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     学長候補者から回答 

         本号に一挙掲載 
 

職員組合は、今回の学長選考が、公正で質の高いものとなり、それを機に、大学がもっとより良いも

のとなるよう、学長候補者への質問状を作成しました。各候補者に質問状への回答をお願いしたところ、

4名のうち、3名の方から回答をいただきました。1名の方からは、残念ながら回答をいただけませんで

したが丁寧なお返事をいただきました。 

 

いただいた 3名の方からの回答と 1名の方からの返事をお届けします。質問項目を一緒に考えていた

だいた組合員の皆さん、執行委員の方々、そして回答と返事を寄せていただいた候補者の方々に感謝し

ます。 

 

なお、いただいた回答は組合ホームページ http://hb4.seikyou.ne.jp/home/ODUnion/にも掲載してい

ます（期間限定）。後日回答をいただきました場合も、同 Webページにアップいたします。 

 

 

１１月１０日（木）～１４日（月）：意向調査の実施 
 

１１月２１日（月）：学長選考会議で審議決定 
 

 

＊組合ホームページに「岡山大学学長選 2016」のページを創り情報など掲載していますので，どうぞご

覧ください。http://hb4.seikyou.ne.jp/home/ODUnion/election/index.html（期間限定） 

  

２０５号 

２０１６年 

１１月１日 

発行所 岡山大学職員組合 

〒700-8530 岡山市北区津島中 2-1-1 

 電  話 086-252-1111（代） 

              7168（内線） 

 直通 TEL&FAX 086-252-4148  

意向調査に行こう！ 

10/26 学長候補公開ヒアリングの録画とその公開に関する申入書について 

回答が届きました 

２０１６年１０月１７日付け岡大職組申第９０号で申し入れのあったこのことについて、平成２

８年１０月２６日開催の学長選考会議において、下記のとおり公開ヒアリングの実施について定め

ました。 

この中で、ヒアリング当日の画像について公開する旨盛り込んでおりますので、かかる申し入れ

への回答とさせていただきます。 

なお、当該公開ヒアリングの実施方法等について、学内教職員に対してメールにてお知らせして

いるほか、学内教職員専用ホームページにて公開しておりますので、申し添えます。 

記 

公開ヒアリングの実施方法等について（平成 28年 10月 26日学長選考会議決定） 

以上 
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全大教中四国九州単組代表者会議報告 

 

2016 年 10 月 29、30 日に全大教中四国・九州

地区単組代表者会議が岡山で行われました。全大

教執行部と 15大学からのべ 23名の参加がありま

した。 

内容は，大きく 1)賃金・労働条件および組織関

連 2)高等教育関連・平和民主人権の二つでした。

それぞれに対し全大教からの報告と質

疑、各単組からの報告がありました。 

 

1. 賃金・労働条件および組織関連 

全大教執行部報告では，主に全大教で取り組ん

でいる裁判報告と有期雇用職員の期限問題，大学

の財政問題などについて取り上げられました。特

に改正労働契約法に関連して有期雇用職員が 5年

で雇い止めされる可能性があるという問題（以下、

有期雇用職員の期限問題）は，全大教では重点的

に取り組む問題と位置付けているとのことでし

た。 

有期雇用職員の期限問題では，当初，5 年での

雇い止めが多くなるのではないかとの見方があ

りましたが，実際に改正労働契約法が施行されて

から 5年が近づいてきている現在，主な民間企業

が無期雇用へ転換する方針であることが明らか

になってきました（全大教新聞 11月号「論壇」や

「厚生労働省作成の無期転換事例集」参照）。一方、

国立大学では多くが更新上限を徹底化するとい

う動きをしており，社会の動きに逆行している感

があります。東北大学では 2016 年 2 月に基本無

期転換せず雇用終了との方針を出しました。しか

し，東北大学の組合や学外の組合，全国の学者・

弁護士が声を上げ，さらには院内集会（議員会館

内の会場で国会議員の方々に当事者の生の声を

届けるための集会）を経て，ついに 10月に東北大

学が方針の見直しの検討を表明したとのことで

す。今後多くの大学で方針見直しが迫られるので

はないでしょうか。 

大学の財政問題については，各大学から駐車場

が有料になった，あるいは値上げされたとの報告

が相次ぎました。またほとんどの大学で各教員の

基盤的研究費が今年から減額されていました。大

学が「お金がない」と言うときには，お金がない

ということが財務諸表のどこに示されているの

かを解説させるべき，とのアドバイスが全大教か

らありました。 

 

