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1976. 8. 20 

No. 128 

定員削減問題について

京都大学総長岡本道雄

昭和39年から42年に至る欠員不補充と昭和44年

以降あいつぐ定員削減によって，本学では定員不

足による教育研究上の困難が増大し，そのため非

常勤職員の雇用が大きい問題となっていることは

周知のとおりであります。しかるに，今回 7月20

日，木田文部事務次官から林国立大学協会会長に

対して，政府においては昭和52年度以降の予算編

成に当り，第3次定員削減に引続き第4次定員削

減を実施する動きがある旨の連絡がありました。

前回第3次定員削減に当って，国立大学協会は

国立学校を定員削減から除外するよう強く要望し

ましたが，この要望の趣旨を受けて，当時文部省

と行政管理庁との聞で総定員法の改正に当って

は，国立大学教職員の総定員法上の取扱いについ

て改めて検討配慮すること，および国立学校の拡

充整備に当つては，とくに所要の増員措置を講ず

るこ と等が確認されております。したがって国立

大学協会としては，国立学校に対しては第3次定

員削減以後は当然総定員法上の取扱いの改善がな

されるべきことを期待しており，かつまた現実問

題として現状以上に定員削減を進めることは，到

底容認しえないところであります。

そこで早速翌7月21日，林会長，飯島第6常置

委員長等が行政管理庁小田村事務次官に面会し，

この旨を申入れま した。また引続き翌7月22日，

林会長，岡本副会長が永井文部大臣と面談し，善

処されるよう強く要望しました。さらに 7月26

日，国立大学協会は緊急に「特別会計制度協議

京都大学広報委員会

会」を開催して，文部省より政府の削減計画の実

際すなわち昭和52年度から 4年間に 4%を目途と

する削減を計画している状況を聴取し協議しまし

た。同日午後，国立大学協会の緊急理事会を開催

してその経過を報告するとともに対処方について

協議しました。その結果，閣議決定の行われる以

前のこの段階において，国立大学協会は総力をあ

げて，今回の定員削減を極力阻止するよう文部省

等に申入れることとなりました。

ところが，翌7月27日，行政管理庁は各省庁に

対し当初計画を一部軽減した改定案の提示を行い

ました。その内容は，去る 7月30日，一部新聞に

報道されましたように，第4次定員削減計画とし

て昭和52年度から始まる 4年計画で毎年0.9%計

3.6%の削減を実施するというものであります。

これに基づいて行政管理庁は，7月29日各省事務

次官会議を開催し，協議を行いましたが，文部省に

対しては，その会議後とくに協議懇談が行Fわれた

模様であります。 8月5日に至り行政管理庁は，

各省庁に対し，改めて第4次定員削減計画の修正

案を提示しましたが，その内容は毎年 0.8 $ぢ4年

間 （52-55年度〉で3.2 9ぢというものでありまし

た。

国立大学協会は，同日午後急速会合を持ち文部

省より佐野大学局長等の来席を求め，既定方針に

基づきこの上とも積極的に善処されたい旨強く要

請しました。また行政管理庁に対して，第3次定

員削減の際のいきさつもあり ，この際国立大学協

会の意向を強く表明することの必要を認め，重ね

て小田村行政管理庁事務次官に対して国立大学関

係については文部省と一層協議を尽し特段の取扱

いをするよう要望しました。
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しかるに 8月10日に至り，政府は閣議において

