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「高知大学第１次学長候補者に対する公開質問状」への回答の公表にあたって 

                 2017年10月17日 

         高知大学教職員組合中央執行委員会 

 

私たち高知大学教職員組合は、学長選考における意向投票を、大学のすべての職員が高知大学のこ

れまでを振り返りながら、大学のこれからを展望し選択する機会としたいと考え、2名の学長候補者

に公開質問状を送りました。このたび回答が送られてきましたので、公表いたします。 

各質問に対してのそれぞれのご回答を掲載します。公表は五十音順とします。 

グループウェアの「掲示板」の「第１次学長候補者名簿等の公示について」のところにも候補者の

「所信表名」が掲載されていますが、それとあわせて意向投票のさいの参考としていただきたいと思

います。 

また、グループウェアに 10 月 11 日（水）に開催された所信表明の会の録画映像も公開されてい

ます。 

 

 

１、現在、高知大では財政難を理由に事務職員の削減が進んでおり、その結果、長時間労働や職員の

疲弊などが生じています。また、教員人事（採用・昇任）は 2年間凍結されており、教員の業務量の

増加やモチベーションの低下、他大学への人材流出などが起こっています。これらは大学の質の低下

に直結する深刻な問題であると考えます。 

 

（１）このような財政難が生じた直接的な原因は何だとお考えですか。 

 

櫻井 克年 氏 

 平成29年3月27日付の経営企画推進機構会議の答申（平成29年5月24日開催第297回役員会報告）にお

いて示されているように、 

① 教育研究上の重点化策、新規事業（IMT, 各種機構・センター等）に伴う人員配置のために戦

略的管理人員（平成22年度に導入）の人件費を増額してきたこと 

② 平成26年度の定年延長・平成26－27年度の時限的な激変緩和措置における給与支払いの増加 

③ 平成27年度からの教育組織改革の経過措置に伴う一時的な人件費の支払いの増加 

であると、考えています。 

 

執印 太郎 氏 

３点あります。 

① 運営交付金は毎年１．１％の機能強化促進係数という名目の基に６千万円程度削減されてい

ます。そのため運営費交付金の額は大幅に（約１０億円）減尐しました。 

② 学部改組や新規学部設置等に係る教員の新規採用を行う必要があったため、これらの人件費

が増加しました。国の求める大学改革を推進するためには、やむを得ない措置であったと考

えます。 

③ 現在の高知大学の教員の定年は 65 歳ですが、統合前の高知大学は 63 歳、高知医科大学 65

歳と定年年齢の差異がありました。そこで、平成 26年度に統合前の高知大学時に採用された

教員について定年延長を行ったため人件費が増加しました。 
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これらが直接の原因と考えます。 

 

（２）このような財政難に対しては、どのように対応すべきとお考えですか。 

 

櫻井 克年 氏 

 上記②，③のような一時的な支払増加分については、大学全体の経費節約と別の事業の縮小・凍結

によらざるを得ないと考えています。①については、現在配置されている当該管理人員の人件費の増

額を抑制するか、またはその人件費全体を減額する方策を検討する必要があると思います。 

 大学のすべての業務の中で最も重要なことは、学生を教育して社会で活躍できる人材を育成するこ

とです。質の高い充実した大学教育を提供するためには、授業を実施する教員はもちろん、学生の学

習や生活を支援し、教員の研究や医療活動等を支える職員を含めて大学運営の各部署に携わるすべて

の教職員がそれぞれの役割を十分に果たせる環境条件が存在することが必須です。それゆえ、この環

境条件を維持するための教職員のポストと財源がなによりも必要であると認識しています。ただ、法

人化後の最も大きな変化は、評価という業務が増えたことと、予算が大幅に減り続けている（財政難）

ことです。 

 財政難を理由に大学全体が萎縮するのではなく、地方の大学として高知大学の特性と使命を明確に

打ち出さなければならないと考えています。時代の先を読みながら、教育・研究、社会貢献、国際化

戦略等を含む本学の進む方向性を熟慮して決定し、予算を慎重にかつ戦略的に配当するとともに、既

存ポスト（人件費）の振替が可能な新規予算の獲得に努力したいと思っています。 

 

執印 太郎 氏 

①不要不急な支出は減らすべきと考えます。 

②今後、是非とも自己収入を増やす努力をすべきと考えます。 

 

 

（３）学長預かりのポイント、および（現在凍結されている）ポイント制は、今後も維持していくべ

きとお考えですか。 

 

