
 
 

第１９５回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成２９年１２月２１日（木）１４：００～１７：１７   

場 所   事務局第三会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１９３回教育研究評議会（定例）（H29.11.9 開催） 

 

議題１．教員の人事事項について（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が保有する個人情報の保護管理等に関する規則等の一部改正につ 

   いて（資料２） 

議題３．改正労働契約法第 18 条に定める「無期転換ルール」対応方針策定に伴う関係規則の一部改正

について（資料３） 

議題４．医歯学総合研究科南九州先端医療開発センターの設置について（資料４） 

議題５．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料５） 

議題６．「括り入試」の全学的検討について（資料６） 

議題７．韓国外国語大学校との大学間学術交流協定の締結について（資料７） 

議題８．鹿児島大学海外拠点規則の一部改正について（資料８） 

議題９．国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則並び

に鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正について（資料９） 

 

報告事項１．医学部の収容定員の増加について（資料１０） 

報告事項２．出張手続マニュアル(旅行者用)について（資料１１）                             

報告事項３．平成 29 年度個人情報保護管理等に関する研修会の受講状況について（資料１２） 

報告事項４．平成 30 年度夏季及び冬季休業について（資料１３） 

報告事項５．郡元・下荒田地区保育所（仮称）新設について（資料１４） 

報告事項６．鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議について（資料１５） 

報告事項７．「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」登録について（資料１６） 

報告事項８．平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について（資料１７） 

報告事項９．迷惑メール対応及び通報訓練の実施結果について（資料１８） 

報告事項１０．情報セキュリティ対策に係る自己点検について（資料１９） 

報告事項１１．鹿児島大学秋季オープンキャンパスの実施報告について（資料２０） 

報告事項１２．平成 30 年 3 月卒業(修了)予定者の進路状況(12 月 1 日現在)について（資料２１） 

報告事項１３．「科学研究費助成事業－科研費－への応募資格について」の一部改正について 

（資料２２） 

報告事項１４．平成 29 年度トップセミナーの開催について（資料２３） 

報告事項１５．稲盛記念館(仮称)について（資料２４） 

報告事項１６．エネルギー使用状況について（資料２５） 

報告事項１７．郡元キャンパス駐輪場改善のための実証実験について（資料２６） 

報告事項１８．鹿児島大学特別講演会の開催について（資料２７） 

報告事項１９．委員会報告（開催済） 

（教育） 

①  平成 29 年度第 6 回教務委員会(H29.10.31)（資料２８） 

②  平成 29 年度第 5 回共通教育委員会（H29.11.24）（資料２９） 

③  平成 29 年度第 7 回教務委員会（H29.11.28）（資料３０） 

（研究） 

④  平成 29 年度第 7 回病原体等安全管理委員会(H29.11.6)（資料３１） 

⑤  平成 29 年度第 2 回地域防災教育研究センター委員会(H29.11.17)（資料３２） 



  
 

 

その他  

 

 

［出席委員］ ３３名 

 前田学長 

（理事）島、平井、清原、髙松、宮田 

（副学長）飯干、前田、馬場、近藤 

（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、越塩、

佐久間、宮本、三角、本間、佐野、中原、籾井、鈴木、森 

 

［欠席評議員］ ２名 

（理事） 

（副学長） 

（学部長等）甲斐、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、林 

（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、西、内山、鮎川、有川、野頭、坂口 

 

 

 冒頭、平成 29 年 11 月 9 日開催の第 193 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．教員の人事事項について（資料１）（資料席上配付：回収） 

  学長から、教員の人事事項について諮られ、最初に人事課長から配付資料の説明があった。 

  引き続き、教員の懲戒については、本学職員懲戒規則第４条第１項に基づき、処分の種類等及び審 

 査内容についての審査を、学長から教育研究評議会に申し出ることになっていること、及び守秘義務 

 が課せられる旨説明があった。 

  審議するにあたり、学長から、本事案の概要について、学術研究院農水産獣医学域農学系教員によ 

 る過失運転致傷及び道路交通法違反により略式起訴され罰金に処されたことについて、平成29年6月 

 19日に農学部から学長へ報告があったことから、7月18日に懲戒に関する調査委員会を設置し、同調 

 査委員会において詳細に事実関係の調査が行われ、本年12月12日に同調査委員会から調査報告書及び 

 審査説明書（案）が提出されたことの説明があり、資料について、懲戒に関する調査委員会委員長の 

 島理事から、調査報告書について資料に基づき説明が行われた。 

 

