
団体交渉（２０１３年４月１８日） １月２２日申し入れ分 

 

１．労働条件 
１）全職員の定年を一律65歳とする方向での検討をおこなうことについて、前回の団体交渉で

は、「２０１１年９月３０日付けの人事院からの申し出を受けての国の動向を参考に今後検討

します」との回答がありました。「改正高年齢者雇用安定法」も２０１３年４月から施行され

ます。どのような検討がなされているかについての報告を求めます。 

【事前文書回答】 

平成２３年９月３０日付けの人事院からの申し出を受けて、現在のところ、定年年齢を引き

上げる等の国の動きはありません。今後も国の動向を参考に検討します。 

なお、平成２４年９月５日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法

律」（平成２５年４月１日施行）が公布され、本学においても対応を行っています。 

下記４）参照 

【団体交渉】 

【組合】3つの定年が存在する現状を大学がどのように評価しているかを教えてほしい。 

【大学】よいことだとは思わない。検討をすすめ、今年度中に結論をだしたい。 

 

２）本学では、国家公務員の給不削減に連動した給不７．８パーセント削減が２０１２年５月

からおこなわれていますが、経営努力により削減幅を縮小することを求めます。 

【事前文書回答】 

 運営交付金の削減が続く中、経営努力を行いながら学内予算編成を行っている状況です。 

【団体交渉】 

【組合】今年度の人件費についての判断はいつごろ、どのようになされるのかを教えてほ

しい。 

【大学】人事院勧告に連動した給不の変更の可能性のみを想定している。削減幅の縮小等

は考えていない。 

 
３）退職金補填を、２０１３年度以降の退職者についてもおこなうことを求めます。 

【事前文書回答】 

 平成２４年度末の定年退職者については、職員への改正内容の説明から規則施行日までの期

間が余りにも短かったため、激変緩和措置を行ったものであり、平成２５年度以降の退職者に

ついて、退職金補填を行う予定はありません。 

【団体交渉】 

【組合】激変緩和措置の必要は今後も変わらない。退職金削減の額は一年で対応可能なも

のではない。 

【大学】２０１２年度は退職３カ月前の退職金削減だったので、激変緩和措置が必要と判

断した。確かに、これからも、退職金削減の額は個人の努力で対応できるものではないが、

今年度からは、国家公務員の給不に準拠するという基本方針どおりにゆきたい。 

 
４）現行の再雇用制度では、事務職員および技術職員についてのみ、再雇用および再雇用の延

長にさいして、直前2年間の「能力評価B以上及び業績評価平均B以上」という条件がつけられ

ていますが（第3条の（４））、評価結果を雇用に直結させることは評価システムの趣旨に反

するだけでなく、再雇用制度の趣旨にも反することです。私たちはこの第3条の（４）の削除



を求めてきました。前回の団体交渉で「能力評価・業績評価に変わる基準について組合から提

案があれば検討をおこなう余地がある」との回答がありましたが、再雇用および再雇用の延長

は無条件になされるべきであると考えます。あらためて、第3条の（４）の削除を求めます。 

【事前文書回答】 

平成２４年９月５日に公布された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正す

る法律」（平成２５年４月１日施行）に対応し、再雇用の基準等を定めた労使協定を廃止する

とともに「再雇用職員就業規則」の改正を行いました。（平成２５年２月８日 第１８８回役

員会承認） 

なお、改正法では、平成３７年３月３１日まで１２年間の経過措置を設け、年齢に応じて基

準を適用することが可能ですが、本学では経過措置を設けず、対象となる希望者全員（就業規

則の解雇事由に該当する者は対象とならない）の再雇用を行います。 

 

