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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」 
2018 年12 月7 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 12 日（水） 

午前 7 時半から午後 1 時までです。 
 

 12 月 3 日（月）、三者連絡会主催による次期学長候補者（國吉幸男候補・西田 睦候補・松下正之候補・

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。情報提供することが目的なので，話した言葉そのままではなく，内容を変えない範囲で，読者

にわかりやすい表現に変わっている場合があります。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、幸いです。 

なお、公聴会に先立ち候補者の方々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。 

 候補者の方々には、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 
2018 年 12 月 3 日（月） 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（山口剛史・琉球大学教授職員会副会長)：今度は三者連絡会、琉大教職員会と琉病労、国公労、組合三

者で三者連絡会というものをつくって、大学との交渉やいろんな取り組みを進めております。この三者連絡会

主催によります公開公聴会を始めたいと思います。 

 大体２時間を予定しておりますので、７時には必ず終了するということで、７時前に終了できればと思って

おります。候補者の皆さんからの言葉をたくさんいただければと思っていますので、よろしくお願いします。 

 私は本日司会をさせていただきます教授職員会副会長で、教育学部の教員をしております山口剛史と申しま

す。なるべく皆さんの声が反映できる司会に努めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、 初に会長のほうから御挨拶をいただいてスタートしたいと思います。 

 では、廣瀬会長、よろしくお願いいたします。 

 

【主催者挨拶】 

廣瀬 孝（琉球大学教授職員会会長)：琉大教授職員会会長の廣瀬孝と申します。本日はよろしくお願いいた

します。 
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 先ほどもありましたように、今回は三者連絡会、つまり琉大労組、琉大病院労組、教授職員会の学内三労組

の共同主催ということになっています。そして、労組に加入している方ばかりではなく、構成員をはじめとす

る琉大に関係する皆さんへの情報提供もできればと考えております。 

 さて、このたびの学長選考に当たりましては、４名の候補者が立候補を表明されました。お手元の資料にあ

りますように、候補者の皆様には公開質問状への御回答を大変短い期間でしていただきました。それから、ワ

ードに直接記入してメールで返答していただくという形をとりましたので、長さとかばらつきがございます。

それから、この公聴会への参加も快くお引き受けいただきました。改めてお礼申し上げます。 

 皆さんご存じのとおり、今回の学長選考は、大城学長の後の６年間、今後６年間の私たちの舵とりを任せら

れる、新たな方を選ぶ非常に重要な選考になると思います。限られた時間ではありますが、しっかりと候補者

の指針を伺い、できる限りの質問に答えていただき、それによって自分たちの大学についてしっかりと考え一

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。 

 候補者の先生方、本日はよろしくお願いいたします。 

 

司会（山口）：それでは、早速会を進めていきたいと思いますので、候補者の皆さん、御登壇よろしくお願い

いたします。 

(候補者登壇) 

 

【趣旨説明並びに進行方法についての確認】 

司会（山口）：それでは私のほうで、冒頭に進め方に関して御提案させていただきまして、確認をして進めた

いと思います。 

 まず趣旨としましては、先ほど会長からもありましたように、こちらのほうで多くの材料といいますか、政

策的な内容の違いも含めて材料を提供する。そのことによって、あくまで私たちのさまざまな観点から、興味・

関心から、この選考に関する１票を投じることを目的としております。 

 ですので、特に何かしらここで１つの問題に関して結論を導くとかそういうことではなくて、あくまで今回

の選考にかかわって、それぞれの候補者の方のきちっとした声を伺うということが大事な点かなと思っており

ます。 

 議論の進め方ですけれども、お手元の資料のほうにございますとおり、まずこちらのほうから公開質問状を

出しておりますので、そこの中でとりわけこういうところを大事にしているとか、①から⑨までありますので、

２時半から参加されていらっしゃる方もおられますけれども、公開質問状に沿って、このポイントで自分は

10 分間紹介しますということで御紹介いただければありがたいなと思います。それをまず１人 10 分で 40 分

進めたいと思います。 

 その上で、公開質問状の回答を受けて、三者連絡会のほうから共通質問ということで、公開質問状の項目で

少しコメントしていただきたい点について伺うというふうにしたいと思います。それを１人できれば５分程度

ということで、もし必要であれば補足説明もお願いすることもあるかと思います。 

 それで大体１時間程度を過ごしまして、少し休憩を挟みまして、フロアからの質問ということで残りの時間

を過ごしたいと思います。できるだけいろんな方の質問に答えられるように、司会のほうでうまくやっていき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 本日の資料は、Ａ３のものが1セットございます。全て候補者の皆さんからいただいた回答をそのまま印刷

しております。これに関しては、本日この会終了後、データとしてホームページにも上げて、判断材料にして

いただきたいと思っておりますし、 終的には毎年そうですけれども、きょうの公開の討論の様子を文字起こ

しをして候補者の皆さんに点検いただいて、来週ニュースとして、資料として発行して、皆さんの参考にでき

ればと思っておりますので、そこまで見ていただいて、今後琉大がどうなったらいいか、誰に託したらいいか

についての大事な判断材料になればと思っております。短い時間ではありますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは早速、先ほどの順番そのまま、公示の順番でお並びされてると思いますので、國吉候補から順番に
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10分程度でまずお話をいただきたいというふうに思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

國吉幸男候補：このたび学長選考に立候補しました國吉であります。医学部の大学院の医学研究科のほうから

まいりました。 

 10 分間ということでありますので、皆さんのお手元にある公開質問状及びその回答がございますので、そ

れを見ながら、10 分ありますので、これを全部読んでも時間があるだろうと思いますので、とりあえず全部

回答したいと思います。 

 ①大学運営の理念についてということで、これは回答で教職員が生き生きとして職務・教育研究を行い、そ

の結果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、それを目指すということであります。 

 ②大学運営の進め方があります。法人化して学長のリーダーシップということがよく聞こえますけれども、

先ほど来、私が申し上げてますけども、学長のリーダーシップといっても構成員のコンセンサスが極めて大事

だろうと思います。そのためにいろんな施策をすると。ＫＰＩとかそういうのがありますけども、そういう数

値的なモニターを使いながら、誰でもコンセンサスが得られるようなエビデンスをもって皆さんに提示する。

後はトップリーダーシップとして意思決定を行うということでやりたいと思います。 

 ③大学財政ですけど、これは今極めて 大の問題点だろうと思います。運営費交付金が１％ずつどんどん減

らされているということで、各学部に僕は訪ねて行きました。すると、学部教育ができない、ビーカーが買え

ない、シリンダーが買えない、そんな状況で学部教育ができるんでしょうか、ということで、私はこれに一番

力を入れていきたいと思っております。 

 それが、ヒト・モノ・カネを奪われ瀕死の状態であることは看過すべきではないと、私はこれに明確なビジ

ョンを持ってるということで、④とつながります。これは自主財源を確保しないといけないということであり

ます。 

 附属病院は 180 億ぐらいの収入があります。これは、今は医学部附属病院ですから勝手に使えません。と

ころが、実をいうと 180 億プラス病院運営費交付金というのがあります。それが 18 億ぐらいあります。その

中の教育研究に使うお金を附属病院側でカバーしたら、あまり大きい声では言えませんけど、その分は浮くと

いうことであります。それを利用するのが１つです。 

 それともう１つは、内部融資制度というのがあります。これは例えば本部から大型機械を低利で融資して購

買し、それを使って診療すると、その診療をすることによって稼げるわけです。それを大学本部側とやって、

診療で上がった利益を戻すというこの２つの方法で、これは実際にやってみないとわかりませんけども、内部

融資制度というのは琉大しかないそうです。それを利用してやりますと、ある程度の財源はできるだろうとい

うのが僕の施策です。 

 それをメインにして、今まで皆さんが苦しんできた 20％の配分削減分をカバーできるとは言えませんけど、

起爆剤にはなります。 

 それから⑤教育環境は、これはごもっともであります。勉強している上を軍用機が飛んだらとんでもないの

で、それは皆さんと同じだろうと思います。 

 ⑥学生支援はここに書いてありますとおり、一番大事なのは学生の教育をどうするか、修学をどうするかと

いうことでありますから、いろんな人たちが多様性を持ってここの大学に来ております。ぜひその人たちの多

様性を引き出すような教育をしたいということであります。 

 ⑦ハラスメントでありますが、現在の取り組みについては公開性に欠けるということがあります。 

 ハラスメントというのは、運営する側と別組織、第三者機関でないといけません。ところがそれがどうも危

うい状況だということがありますので、その点については私自身も勉強が必要ですけれども、公開性の徹底と

厳正な対処を進めたいということであります。 

 ⑧労使関係、これはとにかく皆さんも琉球大学を背負っている構成員の 1 人ですので、一緒になって大学を

いい方向に進めたいというのは一致した意見だろうと思いますので、機会があれば必ずやどこにでも出かけて
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いきたいと思います。 