  引き続き、学長から、審査説明書（案）について諮られ、島理事から、資料に基づき説明があり、 

 審議の結果、当該非違行為は加療を要する傷害を与えた過失運転致傷及び事故直後の不適切な対応と 

 そのことにより当該学生に与えた精神的ショックの責任は重いと判断されることから、本学の職員就 

 業規則及び職員懲戒規則に基づき、原案どおり懲戒処分として「減給」が相当であるとされた。 

  なお、審査説明書（案）の文中の表現について中原評議員から指摘があり、当該部分を修正のうえ 

 交付することとなった。 

  この結果、12月26日に学長から、総務担当理事、当該教員の所属部局長等の列席のもと、処分対象 

 者に審査説明書を交付する旨の説明があった。 

 



  
 

  なお、処分の決定にあたり、処分対象者は審査説明書受領後14日以内（平成30年1月9日まで）に 

 陳述の請求ができる旨説明があり、 

 ・ 陳述の請求があった場合は、教育研究評議会において口頭又は書面による陳述の方法や参考人等 

  の採否等の必要事項を決定して請求者に通知し、更に教育研究評議会で審査を行った後、役員会の 

  議を経て処分を行うこと。 

 ・ 陳述の請求が無かった場合は、陳述請求期間である14日間が経過した後に役員会（平成30年1月 

  10日開催予定）の議を経て懲戒処分書を交付すること。 

 ・ 公表については、国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する広報基準に基づき、資料の 

  とおり、懲戒処分書交付後、教職員及び報道機関に公表すること等について説明があった。 

  最後に守秘義務があることが再度確認された。 

 

議題２．国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理等に関する規則等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が保有する個人情報の保護管理等に関する規則等の一部改正に 

 ついて諮られ、総務課長から、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の改正（平成 

 29 年 5 月 30 日施行）等に伴う関係規則の一部改正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３．改正労働契約法第 18 条に定める「無期転換ルール」対応方針策定に伴う関係規則の一部改正

について（資料３） 

   学長から、改正労働契約法第18条に定める「無期転換ルール」対応方針策定に伴う関係規則の一部 

  改正等について諮られ、人事課長から、改正労働契約法第18条に定める「無期転換ルール」に関する 

  本学の対応方針策定に伴い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４．医歯学総合研究科南九州先端医療開発センターの設置について（資料４） 

   学長から、医歯学総合研究科南九州先端医療開発センターの設置について諮られ、平井理事から、 

  医歯学総合研究科及び他部局（理工学研究科や農学研究科等）の基礎研究で創出される創薬・医療機 

  器・再生医療等製品などのシーズを、実用化（産業化）まで一体的に研究開発を進めることを目的と 

  した「南九州先端医療開発センター」を設置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．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料５） 

   学長から、鹿児島大学学位規則の一部改正について諮られ、清原理事から、平成29年度に共同獣医 

  学部の第1期生が卒業するにあたり、当該学部の学位記の様式が和文のみで制定されていることから、 

  他学部の学位記様式と同様に英文を併記する様式に変更するため、鹿児島大学学位規則の一部改正を 

  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６．「括り入試」の全学的検討について（資料６） 

  学長から、「括り入試」の全学的検討について諮られ、清原理事から中期計画を達成するため、「括 

 り入試」に関する全体方針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７．韓国外国語大学校との大学間学術交流協定の締結について（資料７） 

   学長から、韓国外国語大学校との大学間学術交流協定の締結について諮られ、清原理事から、教育 

  学部長より韓国外国語大学校（韓国）との学術交流協定及び学生交流に係る覚書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８．鹿児島大学海外拠点規則の一部改正について（資料８） 

