
 
 

第２０９回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成３１年２月２１日（木）１３：３０～１７：０４   

場 所   事務局第三会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第２０８回教育研究評議会（定例）（H31.1.17 開催） 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料２）（資料席上配付:回収） 

議題２．「鹿児島大学における法務学修生に関する要項」の制定等について（資料３） 

議題３．「ヒトレトロウイルス学共同研究センター」の設置について（資料４） 

議題４．農林水産学研究科の設置等に伴う学則等の一部改正について（資料５） 

議題５．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 

規則の一部改正について（資料６）  

議題６．教育課程連携協議会に係る規則の制定について（資料７） 

議題７．国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会規則の一部改正 

(案)について（資料８） 

議題８．2020 年度入試(2019 年度実施)自己推薦型入試導入に係る規則等の一部改正について 

（資料９） 

議題９．大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について（資料１０） 

議題１０．学則の一部改正及び鹿児島大学環境安全センター規則(案)の制定等について（資料１１） 

議題１１．JA グループ鹿児島との組織間連携の推進に関する協定について（資料１２） 

議題１２．南九州市との包括連携に関する協定書(案)について（資料１３） 

報告事項１．寄附講座「心血管病予防分析学講座」の設置について（資料１４） 

報告事項２．各分館通称名の使用について（資料１５） 

報告事項３．クラウドサービス利用ガイドライン（案）について（資料１６） 

報告事項４．グローバル IP ネットワーク「通称：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ NW」無防備エリアの廃止について 

（資料１７） 

報告事項５．迷惑メール対応及び通報訓練実施結果報告書について（資料１８） 

報告事項６．情報セキュリティ対策に係る自己点検（学生・派遣職員等）実施結果報告書について 

（資料１９） 

報告事項７．平成 31 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８．平成 31 年度大学入試志願状況について（資料２１） 

報告事項９．2021 年度入試(2020 年度実施)以降の入学者選抜方法に係る予告について（資料２２） 

報告事項１０．英語論文書き方セミナーの開催について（資料２３） 

報告事項１１．平成 31 年度からの産学官連携活動に係る利益相反マネジメント体制について 

（資料２４） 

報告事項１２．2019 年度運営費交付金予算額の内示について（資料２５） 

報告事項１３．土地の一部譲渡処分(売払)について（資料２６） 

報告事項１４．学長選考会議における審議状況について（資料２７） 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

（総務） 

① 平成 30 年度第 3 回総合安全衛生管理委員会（H31.1.10）（資料２８） 

（教育） 

② 平成 30 年度第 6 回国際交流委員会（ﾒｰﾙ会議:H30.12.11～14）（資料２９） 

③ 平成 30 年度第 7 回国際交流委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.1.7～9）（資料３０） 



  
 

④ 平成 30 年度第 4 回就職委員会（H31.1.31）（資料３１） 

（研究） 

⑤ 平成 30 年度第 2 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.1.8～16） 

（資料３２） 

その他  

 

 

［出席委員］ ３２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、藤井、河野、米、宮脇、渡邊、甲斐、岩井、橋本、越塩、

西、宮本、三角、本間、佐野、中原、籾井、鈴木、森 

 

［欠席評議員］ ２名 

（学部長等）山﨑、夏越 

 

［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、米田司法政策教育研究センター長

（議題２のみ）、竹内アドミッションセンター准教授（報告事項９のみ） 

 

 

 冒頭、平成 31 年 1 月 17 日開催の第 208 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２）（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(雅)副学長から、２件の学生の懲戒事案 

（交通事故等１件、犯罪行為１件）について、それぞれ資料に基づき事案の概要及び経緯等の説明が 

あり、種々意見交換が行われ、審議の結果、懲戒処分として交通事故等に係る案件については、「停 

学 14 日」、犯罪行為に係る案件については、「懲戒退学」とすることが了承された。 

 

議題２．「鹿児島大学における法務学修生に関する要項」の制定等について（資料３） 

  学長から、「鹿児島大学における法務学修生に関する要項」の制定等について諮られ、髙松理事及 

び米田司法政策教育研究センター長から、法務学修生としての受入資格の拡大に伴う「鹿児島大学に 

おける法務学修生に関する要項」の制定及び大学院学則の一部改正並びに司法政策研究科廃止後の修 

了生がいなくなることに伴う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３．「ヒトレトロウイルス学共同研究センター」の設置について（資料４） 

