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1月 29日団体交渉申し入れに対する大学からの 3月 8日付文書回答分を一部省略して掲載します。 

 

１．労働条件・職場環境 

 

１）定年一律 65歳 

高知大学の全ての職員の定年を一律 65歳とす

ることを求めます。 

 

【回答】 

大学教員以外の職員の定年については、国家公

務員の定年の引上げにかかる動向を参考に検討す

る予定です。なお、国家公務員においては、平成

30（2018）年 8 月 10 日付け「定年を段階的に 65

歳に引き上げるための国家公務員法等の改正につ

いての意見の申出（人事院総裁）」において、定年

を 65歳に引上げた場合、60歳を超える職員の年間

給与を60歳前の７割水準に設定することが示され

ており、本学の財政状況を考えると、大学教員も

含めた60歳を超える教職員の給与制度の見直しを

検討する必要があると考えます。 

 

２）人事院勧告への対応 

 人事院勧告（人勧）準拠の方針に基づき，未支出

分の人件費や予備費を充当して増額に対応する大学

当局の努力は評価します。しかし，本学教職員の賃

金は民間企業だけではなく私立大学教員などに比べ

ても低い水準であること、本学の運営に不可欠な人

材確保のための大きな要因であること，および賃上

げを求める社会情勢を考慮し，人勧の水準を本学教

職員の給与の最低ラインとして，増額のための最大

限に努力することを求めます。 

 

【回答】 

本学では、これまで人勧を参考とした給与改

定を行ってきました。今後もこの方針に変わり

はありませんが、その大前提は必要な財源確保

ができていることと考えております。これまで

は何とか財源確保ができて増額改定にも対応し

てきましたが、本学の財政状況によっては、今

後の対応が変わる場合もあり得ます。 

 

 

４）駐車場有料化問題  

 2017 年度初頭から導入され、18 年度より「一

時入構車両の駐車料金の見直し」「カーゲート開

放の見直し」等が行なわれた朝倉キャンパスの駐

車料金徴収については、自動車を使用する教職員

及び学生から多くの不満が出ています。 

 また、カーゲートの導入により、キャンパスの

出入りがこれまでよりも不便になったという学

外者の声も多いようです。とくに、18年度より「一

時入構」の料金が大幅に上がり、その不満も高ま

っていると聞いています。 

 総じて、教職員と学生、そして学外から本学に

訪れる方々にとって便利で快適なあり方に変え

ていくことを求めます。 

朝倉キャンパスの駐車料金徴収について、以下

の 3点について回答を求めます。 

(1) 「駐車料金徴収」制度導入以降の収益につい

て、支出も含めて、具体的かつ詳細な数値を

お示しください（なお、この質問にお答え頂

く際には以下の点にご留意ください。駐車料

は純粋な収入ではありません。ゲートの設置

費やそれを管理する職員の人件費などの諸費

用がかかっているはずです。また、この方式

が導入される際、自動車通勤をあきらめ、公

共交通機関による通勤に切り替えた教職員が

かなりの数いるはずです。公共交通機関を使

った際の通勤手当は、自家用車によるものよ

りも大きな額になります。関係諸費用、通勤

手当の支出の変化について具体的な金額をお

示し下さい）。 

 

【回答】 

昨年度の制度導入より、「駐車料金徴収」に際

しカーゲート稼働等に伴う必要最小限の維持

費用等はかかるものの、駐車料金徴収内で賄え

ております。また、カーゲート導入以降、公共

交通機関による通勤に切り替えた教職員は 19

名程で、大きく影響するものではありません。 
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(2) 「駐車料金徴収」制度導入による利点をどの

ようにお考えでしょうか。収益以外の点につ

いてお答えください（駐車料金徴収を導入す

る際の説明（第 281 回役員会〈2016 年 12 月

14 日開催〉審議資料「高知大学キャンパス駐

車料金の徴収について」）では、制度導入の目

的は「入構車両の抑制を図り、キャンパス内

の安全確保を進める」ためとされています。

「キャンパス内の安全確保」がどの程度増進

されたのか、制度導入前後の変化を具体的に

ご教示ください）。 

 