 ⑨教職員の処遇改善、これは附属病院の過重労働が問題になっておりますけれども、これはいままで医療を

やってきた人の文化といいましょうか、患者が死ぬぐらいだったらお前の命かけてでも救えというのがどうも

根底にあるらしくて、過重労働になっている文化があります。 

 しかし文化というのは変えられます。僕は心臓血管外科医ですけども、こういう傾向はかなりあります。こ

の働き方改革についても、医療関係については５年後に先延ばしという話があるぐらいで、国のほうもそれは

多少理解はしているだろうと思いますが、実際にそういうことを受けて、うちの心臓血管外科グループに 12

名います。彼らと話をして、一人で出来るのは二人でやるな、そういうような働き方改革をもとにやると、か

なり過重労働は軽減できると僕は思ってます。実際にうちではかなり過重労働が減ってきてます。 

 チーム医療という言葉があります。みんなで向こうに行きましょう、みんなでやりましょうということはあ

りますけども、独立しておのおのがお互いの時間を大事にしてやって配分すれば、そうかなりな過重労働には

ならないだろうと思って、今その工夫をやっている 中であります。短い時間ですけど、以上です。 

 

司会（山口）：何分ぐらい残りありますか。あと５分ぐらいですか。 

タイムキーパー：あと４分です。 

司会（山口）：４分ぐらい。何か補足があれば。 

 

國吉幸男候補：そんなところですかね。すみません。 

また質問してください。 

 

司会（山口）：余った時間は本人が質問に回していいということですので、そのまま進めたいと思います。 

 西田候補、よろしくお願いします。 

 

西田 睦候補：それでは西田から公開質問状への回答の説明をいたします。お手元に回答文書が、Ａ４でいく

と３ページちょっとございます。その説明をということですので、書いたものをもとに、要点をご説明すると

いうことにしたいと思います。 

 ①学運営の理念についてです。私の全体的ビジョンをというふうに言っていただいています。それを１つの

文で言うならば、「琉球大学を、学生が元気で、教職員が働きがいを感じることができて、地域から頼られて、

国際的には一目置かれる大学に」なります。 

 とりわけ重点を置きたいことは２つあります。 

 １つは学内、そして学外とりわけ地域とのコミュニケーションの促進です。こういうコミュニケーションを

しっかりとるということが、本学のさらなる発展の基盤になると考えているからです。 

 もう１点重点を置きたいことは、構成員の成長環境の整備です。学生はもとより、教職員も楽しく働いて、

力がついたなと思える、あるいはもうちょっとこういうことを学びたいなというときに、それができるような

職場にできればいいなと思っております。 

 段落の 後のほうに飛びますけれども、教職員の力量が向上すると、それが外部資金の獲得増につながって、

つまりいいポジティブサイクルが回っていくということになりますので、ぜひここはそういうふうに回してい

きたいと思っています。 

 ②大学運営の進め方です。私は多様な考えと専門性を持った多彩な構成員の存在、これが大学の肝である、

命であると考えています。多様性を尊重した丁寧な議論を通じて合意形成を行っていくことが、根本だと思っ

ております。学長のリーダーシップというのは、それを進めるというところに発揮するべきだろうというふう

に思っています。 

 ③大学財政についてです。基本的には運営費交付金で国立大学というのは動いておりますので、これが年々

減らされるというのは本当に厳しいわけですけれども、この厳しさに対しては、何とかして財源の拡大を図る
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というのが１点、もう１つは資源の適切な配分と、この２面作戦が必要です。 

 財源の拡大については、先ほど申しましたけれども、競争的な外部資金をしっかりとっていくということを

図りたいと思います。当然外部資金という狭いものだけでなくて、寄附金、あるいはクラウドファンディング

をやってみる、あるいはネーミングライツ・パートナーの募集も始めたところですけれども、全国の例を見て

もこういうものも積極的にやって、すぐにすごいお金が集まるというわけにはなかなかいかないと思いますけ

れども、しかし、できることはしっかりやっていくことが大事だと思っています。 

 それから学費値上げについて問うていただいております。これに関しては、私は慎重であるべきだと考えて

います。これは沖縄の皆さんの収入状況等を考えれば、自明だと私は考えています。 

 それから、適正な資源の配分に関して重要なものの１つが、ご指摘もいただいている総合的教職員ポストの

運用戦略です。これも先ほど申しましたけれども、今後の運営費交付金の配分状況等が大事になりますけれど

も、それをしっかり見据えて、５年目の点検を丁寧に行いたいと思います。単にポストをどうこうするという

だけではなくて、経費面から考えて、少しでも柔軟に部局が対応できるような修正といいましょうか、そうい

う改善をぜひ皆さんと議論して図っていければと思います。 

 全体が減る中で人件費率を上げるわけにはいかない、一方、ただじり貧になっていくのを何とか防ぎたいと

いう中で策定された施策ですので、そういうところはしっかりとつなぎながら、改善できるところは改善した

いと考えています。 

 ④教育研究経費についてですが、これは先ほど申しました。研究費については伸びる余地があるので伸ばし

ていく。一方、教育経費については、これは安定性が必要です。そうすると、競争的外部資金に頼るわけには

いかない。そういうもの（教育系の外部資金）はそもそも少ないですから、これは何としても学内配分の仕方

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というふうにしなければならないと思っています。 

 それからさらに、 後に書きましたけれども、電気料金等が上がるようなときに、これは大学でももちろん

苦しいわけです。国が補填してくれないので。しかし学部等よりは財布が大きい分、大学で支援するというこ

ともしないといけないのではないかと思っています。 

 ⑤教育研究環境の問題です。これはおっしゃるように軍用機が上空を飛ぶなどということは、やはり不安と

危険が感じられる。こういうことはないようにしないといけない重要なことだと思います。特に入試実施時期

だとか、そういう時期の飛行禁止に関しては、申し入れをしっかりと学長がみずからやるということが大事か

と思っています。 

 それから、県内各大学・高専の学長・校長と連携して、軍用機の飛行禁止とか事件・事故等の防止等につい

ては、しっかりと日本政府及び米国政府の関係部署に要請活動を行うということが必要かと思います。 

 ⑥学生支援についてです。教育の機会均等実現というのは、避けて通れない絶対重要なことです。これに関

しては、本学に 近、琉球大学就学支援基金というのが設立されております。また大学の一般基金も整備され

ています。これらを充実させて学生支援をするということに力を注ぎたい。当然トップセールスをしっかりや

るということは言うまでもありません。障がい学生支援室も 近立ち上がりましたので、障がい学生の支援と

いうのもここを通じてしっかりやるということです。 

 ⑦ハラスメントについてです。本学では、近年ハラスメント相談支援センターができて、体制は充実してき

ました。さらに発生を防止するためには、先ほどらい申している学内のコミュニケーションを活発化するとい

うことが大事、つまりこれで職場にハラスメントが起こらないような、風通しのよい場にするということが大

事かなというふうに思っています。ぜひそういうことを図りたいと思います。 

 ⑧労使関係についてです。解決すべき問題は、誠意をもって真摯に対応していきたいというふうに思ってい

ます。 

 大学運営は非常に複雑多岐になっておりますので、学長はある範囲で理事・副学長に権限を委ねて、集団で

ガバナンスを戦略的にやることが求められています。 

 しかし、組合との交渉というのも大事です。交渉を有意義にするために、例えば個別のあるいは具体的な専

門的な事柄については、以前、事務折衝があったというふうに聞いています。こういうものを復活してはどう
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かと思います。そういうものを活用して、担当理事・副学長に権限を持って交渉に当たってもらい、そして

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したいと思っています。 

 後に⑨常勤・非常勤の教職員の労働改善・処遇改善の問題です。附属病院教職員の労働改善の問題という

のは全国的課題だというふうに認識しています。医学部長の全国会議などでもこれを取り扱っているところと

聞いておりますので、そういう流れをしっかり見据えて、学長と医学部長そして病院長が協力して改善を進め

ればというふうに思っています。 

 事務系非常勤職員の雇用期限あるいは処遇改善も重要な問題です。本学では、恐らくこれは九州地区でも早

いと思いますが、無期転換を始めています。また（選考を経て）常勤への転換というのも進めていて、かなり

の方が今常勤に変わってきている。これを今後さらに広げていきたいと思います。 

 非常勤の教員に関しては、研究開発力強化法の改正などもあって非常に条件が複雑になっております。それ

をしっかり認識した上で、改善に対応するための条件が多岐多様になっているのだけれども、それをしっかり

踏まえて、それぞれの条件の違いに応じて、かつルールにしっかり基づいて、改善に努めるようにしたいと思

っています。 

 ひとまず以上にしたいと思います。 

 

司会（山口）：ありがとうございました。では、引き続き松下候補のほうからよろしくお願いいたします。 

 

