
 
 

第２０１回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成３０年６月１４日（木）１３：４５～１６：０５ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

（前回議事要旨確認）  

 第 200 回教育研究評議会（定例）（H30.5.17 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．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２） 

 議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

 議題４．平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料４） 

 議題５．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５） 

 議題６．鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について（資料６） 

 議題７．伊佐市との包括連携に関する協定書(案)について（資料７） 

 

 報告事項１．経営協議会学外委員による部局長等との意見交換会の開催について（資料８） 

 報告事項２．平成 30 年度個人情報保護管理等に関する研修について（資料９） 

 報告事項３．安否確認システム「ANPIC」送受信訓練について（資料１０） 

 報告事項４．平成 30 年度「学長と研究者との懇談会」について（資料１１） 

 報告事項５．2018 年度新入生アンケート集計結果について（資料１２） 

 報告事項６．平成 31 年度入学者選抜入試関係日程について（資料１３） 

 報告事項７．鹿児島大学 21 世紀版薩摩藩英国留学生派遣事業「UCL 稲盛留学生」要項の一部改正につ 

      いて（資料１４） 

 報告事項８．第３回鹿児島大学グローバルセンターシンポジウムの開催について（資料１５） 

 報告事項９．平成 30 年度科研費の採択状況(速報)について（資料１６） 

 報告事項１０．平成 29 年度 COC 事業フォローアップ調査について（資料１７） 

 報告事項１１．平成 29事業年度決算について（資料１８） 

 報告事項１２．平成 31年度概算要求について（資料１９） 

 報告事項１３．委員会報告（開催済） 

 （教育） 

  ① 平成 30 年度 2 回教務委員会（H30.5.22）（資料２０） 

 （入試） 

  ② 平成 30 年度 2 回入試委員会（H30.5.18）（資料２１） 

 （研究） 

  ③ 平成 30 年度第 2 回病原体等安全管理委員会（H30.5.9～16）（資料２２） 

  ④ 平成 30 年度第 2回遺伝子組換え実験安全委員会（H30.5.25）（資料２３） 

 

 その他  

 

［出席委員］ ２９名 

 前田学長 

（理事）島、平井、清原、髙松、宮田 

（副学長）飯干、前田(雅)、馬場 

（学部長等）高津、藤内、上谷、今林、藏脇、岡村、渡邊、甲斐、河野、米、岩井、橋本、越塩、宮本、 

     三角、本間、佐野、中原、籾井、森 

 

［欠席評議員］ ５名 

（学部長等）宮脇、山﨑、西、夏越、鈴木 



  
 

 

［オブザーバー］ 

 伊牟田監事、押越監事、前田(広)副学長、武隈副学長、橋口副学長 

  

 

 冒頭、平成 30 年 5 月 17 日開催の第 200 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、清原理事及び前田評議員（副学長）から学生の犯罪事案に 

  関しての経緯等について、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 3 月」とす 

  ることが了承された。 

   なお、被害者に対するケアに関する意見が出され、当該懲戒処分学生の所属部局長から、被害者に 

  対するケアについて早急に検討する旨の発言があった。 

 

 議題２．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２） 

   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、理事の任期 

  について見直しを行い、学長が欠員となった場合の理事の任期を次の学長が任命される日の前日まで 

  とする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に基づき説明があり、審議の結果、 

  了承された。 

 

 議題３．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（資料３） 

   学長から、鹿児島大学大学院学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入 

  学資格の見直しに伴い、鹿児島大学大学院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．平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料４） 

   学長から、平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について諮られ、平井理事から、「平 

  成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」を取り纏め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、6 月末日提出に向け、引き続き、ブラッシュアップの作業を行うことから、今後の修正等に 

  ついては、学長一任とすることが確認された。 

 

 議題５．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５） 

   学長から、学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について諮られ、清原理事から、法文学部 

  長より申請のあったフィリピンポリテクニック大学（フィリピン）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、当該大学とは平成 29 年 4 月に本学法文学部・人文社会科学研究科との部 

  局間学術交流協定を締結しており、これまでの交流を発展させ、大学間学術交流協定及び学生交流に 

  係る覚書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６．鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について（資料６） 

  学長から、鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について諮られ、髙松理事から、 

 遺伝子組換え実験安全委員会の組織を編成するための条文の記載を実態に即した内容にするため、鹿 

 児島大学遺伝子組換え実験安全管理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．伊佐市との包括連携に関する協定書(案)について（資料７） 

 学長から、伊佐市との包括連携に関する協定書(案)について諮られ、髙松理事から、伊佐市から包 

括連携協定に係る具体的な連携事項が提案されたことを受けて、COC連絡会及び社会貢献推進室会議 



  
 