【回答】 

具体的には、学外者等の放置・不法等駐車が

激減したことにより、真に必要な学内利用者の

駐車スペースが確保できたこと、また、入構車

両の抑制を図ったことにより、構内での交通事

故が減尐したこと等が挙げられます。 

 

(3) 学内・学外の「不満」についてどのように認

識しているのでしょうか。そして、それに対

しどのように対応していくご所存でしょう

か。 

 

【回答】 

「駐車料金徴収」に関し、さまざまな意見があ

ることは承知しております。引き続きご理解、ご

協力を賜りたいと思います。 

 

 

６）男女共同参画  

本学の男女共同参画の取り組みについて、現状

の報告と今後の建設的な対応を求めます。 

世界経済フォーラム（ World Economic 

Forum）は平成30年に「The Global Gender Gap 

Report 2018」を公表し、各国における男女格差

を測るジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap 

Index：GGI）を発表しましたが、それによれば

2018年の日本の順位は149か国中110位でしか

ありません。日本には、特に労働市場における女

性の参画と、男女がワーク・ライフ・バランスを

実践できる環境が求められています。 

本学は「高知大学における男女共同参画の基本

理念」において、「学知の探求の拠点として、次

世代育成の母体として、さらには地域社会の発展

の基盤として、大学は、男女共同参画社会を実現

するための先進的なモデルを提示すべき立場に

あります」と自らの立場を示し、「基本方針」に

おいて、男女がともに能力を発揮できる職場環

境・教育環境の構築に加え、男女共同参画教育を

充実させること、大学での実践を社会に向けて発

信することを掲げています。これらの点をふまえ

て、下記の通り質問・要求します。 

(1)正規職員と非正規職員の両立支援制度にお

ける条件格差の改善について 

 

【回答】 

両立支援制度における条件格差については、本

学が実施可能な範囲で職員の声を聞きながら改善

に取組んでいます。今年度実施した「高知大学に

おける働き方と生活に関するアンケート」の結果

から、課題と対策を検討する予定です。 

 

(2) 教職員が仕事と育児・介護を両立しやすい環

境の整備 

①男性教員が育児休業をとりやすくするため

の取り組み 

②子の看護休暇について、取得対象を小学校

に通う子まで広げること 

（一部国立大学等で 12歳になる年度（中学

校就学前）までの例あり） 

 

【回答】 

① 男性教員が育児休業を取りやすくする取り組

みとして、意識啓発や事例紹介を行っています。 

例えば、意識啓発として、各学部の教授会に

て男性の育児について啓発する FD「育児と介護

制度の説明会」を実施しました。また、事例紹

介では、リーフレット「仕事とプライベートの

ハーモニー」に「私の育児休業」コーナーを設

け、育児休業を取得した男性教員の経験談を掲

載しています。現在２名の男性教員を紹介して

おり、今後も男性教員の育児休業経験を掲載し、

男性が育児休業を取得しやすい雰囲気づくり

を継続していきます。 

② 子の看護休暇については、「高知大学における

働き方と生活に関するアンケート」の中で、「子

の看護休暇」に関する質問項目を設けています

ので、その調査結果から、対策を検討する予定

です。 

 

 (3)公的な会議を原則 17時迄とすること 

 

【回答】 

平成 28年度に実施した「定例会議は原則 17時

迄」のキャンペーンでは、約半数の部局で状況が

改善されていると報告がありました。今後も、こ

れまでの取組を継続するとともに、会議等での周

知を行いたいと考えています。 
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 (4)本学における男女共同参画の達成状況と課題

について 

①職場環境、②男女共同参画教育、③社会へ

の発信、という観点から示して下さい。 

 

