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三者連絡会(教授職員会、琉大労組、琉病労組) 

ニュース 号外「学長選考公聴会の記録」 
2016 年12 月5日       事務局・琉球大学教授職員会（内線 2023） 

E-mail kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp   http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/ 

琉大労組(内線 2024) 琉病労（内線 7-2099） 

 

「意向調査」投票は、１２月 8 日（木） 

午前８時から午後１時までです。 
 

 11 月 24 日（木）、三者連絡会主催による次期学長候補者（大城肇候補、山崎秀雄候補）の公聴会が開か

れました。以下は、公聴会での議論を文字に起こしたもの（各候補者による校閲済み）です。意向投票にあた

り、皆さまの参考としてお役立て下されば、さいわいです。 

なお、公聴会に先立ち両候補には公開質問状への回答をお願いし、その回答を掲載した資料を作成しそれに

基づいて公聴会での議論が行われました。同資料は教授職員会のウェブサイトにアップロードされていますの

で、あわせてご覧下さい。 

 候補者のお二方には、ご多忙中に、公開質問状への回答、公聴会への参加、公聴会記録の校閲など、多大な

ご協力を頂きました。記して感謝致します。ありがとうございました。 

三者連絡会 

 

三者連絡会主催 学長選考 候補者公聴会の記録 
2016 年 11 月 24 日（木） 大学会館 3 階 特別会議室 

 
【開会、主催者挨拶、進行の説明】 

司会（長谷川裕・琉球大学教授職員会副会長）：そうしましたら 5 時になりましたので、始めていきたいと

思います。この集まりは、学長選考の候補者の方のお考えを聞くという公聴会で、三者連絡会が主催で開く

ものです。私、三者の一団体であります教授職員会の副会長の長谷川です。司会をやらせていただきます。 
まず開催に先立ちまして、主催者の方から一言挨拶をさせていただきます。 

 
島袋純（琉球大学教授職員会会長）：琉大教授職員会会長の島袋純と申します。今日はよろしくお願いしま

す。 
今日は、三者連絡会、琉大労組、琉大病院労組、そして教授職員会の三者連絡会の主催、学内三労組の共

同主催ということになっています。このたびの学長選考にあたりまして、二人の候補者が立候補を表明され

ました。これからの我々の大学のリーダー、経営者であり、教育など様々な分野で大学の方針を打ち立てて

いく方を選ぶ、非常に重要な選考になると思います。しっかりと候補者の指針を伺い、我々の方からもいろ

んな質問を投げかけてそれに答えてもらうことによって、私たちの大学についてしっかりと考え、私たちの

一票を有効に使っていく、そういう機会になればと思います。 
では、今日は大城先生、山崎先生、よろしくお願いします。では皆さん、しっかりと聴きましょう。 
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司会：今日の集まりの趣旨説明は、今の主催者側挨拶の中にありましたので、次に候補者のお二人を、大学の

公示の文書に掲載の順番でご紹介させていただきます。 
一人目が大城肇先生です。現在学長をなさっていて、それ以前学長補佐、副学長、理事を歴任なさってい

ます。もうひと方は山崎秀雄先生で、現在は理学部長をなさっていまして、これまでは学長補佐、副学長、

理工学研究科長などをなさっております。 
今日はお忙しい中、しかもこの前には大学主催の所信公開の集まりがありそれに出ていらして、そのあと

すぐでお疲れのことと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
三者連絡会の公聴会は、この前の時間に行っていた大学主催の所信公開との違いというか特徴は、あらか

じめ公開質問状を候補者の方に送りまして、それに回答を寄せていただいて、基本的にそれに基づきながら、

意見をお聞きして、私たちも質問をさせていただくという、そういう進め方であるということであると思い

ます。お手元に A3 判の資料があるかと思いますけれども、そこにあらかじめ三者連絡会で作成しました質

問への回答が掲載されています。この資料は、資料 2 ページの上の方に書かれておりますように、回答を寄

せていただいた順に山崎候補、大城候補という順で、各質問に対する回答が示されているという構成になっ

ております。短い期間に回答を書いていただきまして、ありがとうございます。 
では、これに基づきながら議論を進めていきたいと思います。ちょっと 1ページに戻っていただきまして、

そこに議論の進め方が書いてあります。これは、あらかじめ候補者のお二人にも伝えてあるところです。ま

ずは、候補者のお二人それぞれから公開質問状への回答についてご説明をいただきたいと思います。お一人

あたり大体 15 分以内というくらいでお話いただけたらと思います。時間が限られていますので、全ての質

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いて構いません。次に公開質

問状への回答を受けて、三者連絡会の方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

をいくつかさせていただきます。回答はお一人あたりまとめて 5 分程度でお願い致します。次に、ちょっと

資料に書かれている進め方と違ってくるのですが、公開質問状の回答をずっと見ていっていただくとわかる

ように、やはりお二人の間でかなり主張の違いというものがあるかというふうに思います。そこで、決して

喧嘩をするとかそういうことではなく、違いをはっきり浮かび上がらせて、それで私たちに選択の機会を与

えていただくというのが望ましいかと思いますので、そういう主張の明確な違いを浮かび上がらせるという

目的で、もう一回共通質問をいくつかして、それぞれに対してお二人に回答してもらうというふうに進めた

いと思います。つまり共通の質問を 2 回に分けてお尋ねして回答していただくと、そういう進め方に変えさ

せていただきたいと思います。最後に、フロアから、質問票を配布いたしておりますのでそれを使って、お

二人への共通質問でも構いませんし、どちらかの候補者の方への個別の質問でも構いませんので、質問を出

していただいて、司会の方で整理をした上で紹介してお二人に答えていただきたいと思います。 
こうやって候補者がお二人立たれていますので、三者連絡会としては可能な限り公正公平な運営、中立的

な立場での進行を心がけていきたいと思います。また、両方の方の発言時間がなるべく均等になるようにあ

らかじめお願いしてあります。ただ、いずれかの候補への質問が集中するなどそういった場合には、発言時

間に多少の違いが出るということはあるかと思います。フロアからの質問については、先ほど言いましたよ

うに、とりあえずまずは質問票によりというやり方でさせてください。また、これはあえて言うようなこと

ではないかと思いますけれども、候補者に敬意を表して発言を妨げたりとかそういうことがないように進め

ていけたらというふうに思います。 
ちょっと前置きの時間が長くなりましたけれども、ここから候補者お二人それぞれに、公開質問状への回

答についてご説明をいただけたらと思います。この資料の順番通り、まずは山崎候補の方から大体 15 分く

らいでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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【公開質問状への回答の説明】 

山崎秀雄候補：はい。長谷川先生、ありがとうございます。先程大学主催の所信公開が終わりまして、重複す

るところもあるかと思いますけども、なるべく重複を避けてご説明させていただきたいと思います。 
まず最初に、一番目のビジョンについてです。この全体ビジョンというのは非常に重要でございまして、

