
 
 

第２３７回 教育研究評議会（定例） 議事要旨 

 

日 時   令和３年９月１６日（木）１３：２６～１５：５４ 

場 所   Ｗｅｂ会議 

  

 

（前回議事要旨確認）  

第２３６回教育研究評議会（定例）（R3.7.15 開催） 

 

議題１．学生の懲戒について（資料１）（資料画面共有） 

議題２．国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則の制定について（資料２） 

議題３．令和２年度自己評価書（案）について（資料３） 

議題４．第４期中期計画における「その他の記載事項（９月 30 日提出期限分）」について（資料４） 

議題５．国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和３年度）について

（資料５） 

議題６．鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について（資料６） 

議題７．鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単

位認定規則の一部改正について（資料７） 

議題８．総合研究博物館運営委員会規則の一部改正について（資料８） 

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９） 

 

報告事項１．経営協議会学外委員による学内視察について（資料１０） 

報告事項２．令和３年度「コンプライアンスに関する研修」の実施について（資料１１） 

報告事項３．国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領の一部改正について（資料１２） 

報告事項４．地域の医師確保等の観点からの令和４年度医学部入学定員の増加について（資料１３） 

報告事項５．令和４年度国立大学の入学定員（予定）について（資料１４） 

報告事項６．「鹿児島大学附属図書館における臨時休館の取扱いに関する申合せ」の一部改正について

（資料１５） 

報告事項７．令和３年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの採択について（資料１６） 

報告事項８．「THE 世界大学ランキング 2022」結果について（資料１７） 

報告事項９．研究者情報管理システムへの研究業績登録状況について（令和３年６月 30 日現在） 

（資料１８） 

報告事項１０．鹿児島大学組織名及び職名に係る英語表記の新設・変更について（資料１９） 

報告事項１１．2021 年度不審メール対応訓練・他について（資料２０） 

報告事項１２．KNIT6 無線 LAN アクセスポイントの拡充について（資料２１） 

報告事項１３．令和４年度概算要求（対財務省）について（資料２２） 

報告事項１４．令和２事業年度財務諸表の承認について（資料２３） 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

（企画） 

①  令和３年度第２回企画・評価委員会（メール会議：R3.7.2～7.7）（資料２４） 

②  令和３年度第３回企画・評価委員会（メール会議：R3.8.30～9.3）（資料２５） 

（教育） 

③  令和３年度第４回教務委員会（R3.7.27）（資料２６） 

④  令和３年度第５回ファカルティ・ディベロップメント委員会（R3.7.29）（資料２７） 

⑤  令和３年度第３回共通教育委員会（R3.7.30）（資料２８） 

⑥  令和３年度第５回学生生活委員会（臨時）（メール会議：R3.7.16～7.19）（資料２９） 

⑦  令和３年度第６回学生生活委員会（R3.8.10）（資料３０） 



  
 

⑧  令和３年度第２回キャリア形成支援委員会（R3.7.26）（資料３１） 

（入試） 

⑨  令和３年度第５回入試委員会（R3.7.9）（資料３２） 

（国際） 

⑩  令和３年度第３回国際交流委員会（R3.7.28）（資料３３） 

 

その他 

１．新型コロナウイルスの現在の対応状況等について（資料３４） 

 

 

［出席委員］ ２４名 

 佐野学長 

（理事）馬場、越塩、岩井、武隈 

（副学長）渡邊 

（学部長等）松田、有倉、岡村、橋口（照）、西村、木下、橋本、佐久間、三角、坂本、山口（明）、井戸、 

中原、寺田、久保田、橋口（知）、森 

（事務局長）田頭 

 

［欠席評議員］ ０名 

（理事） 

（副学長） 

（学部長等） 

（事務局長） 

 

［オブザーバー］ 

 日高監事、石窪理事、萩元理事、前田学長補佐（議題１のみ） 

（副学部長等）藤内、山口（武）、小山、赤崎、田口、川畑、寺岡、上西、三好、二宮、田川 

 

 

 冒頭、令和３年７月 15 日開催の第 236 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）（資料画面共有） 

学長から、学生の懲戒について諮られ、武隈理事及び前田学長補佐から、学生の試験等不正行為（レ

ポートの盗用）に係る懲戒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、種々意見交換

が行われ、審議の結果、懲戒処分として「停学７日（停学の期間は修業年限に含める。）」とすること

が了承された。 

なお、渡邊副学長から、レポートの課題内容を検討するべきであること等発言があった。 

また、学長から告示文の記載内容について説明があった。 

最後に、本事案については守秘義務が課せられていることが確認された。 

 