【回答】 

①職場環境 

 今年度、「高知大学における働き方と生活に関

するアンケート」を実施した結果、回答率は

67％で、平成 24 年度に実施したアンケート調

査の回答率が 36％程度であったことから、男女

共同参画やワーク・ライフ・バランス、働き方

についての関心が全学的に高まっていると考

えられます。今後は、アンケートの結果から、

課題と対策を検討し、男女ともにワーク・ライ

フ・バランスが取れた職場環境づくりに努めて

いきます。 

そのほか、樗クラブの和室を改装し、育児中

の女性職員等が利用できる休憩室を整備しまし

たので、今後、利用できる準備が整いましたら

案内する予定です。 

女性研究者比率についても、支援事業を始め

た平成 24 年度以降 16.8％から平成 30 年度の

19.4％に増加しています（図１参照）。教職員全

体においても、女性の割合は微増傾向にありま

す（図 2参照）。また、女性活躍推進法の一般事

業主行動計画で女性管理職比率（課長級）を

15％以上とする目標も達成しています。 

 

図１．高知大学における女性研究者比率（平成 25年度～平成 30年度） 

年度 女性研究者（人） 研究者全体 

（人） 

女性研究者比率

（％） 

平成 24年 5月 1日 110 662 16.6 

平成 25年 5月 1日 111 659 16.8 

平成 26年 5月 1日 120 672 17.9 

平成 27年 5月 1日 124 677 18.3 

平成 28年 5月 1日 130 674 19.3 

平成 29年 5月 1日 127 688 18.5 

平成 30年 5月 1日 131 674 19.4 

 

図２．高知大学における女性教職員の比率（平成 27年度～平成 30年度） 

年度 女性教職員（人） 教職員全体（人） 女性研究者比率

（％） 

平成 27年 5月 1日 876 1821 48.10 

平成 28年 5月 1日 875 1811 48.31 

平成 29年 5月 1日 898 1851 48.51 

平成 30年 5月 1日 910 1850 49.19 

 

②男女共同参画教育 

 共通教育科目「男女共同参画社会を考える」の開講に協力し、オムニバス形式の授業を行っています。その

ほか、例えば平成 30年度はこうち男女共同参画センター「ソーレ」と連携して、男女共同参画やキャリア形

成に関するセミナーを行っています。 

 

平成 30年 5月 15日 「育児と介護制度の説明会」農林海洋科学部（講師：小島優子准教授） 

平成 30年 5月 30日 ロールモデル講演会（講師：土佐山「桑と茜」主宰 福田わかな氏） 

平成 30年 6月 11日 ロールモデル講演会（講師：香美市「牧工房」主宰 内田牧子氏） 

平成 30年 6月 13日 「育児と介護制度の説明会」教育学部（講師：小島優子准教授） 

平成 30年 6月 19日 「育児と介護制度の説明会」医学部（講師：小島優子准教授） 

平成 30年 7月 11日 「育児と介護制度の説明会」理工学部（講師：小島優子准教授） 

平成 30年 7月 24日 若者の過労死問題を考える講演会（講師：愛媛大学長井偉訓名誉教授） 

平成 30年 8月 4、5日 オープンキャンパス「男女共同参画できらめく☆未来コーナー」 

平成 30年 9月 21日 認知症サポーター養成講座（講師：高知市役所 他） 

平成 30年 9月 22日 男女共同参画推進室講演会（講師：宮井千惠 理事） 

平成 30年 9月 22日 デート DVセミナー（講師：こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
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平成 30年 9月 23日 男女共同参画のキャリアデザイン（講師：筒井淳也立命館大学教授他） 

平成 31年 1月 24日 ロールモデル講演会（講師：木村恵子 氏） 

平成 31年 1月 30日 ハラスメントセミナー（講師：今岡 まゆみ 氏） 

平成 31年 2月 4日 女性活躍推進のためのセミナー（講師：高田朝子 法政大学教授） 

平成 31年 2月 20日 女性管理職リーダー研修（講師：桑原綾子 氏） 

 

 

