
 
 

第１７９回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成２８年９月１５日（木）１３：３０～１６：０８ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

  

（前回議事要旨確認）  

第１７８回教育研究評議会（定例）（H28.7.21 開催） 

議題１．学生の無期停学の解除について（資料１）（資料席上配付：回収） 

議題２．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の一部改正について（資料２） 

議題３．病院の名称変更に係る学則等の一部改正について（資料３） 
議題４．環境省自然環境局との自然環境保全に係る連携･協力に関する協定書(案)について 

（資料４） 

議題５．大学間学術交流協定(協定･学生交流)の締結について（資料５） 

報告事項１．情報セキュリティの徹底について（資料６） 

報告事項２．郡元キャンパス地区計画･デザインガイドラインについて（資料７） 

報告事項３．平成 29 年度概算要求(対財務省)について（資料８） 

報告事項４．平成 28 年度補正予算(第２号)の対象予定事業等について（資料９） 

報告事項５．鹿児島大学総合教育機構について（資料１０） 

報告事項６．平成 28 年人事院勧告の状況について（資料１１） 

報告事項７．九州･沖縄 COC/COC＋合同シンポジウム IN 鹿児島 2016 の開催について（資料１２） 

報告事項８．中央食堂前の車両速度抑制対策及び学習交流プラザ中庭の芝張替えについて 

（資料１３） 

報告事項９．大規模改修時における光熱水費削減額の今後の活用方針について（資料１４） 

報告事項１０．国立大学法人鹿児島大学駐車場等運用に関する基本方針について（資料１５） 

報告事項１１．国立大学法人鹿児島大学ネーミングライツに関する基本方針について 

（資料１６） 

報告事項１２．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 28 年度第 7 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.8.31)（資料１７） 

（教育） 

②  平成 28 年度第 3 回就職委員会(H28.7.21)（資料１８） 

③  平成 28 年度第 5 回教育センター会議(H28.7.22)（資料１９） 

④  平成 28 年度第 3 回教務委員会(H28.7.26)（資料２０） 

⑤  平成 28 年度第 4 回大学院教務委員会(H28.7.26)（資料２１） 

(入試) 

⑥  平成 28 年度第 2 回入学者選抜管理委員会(H28.7.21)（資料２２） 

⑦  平成 28 年度第 2 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.7.21)（資料２３） 

⑧  平成 28 年度第 4 回入学試験実施委員会(H28.7.25)（資料２４） 

⑨  平成 28 年度第 4 回入学者選抜方法検討委員会(H28.8.24)（資料２５） 

⑩  平成 28 年度第 3 回入学者選抜管理委員会(H28.9.1)（資料２６） 

⑪  平成 28 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.9.1)（資料２７） 

（研究） 

⑫  平成 28 年度第 4 回国際交流委員会(ﾒｰﾙ会議 H28.7.20～22)（資料２８） 

⑬  平成 28 年度第 2 回産学官連携推進センター運営委員会(H28.7.22) （資料２９） 

⑭  平成 28 年度第 5 回国際交流委員会(H28.9.7)（資料３０） 

その他  

 



  
 

［出席委員］ ３１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、佐野、木佐貫、宮脇、渡邊、本間、岩井、橋本、越塩、

小山、宮本、三角、熊本、近藤、馬場、米田、中原、籾井、平井、飯干 

 

［欠席評議員］ ３名 

（学部長等）藏脇、山﨑、森 

 

 

［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 

 佐藤特任教授（報告事項１のみ）、木方学長補佐（報告事項２のみ） 

 

［事務局］ 

（部長）大園、永田、内山、光武、渡邉、稲葉、林 

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

      池田、壽福、二石、高木、上國料、安永、野頭、小澤、有川 

 

 

 冒頭、平成 28 年 7 月 21 日開催の第 178 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．学生の無期停学の解除について（資料１）（資料席上配付：回収） 

   学長から、学生の無期停学の解除について諮られ、清原理事及び前田副学長から、平成 27 年 9

月 17 日付けで犯罪行為を起こしたことにより無期停学となっている水産学部の学生について、

水産学部より、処分開始日から概ね 1 年が経過し、当該学生の反省の程度、学習意欲等を総合的

に勘案し、無期停学を解除する上申があり、9 月 13 日開催の学生生活委員会で審議し、停学解除

が妥当である旨の答申があっ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２．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の一部改正について（資料２） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の一部改正について諮られ、島理事から、

平成 28 年 8 月 3 日付けで医学部・歯学部附属病院より、現規則の法人文書の保存期間基準で、

法律上の保存期間と乖離が生じているものがあり、各種法律に合わせ、本学の規則の一部改正を

行ってもらいたい旨の依頼に基づき、本学法人文書管理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３．病院の名称変更に係る学則等の一部改正について（資料３） 
   学長から、病院の名称変更に係る学則等の一部改正について諮られ、島理事から、病院の名称

を「鹿児島大学病院」に統一することに伴い、学則ほか、規則等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４．環境省自然環境局との自然環境保全に係る連携･協力に関する協定書(案)について 

（資料４） 

   学長から、環境省自然環境局との自然環境保全に係る連携･協力に関する協定書(案)について

諮られ、住吉理事から、これまでの環境省自然環境局との取組を踏まえ、相互の連携・協力をよ

り充実したものとするため、連携・協力協定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５．大学間学術交流協定(協定･学生交流)の締結について（資料５） 

