
 
 

第２０７回 教育研究評議会（定例）議事要旨 

 

日 時   平成３０年１２月２０日（木）１３：５２～１６：２０ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

  

（前回議事要旨確認）  

第２０６回教育研究評議会（定例）（H30.11.15 開催） 

議題１．学生の無期停学解除について（資料１）（資料席上配付：回収） 

議題２．鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正等について（資料２） 

議題３．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間の管理に関する要領の一部改正について（資料３） 

議題４．「鹿児島大学商工会議所会頭賞規則等」の制定及び「鹿児島大学学生表彰規則」の一部 
改正について（資料４） 

議題５．離島地域の高等学校からの志願者増を図るための具体策(案)について（資料５） 

報告事項１．鹿大「進取の精神」支援基金の募金状況について（資料６） 

報告事項２．平成 30 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の公示について

（資料７） 

報告事項３．防災倉庫の設置について（資料８） 

報告事項４．安否確認システム「ANPIC」送受信訓練の実施状況について（資料９） 

報告事項５．2019 年度夏季及び冬季休業について（資料１０） 

報告事項６．鹿児島労働基準監督署からの受領書面(H30.9.18 是正勧告書及び指導票)の対応方針に

ついて（資料１１） 

報告事項７．「女性・若手研究者国際シンポジウム in 鹿児島大学」について（資料１２） 

報告事項８．平成 29 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１３） 

報告事項９．平成 31 年度大学入試センター試験(本試験)実施について（資料１４） 

報告事項１０．平成 31 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１５） 

報告事項１１．平成 30 年度科学研究費助成事業の採択状況について（資料１６） 

報告事項１２．産学･地域共創センター創設記念シンポジウムについて（資料１７） 

報告事項１３．鹿児島大学トップセミナーの開催について（資料１８） 

報告事項１４．2018 年度エネルギー使用状況について(上半期分)（資料１９） 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

（総務） 

①  平成 30 年度第 3 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H30.11.14）（資料２０） 

（教育） 

②  平成 30 年度第 7 回教務委員会（H30.11.27）（資料２１） 

(研究) 

③  平成 30 年度第 1 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会（H30.12.4）（資料２２） 

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(雅)、馬場 

（学部長等）高津、藤内、上谷、今林、岡村、河野、渡邊、米、宮脇、山﨑、岩井、橋本、越塩、西、 

      宮本、三角、夏越、本間、佐野、中原、籾井、森 

 

［欠席評議員］ ３名 

（学部長等）藏脇、甲斐、鈴木 

 

［オブザーバー］ 

 伊牟田監事、石窪理事、前田(広)副学長、武隈副学長、橋口副学長 

  

 

 冒頭、平成 30 年 11 月 15 日開催の第 206 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．学生の無期停学解除について（資料１）（資料席上配付：回収） 

  学長から、学生の無期停学解除について諮られ、清原理事及び前田副学長から、犯罪行為を起

こしたことにより無期停学となっている学生について、学生懲戒規則第 11 条第 2 項に基づき、

学生生活委員会による審議結果、無期停学の解除が妥当であるとの答申があった旨資料に基づき

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２．鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正等について（資料２） 

  学長から、鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正等について諮られ、 

島理事から、寄附講座等の設置後に変更を行う場合の手続をより明確にするため、鹿児島大学寄 

附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正等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．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間の管理に関する要領の一部改正について（資料３） 

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間の管理に関する要領の一部改正について諮 

られ、島理事及び人事課長から、平成30年9月18日付け労働基準監督署からの指導の改善事項に対 

応するにあたり、教員の勤務時間等状況表に深夜・休日命令欄を新たに設ける等の国立大学法人 

鹿児島大学職員の勤務時間の管理に関する要領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４．「鹿児島大学商工会議所会頭賞規則等」の制定及び「鹿児島大学学生表彰規則」の一部 
改正について（資料４） 

学長から、「鹿児島大学商工会議所会頭賞規則等」の制定及び「鹿児島大学学生表彰規則」の 

一部改正について諮られ、清原理事及び学生部長から、鹿児島商工会議所との包括連携協定の目 

的に基づき、鹿児島大学商工会議所会頭賞規則及び鹿児島大学商工会議所会頭賞細則の制定並び 

に学生表彰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５．離島地域の高等学校からの志願者増を図るための具体策(案)について（資料５） 