５）教員の場合、同月内での振り替えができない場合に限り、前月・翌月・翌々月に休日を振

り替えることが認められることになりましたが、同月内にとらなければならない休暇の日数が

決まっており、前月や翌月の振替ができない場合があります。教員が確実に振替休日をとるこ

とができるようにするための措置（週に1日は授業も会議もない日を入れるようにする等）が

各学部においてどのようにおこなわれたかの報告を求めます。合わせて、２０１２年度２学期

について、授業が毎日入っているために振替休日をとることが難しくなっている教員の割合を

学部毎に報告することを求めます。 

【事前文書回答】 

 平成２４年度第２学期における授業が毎日入っている教員の割合は次のとおりです。 

   人文学部  ９．８％ 

   教育学部 １３．０％ 

   理学部  ２４．７％ 

   農学部   １．５％ 

   医学部   ２．９％ 

 学部によっては、主要な会議は定例化し、メール会議で対応可能なものは極力メール会議で

行うなど対応しています。カリキュラム等の問題もあるので、各学部に配慮いただくよう依頼

します。 

【団体交渉】 

【組合】振替休日がとれない職員が存在することの責任は大学が負うべきものだ。大学と

しての対応を求めたい。 

【大学】カリキュラムを組むさいの配慮を学部等に要請することはできるが、命令はでき

ない。研究教育評議会からの要請をおこなうことにしたい。 

 

６）２０１２年２月２９日の人事委員会において、育児部分休業および介護部分休業をとるこ

とを希望する教員は裁量労働制の適用から外れることとすることが決まりましたが、この制度

の活用状況についての報告を求めます。 

【事前文書回答】 

今のところ、育児部分休業及び介護部分休業を取得した教員はいません。（平成２５年３月

１８日現在） 

（参考）平成２４年度 

育児部分休業取得者：６人（いずれも看護職員） 

     介護部分休業取得者：取得者なし 



【団体交渉】 

【組合】職員にたいして、制度にかんする説明、モデルケースの提示、人事評価や賃金へ

の影響等への影響にかんする説明をおこなうことを求めたい。 

【大学】『教職員ハンドブック』（グループウェアにアップ）で制度を説明し、３月には

リーフレット『仕事とプライベートのハーモニー』（甴女共同参推進委員会）もつくった。

人事評価や賃金で丌利になることはない。 

【組合】そのことを明記するようにしてほしい。 

 

