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三者連絡会主催 2016年琉球大学 学長選考 候補者公聴会 

 
 

 日時：2016年 11月24日（木） 
 時間：17:00-19:00（大学側の意向調査管理委員会主催の所信公開（15:30-17:00）終了後） 
 場所：大学会館3階 特別会議室 
 参加：琉球大学学内構成員 
 主催：三者連絡会（琉大労組・琉病労・教授職員会） 
 司会：長谷川 裕（教授職員会・副会長） 
 タイムスケジュール： 
    17時 00 分  開 会  
    主催者あいさつ 
              琉球大学教授職員会・会長 島袋 純 
               趣旨説明ならびに進行方法についての確認（司会より） 

   候補者紹介（司会より） 
    17時 10分  議論スタート 
    19時 00分  閉 会 
 

 
【議論の進め方】 

 
1. まず、候補者より、公開質問状への回答についてご説明ください。 

・お 1人あたり15分以内で。 
・時間が限られていますので、すべての質問項目に言及なさる必要はなく、特に強調なさりたい項目に絞

って言及いただくことでもかまいません。 
2. 次に、公開質問状への回答を承けて三者連絡会のほうからいくつか質問をさせていただきます。 

・まず、お二人への共通質問をいくつか。回答は、お1人あたりまとめて5分程度でお願いします。 
・次に、お二人それぞれへの個別質問をいくつか。回答は、やはりお1人あたり5分程度で。 

3. 最後に、フロアより、受付時に配布した質問票を用いて共通質問、個別質問を出していただき、司会のほう

で整理した上でそれらを紹介し、お二人に答えていただきます。 
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学長選考候補者への公開質問状と回答 
 
 公開質問状作成：三者連絡会 
 質問状送付：2016年11月17日 
 候補者による回答：2016年11月23日 
 本資料の公開：2016年11月24日 

 

 以下、公開質問状の項目ごとに、回答を頂いた順に、山崎秀雄候補、大城肇候補〔以下、それぞれ山崎候補、

大城候補と略記〕からの回答をそのまま掲載します。 
 

【大学運営の理念について】 

（1）学長になった際に、琉球大学をどのような大学にしていきたいか、その全体的なビジョンと、その中でと

りわけ重点をおきたいと考えている事項について、簡潔にお示し下さい。 

 山崎候補回答：現在の我々が置かれている国内状況は、18 世紀の琉球王国の課題と重なる部分が多いように

思います。琉球五偉人の一人である蔡温（さいおん）は、学術と政治決断をもって改革を行い、その後の琉

球王国繁栄の礎を築いた人物です。今も助け合いのキャッチフレーズとなっている「ユイマール」は、蔡温

が農民同士の協力を促すために組織化した「ユヒ組（ユヒマワル）」が語源だと言われています。この時代

の琉球王国は、大琉球と呼ばれており、ペリー艦隊の記録にもGreat Lew Chew と記されています。人工

知能が全人類の知能を越える時、即ち、技術的特異点（シンギュラリティ） 後の世界を見据えた琉球大学

の将来ビジョンとして、「大琉球大学構想Great University of the Ryukyus Plan (GURP)」の具現化を進め

ます（所信書より抜粋）。 

 大城候補回答：ダイバーシティを推進し、「いきいきと個が輝く大学」を構成員と共に創っていきます。その

ため、地域貢献型大学という本学のミッションを踏まえ、全体的なビジョンとして「琉大共創プラン」を提

示し、ガバナンス体制の確立、職場環境の改善、学内外エネルギーの結集によって大学の活性化を図ってい

きます。同プランの中で７つの主要施策を明示していますが、経営基盤を大学活動の中心に据え、確かなコ

スト意識と戦略的な資源配分により、大学改革を推進するための経営基盤を強化することに重点を置いて取

り組みます。 
 
【大学運営の進め方について】 

（2）私たちは、大学運営は、上意下達的なものであってはならず、大学構成員が十分な論議を尽くし合意を形

成しながらなされる民主的な運営であることが望ましいと考えます。この点についての候補者自身のお考え

はどのようなものか、またそうした大学運営の民主性という観点に照らして、琉球大学の運営の現状をどの

ように把握されているかをお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：全く同感です。 
   大学を含めたアカデミアにおいては、外部権力に影響されない「独立性」や「中立性」が真理の探究のた

