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新 年 ご あ い さ つ 

         執行委員長 高橋裕一郎 

 

新年明けましておめでとうございます。本

年も書記長、副委員長、執行委員や書記と共

にできる限りの努力をして組合活動を進めて

いきたいと思います。今後も暖かいご支援を

よろしくお願い致します。 

 

 昨年は、大学改革が実施され、多忙な 1 年

だったのではないかと思います。大学の教

育・研究の改善のための改革は必要でありま

すが、学生を含めた私たちの教育・研究環境

がどれだけ良くなったでしょうか。むしろ解

決すべき矛盾や問題が増えてきたと感じる１

年間だったのではないでしょうか。他大学の

様子を見聞しても、どこも似たような状況で、

大学の運営が混乱する様子が伝わってきます。 

 職員組合はこのような状況下で、私たちの

教育・研究環境を改善するため、昨年の４月

から開始された６０分・４学期制に関する緊

急アンケートを２学期終了時点で施し、この

新教育制度の問題点を明らかにする取り組み

を行いました。また、2017年度末に大きな問

題となる「非常勤職員の雇い止め」への対応

のために、アンケート、学習会、団体交渉を

取り組みました。さらに、隠されていた年俸

制の問題点を明らかにし、解決へ向けた取り

組みも進めています。しかし、これらの取り

組みは始まったばかりで、問題の解決にはま

だ道半ばです。 

 

 

今後も職員組合は教職員の職場環境を改善

し、働きがいのある岡山大学にしていくため、

微力ではあるかもしれませんが貢献していき

たいと考えています。しかし、残念ながら職

員組合の力不足も感じます。 

 

そこで皆さんに訴えたいのは、一人でも多

くの岡山大学の教職員が組合活動に参加して

いただきたいということです。若手・中堅の

教職員の新加入を待ち望んでいます。とりわ

け非常勤職員の新加入は強く

望んでいます。もちろん、部

局や職域を超えた教職員の親

睦も組合活動の大きな柱です。

組合活動を通じて仲間を増や

し、仕事のやりがいも大きく

していこうではありませんか。 
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有期雇用職員の方の

加入が増えています。

もっと仲間を増やし

ましょう！ 

 

12/22 有期雇用職員の最大雇用年限 5 年に関する 

団体交渉を行いました。引き続き交渉していきます。 
 

2016 年 12 月 22 日(金)13:15～15:15，本部棟 6 階会議室にて，有期雇用職員の最大雇用年限 5 年に

関する団体交渉を行いました。法人からは阿部企画担当理事，松原総務・企画部長，朝國人事課長，原

田統括主査，高杉統括主査，岡田主査，塩田主査，組合からは高橋委員長，笹倉書記長，中富副委員長，

藤原副委員長，岡本書記が出席しました。組合からは 6項目の要求（組合だより 207号に掲載済み）を

出しました。 

そのうち一項目は 2018 年度，2019 年度，2020 年度それぞれに雇用年数 5 年を迎える有期雇用職員

の数を問うもの（回答を表 1に掲載）で，それ以外の項目はすべて最大雇用年限 5年を撤廃するための

要求項目でした。 

結論から言いますと，大学側は「問題の重要性を認識し，情報を収集している」という回答に終始し

ました。現時点の岡山大学の規則では，有期雇用職員は病院職員・障害者など特別な場合を除いて 5年

までしか継続しては雇用できなくなっています。今回の団体交渉では，現時点ではこの規則の改定を具

体的に検討はしていないということでした。しかし，この問題の重要性は認識しているという回答でし

たので，組合としては今後具体的な検討に入るようさらに継続して要求していく予定です。 

有期雇用職員のみなさん，また有期雇用職員と一緒に働いていらっしゃるみなさん，みなさんの生の

声を是非組合事務室もしくはお近くの組合役員にお寄せください。 

（組合事務室の連絡先は，TEL：086-252-4148，内線：7168 ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp） 

 

表 1 2017年度から 2020年度までに契約期間 5年を迎える有期雇用職員の数（2016年 9月 1日現在） 

年度 

特別契約職員 非常勤職員 

総計 教員 その他 合計 

事務補佐員 

技術補佐員 

技能補佐員 

臨時用務員 非常勤研究員 その他 合計 

2017年度 75 59 134 161 12 18 12 203 337 

2018年度 66 78 144 74 4 15 8 101 245 

2019年度 56 58 114 67 2 13 7 89 203 

2020年度 40 51 91 67 1 15 4 87 178 

 

