
三者連絡会主催 2018 年琉球大学 学長選考 候補者公聴会 

 

 

 日時：2018 年 12 月 3 日（月） 

 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（14:30-17:00）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：山口剛史（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 廣瀬 孝 

       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 10 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。 

・候補者の皆様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。司会のほうで、補足説明をお願いする場合もあります。 

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、お答えいただきます。 

 

 

次ページ以降に、候補者ごとに学長選考候補者への公開質問状の回答を掲載します（氏名の五十音順）。 

公開質問状作成：三者連絡会  

質問状送付：2018 年 11 月 22 日  

候補者による回答（締切）：2018 年 11 月 29 日  

本資料の公開：2018 年 12 月 3 日 

 

國吉候補回答：1ページ～ 

西田候補回答：3ページ～ 

松下候補回答：7ページ～ 

山崎候補回答：9ページ～ 
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2018 年 11 月 22 日 

2018 年琉球大学学長選考 候補者への公開質問状 
 

作成：三者連絡会 
 

氏名：國吉幸男 
 

① 大学運営の理念について－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。 

 

回答：教職員がいきいきとして職務・教育研究を行い、その結果が学生サービスを高め、イノベー

ションを起こすと同時に社会の発展に貢献できる大学。また、受験生、研究者に選ばれる大学。 

 

② 大学運営の進め方について－学長のリーダーシップと学部教授会の権限をふまえて、教職員との合

意形成など民主性について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：学長のリーダーシップは構成員のコンセンサスの上で成り立つことが原則である。透明性の

高い議論の元での意思決定が重要である。 

 

③ 大学財政について－大学財政について、「総合的教員ポスト運用戦略」や今後の学費の値上げを含め

て、候補者のお考えをお聞かせ下さい。  

 

回答：大学の財政基盤の安定的確保が、琉球大学が生き残れる生命線である。各学部が「ヒト、モ

ノ、カネ」を奪われ、瀕死の状態であることは看過するべきではない。私は、これに明確なビジョ

ンを持っている。 

 

④ 教育研究経費について－③とも関わりますが、教育研究経費の大幅な削減によって、十分な教育研

究活動の維持が困難になっています。その事について候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：自主財源の確保の策が打たれず、現在、教育・研究経費が大幅に削減され、大幅な定員削減

が行われている。これは、付属病院の大学直営による改革において自主財源の確保が行われ、大幅

に改善される。これは、私の打ち出す５本の策の内の第一の策となっている。 

 

⑤ 教育研究環境－私たちは、不安と危険に脅えることのない教育研究環境の実現のために、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、キャンパス内の軍用車の通行禁止の

徹底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。  

 

回答：ごもっともなことと理解いたしております。学生の安全を守る上からも、その主張は強く行

いたいと考えます。 
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⑥ 学生支援について－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。  

 

回答：当然支援すべきである。私は教育に関する策において、沖縄における社会の多様性をむしろ

資源として捉え、個人個人の中に潜在する多様性を引き出す次世代教育の実戦をすべきと述べてい

ます。厳しい財政状況の中でも、多様な学生の支援を行いたい。 

 

⑦ 大学キャンパスにおけるハラスメントについて－琉球大学のハラスメントに対する取組みに関して、

その現状と課題について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：現在の取り組みいついては公開性に欠けると考えています。現状とその課題について徹底し

て勉強が必要であり、公開性の徹底と厳正な対処を進めたい。 

 

⑧ 労使関係について－現在、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。今後、私たち三組合から団

体交渉に際しても学長の出席を要請した場合、候補者はこの要請に対してどのように応じられるお

つもりですか。  

 

回答：学長はあらゆる機会を通じて構成員の理解をする努力をする必要がある。 

 

⑨ 教職員の処遇改善について－附属病院職員の過重労働の改善、大学事務系非常勤職員・非常勤教員

の雇用期限・処遇改善についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

回答：男女共同参画・働き方改革の断行と、多様性の尊重は当然であり、さらに各現場における実

情の把握を行い、相互理解を徹底したい。 
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2018 年 11 月 22 日 

2018 年琉球大学学長選考 候補者への公開質問状 
 

作成：三者連絡会 
 

 氏名：西田 睦 
 

① 大学運営の理念について－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。 

 

回答：これからの大学の使命は、知の創生と活用のプロセスともいうべき「研究」を基礎とした「教

育」を通して、課題を自ら設定し、解決できる人材を育てることにあると考えます。この考えを基

本に、琉球大学を学生が元気で、教職員が働き甲斐を感じ、地域から頼られ、幅広い学問分野の研

究の厚みと特色分野の研究の顕著な成果で世界から一目おかれる大学にしていきます。 

 とりわけ重点をおきたいことのひとつは、学内での、そして学外、とりわけ地域とのとのコミュ

ニケーションの促進です。これが本学のさらなる発展の基盤になると考えるからです。 

 もうひとつは、構成員の成長環境の整備です。学生の成長はもとより、教員が教育力と研究力を、

職員が仕事力を高めることができる環境づくりに意を注ぎます。そのために、様々な FD 活動、SD 活

動を推進します。教職員の力量の向上は、何よりも教職協働を親密化・活発化し、学生はもとより

大学全体の活性化を進めるはずです。また、教職員の力量の向上は外部資金などの獲得増につなが

り、ひいては経営基盤の強化という好循環をもたらします。戦略的な資源配分を通じて、このポジ

ティブサイクルの回転にしっかりと力を加えたいと思います。 

 