めには非常に重要です。この原則が守られなかった時、大学の英知が一部の利益共同体に悪用された過去の

歴史があります。そのため、日本国憲法第23条でも、「学問の自由は、これを保証する」と成文化されてい

ます。しかし、琉球大学に限らず、現在の国立大学は、外部圧力による囲い込み運動的な施策によって大学

運営の方向性が決まってしまう状況になっているように感じます。原因の分析には様々な観点がありますが、

膨らむ一方の国家財政赤字が全ての根幹だと思います。そのため、産業界や経済界の意向を反映した施策に

傾倒していると感じています。経産界からの要請を具体化するために、「反対勢力」と考えられていた教授

会の権限を無力化し、逆に、学長の権限を強化して、統一的な施策実行が可能となる「国立大学法人フラン

チャイズ・システム」に改変しているように思えます。新しい英知は、そのような統制下では生まれて来な

いのは歴史を見れば明らかです。また、そのような環境下では、見かけの成果主義、結果主義が横行するた

め、研究不正や倫理違反が増えてきます。個人的には、この方向性は非常に危ういものだと感じています。 
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   上意下達（じょういかたつ）的なシステムの怖さは、構成員が命令を待つだけの駒となってしまい、自分

で考えることをしなくなることです。このような例は、軍事政権国家官僚制度やワンマン経営会社に見られ

ます。このシステムでは、下位者は上位者の機嫌取りばかりが増えてきます。また、次世代のリーダーは全

く育ちませんので、一代限りの組織であることが多いように思います。何よりも、環境が激変した時に、（一

様な人材しかいませんから）組織が全滅してしまう脆弱性がつきまといます。 
   総合大学では、学問の自由に加えて、考え方の多様性を認める「寛容性」も必要です。多様な意見を集約

して、民主的に集団を導くには、高い知性と理解力、寛容性、決断力、統率力等の様々な能力が必要となり

ます。言うのは簡単ですが、なかなか実行は難しいことです。リーダーは明確な理想像を持って、絶えず自

己研鑽によって自己改善しなければならないと自戒しています。 

 大城候補回答：大学運営の進め方について異存はありません。法人化後、大学は自主性と自立性をもって運営

を行う法人組織であり、文科省の方針や指示を機械的に上意下達するやり方は取りません。また、学内の運

営の基本は、民主的な運営であり、大学全体はもとより、学部・研究科、学科・専攻の運営に至るまで、独

断的・独善的に上意下達するような運営をすることがあってはなりません。これまでの私の運営方針は、最

終の意思決定までに多段階のプロセスを経ることとしていますので、反対の意見にも耳を傾け、原案を修正

することも度々行ってきました。大学の教職員の中には多様な意見があることは承知しており、可能な限り

意見を吸い上げることに努めています。なお、反対の意見がある場合は、上位規程等との整合性を取る必要

が多くありますので、その枠内で改善案を示してもらいたいと希望します。 
 
（3）学長のリーダーシップをどのように発揮されていくおつもりか、お考えをお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：最近、他大学で耳にする話から想像しますと、リーダーシップを、単に身勝手な独断で物事を

進めてしまうことだと考えておられる学長が多いように思います。本来、リーダー（指導者）とは、最初か

ら特別な権力（裁量権）を与えられているものではなく、構成員によって集団の統率を委託された代表者で

あるべきだと思います。リーダーは、人間に限らず、群れをつくる社会性動物にも見られます。サル社会で

は通称「ボスザル」と呼ばれます。動物のリーダーは、群れを守ることに全能力を費やします。また、群れ

の構成員も、自分と子孫を守るためにリーダーの指示に従います。リーダーシップの根源は、後天的な要素

よりも動物的本能から来るというのが私の見解です。安定環境下では、知性が統率に有効ですが、非常時で

は野性や本能が役に立ちます。知性が勝ちすぎると、情報やデータの不足、セオリー不在の状態下では、何

時までも結論が得られず、決断には至りません。また、知性的な戦略立案は、数学的な確立を重視しますの

で、前例のない事案や、確立の低い事案に挑戦できなくなってしまいます。非常時の「決断力」は、動物的

な本能あるいは野性的な「感」によるところが大きいと思います。決断の正しさは、事前に分かるものでは

なく、後になって振り返って評価されるものです。ですから、リーダーの決断に従う「信託」が、構成員か

ら得られていることが重要となります。知性と野性、愛と勇気、大胆で緻密、厳格で寛容などの相反要素を

駆使して、私流のリーダーシップを発揮したいと考えています。 
   組織運営を、「舵取り」と例えられるように、学長は、船「琉球大学丸」の艦長だと思っています。今の

