
 
 

第１９８回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成３０年３月１５日（木）９：３０～１２：１０ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

  

（前回議事要旨確認）  

第１９７回教育研究評議会（定例）（H30.2.15 開催） 

 

議題１．鹿児島大学国際化の基本方針(案)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．国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業 

   規則の一部改正並びに国立大学法人鹿児島大学非常勤職員再雇用規則の制定について 

                                     （資料３） 

議題４．国立大学法人鹿児島大学化学物質管理規則の制定について（資料４） 

議題５．鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学技術支援組織検討会議要項の制定について 

                                     （資料５） 

議題６．平成 30 年度年度計画について（資料６） 

議題７．農林水産学研究科の設置について（資料７） 

議題８．国立大学法人鹿児島大学広報委員会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組織規則の一部改正等について（資料９） 

議題１０．鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則の一部改正について（資料１０） 

議題１１．国立大学法人鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会規則の一部改正について（資料１１） 

議題１２．鹿児島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する学則の一部改正及び細則の制定につ 

    いて（資料１２） 

議題１３．「鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則」の一部改正等について 

                                  （資料１３） 

議題１４．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料１４） 

 

報告事項１．副学長の選任について（資料１５）（資料席上配付） 

報告事項２．学長補佐の選任について（資料１６）（資料席上配付） 

報告事項３．安否確認システム「ANPIC」登録状況及び送受信訓練状況報告について（資料１７） 

報告事項４．平成 30 年 4 月 1 日設置組織の英語表記について（資料１８） 

報告事項５．平成 28 年度大学 IR コンソーシアム･アンケート分析結果について（資料１９） 

報告事項６．国立大学法人鹿児島大学研究者情報管理システムの管理･運用に関する要項の一部改正 

     について（資料２０） 

報告事項７．東京リエゾンオフィスの利用状況について（資料２１） 

報告事項８．地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)中間評価結果について（資料２２） 

報告事項９．平成 29 年度学内変更予算(第１号)(案)について（資料２３） 

報告事項１０．平成 30 年度学内当初予算(案)について（資料２４） 

報告事項１１．平成 31 年度施設整備費概算要求事業(案)について（資料２５） 

報告事項１２．委員会報告（開催済） 

（教育） 

 ① 平成 29 年度第 3 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 

   （H30.2.16）                          （資料２６） 

 ② 平成 29 年度第 11 回教務委員会（H30.2.27）（資料２７） 

（財務） 

 ③ 平成 29 年度第４回財務委員会（H30.3.8）（資料２８） 

 

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、馬場 

（学部長等）高津、金丸、土田、藏脇、岡村、河野、米、宮脇、渡邊、岩井、越塩、佐久間、宮本、

三角、夏越、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 

（学部長等）上谷、山﨑、甲斐、橋本 

 

 

［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、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 30 年 2 月 15 日開催の第 197 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．鹿児島大学国際化の基本方針(案)について（資料１） 

   学長から、鹿児島大学国際化の基本方針(案)について諮られ、馬場副学長から、本学にはこれ 

  まで国際化のための明確なビジョンや基本方針がなく、大学全体の予算や人件費の削減を余儀な 

  くされる中では、大学全体として統一した方針のもとで、効率よく国際化に向けた取り組みを進 

  めて行く必要性があることから、各部局及び総合教育機構等の代表者から、本学の国際化に関す 

  る意見を聴取するとともに、国際企画推進室においてその内容について検討を行い、鹿児島大学 

  国際化の基本方針（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、現経営協議会学外有識者の任期が、平成 30年 3月 31日までとなっていることから、

次期学外有識者については現学外有識者を再任することとし、国立大学法人鹿児島大学経営協議

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資料に基づき説

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非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業 

    規則の一部改正並びに国立大学法人鹿児島大学非常勤職員再雇用規則の制定について 

                                     （資料３） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職

員就業規則の一部改正並びに国立大学法人鹿児島大学非常勤職員再雇用規則の制定について諮

られ、島理事から、共同獣医学部で雇用する非常勤職員への新たな職種の追加、鹿児島大学病院

に勤務する看護助手の確保・定着のための待遇改善並びに改正労働契約法第 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化学物質管理規則の制定について（資料４）  