櫻井 克年 氏 

近年は、学長のガバナンス強化とそれに伴う措置が明確に示されていないと、大学の評価が下がる

傾向にあります。そのため、学長に相応の人事ポイントを持たせる制度そのものは維持していかない

といけないと思います。 

 一方、現在凍結している全学のポイント制は、人件費を正確に反映させるための工夫として、新た

に、人件費と直結した数値に変更し、その運用自体は部局が采配できる状況を残していきたいと思っ

ています。それによって硬直化した昇任人事を尐しでも円滑に動かせるのではないかと考えています。 

 

執印 太郎 氏 

学長預かりのポイントについては、今後、さらに大学改革の波が押し寄せてくることが想定されま

すので、これらの改革を戦略的に行っていくためには維持していく必要があると考えます。また、ポ

イント制も、現在、経営企画推進機構会議からの答申を受け、全学委員会で検討をスタートしたとこ

ろです。 

しかしながら、本学の第三期の財政状況や国の動向を踏まえた判断が必要となります。 

 

 

（４）この数年間、学長により様々な組織（センターなど）やポスト（副学長など）が新設・増加さ

れていますが、これらは今後どうしていくべきとお考えですか。 

 

櫻井 克年 氏 
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特に、法人化以降、大学の果たすべき機能または役割がより多様化し、多岐にわたるようになって

きました。それらのいくつかは学部等の組織だけでは直接担うことが困難なので、全学的な機能を果

たす管理職の配置やセンター専任教員の採用というかたちで現実的に担保せざるを得ない部分が多く

なったのはみなさまも感じておられると思います。今後は、センター所属の教員の方に、教育エフォ

ートを高めていただき、共通教育も含めて高知大学の人材育成に大きくかかわっていただきたいと考

えています。その際、センター機能やセンター教員の任務の整理含めた検討が必要だと思っています。 

管理職ポストの増やしてきたのは、大学経営に関わっていただく人を増やし、その中から将来の高

知大学の運営に関わっていただける方を育てるという方針でした。特に、東南アジアの大学では多数

の副学長や学長補佐などのポストの人が特定の業務の責任者となるケースがほとんどで、大学の機能

の分化・複雑化に伴う措置であるものと認識しています。ただし、PDCAをしっかりと実施し、現状の

ままがよいのかどうかについては、今後検討したいと思います。 

 

執印 太郎 氏 

センターについては必要があるために作られたと理解しています。しかしながら、経営企画推進機

構会議からの答申の中で、センターとセンター教員のあり方が示されているところですので、今後、

組織の見直しも含めた検討がなされるものと考えます。 

ポスト（副学長など）は、現在でもこの人数は必要と考えます。現時点ではこれ以上増やす必要は

無いと考えています。 

 

 

（５）今後、教職員の人事（採用・昇任）は、短期的（1～2年間）および中長期的（3～10年間）に、

どのように行っていくべきとお考えですか。 

 

櫻井 克年 氏 

 短期的には必要最小限（設置審、課程認定上の必要要件の順守）の採用と、昇任の実施を優先する

のがよいと思っています。 

 中長期的には、国の財政状況が大幅に改善しない限り、国立大学法人の人件費は、ますます縮小さ

れる傾向にあると思われます。定員削減によって教育・研究の質を低下させてはなりません。しかし

一方で、業務量の増加による教職員の疲弊も避けなければなりません。 

経営企画推進機構の答申にあったように、教育面では、授業科目の精選や学部間共通科目の設定等

を含む大幅なカリキュラム改革、全学プロジェクト等においては、既存事業実施計画のスリム化や国

や民間からのみならず、地方機関からの外部資金が獲得できるような新規事業を開拓する等の改革が

必要であると思います。 

 

執印 太郎 氏 

本学の教員人事に関する基本方針(短期的方針)では、教員の新規採用は財政状況の観点から、例外

的なもの以外では凍結されています。長期的方針も、経営企画推進機構会議からの答申を受け、全学

委員会で今後、検討していく予定としています。また、昇任についても、経営企画推進機構会議から

の答申で、昇給を伴わない昇任制度の導入の是非が問われており、今後、これについても全学委員会

で検討がなされるものと思います。どちらについても全て、財政状況に依存することです。 

 

 

２、法人化後の高知大では有期雇用職員が大幅に増加する一方で、2012年以降に採用された有期雇用

職員は原則 3年間（例外的に 5年間）で一律雇い止めされています。他方、改正労働契約法は、恒常

的な業務は無期雇用が原則であるという趣旨に立ち、5年以上雇用する場合は無期転換権が労働者に

認められるとしています。また、厚生労働省は無期転換を回避するための 5年到来前の雇い止めは労

働契約法の趣旨に反するという国会答弁を行い、文部科学省も事務連絡でこのことを各大学に伝えて

います。 
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 人口減少で人手不足が進む中、徳島大や岡山大など中四国の国立大でも有期雇用職員の無期転換を