状況は、レーダー故障、天候不良の状態で、流氷海域を航行している船と似ています。船員1万人の命運が、

艦長の判断にかかってきます。私の描くリーダーシップのイメージは、名艦長の統率力と決断力を理想とし

ています。2014 年の韓国で転覆事故をおこしたセウォル号の船長のようには決してなりたくありません。

今、「琉球大学丸」と「日本丸」、「地球号」が、タイタニック号のように流氷衝突方向に進んでいることが

大変気になります。 

 大城候補回答：私の考えるリーダーシップとは、明確なビジョンのもと、無私の精神でその実現へ向けた道筋

を示し、先頭に立って実行することです。 
   法令遵守のもと、これまでこのような考えでものごとを進めてきましたし、これからもそのように行動し

ていきます。無私の精神というのは、自己犠牲を厭わないということであり、自分を勘定に入れない客観性

です。 
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（4）琉球大学における学長や理事のリコール制度は、実質的に機能しうるものとなっているかなど、その現状

についてどのようにお考えでしょうか。 

 山崎候補回答：学長の解任は学長選考会議によって行われ、「琉球大学学長の選考等に関する規則」第21条か

ら24条に定められています。解任の事由は以下のものです。 
第21条 選考会議は，学長が次の各号のいずれかに該当するとき，その他学長たるに適しないと認め

るときは，学長の解任を審議することができる。 
  (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 
  (2) 職務上の義務違反があるとき。 
２ 前項に規定するもののほか，選考会議は，学長の職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が

悪化した場合であって，引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは，学長の解任を審議

することができる。 
   解任の請求は、職員の 1/3 以上の署名によってと定められています。これ自体、実行が難しい相当な数で

す。また、現行制度では、解任に該当する事由が曖昧なため、実質的には非違行為等の犯罪行為を犯した場

合以外の解任事由適用は困難だと思います。 
   学長の解任を審議する学長選考会議のメンバーは、経営協議会8名と教育研究評議会8名で構成されてい

ます。経営協議会メンバーは、学長指名ですし、評議会選出の学部長も学長指名となりましたので、自分の

選出したメンバーから解任される状況はゼロに等しいと思います。これは、システム上の最大の欠陥だと感

じています。理事の任命に関しては、学長の専決事項だと認識しています。法人化後は、学長が CEO（理

事長、社長）、理事は役員（取締役）となり、雇用者（経営者）です。我々被雇用者（教職員）は、役員に

対して意見を言うことはできますが、リコール等は現行のシステムでは、手続き上不可能だと思います。以

前、学長補佐時代に、理事の解任システムを提案しましたが、却下されました。 

 大城候補回答：「国立大学法人法」（第 17 条）、「琉球大学長の選考等に関する規則」（第 22 条）及び「琉球大

学の理事に関する規程」（第 6 条）の規定により、学長や理事の解任について定められていますので、実質

的に機能するはずです。 
 
（5）役員会、経営協議会、教育研究評議会の民主的な運営について、その現状をどう把握されていますか。詳

細な議事録の作成と開示、運営費の配分と使途に関する情報公開についての見解も含めて、お答え下さい。 

 山崎候補回答：印象の問題ですが、全般的に民主的な運営にはなっていないように感じています。会議の回数

と時間ばかり費やして、無駄な体力消費だけをしているようにしか思えません。特に、運営費の配分と使途

については、疑心暗鬼の念を払拭できません。現学長から、学部間の調整を行っていた部局長等懇談会が開

催されなくなり（実質的な廃止）と、経営協議会への部局長の陪席が行われなくなりました。現学長は、部

局長陪席の廃止の理由を経営協議会委員の要請によるものであるとご説明されていました。これは、はなは

だ行き過ぎた発言だと感じました。経営協議会と教育研究評議会は、国立大学法人法と学校教育法に定めら

れた「学長の諮問機関」であり、両者は大学運営の車の両輪です。その、片方の車輪からの要請で運転者が

ハンドルを切ること自体、意思決定・指揮命令系統からすると極めて不健全です。 
   現在、ほとんどの学部で改組計画が進行しています。定員管理、授業の分担、共通教育、講義室の問題等、

学部を越えて調整が必要な事案が多々あります。この機能を担ってきた部局長等懇談会を実質閉鎖したこと

で、学長の意思を統一的に理解する場がなくなり、学部間の連携が断たれています。学長には、再三再四お

願いをしておりますが、任期中に開催されていません。私が学部長に就任してからは、せめて、個人的なつ

ながりで部局間調整が行えないかと、私的な「7学部長懇談会」を開催してきました。現在の密室的な学部

個別交渉の手法は改めるべきだと考えています。 
   最近の本部主催会議に参加していると、地方自治体の会議運営法を模倣している印象を持ちます。知的な

集団からなる大学の会議には見えません。行政主催の会議、法人会議等に出席させて頂いた経験からすると、

多くの会議には「承認してもらいたい結論」があって、会議は、「様々な意見があった」とガス抜きをする
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ことはしても、原則的に予定の着地点が変更されることは滅多にないように思います。そのため、会議進行

