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かねてから組合が要求してきた入試手当の改善

が実現しました。  
昨年度の個別試験問題作成委員の手当改善に続

いて、今年度はセンター試験監督の手当が 1 日あ

たり 10,000 円から 12,000 円に増額されました。

これは、組合が「せめて大学入試センターから配

賦されている金額は全てセンター試験業務に使う

べきである。残額を他の費目に使うべきではな

い。」と主張してきたことに対応するものです。

当局の説明では、近隣の私立大学の手当などを参

考にしたとのことです。ともあれ、リスニングテ

ストが追加されるなど、センター試験の業務にお

ける責任とストレスが従来にも増して大きくなっ

ていることから、手当の増額は歓迎するものです。

センター試験は、岡大として単に請け負って実施

しているというものではなく、その結果を利用し
ているのですから、本来から言えば岡山大学の

独自予算からも応分の支出があってしかるべ

きものと考えられますが、この点については今

後の課題ということになります。  
また、組合の要求に対し新設が約束されてい

た附属学校の入試問題作成手当も実現の運び

となりました。附属の先生方の日頃のご努力に

少しでも報いることができればうれしい要求

実現です。  
入試手当に関しては、個別入試の試験監督が

教職員の本来業務として特殊勤務手当の対象

となっていない問題があります。振替休日が煩

雑で形骸化していることもあり特に教員には

不満が蓄積しています。財政逼迫という漠然と

した印象ではなく、より具体的に、例えば受験

者から徴収している検定料収入と入試費用と

の収支バランスなどについて納得のいく説明

をうけたいものです。（文責 榊原）  

 

入試手当改善される 

センター入試手当 2,000 円／日増，附属学校の問題作成手当新設 

[文科省共済組合の人間ドック申し込み]に関する文科省会見（全大教）2007.7.24 

今年度から共済組合実施の人間ドックの申し込み方法が民間委託へと変更になり、その中でシステムトラブルが

発生、混乱が生じ、各大学や申込者から苦情や問い合わせが出されました。全大教は、組合員の苦情を受け文部科

学省に対し、事態の説明と改善策の進行状況等の説明を求め会見を行いました。文科省は、資料に基づき説明を行

いました。主なやりとりは次のとおりです。 

文科省：ご指摘のとおりで、申し込み殺到で 
システムダウンという状況はまったく想定で 
きていなかったのであり、見通しの甘さを反 
省しているところである。(1)略 (2)  トラブルの発生と

対応策についてであるが、受付を開始した 5月 14日（月）

には約 3 万人の申し込みが殺到しシステムダウンしてし

まうという事態になった。委託業者にはサーバーを交換

させるとともに、システムの再立ち上げを指示した。こ

れは 6月 5日に再スタートできた。その間に申し込みを

急ぐ方についてはファックスで受け付けるという対応を

取った。6 月 5 日以降の再立ち上げ後、新規の受付を始

めるとともに、ファックス受付済の分は業者が手作業で

入力し軌道に乗せるという対策を採った。 
 ここで、次のトラブルが発生した。受け付けたファッ

クス申し込みも膨大な数に上り、入力ミスや入力が間に

合わないうちに申し込まれた検診希望日が過ぎてしまう

という例まで出てくるという事態が生じ、問い合わせの

電話が殺到するということになってしまった。…（現在

のところ）7 割は処理することができ、未だ処理できて

いない約 7 千件は（3 割）今月中に確定し、お知らせで

きる予定である。 
全大教：これまでどおり大学ごとに希望日を取りまとめ、

それを共済本部が各自に本人通知する方式にすべきとの

意見が運営審議会でもあった。 
文科省：…それを全体の柱とするのは導入の意図とはや

や異なるところという事情は説明し理解いただけたと思

っている。 
全大教：…法人化後、職場検診の集計結果報告はそれぞ

れの事業場のある労基署に提出しなければならない。大

きな大学には幾つもの事業場単位が混在しているのが普

通であり、ドックの診査結果の通知は大学本部にだけに

まとめて送られても再分類の作業は大変である。なんと

か工夫できないかとの要望も聞いている。 
文科省：なんとか工夫は可能かと思う。検討してみる。 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