松下正之候補：大学院医学研究科の松下と申します。よろしくお願いします。それでは１番からお答えさせて

いただきます。 

 ①大学の運営理念ということですけれども、建学の Land Grant University の精神に基づいて、琉球列島

の特徴を生かした学際的な教育・研究体制を構築するということだと思っています。 

 これらの体制を基盤として、人材育成あるいはイノベーションの推進によって沖縄県の発展に貢献し、地域

に貢献するということです。それと同時に、アジア・太平洋地域の知の創造を担うような琉球大学を目指して

いくということを考えています。 

 この目標を達成するためには、大学の基盤である学部、ここが崩れていくと何をしてもだめになっていきま

すので、学部の人事や予算に関する強化をしていくことが必要だろうと考えているところです。そのときに、

どう強化していけばいいのかということになりますが、修学者の目線から強化していくことが環境整備も含め

て大切だろうと思います。そして教育や研究などが安心してできるような環境をつくっていくということに取

り組んでいきたいと考えています。 

 それと、こういった取り組みをしていく上で、運営費交付金の毎年の１％の削減は非常に大きな問題になっ

てくると考えています。なので、これをどう補っていくかということで、人事凍結、再配分もありますが、そ

れに加えて、実際に外部資金をどう増やしていくかという具体策を持ち、それを進めていくということになろ

うかと思います。間接経費なども含めて有効に活用していくということを考えています。 

 ②大学運営の進め方ですけれども、先ほども申しましたが、組織の運営については、国立大学の場合はボト

ムアップとトップダウン、リーダーシップの２つに分けられがちなんですけれども、両面から話し合っていく

必要があるだろうと考えています。 

 ただ、そのときに、学長は旗を振る役目ですので、ビジョンは示していかないといけないだろうと。教授会

を含めた教職員の方々とそのビジョンを共有するために努力していく。そして双方の合意形成を図っていくこ

とが重要ではないかと思っています。 

①にも関係してはくるのですが、そういったコミュニケーションを進めていくときに、私の感触では、学部

長をやらせていただいた経験からですが、学長と学部との直接の連係がちょっと脆弱になってきているのでは

ないか、弱くなってきているんじゃないかという印象がありますので、例えば７学部長と学長が直接月に１回

ぐらい話し合うような新たな会議体を設けて、ある意味現場の声をざっくばらんに直接聞けるような会議体を

つくってはどうかと考えております。 
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 ③大学の財政についてということで、具体的に総合的教員ポストとか学費のことが書かれておりますので、

この２つについて回答させていただきたいと思います。 

 総合的教員ポスト運用戦略については、２％の拠出が今各学部から行われています。それで、20 人以下の

部局からは拠出しない、それから附属病院は地域医療を担っていますのでそこは拠出しない、それから、大学

院医学研究科は設置基準が 140 人の専任教員が必要ということになっております。多少は変動するんですけ

ど、今実は 136～137 ぐらいで動いておりますので、それを削減すると設置基準を満たさないという状況なの

で、そこも除外されております。ただ、そのほかの部局に関しては、２％を常に拠出していっているというこ

とになります。 

 例えばですけれども、医学部の中の保健学科、そこは２％拠出しています。そうすると国家試験を目指すよ

うなコアカリキュラムがあるような学科においては、なかなかカリキュラムが維持できないという状況になっ

てきていて、このまま何年か続けていくと学科自体が崩壊していくだろうということを考えておりますので、

２％を全部止めてしまうのは、１％の運営費交付金の削減がありますので、無責任ではないかと思っておりま

すが、私の考えとしては、１％の凍結は堅持して、再配分の１％を一旦中止し、検討していく必要があると思

ってますので、そこは学長を拝命した折には必ず実現していきたいと考えております。 

 それから、学費についてですが、国立大学の使命ということがあると思いますので、特に沖縄県においては

学費を上げることは全く考えておりません。 

 ④教育研究についてです。私自身学部長を４年間務めさせていただいて、今は教官として教育研究に携わっ

ていますが、運営費交付金の削減は、現実に学部の経費の削減に直結してきています。非常に深刻な問題であ

るということを認識しています。 

 ここが崩れていくと人材育成も何もできないということになりますので、③に上げたようなことをまず行う

と同時に、経費の配分の見直しというのも今後行っていかないといけないのではないかと考えています。 

 特に、大きな配分枠を持っています学長リーダーシップ経費というのがありますので、そういったところを

学部の教育研究にうまく使える魅力的な提案をして、文科省にも納得していただけるような提案をしながら、

ここを強化していく必要があるだろうと考えています。 

 ⑤に関しては、端的に言いますと、上空の軍用機の通過、あるいは大学キャンパス内への軍用車の乗り入れ、

これは反対ということで、リーダーシップを持って学長として取り組んでいきたいと考えているところです。 

 ⑥学生支援についてですけれども、ここは非常に重要で、今、多様性や柔軟性ということが大きく言われて

おりますし、私自身そう認識しております。経済的あるいは性の多様性も今非常に重要になってきております。

それから、障がいを含む個性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く必要があるだろうと考

えています。 

 特に経済の問題は沖縄において非常に深刻になっておりますので、県と企業と大学とで連携して返還基金、

これは文科省のほうでも支援政策がありますが、そういったものを作っていきたいというふうに考えています。 

 それから、⑦ハラスメントについては、ハラスメント相談支援センターとかハラスメント防止対策委員会の

取り組みによって、非常に充実した内容になってきていると私自身認識しております。 

 ハラスメント防止にとっては各人の意識改革が も重要だと考えておりますので、意識改革に向けた取り組

みがまだ十分に達成されてないと思っておりますので、そこが課題で、啓発活動、そういったものを持続的に

行っていく必要があるだろうと思います。 

 ⑧労使関係に関してですが、交渉に直接参加されるのかというような御質問ですけれども、労使関係はさま

ざまな多岐わたる問題があろうかと認識しております。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。 

 担当理事を含めて交渉には真摯に当たりますし、学長としてみずから判断しないといけないような状況にお

いては、率先してその場に臨んでいきたいと考えています。 

 ⑨教職員の処遇改善についてですけれども、附属病院の過重労働、労働環境に関しては確かに早急な対応が

必要であると思います。ただ、医療の質と経営的な問題もありますが、ここは附属病院長とともに早急に対応
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策を検討していきたいと考えています。 

 それから、非常勤職員、教職員の問題ですけれども、労働契約法が新たに改正されて大きく変わっておりま

す。無期転換の問題、さまざまな問題がありますが、法に照らして教育の質と処遇、労働環境の両面から検討

していきたいと考えているところです。以上になります。 

 

司会（山口）：ありがとうございました 

 それでは、 後に山崎候補お願いいたします。 

 

山崎秀雄候補：皆様、山崎でございます。 

 ９ページから 14 ページまでが私の回答となります。これにはサイズの指定はございませんでしたので、長々

と書いてしまいました。申しわけございませんでした。回答分量が簡潔では全くございませんので、むしろこ

れをお読みいただいたほうが、私の下手な日本語よりも御理解いただけるかと思います。 

 10 分間という時間の範囲で、若干の補足説明をさせていただきます。全部の内容については、もし御時間

がございましたらお読みいただければ幸いでございます。 

 ２の大学運営でございます。再々、トップダウン、ボトムアップというお話がございました。この件に関し

ましては 後の段落で書いてございます。 近はカルロス・ゴーンという方が脚光を浴びておりまして、その

ゴーンさんの何が良かったかというと、日産がほぼ倒産状態のときにＶ字回復をして黒字化したということが

ございます。それで、その後がいろいろあるわけでございます。似たようなＶ字回復をした例として、過去に

東芝がございます。東芝は、今はもうほぼ瀕死の状態ですけども、だいぶ前に非常に赤字になったときに、石

川島播磨重工業の社長だった土光敏夫さんという人が東芝に社長として行ったわけです。まず改革したのは何

かというと、当時の東芝は社長は金満経営で偉すぎて、社長室にバスタブがあったり、いろいろな高級なご飯

を食べてたりなんかしていたそうです。それを全廃して、かつ各部署の部局の裁量権を上昇させたということ

がＶ字回復の一つの成功例として、よくビジネスの本には書いてございます。 

 現在の大学の運営法は、どなたがお決めになったかはわかりませんが、学長が全権を持てば一気にいいこと

になるという前提があるように思います。しかし、ここではっきりと申し上げることはできませんけども、合

意形成と多様性のもとにアカデミアは意思決定をすべきだと思います。 

 私が楽しみにしているのは、あと 30 年後にどこの国立大学が潰れているか、今の私の予想が当たっている

かどうかというのを見ることです。私の予想では、こういう大学は危ないなというのがあるんですが、未来の

ことは誰もわかりません。ですので、わからないからこそ、同じ方向性をみんな向いていた場合、環境が変わ

ったときに全滅する可能性があるんです。 

 ですので、へそ曲がりな考え方ではございますが、私のルネッサンス計画というのは、元に戻せということ

です。つまり学部長の権限をはっきりと明確化して、それで学部の中で自由裁量権を少しふやす。 終責任は

当然ながら学長が持つ。国立大学法人法あるいは学校教育法の制約はございますが、何とかもう一回、附属病

院も含めて各部署に権限を移すというような道を選ぶのが良いのではないかというのが第一の考え方でござ

います。 

 ３の大学財政。これは大変難しいことで、一気に解決することではございません。大学財政の中で私が非常

に違和感をもっておりますのが、予算編成と予算消化の考え方が本省系、国家公務員の発想だということです。 

 すなわち教員も含めて予算をとってくればよいという発想をしているように思います。これが大学の中でベ

ンチャーが発生しない理由の１つだと思います。すなわち、わらしべ長者のような発想をせずに、来年度のお

金はこれだけ持ってくればいいというような発想を、すなわち、お金の使いきりの発想をされるわけです。 

 ご存じのとおり、日本の赤字財政というのはもう 1,000 兆円を超えているにもかかわらず、まだまだ大盤振

る舞いが続いてます。そんな状況を予算申請される方は、あまり気にされないで、関係の企業の方だけがもう

かっているのではないかというのが私の印象です。ですので、まず 初に、財政改革でやるべきは、公務員的

発想で予算をとりにいくのではなく、別のスタイルを大学に確立するということだと思います。 
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 そこで公約といいますか、１つ例として挙げさせていただいて、未だ御質問いただいていない話題に、大学