第4次定員削減を正式に決定しました。その内容

は次の如きものであります。

昭和52年度以降の定員管理について

（昭和昨8月10日）
閣議決定

国家公務員の定員配置の合理化等を一層推進

することにより，総定員の増加の抑制を図り，

もって行政コストの節減に資するため，次の方

針により昭和52年度以降の定員管理を行うもの

とする。

1 自衛官及び五現業職員を除く国家公務員に

ついては，昭和52年度以降4年間に，新たに

昭和51年度末定員総数の 3.2%を目途に削減

するものとする。

なお，各省庁別の削減目標等については，

別途定めるものとする。

2 五現業及び三公社，公庫，公団等の職員に

ついても経営の実態に応じ上記に準じて措置

するものとする。

3 昭和52年度以降の定員管理の円滑化に資す

るため，事務の簡素合理化，高齢者の離職促

進等について一層の推進に努めるものとす

る。

4 地方公共団体についても国の措置に準じて

措置するように要請するものとする。

5 上記に伴い， 昭和 49年7月26日閣議決定

「昭和50年度以降の定員管理について」及び

昭和49年8月30日閣議決定「昭和50年度以降

の定員管理計画の実施について」は，昭和51

年度限りで廃止する。

このため国立大学協会においては， 8月12日，

林会長，岡本，川上両副会長，飯島第6常置委員

長等が参集し，文部省仮ljから井内官房長，佐野大

学局長ほか関係官を招き，事情説明を求めまし

た。それによれば，今回の閣議決定は第3次計画

を本年度で打切り，新たに昭和52年度を初年度と

し，毎年，昭和51年度末総定員の 0.8 9ぢ4年間で

3. 2 9ぢに相当する数を削減する計画であるとのこ

とでありますが，この閣議決定に当つては，とく

に文部省と行政管理庁との聞でおおむね次のよう

な了解が成立しているとのことでありました。

(1）新設医科大学等国立学校の定員の一部につい

ては総定員法との関連で何らかの措置を講ずる。

(2) 上記の措置は，暫定措置であり，総定員法の

下における国立学校定員の基本的な取扱いについ

ては，今後引続き両者聞で検討する。

(3) 昭和52年度以降の国立学校定員の削減目標数

の算定に当っては，前回同様第4分類の職員（教

官，看護婦等）については削減を課さないことと

するとともに，その他の職種分類についても十分

協議する。

(4) 今後の社会的要請および教育研究上の必要性

に応じて国立学校の拡充整備を推進するに当つて

は，所要の増員措置を講ずる。

これに対して，国立大学協会としては，上記了

解事項中特に（2）の「総定員法の下における国立学

校定員の基本的な取扱いの検討」については，そ

の実現を重ねて要望するとともに，当面52年度分

の定員削減については，既定第3次計画（最終年

度分として各大学への割当済の数）への上積みは

行わないよう要請しました。この点については文

部省も弾力的に対応する旨の回答がありました。

ついで，国立大学協会においては再び8月19日

に緊急理事会を開催し協議した結果，次の申入れ

を作成し，同日林会長，岡本，川上両副会長，飯

島第6常置委員長等が文部大臣および行政管理庁

長官を訪れ，要望内容の実現を強く求めました。

昭和51年 8月19日

文部大臣
永井道雄殿

国立大学協会

会長林 健太郎

定員削減について（申入れ）

このたび政府においては，国家公務員の昭和52

年度以降の定員管理について閣議決定されました

が，国立大学協会は国立大学教職員の定員削減に

ついては，昭和43年度定員削減措置の実施以来一

貫してその適用除外を要望してまいりました。

本来国立大学教職員にあっては，その組織なら

びに性格が一般行政職公務員の場合とはきわめて

異っておるのみならず，最近の社会的要請および

教育研究上の必要性に基づく国立大学の拡充整備

のためには著しく多数の定員を必要とする等の特
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殊事情がありますので，この際下記要望について