   学長から、鹿児島大学海外拠点規則の一部改正について諮られ、清原理事から、北米教育研究セン 

  ター長の任期は年度途中で任期満了となっており、本学の他の部局長やセンター長に合わせ、年度末 



  
 

  に変更するため、鹿児島大学海外拠点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９．国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則並び

に鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正について（資料９） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規 

  則並びに鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正について諮られ、髙松理事から、本学の受託研究及 

  び共同研究に係る研究費の間接経費については所定の比率どおり徴収できていない場合や、間接経費 

  の減額又は免除について確認が不十分なまま研究の受入が決定されているケースが見受けられるた 

  め、受託研究及び共同研究の間接経費の取扱の明確化等に伴う規則の一部改正並びに間接経費の全学 

  分と部局分の配分比率等の見直しに伴う一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、渡邉評議員並び

に佐野評議員から間接経費の全学分と部局分の配分比率については従来どおりそれぞれ 50％とすべ

きとの意見があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正に

ついては次回以降に継続審議とし、国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児

島大学共同研究取扱規則の一部改正については了承された。 

 

報告事項１．医学部の収容定員の増加について（資料１０） 

  島理事から、医学部の収容定員の増加について、平成 29 年 11 月 9 日付けで文部科学省高等教育局 

 長から大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置計画を可とする通知があった旨資料に基 

 づき説明があった。 

 

報告事項２．出張手続マニュアル(旅行者用)について（資料１１） 

   総務課長から、平成 28 年度の事務業務改善において要望のあった旅行命令手続きに関するマニュ 

  アルの作成について、ワーキンググループを設置し検討を行いマニュアルを作成した旨資料に基づき 

  説明があった。 

                             

報告事項３．平成 29 年度個人情報保護管理等に関する研修会の受講状況について（資料１２） 

  島理事から、平成 29 年度個人情報保護管理等に関する研修会の受講状況について資料に基づき説 

 明があり、特に教員の受講状況が低かったため、受講率の向上に向けてアンケート等を参考に検討す 

 る旨説明があった。 

 

報告事項４．平成 30 年度夏季及び冬季休業について（資料１３） 

  人事課長から、平成 30 年度夏季及び冬季休業について諮られ、夏季休暇は、8 月 13 日（月）、 

 14 日（火）、15 日（水）とし、冬季休業は、12 月 28 日（金）とする旨資料に基づき説明あった。 

 

報告事項５．郡元・下荒田地区保育所（仮称）新設について（資料１４） 

  橋口副学長から、若手や女性教職員の活躍につながるより良い就業環境整備として、郡元・下荒田 

 地区に保育所を新設することを決定し、また、平成 29 年 11 月 2 日付けで公益財団法人児童育成協会 

 理事長から平成 29 年度内閣府企業主導型保育事業（整備費）助成決定についての通知があり、保育 

 所の開園に向けて準備を進めている旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議について（資料１５） 

  橋口副学長から、鹿児島県内の高等教育機関における男女共同参画に関する情報交換及び連携を目 

 的に、「鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議」を平成 29 年 11 月 11 日付けで設置した旨資料に基 

 づき説明があった。 

 

報告事項７．「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」登録について（資料１６） 

  橋口副学長から、平成 29 年 11 月 27 日付けで、鹿児島県から「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」 

 として承認され、この登録によって、女性活躍推進宣言企業として県ホームページに掲載されるとと 

 もに、ハローワーク求人票にも記載される旨資料に基づき説明があった。 



  
 

 

報告事項８．平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について（資料１７） 

  平井理事から、平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について資料に基づき説明があ 

 った。 

 

報告事項９．迷惑メール対応及び通報訓練の実施結果について（資料１８） 

  森副学長から、教職員の情報セキュリティに対する意識向上を図るとともに、通報連絡体制の点検 

 を行うことで緊急時の部局等内および部局等と学術情報基盤センターの連携体制の確認強化を図る 

 ことを目的として全教職員を対象に実施した迷惑メール対応及び通報訓練の実施結果について資料 

 に基づき説明があった。 

 