特に多様な人がいる中で同じ方向性を持たせる場合には、誰でもがわかるような同じイメージを作ることが

大事だというふうに思ってます。学長の任期というのは最大で今は 6 年、短い場合は 2 年とか 3 年とか 4 年

とかございます。そこで学長が変わるたびにビジョンが変わってしまいますと、それは構成員にとって、特

に、これから 20 年・30 年と長くお仕事されていかれられる方にとってみれば、船の方向性が右に行ったり、

左に行ったり来たりしてしまうという、そういう懸念がございます。ですから、まず最初に申し上げたいの

は、ビジョンというのは、未来を継承していかれる方も同じイメージが持てるような内容であるべきだとい

うふうに私は考えました。そこで一番イメージしやすいのは、琉球王国の話でございます。資料の(1)のとこ

ろに書きました。 
皆さんご存知のとおり、琉球王朝というのは、海外貿易で非常に国際的に栄えた時期がございました。当

時、あまりにも海外貿易を頑張ってしまったために、森林伐採が非常に進んでしまいまして、深刻な環境・

エネルギーおよび食料問題をかかえていました。木を切って、薪を燃やして、それで森がなくなってしまっ

たんです。その結果、災害が増えて飢饉になり、国自体が危うい存在になった時代がございます。琉球王朝

の繁栄の基盤をつくったのは、蔡温という三司官の一人です。学術と政治的な判断で、今の沖縄まで続く様々

な改革を行っています。その 1 つが、農業の助けあいのグループを創ったことです。これはユイ組と呼ばれ

ていました。現在でも、助けあいのキャッチフレーズとしてユイマールという言葉が使われており、一般の

人にもわかる沖縄のイメージとして残っています。琉球王朝のスタイルを歴史に学びつつ、新しい 21 世紀

の琉球大学像を創り上げて発展させてはいかがでしょうかというのが、私の第一の提案でございます。 
私と大城先生との一番の違いは、先程の所信公開の方でも述べさせていただきましたが、大学財政につい

て、すなわち項目の(7)でございます。5 ページをお開きください。ここに立たせていただきました最大の理

由である総合的教員ポスト運用戦略、これが 4 月 1 日に実施予定でございますけども、これに対しては非常

に懸念を持っております。理由を今から申し上げます。ここに書いてある順番で申し上げます。まずは人事

凍結ということで、塩漬けといいますか、氷漬けにするということで、実際は減ってないという、まあ、そ

ういう公式のご回答であったわけですが、実質上はもう既に来年の授業等に障害が出ておりまして、この凍

結自体が実質的な人員削減であるというのが私の見解です。この人員削減を実施しますと、戦力ダウンにな

りますので、これは今実施すべきことではないというのが私の主張でございます。 
2 番目の主張は、この目的です。運営費交付金が削減されておりますので、当然ながら人件費を抑制する

という手法は、選択肢の一つです。私は、この人件費削減計画が琉球大学だけで行われていると最近まで思

っておりました。全国理学部長会議等で他大学の情報を収集しておりますと、昨年よりも今年、ご存知だと

思いますが、某旧帝大でも 6 年間で 14.4％の人件費凍結ということになりまして、地方大学だけではなく旧

帝大系までもが一斉に、今後 10 年以内に教員を削減する予定だということが見えてきました。この削減に

ついて、削減の目的が歳出削減のためなのか、それとも人を減らすこと自体が目的なのかという一番大事な

根幹が、まだ私には納得がいっておりません。もしお金のことでありましたら、何とか歳入を増やし歳出を

減らす事を最初にやるべきです。 
人を減らす理由というのは、膨らむ一方の日本の財務赤字を何とか減らすために、ポストあるいは人件費

が一番多い文部科学省の職員数を減らさないと、財務省としては納得できない。これが背景にあるのではな

いかと思っています。しかし、一応、国家公務員ではなくなり、独立した法人でございますので、社会ある

いは文科省に明確な説明ができれば、その辺はなんとか回避できるのではないかと、私は考えています。こ

こにも少し触れたことですが、歳入に関しては、本部の方でしか知り得ない情報もありますので、私は全く

無知でございます。どのくらい歳入と歳出のバランスが今保たれているのか、正確なところは分かりません。 
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最近、メンタルヘルスの問題で休学する学生さんが増えています。更に退学者も増えているように感じて

おります。これが、定員の一割程度にまで達しているという話もございますので、そこだけでもまずは歳入

減の状態です。これはお金の問題だけではありません。何故休学者が増えているかというのは、大学教育機

関としてはすぐにケアしなきゃいけない大問題だと思います。まずはそちらの土台のところから改善してい

くことで、歳入の点も若干改善出来るのではないかと思うんですけども、財務的な検討がされたというふう

には伺ってはおりません。 
続きまして、人事管理の点でも問題があります。法人化以降、琉球大学では、ソフトランディングという

手法を用いまして、曖昧に国家公務員から法人への移行が行われました。今の教員の管理はポスト管理すな

わち定員管理が基本でございます。しかし今回の人件費の戦略的な運用は、教員の階職に応じてポイントで

削減するものでございます。ですので、実施運用に関してポイント制と定員管理が混在しております。本部

での人事管理と部局での調整が非常に難しくややこしくなってます。ですから、まずこの制度自体を整備す

る必要があるというふうに考えました。 
4 番目は、琉球大学の改組状況です。来年の 4 月 1 日から工学部が 1 学科制に改組となります。ご存知の

とおり、教育学部の教職大学院も設置されましたので、それに伴いまして栄養あるいは臨床心理の異動・組

織替えがございます。教育学部、それから農学部、法文学部、観光産業科学部で現在改組が計画されている

というふうに伺っています。そうしますと、現状で今後 10 年間の計画を立てても、ほぼ来年度で全部ご破

産になるといいますか、責任の所在が非常に不明瞭になってしまうように思います。今までの経験からする

と、未来の人事計画というのは実質的な実効性がないというふうに思います。 
5 番目が、私が一番危惧していることでございます。このまま人件費削減で人員が削減されていきますと、

自動的に一人一人の教員の負担が増加するのは、火を見るより明らかでございます。その場合に問題になる

のが、教養部廃止に伴って各学部に配置された教員についてきた共通教育のノルマ制度です。現在でもその

当時の人数に応じて、該当学部は共通教育の義務を負っております。ところが人が減ってきますと、その負

担は急激に増えてきます。更に教員養成課程の問題もございます。今後、教育学部の教員数が減ってきた時

に、全学的に対処していただいてきた教職課程の負担が、教育学部では恐らく見れなくなります。ですから、

まずこの削減計画の実施以前に、全学的な共通教育の体制と教員養成課程の整備を行う必要がございます。

最低一年と書かせていただきましたのは、この部分を整理するために必要な最小限の時間です。先程も申し

上げた改組計画と絡んで、現在の計画が予定通り実施されますと、今後、各学部が無責任状態になるか、あ

るいは過重労働になって破綻してしまうのではないかと非常に懸念しております。 
6 番目は、過重労働の問題です。現状では教員も 9 時から 5 時までの事務職員と同じ勤務形態を取ってお

ります。が、しかし、実際は法令を遵守してないような状況が続いてるように思います。更に、個人の頑張

りでサービス残業に匹敵するような過重労働状態になっているように感じております。先生方っていうのは

最終的にはお金のためじゃなくて、生徒さんとか学生さんのために頑張っていただく方が多いと思いますの

で、これに歯止めが掛からない恐れがあるというのがもうひとつの懸念です。 
そこで具体的な対応は、先程の所信公開でも申し上げましたけども、まずは問題点を整理して、体力を減

らさないようにすること。実施のための事前環境整備が必須であるというふうに考えます。 
この問題は学費の値上げ問題とも連動しております。いま結論を出すべき問題ではないかと思いますが、

まず学費値上げはないというような前提で議論するのは、もしかしたら難しいかもしれません。例えば学費

の値上げも 1000 円上げるのと 10 万円上げるのとでは大きな違いがございます。国立大学時代でも毎年数千

円は上がっていたように記憶しておりますので、全くこのまま固定というのはないかもしれません。それか

ら困窮者に対しては当然手厚い支援が必要でございますが、払える方に関しては相応の負担をしていただく

可能性も検討していいのではないかと思います。例えば、それの例としては、医学部等があるかと思います。 
以上が私と大城先生の、恐らく一番違うところだと思いますので、ここを最初に説明させていただきまし