② 大学運営の進め方について－学長のリーダーシップと学部教授会の権限をふまえて、教職員との合

意形成など民主性について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：多様な考えと専門性を持った多彩な構成員の存在は、大学の創造性の源です。これを活かす

には情報の開示・共有を含む民主的な運営が大切であり、その基礎は上で重点をおきたい事項とし

て述べたコミュニケーションの促進だと考えます。様々な形で学内コミュニケーションの活性化を

図り、学校教育法に規定された学長の権限と責任、教授会の役割等をふまえながら、多様性を尊重

した丁寧な議論を通じて合意形成を行います。 

 

③ 大学財政について－大学財政について、「総合的教員ポスト運用戦略」や今後の学費の値上げを含め

て、候補者のお考えをお聞かせ下さい。  

 

回答：運営費交付金が実質的に減少し続けるなか、大学の経営基盤を維持する上で、大きくふたつ

の財務政策が必要です。ひとつは財源の拡大です。もうひとつは資源を適切に戦略的に配分するこ

とです。 

 前者については、競争的外部研究費獲得の強化、産学連携による外部資金の拡充、寄附金、クラ

ウドファンディングやネーミングライツ・パートナーの積極的募集など、いっそう多様な手段を駆

使して財源の多様化と拡大を図ります。ただし学費値上げについては、本学が立地する沖縄県の所

得水準が全国平均に比べて低いことに鑑み、慎重であるべきだと考えます。 

 後者、すなわち資源の適切で戦略的な配分に関して重要なもののひとつが、ご指摘の「総合的教

職員ポスト運用戦略」です。運営費交付金が減少し続けるなかで、同規模大学と比べて相対的に人

件費率が高い本学において、人件費率の上昇を抑えながら、改革に必要な戦略的ポストを配分して
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配分先部局等の機能強化を図るために導入されたシステムです。本システムは一定の成果を挙げつ

つ 2 年半が経ちましたが、再配分先の審査において、各部局からの委員の先生方が大学の将来を真

剣に考えつつ、真摯に議論をして戦略的な再配分となるよう尽力してこられた姿には、感激と感謝

の念を抱いています。今後、運営費交付金の状況などを見据えて 5 年目の点検を丁寧に行い、若手

教員の補強をしやすくするなどの改善・修正を図りたいと考えています。 

 また、資源の適切で戦略的な配分という点では、次に述べるように、部局等へ配分する教育研究

経費の確保もぜひ進めたいと思います。 

 

④ 教育研究経費について－③とも関わりますが、教育研究経費の大幅な削減によって、十分な教育研

究活動の維持が困難になっています。その事について候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：運営費交付金が実質的に減少し続けるなかで、大学の財務の問題は「どこかを増やそうとす

ると、どこかを減らさないといけない」という大きな困難を抱えています。しかし、教育研究のい

わば現場である部局等において、十分な教育研究活動の維持が困難になるという事態は最大限、回

避すべきだと思います。 

 上に述べたふたつの財務政策のひとつめ（財源の拡大）が、研究費については適用可能であり、

伸びる余地も大きいと考えます。すなわち、研究費は外部にさまざまな資金（科研費をはじめとす

る競争的資金、産学官連携のイノベーション資金など）がありますので、これらを各教員が獲得で

きるよう支援をさらに強化し、学外からの研究費の拡大を果たしたいと思います。 

 一方、教育経費については、教育の質の向上や学生が安心して学べる教育環境を整備する経費と

して安定的に確保する必要があります。そのため、競争的な資金や外部資金をあてにするのではな

く、学内経費の配分を見直して、部局等へ配分する教育経費を一定額確保することとします。また、

部局等の責めによらない電気料金等の値上げによる光熱水費等の増分については、全学的な支援が

できる仕組みを検討したいと考えています。 

 

⑤ 教育研究環境－私たちは、不安と危険に脅えることのない教育研究環境の実現のために、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、キャンパス内の軍用車の通行禁止の

徹底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。  

 

回答：学生や教職員が、不安と危険に脅えることのない教育研究環境の実現は重要なことだと考え

ます。現在、学長から入試実施時期の飛行禁止の関係機関への要請をしていますが、これは継続す

べきものと考えます。加えて、県内他大学・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および米国政府の関係部署に要請活動を行います。 

 

⑥ 学生支援について－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。  

 

回答：教育の機会均等を実現していくために、困難を抱えた学生の支援は重要なことと考えます。

本学に設立された「琉球大学修学支援基金」や「琉球大学一般基金」などを充実させることに力を

注ぎ、トップセールスも積極的に行います。これに加え、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強化します。また、昨年度に本学が制定した