③社会への発信 

 ニューズレターを作成し、男女共同参画の取

組みを学内外に発信しています。また、ホー

ムページについて、新たにロールモデル紹介

ページを設ける準備及び、スマートフォン対

応のページに順次変更するよう作業を進めて

います。さらに、今年度開設する四国５国立

大学及び公設研究機関、民間企業が利用する

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

(牽引型)ポータルサイトを活用して、情報発

信を進めていきます。 

 

７）ハラスメント対策について 

 国内外でハラスメント問題に関する課題認識

とその根絶を求める声が高まり、経営責任者には

ハラスメントを決して許さないという姿勢と実

効性のある制度整備がこれまで以上に求められ

ています。本学のハラスメント対策をめぐる問題

に関し、下記のとおり質問・要望します。 

（1）倫理・人権・苦情処理委員会およびハラスメ

ント等調査委員会における対応の詳細や指示

系統について定めた内規等があれば、お示し

ください。 

 

【回答】 

ハラスメント関連の学内規則として「ハラス

メントの防止等に関する規則」、「倫理・人権・

苦情処理委員会規則」、「ハラスメント等調査委

員会規則」及び「ハラスメント防止委員会規則」

があります。 

また、ハラスメント相談に対し相談員が適切

な対応を行い、学内各組織が被害者救済を迅速

に行えるよう、平成 23年度に、ハラスメント等

相談員対応マニュアル及びハラスメント相談後

の対応ステップ等を作成しています。 

 

（2）兼任教職員の負担を緩和し予防と迅速な解決

を実現するためにも、調査委員として専門知

識のある専任スタッフを確保すると同時に、

専門的知見に基づき対策マニュアルおよびフ

ローを改善することを求めます。 

 

【回答】 

   現在ハラスメント等調査委員会は倫理・人

権・苦情処理委員会委員長の指名による３人の

委員をもって組織していますが、案件によって

は事実関係の調査および調査結果の報告までの

期間が長期化していることは認識しています。 

   調査委員の負担の緩和、迅速な解決等のため

の方策について、今後検討する予定です。 

 

（3）ハラスメント予防を促すためにも、毎月のハ

ラスメント相談件数とその処理状況につい

て、ガルーンや KULAS 等で本学の構成員に

周知することを求めます。また、ハラスメン

トが起きてしまった場合の解決に規定以上の

時間を要する場合には、相談者に対し進捗状

況を報告することを徹底するよう求めます。 

 

【回答】 

毎月のハラスメント相談件数とその処理状況

をガルーンや KULAS等で本学の構成員に周知す

ることについては、ハラスメント防止委員会お

よび倫理・人権・苦情処理委員会で検討します。 

 

（4）ハラスメントを根絶するためにも、「高知大

学はいかなるハラスメントも容認しない」、

「しない、させない、見過ごさない」という

姿勢を学長自らが学内外に発信し続けること

を求めます。 

 

【回答】 

   本学は、ハラスメントの防止、苦情処理、そ

の他、倫理・人権に関する事項等に関して取組

む組織として「倫理・人権・苦情処理委員会」

を設置しています。 

また、倫理・人権・苦情処理委員会のもとに、

様々なハラスメントの問題についてすべての大

学構成員が認識を深め、教育研究の場としての

大学にふさわしく、男女が互いに対等平等な関

係で、能力を発揮し、コミュニケーションがで

きる快適なキャンパスライフづくりを目指すこ

とを目的とし、ハラスメントの防止に関する研

修・啓発・広報・調査研究等を任務とするハラ

スメント防止委員会を設置しています。これら

組織を通じて、各種ハラスメントのない大学を
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目指して取り組んでいます。 

 