表やシナリオが予め用意されており、議長は穏やかに役をこなすのがミッションとなります。議事について

勉強していない行政トップの方は、質問されても意味も分かりませんから、事務方に答弁させます。そのこ

とで、当事者意識は薄まり、責任の所在が曖昧になってくる傾向があります。 
   一方、知的集団の会議では、様々な意見や知恵を出し合って、議長が合意形成にもっていく事を理想とし

ます。今のスタイルの本部会議を続けていると、構成員は考えることも、発言することもせず、ただ長い会

議が終わるのをひたすら待つだけになります。本年度の会議で発言するのは、いつも私と他一名程度です。

私は、この雰囲気と会議運営法は180度変えたいと思っています。 
   詳細な議事録作成には、趣旨には賛成ですが、言い回しの修正や、校閲・校正の労力を考えるとあまり生

産的ではないように思います。むしろ、国会中継のように会議風景を画像と音声で記録しておく方が、現実

的のように思います。実際の雰囲気も見えますし、座っているだけ、寝ているだけの構成員も明確に分かり

ます。運営費の歳入・歳出に関する情報提供は、教育研究評議会や企画経営戦略会議で再三要求しています

が、担当者さえも把握していない事が多々あり大変に不安を覚えています。今回の実質的な人権費削減計画

も背景となる運営費の現況提示が第一と思われますが、未だ全体像は良くわかりません。もしかしたら、意

図があって開示しないのではなく、全体を把握しておられる方が一人もいないのではないかとまで想像して

しまいます。 

 大城候補回答：標記の会議体の運営は民主的に行われており、会報により議事内容を公開しています。運営費

についても、企画経営戦略会議で審議し、その資料を公開しています。 
 
（6）私たちは、大学自治の維持・発展のためには、学部の自治が尊重される必要があり、したがって学部教授

会の権限が維持される必要があると考えます。この点についての候補者のお考えと方針をお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：現在の教授会の権限（審議すべき事項）は、学校教育法で規定されていますので、その観点か

らすると、「権限」は皆無です。私は、学部自治意識の維持と醸成のために、なんとか運用で対応できない

かと考えています。権限と義務をセットにして学部自治意識の育成と実質的な裁量権（権限）を委託する仕

組みができれば良いと考えています。大学の自立的発展のためには、現場である学部の、自己管理、自治意

識、自己研鑽が大変重要になってきます。学部教授会へ実質的な裁量権を付与させるためには、現行法令・

規則の調査研究と学部要望聞き取り等の準備が必要です。是非とも実行したい案件の一つです。 

 大城候補回答：普遍の真理を探求する学問の府として大学の自治は尊重されるべきあり、その理念に沿って各

学部は主体的に行動してほしいと考えます。2014 年の学校教育法の改正で教授会の役割が明確化されたの

を受けて、学内の教授会等通則を改定しました。実際の運用上は、学生の入学・卒業・課程修了等の判定、

教員の教育研究業績等の審査や学部長の選出等において、学部等教授会の審議結果を最大限尊重することに

しています。 
 
【大学財政について】 

（7）「総合的教員ポスト運用戦略」について、その遂行が教育研究環境及び労働条件に望ましくない影響を与え

ることが懸念されています。そうした懸念に関して、候補者自身のお考えをお聞かせ下さい。また、今後そ

の懸念が現実化していった場合、どのような対応をとられるおつもりか、お聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：私と現学長との明確な違いはこの点です。 
   以下の理由で、「総合的教員ポスト運用戦略」の平成29年 4月1日実施は断固反対です。 

   １．【人事凍結は人員削減と同義】平成28年 9月 21日付の学長裁定による学部基礎定員数の通知（総合的教

職員ポスト運用戦略における各部局等の教員調整基礎数について）は、一方的な人員（教員定員数）削減で

す。学部で 1割の定員削減となる重要な案件ながら、教育研究業議会の議題にも上らず、下部組織の全学人

事委員会で報告があっただけです。学長から部局教員への説明も全くありません。総合的教員戦略ポスト運
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用戦略が実施される前の今の状況でも、この一方的な削減によって後任補充人事が凍結され、既に来年度の