議題２．国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則の制定について（資料２） 

学長から、国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則の制定について諮られ、越塩理事から、本学が

行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めた感謝状贈呈規則を制定すること、感謝状の贈呈は、本学

の役員及び職員以外の者で、各事項で多大な貢献があった個人又は団体に行うこと、施行日は役員会

承認日であること等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．令和２年度自己評価書（案）について（資料３） 

学長から、令和２年度自己評価書（案）について諮られ、岩井理事から、学校教育法第 109 条第１

項に基づき、当該大学の教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するこ

とが義務付けられており、本学も、本学における自己評価の実施要項に基づき、自己評価書（案）を

作成し、本学ホームページで公表する予定であること等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承

された。 

 

議題４．第４期中期計画における「その他の記載事項（９月 30 日提出期限分）」について（資料４） 

学長から、第４期中期計画における「その他の記載事項（９月 30 日提出期限分）」について諮られ、

岩井理事から、第４期中期目標及び中期計画（素案）は７月末に文部科学省へ提出したが、令和３年

７月２日付け事務連絡及び令和３年３月 19 日付け事務連絡で提出が求められている中期計画の「そ

の他の記載事項」のうち、９月末が提出期限となっている「人事に関する計画」、「コンプライアンス

に関する計画」、「安全管理に関する計画」及び「マイナンバーカードの普及促進に関する計画」の四

つの項目について、案を作成したこと等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題５．国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和３年度）について

（資料５） 

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和３年度）に

ついて諮られ、岩井理事から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等は、10 月末までに「国

立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和３年度)」を公表することが

求められているため、「令和３年度 鹿児島大学における国立大学法人ガバナンス・コード適合（実施）

状況等整理表」により全ての原則に係る適合（実施）状況を確認する必要があること、また、公表予

定の報告書（案）を作成したこと等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。また、公表

する際は、そのガバナンス体制の適切性を予め経営協議会及び監事に確認いただき、その意見への対

応状況を報告書に記載する必要があるため、９月 22 日開催予定の経営協議会で、経営協議会委員に

意見等をいただく予定であること等併せて説明があった。 

なお、日高監事から、本適合状況を常に検証するべきであること等発言があった。 

 

議題６．鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について（資料６） 

学長から、鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について諮られ、岩

井理事から、共同研究講座は、「組織」対「組織」による企業との協働の取り組みであり、大学（部

局）も適切な講座運営に努め、共同研究講座の設置期間を通じて研究活動の充実と発展に資する必要

があり、その研究活動の進捗状況を把握するため、本学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則

に研究実績報告に係る条項を新設すること、報告時期は、毎年度、最終年度及び期間変更（更新）時

に報告いただくこと等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題７．鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単

位認定規則の一部改正について（資料７） 

学長から、鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者

等の単位認定規則の一部改正について諮られ、武隈理事から、技能審査等に変更があった際、規則改

正が認定時期に間に合わず、学生に不利益が生じる恐れがあることから、認定基準に係る部分は別に

申合せとして共通教育センター運営委員会が定めること、また、本規定の趣旨がより明確になるよう

文言整理したこと等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 

議題８．総合研究博物館運営委員会規則の一部改正について（資料８） 

学長から、総合研究博物館運営委員会規則の一部改正について諮られ、馬場理事から、本学におけ

る内部質保証に関する規則及び関係委員会規則の一部改正並びに本学における内部質保証に関する



  
 

細則の制定等に伴い、「自己点検・評価の実施」及び「改善計画の作成及び実施」に関する条項を新

設すること等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９） 

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、馬場理事から、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、共同獣医学部長から申請があり、フランス獣医学

農学高等教育学校（ヴェットアグロ スープ）と大学間学術交流協定及び学生交流の覚書を締結する

こと等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。また、本学と海外大学間及び部局間の交

流協定の基準等は、「本学における国際学術交流協定の締結等に関する指針」で定められているが、

今後、国際交流委員会で具体的に検討していく予定であること等併せて説明があった。 

 

報告事項１．経営協議会学外委員による学内視察について（資料１０） 

越塩理事から、経営協議会学外委員による学内視察を、令和３年１１月９日（火）１３時３０分か

ら１６時まで、地域コトづくりセンター、産学・地域共創センター、機械工学科１号棟、海洋波動実

験棟・海洋土木工学科棟、工学部共通棟（又は化学生命工学科棟、電気電子工学科棟）及び附属中学

校等で行う予定であること等資料に基づき説明があった。 

 