８）長時間労働問題 

（1）教員の長時間労働について  

  労働基準監督署からの指導を受け、裁量労働

制の運用に係る問題点の抽出・検証、裁量労

働制適用者の健康と福祉を確保する措置、苦

情処理に係る措置について継続して審議が行

われているものと理解しています。それを踏

まえ、以下について質問・要求します。 

① 現時点で、裁量労働制の運用にあたって各

事業場でどのような問題点があると認識し、

どのような対処法を考えているのか示してく

ださい。 

③ そもそも専門型裁量労働制が「学校教育法

に規定する大学における教授研究の業務」に

適用される際には、「主として研究に従事する

ものに限る」という但し書きがついています。

「主として研究に従事する」とは、「講義等の

授業や、入試事務等の教育関連業務の時間が、

多くとも、1週の所定労働時間又は法定労働時

間のうち短いものについて、そのおおむね 5

割に満たない程度であることをいうものであ

る」とされています。裁量労働制を適用する

のであれば、「主として研究に従事する」こと

ができるような労働環境を整備すること、そ

のための人員配置を行うことを求めます。 

 

【回答】 

第３期中期目標期間においては「教員人事に関

する基本方針」により、原則人事は停止されてい

ます。教育体制の維持及び診療体制の維持のため

の人事を除き退職者の後任は不補充であり、新た

な人員配置は困難な状況です。 

大学教員の勤務制度としては、専門業務型裁量

労働制が適していると考えており、業務の遂行に

支障がある場合には、各部局等において業務の見

直しを検討、実行していただく必要があると考え

ます。 

 

② 現時点では本学で「長時間勤務者」となる

裁量労働制職員は「3 か月の勤務時間が平均

240時間以上」の職員、つまり超過勤務時間が

3か月平均で80時間以上の職員に限られます。

複数月の超過勤務時間が80時間以上というの

は、過労死ラインとして認められるほどの労

働時間です。裁量労働制職員の健康と福祉を

確保するため、事務職員と同じ基準とするな

ど、より短い時間での基準を採用することを

求めます。 

 

【回答】 

 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則により、

長時間労働による労働者の健康障害の防止を図

るための対策の樹立に関することについては、

事業場の衛生委員会等で調査審議することが定

められており、本学は、平成 24年３月に各地区

安全衛生委員会で審議のうえ、「高知大学におけ

る長時間勤務者に対する面接指導体制」を定め、

その中で、裁量労働制職員については長時間の

定義を「３ヶ月間の勤務時間が月平均 240時間

以上の者」と取り決めました。これは裁量労働

制職員については、みなし労働時間に「研究に

従事する時間」が含まれ、時間外・休日労働時

間が一般職員とは同様には計れないことから、

厚生労働省等からの通知で健康障害リスクが高

まると示されている「２～６ケ月平均で月 80

時間を超える時間外・休日労働」の基準を基に

取り決めているところです。 

   なお、長時間の定義および面接指導体制につ

いては見直しを図り、これまで任意で行ってい

た面接指導を必須とし、勤務時間も３ケ月間の

勤務時間が月平均 235時間を超える者とします。

また、１月の勤務時間が 235時間を超える者に

ついても面接指導の対象とし、申し出があれば

面接指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 事務系職員の長時間労働について  

  昨年度と今年度これまでにおいて，事務系職

員に支払われた超過勤務手当，休日給につい

て，人数，時間（分布），日数および金額を教

えて下さい。 
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【回答】 

年度 超過勤務手当 休日給手当 

支給 

延人数 

（人） 

時間数 

 

（時間） 

支給額 

 

（円） 

支給 

延人数 

（人） 

時間数 

 

（時間） 

支給額 

 

（円） 

H29 3,056 55,170 132,840,326 56 522 1,384,183 

H30 2,378 45,727 108,976,841 50 245 650,764 

※H30は、H30年 4月から H30年 12月までの実績 

 

９）非常勤職員の処遇  

 政府は「働き方改革」の一環として、正規・非

正規雇用の間の不合理な待遇差の解消を目指す

「同一労働同一賃金」の取り組みを進めていま

す。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite

/bunya/0000144972.html 

本学でも全ての教職員がやりがいを持って働け

るように、非常勤職員の労働条件に関し、以下

の点で改善を求めます。 

(1) 非常勤職員（フルタイムおよびパートタイ

ム）へ有給の病気休暇を付与すること。 

 

【回答】 

  他大学における同一労働同一賃金の実現に向

けた取組や、今年度実施した「高知大学におけ

る働き方と生活に関するアンケート」の結果で、

課題があれば検討します。 

 