「障がい学生支援ポリシー」を尊重し、「障がい学生支援室」を中心に障がいのある学生に対する合

理的配慮・修学支援を行います。 
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⑦ 大学キャンパスにおけるハラスメントについて－琉球大学のハラスメントに対する取組みに関して、

その現状と課題について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：この数年の間に、本学では「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、充実したハラスメント防止体制を整備してきました。そのため、ハラスメントに関する相談

は、かつて学外窓口への相談が多かったものが、学内の相談支援センターに寄せられるようになっ

ています。また、早い段階での相談にも応じているため、被害の拡大を食い止めることにも活かさ

れています。さらに、センターの専任・併任の教職員によるハラスメント防止に向けた FD や、再発

防止プログラムも実施されており、学内でのハラスメントに対する認識は高まってきていると思わ

れます。 

 今後は、学内構成員間のコミュニケーションを活発化させることにより、これまで以上に風通し

がよく、学びやすく働きやすい環境をつくっていくことが重要であると思っています。ハラスメン

トの被害者にも加害者にもならないようにする FD や SD をさらに強化します。不幸にも起こってし

まった場合には、充実した体制を活かして、適切かつ迅速な対処を行うよう努めます。 

 

⑧ 労使関係について－現在、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。今後、私たち三組合から団

体交渉に際しても学長の出席を要請した場合、候補者はこの要請に対してどのように応じられるお

つもりですか。  

 

回答：解決すべき問題には、誠意をもって真摯に対応していきたいと思います。2014 年の学校教育

法の改正では、大学が教育研究機能を最大限に発揮していくために、学長のリーダーシップの下で

戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要であり、副学長は、学長を補佐す

るのみならず、学長から指示を受けた範囲の校務について自らの権限で処理することができるとさ

れました。すなわち、学長はある範囲で各理事・副学長に権限を委ねて、ますます複雑多岐になる

大学ガバナンスを戦略的に行うことが求められています。本学においても、九州の他の国立大学と

同様、学長の委任を受けて交渉権限を有する担当理事・副学長が団体交渉に携わることになってい

ると理解しています。ただし、これは学長が責任を放棄しているということではありません。交渉

を有意義に進めるために、個別具体的あるいは専門的な事柄については、かつて本学でも実施して

いた事前の事務折衝を復活してはどうかと考えます。そして、それを活用して担当理事・副学長に

権限を持って団体交渉にあたってもらい、最終的な場面において必要ならば代表権を有する学長の

出席も考えたいと思います。 

 

⑨ 教職員の処遇改善について－附属病院職員の過重労働の改善、大学事務系非常勤職員・非常勤教員

の雇用期限・処遇改善についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

回答：大学病院教職員の労働改善の問題は全国的課題であり、大学病院の医師の働き方改革につい

ては、文科省も本腰をいれ、国立大学附属病院長会議を中心に鋭意検討を進めていると聞いていま

す。大学病院の医療がチーム医療である以上、医師の働き方改革は大学病院の医療に携わるすべて

の医療従事者にかかるものです。本学も国および同会議の改革の方向性を注視しながら、学長（開

設者）は病院長（管理者）と協力して改善に努めるべきであると考えます。 

 事務系非常勤職員の雇用期限・処遇改善も重要な問題です。本学では、条件が満たされた場合の

無期転換への変更を九州地区の国立大学の中で先駆けて始めています。また、休暇や人事院勧告へ

の対応などについても常勤職員と同様な取扱いを行っているものと理解しており、これを継続しま

す。非常勤職員から常勤職員への登用の機会も設けられており、すでに 10 名以上の方がこの機会を
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活かしています。今後、これをさらに広げることを考えます。 

 非常勤講師の雇用期限・処遇改善も同様ですが、研究に関わる非常勤教員等の場合は、研究開発

力強化法の改正により労働契約法に特例が設けられたこともあり、本学の規程はプロジェクトが 5

年を超えることも想定したものに改正されています。 

 このように、最善の対応をするための条件は多様になっていますが、それぞれの条件の違いに応

じ、ルールに基づき丁寧に改善を図るように努めます。 
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2018 年 11 月 22 日 

2018 年琉球大学学長選考 候補者への公開質問状 
 

作成：三者連絡会 
 

氏名：松下正之 
 

① 大学運営の理念について－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。 

 

回答：建学の Land Grant University の精神に基づき、琉球列島の特徴を生かした学際的な教育・

研究体制を構築します。これらの体制を基盤としたイノベーション推進により、沖縄県の発展に貢

献するとともにアジア太平洋地域の知の創造を担う琉球大学を目指します。 

 この目標を達成するために、大学の基盤である学部の人事や予算に関する強化をし、学生の修学

環境整備や教員が安心して教育研究できる環境整備を最優先に取り組みます。さらに、運営費交付

金の削減が継続されるなかで、イノベーションの推進による外部資金の増加を目指します。 

 

