
 

 

第１９１回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成２９年９月２１日（木）１５：０２～１８：０２   

場 所   事務局第三会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１９０回教育研究評議会（定例）（H29.7.20 開催） 

 

議題１．国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について（資料１） 

議題２．育児･介護休業法改正等に伴う関係規則の一部改正について（資料２） 

議題３．西オーストラリア大学との大学間学術交流協定の締結について（資料３） 

議題４．学生表彰制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について（資料４） 

議題５．鹿児島大学における動物実験に関する規則等の一部改正及び動物実験指針の廃止について                                 

（資料５） 

議題６．国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則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における寄附により取得する株式取扱規則の制定について（資料７） 

 

報告事項１．共同獣医学研究科設置に係る最終判定について（資料８） 

報告事項２．安否情報確認システム「ANPIC」の導入について（資料９） 

報告事項３．平成 29 年人事院勧告について（資料１０） 

報告事項４．退職給付に係る人事院の見解について（資料１１）  

報告事項５．平成 29 年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について（資料１２） 

報告事項６．平成 29 年度男女共同参画推進センターキャリア形成セミナーについて（資料１３） 

報告事項７．平成 29 年度教育研究組織の見直しに係る学長ヒアリングの実施について（資料１４） 

報告事項８．鹿児島大学 Fact Book(平成 29 年度版)について（資料１５） 

報告事項９．平成 29 年度トップセミナー「情報セキュリティ講習会(幹部職員向け)」の開催について 

                                       （資料１６） 

報告事項１０．総合教育機構シンポジウムの開催について（資料１７） 

報告事項１１．鹿児島大学秋季オープンキャンパスの実施について（資料１８） 

報告事項１２．平成 29 年度鹿児島大学トップセミナーの開催について（資料１９） 

報告事項１３．URA 組織の強化･充実について（資料２０） 

報告事項１４．平成 28 事業年度財務諸表の承認について（資料２１） 

報告事項１５．平成 30 年度概算要求(対財務省)について（資料２２） 

報告事項１６．会計検査院による実地検査の結果について（資料２３） 

報告事項１７．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 29 年度第 6 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H29.7.19)（資料２４） 

②  平成 29 年度第 7 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H29.8.2)（資料２５） 

③  平成 29 年度第 8 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H29.9.14)（資料２６） 

（教育） 

④  平成 29 年度第 3 回国際交流委員会(H29.7.10)（資料２７） 

⑤  平成 29 年度第 4 回教務委員会(H29.7.25)（資料２８） 

（入試） 

⑥  平成 29 年度第 4 回入試委員会(H29.7.21)（資料２９） 

(研究) 

⑦  平成 29 年度第 2 回～第 5 回病原体等安全管理委員会（ﾒｰﾙ会議）（資料３０） 

⑧  平成 29 年度第 1 回産学官連携推進センター運営委員会(H29.7.10)（資料３１） 

⑨  平成 29 年度第 1 回動物実験委員会(H29.8.10)（資料３２） 



  

 

 

その他  

 

 

［出席委員］ ３０名 

 前田学長 

（理事）島、平井、清原、髙松、宮田 

（副学長）飯干、前田 

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

宮本、三角、本間、佐野、中原、籾井、鈴木、森 

 

［欠席評議員］ ５名 

（理事） 

（副学長）近藤、馬場 

（学部長等）甲斐、越塩、夏越 

 

 

［オブザーバー］ 

 伊牟田監事、橋口副学長 

 

［事務局］ 

（部長）野澤、永田、内山、光武、松野下、林 

（課長・事務長等）中村、今辻、荒武、小澤、松浦、有薗、原田、西郷、安田、島森、安永、壽福、 

         二石、河野、西、内山、鮎川、有川、野頭、和田 

 

 

 冒頭、平成 29 年 7 月 20 日開催の第 190 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．国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について（資料１） 

  学長から、国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について諮られ、島理事から、ガバナンス 

 改革の一環として、総括理事の設置や附属学校に対する責任体制の明確化など、理事の所掌等の見直 

 しとともに、理事の教育研究への参画等について、取扱いの明確化を図るため、国立大学法人鹿児島 

 大学組織規則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、了 

 承された。 

  なお、岩井評議員から、国立大学法人鹿児島大学理事の所掌等についての一部改正において、第 9 

 項では、本学教授から理事となる場合に最初の任期の間に措置される特任教員については、「教授」 

 職限定となっているが、短期間雇用の「教授」での採用は難しい現状のため範囲を拡げられないかと 

 の提案があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、職については限定せず、「特任教員１名」を措 

 置できる旨の文言修正を行うことで了承された。 

 