 (2) パートタイムの非常勤職員にも期末・勤勉手

当を支給すること。 

 

【回答】 

現段階では、予定していません。 

 

10）復職支援について 

 厳しい経済情勢の中、尐人数でこれまで以上の

業務をこなすよう求められる職場環境において、

労働者の心身の健康問題への対応や休職者の復

帰支援は社会的な課題となっています。本学でも

「心の健康づくり計画」においてメンタルヘルス

の保持増進や休職者の復帰支援の取り組みが定

められ、「国立大学法人高知大学職員復帰支援要

領」に基づいた 4 週間の復帰支援プログラム等が

用意されています。同プログラムでは 4 週間を上

限としていますが、組合には利用者の職場から 4

週間が十分かを問う声が届いています。この件に

関し、下記の通り質問します。 

（1）ここ 5 年程度の復帰支援プログラムの利用状

況についてお示しください。 

 

【回答】 

平成 26 年度以降のプログラム利用状況は 30

件です。 

 

（2）4 週間を上限とした根拠についてお示しくだ

さい。また、利用者あるいは職場の同僚等から

のプログラムに対するフィードバックがあれ

ば、ご教示願います。 

 

【回答】 

本学職員復帰支援要領においては復帰支援期

間について原則として病気休職又は病気休暇終

了後４週間以内とする、とあります。復帰支援

の実施にあたり、復帰支援の実施場所、支援期

間及び復帰支援の内容について、主治医の意見

を参考とし病気療養者、医師と協議して復帰支

援計画書を作成します。復帰支援計画書は、復

帰支援開始後も病気療養者、所属長等、医師と

協議して適宜見直しができます。また、病気療

養者から復帰支援の中止の申出があった場合、

復帰支援を中止することができます。 

利用者あるいは職場の同僚等からのプログラ

ムに対するフィードバックはありません。 

 

11）トイレ改修について 

キャンパスのバリアフリー化の一環として、学

内に設置されている和式トイレをすべて洋式に

改装することを求めます。 

 

【回答】 

キャンパスのバリアフリー化については、「高

知大学バリアフリー対策整備計画 平成 29 年

11月」に基づき計画的に行っています。 

また、トイレの機能改善は経年を考慮し、順

次実施しています。 

なお、今年度（30年度）は朝倉キャンパス人

文社会科学部棟４・５階北トイレ改修工事を行

いました。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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２.人事評価  

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。 

(1) 2016年の 6月と 12月、2017年の 6月と 12

月、2018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。 

(2) 2016年 1月、2017年 1月、2018年１月、2019

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、2016年 1月から 2019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。 

   データの開示は、昨年の資料との連続性が

わかるようにお願いします。 

 

【回答】 

資料１のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．がんばる教職員の支援拡充  

 ペナルティを伴う科研費への応募の義務化に

ついては，教員と事務局員の労働強化として組合

としては団体交渉（2014年7月）などを通じて反

対してきており，近年では募集する側からも各大

学での義務化に関する問題点が指摘（（平成28

年12月・科学技術・学術審議会など）されている

中，ついに昨年，平成31来年度科研費公募要領で

は「本来、科研費の応募は研究者の発意に基づい

て行われるものであり、各研究機関において科研

費に応募させることを目的化するようなことは

望ましくありません。」と異例ともいえる研究機

関に対する要望が明記されています。 

 以上のような状況を踏まえ，義務化によって本

学の科研費の採択状況が改善したか否かをお教
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え頂くとともに，科研費応募の義務化の見直しを

改めて求めます。 

 