で検討し、包括連携協定書（案）を作成した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

   また、包括連携協定調印式を 7 月 6日(金)に行う旨説明があった。 

 

 報告事項１．経営協議会学外委員による部局長等との意見交換会の開催について（資料８） 

   島理事から、経営協議会学外委員による部局長等との意見交換会を 7 月 31 日（火）に開催する旨 

  資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項２．平成 30 年度個人情報保護管理等に関する研修について（資料９） 

   島理事から、平成 30 年度個人情報保護管理等に関する研修について今年度も全教職員を対象とし 

  て、1 回目に「個人情報保護管理に関する研修」及び「情報セキュリティに関する研修」を、2回目 

  に「コンプライアンスに関する研修」をそれぞれ郡元地区及び桜ヶ丘地区で講演により実施すること 

  とし、1 回目を 7 月 18 日(水)及び 7 月 24 日(火)に、2 回目を 10 月上旬に実施し、また、「法人文書 

  管理に関する研修」はｅ-ﾗｰﾆﾝｸﾞにより実施する旨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」送受信訓練について（資料１０） 

   島理事から、システムの機能を最大限に生かすために引き続き本登録を推進するとともに、第 3回 

  目の通報訓練を 6 月 19 日(火)12 時に実施する旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項４．平成 30 年度「学長と研究者との懇談会」について（資料１１） 

   橋口副学長から、平成 30 年度「学長と研究者との懇談会」について、今回は、平成 30 年 3月に「鹿 

  児島大学国際化の基本方針」が策定されたことから、「鹿児島大学における研究の国際化」をテーマ 

  に若手研究者を対象として、9 月 19 日(水)に開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項５．2018 年度新入生アンケート集計結果について（資料１２） 

   平井理事から、2018 年度新入生アンケートの集計結果について資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項６．平成 31 年度入学者選抜入試関係日程について（資料１３） 

   清原理事から、平成 31 年度入学者選抜入試関係日程について資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項７．鹿児島大学 21 世紀版薩摩藩英国留学生派遣事業「UCL 稲盛留学生」要項の一部改正につ 

      いて（資料１４） 

   馬場副学長から、UCL 稲盛留学生の派遣先である University College London の担当者と協議を進 

  める中で、UCL の修士課程へ派遣できる対象学生について変更が生じたため、鹿児島大学 21 世紀版薩 

  摩藩英国留学生派遣事業「UCL 稲盛留学生」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．第３回鹿児島大学グローバルセンターシンポジウムの開催について（資料１５） 

   馬場副学長から、鹿大「進取の精神」支援基金の学生海外派遣・留学生受入推進・若手研究者支援 

  事業に係る平成 29 年度事業報告及びパネルディスカッションを 7 月 9日(月)に開催する旨資料に基 

  づき説明があった。 

 

 報告事項９．平成 30 年度科研費の採択状況(速報)について（資料１６） 

   髙松理事から、平成 30 年度科研費の採択状況(速報)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 COC 事業フォローアップ調査について（資料１７） 

   髙松理事から、平成 29 年度 COC 事業フォローアップ調査において、学生、教員、職員のいずれの 

  区分においても前年度より回答率が上がった旨資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項１１．平成 29事業年度決算について（資料１８） 

   宮田理事及び財務部長から、平成 29 事業年度決算の概要について、各財務諸表の概要及び財務指 

  標による分析等について資料に基づき説明があった。 



  
 

 

 報告事項１２．平成 31 年度概算要求について（資料１９） 

   宮田理事及び財務部長から、機能強化経費（機能強化促進分、共通政策課題分）等の平成 31年度 

  概算要求事項等について資料に基づき説明があった。 

 

 報告事項１３．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記①～④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 30 年度 2 回教務委員会（H30.5.22）（資料２０） 

 （入試） 

  ② 平成 30 年度 2 回入試委員会（H30.5.18）（資料２１） 

 （研究） 

  ③ 平成 30 年度第 2 回病原体等安全管理委員会（H30.5.9～16）（資料２２） 

  ④ 平成 30 年度第 2回遺伝子組換え実験安全委員会（H30.5.25）（資料２３） 

 

その他   

   学長から、第 199 回教育研究評議会において説明のあった教職員への鹿大「進取の精神」支援基金 

  への寄附の依頼について、各部局内における周知について協力依頼があった。また、寄附状況につい 

  ては、9 月開催の教育研究評議会において報告予定である旨説明があった。 

 

 

   次回（定例）は、平成 30 年 7 月 12日（木）大学運営会議終了後の開催となった。 

 