 
 
～ あなたも組合の仲間になりませんか？ ～ 
 

あなたの声を大学運営に，労働条件改善に反映させてみませんか？ 

私たちは，あなたの参加を期待しています。 

主な活動： 団体交渉，学長懇談会研究科長・各部長・病院長と交渉，講演会， 

   学習会の開催，レクリエーション活動，コーラスサークルなど。 

教員の方も，事務職員の方も，技術職員の方も，パートの方も組合に入ることができます。 

どうぞ，お近くの組合役員もしくは，組合事務所までご連絡ください。 
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1/11 有期雇用職員の最大雇用期限 5 年に関する要求書（その 2）を提出しました 

 

有期雇用職員の最大雇用期限 5年に関する団体交渉を 2016年 12月 22日に行いまし

たが継続審議となりました。組合では引き続き交渉を要求する要求書を提出しました。

有期雇用職員のみなさま，また有期雇用職員が 5年で雇い止めされることに疑問を感じ

ておられるみなさまの声をぜひ組合までお寄せください。 

 

 

2018 年 3 月以降多くの有期雇用職員が岡山大学の定める最大雇用期限 5 年に達し，このままでは契

約の更新がなされないという事態を踏まえて，2016 年 12 月 22 日に岡山大学と岡山大学職員組合は，

有期雇用職員の最大雇用期限について団体交渉を行いました。その団体交渉において岡山大学はこの件

について「問題の重要性は認識しており，現在情報を収集している」と回答しました。 

2018 年 3 月に雇用期限 5 年を迎える多くの有期雇用職員は，もし岡山大学がこの雇用期限の見直し

を行わない場合，次の仕事を探す必要に迫られます。そのため岡山大学職員組合は，遅くとも今年度中

に岡山大学の方針が明らかになる必要があると考えています。 

そこで，以下の項目について団体交渉を行うことを要求します。 

 

１．有期雇用職員の最大雇用期限の問題について岡山大学が情報収集した結果，岡山大学としてどのよ

うな検討を行ったか，または全く検討を行わなかったかを明らかにすること。 

２．１．の回答が「検討した」である場合，2017 年度以降の岡山大学の方針とその理由を明らかにす

ること。また「検討しなかった」である場合，その理由を明らかにすること。 

 

 

1/11 学長選考会議へ 意向調査の結果についての公表を要望しました 

 

岡山大学の次期学長適任者の選考結果が発表されました。しかし，これまでの学長選で

は発表されていた意向調査（正確には前回までは意向投票）の結果が今回は発表されてい

ません。意向調査の結果がそのまま学長選考結果に直結するものではないことは承知して

いますが，それであればなおさらのこと意向調査の結果を発表する必要があると考えます。

そこで岡山大学職員組合では以下の要望を学長選考会議に対して 1月 11日に提出しまし

た。 

 

 

学長選考会議御中 

 

この度の学長選考へのご尽力に敬意を表します。 

さて，国立大学法人岡山大学長適任者の選考結果等について，平成２８年１１月２１日付けで，国立

大学法人岡山大学学長選考会議から発表，公示されたところですが，いまだに，学内意向調査の結果に

ついては公表されていません。 

投票に参加した者としては，その結果について知ることは当然の権利であると認識しております。意

向調査の結果について公表されるよう切に要望いたします。賢明なご判断をお待ちしています。 
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クリスマスパーティ 2016 

 
クリスマスパーティは忘年会予約が混み合わ

ない，早めの木曜日を狙って 12 月 1 日（木）に

開催しました。天気は曇り空でしたが雨は降りま

せんでした。合唱団の演奏用キーボードを輸送す

るために５時半に予約したタクシーで岡大を出

発しました。環境理工学部への出入りが分かりに

くいとタクシーの運転手が戸惑っていましたが，

街の中はスムースに移動できました。六時過ぎに

は会場設営も完了して，参加者も三々五々，集ま

りました。今回の会場はビブレ B館跡地横のアメ

リカ風肉料理モビー岡山本店でした。なかなかユ

ニークなインテリアが凝ったお店で楽しい雰囲

気でした。コの字型にアレンジされたテーブル群

の中央にオープンなスペースを確保して頂きま

した。今回は，合唱するスペースを確保できるお

店をとくに選定しましたので，実質的に貸し切り

で運営できた点が良かったといえます。音響設備

もマイクが使用できましたので広めの会場でし

たが，声がよく通り，皆さんの自己紹介，単組活

動紹介のトークがよく伝わったようでした。 

 