教員の負担増加が決定しています。また、非常勤講師の削減についても実情把握もなく、数字だけ一方的に

通知されてくる状態です。 
   ２．【定員削減かリストラ目的か】学長および理事は、今回の対応は人員削減ではなく、一時的な凍結であり、

状況が好転したときに復活すると言われています。上記の学部基礎定員数値の通知で既に人員（定員）を削

減しているのは事実ですので、次世代に対しての無責任発言に聞こえます。更に、人件費不足が実施の理由

であれば、歳入を増やすか、歳出を減らせば、直ぐに実行する必要がなくなるはずです。しかしながら、大

学執行部は、財務試算さえもできていないように思います。歳入では、授業料・入学金が主な収入源です。

最近、休学や退学が目につきますが、その休学者・退学者の増加は歳入減となります。しかし、本部の財務

部、総務部、学生部とで財務施策的には連携がとれていないため、休学者・退学者減少対策が財務的な観点

では検討されていなかったように思います。さらに、また、一年間で不足の人件費は、未だ節約や改善で補

える額ですので、今すぐに来年4月1日から実施する理由が全く同意できません。 
     東京オリンピックが開催される2020年前後で、国内の企業の大リストラが予定されており、「人事の2020

年問題」と呼ばれています。現在の状況は、経産界の苦境を反映した外部圧力が背景にあると感じています。

利益追求の株式会社とは異なり、教育には安定と継続が不可欠です。また、松下幸之助の経営法を出すまで

もなく、人を切る企業は結局のところ永続的な発展はしていません。効率化と省力化等の改善は絶対に必要

ですが、リストラありきの現姿勢は、私の選択肢にはありません。 
   ３．【ポイント制と定員管理の混在】今回の実質的なリストラは、定員をポイント換算して、その総ポイント

を毎年２％減にするものです。しかし、実際は、技術的な整備の遅れで、従来通りの「定員（ポスト）管理」

を行うことなり、階職（教授、准教授、講師、助教）別の定員（ポスト）拠出となります。ポイント制と定

員管理が混在しているため、双方のデメリットが残ってしまいます。システム整備が行われていない状態で、

来年 4月1日に実施することは無謀です。 
   ４．【未来の人事計画は無意味】工学部が来年4月から学部改組することが決定し、教育学部も教職大学院課

程の設置、生涯学習過程の廃止、臨床心理学、栄養学関連教員の配置換え等の理由により、農学部、法文学

部、観光産業科学部ともに改組計画が進行中と耳にしております（前述の通り、公式な会議での説明は皆無）。

全学的な改組計画が進行している中で、今後 10 年間の削減計画策定に何の意味があるか皆目合点がいきま

せん。改組に伴って、大学設置審や教職課程認定で必要な教員数を満たせない場合、当然ながら大学で担保

することになります。その場合、戦略的配分といわれる今回の1％分を使わざるを得ないように感じていま

す。次世代に借金と争いの元を作る現行の「総合的教員ポスト運用戦略」には絶対に反対です。 
   5．【共通教育および教員養成課程問題】百歩譲って、財政健全化のために教員数削減をせざるを得ない状況

になっても、スリム化しても運用できる教育システムを構築することが必要です。共通教育や教員養成にか

かる教育体制を見直し、全学対応の準備することが肝要だと考えています。準備もなく、現状で教員数だけ

減らしてしまうと、来年4月から特定の教員、特定の学部学科の負担が極端に増えてしまうことは火を見る

よりも明らかです。教育体制整備を考慮しない状態での実施は断固反対です。 
   6．【過重労働問題】現在の琉球大学はブラック企業化しているように思います。今は、個人の良識と善意、

ボランティア精神、教師魂だけで組織が成り立っているように思えてなりません。しかし、個人で支えるに

も限界がありますので、無理な計画の実施によって個々人の加重負担状態が常態化すると、教職員の健康被

害やメンタルヘルス問題が今よりも深刻になってくるように思います。労使協定関連の整備もないままに、

過重労働環境に直結する「総合的教員ポスト運用戦略」の4月1日実施は延期して、労働環境の整備を優先

させるべきだと、公式会議でも再三再四お願いしてきましたが、全く考慮されませんでした。 
   7．【具体的対応】まずは、「総合的教員ポスト運用戦略」の 4月1日実施を凍結します。教員養成課程と共通