運営法の改革、プロ野球球団経営法の導入というのがございます。これは２年前の所信書にも述べさせていた

だいたことでございます。 

 この中で広島カープのファンがおられるかどうかは存じませんが、プロ野球の場合は勝敗を決めるルールは

同じでございます。しかし、球団毎で予算が全然違います。例えばセ・リーグで言いますと巨人はお金持ちで

す。ですので、観客動員を上げる、あるいは競争力を上げる場合には、すぐにお金を使ってよその球団の４番

打者を引き抜きます。今年、３年連続で広島カープがセ・リーグで１番になりました。私は球団財務状況は知

りませんけども、恐らく広島カープが一番貧乏だと思います。 

 広島カープというのはご存じのとおり市民球団から発生しております。一時期は消滅の危機があったんです

が、広島市民のいわゆる樽募金という、カープを潰すなというお金が集まり、途中でマツダの支援を受け、今

は、広島市民を挙げての球団になったわけです。広島に行かれた方、あるいは広島御出身の方で、広島カープ

のことを悪く言った人を私は見たことがないです。カープ監督批判はタクシーに乗ると、いつも聞かされるん

ですけども、愛情に満ちあふれています。ファンの愛情に支えられているのが広島カープです。残念ながら、

毎年優勝はしても、主力選手がまた金持ち球団に引き抜かれてしまいます。 

 プロ野球球団の経営法は、今後の大学法人の経営モデルとして非常に参考になるという事を大学法人化後か

ら感じています。すなわち、競争の勝ち負けルールは同じで、東京大学を抜いて日本一になりたい。ではどう

するか。お金もない。戦力は相手より低い。 

 経営上の参考になりますのは、広島カープよりも、もっと人気のなかったパ・リーグ球団だと思っています。

パ・リーグは今でこそソフトバンクホークスが日本一になりますけれども、私が学生ぐらいのころまでは観客

よりハエの数が多いという、そういう時代が長く続きました。ところが、今年のロッテ球団を見てみますと、

50 周年で初めて収益を黒字化しています。これは全て球団の広報とグッズの売り上げで稼いだ 50 億円なんで

す。 

 ですから、今後法人として考えなければいけないのは、いわゆる政府のひも付きの予算を考えるのではなく、

国立大学会計法の制約はありますが、独自の事業を開拓するということだと思います。このセンスが全く大学

の中では感じられません。 

 小さくてもうまく動く仕組みをつくれば、自動的に意識改革になるというのが私の改革に対する発想です。 

 よく例に挙げられるのは、昭和 40 年代に登場したカラーテレビです。白黒テレビを駆逐するという改革を

したかというと、そんなことはないです。カラーテレビが出たらみんな欲しいからどんどん広まったんです。

スマホもそうです。ガラケーを廃止しろという感じで改革を行ったわけではございません。 

 同じように、もし琉球大学が全く新しい大学運営をすることが、たとえ小さくてもできれば、それが日本中

に広がって、文科省も、あっ、これがいい例なんだねということになるかと思います。 

 あと１分しかないんですけども。 

 新しいやり方がなかなか大学でうまくいかない理由は、ハーフ文科省、ハーフ法人だという制約です。特に、

ここでは申し上げるのが適切かどうかわかりませんが、琉球大学が特殊だと思われるのは、恐らく文部省移管

後に、当時、あまりにも行政知識にギャップがあったので、管理職を全て異動官職にしてしまった。すなわち、

指導的な幹部職員が全てよそから来る方になってしまった。これが新機軸の事務運営ができない原因ではない

かというふうに感じております。 

 この部分も急には改革できませんが、強調させていただきたいのは、何か悪いことを直すのではなくて、い

いものをつくれば動くのではないかというのが私の考えでございます。以上でございます。 

 

司会（山口）：ありがとうございました。 

 それでは、①から⑨までは何となくは網羅したお話をしていただけたのかなと思います。先ほど申し上げま

したように三者連絡会からの質問ということで、もう少し突っ込んでまずは聞きたいと思っていることは、や

っぱり⑧⑨の労使関係についてどう考えているか、教職員の処遇改善についてどう考えるかという点だと思い
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ます。 

 特に労使関係という点では、学長が労使交渉に出てくるということが１つの論点にはなっていますが、とい

うことだけではなくて、いわゆる働くルールをきちっと守らせるためにどのようにリーダーシップを発揮され

るのかという点もあるのかなと思います。一時期は不幸なことになかなか三六協定さえ結べない不正常な労使

関係が続いたこともございました。それも、双方いろいろ言い分はあるとは思いますが、こちらとしては誠実

な交渉をしていただけなかったという状況もございました。 

 そういう点で、どのように労使交渉というものが、単純に対立的な交渉ではなくて、どのように大学の中の

働くルールを守る職場にしていけるのか、そのためのルールづくりを労使一緒になってきちっと話し合ってつ

くっていくという、そういう営みをどのように捉えていただけるのかということは大事な点かと思ってます。 

 ですので⑧ということになると、団体交渉に来るのか来ないのかというのが焦点に当たった質問になるんで

すけれども、少し⑨も交えながら現在の全般的な労働環境も含めて、どういうルールがもう一歩必要と考えて

いらっしゃるのかというのをお伺いしたいというふうに思っています。 

 特に私などはほとんど年休消化できないような状況で、オープンキャンパスにしろ、センター試験にしろ、

土日に出勤はしろと、でも振替休にしろと。でも月曜日から金曜日まで全部授業が詰まっている。先ほどの人

件費削減のあおりも食って、コマ数は増える一方です。なのに休んだら補習しろと。一体どうしろというんだ

というのが率直な大学の現状だと思います。 

 そういう中で、もういいよ、出たことにするよと言う対応になり、こんなの記録に残していいんですかね。

そういうようなことを、いわゆる教員と事務職員のお互いが暗黙の中でルールを破った職場になっている、そ

うやってお互いが蓋をした職場になっているというのが現実だろうと思います。 

 そこを、ちゃんと休めるときには休む、休めないときには金を出す、それしかないと思うので、そういうと

ころの瀬戸際の中で、誰もがもうお金は出せないからとにかく休んで、休んでで。それのあおりを食っている

のは事務の非正規、非常勤の方々が、山口先生、どうしようもないんですよと言わされている。そんな現状が、

多分どこの学部でもあふれている現状じゃないかと思います。 

 ですので、働くルールというものをちゃんとつくっていくのは、お互い考えていかないといけないことなの

で、そのあたりを含めて少し、どのようにお考えかというのを、どういうルールを定着させていけば、働きた

い職場になっていくのかというところについてのお考えをお聞かせいただけたらと思っているんですけど。で

は山崎さんから。 

 

山崎秀雄候補：13 ページと 14 ページが私の回答文となります。 

 今お話になったことには、私は 100％共感を覚えます。といいますのは、ここ 10 年ぐらい休みをとった記

憶がないといいますか、休みをとっても、来なければいけない学生達がいる。 

 三六協定の話もございました。正直申し上げて、私は今一介の教授職でございますが、それでもなかなか休

みはとれません。 

 琉球大学は、はっきり申し上げれば超ブラック企業です。これでなぜ動いているかといいますと、やはり琉

球大学にはいい人たちがおられるということです。すなわち、生徒のことを考えて、患者のことを考えて、そ

れでもうオーバーワークでもやっていただけているということです。ですから、やり続けているうちに過重労

働になって、さらに何かの事故のときに問題になるという事を、私はずっと心配をしております。 

 特に、これは公式会議で何回かお尋ねしたんですけれども、振替休日でも、我々は実際には研究指導をした

り、大学院の指導をしたりします。そのときの事故は労災になるのかどうかとか、そういう問題も発生してお

ります。 

 再三の繰り返しになりますが、現状の大学のシステムは国立大学のシステムをそのまんま準用しております

ので、法人の運営に合わないところがいっぱいあります。それを全く法令的に改善せずに 14 年たってしまっ

たということです。 

 根本解決には、やはり根元になる国立大学法人法を改正しなければいけない。そのための世論を国立大学の
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学長の方々と盛り上げなければいけない。結局ルールを守るのも大事ですが、間違ったルールは、ルールを改

