
 
 

第１９７回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成３０年２月１５日（木）１３：３０～１６：４２ 

場 所   事務局第三会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第１９６回教育研究評議会（定例）（H30.1.18 開催） 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料席上配付：回収） 

議題２．教員の人事事項について（資料２）（資料席上配付：回収）※最後に審議 

議題３．学則、大学院学則及び社会貢献機構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情報公開･個人情報保護管理委員会規則の一部改正について 

（資料４） 

議題５．国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について（資料５） 

議題６．鹿児島大学郡元・下荒田地区保育所（仮称）設置に向けての関係規則の制定について 

                                     （資料６） 

議題７．教育改革の基本方針について（資料７） 

議題８．鹿児島大学学則の一部改正について（資料８） 

議題９．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料９） 

議題１０．高度共通教育科目の開設等に伴う関係規則の一部改正について（資料１０） 

議題１１．鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者 

    等の単位認定規則の一部改正について（資料１１） 

議題１２．国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則の一部改正について（資料１２） 

 

報告事項１．学長諮問会議委員の任命について（資料１３） 

報告事項２．安否確認システム「ANPIC」の登録状況について（資料１４） 

報告事項３．平成 29 年度「独立行政法人等非識別加工情報」に関する提案の募集について（資料１５） 

報告事項４．寄附講座「漢方薬理学講座」の概要の変更について（資料１６） 

 報告事項５．平成 29 年人事院勧告に対する本学の対応について（資料１７） 

報告事項６．情報セキュリティインシデントに係る情報連絡手順書等の一部改正について（資料１８） 

報告事項７．鹿児島大学長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正について（資料１９） 

報告事項８．平成 30 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について（2 月 1日現在）（資料２０） 

報告事項９．自己推薦型入試（多面的・総合的入試）について（資料２１） 

報告事項１０．平成 30 年度学部一般入試志願状況について（資料２２） 

報告事項１１．平成 30 年度卓越研究員事業における提示ポストについて（資料２３） 

報告事項１２．平成 30 年度科研費の申請状況について（資料２４） 

報告事項１３．第 1 回異分野融合プロジェクト創出交流会について（資料２５） 

報告事項１４．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 29 年度第 12 回情報公開･個人情報保護管理委員会（H30.1.18）（資料２６） 

（教育） 

②  平成 29 年度第 9 回教務委員会（H30.1.23）（資料２７） 

③  平成 29 年度第 7 回共通教育委員会（H30.1.26）（資料２８） 

 

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 

（学部長等）高津、金丸、土田、上谷、藏脇、岡村、河野、米、宮脇、渡邊、甲斐、岩井、橋本、越塩、

佐久間、宮本、夏越、本間、佐野、中原、鈴木、森 

 

［欠席評議員］ ４名 

（理事） 

（副学長）馬場 

（学部長等）山﨑、三角、籾井 

 

 

［オブザーバー］ 

  伊牟田監事、石窪理事、橋口副学長 

 

［事務局］ 

（部長）野澤、永田、能住、内山、光武、渡邉、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、二石、河野、西、鮎川、有川、野頭、和田 

 

 

 冒頭、平成 30 年 1 月 18 日開催の第 196 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．学生の懲戒について（資料１）（資料席上配付：回収） 

   学長から、学生の懲戒について諮られ、最初に清原理事及び前田評議員（副学長）から学生の条例

違反行為に係る懲戒事案について、学生懲戒規則第 7条第 4 項に基づき、事案の概要及び経緯等につ

いて資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒処分として「停学（無期）」とすることが了承され

た。 

 

議題２．教員の人事事項について（資料２）（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、本学教員による道路交通法違反行為に係る 

 懲戒事案について説明があり、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、審査説明書の内容については原案どおり了承された。 

  その後、「停職２月」とする処分量定について可否投票が行われ、投票の結果、懲戒処分として原 

 案どおり「停職２月」が相当であるとされた。 

  この結果、2月16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3月2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3月 

  6日開催予定）の議を経て懲戒処分書を交付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３．学則、大学院学則及び社会貢献機構規則の一部改正について（資料３） 

   学長から、学則、大学院学則及び社会貢献機構規則の一部改正について諮られ、島理事から、共同 

  獣医学研究科の設置、社会貢献機構の改組及び医学部の収容定員の増加等に伴い、学則、大学院学則 

  及び社会貢献機構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、大学院学則については、共同獣医学研究科の入学資格について、他の研究 

  科の書きぶりとの調整を行う旨併せて了承された。 

 

議題４．国立大学法人鹿児島大学情報公開･個人情報保護管理委員会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情報公開・個人情報保護管理委員会規則の一部改正について諮 

