
 
 

第１８５回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成２９年３月１６日（木）９：３０～１１：４４ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

  

（前回議事要旨確認）  

第１８４回教育研究評議会（定例）（H29.2.16 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．国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則及び大学運営会議規則の一部改正について

（資料３） 

議題４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料４） 

議題５．平成 29 年度年度計画(案)について（資料５） 

議題６．共同獣医学研究科設置にかかる共同教育課程の編成及び実施に関する協定の締結に 

ついて                                （資料６） 

議題７．総合教育機構設置に伴う規則制定について（資料７） 

議題８．鹿児島大学入学者選抜規則の一部改正等について（資料８） 

議題９．大学間学術交流協定(イラン イスファハン医科大学)の締結について（資料９） 

議題１０．キャンパスマスタープラン 2015 の一部見直しについて（資料１０） 

報告事項１．副学長の選任について（資料１１）（資料席上配付） 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料１２）（資料席上配付） 
報告事項３．学系等における男女共同参画に係る方針等の見直しについて（資料１３） 

報告事項４．第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について（資料１４） 

報告事項５．THE 世界大学ランキングについて（資料１５） 

報告事項６．情報セキュリティ対策に係る自己点検の結果について（資料１６） 

報告事項７．平成 29 年度一般入試(前期日程)の実施状況について（資料１７） 

報告事項８．平成 29 年度前期(第 6 期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代

表プログラム～採用結果について                  （資料１８） 

報告事項９．東京リエゾンオフィスの利用について（資料１９） 

報告事項１０．平成 29 年 4 月 1 日設置の機構、学内共同教育研究施設等及び事務組織の英語表記に

ついて                              （資料２０） 

報告事項１１．平成 28 年度学内変更予算(第１号)(案)について（資料２１） 

報告事項１２．平成 29 年度学内当初予算(案)について（資料２２） 

報告事項１３．平成 30 年度施設整備費概算要求等の事業について（資料２３） 

報告事項１４．鹿児島市コミュニティサイクル「かごりん」の設置について（資料２４） 

報告事項１５．桜ヶ丘キャンパス地区計画･デザインガイドラインの策定について（資料２５） 

報告事項１６．委員会報告（開催済） 

（教育） 

①  平成 28 年度第 2 回教員養成カリキュラム委員会及び教職実践演習検討ＷＧ合同会議 

(H29.2.8)（資料２６） 

②  平成 28 年度第 10 回学生生活委員会(H29.2.13)（資料２７） 

③  平成 28 年度第 8 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H29.2.24)（資料２８） 

④  平成 28 年度第 11 回教育センター会議(H29.2.24)（資料２９） 

⑤  平成 28 年度第 10 回教務委員会(H29.2.28)（資料３０） 

（入試） 

⑥  平成 28 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会(H29.2.23)（資料３１） 

⑦  平成 28 年度第 7 回入学者選抜管理委員会(H29.3.7)（資料３２） 

⑧  平成 28 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会(H29.3.7)（資料３３） 

（研究） 

⑨  平成 28 年度第 9 回国際交流委員会(ﾒｰﾙ会議 H29.2.7～9)（資料３４） 



 
 

 

⑩  平成 28 年度第 10 回国際交流委員会(H29.3.1)（資料３５） 

 

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、與倉、佐野、木佐貫、山﨑、渡邊、本間、岩井、橋本、越塩、小山、

三角、熊本、近藤、馬場、米田、中原、籾井、飯干、平井、森 

 

［欠席評議員］ ４名 

（学部長等）上谷、藏脇、宮脇、宮本 

 

［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、渡邉、平原、稲葉、林 

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

壽福、二石、高木、上國料、安永、野頭、白坂、有川 

 

 

 冒頭、平成 29 年 2 月 16 日開催の第 184 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） 

   学長から、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 29 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、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、特段の意見は無かった。 

 

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である布袋嘉之委員が本年 3 月末で当該委員を辞任となるこ

とから、後任の委員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、特段の意見は無かった。 

 