   学長から、国立大学法人鹿児島大学化学物質管理規則の制定について諮られ、島理事及び岡村

評議員から、労働安全衛生法改正に伴い、学内における化学物質の自主的かつ適切な管理を推進

し、安全上の危害及び健康障害並びに環境への影響を未然に防止するため、国立大学法人鹿児島

大学化学物質管理規則並びに関係する要項を制定し、薬品管理システム（CRIS）の再構築及び運

用を促進する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

   また、岡村評議員から、来年度中の運用開始に向けた今後の取組み等について説明があった。 

 

 議題５．鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学技術支援組織検討会議要項の制定について 

                                     （資料５） 

   学長から、鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学技術支援組織検討会議要項の制定につい

て諮られ、島理事及び人事課長から、本学の技術部については、各部局等においては規定されて

いたが、全学規則に規定されていなかったため、各技術部を全学組織として一元化するために本

学学則で規定するとともに、鹿児島大学技術支援組織検討会議要項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６．平成 30 年度年度計画(案)について（資料６） 

  学長から、平成30年度年度計画について諮られ、平井理事から、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30年度年度 

 計画について、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、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７．農林水産学研究科の設置について（資料７）  

  学長から、農林水産学研究科の設置について諮られ、平井理事及び岩井評議員から、農学及び 

 水産学の両研究科に求められるＩＴ化等による先進的スマート農畜林水産業を創出する人材や食 

 の安全・品質保証・グローバル化に適応可能な人材の養成等に対応するため、既存の農学研究科 

 の3専攻及び水産学研究科の5分野を統合し、農林資源科学、食品創成科学、環境フィールド科学、 

 水産資源科学の4専攻からなる農林水産学研究科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８．国立大学法人鹿児島大学広報委員会規則の一部改正について（資料８） 

   学長から、鹿児島大学広報委員会規則の一部改正について諮られ、平井理事から、更なる情報

発信に向けて、一般広報、入試広報、国際広報の広報機能を強化するため、広報委員会の組織を

見直し、アドミッションセンター及びグローバルセンターの教員を加えるため、鹿児島大学広報

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９．国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正等について（資料９） 

  学長から、国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正等について諮られ、清原理事及び学生 

 部長から、「教育改革室」及び「共通教育等企画室」を廃止し、「学生支援企画室」を新設する 

 等の総合教育機構の運営体制の見直しに伴い、国立大学法人鹿児島大学組織規則及び国立大学法 

 人鹿児島大学事務組織規則の一部改正を行うとともに、国立大学法人鹿児島大学学生支援企画室 

 要項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１０．鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則の一部改正について 

                                    （資料１０） 

   学長から、鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則の一部改正について諮ら 

  れ、清原理事から、平成 28 年度より、文部科学省から「研究活動における不正行為への対応等 

  に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリストの提出を求められており、平成 

  30 年度からチェックリストが詳細なものに変更されることに伴い、鹿児島大学学生に対する研究 

  倫理教育の実施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１１．国立大学法人鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会規則の一部改正について 

                                   （資料１１） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会規則の一部改正について諮ら 

  れ、清原理事から、教職課程への関与が少ない総合教育機構委員を組織の簡素化・効率化の観点 

  から委員から外す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．鹿児島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する学則の一部改正及び細則の制定に 

     ついて（資料１２） 

   学長から、鹿児島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する学則の一部改正及び細則の制定 

  について諮られ、医学部、医歯学総合研究科から大学院への進学者を増加させることを目的とし 

  て、学部生に大学院授業科目を早期履修させる制度を設けたいとの要望があり、他の国立大学に 

  おいても同様の制度を設けていることから、鹿児島大学学則の一部改正並びに鹿児島大学におけ 

  る授業料その他の費用に関する規則の一部改正を行い、細則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１３．「鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則」の一部改正等について 

                                    （資料１３） 

   学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について諮られ、 

  宮田理事及び財務部長から、学部生が早期履修の制度に基づき、大学院授業科目を履修する場合、 

  授業料を徴収しないこととすること並びに特別の課程における履修証明プログラム受講料に関 

  して、別途学長が定めることができることとするため、鹿児島大学における授業料その他の費用 

  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、種々意見交換が行われ、審議の結果、 

  了承された。 

 

