
1 新しい教員業績評価制度の意義と課題

組合：最初に、今年度から導入された教員業

績評価について聞きたい。以前、資料を見せ

ていただき、各学部（学系）でどのように評

価の散らばりが出ているのか確認した。やは

り単純には均一でなくて、ある学系は比較的

に全体として高めの評価となっているし、そ

の一方で低めになっている学系もみてとれた。

やはりまだ評価基準は試行段階になるのでは

ないか。たとえば文系であれば査読付の論文

を1年間で2本から3本発表したとなれば多い方

だが、それでも下から2番目の評価が出て、な

ぜこうなるのかという声も聞いている。また、

分野の性格上、少人数授業を受け持つことが

多い場合、受講生数でカウントされると、た

とえ授業数が多くても、その点は評価に反映

されない。一番低い評価となった教員からの

声も聞くことは始めているということだが、

やはり、この評価基準はい

ろいろ声をくみ上げて変え

ていくものだという点は、

受け止めていただきたい。

学長：それは考えている。とにかく今回初め

てやらせていただいた。全学的な評価は今ま
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「人を大事にしていかないといけない」
その言葉、信じてよろしいでしょうか！？

今後も学長の言動に注目！

2021年12月8日、ここ数年恒例となっている、学長との懇談会を行いました。
法人からは、齋藤学長、下敷領理事、齋藤総務部長、穴田人事課長、石塚労
務管理室長、森課長補佐が出席し、組合からは、武田委員長、榎本書記次長、
中村書記次長、大野執行委員が出席しました。

最初に学長から資料にもとづいて「Saito Vision 2021」の概要について説
明がなされた後、学長と組合役員との間で意見交換がなされました。以下に、
その懇談内容の抄録をお届けします。