② 大学運営の進め方について－学長のリーダーシップと学部教授会の権限をふまえて、教職員との合

意形成など民主性について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：組織の運営については、ボトムアップとトップダウン（リーダーシップ）の２つに分けられ

がちですが、国立大学の運営においては、学長はビジョンを直接示し、教授会を含めた教職員との

合意形成のために最大限の努力をすべきであり、双方向の合意形成が必要であると考えています。 

 

③ 大学財政について－大学財政について、「総合的教員ポスト運用戦略」や今後の学費の値上げを含め

て、候補者のお考えをお聞かせ下さい。  

 

回答：「総合的教員ポスト運用戦略」については、２％の拠出が各部局より行われ、その内の１％が

凍結され、１％が再配分されています。この１％の再配分については中止を行い、これまでの実績

を評価したいと考えています。運営費交付金の削減が継続中は１％の凍結分は実施します。学費の

値上げについて、行いません。 

 

④ 教育研究経費について－③とも関わりますが、教育研究経費の大幅な削減によって、十分な教育研

究活動の維持が困難になっています。その事について候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：私自身、学部長を４年間務めさせて頂き現在は教官として教育研究に携わっていますが、学

部の弱体化は深刻な問題と認識しています。①にも記載させて頂きましたが、学部の安定的な運営

なくして琉球大学の次の発展は見通せないと考えています。 

 

  



 8

⑤ 教育研究環境－私たちは、不安と危険に脅えることのない教育研究環境の実現のために、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、キャンパス内の軍用車の通行禁止の

徹底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。  

 

回答：琉球大学キャンパスに直接関連したキャンパス内の軍用車の通行禁止、軍用機のキャンパス

上空飛行禁止については３者組合の方針にいては同意致しますが、その他の事項については、コメ

ントは差し控えさせて頂きます。 

 

⑥ 学生支援について－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。  

 

回答：経済的困窮、性の多様性を尊重し，個性（障がいを含む）を大切にする，人権感覚に富んだ

キャンパスを目指しています。具体的には、経済的支援の拡充、個性・多様性に対する施設の整備

などに積極的に取り組みます。 

 

⑦ 大学キャンパスにおけるハラスメントについて－琉球大学のハラスメントに対する取組みに関して、

その現状と課題について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：ハラスメント対策については、ハラスメント相談支援センター、ハラスメント防止対策委員

会の取り組みにより、充実した内容となりハラスメント相談も安心してできる環境が整備されたと

認識しています。ハラスメント防止にとって重要なことは各人の意識改革だと考えますが，現状は

必ずしも十分に達成されているとは言えないと感じており，意識改革の徹底が課題だと考えていま

す。今後は、引き続き教職員への持続的な周知と啓発活動、より一層のセンター機能の充実・強化

が必要であると考えます。ハラスメントのないキャンパス作りに積極的に取り組みます。 

 

⑧ 労使関係について－現在、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。今後、私たち三組合から団

体交渉に際しても学長の出席を要請した場合、候補者はこの要請に対してどのように応じられるお

つもりですか。  

 

回答：労使関係に関わる諸問題については、教職員の労働環境や大学の発展など総合的に判断して

真摯に対応していく必要があると考えています。三組合からの団体交渉への参加要請については、

交渉内容に応じて判断させていただければと考えています。 

 

⑨ 教職員の処遇改善について－附属病院職員の過重労働の改善、大学事務系非常勤職員・非常勤教員

の雇用期限・処遇改善についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

回答：附属病院職員の過重労働などの労働環境の改善については早急な対応が必要と考えています。

医療の質と経営的な問題もありますが、早急に附属病院長とともに対応策を検討します。非常勤の

教職員の雇用期限については、労働契約法の改正により大きく変わったところでありますが、法に

照らして教育の質と処遇改善を検討できればと考えています。 
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2018 年 11 月 22 日 

2018 年琉球大学学長選考 候補者への公開質問状 
 

作成：三者連絡会 
 

氏名：山崎 秀雄 
 

① 大学運営の理念について－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。 

 

回答：社会変革期に発生する教育問題、福祉問題、自然災害対策、経済・産業の振興、および沖

縄が抱えている諸課題に対して、政策・意思決定者に学術的な助言・提言を行うことができる新

たな仕組みを創造します。課題解決の検討過程で生まれた「新たな智」を新学問領域へと昇華さ

せ、本学から国際社会に「人類の新しい知恵」を発信します。この琉大設立理念の復興である「琉

大ルネサンス」によって、地域、国際、人類社会の平和と繁栄に貢献する新しい大学像を創造し

たいと考えています。 

 

② 大学運営の進め方について－学長のリーダーシップと学部教授会の権限をふまえて、教職員との

合意形成など民主性について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：平成 13 年の文部科学省発足以降、大学改革の推進とガバナンス強化が行われてきました。