 られ、島理事から、委員会の審議事項について、非識別加工情報の提案に係る審査に関する事項を加 

 え、委員会の組織については、個人情報保護管理関係の法改正等に伴う多種多様な審議内容に適切に 

 対応し、全学的にも均衡の取れた組織となるよう見直しを行うため、国立大学法人鹿児島大学情報公 

 開・個人情報保護管理委員会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．国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について（資料５） 

  学長から、国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について諮られ、島理事か 

 ら、医用ミニブタ・先端医療開発研究センター及び産学官連携推進センターに所属する任期を定めて 

 雇用する教員について、再任後は任期の定めのない教員へ移行することに伴い、国立大学法人鹿児島 

 大学教員の任期に関する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．鹿児島大学郡元・下荒田地区保育所（仮称）設置に向けての関係規則の制定について 

                                     （資料６） 

  学長から、鹿児島大学郡元・下荒田地区保育所（仮称）設置に向けての関係規則の制定について諮 

 られ、島理事から、本年 10 月開所予定の鹿児島大学郡元・下荒田地区保育所（仮称）設置に向けて、 

 鹿児島大学郡元・下荒田地区保育所（仮称）規則（案）及び鹿児島大学郡元・下荒田地区保育所（仮 

 称）運営委員会規則（案）を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。 

 

議題７．教育改革の基本方針について（資料７） 

  学長から、教育改革の基本方針について諮られ、清原理事から第三期中期目標・中期計画を達成す 

 るため、教育改革に関する基本方針（案）を作成した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８．鹿児島大学学則の一部改正について（資料８） 

  学長から、鹿児島大学学則の一部改正について諮られ、清原理事から、地域人材プラットフォーム 

 の教育プログラムにおける「プログラム科目（コア科目）」「実地体験事前演習」「実地体験」「プログ 

 ラム修了演習」により構成する高度共通教育科目が、学部の専門教育科目における卒業要件単位数に 

 認定できるようにするため、鹿児島大学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９．鹿児島大学学位規則の一部改正について（資料９） 

  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、博士の学位授与に係る 

 学力の確認の見直し並びに教育学研究科学校教育実践高度化専攻及び共同獣医学研究科の設置に伴 



  

 い、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１０．高度共通教育科目の開設等に伴う関係規則の一部改正について（資料１０） 

  学長から、高度共通教育科目の開設等に伴う関係規則の一部改正について諮られ、清原理事から、 

 共通教育センターが開設する「高度共通教育科目」を共通教育科目として位置付けるため、関係規則 

 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１１．鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者 

    等の単位認定規則の一部改正について（資料１１） 

  学長から、鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者 

 等の単位認定規則の一部改正について諮られ、清原理事から、共通教育グローバル教育科目群及び教 

 養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則において、これまで単位認定基準が他大学と 

 比較しても平易であったことから、実用英語技能検定および漢語水平考試験（HSK）の認定基準の引 

 き上げ、TOEIC L&R 及び TOEIC S&W の認定基準の新設、IELS、ケンブリッジ英語検定の追加、TOEFL(PBT) 

  の削除など技能審査合格者等の単位認定に係る認定基準の見直しに伴い、規則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１２．国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則の一部改正について（資料１２） 

     学長から、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則の一部改正について諮られ、清原理事から、 

   学生生活委員会の組織について各学部から選出する委員を各 2名から各１名に見直すことに伴い、国 

   立大学法人鹿児島大学学生生活委員会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。 

 

 報告事項１．学長諮問会議委員の任命について（資料１３） 

   島理事及び総務課長から、学長諮問会議委員である逆瀬川尚文氏が本年 1 月 31 日で当該委員を辞

任したことから、後任の委員として、佐潟隆一株式会社南日本新聞社代表取締役社長を 2 月 1 日付け

で任命し、本学学長諮問会議規則第 2 条第 2 項に基づき、教育研究評議会及び経営協議会へ報告する

旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項２．安否確認システム「ANPIC」の登録状況について（資料１４） 

   島理事から、安否確認システム「ANPIC」の登録率は 58.5％であった旨資料に基づき説明があり、

システムの機能を最大限に生かすため、各部局において仮登録者への本登録の周知について依頼があ

った。また、総務課長から、第 2 回目の通報訓練を 2 月 22 日(木)12 時に実施する旨説明があった。 

 

 報告事項３．平成 29 年度「独立行政法人等非識別加工情報」に関する提案の募集について（資料１５） 

   総務課長から、平成 29 年度「独立行政法人等非識別加工情報」に関する提案の募集を公示する旨

資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項４．寄附講座「漢方薬理学講座」の概要の変更について（資料１６） 