でできていなかった。これまで各学部でされ

ていたところに、全学的な指標を入れて、初

めて総合的に評価させていただいた。IR には、

どこかに不具合が起こっていないか検証を依

頼している。これが最終的なものではなく、

改善できるところは改善したいと思っている。

それから、実施に際して各学部長にお願い

したのは、低い評価になっている人に対して、

その原因をぜひヒアリングしてほしいという

こと。低いからお前が駄目なんだというので

はなくて、評価をよくするための方法や評価

の仕方自体の問題などについて聞き取りをし

てほしいとお願いしている。それによって評

価システムのどこを直せばいいかがわかって

くる。

私がいいたいのは正直者がバカを見ないと

いうか、頑張っている人はきちんと評価して

あげないといけないということ。そのための

評価の尺度が不十分なのであれば、それを改

善したいと思っている。それでも、どうして

も残念な方については、環境を改善してあげ

るか、いろんな形での指導もしてあげる必要

があるのだろうと思っている。

組合：その頑張っている

方への表彰制度が今度、

設けられると聞いた。そ

れはよいことだと思うが、

評価制度が試行段階にあ

る中で、現時点での設置は勇み足なのではな

いか。現在の評価基準を正当化し、変更を難

しくしてしまうことにはならないか。

学長：制度設計に際しては、諸大学の評価基

準を参考にさせていただいた。突然実施した

わけではなく、2年以上かけてIR部門を中心に

検討していただき、昨年はシュミュレーショ

ンをさせていただいた。今回、実際に全教員

を評価させていただいた結果、やはり頑張っ

ている人はかなり努力されているし、社会的

にも色々なことを発信されている。頑張って

いる人に対してはお礼を言いたいと思って表

彰制度を考えた。

組合：業績評価制度のことに関連してさらに

お話ししたい。配布資料を参照するに、教員

の意欲を高めるという観点で、教員側の働き

に対して良い方向に行くようにということで

考えられてきている、という意図はわかった。

そして、今後も改善の余地があるということ

だが、この業績評価ということ自体が本当に

教員の意欲の向上につながるのかという根本

的なところで疑問がある。

それというのも、特に、今回の業績評価制

度の場合には相対評価になっている点が大き

いかと思う。どうしても低評価の方が、その

中では出てきてしまう。意欲をもって仕事に

臨んだ結果が、自分の認識と大きく異なって

しまった、という場合もあると思う。短期的

ではなくて長期的に見据えてじっくりと取り

組みたい課題がある場合に、一方で、短期的

な成果の発信に追われてしまうことで、十分

にその課題に取り組めなくなってしまうとい

うこともあると思う。

やはりある種、こういった競争原理的なも

のというのが入ってくることで、そのような

競争が好きで、それで意欲が高まるという人

もいると思うが、そうではない人もいると思

うし、それこそ多様な人材がいる中で、業績

評価制度というのが、どこまで教員の意欲を

高める上で有効なのか、そもそものところで

疑問に思っている。

学長：すべてを平等に扱うつもりはない。学

長の仕事として、ボーナス等のプラス査定の

人選があり、学長になった際に驚いた。医学

部や薬学部はある程度わかるが、全学部の教

員の顔と名前が一致しない、どういうことを

されているのかわからない。今までは学部長

が推薦した人をそのまま選んでいて、ある学

部では、全ての教員が平等に回るようにして

いたのだという。現状維持や、マイナス評価
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をしないことの意義もわかるが、やはり全学