【回答】 

  ご指摘の件は「科学研究費助成事業（科研費）

獲得向上のための取扱いに関する基本方針」を指

している前提で回答します。 

本基本方針の対象となる大学教員（高知大学職

員就業規則第３条第１項第１号）は、研究費を大

学から支給され、学校教育法第 92条で定められる

研究活動に従事することを職務とし、ご指摘の「自

らの発意に基づき積極的に研究活動に取り組む」

ことは、当然の責務とされます。 

  また、研究費の財源となる運営費交付金につい

ては「統合イノベーション戦略」（平成 30年６月

15日閣議決定）で提示されたように、外部資金の

獲得状況に応じて増減することとなっており、職

務である研究活動に必要な研究費の確保を外部か

ら獲得することが急務となっています。 

  以上の状況もあり、本基本方針は自らの研究活

動に必要な研究費を運営費交付金以外から獲得す

るよう積極的に行動する大学教員に対し、適切に

研究経費が配分されるよう機能しているものであ

り、今後もこの方針・取組については継続したい

と考えています。 

   

  科研費の採択状況は、採択件数は増加傾向とな

っています。 

 

なお、引用されております要望については、各

研究機関が実施する方針や取組に対して、「科研

費の制度側がその可否を判断することはない」（公

募要領等説明会 FAQ／H30.9.27）との回答も提示

されていますので、ご承知おき下さい。 

 

４．軍事研究  

高知大学で昨年 3 月に制定された「『軍事的安

全保障研究』への応募等に関する基本方針」の 1

（「研究の公募（あるいは契約）が軍事的安全保

障研究に関わる可能性がある場合は、高知大学研

究推進戦略委員会において応募（契約）の是非を

決定する」）に基づき、今年度において高知大学

研究推進戦略委員会が開催されていましたら、そ

の応募件数と審査結果を教えて下さい。 

 

【回答】 

  平成３０年度の応募はありません。 

 

 

 

５．運営費交付金の「評価配分」問題 

 政府は 2019 年度予算案に、国立大学の運営費

交付金の約 1割にあたる 1000億円を評価に基づ

き再配分するという内容を盛り込みました（参考

資料：（2018年 12月 27日）全国大学高専教職員

組合中央執行委員会 「（緊急声明）国立大学の運

営費交付金「評価配分枠」の即時撤廃を求めます 

――政府・財務省は、これ以上大学を壊すな」）。

これは中長期的な財政の見通しを必要とする大

学の教育・研究を阻害するものであり、とりわけ

規模の小さい地方国立大学にとって脅威である

と考えます。そこで以下のことを要求します。 

地方国立大学が深刻な財政難にあること、および

運営費交付金の評価配分が撤回されるべきであ

ることを、国会、政府（文科省や財務省)、およ

び高知大学のステークホルダー（教職員、学生・

院生、学外委員、地方公共団体、経済団体、市民

など）に対して声明の形でアピールすること。 

 

【回答】 

 2019 年度予算案において国立大学運営費交付

金に関して、新しい評価・資源配分の仕組みを導

入することが示され、運営費交付金の約 10%が評

価に基づき配分される見通しとなったものです。 

この仕組みが導入されるきっかけとなったの

は、昨年 10月 24日の財政制度等審議会財政制度

分科会において、毎年度の「教育・研究の質を評

価する共通指標に基づいて配分する割合をまず

は、10%程度まで高める。」という方向性が示され

たことによるものであります。 

本学では、11 月 2 日に本学が会員となる国立

大学協会において、このような短期的な評価によ

る不安定な財源措置は、国立大学の経営基盤を一

層不安定で脆弱なものとするとともに、中長期的

な戦略に基づく積極的な改革の取組を困難にす

るだけでなく、財政基盤の弱い大学の存在自体を

危うくし、ひいては我が国の高等教育及び科学技

術・学術研究の体制全体の衰弱化さらには崩壊を

もたらしかねないものとして、反対を表明し、広

くマスコミにも取り上げられたところです。 

さらに、今後は新しい評価・資源配分の仕組み

の見直しを含め、第 4期中期目標期間における国

立大学法人の評価と運営費交付金への反映の在

り方について、国大協において評価検討会を設置

したところであり、その検討結果については国立

大学法人及び本学のステークホルダーに対して

広くアピールを行う予定ですが、全大教等の場に

おいても、国に対する働きかけを行っていただく

よう強く要望します。 

 