２．人事評価 
１）事務系職員について以下のデータの開示を求めます。開示にあっては、事務系職員全体の

データと合わせて、部局名を伏せた部局単位のデータの開示を求めます。 

①2010年の6月と12月、2011年の6月と12月、201２年の6月と12月の計６回期末手当

をとおして、「優秀」以上の期末手当の対象となることが0回だった者、1回だった者、2回だ

った者、3回だった者、4回だった者、５回だった者、６回だった者の割合。 

②2010年1月、2011年1月、2012年１月の201３年１月の計４回の昇給をとおして、5号

俸以上の昇給の対象となることが０回だった者、１回だった者、2回だった者、3回だった者、

４回だった者のそれぞれの割合。 

③上記に関連して、2010年1月から201３年1月までのあいだ、「優秀」以上の期末手当な

いし５号俸以上の昇給のどちらの対象にもそれぞれ1回以上なった者、どちらの対象にもまっ

たくならなかった者の割合。 

【事前文書回答】 

 資料１のとおりです。 

部

署 

① ② ③ 

備

考 

勤勉手当の優秀以上の回数 5 号俸以上の昇給回数 両方とも

1 回以上

対象 

両法と

も対象

外 0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 
6

回 
0 回 1 回 2 回 3 回 

4

回 

A 11% 18% 45% 18% 2% 4% 2% 31% 44% 18% 7% 0% 69% 11%   

B 8% 13% 29% 34% 8% 4% 4% 25% 59% 8% 8% 0% 71% 4%   

C 15% 15% 20% 25% 0% 25% 0% 15% 50% 30% 5% 0% 75% 5%   

D 15% 19% 26% 16% 14% 9% 1% 19% 55% 18% 7% 1% 76% 9%   

E 0% 20% 50% 10% 0% 20% 0% 0% 70% 20% 10% 0% 100% 0%   

F 19% 22% 13% 16% 11% 19% 0% 51% 32% 11% 3% 3% 49% 19%   

合

計 
13% 18% 29% 19% 8% 12% 1% 27% 49% 17% 6% 1% 70% 10%   

※新規採用、異動、休職等で該当期間の全期間在職していなかった者は除いた。 

【あらためて文書回答を求めたこと】 

資料にあるＡからＦが、昨年の資料のＡからＦとどのように対応するかを教えてほしい。 

【再度の文書回答】 

昨年度と今年度の A から F に対応する部署は同様としています。 
 

２）事務系職員を対象とする人事評価に関するアンケートについて前々回の団体交渉で「アン

ケートでは色々なご意見をいただいており、今後評価システム改善の検討も必要ですが、この



評価制度が正式に開始されてからの期間が短いため、先にも述べたように、まずは効果的な研

修方法を検討し、評価者・被評価者に制度に対する理解を深めていただくことが重要と考えて

います」との回答があり、前回の団体交渉では、研修方法の改善について「昨年１０月に行っ

た人事評価アンケートの集計に基づき、理解が出ていない部分や意見のあった部分を解説する

内容の研修とした」という回答がありました。あらためて、事務系職員に人事評価に関する意

見を聞くアンケートをおこなうことを求めます。 

【事前文書回答】 

 評価者及び被評価者に対し今年度も研修を実施したところです。（評価者２回、被評価者３

回）研修を行った際には、研修内容のアンケートを実施しており、約６０％の方から研修が役

立つとの評価をいただいています。人事評価に関する意見を聞くアンケートについては、平成

２３年１０月より人事評価の始まった医療職員、技術職員及び技能職員に対し、２回の評価期

間が終わる平成２５年度に実施することを考えています。 

【あらためて文書回答を求めたこと】 

「約６０％」が高い数字か低い数字かの判断を教えてほしい。「研修が役立つとの評価」

がなされているとの判断の根拠を教えてほしい。 

【再度の文書回答】 

研修終了後のアンケートにおいて、研修内容の役立ち度を聞いています。また、約60％

の数字については、「大変役立つ」、「役立つ」と答えた方の合計であり、「あまり役立

たない」、「全く役立たない」と答えた方の合計は約7％ですので、低い数字とは考えて

いません。 

 

３）新しい人事評価システムに基づく昇給が教員においてもスタートしましたが、人事評価に

かんする異議申し立ての数と内容、異議申し立てに対する対応についての報告を求めます。 

【事前文書回答】 

①.異議申立ての件数 

 ２０件 

②.異議申立ての内容 

 ・試行時に比べて評価が低い。 

 ・業績が正当に評価されていない。 

 ・被評価者から評価者へ提出する「評価に必要な書類」の提出が遅れたため評価点をゼロ

としていたが、評価者から書類の提出があり評価点を修正したい。 

・エフォートを間違ったので変更したい。 

・評価基準に関する疑義。 

③.異議申立ての対応 

 ・学系長が評価者及び被評価者に対して意見の調整を行いました。 

 

３．人権問題への対応 
前回の団体交渉で、現行のシステムについて、相談に行こうとする際、自分が所属する学部や

学系の相談員ではない相談員に相談に行くこともできるし、さらに、自分が所属する学部や学

系の長がかかわらないことを希望することもできることが確認されましたが、そのことを含め

た現行システムの内容についてグループウエアなどで周知を図ることを求めます。また前回の

団体交渉では、「相談員対応マニュアル」をもとに、相談に行こうと考えているひと向けのガ

イドを作ることをハラスメント防止委員会に依頼する旨の回答もありましたが、その進捗状況



についての報告を求めます。 

【事前文書回答】 

 ハラスメント相談等の流れ図については、「相談員マニュアル」をもとにホームページで周

知しているところです。今後は、グループウエアのライブラリ等に掲示し、一層の周知を図る

こととします。また、相談に行こうと考えている人向けのガイドについては、リーフレット「あ

なたを支えたい」の改訂も含め来年度にむけて検討していくことにしています。 

 