正させる方向でやらなければいけないというのが、私のいつもの主張でございます。 

 ですので、今お話になった働き方のルールというのは、ルールを働いている方に示して守ってもらうのでは

なくて、お互いにうまく働いていただける環境をオープン話し合い、供に決めましょうというのが私の理想と

するところです。 

 ここにも書きましたが、現在の農協、労働組合、生協というのは、一人の方が戦後につくられたものです。

現在は、格差社会というふうに言われてます。戦後のほうがむしろ格差社会はひどくて、生きるか死ぬかとい

う状態でした。そこで、賀川豊彦さん、この方は日本よりアメリカでむしろ有名で、スリー・トランペットと、

シュヴァイツアーとガンジーと賀川でしたか、そのぐらい有名な方です。博愛主義者で、力のない方々は団結

してそういう力と対決するべきだということで、日本でこういう組合活動を始められた方です。 

 今は、皆さん裕福になりましたので、恐らく組合あるいはグループを組んで何かを変えるという思想もなく

なってきたように思います。 

 今後ＡＩ社会になると恐ろしい格差社会が来るようになります。デジタル・デバイドとも言われています。

そういう新しい格差社会が来るようなときにこそ、また新しい労使関係とか、困っている、弱っている人たち

をどうやって救うかという道を見つけるのも、新しいロールモデルになるというのが私の考えでございます。 

 他にも、文句は山ほどございます。例えば、退職まで 10 年間は定期昇給を自動的に停止されるという、あ

れも代替措置が３日間のお休みだけです。なかなか仕事のモチベーションもあがりません。実施以降、シニア

の方々が一生懸命仕事をしなくなったようにも思いますので、やはり何かしらの対策がいると思います。 

 副学長のときに役員会に提案して却下されたのですが、対策の１つとして、教員に関しては、副業制度を正

式に承認すべきだと。事務職員の方には適用しにくいところではあります。給与は安くても、ちゃんと承認形

式で副業はいくら稼いでもよろしいと。そういうことで、例えば実学系であれば、ベンチャーの社長で何十億

を稼いでいただいて、そのロイヤリティーを必ず大学にバックしなさいと。これがいわゆるシリコンバレーで

成功したタイプの大学自己資金の増やし方です。 

 慶應義塾大学の経営はその傾向がございます。教授になると給与は固定して高くはないのですけど、その分、

慶應大学教授というネームバリューを利用して、外でお金を稼いできなさいということで、ああいう方々は本

とかテレビの出演料で稼ぐというのもございます。 

 これが、今の国立大学法人で認められているかどうかわかりませんが、公務員、あるいは企業で副業制度の

導入が進んでおりますので、私が提案した７年前は直ぐに却下でしたけども、今なら理解して頂けるかもしれ

ません。クラウドファンディングも実は４年前に企画経営戦略会議に提案しました。それで財務部および、理

事から実施は不可能という回答をもらったんです。それが後になって、いろいろな大学でグットプラクティス

例として出てきてしまいました。あれは非常に残念に思いました。 

 大学には、あまりにも前例主義の公務員気質が残っておりますので、なかなか新しいことができません。労

使関係も含めて既成の概念を撤廃して、新しいことを一緒にやっていければなというふうに考えております。

以上です。 

 

司会（山口）：ありがとうございます。 

 

松下正之候補：まず交渉についてですけれども、先ほども申しましたが、担当理事、そこが非常に重要なとこ

ろになってくると思います。ただ、担当理事だけではなくて学長補佐、そういうところで交渉していき、必要

に応じて、あるいは 初から必要がある場合は、学長がリーダーシップを発揮して決断していくことが大事で

はないかと考えています。決断力です。そういったことで交渉していくということです。 

 それから、さまざまな問題が起こっているとは思います。今の琉球大学の全体的な活動、アクティビティ、

あるいは教職員のボリューム感を持った中で運営費交付金などが削減されていっていると。それが例えば三六

協定に代表されるような時間など、そういったところにしわ寄せがどんどんどんどんきているというのが現状
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なんだろうと思います。 

 つまり、教官数の問題、労働環境の問題、それから経営的なお金の財政の問題、こういったことを一生懸命、

今教官、事務職員が負担してカバーしているんじゃないかと思っています。それで教育の質をぎりぎりのとこ

ろで維持していると考えています。 

 そこが崩れると、教育の質あるいは医療の質、さまざまな質が低下してくると、それが現状なんだろうと思

います。 

 つまりそういう多面的なもの全体を考えて、琉球大学の教職員の方がいかにいい環境を持てるか、それと同

時に大学の質、教育研究の担保、発展を天秤にかけながら、総合的に判断しながら交渉していくということで、

そのときにコミュニケーションが非常に大切になってくると思います。そこは重点的に行っていく必要がある

だろうと考えています。 

 ルールの問題もあると思いますけど、基本的にはそういった姿勢を持って臨んでいくのが必要ではないかと

考えています。以上になります。 

 

司会（山口）：ありがとうございました。 

 

西田 睦候補：山口先生がさっき言われた有給休暇さえとれなくなって、なかなかしんどい状況になっている

というのは本当によくわかります。 

 おっしゃった方向性としては、休めるときには休める、いろんな条件で休めないときには、ちゃんとそれに

応じた恩恵があるというのが自然な姿ですよね。基本的にぜひそういう大学になってほしいと私も思います。 

 ただ、これはなかなか難しいところもあります。リソースも限られている中で、これはやるといいな、やる

べきだなという教育もあれば、地域貢献もどんどんやっていますので、そういうことを全部やっていくと本当

に大変というのが現実だと思います。それはみんなの努力で今活動が展開しているというふうな現状だと思い

ます。 

 恐らくこの状況を長く続けるわけにはいかないと思います。１つは、労働条件の改善という視点で見直して

みて、どういうことができるのかという、そういう議論をもう少ししっかりと学内でやるということが大事か

なという気がしています。当然それが交渉の場でもあると思います。運営費交付金が減っている中で、これの

解決が簡単にすぐに見つかるというわけにはいかないと思うのですけれども、ここは丁寧にそういう場で知恵

を出し合って、議論し合って、一つずつ小さくてもいいから解決の手立てを見つけていくということをぜひ丁

寧にやるということが大事かなと思っています。そこは強くそう思っています。 

 やれることはいろいろあると思うのですけれども、例えば講義科目、さっき山口先生、講義についてもおっ

しゃいました。今、提示しているカリキュラムなどに書いてあることはしっかりやらないといけないです。た

だ、もしかすると、少し前の状況の中で科目が設定されていて、そこは今とこれからの状況を見て、これから

の学生を育てるときに科目の見直しというのがあり得ないのかなという気もします。教育という視点で当然、

そこは考えるのですけれども、もう少し幅広く教員の仕事負担という視点で見たときに、科目の見直しという

ことも考えられないかなというふうに思っています。この辺はこうしようというわけではなくて、そういうこ

とも一緒に議論できればという気がしています。 

 いずれにしても世界の状況、日本の状況は大きく変わっていっているので、教育のあり方もそれに応じてそ

れに相応しい学生を育てることを考えないといけないので、そういう意味では科目の見直しもその中に入って

くると思っています。これをうまく活用して、先生方の働く条件の改善にもつなげるようなことができないか

と思っているのが１点です。 

 ほかにもそういうことは恐らく地域貢献などの活動にも存在していて、それらに関しても少しずつ整理でき

ないか。幅広くやりながらもうまく連携して整理できることがないかなと考えます。これも幅広く議論するし

か解決策は見出せないかなと思っております。 

 そういう中でキーになるのは、やはり私が何度も申しているような丁寧な議論と意見交換ということかと思
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っていますので、それを通じて改善に少しでも向けていくことができればと思っています。 

 

司会（山口）：ありがとうございます。 

 