教授会は大学改革の 大抵抗勢力と考えられていたため、教授会の無力化を目的として、「学校教

育法」及び「国立大学法人法の一部」が平成 26 年に改正されました。この時、教授会の審議事項

から人事条項が削除されています。この法改正により、学部長は学長指名となったため、教授会

による学部長選挙から意向調査に変わりました。同様に、教員採用人事も意向調査となり、実質

的に教授会の人事権が消滅しました。 

平成 15 年に施行された「国立大学法人法」により、大学の学長も構成員による選挙から、学長

選考会議の指名になっています。本学では、構成員の意見を反映させるために、これまで「学長

候補者意向投票」を行ってきました。教授会での意向調査・投票行為を含め、構成員による意向

調査廃止の外部圧力が年々高まっており、今回の学長候補者意向投票の実施も危ぶまれていまし

た。教授会や教員の影響を排除して、学長権限の強化によるトップダウン型の大学改革促進を狙

ったものです。この国立大学法人化以降の流れは、歴史的に見ると、独裁政権の成立過程と酷似

しており、民主的で健全な手法のようには思えません。多様な考え方や少数派の意見や知恵を大

学から消し去る愚行だと感じています。世の中には、トップダウンで強権発動することがリーダ

ーシップだと勘違いしている人が多いように思います。古より、リーダーは人心を集め、構成員

からの「信」を得ることで統率力を発揮できるとされています。リーダーシップは、地位や権力

が個人に与えるものではなく、人間が社会行動をおこなうための、言わば「役割分担」の一つだ

と考えています。残念ながら、現在の日本の要職にある立場の方々に、真のリーダーと呼べる人

が見当たりません。 

 過去 4 年間の学内の様子を見ていると、教授会からは活気が消え失せ、以前のような真剣な議

論・討論が見られなくなったように感じます。教育研究評議会を含めて、全学会議で積極的に発

言する方がおられなくなりました。自由闊達な討論が必要なアカデミアの危機です。日本の国立

大学のシステムは、明治初期に創設された東京大学をロールモデルとしており、設立当初の各学

部は独立の学校扱いでした。そのため、学部長は学校長相当であり、複数の分科大学（学部）を

総括するのが「総長（学長）」と位置づけられていました。日本の大学システムを継承している韓
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国では、今でも Dean の漢字表記は「学長」となっています。学問分野によって独自の文化があり、

価値観も大きく異なります。意思決定権を各学校（分科、後の学部）に移譲して、自治による運

営をしてきたのが日本のアカデミア（大学）でした。この観点からすると、企業経営論理を導入

した平成 26 年の改正は、日本の大学崩壊のターニングポイントになってしまった感があります。

琉球大学に限らず、全国の国立大学の教授会は形骸化し、研究者としての自律性や、有識者とし

ての社会発信力が低下しているように思います。この事は、我が国の研究力の低下や論文生産数

の激減とも連動しています。 

 琉球大学は米国型大学 Land Grant University として設立されたため、他県の同規模国立大学

とは歴史的背景が全く異なります。日本の大学学部の英語訳は、Faculty となっています。しかし、

琉球大学の学部英語訳は長らく、College を使っていました。私が所属しています理学部の案内看

板が 近まで College of Science であった事からも、本学の特異性がうかがえると思います。未

来予測が難しい時代には、考え方や進め方の多様性が財産となります。「琉大ルネサンス構想」の

一環として、実質的な人事決定権を学部へ再移譲できないかと考えています。 終判断権と 終

責任は学長にありまが、法令遵守の範囲という制約の中で、多くの権限を現場に移譲して、構成

員の自立性を高め、スピーディーに事案対応できる仕組みをつくりたいと考えています。合意形

成のためには、学長が構成員と 新情報を共有し、進行状況を逐次知らせることが重要です。民

主的な運営法と公正性、透明性は、副学長、学部長、学科長として、これまでも常に意識してき

ました。学長になっても変わることはありません。 

 

③ 大学財政について－大学財政について、「総合的教員ポスト運用戦略」や今後の学費の値上げを含

めて、候補者のお考えをお聞かせ下さい。  

 