4．学内意向投票関連 
1）学長選考会議におけるヒアリングと併せて実施される学内意向投票の投票資格対象者の拡

大を以下に示した範囲まで求めます。その理由は、学内意向選挙は次期学長を選択するもので

あり、多くの労働者が意思表明できる方が望ましく、そのことによって帰属意識とともに働き

甲斐が高まると考えるからです。 

●国立大学法人高知大学職員就業規則第3条第1項第3号に定める事務職員 

●国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則第2条第2項第1号に定める 

●国立大学法人高知大学再雇用職員就業規則第3条第1項に定める 

 

2）学内意向投票に際して、所信表明書や業績書といった書面だけでは、第1次学長候補者の「ひ

ととなり」や「計画されている施策案」を十分に推し量ることができないため、国立大学法人

高知大学学長選考等規則第10条に定められている学内意向投票管理委員会の職務範囲を拡大

し、当該委員会のもとで立会演説会を開催することを求めます。 

【事前文書回答】 

 学長選考会議が決定する事項ですが、１）、２）の事項については、平成２４年９月２５日

開催の第１５回学長選考会議において、事務局から学長選考会議の課題として説明が行われて

おり、今後検討を行うこととしています。 

【あらためての文書回答を求めたこと】 

結論がいつ出されるのかの見通しを教えてほしい。 

【再度の文書回答】 

 現段階において、学長選考会議では、いつまでに結論を出すかは決まっていませんが、

次回の学長選考に間に合うよう検討を進めて頂けると考えています。 

 

