
 
 

第１８６回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成２９年４月２０日（木）１３：３０～１６：５３ 

場 所   事務局第三会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１８５回教育研究評議会（定例）（H29.3.16 開催） 

 

 議題１．教育研究評議会からの学長選考会議委員の選出について（資料１） 

 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．大学設置基準の改正に伴う学則の一部改正について（資料３） 

議題４．自己評価制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正について（資料４） 

議題５．IR 体制の見直し及びそれに伴う組織規則の一部改正等について（資料５） 

議題６．志布志市との包括連携協定について（資料６） 

議題７．軍事的安全保障研究への対応について（資料７） 

 

報告事項１．学長補佐の選任について（資料８）（資料席上配付 ） 
報告事項２．平成 29 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料９） 
報告事項３．中期目標の提示及び中期計画の認可等について（資料１０） 

報告事項４．文部科学省科学技術人材育成費補助事業 平成 29 年度ダイバーシティ研究環境実現イニシ

アチブ申請について（資料１１） 

報告事項５．女性研究者在籍状況(第１四半期)の報告について（資料１２） 

報告事項６．技術部一元化検討ワーキングの設置について（資料１３） 

報告事項７．国立大学法人鹿児島大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について（資料１４） 

報告事項８．国際学術無線 LAN ローミング基盤「eduroam」の利用について（資料１５） 

報告事項９．平成 29 年度一般入試(後期日程)の実施状況について（資料１６） 

報告事項１０．平成 29 年度学部入学者数について（資料１７） 

報告事項１１．平成 29 年度入試実施状況(編入学及び大学院(平成 29 年 4 月入学))について（資料１８） 

報告事項１２．鹿児島大学学友会への入会について(お願い)（資料１９） 

報告事項１３．平成 29 年 3 月卒業(修了)者の進路状況について(4 月 1 日現在)（資料２０） 

報告事項１４．鹿児島銀行との地方創生への取組みに関する連携協定について（資料２１） 

報告事項１５．「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」平成 28 年度評価 評価 

結果について（資料２２） 

報告事項１６．平成 28 年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について（資料２３） 

報告事項１７．「鹿児島大学行動計画２０１７」の策定について（資料２４） 

報告事項１８．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 28 年度第 11 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H29.3.23)（資料２５） 

（教育） 

②  平成 28 年度第 11 回学生生活委員会(H29.3.13)（資料２６） 

③  平成 28 年度第 12 回教育センター会議(H29.3.24)（資料２７） 

④  平成 28 年度第 6 回就職委員会(H29.3.30)（資料２８） 

（入試） 

⑤  平成 28 年度第 8 回入学者選抜管理委員会(H29.3.20)（資料２９） 

（研究） 

⑥  平成 28 年度第 11 回国際交流委員会(ﾒｰﾙ会議 H29.3.8～10)（資料３０） 

⑦  平成 28 年度第 2 回動物実験委員会(H29.3.30)（資料３１） 

 



  
 

その他  

 

［出席委員］ ３１名 

 前田学長 

（理事）島、平井、清原、髙松、宮田 

（副学長）飯干、前田、近藤、馬場 

（学部長等）高津、金丸、土田、上谷、藏脇、岡村、米、宮脇、山﨑、渡邊、岩井、橋本、越塩、佐久間、 

     宮本、本間、佐野、中原、籾井、鈴木、森 

 

［欠席評議員］ ４名 

（理事） 

（学部長等）河野、甲斐、三角、夏越 

 

 

［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）野澤、永田、能住、内山、光武、松野下 

（課長・事務長等）中村、今辻、通山、荒武、古川、小澤、松浦、有薗、原田、西郷、安田、島森、池田、 

        安永、壽福、大石、二石、西、内山、野頭、和田、有川 

 

 

 冒頭、学長から新しい評議員の紹介があった。また、総務部長から、新任部課長等の紹介があった。 

 

 引き続き、平成 29 年 3 月 16 日開催の第 185 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．教育研究評議会からの学長選考会議委員の選出について（資料 1） 