た。以上でございます。  
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司会：はい、どうもありがとうございました。そうしましたら次に大城候補、よろしくお願いいたします。 
 
大城肇候補：それでは、公開質問状に対する回答が 17 項目ございますので、全部は触れませんが、大学運営

の基本方針ということで、1 番目です。先程所信公開で申し上げましたことと同じことが書かれております

が、まず学生をはじめですね、教員、職員、全ての構成員一人ひとりが輝くような職場作りをしたいという

ことが、まずございます。そのために経営基盤を強化しいていくということを、大学運営の基本としては認

識しているところです。 
大学運営の進め方の話で、質問の 2 番目です。ここでは 2 つの文脈で書いておりますけども、1 つは文科

省の方針・指示を機械的に上意下達するやり方というのは取るべきではないと、私は個人的には思っており

ます。といいますのは、文科省の方針・指示そのものが不変なものであると思われなくて、これまでの経験

でも、担当幹部が変わるごとに少しずつ変わってニュアンスが変わってきますので、文科省の方針・指示は

そのまま受けてやってしまうということは、大変危険があると思っています。もちろんそれを受けて、じゃ

あその中でどういう工夫ができるのかということ、あるいは文科省の担当とも議論して知恵を引き出すとい

うこともしながらやっていかなくてはいけないと思っています。学内でも同じことが言えて、ご指摘の民主

的運営というのは、これはその通りでございますので、学内でも大学本部のものをそのまま学部・研究科あ

るいは学科・専攻の運営まで落としていくとか、あるいは学部の中でもさらにまた学科専攻に落としていく

ようなそういった独善的・独断的な上意下達というのは、これはあってはならないと思ってはおります。こ

れまでもできるだけ、様々な段階で反対の意見にも耳を傾けるということでやってきました。大学の教職員

の中では多様な意見があるというのは、これは認識し承知しておりますので、可能な限り意見を吸い上げて、

お互いがどこまで歩み寄れるのかと、そういうところをこれからもちろん継続していきたい。ただ、反対が

ある時に、できれば改善案を示していただければいいわけですが、代替案を示してもらうということにして

いただければと思っております。 
それからですね、3 番の方にいきましょうか。どのようなリーダーシップかということで、リーダーシッ

プ論、私はあんまりわからないんですけれど、よくトップダウンとかボトムアップとかありますが、これは

進め方の話だと思います。私は学長になるにあたって、リーダーシップとは何かということを自分なりに考

えて、実践してきました。そういうことで、明確なビジョンを持ってこれをみんなで共有していく、構成員

で共有していくこと。そして実現に向けた道筋を示していくということをやってきたつもりですが、その中

でやっぱり、自己犠牲を伴うことを厭わないという無私の精神がなければ務まらないものだと思っておりま

す。そういうことで、自分の都合でとか、自分がそう考えるからということで自分の考えをそのまま押し付

けていくようなリーダーシップというのは、トップダウンとしてするにしても非常にまずいことだろうと思

ってます。 
それからですね、6 番目についてちょっとお話ししてみたいと思います。大学の自治が尊重されるべきだ

という、これは憲法でも保障されていますが、学問の自由も保障されておりますので、それを保障するため

の大学自治っていうのは尊重されるべきで、その理念に沿って各学部というのは主体的に行動してもらうと

いうことになるかと思います。で、2014 年の法律改正、これは教授会が大学改革のブレーキになっている

という、特に経済界あたりからの意見で法律改正までされているんですが、大学の運営の仕方と企業運営と

は全く違うとは思ってはおりますが、学教法が改正されましたので、それに合わせて学内規程も変えざるを

えなかった。しかし運営上はこちらに書いてありますような教学分野について各教授会の審議結果というの

は最大限尊重することにして、大学全体の意思判断をやってるということを申し上げたいと思います。 
次、7 番目ですね。山崎先生からも、この点は非常に違うということでしたが、これは、第 3 期が終わる

33 年度までには金額では、今のマイナス 1.1%でいくと、6 年間で 4 億近く減らされますので、その分どこ

かで稼げばいいんじゃないかとか、あるいは借金してでもできるんじゃないかという話がありましたが、た
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だ後ろ向きと言いますか人件費削減だけじゃなくて、基盤強化のためにも使えるような工夫をしていこうと

いうことでやってきております。それによって先生方の負担が増えるということでしたけど、過剰負担にな

ってしまっては、これは何のための改革かということになりますので、そういうことがないように十分配慮

してですね、この事業を行っていきますし、悪影響が出るようであれば見直ししなければいけないと考えて

います。 
学費の値上げについては、慎重であるべきだと思っております。経済的支援をしなければならない学生が

結構おりますので、当分は値上げしないでいきたいと思っております。 
10 番については、本学独自で入試前というか、7 月頃には入試時期に飛行禁止をするようにというような

申し入れもしておりますが、他の県内の大学の学長達と一緒になってオスプレイの飛行禁止、あるいは事件

事故の再発防止、あるいはそれに対する抗議等を行ってきてます。 
11 番は、今後非常に問題になると思っていますが、防衛省が前面に出て研究という名の下で軍事利用の研

究をさせようというところがありますので、私の考えはここに書いてある通りでございまして、これは引き

続きそういうスタンスでいきたいと思いますし、学内でも議論して学内規定として明文化する必要があるか

なと思っています。 
ハラスメントについても書いてありますが、相談センターを作って、今のところ現状としては相談件数は

増えておりますが、むしろこれは相談できるセンターができたので増えているのかなと思っております。増

えるのは必ずしもいいことではありませんので、今後減らす努力をしなければと思っております。そのよう

な職場環境を作っていきたいと思います。 
それから労使関係について 13 番の質問ですが、ちょっとこの質問はそのまま読んだら、私がまったく交

渉に出ていないような印象を与えてしまいますね。そこに書いてありますように、就任した時からそうです

が、労働組合との信頼関係を作りたいということで、できる限り誠意を持って対処したいということで、数

回出席もしました。昨年からはちょっと団体交渉が滞っていたので出ておりませんが、今回も交渉権限は担

当理事に委任しておりますので、重要事項についてはもちろん出て対応したいと思っております。そういう

ことで、組合の皆さんのご理解をいただければと思っております。 
また今後さまざまな問題が出てくるということであれば、14 番に書いてありますように誠意を持って真摯

に対応していきたいと思っております。 
15、16、17 それぞれ、非常勤職員・教員あるいは共同参画について考えが書いてありますので、読んで

いただければと思います。 
 
【三者連絡会からの質問①大学運営の構想・プラン、大学の民主的運営をめぐって】 

司会：はい、どうもありがとうございました。そうしましたら先ほど申し上げましたように、まず三者連絡会

の方からいくつか質問させていただき、ご回答をいただきたいと思います。その間に質問票に質問を記入し

ていただいて、三者連絡会からの質問が終わったあたりでちょっと回収を兼ねて休憩時間を設けたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
これも先ほど申し上げましたけども 2 回に分けまして、最初は資料 2 ページから 5 ページまで、大学の運

営の理念や進め方についての部分ですね、そこについていくつか質問をさせていただきます。まず 2 ページ

の上の方の(1)の質問ですが、これはビジョンですね、どういうビジョンでもって大学の運営をしていきたい

かということをお尋ねしておりまして、この中で山崎候補は「大琉球大学構想」という構想を提案され、大

城候補は「琉大共創プラン」というプランを提案されています。先ほど申し忘れてしまったんですけれども、

資料の最後の紙ですね、そちらの方にお二人が大学に提出された所信書が掲載されております。どちらかと

いうとこちらの方に、お二人の先ほど申しました構想やプランは詳しく書かれているかと思います。で、こ

の所信書を見ると様々なことを考えてらっしゃるのがわかるんですけども、敢えてですね、それぞれの構

想・プランの中心軸はここであるという、そういうことを言っていただくとすれば、それはどこになるのか
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ということを教えていただけたらと思います。それはおそらく、現状の琉球大学の問題点というか、そうい