回答：琉球大学の財務状況に関する詳細な情報開示がありませんので、大学財政の見通しについ

ては憶測の範囲でしかお答えできません。これまでの印象を申し上げれば、現執行部の財政感は、

政府省庁系の感覚に近いものがあり、独立法人の経営センスからはほど遠いように感じています。

学校経営の根幹である教育予算を確保せず、年々学部配分額を減少させていることには憤りを覚

えます。問題に感じているのは、現行の予算配分手法が、国立大学時代の基礎データを今も準用

し、安易な傾斜配分によって減額し続けていることです。本来ならば、学校としての必要経費を

初に確保し、その上で、不足する予算額を算出、短期的には無駄を省くことで不足分の対応を

し、長期的には不足分の安定確保の確立を行うことが常道のように思います。琉球大学では、課

長以上の幹部事務職員は異動官職に相当するため、事務方からの提案が全て本省すなわち旧国立

大学準拠となります。大学の財政および行政改革を実行するためには、統括取締役である学長（CEO）

が、事務方以上に業務内容およびシステムに詳しい必要があります。そうでないと、旧態依然と

した本省準拠の手法に修正を加えたり、却下したりすることができません。その点、私は副学長、

学部長の大学管理職に加え、株式会社取締役、公社の理事、学会の理事等を経験しておりますの

で、大学財政および行政に関して何らかの改善ができるのはでないかと自負しております。 

 二年前の学長選でも、「総合的教員ポスト運用戦略」の見直しを主要な争点として立候補させて

頂きました。この「運用戦略」も、国家公務員時代の旧来手法を導入した施策の一つです。現在

は、医学研究科を除く各部局から、毎年２％相当の学部教員ポストを拠出させ凍結しています。

凍結いうと再解凍があるように聞こえますが、既に再配分人事で永久雇用人事を行っていること

もあり、実質的な教員定員の毎年２％削減と同義です。もし、実施目的が予算捻出であれば、人

を減らすのではなく、人件費のみを減らす手法を採用する事は可能なはずです。しかし、教員定

員を削減しているにも関わらず、校費減額が続いています。実施の効果についても何ら説明はあ

りません。実は、過去にも、担当理事から定員５％削減を通達されたことがあります。学部から

人を減らすことは組織の弱体化に繋がるため、当時、副学部長だった私は猛反対しました。この
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時の政府通達は、公務員人件費５％削減でした。それを教員定員５％削減と読み替え、学部に定

員削減を要求したのです。担当理事との丁々発止の交渉の末、新規教員採用人事を全て半年間遅

らせることで人件費 5％削減が成立するシミュレーションを認めて頂きました。その結果、5年間

で教員定員を一人も減らす事なく、政府通達の人件費５％削減を達成しました。教員定員を機械

的に減らす「総合的教員ポスト運用戦略」には断固反対です。この事案に関しては、様々な問題

点や回避策、代替措置等を,出席した全ての会議で提案いたしました。しかし、原案がほぼ無修正

で採用され実施されてしまいした。変革期には、目先のお金よりも「人が宝」となります。仲間

を失っては、次の発展の活力を永久に失ってしまうように思います。 

 上記の不足額がどうしても補えない場合は、財務状況をステークホルダーに説明して学費の値

上げを検討せざるを得なくなると思います。その際には、低所得者救済措置を併せて実施しなけ

ればなりません。学費値上げに関しての不確定要素は、国会で議論中の「大学授業料無償化」だ

と思います。詳細は承知しておりませんが、特定の条件を満たせば、政府が大学授業料を支払っ

てくれることになります。低所得者対策には耳に聞こえが良いよう思えます。しかし、この施策

は、少子高齢化が進む中で、経営破綻に瀕する私立大学を無為に延命させ、1000 兆円を超える日

本の借金（赤字財政）を更に増大させる危険性があります。別の見方をすると、今、授業料を大

幅に値上げしておけば、大学に支給される政府補助金も増額する事が期待できます。率先して、

東京工業大学が 10 万円の授業料の値上げを発表しました。法案通過を前提とした補助金増額狙い

ではないかと邪推しています。この危険なマネーゲームが、今後、各大学で起きると予想してい

ます。問題は、受給のための条件です。現時点で、外部招聘理事の人数要件や、アカデミア以外

からの実務家の参画、実務家による授業比率の設定等があり、今後も「後出しジャンケン方式」

で受給の要件が増え続ける恐れがあります。「大学授業料の無償化」は直ぐにでも飛びつきたい魅

力を持ちますが、私には、行政職員の新しい天下り先の確保（官僚が実務家教員として教授にな

るキャリアパス）と文科省の大学統制力の強化だけが目についてしまい、「毒まんじゅう」に見え

ます。大学の自治と独立性を保つためには、「毒まんじゅう」は食べない方が良いというのが現在

の私の見解です。この「毒まんじゅう」を受け入れるかどうかは、教員、学生、社会等のステー

クホルダーと意見交換をし、合意形成の上で決定しなければならない重要事項だと考えています。 

 

④ 教育研究経費について－③とも関わりますが、教育研究経費の大幅な削減によって、十分な教育

研究活動の維持が困難になっています。その事について候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：現状の悲惨な状況を見るにつけ、真っ先に改善すべき緊急対応事案だと考えています。教

育予算が極めて少ないことに対して、学生に説明できる合理的な根拠を見つけることができませ

ん。学会出張やフィールド調査、論文作成が伴う大学院生に至っては、機会均等の教育原則を逸

脱しており極めて異常な状態です。研究費不足に伴い、日常の光熱水量の制限を受ける部署や、

修理費、廃棄処理費も捻出できない部署も発生してきており、組織としての体をなさないレベル

になっています。教員によっては、自費を寄付金として校費化し、涙ぐましい自助努力をおこな

っているケースもあります。もはや、無政府状態と言わざるを得ません。無策を続け、状況を放

置していること自体、組織・構成員に対する背信行為だと感じています。運営費不足の根本解決

は時間を要する難問です。緊急措置素案として、教育研究予算の 低保障額の設定と維持を方針

として掲げさせて頂きました。予算配分のところでも申し上げましたが、各分野における必要

低額を試算し、相応の教育研究校費が確実に各個人・部署に渡るような「ベーシックインカム校

費」を設定したいと思います。 
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⑤ 教育研究環境－私たちは、不安と危険に脅えることのない教育研究環境の実現のために、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、キャンパス内の軍用車の通行禁