開催予定時刻の 19 時にはほとんどの参加者が

集まりました。参加者は 28 人で新規組合加入 1

名，組合員紹介の 3人を含みます。中富前委員長

の乾杯で懇談はスタートしました。美味しい食事

も進みながら，皆さん楽しく歓談されていました。

しばらく歓談の後，ミニ学習会として，今年度の

取り組みの組合便りに書き切れなかったフォロ

ーを聞かせて頂く貴重な機会が得られました。ま

た各単組の紹介として法文経,理,教,附属学園，工，

農，全学，環境から報告が有り，いろいろと質問

も浴びながら楽しく和気あいあいと盛り上がり

ました。 

 

それから合唱団の皆さんに前に出て，美しいハ

ーモニーを披露して頂きました。曲目は，風の旅，

アメージンググレイス，瑠璃色の地球，アベマリ

アと続き，年々，うまくなってゆく合唱団に聞く

者たちを

呻らせま

した。日頃

から楽し

く練習さ

れている

様子がよ

く伺える

よいコンサートでした。あとでお店の人たちから

も感激の声を聞きました。黙って聴いている人も

「合唱っていいな。」と，ふと心に魔が差しかけ

たところで，「明日があるさ」の岡大職組版をみ

んなで歌いました。合唱に少し興味を持たれた方，

参加してみようかな。と思われた方は是非，お気

軽に合唱団や組合員のどなたかにお問い合わせ

してみて下さい。まずは見学だけでもいかがでし

ょうか。 

つぎに，恒例となりましたプレゼント企画でし

た。くじ引きの番号順に全員にプレゼントを引い

て頂きました。プレゼントはデパ地下で買った高

級クリスマス用お菓子でした。包装の美しさにだ

まされないように。中の一つはティッシュペーパ

ーです。というデマも飛び出し，未当選の人をお

ののかせましたが，たちの悪いジョークでした。

参加された皆さんは，今年のプレゼントはいかが

だったでしょうか。終わりの挨拶は恒例となりま

した大西孝氏の一本締めでした。組合主催のパー

ティは会費も含めてお得感バッチリです。懇談，
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合唱で一年間の様々なことをリフレッシュでき

ます。次の機会も是非ご参加ください。 

（副委員長 田村 隆） 

 

 

 

 

 

 

 

とても和やかな雰囲気の楽しい会でした。合唱

団のコーラスもとても素敵でした。合唱団の皆さ

んの表情もハーモニーもクリスマス会に相応し

いものでした。学習会も程よいタイミングで，組

み込まれていてよかったと思います。料理も個人

的に好みのものだったので，美味しくいただきま

した。プレゼントも「大きい葛籠にするか，小さ

い葛籠にするか」と悩み，欲の皮が突っ張り，楽

しかったです。司会の方の最後の言葉が良かった

です。「あしたがある」岡大版をみんなで歌った

後，「皆さん，明日がありますよ」の言葉で，料

理とワインでいい気分になっていましたが，現実

に引き戻されました。あの言葉のおかげで，素直

に家路につくことができました。そして，今日も

平和に（体調不良にならず・・・・）仕事をして

います。以上，お礼まで。 

（教育学部附属小学校 本田浩江） 

 

組合に入って間もない私にとって，組合のイベ

ントに参加するのは今回が初めての機会でした。

まだあまりお知り合いの先生もない中で参加を

決めた理由は，クリスマス会のお知らせメールに

「合唱」や「プレゼント」「ミニ学習会」など，

普段の職場の懇親会ではお目にかかれない，なん

だか楽しそうな文字が躍っていたからです。働き

出してから，合唱やプレゼントや学習会の含まれ

るような懇親会ってあったでしょうか!?これは参

加すると楽しそうだ…と申し込みを致しました。 

パーティは前述のとおり，お知り合いの先生も

少ないので最初こそ緊張しましたが，いざ参加し

てみれば全くの杞憂でした。御同席の先生方は朗

らか・フランクでいらっしゃり，日ごろから気に 

 

していた教育の課題点など，職場では中々議論す

ることが難しいことなどについても，部局を超え

て活発に意見交換をすることが出来ました。特に

楽しみにしていた合唱では，皆さんの素晴らしい

歌声のあと，全員でユニークな替え歌を歌いまし

た。合唱などしたのは高校時代以来でしょうか!? 