うこととの関連があると思うんですけども、つまり現状の琉球大学にはこういう点で問題があるというよう

な把握をされ、だからここを軸にした改革を構想されるというような話があるのかなあと思います。また逆

に、こういう構想・プランを持っているが故に現在の琉球大学にこういう問題点を感じるんだということも

あるかもしれません。どちらでも構いませんので、構想・プランの軸と、それとの関連で現在の琉球大学の

状況をどのように把握されるかということを教えていただきたいと思います。 
2 点目としては、質問番号で言いますと(2)、(4)、(5)あたりまとめてという感じになります。(2)は、琉球

大学の運営の現状の民主性というかそういったことについてお尋ねしております。山崎候補は 2 ページの下

の方で「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」と、端的に申しまして民主的運営になっていな

いんじゃないかという、そういう認識か思います。それに対して大城候補の方は、3 ページに行きまして、

「これまでの私の運営方針は、最終の意思決定まで多段階のプロセスを経ることにしていますので、反対の

意見にも耳を傾け」ていると述べ、またそれより少し上の方の「上意下達するやり方は取りません」という

表現にありますように、基本的には民主的運営の原則というものができているのではないか、そういう認識

かと思います。もう少し続けますけれども、今度は(5)です。(2)の方は琉球大学全体の運営ということでし

たけれども、今度は役員会や経営協議会などいくつかの組織に関して、やはりこれについても民主的な運営

になっているかどうかという趣旨の質問を出しておりまして、山崎候補の方は(5)への回答の第一段落あるか

と思いますけれども、特に部局長等懇談会が開催されなくなったということを取り上げながら、全般的には

民主的運営にはなっていないという認識を示されているかと思います。それに対して大城候補の方は 5 ペー

ジ中ほどですけれども、「標記の会議体の運営は民主的に行われており」というふうに書かれております。

このあたりもやはり現状把握の違いがあるかと思います。もうひとつ、ちょっと前に戻りますけども(4)、こ

れは学長・理事のリコール制度ですね、これもやはり民主的運営を担保する 1 つの大事な制度かと思うんで

すけども、山崎候補の方は実質的に機能しうるものではないんだという認識を示されているかと思います。

それに対して大城候補の方は(5)に入る直前ですけれども、「実質的に機能するはずです」と答えていらっし

ゃいます。このように民主的な大学運営という点に関して、かなり現状認識が異なっているんじゃないかと

いうふうに考えます。自説の繰り返しももちろんされて構わないんですけれども、できましたら相手方の意

見というものを意識されてですね、良い意味での批判というんでしょうか、相手の候補の方はこう言ってい

るけれども、いやそうじゃないんじゃないかというですね、そういう形で両者の違いについてお考えをお答

えいただけたらというふうに思います。 
ちょっと長くなりましたけども、(1)の構想・プランに関わる点と、(2)、(4)、(5)を取り上げましたけど民

主的運営ということに関してですね、大体 5分ぐらいずつでお答えいただけたらと思います。順番としては、

山崎候補、大城候補の順番でお願いいたします。 
 
山崎候補：はい、ありがとうございます。えー厳しいですね、(1)、(2)、(4)、(5)、それぞれ 1 分でということ

になりますね。はい、1 分スピーチというのはオトーリみたいで難しいんですけども（笑）、まずは構想でご

ざいます。先ほどの繰り返しになりますが、皆さんがすぐイメージできるビジョンというのが大切だと思っ

てます。大琉球時代は交易中心ですので、まず海のシルクロードの国との交易が基本でございました。そこ

は最近までいわゆる発展途上国、新興国といわれているところでございます。逆に今一番伸びているのが実

はそこの地域なんですね。本日もインドネシアのバンカ・ブルトゥン大学の学長がお越しになっておりまし

て、日曜日からはインドネシアのシアクアラ大学の学長がお越しになります。インドネシアは人口増加もす

さまじいですし経済も急激に成長してます。泡盛の麹は、技術とともに昔のタイから輸入したと聞いていま

す。私の提案するビジョンは、そのような琉球王朝時代を復活させるというイメージです。改めて勉強しな
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くても琉球王朝のことを考えれば、大学のビジョンを皆さんと共有できるのではないかというのがまず発想

の 1 つです。当時、大琉球、中琉球、小琉球というのがございまして、いまの台湾が中琉球と小琉球になり

ますかね。私、歴史学者でも何でもございませんので勝手なこと言いますけども、当時世界地図がありませ

んでしたので、おそらく礼節と文化と高度な技術を持っているので、中国の人が琉球の方を大とつけたので

はないかと想像しています。同じように、この大琉球と大学を合体した構想ということで大琉球大学構想

Great University of the Ryukyus Plan (GURP)というキャッチフレーズを作らせていただきました。 
続きまして 2 番でございます。2 番に関しましては民主的ではないという囲い込みの話が出ました。これ

は、今年の全国理学部長会議で私の中でモヤモヤが晴れた事の一つでございます。新聞報道等でご存知かと

思いますが、最近の人件費削減と運営費交付金削減問題を全国理学部長会議で意見集約いたしまして、東京

工業大学で 10 月 31 日に記者会見をおこないました。で、いろいろな方の話を伺いますと、ここだけの話で

すけれども、大城学長はそうじゃないんですけど、漏れ聞くところによると、よその大学は本当にちょっと

信じられないくらいすごい事がおこっているようです。どこの大学と言えないんですけども、学長が抜き打

ち的にお部屋を回られる大学があるらしくて、そこで見た瞬間、3 分以内に使っていなかったら部屋が没収

されるそうです。他のいろんなことも学長の一声で決まるということで、そこに所属されている方は絶望さ

れていました。年寄りが病院に行って、「あんたの病気は私よりましだ」って威張ってることがありますけ

ども、それと同じことが部局長会議で最近耳にする会話です。それから考えますと、よその大学の方が状況

はひどいのかもしれません。この理由は学長が良い悪いということではなくて、おそらく運営費交付金の締

め付けが非常に厳しいので、選択が非常に狭まっているということが背景にあると思います。 
  続きまして、学長・理事のリコール制です。これもですね、大城学長が悪いというわけではございません

が、制度上の問題があります。アメリカの大学と違いまして、日本の大学の経営は学長と理事長が兼任して

ます。相反する要求を、同一人物が判断しないといけません。そこで経営側の判断を補佐するのが経営協議

会です。地域のことを考えますと、地域のステイクホールダーからも経営協議会メンバーを公平に選ぶ必要

があります。残念ながら、これも大城先生の話じゃないんですけども、仕組み上、経営協議会、それから学

部長、全て学長指名になっていることにシステム上の問題があります。つまり、学長選考会議も含めて自分

の指名した者によって選ばれるという構造上の問題があります。これも全国の理学部長会議の雑談で話題に

なりました。これを改めない限り、さっきのような強烈なトップダウン学長を排除できないため、現在の国

立大学法人での民主的な運営は難しいというのが学部長会議でよく話題に上りました。 
  最後、5 番目の民主的な問題でございますけども、これは個人的にも、公式会議でも、大城学長に度々申