的な評価指標がないと、どなたが頑張ってい

るのかまったくわからないので、ぜひつくら

せてほしいと思った。頑張っている方を評価

して、研究資金や環境、体制の整備でサポー

トして、そういう方々がもっと活躍できるよ

うにしてあげることが学長の役目だと思って

いる。

文系には現在の指標では評価できないとこ

ろがあるとのご指摘を受けており、今後の問

題と思っている。ただし文系も変わってほし

いと思っている。例えば論文として紀要を申

請されている方もあったけれど、きちんとレ

ビュアーを設けたうえでの論文であることが

重要である。今の時代、きっちりとした論文

著書というのが評価される、だから学内では、

そういった論文発表の努力が評価に結びつく

ような形で対応してほしい。それができてく

ると、おそらく文系でも頑張ったことが業績

としてあがってくるのではないか。

先に受講者数が少ないという話があった。

ある意味、多様性を持つというところで、少

ない受講生でも必要な科目はあり、それをど

う評価するかが課題である。学問にも流行り

廃りがあり、時々の政治情勢との関わりもあ

るが、そういったこととは関わりなく、きち

んとしたものは残すべきだと思っている。

任期制で再任されないケースは、時として

あるが、いきなり再任不可ということはなく、

途中でいろいろ指導している。評価委員会等

で評価し、頑張ってほしい分について課題も

渡している。それでも十分ではない人たちを

再任不可にすることはあり、時代の大きな変

化の中で否応なく必要性が低くなってしまっ

た事業の継続を勘案して講座自体を廃止する

かどうかといった決断もしている。今のとこ

ろ、何回も指導をさせていただいた上で最終

的に再任審査にかけて、ほとんどの方は再任

されている。しかし、ごく一部の方が再任不

可という形になっていることも、ご理解いた

だきたい。誰も再任不可にしたくはない。

２ 昨今の大学の窮屈さ

――研究における「遊び」とは

組合：先ほど研究に、流行

り廃りがあるということを、

おっしゃっていて、それは

その通りだと思う。業績を

求めていくと、評価されや

すいからと、流行っている

ところにばかり流れてしま

うという懸念もあるかもしれない。本当に革

新的な、新しい研究というのは、思ってもみ

ないところから出てくるというようなことが

しばしばあると思う。業績評価という傾向が

強まることによって、そうした本当に革新的

な芽というのが摘まれないように、今後の改

善の中で検討していただければと思う。

学長：日本の評価システムというか、文科省

の姿勢として、産業化、すぐに実用化するよ

うなところに重きが置かれていて、基礎的な

分野に対するサポートが非常に少なくなって

いることには私自身も危機感を覚えている。

いわゆる「遊び」がなくなってきたというか。

いろいろなちょっとした「遊び」があること

によって、新しいものが生まれてきたが、そ

れがなくなって糸のゆるみがないというか、

キチキチ緊張した状態で歯車が詰まっている、

そんな感じはする。

ご指摘はもっともだが、申し訳ないが、財

政状況として、国からの運営費交付金がどん

どん減ってきている（2000万円程度）。評価

値の関係で、削られた上にさらに削られてい

るので、外部資金を獲得するしかない。その

外部資金の間接経費等を使って、基礎的な部

分の教員等を補充する形で対応せざるを得な

い状況になっている。

言われたように、基礎的な部分とか、重要

な部分についてどうするかということは、や

はり今後、大学全体で考えていかなければな

らないと思う。今までの講座等をやめてしま

うのは簡単だが、一旦やめたものを復興しよ

うと思うとものすごい力が必要となる。基礎

研究は、必要であり、やはり細々でもよいか

ら何か続ける、その中で、いくつかの芽が出

てきて、大きな成果が得られることもあるの

で、大事にしていきたいと思ってはいる。抽

象的なことになるが大学全体で考えなければ
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いけないと思っている。