2. 高等教育関連・平和民主人権 

全大教執行部報告では，2017年度の概算要求全

般の傾向，国旗国歌問題，軍学共同研究問題など

について取り上げられました。全大教が行った文

科省との会見では，文科省からは運営費交付金に

ついて 2017 年度は 2016 年度より若干の増額要

求をしているそうです。 

いくつかの大学で人事凍結あるいは昇任停止

の方針が発表されたとの新聞報道がありました

が，中四国九州地区では大学全体として人事凍結

を表明しているのは 15 大学中 2 大学でした。し

かし，多くの大学で昇任が滞っていたり人員補充

がなかなか行われないという状態が日常化して

いるようでした。 

軍学共同研究問題について，岡山大学ではあま

り目立った取り組みをしていないのですが，他大

学では組合内部で意見交換をしたり，大学に質問

したり申し入れを行っているところもあるよう

でした。参加者の方が大学の中で「xx 戦略室」の

ような戦争用語を使うのに違和感があると発言

されていました。確かにその通りだと気付かされ

ました。 

 

今回の地区単では，特に緊急の課題というのは

なかったと思われますが，じわじわと大学の労働

環境が悪化していることを実感させるものがあ

りました。その中で有期雇用職員の期限問題は岡

大職組としても本格的に取り組むべき問題だと

いうことを改めて感じました。

60 分授業・4 学期制に関するアンケートに、ご協力ありがとうございました。 
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ローカル線で行く！フーテン旅行記 

第 38 回 鶏飯食べ比べ！ その 2  

鹿児島本線 小倉駅/折尾駅/鳥栖駅 

工学部単組 大西孝 

前回は群馬、栃木県の鶏飯を食べ比べましたが、

今回は九州北部の鶏飯の駅弁をご紹介します。九

州北部では、鶏の水炊きなどが名物であることか

らもわかるように、鶏肉を使った料理が広く親し

まれています。鶏の出汁を効かしたご飯の上に細

かく刻まれた甘辛い味付けの鶏肉、錦糸卵、海苔

が載った鶏飯の駅弁も、多くの駅で見ることがで

きます。九州では鶏飯といわず「かしわめし」と

呼ばれており、今回は老舗の 3社が味を競う「か

しわめし」をご紹介します。 

 

まずは小倉駅の「北九州駅弁当」のかしわめし。

小倉は本州から関門トンネルをくぐって最初に

停車する大きな駅で、見慣れない列車とともに、

駅弁売り場でかしわめしの看板を見ると「ああ九

州に来たな」という実感がわきます。北九州駅弁

当は明治 24 年の創業で、今回ご紹介する駅弁屋

さんの中では最も老舗です。ここのかしわめしは

特に鶏肉がこってりしているように思います。ま

た、小倉駅のホームには「かしわうどん」という、

うどんの中に甘辛い鶏肉が入ったうどんもあり

ます。手軽に済ませることができるうどんで地元

の味を楽しむのも良いかもしれません。 

 

小倉から在来線の鹿児島本線に乗り、博多方面

に向かうと 20 分余りで折尾（おりお）駅に着き

ます。この折尾駅のかしわめしは特に鉄道ファン

の間で有名で、かしわめしと言えば折尾駅を連想

する鉄道ファンが多いようです。折尾駅の駅弁屋

さんは「東筑軒（とうちくけん）」。もともとは北

九州にあった複数の駅弁屋さんを統合してでき

た会社で、創業は昭和 17 年です。さすがに有名

なかしわめしだけあって、何回食べても食べ飽き

ない味です。折尾駅では今では珍しくなったホー

ムでの立ち売りも行われており、その点でも注目

に値する駅弁と言えるでしょう。なお、東筑軒の

かしわめしは、黒崎や若松といった、北九州のい

くつかの駅でも購入できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にご紹介するのは佐賀県の鳥栖（とす）駅