議題２．育児･介護休業法改正等に伴う関係規則の一部改正について（資料２） 

  学長から、育児･介護休業法改正等に伴う関係規則の一部改正について諮られ、島理事から、平成 

 29 年 10 月 1 日付け育児・介護休業法の改正に伴い、国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則の 

 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．西オーストラリア大学との大学間学術交流協定の締結について（資料３） 

  学長から、西オーストラリア大学との大学間学術交流協定の締結について諮られ、清原理事及び国 

 際事業課長から、法文学部長からの申請に基づき、西オーストラリア大学（オーストラリア）との学 



  

 

 術交流協定の締結について資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

 

議題４．学生表彰制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について（資料４） 

  学長から、学生表彰制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について諮られ、清原理事 

 及び前田副学長から、学生表彰制度について、一元的に体系化した上で各表彰の趣旨、対象、選考基 

 準等を明確にするために、学則の一部改正と規則等の制定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、鹿児島大学進取の精神学生表彰細則（案）の一部文言の修正を行うこ 

 とで了承された。 

 

議題５．鹿児島大学における動物実験に関する規則等の一部改正及び動物実験指針の廃止について 

                                        （資料５） 

   学長から、鹿児島大学における動物実験に関する規則等の一部改正及び動物実験指針の廃止につい 

  て諮られ、髙松理事から国立大学動物実験施設協議会においては「機関内規程ひな型」を策定し、関 

  係法令の改正等を踏まえた見直し案の第三版が、平成 29 年 4 月に提示されたことから、動物実験に 

  関する規則及び動物実験委員会の規則の一部改正並びに動物実験指針の廃止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、一部文言の修正を行うことで了承された。 

 

議題６．国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則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奨学寄附金受入規則の一部改正について諮られ、宮田理事及び 

 財務課長から、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取 

 扱いについて（通知）（29 文科高第 410 号平成 29 年 8 月 1 日）【別添】国立大学法人及び大学共同利 

 用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いについて」にて寄附による株式の取得が可 

 能とされていることから、株式を含む有価証券の寄附を受入れ可能とすること及び事務局の長を見直 

 したことに伴い、国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入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７．国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について（資料７） 

  学長から、国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について諮ら 

 れ、財務課長から、鹿児島大学における寄附により取得する株式の取扱いについて、規則の制定を行 

 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．共同獣医学研究科設置に係る最終判定について（資料８） 

  島理事から、共同獣医学研究科の設置計画（平成 30 年 4 月設置）について、大学設置・学校法人 

 審議会において審議が行われた結果、設置を可とする回答が文部科学省高等教育局から、平成 29 年 8 

 月 25 日付けで通知があった旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項２．安否情報確認システム「ANPIC」の導入について（資料９） 

  島理事及び総務課長から、安否情報確認システム「ANPIC」については、11 月 1 日より稼働する旨 

 資料に基づき説明があった。また、11 月に担当者向け説明会を、12 月の防災訓練時には全学一斉安 

 否情報登録訓練を実施予定であるため、協力について依頼があった。 

 

報告事項３．平成 29 年人事院勧告について（資料１０） 

  島理事から、平成 29 年人事院勧告の状況並びに本学における平成 29 年度人件費見込額（一般会計 

 分）について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．退職給付に係る人事院の見解について（資料１１）  

  島理事から、退職給付にかかる平成 29 年人事院の見解について、資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．平成 29 年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について（資料１２） 



  

 

   島理事から、本年度の「入試手当単価表」については個別学力検査の検査場主任の区分に半日の手 

  当額を設定する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．平成 29 年度男女共同参画推進センターキャリア形成セミナーについて（資料１３） 

  橋口副学長から、平成 29 年度男女共同参画推進センターキャリア形成セミナーを 10 月 16 日（月） 

 に事務局第三会議室において開催する旨資料に基づき説明があり、対象教職員の出席について推薦依 

 頼があった。 

 

報告事項７．平成 29 年度教育研究組織の見直しに係る学長ヒアリングの実施について（資料１４） 

  平井理事から、平成 29 年度教育研究組織の見直しに係る学長ヒアリングを 11 月下旬から 12 月上 

 旬にかけて実施する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．鹿児島大学 Fact Book(平成 29 年度版)について（資料１５） 

  平井理事から、平成 23 年度より作成・発行し、昨年度からは大学ホームページに掲載している「鹿 

 児島大学 Fact Book」について、データ更新（平成 29 年度版）を行った旨資料に基づき説明があった。 

  また、今回は「平成 29 年度ピックアップデータ」として本学の強みとなるデータを掲載した旨報 

 告があった。 

 