止の徹底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。  

 

回答：大学の長として、学生、教職員の健康と安全を守るのが責務だと感じております。外部圧

力からの影響による不安を排除し、リスクを低減させることに務めていく所存です。軍用ヘリコ

プターが千原キャンパス上空を通過するのをよく見かけます。理系複合棟を有視界飛行のランド

マークにしているのではないかと思われます。センター入試のリスニングの際は、無論の事、騒

音被害等は、学校長として沖縄防衛局を通じて在日米軍指令本部に飛行停止および自粛の要請を

行います。例示されているオスプレイの撤去、普天間基地閉鎖、キャンパス内の軍用車両の通行

禁止に関しては、若干、ヘリコプター等の騒音問題とは対応が異なってきます。米軍に関する諸

事案は、日本国憲法よりも上位に位置する日米地位協定および日米合同委員会協議の存在が問題

の根幹にあるように感じています。学長は公人であり、教育機関の長ですので、法令遵守の立場

から、あくまで中立、政治不介入の原則を堅持したいと考えています。しかしながら、在日米軍

に関する諸問題は、沖縄が解決すべき重要課題の一つです。関連研究を推進することで、政策決

定者に学術的かつ合理的な方策を提言し、在日米軍に関する問題の根本的解決に導けていければ

と考えております。 

 

⑥ 学生支援について－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。  

 

回答：経済的困窮者の救済策として、授業料の免除や各種奨学金制度があります。しかし、受給

者の選抜にあたっては、学部生であれば GPA による成績優秀者、大学院生であれば研究業績優秀

者が選ばれる傾向にあります。これは理にかなった公正な基準ではありますが、現実には、経済

的困窮者は、アルバイト等で学業に専念できる時間が少なく、支援の要件（学業優秀者）を満た

さないことが多々あります。財源確保が課題となりますが、既存の支援法に加えて、一定所得以

下の学生を自動的に救済する仕組みを創りたいと考えています。 

 平成 26 年の日本学生支援機構（JASSO）のデータによりますと、障害のある大学生は、10 年間

で 3 倍に増加しています。視覚障害、聴覚言語障害、肢体不自由等の身体障害者の入学数は一定

ですが、近年の増加分は全て、病弱・虚弱、発達障害、その他となっています。特に、平成 17 年

にはゼロだった「発達障害」学生数は指数的に上昇しており過誤できない状況です。学生の休学

および退学に占めるメンタルヘルス障害の割合が急激に増加しているのは明らかです。平成 26 度

より「障害者差別防止法」が施行され、事業者（大学）は障害者に対して合理的配慮の実行が義

務づけられました。ここで課題となるのは、身体障害者対応に加えて、発達障害も含めた精神障

害者対応も含まれていることです。発達障害の場合にも、本人からの申告があれば障害者手帳を

持っていなくても防止法は適用されます。しかし、現場の理解と対応は全く追いついていません。

学生の発達障害は、二次障害として鬱病等を発症するケースがあり、自殺に至るケースもありま

す。対応している教職員の負担は著しく大きいものがあります。大学全入時代になり、発達障害

者の学生比率が増加している印象を持っています。大人の発達障害は学術的に不明な点が多く、

新しい研究による科学的エビデンスに基づいた適切な対応が必要だと考えています。臨床心理学

分野だけでなく、基礎医学、脳科学、精神科学、栄養学、教育学等の学際的な新しい研究を推進

して問題解決を図る必要があります。「障害」という言葉が、偏見や差別を生み、中々オープンな

議論ができていないように思います。大人の発達障害は、知的活動に問題がない場合が多く、む

しろ、過去の天才と呼ばれた人達には発達障害があったとも言われています。新しい学習指導要
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領が、発達障害を持つ生徒、特定の才能に秀でた生徒に適合しない可能性があり、日本の教育に

おける今後のポテンシャルリスクの一つだと感じています。多様性を高め、違いを認識し、協動

する社会を創造するためにも、発達障害を持つ学生の伸ばし方を模索することも大学の責務であ

ると考えています。 

 

⑦ 大学キャンパスにおけるハラスメントについて－琉球大学のハラスメントに対する取組みに関し

て、その現状と課題について、候補者のお考えをお聞かせ下さい。 

 