議題３．国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則及び大学運営会議規則の一部改正について

（資料３） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則及び大学運営会議規則の一部改正につ

いて諮られ、島理事から、機構の設置及び司法政策研究科の廃止に伴い本学教育研究評議会及び

大学運営会議の組織を見直すため、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則及び大学運営会

議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４．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料４） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の改正について諮られ、島理事から、平成 28

年度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及び機構の設置に伴う管

理職手当の支給区分の見直しのため、国立大学法人鹿児島大学職員給与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５．平成 29 年度年度計画(案)について（資料５） 

   学長から、平成 29 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

29 年度年度計画について、理事素案への意見照会及び意見照会等を踏まえた調整等を経て原案を

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、文言等の軽微な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６．共同獣医学研究科設置にかかる共同教育課程の編成及び実施に関する協定の締結に 

ついて                                （資料６） 

   学長から、共同獣医学研究科設置にかかる共同教育課程の編成及び実施に関する協定の締結に

ついて諮られ、髙松理事から、山口大学との共同獣医学研究科の設置に伴い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７．総合教育機構設置に伴う規則制定について（資料７） 

   学長から、総合教育機構設置に伴う規則制定について諮られ、清原理事及び飯干教育センター

長から、平成 29 年 4 月 1 日付け設置予定の総合教育機構並びにその下部組織となる共通教育セ

ンター、高等教育研究開発センターの規則及びセンターの運営委員会に関する規則を制定する旨

資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題８．鹿児島大学入学者選抜規則の一部改正等について（資料８） 

   学長から、鹿児島大学入学者選抜規則の一部改正等について諮られ、清原理事から、業務の効

率化等の観点から、鹿児島大学入学者選抜規則に規定されている入学者選抜管理委員会を廃止し、

その機能の一部を、入学試験実施委員会及び入学者選抜方法検討委員会を統合した新たな入試委

員会に引継ぎ、入試関係委員会の一本化を図るとともに、大学院入試に関する事項についても、

鹿児島大学大学院入学者選抜規則を廃止し、入試委員会で取扱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９．大学間学術交流協定(イラン イスファハン医科大学)の締結について（資料９） 

   学長から、大学間学術交流協定(イラン イスファハン医科大学)の締結について諮られ、住吉

理事から、医歯学総合研究科長からの申請に基づき、大学間学術交流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１０．キャンパスマスタープラン 2015 の一部見直しについて（資料１０） 

   学長から、キャンパスマスタープラン 2015 の一部見直しについて諮られ、永井理事から、施

設整備費概算要求におけるキャンパスマスタープランの取組状況評価を踏まえ、キャンパスマス

タープラン 2015 の一部見直し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．副学長の選任について（資料１１）（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。 

 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料１２）（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．学系等における男女共同参画に係る方針等の見直しについて（資料１３） 

   橋口副学長から、学系等における男女共同参画に係る方針等の見直しについて、「男女共同参

画に係る長期（10 年） 行動計画（平成 23 年 3 月策定）」に係る第 3 期中期目標中期計画期間中

のうち、平成 29 年度から平成 32 年度までの後半期間に係る「学系等における男女共同参画推進

に係る方針等」が対象の学系等から提出された旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について（資料１４） 

   髙松理事から、第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について、（独）

大学改革支援・学位授与機構より、「第２期中期目標期間評価の教育研究評価に関する評価報告

書（案）」の送付及び意見照会があり、1 件の意見申立を行う旨資料に基づき説明があった。 



 
 

 

報告事項５．THE 世界大学ランキングについて（資料１５） 

   髙松理事から、THE 世界大学ランキングについて、本ランキングにエントリーする旨の説明が

あり、エントリーするための関連する指標を取り纏めた旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．情報セキュリティ対策に係る自己点検の結果について（資料１６） 

  森副学長から、情報セキュリティ対策に係る自己点検の結果について、資料に基づき説明があ

った。 

 

報告事項７．平成 29 年度一般入試(前期日程)の実施状況について（資料１７） 

 清原理事から、平成 29 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。 

 また、併せて清原理事から、今回の入試の志願状況等に関し、アドミッションセンターで分析

中であり、分析結果等については教育研究評議会へ報告する旨の説明があった。 

 