國吉幸男候補：先ほどはちょっと早くしゃべりすぎました。申しわけございません。 

 ③の学費値上げというのがありますけれども、これはやりません。 

 それから、あとは今話題になっているのは⑧と⑨ですよね。労使関係についてどうするかということですが、

これは働く人が先ほど来ずっと話していますが、教職員が生き生きとして教育研究を行うというのが私の所信

でありますので、やはりディスカッションが必要だ、あるいは話し合いが必要だというところであれば、私は

出かけていく用意がございます。 

 それから実際には三六協定などがあって、それはうまく学長が出てこないのでそれは提起できなかったとい

う歴史があるのですが、そういうことがあっては非常にまずい。労使の中の人たちはまるで部外者だみたいな

感じで取り扱うのは、やはり問題があろうかと思います。 

 それから教職員の処遇改善ですが、やはり過重労働が出てきています。身近に見ても事務員はコピーして、

またさらにその正確性をコピーして、大変な事務労働だろうと思います。そうすると、それを実際に解決して

いる大学はないかと探すわけですね。例えば近畿大学では、学生の授業の講義を受けたかどうかカードをつく

ってちょちょっとやると出欠がたちどころに入力されるという工夫をしています。つまり、処遇改善のための

話し合いをいくらしてもきりがないんですよ。それこそイノベーションで解決できるところは IT で工夫して

いるいろんな施設を見に行って改革をまずやる。今はＲＰＡとかＩＲとかＱＩとか、そういうのはございます。

まずはそれを導入してやりながら、労働軽減効果を確かめつつ、その後、達成できない部分を話し合いをして

一緒に労働環境をよくしていくのがいいのではと思います。 

 いずれにしても、その解決に、僕は先ほど来、言っていますけれども、大学の財政をなんとか安定化させ、

使える財源を増やしてその解決に使用したい。附属病院のあがりをなんとかそれに使えないかといったのがあ

ります。附属病院の収入の内から、病院運営交付金を一般、大学の運営の中の一部をそこに持っていくという

のがもしできれば、多分、僕はできると思う。これはある事務の方に相談して、きちんとこれはできますと、

それは文部科学省に行って、許可も得なくても大丈夫、学内でできるという話もありますので、もちろんそれ

は学内できちんとオープンにして、それをオッケーした段階で使うのですけれども、そういうのを上手に使っ

ていくことが根底にあるのではないでしょうか。やりたいことはいっぱいある。でも金がないと、お金をどう

するかですよね。そこのところをまず考えて、お互いの話し合いに応じるというのがいかがでしょうかという

ことです。 

 

司会（山口）：ありがとうございました。 

 非常にいろいろな意見も出されました。先ほど御提案した進行どおり、少し休憩をとらせていただいて、フ

ロアからの質問を少し精査させていただいて、残りの時間をお答えいただけるようにしたいと思います。 

 ちょっと短いのですが、20 分に再開したいと思いますので、しばし休憩ということにしたいと思います。

前半、どうもありがとうございました。 

 

（休憩時間） 

 

【フロアからの質問①教授会の位置付けと構成員について】 

司会（山口）：幾つか質問がきていますので、そのまま読み上げる形でお答えいただけたらと思います。 

 それでは１つ目、読み上げます。 

 「教授会に参加して、部局の共学の重要事項を審議したり大学運営全般についてインフォメーションを受け

て所用の意見を部局でまとめあげるということは、教育研究所を教員に必須のことと思います。各候補はこう
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した視点から教授会と教員が教授会に参加する権利を現行法下でも学長のリーダーシップとして尊重するか

どうか表明していただきたい」というのが１つ目の質問です。教授会の位置づけと、いわゆるこれまで自治と

して参加してきたという権利としてどのように認めるのかということです。 

 これについて少しそれぞれコメントをいただいた上でになると思います。 

 質問２で、「医学研究科において、准教授、助教が教授会に参加できないことについていかがお考えか表明

していただきたい」というのが２つ目の質問でございます。 

 まずそこの点からそれぞれの候補に御意見というか、お考えを表明していただきたいと思います。特にどな

たからというのはありません。では山崎先生。 

 

山崎秀雄候補：先ほど、これについては触れさせていただきました。基本的には元に戻したいというのが私の

基本的な姿勢でございます。このことはアカデミアの自主性の点では捨ててはならないことだと思います。 

 もしこれを捨ててしまいますと、雇われ、失礼な言い方になりますが、大学の教員が予備校の講師になって

しまう恐れがあり、世の中が悪い方向に行ったときに、学識経験者としての社会的責務が果たせなくなってし

まうと思います。なんとか私はこれは元に戻したいというふうに考えております。 

 「教授会」は名前が教授会なのに学部によって教授以外の教員が参加できたり、あるいは教授だけしか参加

できなかったりするのかというのは、背景に文化的な経緯があるように思います。 

 所信のところでも述べましたけれども、琉球大学の各学部は、実は設置の年度が違います。ですので、名前

は教育学部と理学部と農学部が一番古くはありますが、私の印象では教育学部は、文部省移管後に全国型教育

学部にシフトしなければいけない事情がございましたので、初期の薫りはちょっと減っているのではないかと

思います。農学部も初期の雰囲気が薄れているように思います。私のおります理学部は、特に生物はまだ色濃

く米国大学の運営法を残しているんです。 

 日本の大学は、医学部は多分そうだと思うのですが、ドイツの大学をモデルにしております。ドイツの大学

では教授が一番強く、学位を持っていますと手紙にドクター・プロフェッサーなんとかと書かないといけない

ぐらいでございます。講座制はございませんが、ドイツの大学教授の権限が非常に強うございます。 

 日本の大学は独特で、寺子屋とドイツ大学の形式を融合させて発展してきたのだと思います。 

 アメリカの場合は、フル・プロフェッサー、アソシエイト・プロフェッサー、アシスタント・プロフェッサ

ーというふうになっておりまして、原則、講座ではなくて、３つのプロフェッサーがほぼ同じ権利を持ってい

ます。 

 理学部ではアメリカ型の大学運営を準用しておりましたので、助手に至るまで全ての教員が教授会に参加し

ているのだと思います。私が改革にかかわったところで申し上げると、学位、博士あるいは修士主指導教員の

規則改定があります。理工学研究科の博士に関しては准教授、修士に関しては助教も主指導教員になれるよう

に変更いたしました。 

 この件は難しい文化的な背景と歴史がございます。これまでの背景を無視して、学長が強制的に准教授を参

加させるような改革は、逆の効果を生みます。准教授あるいは助教、講師の方が教授会等の議論に参加できな

いことのデメリットをお聞かせいただき、それの対策を考えたいと思います。以上です。 

 

松下正之候補：助教をはじめ、准教授、講師、教授会への参加ということだったと思いますが、これは山崎候

補も言われましたが、各部局において、やはり文化的背景があると思います。 

 それは教育体制、研究体制などさまざまな要因があって、そのような形になっておりますので、学長がそこ

にどうだこうだというところではないと思っておりますので、現状の継続をしていけばいいのではないかと考

えているところです。 

 それから今度は各部局と学長との関係ということが出てくるんだと思いますけれども、そこは先ほども申し

ましたが、例えば７学部長と学長が直接コミュニケーションをとる。そういった会議体を設けることを私は提

案しております。 
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 それから医学研究科についてですけれども、私は医学研究科長を拝命しておりましたので、さまざまな要因

があって、例えば小講座制をもって教授会には教授しか参加しないということに歴史的になってきております。

全国の大学で医学研究科教授会に助教などの方々が参加しているところは多分、私の知る限り、ないと思いま

す。教授会は教授のみということになっていたと思います。 

 これはなぜかといいますと、小講座制と連動しているということが１つあります。 

 なぜ小講座制と連動しているかというと、実はこれは病院機能と密接に関係しているんです。病院機能が診

療科単位で動いていますので、講座と診療科が連携しています。講座の教授は診療科の科長を兼務しているの

が一般的な運営の仕方です。そういった形で、病院機能の面からも、やはり決定においては教授会でしていく、

これまでの歴史的背景がありますので、ここを急にさまざまな面で、例えば助教の方に参加していただくとか、

そういうふうにすると、いろいろな副作用が出ると私も思っておりますので、堅持していくのがいいのではな

いかと考えています。 

 それと同時に、医学部の場合、教職員の数が多いんです。非常に多いので、例えば一緒に会議をすると言っ

たら、そこに入る箱の制限や、定足数の問題とかも含めてなかなかこれは実現が難しいことが出てくるので、

やはりここは現状維持でいいのではないかと考えています。 

 

西田 睦候補：教授会にどういう教員が参加できるのかという話、両方ともそうですね。 

 

司会（山口）：そうです。経過として、権利として認めるかどうかということです。 

 

西田 睦候補：これは私、１つおもしろいことを思い出しました。昔、私は大学院を終えて 初に職を得たの

が琉球大学の理学部でした。助手で着任いたしました。そのときに先輩教員たちがすぐ講義しろと、この科目

担当だということ、そして教授会にはしっかり出ろというふうに言われました。育った大学では確か助手は教

授会には出ていなかったので、「ああ、そうですか」というふうに返事したら、「よく知っておけ。琉球大学は

アメリカのミシガン州立大学のシステムをもとにして成り立っているんだ。お前は日本語では助手と言うのか

もしれないけれども、これは英語でいえばアシスタント・プロフェッサーなんだ。アメリカを見ろ」というふ

うに言われました。それで「プロフェッサーなのだから教授会に出て当然だ」というふうに言われて、そうい

うことなのか、そういう大学なのかというふうに学びました。今でもはっきり思い出します。 

 つまり、今でも理学部は当然、助教の方も教授会メンバーなのだと思います。私が着任するだいぶ前からそ

ういう流れできたということで、本学の歴史を反映しているというのは、理学部一つとってもそうだと思いま

す。 

 さらに医学研究科に関しても、今も松下先生がおっしゃいましたけれども、いろんな背景の条件があってこ

うなっているのだと思います。１つは、教授会が立ち上がった時期というのもあるかもしれません。理学部は

本学ができた段階からの伝統を引いている。医学研究科はそれに比べればそう古くないというのが１点。 

 それから琉球大学は単独であるわけではなくて、それぞれ学問分野は横に全国的、あるいは世界的に共通の

ソサエティーを持っているわけです。だからそこと切り離して簡単に制度をつくれるというわけにもいかない

のだろうと思います。 

 全国で助教の方が入っている医学研究科の教授会が恐らくないだろうという、そういうことも見て本学がど

うしていくかを考えないといけないということにつながると思います。 

 これは学長になったからどうしようということとはすぐにはつながらない話であって、学部の運営に関して

は長い歴史、いきさつを尊重しながら改善に向けた議論ができるなら、それは丁寧にやっていくということで

あろうと思います。 

 