  学長から、離島地域の高等学校からの志願者増を図るための具体策(案)について諮られ、清原 

理事から、第３期中期計画の達成に向けて、離島地域の高等学校からの志願者増を図るための具 

体策（案）を策定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。 

 

報告事項１．鹿大「進取の精神」支援基金の募金状況について（資料６） 

  学長から、鹿大「進取の精神」支援基金の募金状況について資料に基づき説明があり、引き続 

き、教職員へより一層協力を依頼する旨発言があった。 

 

報告事項２．平成 30 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の公示について

（資料７） 

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第４章の２の規定によ 

る独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則」（平成 29 年３月 31 日個人情報保護委員 

会規則第２号）第３条第２項の規定に基づき、平成 30 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の公示を行っている旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項３．防災倉庫の設置について（資料８） 

  総務課長から、平成 29 年 12 月に策定した「国立大学法人鹿児島大学本部事務局防災・業務継 

続計画（ＢＣＰ）」に基づき、今後、災害対策用備品・備蓄品・機器等の整備を進めるため、災 

害対策用備品等を保管する防災倉庫を設置する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．安否確認システム「ANPIC」送受信訓練の実施状況について（資料９） 

  総務課長から、12 月 7 日(金)に実施した安否確認システム「ANPIC」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。 

 

報告事項５．2019 年度夏季及び冬季休業について（資料１０） 

  人事課長から、2019 年度夏季及び冬季休業について、夏季休業は、8 月 13 日（火）、14 日（水）、 

15 日（木）とし、冬季休業は、12 月 27 日（金）とする旨資料に基づき説明あった。 

 

報告事項６．鹿児島労働基準監督署からの受領書面(H30.9.18 是正勧告書及び指導票)の対応方針に

ついて（資料１１） 

  島理事及び人事課長から、鹿児島労働基準監督署からの平成 30 年 9 月 18 日付け是正勧告書及 

び指導票への本学の対応について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項７．「女性・若手研究者国際シンポジウム in 鹿児島大学」について（資料１２） 

橋口副学長から、鹿児島大学の女性・若手研究者の国際的な研究を促進するとともに、ダイバ 

ーシティ研究環境の形成を目的に「女性・若手研究者国際シンポジウム in 鹿児島大学」を、男 

女共同参画推進センター、URA センター、グローバルセンターが共同主催し、2 月 28 日(水)14 時 

から学習交流ホールにて開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．平成 29 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１３） 

  平井理事から、平成 29 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．平成 31 年度大学入試センター試験(本試験)実施について（資料１４） 

  清原理事から、平成 31 年度大学入試センター試験(本試験)の概要について資料に基づき説明 

があった。 

 

報告事項１０．平成 31 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１５） 

  学生部長から、平成 31 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１１．平成 30 年度科学研究費助成事業の採択状況について（資料１６） 

  髙松理事から、平成 30 年度科学研究費助成事業の採択状況について資料に基づき説明があっ 

た。 

 

報告事項１２．産学･地域共創センター創設記念シンポジウムについて（資料１７） 

髙松理事から、産学･地域共創センター創設記念シンポジウムを平成 31 年 1 月 21 日（月）に 

稲盛会館にて開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１３．鹿児島大学トップセミナーの開催について（資料１８） 

髙松理事から、鹿児島大学トップセミナーの開催について、産学官連携活動に関する意識啓発 

を目的として、東京大学大学院数理科学研究科特任教授で Arithmer 株式会社代表取締役社長兼 

CEO である大田佳宏氏を講師に招き、平成 31 年 2 月 14 日（木）に農・獣医共通棟 204 号教室に 

て開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１４．2018 年度エネルギー使用状況について(上半期分)（資料１９） 

施設部長から、エネルギー使用状況（平成 30 年度上半期）について、前年度比で増加してお 

り、更なる省エネが必要である旨資料に基づき報告があった。また、省エネ活動の一つとして省 

エネパトロールを実施する旨説明があった。 

 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

  学長から、下記委員会については、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 30 年度第 3 回情報公開・個人情報保護管理委員会（H30.11.14）（資料２０） 



 
 

 

（教育） 

②  平成 30 年度第 7 回教務委員会（H30.11.27）（資料２１） 

(研究) 

③  平成 30 年度第 1 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会（H30.12.4）（資料２２） 

 

その他  

  

 

次回（定例）の開催は平成 31 年 1 月 17 日（木）13 時 30 分からとなった。 

 

 