今年の少し早目のクリスマスは，組合のパーティ

に参加したお蔭でとても素敵なものになりまし

た。 

 

2016 Okayama University Union 

Christmas Party 

This year’s union party was held at Moby in 

downtown Okayama. I went with my colleagues 

in the Center for Liberal Arts & Language 

Education (全学教育・学生支援機構基幹教育セン

ター). This was the third time for me to enjoy 

the festivities with other teachers and staff at 

Okayama University. There was plenty of food 

for everyone at our table, including some extra 

from the people at the table next to us! After 

having filled ourselves with delicious food and 

drink, we could listen to the wonderful sounds 

of the union chorus. This is what I especially 

enjoy each year! Finally, the party ‘Santa’ called 

out a number one-by-one, and the winner came 

up to choose their Christmas gift. All in all, it 

was a fun time for everyone. I hope that next 

year, we can all sing a Christmas song together, 

along with the chorus! 

（Naomi Fujishima, Center for Liberal Arts & 

Language Education）

 

 

 

♪♪楽しい仲間のふぁみりーコンサート♪ 

こんにちは！職員組合合唱団です。合唱団では，環境理工学部文化部有志とその仲間と一緒に， 

コンサートをします。どうぞおいでください。無料です。 

日時：3月 4日（土）14時から    場所：シンフォニーホール岡山，スタジオ 1 

 

練習は，月に 3 回，金曜日の夕方 6 時から北公民館でしています。レパートリーは世界や日本の名歌から懐かしい

歌まで，様々な曲で合唱を楽しんでいます。みんなで楽しく歌って身も体もほぐれ，一週間の疲れから開放！です。

一度，覗いてみてください。お待ちしております。お問い合わせは，組合（内 7168）まで 
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＊＊組合だよりにご寄稿いただきました＊＊ 

障害者差別解消法にもとづく合理的配慮を求めて 

              社会文化科学研究科（文） 新納 泉 

 

 

障害者差別解消法が 2016年 4月 1日から施行され，国民は「障害を理由とす

る差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない」と定められました。

行政機関等や事業者は，そのために合理的配慮を行う環境の整備を進めなけれ

ばならず，障害者への配慮は恩恵の供与ではなく，義務・努力義務へと変わっ

たのです。私たち組合もまた，そうした変化に即した運動を進めていかなけれ

ばなりません。 

 

そのような時期に，岡山県内で変化に逆行するような事件が起きています。岡山短期大学の准教授，

山口雪子さんが視覚障害を理由に授業や卒業研究などの担当を外され，研究室からの退去を命じられる

という事件が発生したのです。短大は，学生の教室での飲食や無断退出に気がつかなかったことなどを

理由にあげていますが，実質的には見えないことを理由に授業外しをおこなっていると言わざるをえま

せん。 

 

それに対し山口さんは，授業復帰と研究室の明け渡し撤回を求めて，３月 23 日に岡山地裁倉敷支部

に訴えを起こしました。裁判は岡山地裁に場を移し，11月 29日には第５回の口頭弁論がおこなわれて

います。傍聴席は満席となり，原告側と被告側の証人尋問などを通じて議論がたたかわされました。初

めて国連の障害者権利委員会委員に選出された静岡県立大学の石川准さんは，原告側証人の一人とし

て，自らが全盲の教員の立場でどのように授業をおこなっているかを紹介し，障害者差別解消法を実質

化させていくことが重要であると強調され，一同が大きな感銘を受けました。 

 

山口さんとともに活動してきたシェアリングネイチャー協会の人たちや，全国視覚障害教師の会をは

じめとする団体などが中心となって，５月 31 日には「豊かな共生社会を子どもたちへ… 山口雪子さ

んを支える会」を結成しています。「山口雪子さんを支える会」で検索していただき，ぜひご支援をお

願いしたいと願っています。組合関係では，関西私大教連が声明を発表するなどの支援をおこなってい

ます。 

 

裁判は，2017年３月 28日に判決の予定です。障害者差別解消法施行後初の裁判がどの

ような判決となるのか。合理的配慮を願う多くの人たちが注目しているところです。この

問題はまた，大学の教育をになう私たちみんなにも課せられた，大きな課題なのではない

でしょうか。 

 

 

 