それから、今、本格的に若手の雇用が少な

くなってきている。人件費ポイントを大きく

削ったことによって、誰かが退職しても不補

充であったり、助教ではなかなか入れなくて

教授を雇用することになったりして、富山大

学は頭でっかちで若手がいなくなってしまっ

た。シニアの先生方が指導して若手を教育し

ていただいて、富山大学からいろいろなこと

を発信していただく。そうでないと、富山大

学は元気が出ない。どうしたら教育のレベル

を落とさずに若手を増やすことができるか、

ということに取り組まないといけない。若手

を雇用するだけではなくて、彼らがちゃんと

研究活動できるようなサポートシステムを十

分にして、富山大学の中で大きく育てていっ

ていただきたいと思っている。

組合：最近感じていること

として、先ほどおっしゃっ

たように、「遊び」がなく

なったというのが、まさに

その通りで、現場の教員も

事務の方も含めて疲れ切っ

ている感じがする。私も、

何に疲れているかというと、

入試問題の作成などの大学

業務に従来以上の負担がかかるようになって

いる点である。忙しくなると、第一には、チャ

レンジングな研究に手を出せず、一定の確実

な研究成果の出しやすいルーティンワーク的

な論文を優先したくなるという形で悪影響が

出る。次には、教育、特に4年生や大学院生の

教育にかける手間暇が少なくなってしまいが

ちである。今までならば、余裕のある限り何

時間でも丁寧に教えていたのが、次第に、放

任的な感じになってしまうようなことがある。

もう少し「遊び」がある雰囲気であればと思

う。

学長：私もそう思う。運営費交付金が減って

いなかったらこんなことならなかったと思う。

それがかなり減ってきている中で人を切る。

だから、現状維持でやっていくと、本当に窮

屈になっている。これはわかる。それと、今

年は、コロナのことで、私も大変だったし、

皆さんもすごく大変だったと思う。

（新設大学院では）教員と大学院生が一緒

になっていろいろなことを考える、しかも、

学生には複数の教員が付くので、個人で教え

るよりも、多くの方が協力してサポートして

いただくと、思わぬような成果が出てきたり、

指導教員の論文の質も上がってきたりすると

思う。新しいことがわかったときはすごく嬉

しい。そういった新しいものを発見すること

を学生と教員が共有してもらえるようなチャ

ンスも出てくるのではないか。そうやって上

手く歯車が回るようにしたいと思っている。

今は富山大学に限らず日本中で、業績を求

めて結果が出るものに飛びつきやすい傾向に

なっている。実用化ばかりを言っていたら、

根っこのところがなくなってしまって、この

先、日本の研究状況における大きな課題になっ

てくると思う。業績や成果が出るものもいい

が、なんとか二本立てで行っていただいて、

芽を出すところからはじめるようなことも、

並行してやっていただきたいと思っている。

それはやはり一人ではなかなか難しい。「連

携」がキーワードである。いろいろな先生方

が連携することでそういうものをぜひ生み出

していただいて、研究成果があがり、教育成

果もともにあがっていくことに期待したい。

時々、学長は新しいシステムに変えるのが

好きだと誤解されることがある。しかし、単

に変えるのが好きなわけではなく、あくまで

も教育とか研究が上手くいくように変えるの

であって、変わったことによって本当に成果

があがるのかということを注視していきたい。

成果が全然出なければ、変えたことは失敗と

なるが、おそらくいろいろなところで成果が

あがってくると思っている。心配していた新

しい大学院の融合領域については、多くの志

願者があった。

３ 人件費をめぐって―人を切るのは間違い

組合：大学院や学部の改革をしたら、どれく

らいお金が、どういった形で入ってくるのか。

それがわかると現場も、そういうメリットが

あるんだ、ということで頑張れると思うので、

教えていただきたい。
4



学長：教員3名が付いた。今まではなかなか概

算要求しても教員がほとんど付かなかった。こ

れだけ予算がカットされている中で3名も教員

が付いたのは、文科にも非常に評価していただ

いたのだと思っている。ただし、これを継続し

てやるためには、きっちりと成果を出していく

必要があると思う。学生が入学して、それを育

てて、その子たちが社会に出てすごく活躍した

り、後期博士課程まで行きたいという子が出た

りすることを期待している。そうなってくると、

いろいろな形での補助金が取れると思うので、

大学全体で削られている部門を、なんとか確保

する。そういった形で対応できることになるの

ではないか。もはや個人の力ではどうしようも

ない。全体的にもしくは、みんなで協力し合っ

て外部資金をとってきて、その中で先に言われ

た基礎的なところをどうするか。そういうとこ

ろが取り残されないような形で、そのお金を補

填する。そういう形にしていかないと成り立た

ないと強く思っている。

組合：先ほどの外部資金の話と関係するが、去

る11月1日付で「国立大学法人の機能強化に向

けた国による支援の充実を求める声明」という

のが経営協議会外部委員との連名で発表された。

これを見て大変驚いた。外部委員の方が、国に

対して補助金の充実を求めている。しかも基礎

研究・学術研究の無いところは、開設時よりも

苗床が枯れつつある深刻な状況ということまで

おっしゃっている。もうこれは大変な事態でな

いかと思った。今までの富山大学というと、国

の政策は率先してやる、場合によっては要求し

ていないことまで率先してやる、その体質があ

る、と多少思っていたので、これはよほどのこ

とではないかと思った。仮にこの要求が通って

運営交付金が増額されたとすると、今回、ご説

明くださった齋藤ビジョンには何か影響はある

のか。

学長：大いにある。人件費削減で人を切ったと

いうことは、私もそうだが、間違いだとわかっ

た。本当にみんなに負担がかかってしまったし、

なんだか大学らしくなくなった。なんといった

らよいか、大学というのは自由な雰囲気があっ

て、いろいろなことを学生と一緒に、真理を追

究するとか、新しいことを見つけるんだという

ことがあったんだけれども、基礎を教えて一般

的な教育をして研究する時間が削減されたとい

うか、なんというか、すべては人が少なくなっ

たからではないかと思っている。もしも、プラ

スアルファの運営費交付金があるのならば、ぜ

ひとも若手をとりたい。若手が少なくなってき

ている。若手の元気な人を全国公募する。もし

くは、学内にいたらそういう人を雇用すること

で、富山大学に活気を与えてくれると思ってい

る。企業でも、人を切るのは最後の手段だ。そ

の最後の手段をやってしまったからその歪みが

出てきたんだと思う。執行部

にいる自分からいうのもなん

だが、すごく苦しい。人がい

なくなって、全体を運営する

上で大変苦しいので、やはり

人を大事にしていかないとい

けないなということは、本当

にあらためて認識している。

組合：若手の登用、もちろん実現すればよいこ

とだとは思っているが、現実を見ると、若手の

採用に固執するあまりかえって優秀な人材がと

れなくなっている実情もあることは認識してい

ただければと思う。そこはぜひ柔軟にやってい

ただけないかと切に願っている。

学長：おっしゃる通りである。教育・研究の力

を上げないといけない、若手も増やさないとい

けない。今、地方国立大学の中で富山大学の若

手比率は下から9番目である。そのことで運営

費交付金が2000万円削られている。先に2000万

円程度削られたというのはまさしくそこである。

女性教員の比率も低い。若手を増やすとその中

に女性がかなりいらっしゃるので、自然に上がっ

てくるかと思っている。

例えば、教授クラスはまだ人材が育っていな

いので難しいけれども、助教レベル、それから

講師レベルと、かなり女性で頑張っている方が

いらっしゃるので、女性

を優先するということを

しなくても、採用を検討

する際にはおそらく自然

に優秀な女性が選ばれて
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くるだろう。ダイバーシティについて国からお