し上げていることですけども、この 4 年間で部局長等懇談会が開催されておりません。この会議は学長と役

員、それと部局長との連絡会議でした。開催されなかった結果、何が起こったかと言いますと、結局、学部

改組が本部と該当部局だけの個別交渉になってしまい、全体像が全く他の部局ではわからなくなってしまい

ました。また、修正意見を言うタイミングも全くなくなってしまったわけです。ですので、今何が他部局で

起こっているか、部局長レベルでも分かりません。オープンになって、気がついた時はもう手遅れというこ

とも多々あります。これは再三、大城学長には申し上げてお願いしてきたことでございます。3 年前に、私

が学部長になってからは、部局間連絡が絶たれる緊急事態ですので、現場対応をするために、他の 6 学部長

にお願いいたしまして、私的な 7 学部長会議を 3 年間続けて開催してまいりました。で、非公式に学部の情

報を共有しながら、予想される問題に現場レベルで対応してきました。一応、大城学長を陰で支えてきたつ

もりではございます。大体こんなところでございます。以上です。 
 
大城候補：一つは大学運営の中心軸ということで、繰り返しになりますが、大学運営の中心というのが、私は
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経営基盤だと思っております。経営をしっかりして教育それから研究を推進していく、あるいは国際連携を

進めていく、地域貢献をやっていく、あるいは国際医療拠点を推進していく、あるいは職場環境を改善して

いくというものの基盤をよく考えると、経営基盤に行き着いてくると。そこで私自身が経済学の出身だとい

うのがあって、常時財務については見ているつもりですし、病院経営も含めてですね、今後経営基盤という

のはしっかりしていく、その中のひとつとしては授業料収入もございますけれども、授業料収入については

先ほど申し上げた通りで、むしろ除籍とかという形で退学していく皆さんをどう阻止していくかとか、阻止

というよりケアしていくかっていうところに重点があるのかなと思います。 
次に(4)のリコール制ですけど、今の制度ではできることになっております。結局学長の暴走を最終的に止

めるというのがこの解任という手続きだと思います。山崎先生が回答で書かれた 21 条の(1)はやむをえない

として、(2)の職務上の義務違反とは何だろうかということを考えた時に、これは法人が経営破綻していくと

いうこととか、あるいは教員人事とかあるいは入試等に恣意的に介入していくとか、あるいは研究不正に加

担していくとかそういったことがある時は、これは学長としての資質・素養を備えてないということで解任

になると思っております。ということで、それは可能だと思います。 
5 番目に関しては、山崎先生は先ほど部局長等懇談会が開かれてないということでございましたが、私が

就任して以降は教職協働というのを基本に据えておりまして、学部長、部局長だけではなくて事務の部長た

ちもメンバーに入った企画経営戦略会議というのをやっていて、そこで財務会議的なこともやっていますし、

学部改組についても議題に挙げてますし、その他新しい組織を作る時の諮問・答申あるいはそれを受けたワ

ーキンググループとかタスク・フォースで議論するということをやってきておりますので、そこで情報は共

有できると思っております。 
 
【三者連絡会からの質問②総合的教職員ポスト運用戦略、学費値上げ、団交への学長出席をめぐって】 

司会：はい、どうもありがとうございました。そうしましたらすいません、もう 1 回共通の質問をさせていた

だきます。今度は資料 5 ページの「大学財政について」以降に関して質問をさせていただきます。まず 5 ペ

ージの(7)です。そこで山崎候補の回答に「私の現学長と明確な違いはこの点です」と書かれてありますよう

に──すいませんこれは私が書き間違えてまして、正確には「総合的教職員ポスト運用戦略」であるかと思

いますが──、その点にお二人が大きな違いがあるということは、この回答を読んでもわかりますし、先程

冒頭でお話下さったのでもわかりますし、おおよそそれぞれの方のお考えはわかったかなという感じはする

んですけれども、もしできましたらお二人それぞれ、相手のお考えについてどのように思われるかというで

すね、そういうことについてお二人の間での議論を交わしていただけるとありがたいなというふうに思いま

す。それが１つ目です。 
もう 1 つは 7 ページに進みまして(8)、学費の値上げについてのお考えなんですけども、大城候補の方は「慎

重であるべき」であるというお考えを示されております。それに対して山崎候補の方は、値上げというのも

選択肢の 1 つとしてありうるのではないかという、そういうお考えかと思うんですけれども。山崎候補の場

合、沖縄の所得の全国の中での低さというものを多分現状認識としては認められているかと思うんですけれ

ども、しかしここに書かれている「低所得者向けの奨学金」、「授業料免除の拡大」などの措置を取れば、沖

縄の低所得状況という中でも、年 1 万円という程度ということになるんでしょうか、その程度の値上げは可

能であるんじゃないかという、そういうお考えなのかというのをお聞かせいただきたいと。そして逆に大城

候補の方は、そのような山崎候補が言われているようなこともやはり慎むべきだという見解なのかという、

この点について教えていただけたらというふうに思います。 
もう 1 つ、本当は沢山聞きたいことがあるんですけど時間のことがありますのであと 1 点だけお伺いしま
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す。9 ページの(13)の、団体交渉に学長が出席いただく、いただかない、そういう問題なんですけども、先

程大城候補がおっしゃっていたように、確かに団体交渉すべてに大城学長は出てなかったというわけではあ

りません。そういう誤解を与えるような質問になっていたとすれば、それは申し訳ありませんでした。そう

いうことではないということは、私どもも認識しております。ただ大城候補は 36 協定に関わることについ

ては担当理事に交渉権限を委ねてるんだというふうにおっしゃっております。私たち三者連絡会としてはこ

の問題でもというか、この問題こそと言ってもいいのかもしれません、非常に重大な問題であるのでなぜこ

れについて交渉権限を委ねてしまうのかと、そこがわからないので、この点について教えて頂けたらという

ふうに思います。そして山崎候補には、そういうことではなくあらゆることがらに関して交渉の場に出てく

るのだという、そういう意思を表明されているのかどうかというその点を確認させてください。 
以上です。今度は先ほどと逆に大城候補の方からご回答いただけたらというふうに思います。 

 
大城候補：総合的教職員ポスト運用戦略については、必要性とか内容については先ほど述べたところですが、

そのことによって人員を削減するとか、部局に負担を強いるあるいは過重負担を強いるということではござ

いません。むしろ少しでも人件費を軽くした分を教育費、研究費の方に振り分けられるだろうし、あるいは

新たな戦略を打つところには資源配分ができるということで考えております。もちろん先程も述べましたよ

うに、教育研究を圧迫するようなことが起こるとすれば、それは見直して行かざるを得ないと思っておりま

す。 
それから学費の値上げですけれども、確か医学部などの学部長会議では値上げの話が出ているというのは

聞いております。ですけど、医学部の学生であってもやっぱり低所得の皆さんがおりますので、学費の値上

げは最後のところでやるべきだと思っております。本学の授業料減免の申請状況を見てもですね、四分の一

強の学生が申請しておりますし、アルバイト等で時間を割かれているというのが実態ですので、授業料値上

げは最後の手段としてやるべきだと思っております。 
それともう一つ、先ほど 36 協定こそはというお話がございましたが、去年も過半数代表者とずっと数回、

1 対 1 で応対したんですけど、私の方で譲るところもございましたがこれ以上譲れないところもあるという

ことでご理解いただきたいということでしたけど、結局は物別れに終わって、2 ヶ年続けて 36 協定が結ばれ

なかったのは大変残念に思っておりますけれども、今年度の場合はこの 1 年間いろいろと議論してこられた

ので、交渉ルールの期限の観点について具体的にはそこが焦点になっていましたので、そこは再三文書では

ございますが回答したところでございます。中身については具体的な交渉事項ということになりますので、

そこは担当理事にお任せするということです。もちろん担当理事に丸投げしているわけじゃなくて、その都

度組合からの質問あるいは要求そういうものについては議論して「こうしましょう」ということで対応して

きたところです。そういうことで、最後に書いてありますが、九州の他の国立大学では担当理事が出て行っ

て学長は出て行かないというところがほとんどということでしたけども、私はそうであっても可能な限り出

たい、出て議論をですね、一緒に意見交換をして議論を深めていって、結局は大学をよくしていくというと

ころは共通の認識だろうと思いますので、そういう立場で交渉にはぜひ出たいと思っております。以上です。 
 
司会：山崎候補、お願いします。 
 
山崎候補：はい、最初の総合的教職員ポスト運用戦略ですね、これは先ほど長谷川先生のお話では大城先生と

喧嘩しろというお話だったですね（笑）。 
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司会：そういう感じじゃないですね、議論をしていただきたいと（笑）。 
 
