
 
 

第２１０回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   平成３１年３月２２日（金）１３：３０～１５：５８   

場 所   事務局第三会議室（４階） 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第２０９回教育研究評議会（定例）（H31.2.21 開催） 

 

議題１．理事の選任について（資料１）（資料席上配付） 

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．「ヒトレトロウィルス学共同研究センター」関係規則の制定について（資料３） 

議題４．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４） 

議題５．農林水産学研究科の設置等に伴う鹿児島大学副学部長等に関する規則等の一部改正について 

（資料５） 

議題６．医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の 

一部改正等について（資料６） 

議題７．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一部改正について 

（資料７） 

議題８．平成 31 年度年度計画について（資料８） 

議題９．理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について（資料９） 

議題１０．国大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則の制定について（資料１０） 

議題１１．国立大学法人鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する規 

則の制定について（資料１１） 

議題１２．鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について（資料１２） 

議題１３．鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について（資料１３） 

議題１４．2020 年度時間割編成の基本方針(案)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．総合教育機構の「働き方モデル」の基本方針について（資料１７） 

報告事項４．平成 30 年度鹿児島大学ベストティーチャー賞の選考結果について（資料１８） 

報告事項５．鹿児島県内離島地域の高等学校と鹿児島大学とのテレビ会議システムを利用した出前授業等 

の実施について（資料１９） 

報告事項６．平成 31 年度鹿児島大学一般入試(前期日程)実施状況について（資料２０） 

報告事項７．平成 31 年度鹿児島大学一般入試(前期日程)生物における出題ミスについて（資料２１） 

報告事項８．「科学研究費助成事業－科研費－への応募資格について」の一部改正について（資料２２） 

報告事項９．平成 31 年度科研費への申請状況について（資料２３） 

報告事項１０．実験排水の水質管理について（資料２４）（資料席上配付：回収） 

報告事項１１．2020 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 30 年度第 9 回教務委員会（H31.2.27）（資料２６） 

（研究） 

② 平成 30 年度第 2 回地震火山地域防災センター運営委員会（H31.2.4）（資料２７） 

③ 平成 30 年度第 2 回動物実験委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.2.12～19）（資料２８） 

 

 



  
 

 

④ 平成 30 年度第 7 回病原体等安全管理委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.2.26～3.5）（資料２９） 

 

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、山﨑、渡邊、甲斐、岩井、橋本、

越塩、西、宮本、本間、佐野、中原、籾井、鈴木、森 

 

［欠席評議員］ ２名 

（学部長等）三角、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、冨安環境保全施設長（議題４、報

告事項１０のみ） 

 

 

 冒頭、平成 31 年 2 月 21 日開催の第 209 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．理事の選任について（資料１）（資料席上配付） 

  学長から、現理事の任期が、平成 31 年 3 月 31 日までとなっていることから、次期理事について国 

立大学法人鹿児島大学組織規則第 9 条第 1 項に基づき、教育研究評議会から意見を聴取する旨説明が 

あった後、佐野評議員（次期学長）から、次期理事の選任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 31 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旨説明があった後、佐野評議員（次期学長）から、次期学外有識者について資 

料に基づき説明があり、特段の意見は無かった。 

 

議題３．「ヒトレトロウィルス学共同研究センター」関係規則の制定について（資料３） 

学長から、「ヒトレトロウィルス学共同研究センター」関係規則の制定について諮られ、髙松理事 

から、平成31年2月21日開催の第209回教育研究評議会において設置が承認された本学難治ウイルス病 

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・統合により設置する「ヒトレトロウイ 

ルス学共同研究センター」の関係規則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４．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４） 

学長から、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、平成31 

年2月21日開催の第209回教育研究評議会での意見を踏まえ、「等」を削除するなど一部修正した旨資 

料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 



  
 

 

議題５．農林水産学研究科の設置等に伴う鹿児島大学副学部長等に関する規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鹿児島大学副学部長等に関する規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、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、環境安全セ 

ンターの設置等に伴い鹿児島大学副学部長等に関する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．医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の 

一部改正等について（資料６） 

学長から、医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する 

規則の一部改正等について諮られ、島理事から、特定機能病院におけるガバナンス体制の強化及び高

度な医療安全管理体制の確立等を目的とした医療法の改正に対応し、鹿児島大学病院長の選考方法等

に関する規定を整備するため、鹿児島大学学部長等の任命等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７．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一部改正について 

（資料７） 

   学長から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一部改正につ 

いて諮られ、島理事から、病院臨床技術部（リハビリテーション部）の勤務開始時間の見直し及び労 

働基準法第３９条の改正に伴い、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規 

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８．平成 31 年度年度計画について（資料８） 

 学長から、平成31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31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９．理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について（資料９） 