報告事項２．令和３年度「コンプライアンスに関する研修」の実施について（資料１１） 

  越塩理事から、令和３年度「コンプライアンスに関する研修」の実施について、今年度も新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、全教職員対象として「倫理、ハラスメント及びソーシャルメディア

の適切な利用に関する講演」及び「情報セキュリティに関する講演」を、令和３年 10 月から 12 月ま

での間、動画配信すること、「法人文書管理」は e-ラーニングにより実施すること、また、今年度も

昨年度と同様に、全教職員の受講を義務付けること等資料に基づき説明があった。 

なお、学長から、コンプライアンス研修はガバナンス・コードでも重要項目のため、全教職員の受

講状況を確認すること等発言があった。 

 

報告事項３．国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領の一部改正について（資料１２） 

越塩理事から、国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領の一部改正について、日高監事から、

「内部統制委員会で決定した事項は、学長からではなく部局長による厳重注意においても、処分者に

関わらず昇給区分を下位の区分とすべきである」との要請があったため、昇給区分判定における就業

規則で定める厳重注意等は、処分者に関わらず、同等の昇給区分とすることが可能となるよう本学教

員の昇給実施要領に定めている厳重注意等の昇給区分について、処分者を明確にしたこと、また、組

織改編や職員給与規則等に基づいた文言の修正も行ったこと等資料に基づき説明があった。 

 

報告事項４．地域の医師確保等の観点からの令和４年度医学部入学定員の増加について（資料１３） 

  岩井理事から、令和３年８月 16 日付けで文部科学省高等教育局長から「地域の医師確保等の観点

からの令和４年度医学部入学定員の増加について」通知があり、令和３年度で終了する医学部医学科

の入学定員増の暫定措置について、地域の医師確保等のため、令和４年度の１年間、その増員分を上

限として再度の増員申請が可能となっていることから、医学部と鹿児島県との協議等も踏まえ、再申

請分 20 名（地域枠 18 名、歯学部枠２名）を増員すること、「令和４年度医学部入学定員増員計画」

を文部科学省へ提出したこと等資料に基づき説明があった。 

 

報告事項５．令和４年度国立大学の入学定員（予定）について（資料１４） 

  岩井理事から、文部科学省が令和４年度国立大学の入学定員（予定）に関する資料を公表しており、

この資料は各国立大学の改組等による学生数の増減を集計したものであり、国の改革の方向性や他大

学の学部・研究科の改革の動向等は、今後の本学の改革の参考にしたいこと等資料に基づき説明があ

った。また、本学関係では、「理工学研究科（博士前期課程）286 名→301 名（うち工学専攻 222 名→



  
 

237 名）」、「医歯学総合研究科（修士課程）10 名→15 名（医科学専攻）」が記載されていること、工学

部の第３年次編入学定員関係は、令和２年度の工学部改組の際の変更が、学年進行により今回記載さ

れていること等併せて説明があった。 

 

報告事項６．「鹿児島大学附属図書館における臨時休館の取扱いに関する申合せ」の一部改正について

（資料１５） 

  岩井理事から、「鹿児島大学附属図書館における臨時休館の取扱いに関する申合せ」の一部改正に

ついて、附属図書館では、「自然災害等非常時における授業・学期末試験等の取扱いに関する申合せ」

に定める休講等措置の決定基準を参考に臨時休館判断基準を定めており、令和３年６月８日、一部改

正された「授業・試験等の取扱いに関する申合せ」の規定に準じ、臨時休館の取扱いに関する申合せ

について、所要の改正及び文言等の整理を行ったこと等資料に基づき説明があった。 

なお、附属図書館長から、資料の修正について説明があった。 

 

報告事項７．令和３年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムの採択について（資料１６） 

  武隈理事から、令和３年度鹿児島大学進取の精神チャレンジプログラムを審査した結果、一般部門

及び地方創生活動部門を各２件採択したこと、成果発表会を令和４年２月下旬にオンラインで予定し

ていること等資料に基づき説明があった。 

 

報告事項８．「THE 世界大学ランキング 2022」結果について（資料１７） 

  馬場理事から、英国の高等教育専門誌「Times Higher Education」（THE）が、「THE 世界大学ランキ

ング 2022」を９月２日に発表したこと、本学の順位及び指標スコア等資料に基づき説明があった。 

 