無料法律相談『ユニオン』をご利用ください 

セクハラ，アカハラなどの労働環境問題，あるいは個人的な問題でも結構です。プ

ライバシーを厳守するために，組合執行部とは別組織である人権部が相談を受け付けています。法的

な相談をしたい組合員のために顧問弁護士を置き，希望者には，最初の弁護士相談を無料で受けられ

る「ユニオン」を設けています。法律相談は，随時，弁護士事務所で行います。相談を希望される方

は，人権部までお申し込みください。 

連絡先：藤井和佐 文学部教授 内線８４５１ 
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高知大学教職員組合 未払賃金請求訴訟証人尋問および報告会報告 

2016年 12月 15日と 21日に給与臨時減額に

対する高知大訴訟の証人尋問が行われ，傍聴支

援に行ってきました。岡山大学では給与臨時減

額は 2012年 6月からで減額率も国より緩和され

て実施されましたが，高知大では十分な説明も

なく，また十分な財政シミュレーションも行わ

れず 2012年 5月から国と全く同じ減額率で実施

されました。そのことに対し高知大学職員組合

は訴訟を起こしました。岡山大学職員組合は同

じ中四国の国立大学の職員組合として高知大学

職員組合を応援しています。 

 2回にわたる証人尋問では、高知大職員組合側

から二人、高知大学側から一人の証人が立ちま

した。職員組合側の証人は団体交渉において，

大学側から具体的な資料の提示がなく，給与を

減額した場合・しなかった場合の財政シミュレ

ーションも行っていなかったことを証言しまし

た。大学側の証人は，財政が大変厳しく賃下げ

が不可避なのは自明であったのでシミュレーシ

ョンは行わなかったと証言しました。 

 

高知大の裁判では，高知大の財政が大変厳しか

ったのかどうかを主な争点としています。今回

の証人尋問でも大学側証人は財政が厳しかった

と主張していますが，それが財務諸表のどこに

表れているのか明確に答えることはできなかっ

たと思います。少なくとも傍聴していた我々に

は理解できませんでした。裁判官からの大学側

証人への質問でも，予算の組み替えを行えば目

的積立金による人件費への補填が実質的に可能

であることや，当時の運営費交付金が四半期に

分けて交付され，2012年度分の運営費交付金が

実際に反映されたのは第 4四半期であったこと

が確認されました。 

 次回の高知大の口頭弁論は 2月 17日(金)です。

それが最後の口頭弁論となり、3月中もしくは 4

月ごろに判決言い渡しが行われる見込みです。  

ご都合のつく方はぜひ傍聴支援をよろしくお願

いします。傍聴支援に参加していただける方は

組合（内 7168、ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp）までお

知らせください。（書記長、笹倉万里子） 

 

単組だより 教育学部より 

１．教職員レクリエーション活動報告：ウォーム

ヨガ 

11月 26日（土），組合員を

含めた方々との懇親として，

ウォームヨガを行いました。

計 6 名の参加者となり，心身

ともにデトックスできるレク

リエーションとなりました。

エイブルスポーツ岡山というスポーツクラブで，

一日体験をさせてもらい，そこでウォームヨガの

レクチャーを受けてきました。１時間ほど，ヨガ

の体位の手ほどきを受けながら，参加者全員が四

苦八苦。堅く固まった背中や腰，脚を伸ばしたり，

あるいは，中腰の姿勢のまま数十秒静止したりと，

見た目以上にハードな時間となりました。このハ

ードな様子を激写することは，撮影禁止だったた

めできませんでしたが，この集合写真の疲れ切っ

た様子から，察せられることと思います。 

次回も，このような健康志向のレクリエーショ

ンを実施できればと思いました。 

 

 

 

２．学生指導経費βカットの問題と対応について 

11月 23 日に開催された研究科・教授会におい

て，教育学部会計係担当者から，講義棟改修工事

のために保留されていた学生指導経費β分をカ

ットした経緯について，詳細な説明がありました。

他学部と比較しながら，教育学部会計の予算捻出

の努力や，学部予算の厳しい現状が紹介され，や

むを得ないカットであるとのことでした。組合を

代表し，木村委員長より，組合員へのアンケート

の結果を踏まえて，以下のような組合員の意見が

伝えられました。具体的には，予算カットの影響

は大きく，学生指導への影響を懸念する声や，学

生指導数の多い教員が，多く削減の影響を受ける

ことになる不公平感が指摘されました。また，基

礎経費と学生指導数による最低額を合算した一

定金額を教員全員に一律負担させる方法があっ

たのではないかということも伝えられました。更

に，来年度予算で削減分のいくらかを補填して欲

しいとの要求が伝えられました。 

阿藤事務長からは，組合の意見を参考にしたい

との回答がありましたが，来年度予算での補填に

ついては明確な回答がありませんでした。組合と

しては，来年度予算での補填の可能性を探って行

きたいと思います。  

mailto:ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp
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ローカル線で行く！フーテン旅行記 