報告事項８．平成 29 年度前期(第 6 期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代

表プログラム～採用結果について                  （資料１８） 

  住吉理事から、平成 29 年度前期(第 6 期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN

日本代表プログラム～採用結果について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．東京リエゾンオフィスの利用について（資料１９） 

 住吉理事から、東京リエゾンオフィスの利用について資料に基づき利用状況の説明があり、利

用促進に向けた協力依頼があった。 

 

報告事項１０．平成 29 年 4 月 1 日設置の機構、学内共同教育研究施設等及び事務組織の英語表記に

ついて                              （資料２０） 

   住吉理事から、平成 29 年 4 月 1 日設置の機構、学内共同教育研究施設等及び事務組織の英語

表記について、機構及びその下部組織、学内共同教育研究施設等及び事務局の英語表記について

資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．平成 28 年度学内変更予算(第１号)(案)について（資料２１） 

   永井理事から、平成 28 年度学内変更予算(第１号)(案)について、台風 16 号の災害による応急

復旧、労働基準監督署の是正勧告への対応及び人事院勧告実施等に伴い、平成 28 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。 

 

報告事項１２．平成 29 年度学内当初予算(案)について（資料２２） 

   永井理事から、平成 29 年度学内当初予算(案)について資料に基づき説明があり、種々意見交

換が行われた。 

   なお、併せて永井理事から、一般会計における平成 29 年度の人件費所要額が、現時点で運営

費交付金算定上の人件費予算枠を約 2 億円超過する見込みであることから、学長裁量経費 5.6 億

円のうち 2 億円については当面留保する旨の説明があった。 

 

報告事項１３．平成 30 年度施設整備費概算要求等の事業について（資料２３） 

   施設部長から、平成 30年度施設整備費概算要求等の事業について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１４．鹿児島市コミュニティサイクル「かごりん」の設置について（資料２４） 

   施設部長から、鹿児島市コミュニティサイクル「かごりん」の設置について鹿児島市コミュニ

ティサイクル利用促進事業制度を活用し、本学郡元キャンパスと下荒田キャンパスに鹿児島市コ

ミュニティサイクル「かごりん」を設置する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１５．桜ヶ丘キャンパス地区計画･デザインガイドラインの策定について（資料２５） 

   学長から、桜ヶ丘キャンパス地区計画･デザインガイドラインを策定した旨の説明があり、詳



 
 

 

細については、次回の教育研究評議会で、担当学長補佐から説明を行う旨の説明があった。 

 

報告事項１６．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①から⑩の委員会については、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 28 年度第 2 回教員養成カリキュラム委員会及び教職実践演習検討ＷＧ合同会議 

(H29.2.8)（資料２６） 

②  平成 28 年度第 10 回学生生活委員会(H29.2.13)（資料２７） 

③  平成 28 年度第 8 回ファカルティ･ディベロップメント委員会(H29.2.24)（資料２８） 

④  平成 28 年度第 11 回教育センター会議(H29.2.24)（資料２９） 

⑤  平成 28 年度第 10 回教務委員会(H29.2.28)（資料３０） 

（入試） 

⑥  平成 28 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会(H29.2.23)（資料３１） 

⑦  平成 28 年度第 7 回入学者選抜管理委員会(H29.3.7)（資料３２） 

⑧  平成 28 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会(H29.3.7)（資料３３） 

（研究） 

⑨  平成 28 年度第 9 回国際交流委員会(ﾒｰﾙ会議 H29.2.7～9)（資料３４） 

⑩  平成 28 年度第 10 回国際交流委員会(H29.3.1)（資料３５） 

 

その他  

   学長及び髙松理事から、本学の広報推進を図るため、「さっつん」LINE スタンプを 4 月から販

売する旨の発言があった。 

 

   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及び 3月末で定年退職とな

る事務局等の部課長から挨拶があった。 

 

   次回の教育研究評議会（定例）は、平成 29 年 4 月 20 日（木）13 時 30 分からとなった。 


