に、鹿児島大学トップセミナー

を開催する旨の案内があった。 

 

報告事項９．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑭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 28 年度第 2 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.5.18)（資料１２） 



  
 

②  平成 28 年度第 3 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.5.31)（資料１３） 

③  平成 28 年度第 4 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.6.7)（資料１４） 

（企画） 

④  平成 28 年度第 1 回学術情報基盤センター運営委員会(H28.6.2)（資料１５） 

（教育） 

⑤  平成 28 年度第 2 回学生生活委員会(H28.5.16)（資料１６） 

⑥  平成 28 年度第 1 回教務委員会(H28.5.24)（資料１７） 

⑦  平成 28 年度第 2 回大学院教務委員会(H28.5.24)（資料１８） 

⑧  平成 28 年度第 3 回教育センター会議(H28.5.27)（資料１９） 

⑨  平成 28 年度第 2 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H28.5.27)（資料２０） 

(入試) 

⑩  平成 28 年度第 2 回入学試験実施委員会(H28.5.20)（資料２１） 

⑪  平成 28 年度第 2 回入学者選抜方法検討委員会(H28.5.25)（資料２２） 

⑫  平成 28 年度第 1 回入学者選抜管理委員会(H28.6.2)（資料２３） 

（研究） 

⑬  平成 28 年度第 1 回国際島嶼教育研究センター運営委員会(H28.5.16)（資料２４） 

（財務） 

⑭  平成 28 年度第 1 回財務委員会(H28.5.31)（資料２５） 

 

その他 なし 

 

   次回（定例）の開催は平成２８年７月２１日（木）１３時３０分からとなった。 

 