第 40 回 沖縄本島 路線バス紀行 中編 

工学部単組 大西孝 

沖縄本島の路線バス紀行，前編では那覇から座喜

味（ざきみ）城跡に寄り，沖縄県最北の市である

名護市までやってきました。中編では名護市から

突き出した本部（もとぶ）半島を路線バスで一周

し，途中の海洋博公園や今帰仁（なきじん）城跡

を巡った後，沖縄本島最北端の辺戸（へど）岬を

目指します。 

 名護市は人口 6万人余りの街で沖縄本島北部の

中心として栄え，オリオンビールの工場もありま

す。市内の大通りには樹齢が 280～300 年と推定

される「ヒンプンガジュマル」が道の中央にそび

え，自動車や路線バスは高さ 19m，幹の太さが

10m もある巨樹をよけるように左右に分かれて

進みます。「ヒンプン」とは沖縄の伝統的な家屋

の前に立てる目隠しの塀のことで，現地の看板に

よれば，この木の横に建てられた石碑がヒンプン

のように見えることから，ヒンプンガジュマルと

呼ばれているそうです。 

  

 

 

名護市内から本部半島を一周する路線バスは，

周る向きの異なる 2路線がありますが，今回は先

に海洋博公園を経由する路線に乗ります。名護市

内を抜けたバスは海岸沿いを走り，車窓に広がる

東シナ海を眺めていると 1時間程で海洋博公園に

着きます。ここは 1976 年に沖縄国際海洋博覧会

が開催された場所で，今では全国的に有名な「美

ら海水族館」や，沖縄地方の古くからの生活を紹

介した「おきなわ郷土村」があります。水族館は

また来る機会もあるだろうと思い，次のバスまで

の 1時間は郷土村を見学することにします。この

施設では琉球王国時代の地主の屋敷や民家，近年

の民家，さらには与那国や奄美の民家も建てられ

ており，暑い地域特有の工夫も見られ，本州とは

異なる建築構造がよく分かります。 

 再び路線バスに乗り，今帰仁城跡入口まで約 10

分。この今帰仁城跡も，前回の座喜味城跡と同様，

バス停から城跡まで歩く必要があります。バス停

から歩いて約 15 分，最後は石段を上ると今帰仁

城跡です。今帰仁城跡は山の上にあるため見晴ら

しが良く，周囲を囲む城壁の向こうには沖縄らし

い澄み切った海を眺めることができます。苦労し

て登ってきただけあり，素晴らしい風景に感動も

ひとしおです。 

今帰仁城跡から名護に戻り，沖縄名物のソーキ

そばで腹ごしらえをした後は，沖縄本島最北の辺

戸岬を目指します。名護バスターミナルから海岸

線に沿って北上すること約 1時間，国頭（くにが

み）村の辺戸名（へんとな）バスターミナルに着

きます。バスターミナルといっても，簡単な待合

所があるだけの場所です。訪問したのは 1月でし

たが暑いので隣の商店でアイスクリームを買い，

辺戸岬へのバスを待ちます。辺戸名から先は，乗

客が少ないため民営の路線バスはすでに撤退し

ており，国頭村営バスが 1日に 3往復，沖縄本島

最北端の辺戸岬を経て，その先にある集落を結び

ます。辺土名から先の村営バスは，切り立った山

が迫る海沿いの道をひたすら北上します。車内は

高齢のお客さんが多く沖縄方言の会話はさっぱ

りわかりませんが，運転手さんが「お客さん，ど

こから来たの～？」と陽気に話してくれます。辺

土名から 30 分余りで辺戸岬へ。天気の良い日は

20km 少々離れた鹿児島県の与論島が望めるそう

ですが，訪れた時はあいにく曇りでした。しかし

県都の那覇から路線バスを乗り継いで，沖縄本島

の最北端まで来たという達成感のようなものを

感じました。 

 

 

 

名護市のヒンプ

ンガジュマル。

道路の中央に鎮

座し，車は左右

によけて通りま

す。 

おきなわ郷土館

で沖縄地方のか

つての暮らしを

学ぶ。家の構造

も本州とはだい

ぶ違います。 

今帰仁城跡から

海を望む．山の

上からは城を囲

む城壁がよく見

えます。沖縄に

来たという実感

がわく風景で

す。 