原則的に認めるところが増えています。有期雇用職員を雇い止めしても当該業務がなくなるわけでは

ないので、結局新しく有期雇用職員を雇うことになり、雇い止めは人件費の削減には役立ちません。

むしろ経験の蓄積が失われ、効率的な業務を阻害しています。他大学と同様に、有期雇用職員の原則

的な無期転換化を進めるつもりはおありですか。 

 

櫻井 克年 氏 

 有期雇用職員の原則的な無期転換化そのものは進めたほうが良いのではないかと考えています。し

かしながら、財源不足のために、すべての有期雇用職員の雇用形態を常勤職員と同じにするのは難し

いと思っています。 

 

執印 太郎 氏 

ご意見はそれなりには理解しています。現在、国で「働き方改革」が進められている中、非正規雇

用の処遇改善は、社会における今後の検討課題です。大学においても、取り巻く情勢などを考慮の上、

慎重に検討していきたいと考えます。 

 

 

３、組合が実施したアンケートでは、学部や課に関係なく、教職員から、長時間労働、残業しても記

録してくれない、振替休暇がとれないなどの声が複数寄せられています。現在、国の政策としても「働

き方改革」が目指されており、性別、年齢、家庭責任の有無や障がいの有無などにかかわらず、一人

一人のニーズにあった、納得のいく働き方の実現が課題となっています。これらの問題にどう取り組

まれるのか、考えをお聞かせ下さい。 

 

櫻井 克年 氏 

新しい時代の働き方が求められる中、日本の組織の古くからの伝統のような部分がまだまだ色濃く

残っているのが現状だと思います。働き方改革は、働く組織の中から変わっていかないと、全体的な

押し付けからはほとんど変わらないような気がしています。「働き方改革」に関して、まずは、広く

提案を求めたいと思います。そのためには、個々人からの個別的な提案を列挙するのではなく、各セ

クション（学部レベル、事務組織なら課レベル、病院なら科レベル）で話し合う機会をもってもらい、

その責任者がまとめて、提案してもらうような仕組みがよいのではないかと考えています。 

特に、裁量労働制の教員については、１年のどこかでよりまとまった個人の時間が取れるセメスタ

ー制を導入するのがよいのではないかと考えています。 

 

執印 太郎 氏 

現在、国で「働き方改革」が進められている中、これらについても今後の検討課題です。業務の合

理化や会議などの見直しなどを行うことにより、ワークライフバランスを推進し、職場環境の改善に

努めていきたいと考えています。 

 

 

４、組合には、職場における様々なハラスメントに関する相談が個別に寄せられています。このよう

な状況をどのように認識しておられるのか、そして高知大学を、パワー・ハラスメント、セクシュア

ル・ハラスメントなどが存在しない大学にするために、大学執行部がとるべき行動について、考えを

お聞かせ下さい。 

 

櫻井 克年 氏 

 ２年前に外れましたが、ハラスメント担当を長いことやってきましたので、いまだにたくさんの事

例があることは把握しています。また、それを根絶することは極めて難しいこともよくわかっている

つもりです。現在でも、重要案件は執行部でも定期的に情報共有しています。 
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一番大切なポイントは、相手が嫌がることをしないということであり、自分がされて嫌なことは人

にもしない、という人間として最低限のことを教職員それぞれが常に意識することです。しかし、往々

にしてそれを意識しない人が尐なからず存在しているのが問題だと思います。 

何よりも、職場内の人間関係が良好に保たれることです。これには、定期的なFD/SDが現状ではもっ

とも有効な策だと思います。 

 

執印 太郎 氏 

パワハラ、セクハラは教職員に対し、ハラスメント防止研修会やメンタルヘルス研修会を通じて意

識改善や啓発活動に努めているところです。また、ハラスメント防止委員会や倫理・人権・苦情処理

委員会において、各地区に相談窓口と相談員を配置し、教職員がいつでも相談できる体制を整備して

います。これらについても、更に、教職員の意識改革のため周知徹底を図っていくべきと考えます。 

 

 

５、2015年から防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」の公募が始まっています。日本学術会議

は科学者の戦争協力への反省を踏まえ、軍事研究には関わるべきではないという従来の方針を堅持す

る声明を今年出しました。これを受けて各地の大学（高知県立大、高知工科大も含む）ではこの制度

への応募を認めないルールを策定する動きが広まっています。 

 一方、高知大にはこれへの応募に関する具体的なルールが存在しなかったため、学内で策定の検討

を行うことになっています。このようなルールの策定にあたっては議論が公開されることが重要と考

えますが、いかがでしょうか。また、「安全保障技術研究推進制度」への応募は認められるべきとお

考えでしょうか。 

 