5．給不制度設計関連 
1）採用時になぜその職務の内容、職務の級及び号俸になるか必ず説明することを求めます。

その理由は、教職員ともに多様なルートを経た人材が採用されているため「標準的な職務の内

容、職務の級及び号俸を決定する場合の基準」を定めた国立大学法人高知大学職員初任給、昇

格、昇給等の基準に関する細則に照らし合わせて計算することが難しいからである。加えて、

適正な職務の内容、職務の級及び号俸となっているか、採用後、疑心暗鬼のまま就労を続ける

ことは働き甲斐の視点からも望ましくないと考えるからです。 

【事前文書回答】 

本人からの申し出により説明を行うようにしています。 

【あらためて文書回答を求めたこと】 

説明の場を制度的にかまえることを求めたい。 

【再度の文書回答】 

給不決定は、個人の履歴に基づき行っています。履歴には個人情報が含まれるため、個



別に対応を行います。 

先に回答したとおり、本人からの申し出により説明を行うようにしていますが、本人が

気軽に申し出ができるように、書類提出の案内文書等に一文追加する等の配慮を行うよう

検討します。 
 

2）第53回人事委員会に提示された「教員評価の結果を活用した処遇への反映に関する基本方

針（案）」で示されている「特に優秀」又は「優秀」に決定できる職員の割合において、教授

は特に優秀10/100、優秀は30/100、教授以外のそれらは順に5/100、20/100となって

いるのが、なぜ職位によって割合が異なるのか、制度設計の意図を説明することを求めます。 

【事前文書回答】 

国は、平成１８年４月１日より勤務成績に基づく昇給制度を導入し、それまで行われていた

特別昇給（定員の１５％以内で１号俸昇給）と普通昇給は、ともに勤務成績が良好以上の者を

対象とすることとされていましたが、持ち回り的運用や一律的運用がなされる傾向にあること

から、両者を統合しました。更に、昇給区分を５段階（特に優秀～良好でない）とすることに

より、弾力的な昇給幅を確保した上で、職員の勤務成績が昇給に適切に反映される仕組みとし

ました。また、昇給時期も１月１日の年１回とし、勤務成績を昇給により反映させるため、そ

れまでの１号俸を４号俸に分割しました。 

これに伴い、昇給の基準も改正され、職員を初任層、中間層、管理職層に区分し、それぞれ

の職員層ごとに勤務成績に応じた昇給号俸数が設定されました。また、管理職層は、行政職俸

給表（一）適用者においては７級以上とされ、それ以外の職員層よりも「良好（標準）」の場

合の昇給号俸数が抑制され、その反面、中間層に適用する勤務成績「特に優秀」及び「優秀」

の割合が、それぞれ5/100及び20/100であるのに対し、管理職層の割合は、それぞれ

10/100及び30/100とされました。 

本学においても、国の規則を参考とした改正を行い、「教員評価の結果を活用した処遇への

反映に関する基本方針」に定める「特に優秀」又は「優秀」に決定できる職員の割合について

も国と同様としました。また、国が、行政職俸給表（一）適用者においては７級以上を管理職

層としていたことから、本学においても、一般職本給表（一）適用者においては７級以上を、

また、教育職本給表（一）適用者においては、一般職本給表（一）７級相当である５級（教授）

を管理職層として定めました。 

 

3）また、今後、給不制度、人事制度の変更の際、または新規採用者には採用後の研修の際に、

制度設計の意図と如何なる従業員像を描いているのか必ず丁寧に説明することを求めます。 

【事前文書回答】 

 給不制度及び人事制度が教職員にとって丌利益となる変更が行われる際には、説明会を開催

する等、今後も対応を行っていきます。事務職員の求められる職員像については、資料２「事

務職員の能力開発に関する基本方針・基本計画」を策定し明示しました。 

 

6．がんばる教職員の支援拡充 
1）外部資金獲得者がその資金を活用して物品購入をした際、伝票入力など直接研究活動にか

かわらない業務は事務職員が実行することを求めます。その理由の第1はいうまでもなく、が

んばる教員の支援であるが、事務仕事のプロではない教員はミスが多いのが実情で、その結果、

事務職員と教員ともに価値を生まない仕事が増え、ますます業務過多を生み出しているからで

す。 

【事前文書回答】 



既にご存じのとおり、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年法律第４７号）に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、事務職員

の定員は削減され、現状の業務に付加して教員の外部資金に係る入力業務等を請け負うことは、

困難な状況です。 

教員の外部資金に係る入力業務等を請け負うためには、新たな人員の雇用が必要であり、そ

の財源を捻出するためには、外部資金の経費要求において、外部資金に係る入力業務等行う事

務補佐員の人件費を計上し、雇用を行う方法があります。 

また、外部資金において事務補佐員の人件費計上が認められない場合は、外部資金間接経費

の部局分や、運営費交付金の教員研究経費等からの負担等により人件費を捻出せざるを得ない

と考えます。 

【団体交渉】 

【組合】科研費申請者が入力等の事務的業務をおこなわなければならないのでは、何のた

めの間接経費かわからない。間接経費を入力等の事務作業のために使用することを求めた

い。 

【大学】間接経費は大学と部局とで５０/５０で配分している。大学分には、事務作業のた

めのスタッフをかまえる余裕はない。部局のほうで工夫してもらうほかないが、スタッフ

のかまえ方等にアイデアがあったら提案してほしい。 
 

2）全教員の持ちコマ数を確認するとともに、基本持ちコマ数、上限持ちコマ数を設定するこ

とを求めます。また、基本持ちコマ数を超える持ちコマ分については、増担手当を支給するこ

とを求めます。 

【事前文書回答】 

 全教員の持ちコマ数について確認を行いました。 

なお、教員の持ちコマ数は、所属組織において調整が行われていることから、本件につきま

しては、各学部長にご検討の依頼をいたします。 

また、コマ数に応じた手当の支給については、検討する予定はありません。 

【団体交渉】 

【組合】現状とそれにたいする評価を教えてほしい。教員の授業負担は、改組にさいして

さらに過酷になると予想される。 
【大学】持ちコマ数だけで業務量の判断はできない。教員にはその他の仕事もある。持ちコマ

数は評価に反映されことになっている。したがって、持ちコマ数が多いのであれば、自己評価

システムにおいてポイント配分を各人が戦略的に用いることで、評価を高めることを薦める。 

  