回答：琉球大学におけるハラスメント事案は、個人情報保護および被害者保護の観点から公開さ

れることがありません。そのため、どのようなハラスメント事案があるのかさえ、一般には聞こ

えてきません。現在の社会は緊張感にあふれていますので、DV（ドメスティック・バイオレンス）、

いじめ、ハラスメントが頻発する土壌にあります。大学内の現場を訪ねてみて、ハラスメントが

起きている職場は笑顔の少なさで感覚的に分かります。ハラスメントの基準には絶対的なものが

なく、ケース事案毎の対応が求められます。共通しているのは、加害側と被害側の信頼関係がな

いか、崩壊していることです。同じ行為でも、信頼関係がある場合には問題とならないケースが

多いようです。ハラスメントがおこらない環境をつくるためには、職場あるいは教育現場でのお

互いの信頼関係の確立が必要だと思います。私の印象では、職場や教育現場で成果主義やノルマ

達成主義が強くなると、ハラスメント行為が増加するように思います。また、同僚や、同級生、

先輩後輩の人の繋がりが希薄になり、問題対処の全てを個人が背負う「孤立した人間関係」にも

原因があるように思います。ハラスメント行為が再発するケースでは、相手の痛みを理解するこ

とができない ASD 積極奇異型発達障害の可能性も考えられます。規則の制定、罰則の強化、FD・

SD の実施のような「組織の免責行為」として対応するだけでなく、ハラスメント行為発生の根本

的原因を学術・科学的に解明し、学長主導でハラスメントのない笑顔あふれるキャンパスにした

いと思います。 

 

⑧ 労使関係について－現在、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。今後、私たち三組合か

ら団体交渉に際しても学長の出席を要請した場合、候補者はこの要請に対してどのように応じら

れるおつもりですか。  

 

回答：学長になると、現場から離れてしまいます。問題は現場で起こっているにも関わらず、フ

ィルターを通した情報のみが伝言ゲームによってあがってくるようになります。そうすると、裸

の王様となり、誤った判断を下す恐れがあります。私は現場を重視しておりますので、現場の問

題と窮状を直接伺える三組合の団体交渉の場は非常に大切な機会だと考えています。交渉の席に

は必ず参加させて頂き、直接問題を伺いたいと思います。 

現在の各種組合活動の課題は、組織率の低下だと感じております。戦後に賀川豊彦が生協、農協、

労組をつくった貧しい時代とは異なり、組合参加の意義に疑問を感じる若い世代が多くなってき

ました。社会変革の時代にあって、新しいスタイルの健全な労使関係が構築できれば、これも次

世代に繋がる「琉大発の新しいロールモデル」になると思います。通常業務に加えて、組合活動

に尽力されている教職員の方々には敬意を表し、個人的には何らかの支援をする道はないかと考

えております。私は、敵対関係を前提とした旧来の労使関係の考え方は持っておりません。 
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⑨ 教職員の処遇改善について－附属病院職員の過重労働の改善、大学事務系非常勤職員・非常勤教

員の雇用期限・処遇改善についてはどのようにお考えでしょうか。 

 

回答：平成 23 年に日本学術会議は勤務医の過重労働に関する提言書をまとめています。提言書で

は、勤務医の労働形態に改善の必要性ある事が明記されています。大学附属病院は病院でありな

がら、教育機関としての特殊性があります。医師免許をもつ大学院生が「無給医師」として医療

業務に関わる問題も 近話題になっています。医師および看護師の業務負担軽減のために、コメ

ディカル職員の配置や増員、業務分担も進められていますが、現場の負担感の軽減には至ってい

ないようです。今後、大学自己収入の増加策を検討する時に、附属病院収入を当てにするように

なる事が予想されます。その場合、様々な改善策を施しても、益々、現場の負担が増大する恐れ

があります。安易に大学本体のドル箱として附属病院を考えてしまうと、研究教育機関である大

学病院の本来のミッションを見失うだけでなく、過重労働による医療事故の増加を招き、大学に

対する社会からの信頼を失いかねません。附属病院の収入は病院の業務改善に第一義的には用い

られるべきだと考えています。附属病院職員の負担軽減のためにも、病院収入に頼らない別ライ

ンの収入源の確保が肝要となってきます。簡単なことではないことは重々承知しておりますが、

私が培ってきた国内外の全てのチャンネルを使って新しい財源の確保を模索したいと考えていま

す。 

 平成 24 年に改正された労働契約法によって、5 年以上の非常勤雇用（有期労働契約）を経過す

ると、本人の申し出により無期雇用に転換できるようになりました。本来は、不安定な非正規雇

用者・有期雇用労働者をサポートする法律だったはずですが、実際には 5年で契約を打ち切る「雇

い止め」が多発しています。施行の段階から本法律は問題が多いと感じており、大学には馴染ま

ないと強く思っておりました。その後、研究職あるいは専門職に限っては、期間が 5年から 10 年

に延長されましたが、本質的な解決には至っていません。更なる法令改正が必要だと思います。

退職金支払いの財源問題が課題となりますが、個人的には、長く勤務しておられる方は、常勤職

員に転換する方向で検討できればと考えております。人を材料（人材）として使い捨てにするの

ではなく、組織の財産（人財）として供に成長し、本学と社会のために働いて頂く事ができる道

を探していく考えです。 

 定期昇給停止に関して、年 3 日の全学休業以外の代替緩和措置を検討したいと思います。退職

まで残り 10 年も昇給が止められていては、仕事へのモチベーションも維持できないように感じて

います。これも財源問題がつきまといますが、改善策を検討したいと思います。 