地域に貢献する国立大学法人の 

運営費交付金について 

 これまで国立大学は、国民の高等教育を受ける

機会の保証、中核的な人材の養成拠点、知識・技

術の創造拠点などの役割を担うとともに、地域に

おける「知の拠点」として、教育・文化・産業振

興など様々な分野を通じて地域の自立と発展に

多大の貢献をしてきた。 
 こうしたなか、財政制度等審議会等において、

国立大学法人の財務基盤の中核である国立大学

法人運営交付金の配分方法について、従来の方法

から極端な競争原理や成果主義に基づく配分方

法へ見直すべきであるという議論が行われてい

る。また、「経済財政改革の基本方針２００７」

においては、各大学の努力と成果を踏まえたもの

となるよう、平成１９年度内を目途に見直しの方

向性を明らかにすることが明記された。 

 もちろん、それぞれの大学が不断の努力を続け

ることは当然であり、その努力の成果が適正に評

価され、運営費交付金の配分に反映されることは

必要と考えるところである。 

 その場合においては、直ちに効果が見えにくい

基礎的・基盤的研究や外部資金の確保の機会が比

較的少ない文科系・教育系大学等について配慮さ

れなければならない。地方の国立大学にあっては、

人材養成に加え、その地域における「知の拠点」

として教育・文化・産業・医療の振興など様々な

分野を通じて地域の自立と発展に大きな役割を

果たしており、このことについても特段の配慮が

なされるべきである。 
 このため、国立大学法人運営費交付金の配分方

法の見直しに当たっては、各国立大学法人が安定  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
的な運営の下で地域において果たしている機能

や役割を発揮できるよう、十分考慮することを
強く求めるものである。 
 
平成１９年７月１２日 
                            

全国知事会 
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全国知事会 

「国立大学法人の運営費交付金について」決議採択  
全国知事会総会が 7 月 12 日「地域に貢献する国立大学法人の運営費交付金について」と題する決

議を採択しました。また、政府への要望・提言にも、国立大学の運営費交付金問題を付加することを

確認しました。 

 この間全大教は運営費交付金の競争的経費化反対・高等教育の充実を求める全般的方針を提起し、

単組、各地区協議会と連携し、取り組みを強化しています。その中で、全国知事会に対して、運営費

交付金の競争的経費化に反対する要望書を提出しました。 
 また、全国知事会長である麻生福岡県知事の地元である全大教九州も要望書を提出しました。 

こうした取り組みの中で、全国知事会が決議をあげたものです。 

 

組合だよりの原稿を募集しています 

 岡山で見に行き，手に取ることのできるも

ので，大学人らしい（職員の方からの投稿も

歓迎）情報提供には謝礼を払い，組合新聞に

掲載していきたいと考えています。書評，映

画鑑賞，展覧会鑑賞，紀行文（写真等もお付

け下さい）などをお待ちしています。さらに

大学のあり方についての投稿も歓迎いたし

ます。採用されたものには， 
１面 1200 字程度で図書カード 
5,000 円をめどに謝礼を差し上 
げます。 

 
 

 

~あなたも組合の仲間になりませんか？~  
あなたの声を組合活動に、大学運営に  

反映させてみませんか？  

主な活動：大学当局へ要求書提出・交渉 
ソフトボール大会・芋掘り大会 

ビアパーティ・コーラスなど 
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附属病院をもつ単組交流会議に参加しました  