学長から、教育研究評議会からの学長選考会議委員の選出について諮られ、島理事から教育研究評

議会が推薦する学長選考会議委員のうち、平成29年4月1日から與倉前評議員及び平井理事の２名の欠

員が生じていること、また、馬場委員及び佐野委員については、引き続き評議員であるが役職の変更

があったことを踏まえて、今回、何名の選出を行うか検討したい旨、提案がなされ、種々意見交換が

行われた。その結果、與倉前評議員及び平井理事の２名を欠員とし、平成16年11月11日開催の第11回

教育研究評議会での合意事項に基づき、本教育研究評議会で学長選考会議委員2名の欠員補充のため

の選出を行うこととなった。 

 具体的な選出方法については、これまでの教育研究評議会の決定に基づき、以下の方法により選出

することとなった。 

  

①評議員の投票により選出すること。 

②2名の欠員について、学長、理事及び現学長選考会議委員を除く評議員の中から、別に配付する

投票用紙において、2名の方に丸を付ける形での無記名投票とすること。 

③1名以下又は3名以上の票は無効とすること。 

④末位同数の場合は、決選投票とすること。 

投票後、橋本評議員、佐久間評議員の立ち合いによる開票の結果、投票総数 31 票、有効投票数 30

票で、得票数上位 2 名の高津評議員（法文学部長）、藏脇評議員（理学部長）が学長選考会議委員と

して選出された。 

 

 



  
 

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豊島真臣委員が本年４月２０日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．大学設置基準の改正に伴う学則の一部改正について（資料３） 

   学長から、大学設置基準の改正に伴う学則の一部改正について諮られ、島理事から、平成 29 年４ 

  月１日施行の大学設置基準の一部改正に伴う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。 

 

議題４．自己評価制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正について（資料４） 

  学長から、自己評価制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正について諮られ、平井理事か 

 ら、教育研究の質の向上や組織運営の改善・強化につなげるため、本学の自己評価制度の見直しを行 

 い、学則等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．IR 体制の見直し及びそれに伴う組織規則の一部改正等について（資料５） 

  学長から、IR 体制の見直し及びそれに伴う組織規則の一部改正等について諮られ、平井理事から、 

 本学における IR 体制の機能強化を図るため、現在の IR 体制を見直し、企画立案を行う「IR 企画室」 

 を新設するとともに、実施組織である「IR センター」を全面的に見直す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．志布志市との包括連携協定について（資料６） 

   学長から、志布志市との包括連携協定の締結について諮られ、髙松理事から、学長による市町村訪 

  問を受けて志布志市から具体的な連携事項が文書で提案され、学内の連携先も確定したことから両者 

  間で包括的な連携の下、幅広い分野で相互に協力し、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを 

  目的として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．軍事的安全保障研究への対応について（資料７） 

   学長から、軍事的安全保障研究への対応について諮られ、髙松理事から本学における軍事的安全保 

  障研究への対応として、「鹿児島大学における研究活動に係る行動規範」の一部改正と「国立大学法 

  人鹿児島大学における軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究等に関する審査委員会規 

  則」を新規に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。 

  また、本会議での意見を踏まえ、資料を一部修正した上で、役員会で審議することとした。 

 

報告事項１．学長補佐の選任について（資料８）（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２．平成 29 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料９） 

   学長から、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３．中期目標の提示及び中期計画の認可等について（資料１０） 

   平井理事から、文部科学大臣から、平成 29 年 3 月 21 日付けで中期目標の変更の提示があり、これ 

  に基づき平成 29年 3月 23日付けで申請した中期目標を達成するための中期計画の変更の認可の通知 

  が平成 29 年 3 月 29 日付けであったこと、また、平成 29 年度計画を平成 29 年 3 月 31 日付けで届け 

  出た旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．文部科学省科学技術人材育成費補助事業 平成 29 年度ダイバーシティ研究環境実現イニシ

アチブ申請について（資料１１） 

   島理事及び橋口副学長から、本学は、第3期中期目標・中期計画ならびに女性活躍推進法の行動計 



  
 