報告事項９．研究者情報管理システムへの研究業績登録状況について（令和３年６月 30 日現在） 

（資料１８） 

  馬場理事から、令和３年６月30日現在の研究者情報管理システムへの研究業績登録状況について、

論文数、査読付き論文数、学術図書及び作品等の増減等資料に基づき説明があった。また、研究者情

報管理システムを更新し、外部データベースの自動取込が可能となり、登録が簡素化されたので、各

部局等で周知いただき、研究業績を登録いただきたい旨依頼があった。 

 

報告事項１０．鹿児島大学組織名及び職名に係る英語表記の新設・変更について（資料１９） 

馬場理事から、鹿児島大学組織名及び職名に係る英語表記の新設・変更について、本学における英

語表記の作成・使用に関する基本方針に基づき、保健学研究科及び理工学研究科の組織名並びに研究

教授及び研究准教授の称号に係る英語表記を新設及び変更したこと等資料に基づき説明があった。 

 

報告事項１１．2021 年度不審メール対応訓練・他について（資料２０） 

森副学長から、令和３年 10 月から令和４年２月までの間、10 月１日現在で本学に在籍する全ての

学部生、大学院生及び教職員を対象に不審メール対応訓練を実施すること等資料に基づき説明があっ

た。また、本報告事項説明前に、６月末から７月中旬までの間、全学ネットワークから外部への通信

の遮断が数回発生し、７月の部局長懇談会の Web 会議でも障害が発生したが、原因は DoS 攻撃であり

既に対応したこと、本障害は本学だけでなく全国規模で発生していたこと、また、現在作業中のネッ

トワーク更新作業時に障害が発生しており、今後の作業でも発生する可能性があること等説明があっ

た。 

 

報告事項１２．KNIT6 無線 LAN アクセスポイントの拡充について（資料２１） 

森副学長から、令和４年２月までに KNIT6 無線 LAN90 台のアクセスポイントを増設予定であること

等資料に基づき説明があった。また、今後、各部局等に設置場所の確認を行うこと等併せて説明があ

った。 



  
 

 

報告事項１３．令和４年度概算要求（対財務省）について（資料２２） 

事務局長から、令和４年度概算要求（対財務省）について、文部科学省から財務省に提出された内

容、本学の概算要求事項等について、資料に基づき説明があった。また、運営費交付金等の予算は、

例年 12 月末に文部科学省から示達されること等併せて説明があった。 

 

報告事項１４．令和２事業年度財務諸表の承認について（資料２３） 

事務局長から、令和２事業年度財務諸表が８月 31 日付けで文部科学大臣より承認され、本学ホー

ムページ上に掲載予定であること、また、財務諸表を解説した財務レポート「財務諸表の概説」、「セ

グメント情報の開示」及び「英訳概要」も併せて掲載予定であること等資料に基づき説明があった。 

  なお、日高監事から、他大学の情報も収集し、良い取組を本学で実施することも戦略であること等

発言があり、萩元理事からは、病院の財務諸表の分析等、本学と規模の近い大学との比較も含めて公

表方法を今後検討していきたいこと等発言があった。 

 

報告事項１５．委員会報告（開催済） 

 学長から、下記①から⑩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。 

（企画） 

①  令和３年度第２回企画・評価委員会（メール会議：R3.7.2～7.7）（資料２４） 

②  令和３年度第３回企画・評価委員会（メール会議：R3.8.30～9.3）（資料２５） 

（教育） 

③  令和３年度第４回教務委員会（R3.7.27）（資料２６） 

④  令和３年度第５回ファカルティ・ディベロップメント委員会（R3.7.29）（資料２７） 

⑤  令和３年度第３回共通教育委員会（R3.7.30）（資料２８） 

⑥  令和３年度第５回学生生活委員会（臨時）（メール会議：R3.7.16～7.19）（資料２９） 

⑦  令和３年度第６回学生生活委員会（R3.8.10）（資料３０） 

⑧  令和３年度第２回キャリア形成支援委員会（R3.7.26）（資料３１） 

（入試） 

⑨  令和３年度第５回入試委員会（R3.7.9）（資料３２） 

（国際） 

⑩  令和３年度第３回国際交流委員会（R3.7.28）（資料３３） 

 

その他  

１．新型コロナウイルスの現在の対応状況等について（資料３４） 

  越塩理事、武隈理事、馬場理事、坂本病院長及び事務局長から、各担当の新型コロナウイルスの現

在の対応状況等について、資料に基づき説明があった。 

 

   次回の教育研究評議会（定例）は、令和３年 10 月 21 日（木）13 時 30 分からとなった。 