医学部職員組合（歯学部）小河 達之 
2007 年 6 月 23 日から 24 日に、東京（日本教

育会館）にて開催された、交流会議に出席しまし

た。本会議は、全大教病院協議会の会合として開

かれたもので、全国 20 単組、29 名の出席があり

ました。 
 大西全大教中央執行委員長の挨拶があり、昨年

秋に看護師に対して行われたアンケートの分析結

果分析を中心に、「安全・安心の看護は看護師自身

の健康から」－全大教アンケート結果からみえて

くるもの－ 西山勝彦氏（滋賀医大・教授・予防

医学）の講演がありました。 
 講演会の後、交流・討論会があり、1 日目は主

に「７：１看護」の実施状況についての各大学の

状況について報告がされました。各大学とも看護

職員の増員の状況や、7 対 1 看護への準備・実施

状況を中心に報告がなされた。看護職員は増員さ

れたが、とにかく新人を辞めさせないために「研

修期間中は、超勤をさせない・夜勤をさせない・

指導役の先輩ナースが積極的に関わる」など、離

職防止に力を入れるあまりに、

「指導役のお姉さん」に過重な

負担がかかっている例や、7 対

1看護の実施と 2交替勤務への

移行の関係など議論がなされ

ました。 
 1 日目の議論は会場の使用

時間では不十分で、そのまま交流懇親会の会場で、

美酒美食を堪能しつつ続けられました。 
 2 日目の議論は、大量増員された看護職員を中

心とした組合員拡大と組織強化について議論がな

され、オリエンテーションでの勧誘や組合員の定

着のための方策について熱心な議論が交わされま

した。病院当局・看護部と組合が協力的な連携体

型のある大学がある一方で、対立的構造からトラ

ブルになった例もあり、各大学での温度差を感じ

ました。 
 この 2 日間では、全ての問題が十分に交流でき

たわけではありませんが、病院協議会・医大懇な

ど今後の交流のテーマを確認するために十分な議

論が交わされました。 
 小河自身は、医療情報部兼務というだけで、病

院内部での問題を十分集約できているわけではあ

りません。ぜひ、岡山大学から病院職員の方「特

に看護職員の方」に、今後の交流の場に出席しま

せんか？旅費などの補助もありますので、負担に 
はならないはずです。各病院の皆さんも、大学で 

 
   

   
 
は言えないストレスを議論の場にぶつけ、ちょっ 
ぴり元気をもらって帰っていきましたよ！ 

 

 
座 標 軸 

 参議院選挙で自民党は、歴史的惨敗を喫した。

国民が、自公政治に「ノー」を突きつけた結果だ

と見る点で、大方の意見は一致している。人心一

新のためには、まず安倍総理が辞職すべきだとの

意見も少なくなかった▼人心一新内閣スタート

早々、早くも農水相問題で躓いた。農水相という

ことでいえば三代目である。二度あることが三度

あってしまった。農水相というポストはおそらく

偶然ではない▼これら一連の不祥事を見て、日本

農業の危機的状況に思いをはせた人も少なくない

のではないか。農産物輸入自由化を巡る国際協議

のきびしい状況は言うまでもない。「日本の科学

者」９月号は、「食と農」問題を特集している。「健

康と安全」「食文化」「農と社会」などの切り口で

問題に迫っている▼なかでも、日本

農業の未来を論じる「担い手問題」

は、日本農業のあまりにも深刻な事

態を指し示している。対する政府の

「基本計画」なるものは、もっぱら

法人化、株式会社化だけを追求するものでしかな

い▼農業という分野は、いうまでもなく自然を相

手に命あるものを生産する営みであり、そこでは

人間と自然との命の通った交流が不可欠であると

いわれる。社会主義集団農場の失敗についても、

その点の欠如が問題であったと指摘する論者もあ

る▼法人化といい、株式会社化といい、いずれも

農業を無機的な工業と同列に扱うだけでなく、も

っぱら営利と効率の観点だけで捉えようとするも

のと思われてならない。まさにそのことが、農水

相問題の根底にあるものを示唆しているように思

われる。 （い）    

 

 

 

 