教育の全学体制の見直し、労働協定関連の正常化を最優先課題とします。併せて、歳入・歳出を徹底的に精

査し、慣行で行われてきた無駄を省きます。まずは、問題の根源を特定し、学長補佐会議にて対応策を検討

し、個別の課題解決の試行を行います。休学、退学者数の減少も歳入増加になりますので、教育改善効果も

期待できます。後は、政治・外交的手法ですので、具体的な対応策はここでは書けません。状況に応じて臨



 
7 

機応変に対応とだけ回答させて頂きます。 

 大城候補回答：上述のとおり、私は大学活動を推進する上で中心となるものを経営基盤と捉え、確かなコスト

意識と戦略的な資源配分により、大学の機能強化のための経営基盤を強化します。同規模大学と比べて相対

的に高い人件費比率を抑えながら、現職の皆さんの処遇を悪化させないために、総合的教職員ポスト運用戦

略を策定しました。それによる留保分によって総人件費の抑制を図ると同時に、改革に必要な戦略的ポスト

を配分して配分先部局等の機能強化を図ります。併せて、教育改革の観点から提供授業科目の精選も進めて

もらいたいです。実施に当たり教育研究等に大きな影響を与えないよう最大限努めますが、この戦略の実施

によって教育研究環境や労働条件に好ましくない影響を与えることがあれば、見直しを行います。 
 
（8）今後の学費の値上げについて、どのような考えをおもちか、お聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：文部科学省は、運営費交付金目減り分を学費の値上げによって対応するように指導しているよ

うです。このままの状況が続けば、各国立大学法人が自動的に授業料値上げに踏み切らざるを得ないことは

明らかです。現学長は、沖縄の平均所得水準が全国最下位であるため、授業料値上げは行わないと言われて

います。授業料を上げなかった事で、教員が減り、学生へのサービスが低下してしまえば、教育機関として

の本務は遂行できません。もし、仮に、授業料値上げの必要が出たら、低所得者向けの奨学金、授業料免除

の拡大、学部別の料金設定も必要になってくるかもしれません。一概に値上げと言っても、千円と 10 万円

とでは大きく印象が異なります。現状でも1万円授業料を上げれば教員削減を来年はしなくても良いという

可能性もあります。値上げの可否および値上げ幅も含めて、慎重な議論が必要だと感じています。 

 大城候補回答：本学が全国平均に比べ所得格差があり貧困度の高い沖縄県に立地する大学であることから、学

費値上げは慎重であるべきと考えています。逆に、寄付等を働きかけることによって新たに創設した「琉球

大学修学支援基金」を充実させ、学生に対する経済的支援を強化します。 
 
【教育研究環境について】 

（9）経済的困窮や障がい等、勉学を進める上で様々な困難を抱えている学生・院生に対する支援に関して、候

補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：経済的困窮は、休学の理由として増えています。また、発達障害等の理由での休学も増えてい

ます。学校として、経済的困窮や障がい等を持つ学生へ支援をしなければなりませんが、部局長レベルでは

打つ手がありません。それぞれのサポ―ターを学内外から見つけてきて、社会協働で次世代の育成にあたる

雰囲気を作らなければと考えています。直ぐにはできませんが、この社会問題を研究課題とする学問分野を

奨励し、解決策を学問的に見出せないかと考えています。単に予算獲得による対処療法ではなく、知的集団

として長期的な指針と解決策を大学から社会に発信できたらと考えています。 

 大城候補回答：「いきいきと個が輝く大学」を共創する方針を掲げていますので、上述の基金を充実させるこ

とや他の支援制度等を有効に活用することによって、経済的に困窮する学生に対する経済的支援を充実させ

るとともに、障がい学生支援室を中心に障がい学生に対する合理的配慮を行うなど、学生に対する修学支援

を行います。そのことによって、機会の平等を実現します。 
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（10）私たちは、不安と危険に脅えることのない教育研究環境実現のために、軍用機のキャンパス上空飛行禁止、

オスプレイ撤去、普天間基地閉鎖などが必要であると考えます。この点についての候補者ご自身の見解と取

り組みの方針についてお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：教育施設の安全確保および騒音被害等の対策の一環として、公式ルートを通じて上記の課題は

要請を行います。しかし、高度に政治的な内容ですので、ご質問の全ての項目にお応えするは難しいのです

が、不安のない平和な環境づくりに中長期的観点で望みたいと思います。 

 大城候補回答：毎年、本学単独で関係機関に対して入試実施時期の飛行禁止の要請を行っているほか、私が学

長就任後、県内大学・高専の学長・校長と連携して、軍用機の飛行禁止や事件・事故の防止等について日本

政府及び米国政府の関係部署に要請活動を行っています。 
 
（11）現学長は 2015 年 8 月 5 日に、「安全保障技術研究推進制度」について、研究成果の「軍事利用の蓋然性

が高い」として「当分の間、本制度による研究を本学において実施することは差し控えるべきである」との

見解を発表されています。私たちは、今後もこの見解に示される姿勢を維持しながら、大学としてのこの問

題への対処を進めていくべきであると考えます。この点について、候補者ご自身はどのようにお考えか、お

聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：運営費交付金が減少し、研究を行うためには外部資金の獲得が必須となってきました。ノーベ