 議題１４．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（資料１４） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について諮られ、宮田理事及び

財務部長から、第 3 期中期目標・中期計画及び平成 29 年度計画において、自己収入を増加させ

る取り組みを行うことを掲げており、また、施設を常に良好な教育研究環境として維持していく

うえで、管理に係る経費（光熱水費・役務費・修繕費等）の上昇に対応するためには予算確保が

重要であることを踏まえ、教室等一時貸付料の見直しを行うため、国立大学法人鹿児島大学不動

産管理規程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．副学長の選任について（資料１５）（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１６）（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．安否確認システム「ANPIC」登録状況及び送受信訓練状況報告について（資料１７） 

   島理事及び総務課長から、3 月 8日現在の安否確認システム「ANPIC」への登録状況及び 2 月 

  22 日実施の送受信訓練の回答状況について資料に基づき説明があった。また、岩井評議員から、 

  学生の登録促進のため、未登録者については履修登録が出来ないとする方法を検討して欲しいと 

  の意見があり、総務課長から、後期の履修申請時の実施に向けて学生部と検討を進める旨説明が 

  あった。 

 

 報告事項４．平成 30 年 4 月 1 日設置組織の英語表記について（資料１８） 

   清原理事から、平成 30 年 4 月 1 日設置予定の「南九州・南西諸島域共創機構」及びその下部 

  組織「産学・地域共創センター」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５．平成 28 年度大学 IR コンソーシアム･アンケート分析結果について（資料１９） 

   清原理事から、平成 28 年度大学 IR コンソーシアム･アンケート分析結果の概要について資料 



 
 

 

  に基づき説明があった。 

 

 報告事項６．国立大学法人鹿児島大学研究者情報管理システムの管理･運用に関する要項の一部改 

      正について（資料２０） 

   研究推進部長から、研究者情報管理システムへの研究者による業績の入力期限については、科 

  研費の申請時期や交付申請書と実績報告書の提出期間と重なることから、4 月～9月の実績につ 

  いては、直近の 11 月末日まで、10 月～3 月の実績については、 直近の 5 月末日までに変更する 

  ため、国立大学法人鹿児島大学研究者情報管理システムの管理･運用に関する要項の一部改正を 

  行う旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項７．東京リエゾンオフィスの利用状況について（資料２１） 

   研究推進部長から、東京工業大学キャンパスイノベーションセンター（CIC）東京リエゾンオ 

  フィスの利用状況について資料に基づき説明があり、利用促進に向けた協力依頼があった。 

 

 報告事項８．地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)中間評価結果について（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＋)中間評価結果について、総 

 括評価は「Ｂ」であった旨報告があり、優れた点や改善すべき点等について資料に基づき説明が 

 あった。 

 

 報告事項９．平成 29 年度学内変更予算(第１号)(案)について（資料２３） 

   宮田理事から、桜ヶ丘地区学生（女子）寄宿舎天井補強等工事などの教育研究環境改善緊急対 

  策経費、郡元地区保育所新設に係る経費の自己負担分、訴訟案件に係る弁護士費用及び和解金の 

  追加措置、人事院勧告実施及び目的積立金による病院再開発整備事業の実施に伴い、平成 29 年 

  度学内変更予算（第 1号）（案）を策定し、また、平成 29 年度競争的資金等に係る間接経費（研 

  究管理経費）の追加配分を行う旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項１０．平成 30 年度学内当初予算(案)について（資料２４） 

   宮田理事及び財務部長から、文部科学省からの追加の内示を受けて平成 30 年度学内当初予算 

  （案）を策定した旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項１１．平成 31 年度施設整備費概算要求事業(案)について（資料２５） 

   宮田理事及び施設部長から、平成 31 年度施設整備費概算要求事業(案)について資料に基づき 

  説明があった。 

 

 報告事項１２．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①から③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 29 年度第 3 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 

   （H30.2.16）                          （資料２６） 

 ② 平成 29 年度第 11 回教務委員会（H30.2.27）（資料２７） 

（財務） 

 ③ 平成 29 年度第４回財務委員会（H30.3.8）（資料２８） 

 

 

その他  

 

   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 30 年 4 月 19 日（木）13 時 30 分からとなった。 