山崎候補：これはなかなか難しいことですので（笑）、よろしいですか。えーとですね、これに関してはちょ

っと不平に近いことを申し上げる事になると思います。最初、医学研究科は削減対象から除外されていたん

ですよね。今でも除外されてるんですけども。まず前提自体の説明がまだ納得できていないです。もう 1 つ

は、実質的にですけども、実質的に教員養成課程の教育学部も減らしてはいけないんです。法律・法令でい

ろいろ基準が決まっているような学部は教員を減らせないことになるんです。そうしますと、自動的にそう

いう縛りがない学部、法文と理学部だけが減ってしまうっていうのが私の理解なんです。つまり、減らせる

ところから減らすということになってしまいます。私が、以前から懸念していたことの 1 つでございます。

もう 1 つ、大城先生には公式会議でも申し上げさせていただいているんですけども、経営上、人を減らすの

は最後の手段だと思います。そういう最後の手段は今は取りたくありません。また、最終手段をとる前に、

頑張れば人数が増えるというオプション提示をしていただかないと、そこは本当にもう全滅を待つような、

あるいは余命 5 年というようなガンの宣告を受けたようなことになってしまって、希望を失った部局は再生

や発展が不可能になります。 
  先ほど言いましたように日本の大学が不健全な理由の一つはCEOとプレジデント＝学長が同じ人だとい

うことです。アメリカの場合は経営側とアカデミー側は別です。対立する場合は折衝できるようになってい

ます。当然ながら、学長としては教員を減らしたくないわけですから、理事、理事長との掛け合いになりま

す。その場合、経営側としては、経営改善が認められた場合は、そこは復活してよろしいというような判断

するわけですね。その経営改善はどういう手段かというと、大学の場合は授業料収入がその学部で上がった

場合なんです。ですから、もし、急には出来ないんですけれども、例えば公開講座とか、あるいはオンライ

ンの講座とか、いろんなスタイルで授業料に加えて、何らかの教育収入が得られた場合は、そこの定員は増

やす、あるいは戻しても良いという契約が、経営側とアカデミー側との契約事項の最後の条項としてあるわ

けです。普通は、理事長と向こうのディーン＝学部長との契約になっているようです。そういうのがなくて、

ただ単に、もうあなたのところは減らすだけですよ、頑張ってもだめですよ、というような一方的な宣告を

されること自体が、学部長として私は絶対に認められません。絶対です、これは絶対認められないです。あ

の別に喧嘩しているわけではございませんし、私は大城先生には個人的な恨みは全くございません。 
8 番の値上げについてでございます。これは基本的には大城先生と同じなんですが、1 万円と書かせてい

ただいたのは、1 万円分を仮に上げたら、来年の人件費の不足分は大体補填が出来るかもしれないというよ

うな言い方をしているわけでございます。そこでもう 1 つのポイントは、値上げ自体を許していいのかとい

う事ですね。私見ですが、財務省は国立大学の運営や教育のことは考えていません。授業料を年間 96 万円

に上げれば皆さんの人件費は賄えます、こうすればスリム化できますという財務省のホームページがあるん

ですよ。ですから、今後、財務省の指針に反応する学長は授業料を上げてきます。今、上げていない理由は

単純です。人道目的ではなく、上げてしまうと入学者が減ってしまうからです。ですからチキンレースにな

っていて、誰が先に上げるかということで、お互いに牽制・抑制しあっている状態です。帝大系を含めて、

どこかの大学が値上げてしまうと、それに倣って少し安い形でザーッと、恐らく値上げ競争が始まってしま

うと思います。私立大学に理系が少ないのは、運営にものすごくお金が掛かるからですね。ですから、もし、

こういう方向性が続けば、国立大学法人でも理系は、恐らく絶滅します。そうすると日本全体で、理系の人

間が出なくなりますので、本来の国立大学法人の使命が果たせなくなります。ここは耐えておいて何とか考

えなきゃいけない問題だと思います。 
最後の団体交渉ですが、この件につきましては、私は全くの無知でございます。ここは大城学長しかご経
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験されておりませんので、私は勝手なことは申せません。まあ、理事を出す、あるいは事務方を団体交渉に

出す理由は想像できます。学長の団体交渉で言ってしまった一言によって、大学の経営が左右されると安定

しませんので、一応クッションを置くっていうのは戦略上ありえるでしょうね。私としましては、ここに書

きましたように、参加することを宣言させて頂きます。今は、組合の方々も非常に大変な時期だと思います。

といいますのは、50 年前と違って、組合の参加者は少なく、若い人は入ってこず、組合の一部の方は頑張っ

ておられるのに、頑張っておられない方を救わなきゃいけないというジレンマにたぶん襲われていると思い

ます。ですので、私としてはそういう心ある方が言われてるんですから、そこは参加して一緒に何か考えら

れればいいかなと、今の時点では思ってます。団体交渉は見たこともないやったこともない、どちらかとい

うと私は攻める方は何回かやったことはあるんですけども、守る方はやったことございませんので、全くわ

かりません。私の気持ちとしては、全部出るつもりでおります。以上です。 
 
司会：ありがとうございました。長くなりましたけれども、三者連絡会からの用意させていただいた質問と回

答はこれで終了で、5 分程度休憩時間とし、その間に質問を書いてこちらに持って来ていただけたらと思い

ます。じゃあ、よろしくお願いいたします。 
 

〔休憩時間〕 
 
【フロアからの質問①附属病院をはじめ職場における過重労働、文科省の施策への対応をめぐって】 

司会：はい、そうしましたら再開させていただきます。まだ質問票を書いて下さっている方もいるみたいなん

ですが、書き上がったところで渡していただけたら、それも取り上げてお二人にお尋ねしたいと思います。 
私のところに 2 通来ているのですけれども、1 つは候補者の名前が特定されていないので、お二人に答え