  学長から、「ヒトレトロウイルス学共同研究センター」の設置について諮られ、髙松理事から、本 

学難治ウイルス学病態制御研究センターと熊本大学エイズ学研究センターの再編・統合により「ヒト 

レトロウイルス学共同研究センター」を設置し、協定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。 

なお、協定書の内容については、現在熊本大学と調整中であり、最終的には学長に一任する旨の補 

足説明があった。 

 

 



  
 

議題４．農林水産学研究科の設置等に伴う学則等の一部改正について（資料５） 

学長から、農林水産学研究科の設置等に伴う学則等の一部改正について諮られ、島理事から、農林 

水産学研究科及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの設置等に伴い、学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５．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 

規則の一部改正について（資料６）  

  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 

業規則の一部改正について諮られ、島理事から、鹿児島大学病院における特任専門員（看護助手）及 

び共同獣医学部附属動物病院における特任専門員（動物看護師）を同待遇で非常勤職員（定時勤務職 

員）として雇用するため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６．教育課程連携協議会に係る規則の制定について（資料７） 

  学長から、教育課程連携協議会に係る規則の制定について諮られ、清原理事及び学生部長から、専 

門職大学院設置基準の一部改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正により、教育課程連携協議会 

に係る条項が規定されたことを受けて当該規定に基づく規則の制定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．国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会規則の一部改正(案)につ 

いて（資料８） 

  学長から、国立大学法人鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会規則の一部改正( 

案)について諮られ、清原理事から、日本学生支援機構による博士（博士後期）課程学生の学資金返 

還免除制度の変更により、学資金返還免除候補者となる対象者の見直しを行うため、国立大学法人鹿 

児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会規則の一部改正を行う資料に基づき説明があ 

り、審議の結果、了承された。 

 

議題８．2020 年度入試(2019 年度実施)自己推薦型入試導入に係る規則等の一部改正について 

（資料９） 

  学長から、2020年度入試(2019年度実施)自己推薦型入試導入に係る規則等の一部改正について諮ら 

れ、清原理事から、2020年度自己推薦型入試（講義型試験）を導入するにあたり、関係する規則を一 

部改正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９．大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について（資料１０） 

  学長から、大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について諮られ、清原理事から、農学部 

長より申請があった四川大学錦江学院（中華人民共和国）との大学間学術交流協定及び学生交流の覚 

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１０．学則の一部改正及び鹿児島大学環境安全センター規則(案)の制定等について（資料１１） 

学長から、学則の一部改正及び鹿児島大学環境安全センター規則(案)の制定等について諮られ、髙 

松理事から、鹿児島大学環境安全センターの設置に伴い学則の一部改正を行い、関係規則を制定する 

旨資料に基づき説明があった後、西評議員から、鹿児島大学環境安全センター規則(案)及び鹿児島大 

学有害廃棄物等管理規則（案）の文中に記載されている「有害廃棄物」及び「有害廃棄物等」の定義 

の違いや揮発性の有害物の扱いについて質問があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、学則を除 

く規則について文言を整理した上で、次回教育研究評議会において引き続き検討することとなった。 

 

 



  
 

議題１１．JA グループ鹿児島との組織間連携の推進に関する協定について（資料１２） 

  学長から、JA グループ鹿児島との組織間連携の推進に関する協定について諮られ、髙松理事から、 

本学が有する知的資源及びそれが生み出した優秀な人材や研究成果と、JA グループ鹿児島（JA）が備 

える教育研究の実践の場と研究開発及び人材に対するニーズを、双方の連携に基づく多様な取組によ 

り結び付け、本学の地域社会への貢献と、JA が目指している農業者の所得増大、農業生産の拡大、地 

域の活性化に寄与することを目的として協定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。 

また、髙松理事から、第 32 回役員等会議において、委員から質問のあった企業や団体との組織間

協定において連携相手方に係る基準の有無については、現在、基準等は定めていないものの、組織間

の連携について打診があった場合は、連携が可能な分野及び将来的なメリット等を産学・地域共創セ

ンター会議で議論し、必要性があると判断された場合は、社会貢献推進室会議、役員等会議を経て教

育研究評議会において審議することとなっており、その審議の過程で大学という公共性の高い機関が

連携する相手方として疑義が生じた場合には協定を締結しないことになるため、大学の公共性は保た

れると仮定する旨説明があった。 

 