3）がんばる事務職員の研修制度の拡充を求めます。 

【事前文書回答】 

 事務職員の研修については、四国地区大学教職員能力開発ネットワークで開発した研修プロ

グラムをはじめとする学外研修へ積極的に参加をさせています。また、職員の能力の開発及び

向上を図るための基本的な事項を明確にすることを目的に資料２「事務職員の能力開発に関す

る基本方針・基本計画」を策定し、さらなる研修の充実を図る予定です。 

【団体交渉】 

【組合】現状とそれが抱える課題にかんする分析がない。そのため、具体的なビジョンを

提示できないものとなっている。現状とその課題にかんする分析、それにもとづくビジョ

ンの提示を求めたい（５．３とも関連する事項）。 



【大学】スペシャリストの養成が課題となっていると考える。あわせて、文書作成、決済

等の過剰な仕事がないか検討し、見直し・整理をお願いしているところもである。 
 

7．福利厚生関連 
甴女共同参画を推進する事業者であるので、健康診断の基本項目に乳がん・子宮がん検診を

組み入れることを求めます。 

【事前文書回答】 

 健康診断の項目に乳がん検診・子宮がん検診等を追加するかどうかは、今後検討したいと考

えます。 

 

8．労使交渉関連 

1）労働組合活動の権利の保障、団体交渉の保障、労使慣行の尊重等労使関係の基本に関する

協約に基づき、労働条件の重大な変更を検討する際は、人事委員会開催前に教職員組合に意見

を求め、誠意をもって話し合うことを求めます。 

【事前文書回答】 

 協約に基づき、労働条件の重要な変更については、人事委員会の結果を受け、ただちに教職

員組合に意見を求め、誠意を持って話し合いを行います。 

【団体交渉】 

【組合】組合との交渉は人事委員会開催前におこなうべきであると考える。それがおこな

えない理由を説明してほしい。 

【大学】大学として何らかの決定をしてからでないと交渉に臨めない。事前の協議・意見

交換ならば可能なので約束する。 
 

2）人事課職員に労働法や人事制度に関する研修に参加させることを求めます。 

【事前文書回答】 

 人事制度及び給不制度に関する研修については、参加させているところです。今後とも、労

働法も含めて職務上必要な能力を習得させるため積極的に研修へ参加させていくことを計画し

ています。 

 

9．労働環境に関すること 
設備の老朽化やメンテナンスが行き届いていないことなどから、教室、研究室、事務室にカ

ビが発生しています。正常な労働環境、学習環境とは言えないので、速やかな改善を求めます。 

【事前文書回答】 

本学では、施設維持管理のため施設パトロールを実施しており、丌具合箇所が判明した場合

は、関係各所へ連絡し、随時改善しているところですが、今回の申し入れを受け、各部局事務

室を通じ、現地を確認のうえ原因を調査し、早急に対処したいと考えています。 

 