ていただけたらと思います。「当附属病院、特に看護部では年休取得ができない現状です。看護部での年休

取得目標は 10 日を目標にしていると聞いています。20 年以上もこの問題が解決されていません。今後この

問題をどのようにお考えでしょうか。質の高い医療や研究は、自らが身体的、精神的に健康でなければ生み

出せません。質の高い医療も、自らが健康でなければ提供できず、そうでなければ医療事故にもなりかねま

せん。交替勤務には、特に年休以外にも配慮が必要です」ということです。この問題はどのようにお考えで

しょうか、この点についてお答えください。 
もう 1 つは、これは大城候補へというご指名での質問です。回答の 2 ページの(1)の中でということだと思

うんですが、「職場環境を改善し大学の活性化を図っていくと述べているが、現職場環境をどのように認識

し、その職場環境をどのように改善するのか」という点について答えていただきたいということです。もう

1 つは 3 ページの(2)に関して、大学運営の進め方について文科省が打ち出してくる政策・方針に普遍的だと

思えない、逆に危険だというふうに思えることもあると。そういう中で工夫しているというふうに述べてい

るが、具体的にどのような案件をめぐり文科省とどうやり取りをして、結果琉大においてどういうふうにな

っているのかという、そういう文科省との交渉とかやり取りとか、そういうことについての質問かというふ

うに思います。 
あともう 1 通あるんですけど、一旦これで切って、じゃあ最初の質問の方を山崎候補、大城候補の順番で

お願いいたします。 
 
山崎候補：はい、最初の附属病院の看護師の方々の年休消化、あるいは過重労働の問題でございますけれども、

まあ率直に申し上げまして実情を存じ上げませんので、まずは実情把握が大事だと思います。状況は簡単に
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想像できます。端的に申し上げれば、人員不足から来る過重労働の一つだと思われます。結論から言うと、

人員を増やすしかないというふうに思います。その場合、当然ながら経営上の問題が出ますので、そこの精

査自体は実情を見ないとわかりません。1 つ、人手不足というのも問題の背景にあるかもしれません。資格

を持っておられる方でないと看護師を含めて専門職は駄目です。保育士もそうですが、看護師も県内では常

駐されている方は人数的に恐らく限られているのではないかと思います。仮に増員したとしても、それを満

たせるかどうかっていう点が少し気になります。沖縄独特の、恐らく希望的な観測といたしましては、他の

地方大学と違いまして沖縄のシンパと憧れをもっている方が非常に多いということですね。ですから、ある

一定数、沖縄で働きたいと思える方を全国から呼び寄せるような何か魅力的な発信が出来れば、まずは背景

となる人材確保というのは出来るのではないかと思います。もう 1 つは病院経営の問題になりますので、こ

こは全くまだ不勉強でございます。そこのところはちょっと直接的な回答は出来ませんが、実情は想像に固

くない問題でございますので、ぜひその点は考えていきたいと思います。私に与えられたのは、これだけで

ございましたでしょうか。ありがとうございます。 
 
大城候補：まずは、看護師の年休取得問題、これについては法令遵守の立場からですね、10 日間しっかり取

ってもらうということを考えてはいるんですけれども、なかなかそれをどういう仕組みでうまく回したらい

いのかというところがございます。ちょっとこれは山崎先生のに書いてありましたが、裁量労働制と合わせ

てやっておくべきだということで、以前から病院の方からですね依頼はあるんですけど、なかなかそれが設

計できないということがあって、この年休取得問題については職場環境の改善として、これは早急に取り組

むべき問題であると思っております。 
  職場環境をどう認識しているかというのは、2 点私感じているのがあって、1 つは今のものに関連します

が、結構残業が多いというのが 1 つあります。そういう残業しなければいけない状況が何故起こっているの

かというところをですね、ちょっと把握したいと思ってはおります。先ほどございましたように人員がそも

そも全体的に不足しているということもあるでしょうし、業務によっては外注なりですね、そういった工夫

も必要だなと思ったりはしております。これについてもまだ十分対策が練られていないという状況です。も

う 1 点職場環境については、ハラスメントの相談件数がすごく多いと先ほどちょっと申し上げましたが、し

かもそれが同じ部署とか同じ講座内で起こっているというところで、それをどう改善していくのかというこ

とがあります。それぞれの職場における風通しを良くしていく必要があるのかと思っているのですけど、そ

うは言ってもなかなかそういう感情的になってるところで「一緒に酒を飲みましょう」と言ってもなかなか

それは出来ない話ですから、そこらもいま対策として相談室は設けておりますが、そこをどうしたら根絶出

来るかというところで、これもいろいろ考えあぐねているところがございます。 
  それから文科省の方針・指示に従ってということについては、まず私は 90 年代の中頃から大学改組、主

に法文学部中心にやってきまして、その頃からの付き合いも含めて、文科省に皆さんの考えている改革の方

向は何ですか、モデルはどこですかと、先ほどアメリカモデルだという話でしたが、どこなのかとしょっち

ゅう議論していたんですが明確に出し切れない。そのくせいろいろとこういうことやるべきだと言うんです

が、じゃあその成果はあるいはモデルになるところはどこですかって言ってもなかなかそこは答えきれない。

漠然と思っていたというのがあって、その頃にちょうど改革させられたところがまた第二弾という形で法人

化に持って行ったりですね、あるいは法人化して上手くいかないからといってまた更に法改正をしていく。

そういう意味では問題が起こってから対処しているというのがあります。典型的なのはですね、スーパー・

グローバル大学を申請した時に、これは最初から旧帝大とか大きいところを、私学の大きいところを想定し

たとは思うんですけれども、相談に行ったりはしましたけれども、突き放したみたいな言葉を、親しくして
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る室長でしたけれども、「これ取る大学は気の毒になりますよ、取らないほうがいいよ」と話をしていた。