國吉幸男候補： 初の教授会の位置づけということでありますけれども、やはり大学全体、総体として考えた

とき、それは各学部の構成によりできあがっているということです。突然、学長がトップでいろんなことを決
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定して、トップダウンで行ってもなかなか難しいと思います。やはり学部の教授会というのは極めて重要な部

分だと思います。何をどうするにしても、構成員のコンセンサスがないと大学全体として動かないということ

はもう明らかでありますので、教授会の意見は尊重する。 

 しかし、いろんなことを精査しなければいけませんけど、少なくとも学部長連携といいましょうか、学長と

話をする組織はもう１回つくりなおしてみることは大事だろうと思います。それが医学研究科教授会における

准教授、講師が参加できるのかどうかというお話でありますけれども、これも文化的背景というのはどうして

もあって、簡単には変更できない。議事録などで大事なことは情報をきちんと公開すると、皆さんに公正にき

ちんと正確に公開する精神をきちんと持っていけば、そこのところはクリアするのではないかなと思います。 

 

司会（山口）：ありがとうございます。どんどんいきます。 

 

【フロアからの質問②軍事研究，米軍病院との研究交流について】 

司会（山口）：少しテーマが変わりまして、「軍事研究について、今年度、琉大は制度を整備しました。その運

用について、デュアルユースの研究テーマについて、柔軟に許可するのか否か、米軍病院との教育研究上の協

力交流を行うのか、お考えを表明していただきたい」という質問です。 

 

山崎秀雄候補：この件に関しましては、評議員としてだいぶいろいろ意見を言わせていただきました。まず

初に、申し上げなければいけないのは、軍事研究の定義についてでございます。 

 我田引水のお話で恐縮ですが、軍事研究廃止、あるいはしないと言ったのは、第二次世界大戦のときにアイ

ンシュタインを含めた物理学者です。物理の基礎研究が原爆製造に使われた反省から、日本の朝永振一郎先生

とか、その他、多くの海外の方も含めて研究者が軍事研究に反対しました。軍事研究には絶対にかかわっては

いけないと。日本では、戦後日本学術会議が軍事研究反対を宣言したのが発端でございます。 

 ところが、 近の政府が重工業産業推進と新たな市場開拓をするために、安易に軍需産業推進施策をとりま

した。そこで軍需産業製品を輸出できるような法案改正が行われたわけです。これは２年前の所信でも申し上

げたことですが、防衛省が２年前に６億円程度だった競争的研究資金予算を、急激に 300 億弱に増やすとい

うことを決定いたしました。今後、この予算は更に拡大するものと思われます。 

 その数百億円の防衛省競争的資金に対して、各国立大学法人がどう考えるか、これまでの理念の拠り所が学

術会議決定でした。 

 ところが、その学術会議が、 終的には受け入れるかどうかは国立大学法人ごとに決めてくださいと。そう

いう無責任な状態になったわけです。 

そこで各法人でさまざまな判断が下されました。 

 琉球大学では、昨年、学長みずから提案されまして、軍事研究をしないという規則を西田理事が中心になら

れまして策定いたしました。 

 私は徹底的にそれに反対の意見を述べました。軍事研究は当然、絶対に反対でございます。ところが、軍事

研究とは何ものかという定義がなく、曖昧なものの上に規則をつくることは、私は逆効果を生んでしまうこと

を非常に懸念しております。 

 私には譲れないところなんですが、知識と技術に善悪はございません。それを使う人の善悪になるわけです。 

 ですので、例えば再生医療というものがございます。これを病気の方のためにというとよく聞こえます。実

は再生医療の一番端的な応用法は戦時外傷、つまり戦争で顔がなくなるとか、いろいろ一部組織がなくなると

か、それを再生できるという需要は大きいものがございます。再生医療も重要な軍事研究分野です。 

 感染症研究に関しても特定のワクチンしか効かない特殊な組換えウイルスを創れば、それが生物兵器になる

わけです。今日お話ししたゲノム編集技術もそうです。軍事研究というと工学をイメージしますが、医学も軍

事研究分野があります。 

 すなわち、 新の科学研究、言語学もそうですし、文化人類学の軍事研究もあります。あらゆる知識に、軍
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事と軍事じゃないなんて区別はできません。それの詭弁として２つを意味するデュアルという、全か無的な考

え方を私は持っておりません。 

 マネーロンダリングのために学内に軍事研究審査会を設置し、委員会の審査を通ったから、このお金はきれ

いなんだという論法で、実質的な軍事研究費の受入を始めることを私は一番懸念しています。 

 軍事研究に関しては、どこからのお金をどのように扱うかという基準が必要です。しかし、安易な境界線を

設定することで研究を阻害してしまい、逆に軍事研究をアンダーグラウンドで促進してしまうのではないかと

危惧しています。米軍の中の、例えば病院の実際のアクティビティと連動するかどうかに関しては、まさに内

容如何かと思います。 

 私も一応、嘉手納基地の環境部との共同著者論文がございます。これは沖縄で問題になっております基地の

土壌汚染問題を解決する研究です。今は思いやり予算を使って、汚染土壌を回収し、それを内地に輸送し、そ

れを洗浄し、沖縄まで戻しています。すさまじいお金をかけているんです。それを沖縄の土着の生き物を使っ

てバイオレメディエーション（Bioremediation）、汚染物質を分解する仕組みができないかという実証実験を

やったことがございます。これが軍事研究かといわれると、一応、軍事関連研究には入るかもしれませんが、

目的はあくまで人を殺めるようなことではありませんし、発表した内容に関しては、悪用されないように監視

を続け一生責任を持つつもりでおります。 

 この問題に関しては、私はもう少し議論が必要だと思います。安易にポピュリズムに従って軍事研究を廃止

するというような宣言は、私は反対を申し上げました。以上です。 

 

松下正之候補：デュアルユースについての御質問ですけれども、これは本当に非常に難しい問題だと思ってい

ます。直接的に軍事にかかわることに関しては、もちろん禁止ということでよろしいかと思います。 

 デュアルユースについては、直接的にかかわるのか、あるいは波及効果としてかかわっていくのか。その辺

の線引きをきちんと会議体なりを設けて検証していくことが大事ですし、どこからの予算でそれが行われてい

るのかも重要です。 

 先ほど山崎候補も言われましたけど、実は 初は小規模だったものが、いきなり大規模な予算に、防衛省の

予算が増えているということがあります。それかせなぜ増えたかということもよく考えないといけないところ

ではありますけれども、そういった軍に直接関係している防衛省からの予算を使った軍事研究はだめだと考え

ます。例えば仮に文科省が別の形でそういう予算をつくった場合にどうするかとか、さまざまなことを考えて

いって検討していく必要があるのではないかと思っています。 

 なので、これは非常に複雑な問題が絡んできますので、なかなか難しいところではありますが、私自身は現

状の前執行部の方々がつくられた考えのもとに進めていきながら、科学などの進歩を見ながら、この６年間の

間にどのぐらい変わるかという状況を見ながら検討していくのが妥当ではないかと考えているところです。 

 それからもう１つが米軍病院という、これはナーバルホスピタルのことですよね。海軍病院のことですね。

こちらも二面性があって、直接的に軍事にかかわるような連携はもちろんだめだと思いますが、例えば琉球大

学医学部附属病院が今行っている大規模災害に関するジョイントのシンポジウムであるとか連携、そういった

ものは全世界の平和とかに貢献してくることでもあり、つながっていくことでもあると思いますので、そこま

で禁止する必要があるのかということで、こちらはやはりそれぞれの個々の事業を見ながら、それがどういう

ふうに沖縄県、あるいは全国、世界に貢献していくかということを考えた上で決めていけばいい問題ではない

かと思っています。以上になります。 

 

西田 睦候補：軍事研究はしないというのを基本方針の１つに本学はしております。先ほど山崎先生が言われ

たとおり、基本的に学長の指示で議論をして、こういう方向がコンセンサスになったというふうに考えており

ます。難しいというのは、明らかに難しい問題です。ただこれは歴史的な流れの中でこういう問題があるとい

うことも我々は議論の中で気がついていることです。つまり、先ほど第二次世界大戦の話が出ましたけれども、

70 年しかたっていないと言えます。70 年もたったと言えるかもしれませんが、まだそのときに非常に大変な
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苦労をした方がまだたくさんご存命であると。そこで、いろいろと考えないといけない事柄が起こり、科学が