単組だより   ＜法文経より＞ 

法文経単組では，今年も恒例のソフトボール大会と

ビール大会を開催しました。 
簡単にご報告いたします。 

 法文経３学部と事

務部によるソフトボ

ール大会の結果は次

の通りとなりました。 
6 月 19 日（火）１回

戦第１試合（法学部

vs 経済学部）9 対 5

で法学部の勝利 

 6月 26日（火）１回戦第２試合（事務部 vs文学部）

14対 15で事務部の勝利 

 7 月 3 日（火）３位決定戦（経済学部 vs 文学部）3

対 11で文学部の勝利 

 7 月 19 日（木）決勝戦（法学部 vs 事務部）22 対 4

で法学部の勝利 

 雨による試合延期もありましたが，無事に全試合を

終えることができ，選手の方も応援の方も楽しいひと

ときを過ごしました。試合の方は法学部チームが４連

覇を果たしています。 

 ついで 7月 25日（水）18:00よりピーチユニオン３

階にて，ソフトボール大会の表彰式も兼ねて，ビール

大会が開催されました。途中落雷による停電というハ

プニングもありましたが，ソフトボール大会の優秀監

督や優秀選手の表彰式・ビンゴゲーム等を行い，組合

員相互の親睦を深めることができました。 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

       さんぽみち 
 早輪と名付けて、自転車の朝駆けを続けている。 早朝

とはいえ、今年の夏の暑さは、格別だった。太陽を右に見

る往路は、まだ、光線もさほど強烈でなく、すずしい風を

楽しんで走ることができる。 
 だが、復路、光線を左に受けて走ることになると、朝の

太陽の成長目覚ましく、その光は早くも烈日の熱気を浴び

せてくる。半袖シャツの外にむきだしに出された左腕が、

みるみる日焼けして赤く変色していく。 

 その灼熱猛暑の夏も、さすがに朝夕には衰えを見せた。

真昼のむせかえる暑さは相変わらずだとはいえ。早輪には、

少なくとも出しなには、ヤッケが必要になってきた。朝の

冷気が、身に浸むのだ。 
 夏の終わりを強く感じるのは、しかし、早朝ではない。

風も涼しく、光線もまだ真新しいので、終わりという雰囲

気ではない。当たり前のことではあるが、灼熱の太陽が西

の空に落ちていき、夕暮れが忍び寄るとき、夏は終わる。 
 夏の終わりは、言いしれぬ寂寥感を伴っている。それは

赤く焼けた夕暮れの空気の中に忍び寄ってくる。 
  夏の終わり寂寥の思い胸ふたぐ    （ｋ）  

 ＜医学部より＞ 
６月下旬、念願の組合事務所の移転がようやく実現

しました。建物の古さはさておくとしても、手狭であ

ること、天井の塗装がはがれて食事時など思わぬ「ふ

りかけ」が降ってくることなど、一日も早い移転を数

年前から事務当局に要望していたところでした。 
 引越し当日は、今春定年退職された元組合員の方を

はじめ、何人もの方が手伝いにかけつけて下さいまし

た。心より感謝を申し上げます。そして７月２７日、

引越しの慰労とお

披露目も兼ねて、

事務所開きの飲み

会を行ないました。

旧事務所では考え

られないことでし

たが、１０数名が

テーブルを囲み、

和やかなひとときを過ごすことができました。 
 いま医学部単組では、非常勤職員問題に関する団体

交渉（８月２２日）を取り組み、さらに駐輪場や街灯

整備など教職員の生の要求をとりまとめて次の要望書

提出を準備しているところです。新しい組合事務所を

拠点に、鹿田キャンパスで働く教職員にとって身近に

感じてもらうことができるような組合活動を積極的に

展開していこうと考えています。 

 組合事務所のある「旧混合

病棟」は、昭和初期に建てら

れた歴史的建造物。大理石の

手摺りがある重厚な階段や

開放感あふれる高い天井が

特徴的です。鹿田キャンパス

に来られた際には、ぜひ旧混

合病棟２階の医学部職員組

合事務所までお立ち寄りく

ださい。（矢田範夫） 
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～映画「日本の青空」上映のお知らせ～ 
日本国憲法の基礎を作り上げた立役者である憲

法学者鈴木安蔵氏（1904-1983）を主人公とした映

画「日本の青空」（大澤豊監督、高橋和也、藤谷美

紀、田丸麻紀、加藤剛ほか）の上映会が以下の日程

で開かれます。 
岡山会場 日時：10 月 20日（土） 
①10：00～12：00②13：30～15：30③18：30～20：30 

場所：岡山衛生会館（三木記念ホール） 
倉敷会場 日時：11月 4日（日） 
①10：00～12：00②13：30～15：30 

場所：くらしき健康福祉プラザ 
参加協力券 一般前売り 1000円（当日 1300円） 
主催：映画「日本の青空」岡山上映を成功させる会 

★チケットは、組合事務所まで（内７１６８） 

    組合が半額補助します。 

 

 