取ったところは、どうしてそんな大きい金をですね、年間数億使って高いノルマを掲げて困っているようで

す。確かに彼が言った通り旧帝大でも目標値を達成できないということで、一緒にやってくれんかというこ

とを総長から言われております。そういいながら、スーパー・グローバルから漏れましたけれども、その後

の会議でスーパー・グローバル大学だけが集まる会議でしょっちゅう呼ばれるもんですから、最初は喜んで

行ったんですね。別にスーパー・グローバルのグループであると知らないで、アメリカからこういう先生が

来て、例えばサイバーセキュリティについての勉強会ということで国際室長から連絡があったので行ったり

したんですけど、行ったらスーパー・グローバルのメンバーしかいない。何故うちが呼ばれるのかと思うく

らいでした。まあ、そういう形でやってる補助金事業とかいうのも、彼は個人の業績のためにやっているの

かどうかわかりませんけれども、なかなか予算減になってちゃんと成果が出ないというのがあるので、よく

よくこれは、餌に食いつくっていうことは簡単にしない方がいいかなと、個人的にはそう思っているという

のはあります。以上です。 
 
【フロアからの質問②教育行政による大学への介入・圧力に対峙する取り組みをめぐって】 

司会：はい、ありがとうございました。そうしましたら、これが最後の質問となるかと思います。大城候補へ

の 2 つ目の質問とも若干重なるところもあるかと思いますけれども、例えば人文社会科学系はリストラだと

かいう方針が言われたりですね、そういう方針を示した通達は完全には撤回されてない状態にあるかと思う

んですけれども。また、いろんな儀式というか入学式等々で、日の丸・君が代を使用するのは当然だろうと

いうような、そういう趣旨の発言が文科大臣からあったりとかですね、いろいろ中央の教育行政から大学へ

の圧力というものが結構著しい状況が今あるんじゃないだろうかということです。そして運営費交付金の削

減状況というのがずっと続いている。こういうのに対して大学の予算を増やせということを教育界や地域社

会に訴えていったりとか、文科省等がやるような政策を跳ね除けていくようなそういう力を作っていかない

といけないんじゃないだろうかと。そのために学内でどういう取り組みをするのか、国大協や沖縄県等にど

ういう働きかけをしていくのかということですね。行政からの様々な圧力を跳ね除けていくような力を作り

上げていく、そういう取り組みとしてどのようなことを考えてらっしゃるのかという趣旨の質問だと思うん

ですけど。これはお二人それぞれにお答えいただけたらというふうに思います。山崎候補からお願いいたし

ます。 
 
山崎候補：はい、ありがとうございます。要約致しますと、いま長谷川先生がおっしゃったのは中央、特に文

部科学省の圧力をどうやって跳ね返すかということでよろしいでしょうかね。はい、まずですね、これはす

ぐに出来ることではございません。最終的には、社会を味方に付けることが一番大事だと思っています。こ

の前の人文社会系の教員の削減は、人文社会系学部長会議で声明を出されました。結構反響がありまして、

それで削減圧力に対して世論的にブレーキが掛かったというのが私の認識でございます。で、その前例に倣

いまして、1 年前から各大学の学部長を説得致しまして、今回の全国理学部長会議声明を出させて頂きまし

た。皆さんご存知ないかもしれませんけども、学部長会議、特に私の所属しております理学部長会議は士農

工商制がしっかりしております。上級理学部長と中級理学部長と下級理学部長会議というのがあります。こ

れは何かといいますと、旧帝大系と旧師範学校系と新制大学では、実は会議が違うんです。それで各々下級

の学部長会議に所属する学部長は上級学部長にものが言えないんです。これにはびっくり致しました。この

封建的な雰囲気を何とかひっくり返したいということで、3 年間かけて、同じ土俵で勝負ができるように私

なりに頑張りました。そこで分かりましたことは、各大学ではもう意見を出す気力も体力も、学部長レベル
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でもなくなってしまっていると言う事です。学長レベルでも先程から再三お話があるように、運営費交付金

を減らして経営が厳しくなるとやはり物が言えないですね。ですから、内部で内輪もめしても無駄ですし、

仮にうちの大学だけ生き残っても、他の大学から金を取るわけですから、結局奪い合い、殺し合いになって

しまって、共食い状態になります。ですから、最終的な答えは、恐らく、文科省が悪いとか誰が悪いとかい

うそういう問題ではないと思います。文科省もお金を出す財務省になかなか意見を言えないんですよ。最近、

常磐高等教育局局長でしたかね、コメント出されてました。今の局長は理学部長会議声明と基本的に同じ考

えと方向性をもたれているようです。ですから文科省が敵という訳ではありません。文科省としては、財務

省が納得できるような、全く新しいアイディアを出せないから、だからこうやって厳しくやってます、こう

やって厳しく指導していますとしか、今言えないです。それが下に降りてくると、もっと大学に厳しく厳し

く厳しくということで、ますます全国の国立大学法人の力がなくなってるんです。端的に申し上げれば、い

かに我々のやってることを地域社会と国民に納得させるかっていう発想をしないといけないタイミングな

んです。ところが、帝大も含めまして、例えば九州大学の例で挙げると、ニホニウムっていう新しい元素が

出来ました、これすごいでしょう。東工大ではノーベル賞もらいました、すごいでしょう、という発信の仕

方しかしてないんです。発信の仕方自体がやはり、すごいですねで終わりなんです。そこの発信の方法が各

大学出来てないです。 
先ほど大城学長が触れられたスーパー・グロ－バル・スクールに関しても、大学を国際化しなければいけ

ないという経済界のすごい圧力があって、文科省は財務省に対して大学で一級の国際人材を出します、です

からスーパー・グロ－バル・スクールというのをやりますっていうことを言っちゃったんですね。そこで東

京大学が筆頭になりまして、まずは大学の制度変えますと、言っちゃったんですね。それが 9 月入学制度だ

と思っています。秋入学にすれば海外の大学と交換できてすごく国際的になりますってなことを東京大学が

言ってしまったんですね。国大協の旧帝大と早稲田と慶応入れた 11 大学だったと思いますけど、そこで秋

入学宣言して大キャンペーンしたんです。そこで私当時、学長に大反対だと言いましてですね、絶対これ頓

挫するから検討もしなくていいとずっと言ったんですよ。案の定、頓挫しました。東京大学は終息宣言もせ

ず、そのまんま各大学振り回した上に、勝手にやめてしまいました。今はどうなったかって言うと、クォー

ター制導入に移行したわけです。クォーター制なんてものにも絶対乗っちゃいけないって、私何回も公式会

議で申し上げているんですけども、結局、第三期中期目標・計画に入ってしまいました。クォーター制は、

東大の苦しい言い訳戦略の 1 つなんです。こんな付け焼き刃の戦略の連続ですから、帝大もこれからどんど

ん落ちていきます。そういう言い訳の戦略にハマり過ぎています。そこで大城先生がどう思われるかわから

ないんですけども、現在の国大協は帝大中心の政策ばかりをやっているように思います。私としては、昔言

ったことあるんですけども、ここはひとつ、昔のジャイアント馬場とアントニオ猪木のプロレス団体に倣っ

てですね、国大協と別に新国大協を、ぜひ琉球大学を中心に結成してほしいと。そうしたら実質が動くよう

になるんじゃないでしょうか、という勝手なことを前に申したことがあります。対文科省、対財務省という

レベルでは恐らく根本的な解決は出来ないと考えます。以上です。 
 
司会：大城候補、お願いします。 
 
大城候補：さっきのリストラの件ですが、これは国大協に人社系の学長だけで作っている会議があって、24、

5 名だと思います。先ほど山崎先生がおっしゃったように、国大協の会長はじめですね副会長、主要なメン

バーは旧帝大の学長、総長であり、研究大学と呼ばれているところがほとんど役員に就いておられます。と

いうことで、人社系について最初はあまり反応はなかったんですけど、我々の方で年 2 回集まっていますか
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ら、そこで議論して、それを国大協の意見として採用してもらった経緯もあります。私がその時述べていた

のは、AI とかが流行っていて、今後 ICT 化がかなり進むという中であっても、ロボットに出来ない創造性

とか協調性とかが必要になるような非定型的な業務がやっぱりどんなにしても機械化できないじゃないか

と。芸術とか歴史とか哲学とかそういった人社系の重要性というのはむしろ今後出るんじゃないかというこ

とを、その会議で話したことがあります。その会議のメンバーの 1 人に滋賀大学の学長がいて、彼が人社系

の評価が低いというのはちょっとおかしい、国際化の基準の取り方もおかしいということをいろいろ言って

いました。去った 3 月に任期終わったんですけども、データサイエンス学部を作ってそれで勇退された。あ

と、君が代・日の丸の件はですね、これは特に前の下村大臣の時にかなりこだわっていて、恐らく安倍さん

の考えがそのまま来ていると思うんですけど、論理がちょっとおかしいですね。国の税金、予算を使ってい

るから日の丸を掲げて国歌を入学式、卒業式に歌うべきだという、そんなことを言っていましたので、むし

ろ国の税金が入っていたらどれだけ地域貢献したかとかあるいは国の将来のためにどれだけ大学が貢献す

るかというところで測ってやるべきだと思いました。ましてやグローバル化と一方で言いながらそういうナ

ショナリスティックなことを大学で教育すべきではないと、私個人は思っています。やるんであれば、うち

に来てる留学生の出身国の旗を揚げたいなと思ってはいるんですけども。最近は、大臣の下村さんが変わっ

たので、あまり強く出てきてはいないですが、いずれそこが出そうな気がして、気にはしております。まあ

そんな考えであります。 
 
司会：はい、ありがとうございました。そうしましたら 7 時までという予定を申しておりましたけれども、片

付けの時間のことを考えておりませんでしたので、少し早いですがこれで終了ということにさせていただき

たいと思います。 
お二人には既に伝えてありますが、今日の公聴会での議論は急ぎ文字に起こしまして、三者連絡会ニュー

スという形で、12 月 8 日の意向投票の参考資料として皆さんに使っていただけるようなものを作成したいと

いうふうに思っております。 
お二人の候補には、前の大学主催の所信公開の会から長時間お話しいただきまして、お疲れだったと思い

ます。どうもありがとうございました。 