ル医学生理学賞を受賞された大隅良典先生が警告されているように、外部資金研究経費申請には、将来的な

社会的インパクトやイノベーションの観点を明記することが必須になっており「役に立つ」ことが前提です。

このため、基礎的研究者が育たない環境になっていることが危惧されています。10月30日に全国理学部長

会議声明として社会に発信して訴えました。来年、防衛省の外部競争的資金予算が130億円に増額されると

伺いました。お金に困っている研究者を、製造業、軍事技術開発に誘導しているように見えます。核分裂研

究が核兵器開発につながったように、隠蔽生の高い軍事研究は、シビリアンコントロールが効かなくなりま

す。現在のテクノロージーは、間違うと人類滅亡の原因にもなりかねません。次の恐怖は、人工知能（AI）
とドローン（兵器用ロボット）です。第二次世界大戦で唯一の陸上戦があった沖縄ですから、明確に軍事利

用につながる研究および競争的資金の申請は認めないと宣言しても良いと考えています。 

 大城候補回答：この考えに変更はありません。学問の自由との兼ね合いを考慮しながら、今後丁寧に議論し学

内規程として明文化する必要があると考えています。 
 
【大学キャンパスにおけるハラスメントについて】 

（12）琉球大学における種々のハラスメントの現状をどのように把握されていますか。また、それに対する今後

の取り組みについて、お考えをお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：本学におけるハラスメント事案は、個人情報が含まれていますので、問題が表面化するまでは

部局長は知り得ません。感覚としては、ハラスメント事案は増えているように思われますが、関係者のご努

力のお陰で深刻なケースは聞こえてきません。関係者の方々の労力と時間を考えると、今後人員増強をしな

ければならなくなると感じています。組織としてのハラスメント対策も当然必要ですが、個々人の気づきや

助け合い、相談できる同僚がいれば、大事に至らないケースも多いかと思います。日頃の良い人間関係が保

てる職場を作りたいと思います。 
   ハラスメントに関する経験上の課題として、外国人対応があります。立場上、留学生や外国人研究者、博

士研究員からの相談を受けますが、全学的な対応は言語の問題もあり、事務的な対応が充分にはできていま

せん。グローバル化に対応したハラスメント対策は今後の大学の発展のためには必要だと思います。 

 大城候補回答：2013 年 4 月に学長に就任するに当たって、ハラスメントや研究不正のないキャンパスづくり

を明言し、ハラスメント相談支援センターの設置や関係規程の制定等を行い、ハラスメント防止体制を整備
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してきました。現在のところ、相談件数は増加傾向にありますが、これは体制が構築されたことによるもの