   学長から、大学間学術交流協定(協定･学生交流)の締結について諮られ、住吉理事から、理工

学研究科長より国立成功大学（台湾）との学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結の依頼が

あり、本協定等の締結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．情報セキュリティの徹底について（資料６） 

   情報基盤センターサイバーセキュリティー戦略室佐藤特任教授から、情報セキュリティの徹底

について、マルウェア感染が疑われるインシデントの発生状況について説明があり、情報セキュ

リティの徹底の依頼があり、種々意見交換が行われた。 

 

報告事項２．郡元キャンパス地区計画･デザインガイドラインについて（資料７） 

   木方学長補佐から、郡元キャンパス地区計画･デザインガイドラインについて、キャンパスマ

スタープラン 2015 実現に向けて郡元キャンパス地区計画及びデザインガイドラインを策定した

旨資料及び模型に基づき説明があった。 

 

報告事項３．平成 29 年度概算要求(対財務省)について（資料８） 

  永井理事から、平成 29 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４．平成 28 年度補正予算(第２号)の対象予定事業等について（資料９） 

   永井理事から、平成 28 年度補正予算(第２号)の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５．鹿児島大学総合教育機構について（資料１０） 

   学長より、「学術研究院」を実質化し、人材の有効活用を可能にする仕組みを構築して、学士

の質保証及び地域人材育成の司令塔としての「総合教育機構」を 2017 年 4 月に設置するとの報

告があった。続いて、清原理事より「総合教育機構」の組織、運営体制、取り組み内容などの説

明がなされ、種々意見交換が行われた。なお、学長から、学内共同教育研究施設の再編成につい

ては、10 月開催の大学運営会議で論議願いたい旨の発言があった。また、「総合教育機構」に関

連して、飯干副学長より、教育センターの人員配置について、平成 29 年度は学内異動による配

置を計画しており、自然科学系の科目を担当する教員は、全学部と学内共同教育研究施設の教員

を対象に募集する予定であるとの説明があった。 

 

報告事項６．平成 28 年人事院勧告の状況について（資料１１） 

   島理事から、平成 28 年人事院勧告の状況について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．九州･沖縄 COC/COC＋合同シンポジウム IN 鹿児島 2016 の開催について（資料１２） 

   社会連携課長から、九州･沖縄 COC/COC＋合同シンポジウム IN 鹿児島 2016 の開催について資料

に基づき説明があった。 

 

報告事項８．中央食堂前の車両速度抑制対策及び学習交流プラザ中庭の芝張替えについて 

（資料１３） 

   永井理事及び施設部長から、中央食堂前の車両速度抑制対策及び学習交流プラザ中庭の芝張替

えについて、中央食堂北側道路の歩行者の安全確保のため車両速度抑制対策として減速帯を設け

ること及び学習交流プラザ中庭の枯れた芝の張り替えを行う旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．大規模改修時における光熱水費削減額の今後の活用方針について（資料１４） 

  施設部長から、大規模改修時における光熱水費削減額の今後の活用方針について、大規模改修

時における光熱水費削減額を、教育研究改善事業費として一元管理を行い、学内施設の維持管理

に充当する旨資料に基づき説明があった。 



  
 

 

報告事項１０．国立大学法人鹿児島大学駐車場等運用に関する基本方針について（資料１５） 

  施設部長から、国立大学法人鹿児島大学駐車場等運用に関する基本方針について、キャンパス

環境の満足度が最も低い駐車場等の改善を図ること及び全学的に取りまとめた方針が無かった

ことから、全学の駐車場等運用に関する基本方針を策定した旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．国立大学法人鹿児島大学ネーミングライツに関する基本方針について 

（資料１６） 

  永井理事から、国立大学法人鹿児島大学ネーミングライツに関する基本方針について、財源の

多元化を図ることで自己収入の拡大を促進することを目的として鹿児島大学ネーミングライツ

に関する基本方針を策定した旨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①～⑭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 7 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H28.8.31)（資料１７） 

（教育） 

②  平成 28 年度第 3 回就職委員会(H28.7.21)（資料１８） 

③  平成 28 年度第 5 回教育センター会議(H28.7.22)（資料１９） 

④  平成 28 年度第 3 回教務委員会(H28.7.26)（資料２０） 

⑤  平成 28 年度第 4 回大学院教務委員会(H28.7.26)（資料２１） 

(入試) 

⑥  平成 28 年度第 2 回入学者選抜管理委員会(H28.7.21)（資料２２） 

⑦  平成 28 年度第 2 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.7.21)（資料２３） 

⑧  平成 28 年度第 4 回入学試験実施委員会(H28.7.25)（資料２４） 

⑨  平成 28 年度第 4 回入学者選抜方法検討委員会(H28.8.24)（資料２５） 

⑩  平成 28 年度第 3 回入学者選抜管理委員会(H28.9.1)（資料２６） 

⑪  平成 28 年度第 3 回大学院入学者選抜管理委員会(H28.9.1)（資料２７） 

（研究） 

⑫  平成 28 年度第 4 回国際交流委員会(ﾒｰﾙ会議 H28.7.20～22)（資料２８） 

⑬  平成 28 年度第 2 回産学官連携推進センター運営委員会(H28.7.22) （資料２９） 

⑭  平成 28 年度第 5 回国際交流委員会(H28.9.7)（資料３０） 

 

その他  

   学長から、鹿大「進取の精神」支援基金について、学内の募金状況の説明があり、教職員から

の寄附について引き続きの協力依頼があった。 

 

 

   次回の開催は、（定例）平成 28 年 10 月 20 日（木）13：30 からとなった。 

 