  学長から、理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について諮られ、平井理事から、理 

学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の2020（新元号2）年度改組の概要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、審議の結果、了承された。 

 

議題１０．国大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則の制定について（資料１０） 

学長から、国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則の制定について諮られ、平井理事から、 

本学における有料広告掲載の取扱いに関する規定を整備し、広告収入による管理及び制作に掛かる経 

費等の軽減を図るため、「国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則」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１１．国立大学法人鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する 

規則の制定について（資料１１） 

学長から、国立大学法人鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関

する規則の制定について諮られ、清原理事から、平成 29 年度から「地域人材育成プラットフォーム」 

を開設し、各学部が有する多彩な専門性を活かして地域人材を育成しているが、全学の取組として学 

則上に規定がなかったため、全学横断的プログラムを開設することについて学則に規定するとともに 

 



  
 

 

同プログラムの実施方法等を定めた鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する規則を制定する

旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題１２．鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について（資料１２） 

学長から、鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について諮られ、

清原理事から、鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムの改革に伴い、鹿児島大学大学院全学横

断的教育プログラム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１３．鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について（資料１３） 

学長から、鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について諮られ、清原理事から、アカデ 

ミー長を副学長から選出できるようにするため、鹿児島大学稲盛アカデミー組織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１４．2020 年度時間割編成の基本方針(案)について（資料１４） 

学長から、2020年度時間割編成の基本方針(案)について諮られ、清原理事から、平成30年7月12日 

開催の第202回教育研究評議会において「平成31年度時間割編成の基本方針」の一部修正並びに平成

31年度の実施を見送ることが決定されたことを受け、改めて学部等の意見を取り入れた「2020年度時

間割編成の基本方針（案）」をとりまとめた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） 

   佐野評議員（次期学長）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） 

   佐野評議員（次期学長）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．総合教育機構の「働き方モデル」の基本方針について（資料１７） 

   清原理事から、総合教育機構の「働き方モデル」の基本方針について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．平成 30 年度鹿児島大学ベストティーチャー賞の選考結果について（資料１８） 

 清原理事から、平成 30 年度鹿児島大学ベストティーチャー賞の選考結果について資料に基づき説 

明があった。 

 

報告事項５．鹿児島県内離島地域の高等学校と鹿児島大学とのテレビ会議システムを利用した出前授業 

等の実施について（資料１９） 

  清原理事から、鹿児島県内離島地域の高等学校と鹿児島大学とのテレビ会議システムを利用した出 

前授業等の実施については、教務委員会において検討を進め、平成 31 年度は大島高校と試行的に実 

施し、平成 32 年度から順次他校へ拡大する予定である旨資料に基づき説明があった。 

 

報告事項６．平成 31 年度鹿児島大学一般入試(前期日程)実施状況について（資料２０） 

 清原理事から、平成 31 年度鹿児島大学一般入試（前期日程）の志願者・受験者・合格者・追加合 

格者・入学辞退者・入学者数について資料に基づき説明があった。 

 

 

報告事項７．平成 31 年度鹿児島大学一般入試(前期日程)生物における出題ミスについて（資料２１） 

 清原理事から、平成 31 年度鹿児島大学一般入試（前期日程）生物における出題ミスについて資料 



  
 

に基づき説明があった。 

 

報告事項８．「科学研究費助成事業－科研費－への応募資格について」の一部改正について（資料２２） 

髙松理事から、本学においても学長としての職務に影響を与えない範囲で学長による科研費研究の 

実施を可能とするために「科学研究費助成事業－科研費－への応募資格について」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９．平成 31 年度科研費への申請状況について（資料２３） 

 髙松理事から、平成 31 年度科研費へ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１０．実験排水の水質管理について（資料２４）（資料席上配付：回収） 

 髙松理事から、実験排水の水質管理状況について資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．2020 年度施設整備費概算要求事業(案)について（資料２５） 

宮田理事から、キャンパス計画室会議及び施設マネジメント委員会において学部等からの要求を評 

価し、2020年度施設整備費概算要求事業(案)を作成した旨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④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 30 年度第 9 回教務委員会（H31.2.27）（資料２６） 

（研究） 

② 平成 30 年度第 2 回地震火山地域防災センター運営委員会（H31.2.4）（資料２７） 

③ 平成 30 年度第 2 回動物実験委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.2.12～19）（資料２８） 

④ 平成 30 年度第 7 回病原体等安全管理委員会（ﾒｰﾙ会議:H31.2.26～3.5）（資料２９） 

 

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役員、評議員及び 3 月末で定年退職と

なる事務局等の部課長等から挨拶があった。 

 

   次回の教育研究評議会（定例）は、平成 31 年 4 月 18 日（木）13 時 30 分からとなった。 