報告事項１０．情報セキュリティ対策に係る自己点検について（資料１９） 

  森副学長から、鹿児島大学情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認及び情報セキュリティに対 

 する職員の意識向上を図ることで大学全体の情報セキュリティ対策を強化することを目的として、全 

 教職員を対象に自己点検を実施する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．鹿児島大学秋季オープンキャンパスの実施報告について（資料２０） 

  清原理事から、11 月 11 日に開催した秋季オープンキャンパスについて、その参加者数及び各事業 

 について実施したアンケート集計結果について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１２．平成 30 年 3 月卒業(修了)予定者の進路状況(12 月 1 日現在)について（資料２１） 

  清原理事から、平成 30 年 3 月卒業(修了)予定者の進路状況について(12 月 1 日現在)、資料に基づ 

 き説明があった。 

 

報告事項１３．「科学研究費助成事業－科研費－への応募資格について」の一部改正について 

（資料２２） 

  髙松理事から、「理事（副学長）の教育研究職務等に関する申合せ」の制定に伴い、理事が科研費 

 に係る研究遂行の代表者となることを兼務内容として教授を兼務する場合は、研究代表者としても科 

 研費応募を認められるため、「科学研究費助成事業－科研費－への応募資格について」に追記する旨 

 資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１４．平成 29 年度トップセミナーの開催について（資料２３） 

  髙松理事から、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 ABS 学術対策チームの鈴木 睦昭室長及 

 び鹿児島 浩氏を講師に招き、日本の国内措置 ABS 指針と学術における対応や遺伝資源提供国の最新 

 情報について情報提供いただき、あわせて本学の遺伝子資源利用の実情について総合研究博物館長の 

 本村浩之教授から説明いただくことで、本学における遺伝資源の取扱に対する更なる意識向上を図る 

 ことを目的とし、トップセミナーを 1 月 11 日（木）事務局第三会議室にて実施する旨資料に基づき 

 説明があった。 

 

報告事項１５．稲盛記念館(仮称)について（資料２４） 

  施設部長から、稲盛記念館（仮称）の建設について、学内ワーキンググループで策定した基本計画 

 （案）及びこれに基づく基本設計書について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１６．エネルギー使用状況について（資料２５） 

  施設部長から、エネルギー使用状況（平成 29 年度上半期）について、昨年度比でエネルギー使用 

 量が微減しているものの対平成 27 年度比では増加しており更なる省エネが必要である旨資料に基づ 

 き説明があった。 

  また、冬の省エネパトロールを実施予定のため、室温管理の徹底について協力依頼があった。 

 

 



  
 

報告事項１７．郡元キャンパス駐輪場改善のための実証実験について（資料２６） 

  施設部長から、「駐車場等運用に関する基本方針(H28.9 策定) 」に基づく駐車場等見直し計画によ 

 り、駐輪場の適正な位置・量の改善を行うため、北辰通りにて駐輪禁止の実証実験を行う旨資料に基 

 づき説明があった。 

 

報告事項１８．鹿児島大学特別講演会の開催について（資料２７） 

   学長から、平成 29 年度鹿児島大学特別講演会の開催について、平成 30 年 1 月 25 日（木）10 時か 

  ら稲盛会館において、KDDI 株式会社取締役会長の小野寺 正氏を講師に招き、開催する旨資料に基づ 

  き説明があり、周知及び参加について協力依頼があった。 

 

報告事項１９．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～⑤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。 

（教育） 

①  平成 29 年度第 6 回教務委員会(H29.10.31)（資料２８） 

②  平成 29 年度第 5 回共通教育委員会（H29.11.24）（資料２９） 

③  平成 29 年度第 7 回教務委員会（H29.11.28）（資料３０） 

（研究） 

④  平成 29 年度第 7 回病原体等安全管理委員会(H29.11.6)（資料３１） 

⑤  平成 29 年度第 2 回地域防災教育研究センター委員会(H29.11.17)（資料３２） 

 

その他  

 ・日経グローカル No．330 記事について（資料席上配付） 

  髙松理事から、日経グローカル No．330 の記事について『社会人向け「履修証明書」制度の修了者

数』の調査結果において、本学が第 6 位となった旨資料に基づき説明があった。 

   

 

   次回開催は、平成 30 年 1 月 18 日（木）13 時 30 分からとなった。 

    