議題１２．南九州市との包括連携に関する協定書(案)について（資料１３） 

 学長から、南九州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、本学及び南

九州市のそれぞれの資源や機能等の活用を図りながら幅広い分野で相互に協力するため、包括連携協

定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。 

 

報告事項１．寄附講座「心血管病予防分析学講座」の設置について（資料１４） 

  島理事から、大学院医歯学総合研究科に寄附講座「心血管病予防分析学講座」の申込みがあった旨 

資料に基づき説明があった。 

 

報告事項２．各分館通称名の使用について（資料１５） 

  鈴木副学長から、各分館の通称名として、桜ヶ丘分館を「医学図書館」、水産学部分館を「水産学 

図書館」の名称を用いる旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項３．クラウドサービス利用ガイドラインについて（資料１６） 

  森副学長から、クラウドサービス利用ガイドラインを作成した旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．グローバル IP ネットワーク「通称：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ NW」無防備エリアの廃止について 

（資料１７） 

  森副学長から、本学のグローバル IP ネットワーク「通称：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ NW」の現状を踏まえて、ｸﾞﾛｰﾊﾞ 

ﾙ NW を廃止予定である旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．迷惑メール対応及び通報訓練実施結果報告書について（資料１８） 

  森副学長から、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６．情報セキュリティ対策に係る自己点検（学生・派遣職員等）実施結果報告書について 

（資料１９） 

  森副学長から、情報セキュリティ対策に係る自己点検（学生・派遣職員等）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７．平成 31 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） 

   清原理事から、2 月 1 日現在の平成 31 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８．平成 31 年度大学入試志願状況について（資料２１） 

  清原理事から、平成 31 年度大学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９．2021 年度入試(2020 年度実施)以降の入学者選抜方法に係る予告について（資料２２） 

   清原理事から、2021 年度入試(2020 年度実施)以降の入学者選抜の方針について、2 月 13 日開催 

  の入試委員会において、４項目（①入試区分の変更、②大学入学共通テストの利用、③学部英語認 

  定試験結果の活用、④「主体性を持った多様な人々と協働して学ぶ態度」の評価）を定めた旨資料 

  に基づき説明があった。 

   

報告事項１０．英語論文書き方セミナーの開催について（資料２３） 

  髙松理事から、英語論文書き方セミナーを 3 月 9 日(土)に桜ヶ丘キャンパス共通教育棟 4F402 講義 

 室にて開催する旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．平成 31 年度からの産学官連携活動に係る利益相反マネジメント体制について 

（資料２４） 

  髙松理事から、平成 31 年度からの産学官連携活動に係る利益相反マネジメント体制について、産 

学官連携活動の拡大と大型化や多様化する中で、職員の責務と産学官連携活動との利益相反状態を克 

服し、研究活動・研究成果を守り、ひいては産学官連携活動による研究成果の社会への還元の積極的 

な推進を図るため、公正かつ効率的な利益相反マネジメントの体制を刷新する旨資料に基づき説明が 

あった。 

 

報告事項１２．2019 年度運営費交付金予算額の内示について（資料２５） 

宮田理事、施設部長及び財務課長から、２０１９年度運営費交付金予算額の内示について、資料に 

基づき説明があり、種々意見交換が行われた。 

 

報告事項１３．土地の一部譲渡処分(売払)について（資料２６） 

  宮田理事から、本学が所有する鹿児島大学病院の土地の一部を譲渡処分（売払）する旨資料に基づ 

き説明があった。 

 

報告事項１４．学長選考会議における審議状況について（資料２７） 

  岩井農学部長から、学長選考会議において学長の業績評価を実施し、その結果について資料に基づ 

 き説明があった。また、当該結果は、本学ホームページへも掲載済みである旨説明があった。 

 

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。 

（総務） 

① 平成 30 年度第 3 回総合安全衛生管理委員会（H31.1.10）（資料２８） 

（教育） 

② 平成 30 年度第 6 回国際交流委員会（ﾒｰﾙ会議:H30.12.11～14）（資料２９） 

③ 平成 30 年度第 7 回国際交流委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.1.7～9）（資料３０） 

④ 平成 30 年度第 4 回就職委員会（H31.1.31）（資料３１） 

（研究） 

⑤ 平成 30 年度第 2 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.1.8～16） 

（資料３２） 

 



  
 

その他  

 

 

   次回開催は、平成 31 年 3 月 22 日（金）13 時 30 分からとなった。    