10．旅費精算関係 
1）旅費申請、旅費精算に関して、教員と職員間、または教員と日本旅行従業員間で些細な行

き違いからコンフリクトが発生しています。コンフリクトの原因のひとつは、どんな処理が行

われたかについて、教員がその都度「旅費ナビ」を確認しなければならないことにあります。

コンフリクト解消のため、職員や日本旅行従業員の処理状況をメールで教員に連絡するシステ

ムに変更することを求めます。 



【事前文書回答】 

 経理課旅費・謝金係に連絡していただきましたら、状況を確認し、ご連絡いたします。 

【団体交渉】 

【組合】出張申請や出張報告書の受理、入力内容の丌備の際の通知等が、オートマチック

になされるようなシステムへの改善を求めたい。 

【大学】財務で検討してもらうことにした。 
 

2）旅費と立替払いの精算までに要する期間を明らかにすることを求めます。その理由は給不

削減下で立替払いを実行する余力がない教職員が出ているからです。精算までのサイクルの短

縮が適正な事務処理上難しいと判断する場合は、コーポレートカードなどを導入するなど、立

替払いそのものがなくなる対策を実行することを求めます。 

【事前文書回答】 

出張については、資料３「業務の流れ」（教職員用グループウェア「ライブラリ」⇒「旅費

システムマニュアル・旅費関係手続等」中に掲載）に示した手順により支出されます。 

申請者が出張内容を入力して、委託業者である日本旅行に旅費計算を依頼し、計算内容を確

認後に「申請」を行い、経理課旅費担当で内容（用務内容・予算・用務時間・出張期間等）を

確認し、さらに出張者の所属先で旅行命令権者等による電子決裁を受けて、当該出張が承認さ

れます。 

データの「申請」がなされた後、最終の「監査承認」が終了するまでの期間は、約１週間程

度で完了し、出張報告の入力が可能となります。 

また、日本旅行への旅費計算依頼は出発日の６営業日前までに行うこととされていますので

（上記「業務の流れ」に記載）、期日を遵守すれば、概ね帰任時には出張報告が可能となりま

す。 

さらに、帰任後速やかに出張報告を入力し、同時に証拠書類（搭乗券（半券）、領収書等）

の提出を行い、旅費担当が内容を確認し、出張報告申請後、上記と同様の流れにより約１週間

程度で承認完了となり、その後直近の金曜日に日本旅行より旅費が振込まれます。 

ただし、書類提出の遅延や証拠書類の内容に丌備がある場合は、旅費の振込みが遅くなりま

すので、ご注意下さい。 

立替払いについては、原則、月の１０日までに適正な立替払請求書を受理しましたら、その

月の月末に支払を行っています。（科研費を除く） 

なお、書類等に丌備がある場合は、確認問い合わせ等に時間を要し、立替払請求書が確定さ

れるまでに時間を要した結果１０日までに間に合わない場合は、翌月の月末の支払いとなって

しまいますので、ご注意下さい。 

また、旅行先での立替払いについては、出張報告確認後の処理になりますので、さらに１週

間を要することとなります。 

  コーポレートカードについては、現在検討中です。 

【あらためて文書回答を求めたこと】 

立替が1ヶ月サイクルであることの理由を教えてほしい。また、どのようなコーポレート

カードの導入が検討されているかを教えてほしい。 

【再度の文書回答】 

 立替払いについて、物件費等を支払うサイクル（月末払い）と同様にしていますが、月

2 回の支払いに対応するよう検討します。コーポレートカードについて、利用規定など他

大学の状況調査中です。 



 

11．経営改善に関して 
1）学系部門体制によって、大学経営にどんな影響があり、どう良くなったのかを検証するこ

とを求めます。 

【事前文書回答】 

現在、高知大学における教育組織改革のため、教育組織改革実施検討本部会議を設置し、今

後の高知大学の教育組織について、検討を行っています。 

その教育組織改革実施検討本部会議設置にあたり「主な検討課題」として示した「教育組織

改革のための教員ポイント及び学生定員に関する基本的な考え方」の中で、「なお、教育組織

改革のために必要となれば、学系・部門の見直しも行う」と記載しており、教育組織の検討の

中で併せて検討することとしています。その検討の中で検証を行います。 

 

2）実行力のある経営効率化のワーキンググループの設立を求めます。 

【事前文書回答】 

既存の全学委員会において検討できるものであり、新たなワーキンググループ設立は考えて

いません。 

【あらためて文書回答を求めたこと】 

既存の全学委員会でどのような検討がなされたかを教えてほしい。 

【再度の文書回答】 

 これまで、業務委託契約の複数年化、四国地区大学間の共同調達による節減など経営効

率化に努めてきたところであり、現時点ではこれ以上の経営効率化についての具体的な検

討には至っておりません。 

 なお、検討をする場合の全学委員会は、全学財務委員会になります。 

 

3）学長が理事に経営者としての資質を高める研修機会を不えることを求めます。 

【事前文書回答】 

国立大学協会におけるマネージメントセミナー等に参加し、研鑽に努めています。 

今後とも大学運営に寄不することが期待される各種セミナーやフォーラム等に積極的に参加

させることを計画しています。 