直接人々を殺すことに関わった反省というのが大きく世界的に検討され、その中で日本でも学術会議の声明等

があったということだと考えています。 

 その歴史の中にまだおります。そこで議論をすると難しいけれども一歩一歩検討して進めていくということ

を、立場を明確にしてやっていく必要が琉球大学にはあるであろうということで、これも議論の中ではっきり

したことです。 

 現在の方針はご承知のように、１つ目は直接軍事に関わる研究はしないことにしますということです。 

 ２つ目は、資金の配分元が直接軍事に関わっているところであるかどうかということで判断しましょうと。

そうである場合にはやらないでおきましょうというのが２つ目です。 

 ３つ目は、その判断が難しいこともいっぱいあるだろうと。そういうことは学内でちゃんと委員会をつくっ

て、そこで議論をし、判断をして進んでいこうということです。 

 これが基本方針です。これに基づいて、その委員会を立ち上げるというような規則も制定されたわけです。 

その議論の中で非常に難しいことがたくさん出てくるであろう、ここで決めることが苦しいこともたくさんあ

るであろうと思われます。しかし、これは全学で議論をしながら、本学が経験を積み上げていくしかないだろ

うという議論も準備の中でいたしました。本学は、これから丁寧にそういう議論をして、一つ一つ判断をして、

それがよかったのかどうかも、後からしっかり振り返ることができるようにしていければ、というふうに思っ

ているところです。 

 海軍病院との共同研究の話も出ました。これも中身と言うのでしょうか、その事情によるのだと思います。

規則の中でも、基本方針の中でも「極めて人道的な場合」という事柄が示されております。これは議論の中で

こういうことも出ました。例えばすごく大きな災害が起こったようなときに、まずは人命ということで、海軍

病院等々と何か緊急の対応をしないといけないことがあったときには、海軍病院だからといって一緒に情報共

有しないということがあって、人命が損なわれるようなことがあってはまずいかもしれない。そこはしっかり

と丁寧に判断していかないといけないだろうということがありますので、ご質問の件はその中身がどういうも

のなのかということによって判断されることになるのだと思います。恐らくその場合、共同研究をやろうとい

うことになったときには、その委員会に多分出していただくことになるので、そこで委員会がしっかりと検討

をしてくれることになるだろうと思います。 

 繰り返しですけれども、そこですぐにこうすれば回答が出るというわけではないでしょうから、本学の委員

の方々が苦労しながら議論して判断いただいて、それを次のまた本学の知恵のもとにしていくという流れにな

っていくのかなというふうに思っています。 

 

國吉幸男候補：琉球大学が軍事研究に関わるかというと、これは絶対にノーでしょう。沖縄の歴史的背景を見

ると、イエスと言えるわけがないです。 

 皆さんは戦後70年と言います。しかし、沖縄県が復帰したのは1972年です。すなわち戦後まだ46年しかた

ってないと認識すべきです。70年たったから、それは許されるというものではないだろうと思います。少な

くとも沖縄県民の心を考えると、決してイエスと言えるものではないと思います。 

 しかしながら、僕の体験をちょっとお話ししたいと思いますけれども、実を言うと、海軍病院はアジアで一

番出産の数が多いんです。ところが、生まれた患者さんに心臓病の患者さんがいて、僕と恩師の先生と２人で

出かけて行って、そこで治療をした経験があります。それは診療で研究ではないといえばそうですけど、しか

し、実際にはそういう人命ということを考えると共同してできると思います。人命に関して言えば、一緒に共

同していろいろな研究しましょうと。それはよろしいことではないかなと思います。 

 したがって、その海軍病院との臨床的共同研究ということであれば、内容を精査して個別に決めるというこ

とになるものと思います。以上です。 

 

司会（山口）：ありがとうございます。 
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【フロアからの質問③薬学部について】 

司会（山口）：もう１つ質問があって、別に重要ではないという意味では全然なくて、時間の関係で端的に答

えてもらいたいと思っている質問があります。 

 読み上げます。「薬学部について報道がされていますが、どのようにお考えでしょうか。つくることを考え

ている場合、その原資、人員、ポスト、予算をどうされますか」という薬学部に関する質問が出ております。 

 

國吉幸男候補：今の琉球大学の財政的体力では非常に厳しいと思います。今、沖縄薬剤師会がそれを推進して

署名していますけれども、大学が倒れるかもしれません。そういうことを考えて精査してやることが必要であ

ろうかと思います。沖縄県民は恐らくそれを望んでいるかもしれませんけれども、大学自体が倒れる状況、財

政的に厳しいです。そういうことを考えて、直ちには返答できないということでよろしいかと思います。 

 

西田 睦候補：10 万筆以上の署名を持って来られたのです。県民の有権者の１割を超えるすごい数の署名が

来た。そういう県の皆さんの思いというのはすごく重要だろうと思っています。 

 ただ、現実的に、今の琉球大学の中で、多分約 40 人の教員が必要ですし、相当な施設が必要ということで、

今、國吉先生もおっしゃいましたけど、現実的にはなかなか難しいだろうというふうに思います。 

 では、何もしないということになるのかというと、何か努力できないかなと、私は個人的には思っています。 

例えば本土のほうの薬学部を持った大学と連携して、年に２人でも３人でも学士入学のような、あるいは６年

制ですから、琉大の４年を出た後に２年入れてもらうような連携ができないかと思ったりします。そういうあ

らゆる工夫というのは、まだアイデアがあると思いますので、全然だめというのではなくて、できる工夫をま

だ考えていくことはできると思っています。 

 

松下正之候補：薬学部の新設の問題ですけれども、琉球大学に現状で設置するのは無理だと考えています。 

 なぜかというと、文科省が琉球大学に薬学部をつくったからといって、新しく人を配置してくれるわけでは

ないですね。そして自分の中で工面しなさいという話になりますので、これは到底無理だろうと考えています。 

 ただ、薬学部が必要だという県民の思いはものすごい強いものがありますので、これは沖縄県全体で一度考

えてみる。どういった措置ができるのかを全体で考えてみる。あるいは、本土との連携も含めて総合的に考え

ていい形に持っていければと思います。以上です。 

 

山崎秀雄候補：琉球大学に薬学部を設置したいというのは、私も同感でございます。沖縄の天然物資源で薬に

なるものがございますし、漢方薬の原点である中国にも近いということで薬学分野の研究は必要だと思います。 

 答えから申し上げれば、現実的には厳しいと思います。できるどうかは、どのくらい沖縄県の薬剤関係の方々

の思いが強いかによると思います。先ほど申し上げたように、広島カープの設置には樽募金というのがござい

ました。琉球大学の設立も募金から始まっています。 

 ですので、本当に皆さんがほしいと言われるのであれば、そういう基金、資金をどんどんふやしていって、

それで、もし十分に設立可能な資金が集まれば、薬学部新設も可能になるかと思います。 

 繰り返しとなりますが、従来どおりの手法を用いて概算要求で組織改編を考えるのは、現状では難しいと思

います。 

 もし私が学長として応えるならば、まずは薬学研究を学内の資源で始めて呼び水をつくり、そこでここに設

置する理由をサポーターの方に訴えたいと思います。以上です。 

 

司会（山口）：ありがとうございます。 

 時間がきてしまっているので、そのほかにも質問項目としましては、現執行部に対する評価を聞きたいとか

ありましたし、先ほど少し過重労働に関してのコメントもいただきましたけれども、病院で、現在４週で155
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時間。これをアメリカの病院では４週で86時間だと。この辺をどういうふうに埋めていけるのかという提案

はどうだろうかという話とか、年次有給休暇が取得できない状況で買い取りとか、積み立てとか、全取得とか、

どれを具体的に選択できるだろうかという質問も出されております。 

 また、ぜひ政策づくりの参考にしていただければと思っておりますので、お答えいただく時間はありません

けれども、こういう質問も出ているという御紹介だけしたいと思います。 

 長時間にわたり質問にもお答えいただきました４候補者に、今日の答弁に対するねぎらいを拍手をもってし

たいと思います。どうもありがとうございました。 

 

(拍 手) 

 

 では、御降壇いただいて、あと全体で終わりたいと思います。ありがとうございます。 

 

(候補者降壇) 

  

【閉会】 

それでは、これをもちまして、三者連絡会主催の公開公聴会を終わりたいと思います。 

 冒頭にも申し上げましたように、本日のデータは明日すぐ文字起こしをして、４候補者に見ていただいて、

その表現等のチェックをしていただいた上で、来週月曜をめどに皆さんに公聴会の記録という形でまたお手元

に返したいと思います。 

 それを組合としてもできるだけ全構成員に配布をして、投票の参考資料に使っていただけたらと思っており

ます。  

 本当に今日は長時間ありがとうございました。 

 これで、公聴会を終わりたいと思います。お疲れさまでした。 

 

 

 