のかしわめしです。鳥栖は博多から在来線で約 30

分、サッカーの「サガン鳥栖」で有名な街で、熊

本方面に向かう鹿児島本線と、長崎方面へ向かう

長崎本線が分かれる要衝の駅でもあります。鳥栖

の駅弁屋さんは明治 25 年創業の老舗「中央軒」。

鳥栖駅は横浜駅とともにシュウマイ（中央軒では

「焼麦」と表記）弁当が有名ですが、大正 2年に

日本で初めてかしわめしが発売された駅だそう

です。せっかく鳥栖駅で駅弁を買うなら、名物の

焼麦と日本最古のかしわめしの両方を味わいた

いところです。そういうお客さんが多いのか、か

しわめしと焼麦が一緒に入った駅弁が用意され

ています。焼麦もかしわ飯も比較的あっさりして

いて、箸が進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅弁は比較的値段が高いイメージがあるかも

しれませんが、今回ご紹介した各社のかしわめし

は 700円程度（おかずが入ったものだともう少し

値段が上がります）とお値打ちで、地元の味を手

軽に楽しむには好適です。なお本記事の執筆に際

しては、各駅弁屋さんのホームページを拝見して

います。どのホームページも情報が充実していま

すので、ご関心を持たれた方は是非ご一読いただ

ければと思います。 

  

鳥栖駅のかしわめし。名

物の焼麦も入っており 2

つの味が楽しめます。 

折尾のかしわめし。かしわめ

しと言えばこれ！というファ

ンも多い逸品です。 

小倉駅の「北九州駅弁当」の

かしわめし。こってりした味

付けが特徴です。 

小倉駅ホームの「かし

わうどん」。手軽に地

元の味を楽しみたい

ときにお勧め。 

小倉駅で並ぶ在来線

の列車。斬新なデザイ

ンの車両が多いのが

JR九州の特徴です。 
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単組だより 

農学部職員組合 芋掘りのご報告 

農学部職員組合による恒例の芋掘りが、10 月

15日（土）に農学部附属山陽圏フィールド科学セ

ンターにて行われました。 

今年は週間天気予報でも雨マークが見られず、

天気の心配もなく予定通りの開催となりました。

当日は曇り気味でしたが、逆に強い日射しを受け

ずに過ごしやすい気温の下で実施することがで

きました。今年は例年にない参加人数となり、総

勢 163名（大人 89名、子供 74名）にて約 250株

の芋掘りを行いました。 

今年初めて参加された方から毎年このイベン

トを楽しみにされている方まで、たくさんの芋を

掘り出されていました。小さなお子様と一緒に芋

掘りを通して親子のふれ合いを楽しまれ、収穫の

楽しさを実感していただけたのではないかと思

います。また、例年同様、参加賞として全員にジ

ュースやお茶等、子供さんにはお菓子も提供させ

ていただき、収穫したたくさんの芋と一緒に持ち

帰りいただきました。 

来年度も秋空の下、ぜひ開催したいと思います

ので、多くの組合員の皆様のご参加をお待ちして

おります。 

 
芋掘りの様子 

 

 

高橋委員長も留学生の方と参加されました。 

 

 

 

 

 

 

クリスマス・パーティのご案内 

おいしいものを食べながら出会いを楽しみ、日頃話せないことなどを 

語り合って、楽しく過ごしましょう。 

お誘いあわせの上、是非ご参加くださいませ。 

 

日 時 : 201６年１２月１日(木) 1９:０0 より 

会 場 : MOBY モビー 岡山本店  050-5845-5222 

岡山県岡山市北区幸町７－２０ アクタスビル B１F 

（ビブレ B館跡地横・ローソンのあるビル地下 1階） 

https://www.hotpepper.jp/strJ000035966/ 

内 容：ミニ学習会、合唱、プレゼントなど 

参加費：組合員および家族：１５００円 

未 加 入 者 ：３０００円 

   （有期雇用職員の方及び組合員の紹介が 

    ある場合は２０００円） 

＊お申込みは：各組合役員または組合事務室に  

(お電話、FAX、メール、学内便で) 

１１月２２日までにお願いします。 

 

 

主催 岡山大学職員組合 

Ｔel/Fax：086-252-4148（内線７１６８） 

メールアドレスODUnion@mb4.seikyou.ne.jp 

新加入の方は 

無料です。 

 