  画において、研究者、役員、指導的立場にある管理職における女性比率の向上に向けて、数値目標を 

  掲げ取り組んでおり、その取組を継続、発展させるため、文部科学省補助事業「平成29 年度ダイバ 

  ーシティ研究環境実現イニシアティブ」に申請する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．女性研究者在籍状況(第１四半期)の報告について（資料１２） 

   橋口副学長から、第１四半期の女性研究者在籍状況について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．技術部一元化検討ワーキングの設置について（資料１３） 

   島理事から本学に勤務する医療系、施設系を除く教室系技術職員の組織を、 現在それぞれの部局 

  に置かれている５つの技術部、技術職員組織の一元化について検討するため、技術部、技術職員組織 

  検討ワーキンググループを設置する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．国立大学法人鹿児島大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について（資料１４） 

  森副学長から、国立大学法人鹿児島大学情報セキュリティ対策基本計画の策定について、本学にお 

 ける情報セキュリティ対策の更なる強化を目的とし、必要な情報セキュリティ対策を組織的、計画的 

 に実施するための「国立大学法人鹿児島大学情報セキュリティ対策基本計画」を策定する旨資料に基 

 づき説明があった。 

 

報告事項８．国際学術無線 LAN ローミング基盤「eduroam」の利用について（資料１５） 

  森副学長から、国際学術無線 LAN ローミング基盤「eduroam」の利用について、資料に基づき説明 

 があった。 

 

報告事項９．平成 29 年度一般入試(後期日程)の実施状況について（資料１６） 

  清原理事から、平成 29 年度一般入試(後期日程)について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．平成 29 年度学部入学者数について（資料１７） 

  清原理事から、平成 29 年度学部入学者数について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．平成 29 年度入試実施状況(編入学及び大学院(平成 29 年 4 月入学))について（資料１８） 

  清原理事から、平成 29 年度入試実施状況(編入学及び大学院(平成 29 年 4 月入学))について、資料 

 に基づき説明があった。 

 

報告事項１２．鹿児島大学学友会への入会について(お願い)（資料１９） 

  学生部長から、鹿児島大学学友会への入会について、入会依頼を行う旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１３．平成 29 年 3 月卒業(修了)者の進路状況について(4 月 1 日現在)（資料２０） 

  学生部長から、平成 29 年 3 月卒業(修了)者の 4 月 1 日現在の進路状況について、資料に基づき説 

 明があった。 

 

報告事項１４．鹿児島銀行との地方創生への取組みに関する連携協定について（資料２１） 

  髙松理事から、鹿児島銀行との地方創生への取組みに関する連携協定について、資料に基づき説明 

 があった。 

 

報告事項１５．「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」平成 28 年度評価 評価結果につ 

       いて（資料２２） 

  髙松理事から、「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」平成 28 年度評価の評価結果 

 について、資料に基づき説明があった。 

 

 



  
 

報告事項１６．平成 28 年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について（資料２３） 

  宮田理事から、平成 28 年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について、文部科学省より伝 

 達があった旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１７．「鹿児島大学行動計画２０１７」の策定について（資料２４） 

  学長から、中期目標・中期計画の着実な達成と社会の変革に対応した大学改革を推進するため、学  

 内に向け、今後３年程度の具体的な取組を整理した「鹿児島大学 行動計画 2017」を策定する旨資料 

 に基づき説明があった。 

 

報告事項１８．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑦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 11 回情報公開･個人情報保護管理委員会(H29.3.23)（資料２５） 

（教育） 

②  平成 28 年度第 11 回学生生活委員会(H29.3.13)（資料２６） 

③  平成 28 年度第 12 回教育センター会議(H29.3.24)（資料２７） 

④  平成 28 年度第 6 回就職委員会(H29.3.30)（資料２８） 

（入試） 

⑤  平成 28 年度第 8 回入学者選抜管理委員会(H29.3.20)（資料２９） 

（研究） 

⑥  平成 28 年度第 11 回国際交流委員会(ﾒｰﾙ会議 H29.3.8～10)（資料３０） 

⑦  平成 28 年度第 2 回動物実験委員会(H29.3.30)（資料３１） 

 

 

その他   

 

   次回（定例）の開催は平成２９年５月１８日（木）１３時３０分からとなった。 

 