金をいただいて取り組んだ結果、女性の教授も

増えた。ところが驚いたことに准教授が10人ほ

ど減った。転出した方と教授になった方がいらっ

しゃったが、准教授のポストの人材がまだ育っ

ていないというか。

そこで感じたのは、やはり、上だけを目指し

てもだめで、やはり、学生を育て上げ大学院へ、

それから助教、講師、准教授の形に、順番にやっ

ぱり、底上げしていく方針でやらないとだめだ

と思う。だから本当に、基本となるところ、学

生教育それから大学院教育、それから助教のポ

ストを強化しなければいけないことを再確認し

た。今、下と上が分断されて中間層が薄く、富

山大学が機能しない状態になっている。やはり

ここをなんとかしなければいけないと思ってい

る。しかし、思っていてもどうしたらいいか。

今は財源がないから無理である。なんとかもう

少し国からの財源を元に戻すような形にしてい

ただかないと、柔軟な対応が取りづらくなって

きている。

４ 入試業務手当の不条理

組合：この懇談会の話題としてはふさわしくな

いかもしれないが、お金の話と、人を大事にす

るという話が出たのでちょっと学長のお耳に入

れたい。入試業務の手当として、1日5000円い

ただいている。手当だということはわかってい

る。しかし、これは一般の社会の最低時給より

も低い。やはり非常に責任ある業務に対して、

たとえ手当だとしても非常に見合っていないと

思う。その一方で、たとえば五福キャンパスへ

のゲート導入やいろいろな改修をするなどして

いる。必要なことかもしれず、施設にかけるお

金も大事だが、今、ここに

いる人の責任ある業務にも

手厚い対応をすることで、

きちんと働きを見ていると

いうのがわかることは大事

なのではないか。

学長：私も同じことを考えている。自分が評議

員か病院長であった時に、それまで杉谷キャン

パスでは出ていた弁当が出なくなり、反対した

ことがある。医学部では代休をとれといっても、

患者さんがいるからできない。ほとんどボラン

ティアに近い状態でやっていたが、今、改定す

る形で準備を進めている。

おかしいことだとは思っているが、どうして

こうなったのかを説明させていただくと、業務

委託のために支給される金額が年々減額されて

きて、その範囲内で運営しようとすると、その

額になってしまった。センター試験（共通テス

ト）の受験者数が年々減ってきて財源がなくなっ

てきたのと連動している。また、富山大学の入

試だったら、うちの管轄での受験なのである程

度仕方ないとは思うが、富山県内の高校からい

ろいろな大学へ受験するためのもので、このよ

うな状況になっているのは不条理な感じがして

いる。今回、検討して大学からも持ち出しにな

る。赤字である。中央から委託されたお金の上

積みなるが、なんとか配慮したい。それからせ

めて、休日を空けて来ていただいた方には、ご

苦労さんということで、私からお願いしてお弁

当を出しもらうことにした。予算の範囲がある

ので必ずしも満足する金額は出せないが、お詫

びとして弁当くらい出してほしい、ということ

で生協にお願いして出してもらう予定である。

決して、お金儲けしようなどとは思っていない。

財団からくるお金が年々減額されていることは

ご理解いただきたい。

組合：数年間、学長は団体交渉に出席されてい

ない。しかし、大学は、いろいろと改革を進め

ていて、その中で、時には試行錯誤が出て、現

場にも影響が及ぶ。組合というのは、現場の声

を伝える場にもなるし、時には、この懇談会の

ように直接お伝えしたほうが人間的に通じ合え

る話題も出てくるのではないかと思う。今後の

団体交渉には学長もご出席をご検討いただける

よう、お願い申し上げる。
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職場の環境を良くしませんか。
みなさんの「声」がたくさん集まると、労働条件等を改善する
大きな力になります。ぜひ、教職員組合にご加入ください。
非常勤職員の方も加入できます。