   島理事及び総務課長から、医歯学総合研究科長から、同研究科に平成 30 年 1 月 1 日付けで設置し

た寄附講座「漢方薬理学講座」の概要の変更について申請があり、平成 30 年 4 月より担当予定教員

に特任助教１名及び客員教授２名を追加する旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項５．平成 29 年人事院勧告に対する本学の対応について（資料１７） 

   島理事から、平成 29 年度人事院勧告（給与勧告分）について本学としては勧告どおり実施するこ 

  ととし、併せて国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正を行う旨資料に基づき説明があっ

た。 

 

報告事項６．情報セキュリティインシデントに係る情報連絡手順書等の一部改正について（資料１８） 

   森副学長（評議員）から、サイバー攻撃等による情報セキュリティインシデント事案が発生した際 



  

  における情報連絡手順書及び連絡体制について、本年度実施の迷惑メール対応訓練における意見の反 

  映や情報システム運用基本規則にコンピュータセキュリティインシデント対応チーム（KU-CSIRT）の 

  規定したことに伴い、情報セキュリティインシデントに係る情報連絡手順書等の一部改正を行った旨 

  資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．鹿児島大学長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正について（資料１９） 

   学生部長から、長期履修制度の趣旨は、社会人の様々な学習需要に対応し、多様で柔軟な学習機会 

  を提供し、社会人の受入れを一層促進することであることから、長期履修期間の拡大を図るため、長

期履修期間を修業年限等の２倍を超えない期間（在学年限と同じ期間）の範囲内へ拡大することに伴

い、鹿児島大学長期履修学生制度に関する取扱要項の一部改正を行う旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．平成 30 年 3月卒業（修了）予定者の進路状況について（2 月 1日現在）（資料２０） 

   学生部長から、2 月 1日現在の平成 30 年 3月卒業（修了）予定者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９．自己推薦型入試（多面的・総合的入試）について（資料２１） 

   学生部長から、自己推薦型入試（多面的・総合的入試）の概要及び公表の予定等について資料に基 

  づき説明があった。 

 

報告事項１０．平成 30 年度学部一般入試志願状況について（資料２２） 

   学生部長から、平成 30 年度学部一般入試志願状況について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．平成 30 年度卓越研究員事業における提示ポストについて（資料２３） 

   高松理事から、平成 30 年度卓越研究員事業への本学からのポスト提示については、1 月 10日開催 

  の学長・理事連絡会議において検討し、本学からポスト提示を行うこと、ポストについては部局等へ 

  照会を行うこととし、部局等へ卓越研究員ポストの配置希望の照会を行った結果、医歯学総合研究科 

  から２件、難治ウイルス病態制御研究センターから１件の合計３件の希望があり、当該部局のポスト

を提示する旨資料に基づき説明があった。また、卓越研究員ポストの取扱いについて、当該ポストは

当人限りとし、当人が学外へ転出または学内の上位のポストへの昇任あるいは別のポストに異動する

場合も学長に当該ポストを返却することとし、それらの異動が無い場合のポストの維持については、

各部局の配慮が必要との説明があった。 

 

報告事項１２．平成 30 年度科研費の申請状況について（資料２４） 

   高松理事から、平成 30 年度科研費の申請状況について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１３．第 1 回異分野融合プロジェクト創出交流会について（資料２５） 

   髙松理事から、本学の分野が異なる研究者同士の交流を行い、これを契機として、本学にとって新 

  たな強み・特色となる研究プロジェクトの創出を目指し、第 1 回異分野融合プロジェクト創出交流会 

  を 3 月 9 日に開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１４．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～③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 12 回情報公開･個人情報保護管理委員会（H30.1.18）（資料２６） 

 （教育） 

  ②平成 29 年度第 9 回教務委員会（H30.1.23）（資料２７） 

  ③平成 29 年度第 7 回共通教育委員会（H30.1.26）（資料２８） 

 

 



  

その他  

  髙松理事から、先般報道されている奄美群島沿岸への油漂着被害について、水産学部附属海洋資源

環境教育研究センター長（西教授）から学長へ本学に調査ワーキンググループを設置したい旨の申し

出があり、学長が了承された旨報告があった。ワーキンググループの発足については、本学ホームペ

ージへの掲載並びに関係機関へのチラシ配布等の広報を行い、また、全学的に参加教員を募り、情報

発信、助言、指導、調査等を行う予定である旨説明があった。 

   

 

   次回開催は、平成 30 年 3 月 15 日（木）9 時 30 分からとなった。 

    