と思われ、適切かつ丁寧な対応に心がけているところです。引き続き、ハラスメント等への適切な対処を行

うとともに、各人が高い職業倫理や研究者倫理等を持ってもらうことを通して、働きやすい・学びやすい環

境の整備に努めていきます。 
 
【労使関係について】 

（13）現学長は、私たち三組合からの再三にわたる強い要請にもかかわらず、団体交渉の場に出席されませんで

した。私たちは今後の団体交渉に際しても、引き続き学長の出席を要請していきますが、候補者はこの要請

に対してどのように応じられるおつもりでしょうか。 

 山崎候補回答：労使交渉は、経営側と労働者側での団代交渉ですので、経営トップでもある学長が、交渉の場

にいないことは私には想像できません。立場の違いはありますが、腹割って、膝つき合わせて本音でお話し

するのが私のスタイルですので、団体交渉の場には出席致します。前述の会議の透明性の観点からすると、

団体交渉も密室交渉ではなく、公開の原則を導入できないかと考えています。そのことで、労使交渉にも透

明性が担保できるように思います。 

 大城候補回答：私が学長に就任して以降、組合との団体交渉には数度、出席しております。ただし、組合が求

めている団体交渉ルールに期限を設けないという点については、学長が交代した場合の新たな学長の考え・

意向のもとでのやり方があり、組合との団体交渉のやり方は次期学長がお決めになるという考えから、再三、

文書で回答してきたところです。また、36協定に係る具体的な交渉事項は担当理事に交渉権限を委任してい

ます。これまで私は組合との団体交渉について、真摯に対応してきたところですが、組合の皆さんに理解し

てもらえていないことを残念に思います。ちなみに、九州の他の国立大学でも団体交渉は基本的に学長の委

任を受けて担当理事が当たっているということです。 
 
（14）私たちは、平成 28年度労使協定をめぐる事務折衝・団体交渉を通じて確認されたものをはじめ、労使関

係に関わる解決すべき問題が少なからず存在していると考えています。候補者はその解決に向けてどのよう

な姿勢で取り組まれるお考えでしょうか。 

 山崎候補回答：残念ながら、お尋ねの労使協定を関わる解決すべき問題を熟知しておりませんので、具体的な

回答ができません。所信書にも記載しましたように、労働環境の正常化が最優先課題だと考えております。

法人化後からの問題である教員の裁量労働制導入や、労働契約（労働通知）の問題、36協定、超過勤務等の

私が認識しているだけでも違法と思われるものがあるように思います。まずは、どこが合意を妨げている問

題か、課題のあぶり出しを行った後、早期解決の道を探りたいと思います。 

 大城候補回答：その点に対しては、これまで同様に誠意をもって真摯に問題解決に向け対応していきます。 
 
（15）琉球大学の事務系非常勤職員は、正規職員同様の業務を遂行し大学に大きく貢献しています。そうした事

務系非常勤職員の処遇改善についてどのようなお考えをおもちですか。 

 山崎候補回答：全く同感です。 
   異動がない事務系非常勤職員の方が、数年で異動する正規職員よりも知識と経験をお持ちの場合も多く、

責任の所在を含めて組織としては大変に不健康な状態だと思います。現行システムでも、事務系非常勤を常

勤職員として採用する枠がありますので、全く正規職員になる道が閉ざされているわけでもないと思います。

常勤の責務、非常勤の責任の範囲、再雇用労働者の活用等、多様な働き方で協調的に皆さんが意欲をもって

働ける仕組みを見つけたいと思います。 

 大城候補回答：非常勤職員の皆さんの働きに対し、たいへん感謝しています。処遇改善については、休暇や人

事院勧告への対応など常勤職員と同様な取扱いを行っています。また、非常勤職員から常勤職員への登用の
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チャンスを設けており、これまで13名の職員を登用しています。 
 
（16）同じく非常勤教員も、教育の面で琉球大学に大きく貢献していますが、その処遇改善についてはどのよう

にお考えでしょうか。 

 山崎候補回答：非常勤教員の課題は、予算削減対応、沖縄の歴史的な背景、地理的に孤立している特殊性もあ

り、非常に難しい問題です。ご指摘は、講義をされている非常勤講師の想定かと思いますが、プロジェクト

や外部資金によって雇用されている研究員も非常勤職員です。事務系非常勤職員と考え方は同じですが、常

勤職員へのキャリアパスもあると理想的だと思います。 

 大城候補回答：非常勤教員についても、日頃の教育面での貢献に対してたいへん感謝しています。労働契約法

の改正に伴い、有期雇用契約から無期雇用契約への転換が可能となるよう規程等の整備を行いました。 
 
（17）男女共同参画について、琉大の現状をどのように評価され、今後どのような取り組みを進めるおつもりか、

お考えをお聞かせ下さい。 

 山崎候補回答：男女共同参画については、本学の「男女協働参画室」が「ジェンダー協働推進室」へと変わっ

たように、二者択一の男女差別問題ではなくなったと思います。男女共同参画の趣旨は、性差別による不平

等な扱いを是正する事だと思います。その後、性（ジェンダー）自体の定義が多様化し、マイノリティーを

差別しない考え方が一般的（国際的）になってきました。LGBT（レズ・ゲイ・バイセクシャル・トランス

ジェンダー）問題とも言われています。 
   男女共同参画推進事業の弊害の一つとして、女性教員の負担増があります。実質的な性別指定の役職が増

えており、会議には女性比率を重要視するものも多くあります。本学の女性教員は多くはありませんので、

現役の女性教員の負担は自動的に大きくなっています。このことは、改善しなければなりません。男女共同

参画の理念を発展させれば、性別だけではなく、出身、国籍、宗教、信条等の多様性を認め、差別を行わな

い大学運営が基本理念となります。差別や不平等がない公平・中立の姿勢を貫きたいと思います。 

 大城候補回答：男女共同参画については、外部資金の獲得により、女性研究者支援や女性限定公募など一定の

成果を出してきました。しかし、女性教員の採用割合や上位職への昇進等については、まだまだ努力すべき

であると考えています。今後は、ダイバーシティ推進本部のもとで、外部資金のさらなる獲得を進めながら、

実質的に男女共同参画を推進する施策の展開と併せて、意識の改革を行なっていく必要性を感じています。 
 
 