報告事項９．平成 29 年度トップセミナー「情報セキュリティ講習会(幹部職員向け)」の開催について 

                                       （資料１６） 

  森副学長から、「国立大学法人鹿児島大学年度講習計画に関する要項」第２に基づく幹部職員を対 

 象とした、大学運営における情報セキュリティ対策の基本的知識を理解するための講習会を 12 月 21 

 日（木）に事務局第三会議室において実施する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．総合教育機構シンポジウムの開催について（資料１７） 

  清原理事から、「総合教育機構」設置及び「地域人材育成プラットフォーム」発足に至る経緯を踏 

 まえつつ、本学における教育改革の現状と展望について認識を共有するため、10 月 14 日(土)にシン 

 ポジウムを開催する旨資料に基づき説明があり、出席について依頼があった。 

 

報告事項１１．鹿児島大学秋季オープンキャンパスの実施について（資料１８） 

  清原理事から、例年、オープンキャンパスを８月上旬に開催しているが、本学の魅力を繰り返し、 

 県内の高校生に情報を発信することで本学に一層の興味・関心を持たせ、志願者増に結びつけるため 

 に、秋季オープンキャンパスを 11 月 11 日（土）に実施する旨資料も基づき説明があり、学部紹介ブ 

 ースの説明担当者等の各部局からの推薦について協力依頼があった。 

 

報告事項１２．平成 29 年度鹿児島大学トップセミナーの開催について（資料１９） 

  清原理事から、平成 30 年度入試における志願者増に向けた共通認識を持つため、10 月 12 日（木） 

 に事務局第三会議室においてトップセミナーを実施する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１３．URA 組織の強化･充実について（資料２０） 

  髙松理事から、競争的資金等外部資金の獲得の推進支援や研究戦略の企画立案等、URAの担う業務 

 の重要度を踏まえ、URA組織に特任教員を配置し、組織の強化・充実することについて資料に基づき 

 説明があった。 

 

報告事項１４．平成 28 事業年度財務諸表の承認について（資料２１） 

  宮田理事から、平成 28 事業年度財務諸表が 8 月 31 日付けで文部科学大臣より承認された旨通知が 

 あり、国立大学法人法に従い財務諸表をホームページに掲載したことについて説明があった。 

 

報告事項１５．平成 30 年度概算要求(対財務省)について（資料２２） 

  宮田理事、財務課長及び施設部長から、文部科学省から財務省に提出された平成 30 年度国立大学 



  

 

 法人運営費交付金等概算要求について、文部科学省から伝達があった旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１６．会計検査院による実地検査の結果について（資料２３） 

  宮田理事から、平成 29 年 1 月 24 日から 27 日に実施された会計検査院による実地検査において、 

 8 月 17 日付けで会計検査院事務総局第４局長より実地検査の結果について通知があった旨資料に基 

 づき説明があった。 

 

報告事項１７．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑨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 29 年度第 6 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H29.7.19)（資料２４） 

②  平成 29 年度第 7 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H29.8.2)（資料２５） 

③  平成 29 年度第 8 回情報公開・個人情報保護管理委員会(H29.9.14)（資料２６） 

（教育） 

④  平成 29 年度第 3 回国際交流委員会(H29.7.10)（資料２７） 

⑤  平成 29 年度第 4 回教務委員会(H29.7.25)（資料２８） 

（入試） 

⑥  平成 29 年度第 4 回入試委員会(H29.7.21)（資料２９） 

(研究) 

⑦  平成 29 年度第 2 回～第 5 回病原体等安全管理委員会（ﾒｰﾙ会議）（資料３０） 

⑧  平成 29 年度第 1 回産学官連携推進センター運営委員会(H29.7.10)（資料３１） 

⑨  平成 29 年度第 1 回動物実験委員会(H29.8.10)（資料３２） 

 

その他  

 ・燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会への協力について（※席上配付） 

  学長から、平成 32 年 10 月に本県において開催される「燃ゆる感動かごしま国体」ならびに全国障 

 害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」について、かごしま国体・かごしま大会実行委員会事 

 務局からの依頼により、開催期間中における県内での行事や学会等の開催について配慮し、また、今 

 後、大会運営のための学生ボランティアなどの様々な依頼についても、本学として可能な限り協力す 

 る旨資料に基づき説明があった。 

 

 

   次回開催は、平成 29 年 10 月 19 日（木）13 時 30 分からとなった。 

    