櫻井 克年 氏 

直接的に≪軍事研究≫に関わることには賛成しません。しかしそのために、研究の自由が極端に制

限される可能性があることが、現在危惧されているのだと思います。将来、軍事に転用される可能性

のあるものはすべてだめだ、という言い方をすると、それこそ、どこからどこまでがその範囲なのか、

きわめて不明瞭です。そのような意味では、いわゆる「安全保障技術研究推進制度」に応募しなけれ

ばよいのだと思います。 

 

執印 太郎 氏 

大学全体としては防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」の公募については、現在、研究戦略

推進委員会でワーキンググループをつくり、そのメンバーで討議していただいた結果で提案をいただ

いています。その結果を各学系に持ち帰ってもらい、大学全体の結論を待ちたいと考えています。 

私個人としては、歴史的なことを見ても大学が軍事研究はやるべきではないと考えています。 

 

 

６、近年、実家からの仕送りの減少など、学生が経済的に困窮し、退学を余儀なくされるケースなど

が見られます。高知大では現在、授業料免除や「高知大学就学支援基金」などの取り組みが行われて

います。このような問題に対し、今後どのように取り組んでいくべきとお考えでしょうか。 

 

櫻井 克年 氏 

 まず、国大協等を通じて国に対して学生支援の拡充を訴えていきたいと思います。その上で、大学

独自の取組としても、もっと、積極的な援助策を推進する必要があると思います。現在までの取組に

加えて、さらに、高知大学版、無利子の就学支援基金（貸与）のような制度の創設もあってもいいと

考えます。 

 奨学金制度への国の予算投下がどこまで拡充するのか先行き不透明ですが、自治体や、産業界でも

授業料・生活費等を負担する代わりに、卒業後には就職してもらうというような制度も増え続けてい
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ますから、多様な可能性を探りながら、学生が経済的な理由のみで高知大学を退学することの無いよ

うに努力していきたいと思います。 

 

執印 太郎 氏 

「高知大学就学支援基金」は現学長の英断で始められたことですので、是非とも続けて行きたいと

考えます。これからも困窮学生については積極的に現場の情報を得て改善を図りたいと考えます。 

 

 

７． どのような執行部（理事）体制を構想しているか、各理事にどのような人材を充てるつもりか、

考えをお聞かせ下さい。 

 

櫻井 克年 氏 

 いわゆる管理職経験者の中から、できるだけ多様な分野の方に執行部メンバーになっていただきた

いと考えています。大学という組織の多様性を最大限に生かすことが、機動的でスムーズな管理運営

につながると考えます。 

具体的には、総務系は当面の大学院改組を完結することと、企画・評価を統括できる方、教務系は

高知大学の教育改革の現状を熟知し将来の設計に向けて導ける方、研究系はいわゆる先端研究はもち

ろんのことながら、いわゆる文理を問わず若手の研究や地域特有の研究をインキュベートし発展させ

ることのできる方、財務・労務系は大学の財政状態の改善と働き方改革の推進ができる方で、病院系

の方と協力して附属病院の再開発を着実に実施に移し、安定した病院経営をけん引できる方、地域系

は、これからの国立大学法人高知大学の実力をさらに伸ばすために高知大学ならではの新しいアプロ

ーチとアクションの取れる方、などをイメージしています。ただし、所掌業務の役割分担については、

新しい体制を考える中で整理をしたいと考えています。 

 また、地域の大学として、国内のトップを走り続けるために、すべての理事は、「地域」と「国際」、

この二つのキーワードを常に意識してもらいたいと考えています。 

 

執印 太郎 氏 

現在お示しできるような具体的な内容はありません。 

 

 

もうすぐ学長選の意向投票が実施されます！ 

 

10 月 13 日（金）～26 日（木） 9：00～12：00 13：00～17：00 期日前投票 

投票所：朝倉事業場職員（総務課 本部管理棟１階）、岡豊事業場職員（総務企画課 医学部管理棟２

階）、物部事業場職員（物部総務課 農林海洋科学部１号棟１階）、小津事業場職員（総務課 本部管

理棟 1 階） 
 
10 月 27 日（金） 9：00～15：00 学内意向投票 

投票所：朝倉事業場職員（本部管理棟会議室 本部管理棟５階）、岡豊事業場職員（第１会議室 医学

部管理棟２階）、物部事業場職員（大会議室 農林海洋科学部１号棟２階）、小津事業場職員（本部管

理棟会議室 本部管理棟５階） 
 

10 月 30 日（月） 学長候補者の最終選考（学長選考会議） 
 
投票にあたって 

 本人確認のため、大学発行の身分証明書、大学発行のネームプレート、運転免許証、住民基本台帳

カード（顔写真付き）、個人番号カード（マイナンバーカード）、在留カード、共済組合員証のいずれ

かを持参し、提示。 

 