特段の配慮をされるよう申入れます。

記

1. 国立大学の教職員の総定員法上の取扱いにつ

いては，引続き抜本的な検討を行い，速かに適

切妥当な定員管理の方途を講ぜ、られたいこと。

2. このたび閣議決定のおこなわれた定員削減計

画に当っては，国立大学関係についてその削減

率の緩和ならびに弾力的な運用を実現すベく文

部省と行政管理庁の聞において一層協議を尽し

特段の取扱いを配慮されたいこと。

3. 今後国立大学関係の拡充整備に当つては，既

設の整備を含め充分に必要な増員措置を講ぜら

れたいこと。

以上は，政府の今回の定員削減計画に対して国

立大学協会がとってきました措置で・ありますが，

これに対して京都大学においては，総長は去る 7

月30日の部局長会議において，政府に第4次定員

削減計画のあること，ならびにこれまで国立大学

協会のとってきた措置について報告 ・説明を行

い，協議の結果，部局長会議としては国立大学協

会のなお一層の努力を要望するとともに，必要な

とき京都大学としても何らかの措置をとることを

申し合わせました。その後8月10日に至．り緊急に

拡大部局長会議を開催し， これまでの経緯を報

告 ・説明するとともに京都大学として要望書を出

すこととなり， 国立大学協会会長，行政管理庁長

官および文部大臣あてに次の要望書を作成し，直

ちに総長がそれを携えてそれぞれに善処方を強く

要望しました。

第4次定員削減に対する緊急要望書

殿

昭和51年8月10日

京都大学総長

京都大学部局長一同

昭和39年度から42年度迄の欠員不補充措置，

ならびに第 1次定員削減（昭和44年度から昭和

46年度迄），第2次定員削減（昭和47年度から

昭和49年度迄）， および第3次定員削減（昭和

50年度から昭和52年度迄）が行われてきた結果

本学における定員不足は既に限界点に達してお

ります。しかるに伝えられるところによれば引

続き第4次定員削減が計画きれている模様であ

りますが，これが実施されたならば，大学とし

て研究 ・教育体制に打撃をうけ，その運営に著

しい支障を来たす結果となることを深刻に憂慮

するものであります。

大学の使命を果す上において第4次の定員削

減措置から国立大学教職員を除外されるよう各

位の格段の努力を強く要望します。

以上が今回の定員削減計画に対して国立大学協

会および京都大学のとってきた対策 ・措置の概略

であります。なお総長としては，閣議決定後とい

えども文部省と行政管理庁との聞において，本問

題の詳細なつめについて協議が重ねられること，

さしあたり昭和52年度の削減が第3次定員削減に

よる分を上まわらないよう文部省が弾力的措置を

とること，および教官，看護婦等について削減を

行わないことはもちろん，他の職種についてもこ

の際改めて検討し，削減を極力抑えるよう努力を

続ける ことを強 く要望し，折衝を続けているのが

現状であります。

学生部長の交替について

西島安則学生部長は， 8月16日辞任された。そ

の後任として，坂本慶一教授（農学部 ・農学原

論）が同日付けで新学生部長に発令された。

大学および大学院の奨学制度の拡

充その他に関する国立大学協会の

要望について

このたび，国立大学協会会長から次のとおり報

告があった。

各国立大学長殿

国大協総第55号

昭和51年7月2日

国立大学協会

会長林 健太郎

要望書等の処理について

去る 6月22日， 23日開催の第58回総会において

決議された下記要望書等については，翌6月24日
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それぞれ関係方面に要望いたしましたので、取敢え

ず報告いたします。なおそのうち特に文部省に対

しては，木田事務次官（佐野大学局長同席）に会

長，両副会長，第3，第4，第6各常置委員会委

員長が，また大蔵省に対しては竹内事務次官に，

人事院に対しては藤井人事院総裁（茨木給与局長

同席）に， 会長，両副会長，第6常置委員会委員

長が面談し，詳細な事情を説明の上特段の配意方

を要請いたしましたので、申し添えます。

昭和51年6月23日

大学および大学院の奨学制度の

拡充についての要望書

大学および大学院の学生に対する奨学制度は優

秀な人材を確保して，これに高等教育の機会を保

障することによって，わが国の学術文化の発展に

不可欠な役割を果たしてきました。しかしなが

ら，最近における物価水準の上昇に比べて，貸与

金額の改善がなお依然として立ち遅れを示してい

ることや，貸与人員の枠の狭い現状は甚だ甚慮に

堪えないところであります。

昭和51年度において改普ーの一部が実現したこと

はわれわれのひとしく感謝するところであります

が，なお下宿料・食費・図書費・交通費等の必要経

費の大幅な上昇に伴い，奨学生の生活費にしめる

奨学金の比率はますます低下し，アルバイトによ

ってその不足額を補わざるを得ない学生がますま

す増加している実情であります。このため一部に

は学業に支障を来たし，勉学を中断せざるを得な

い者さえ生じていることは甚だ遺憾で・あります。

よって，このような事情に鑑み，現行の奨学金

制度について以下の諸点を改善 ・拡充されるよ

う，特段の配慮を要望いたします。

(1) 大学および大学院の学生に対する貸与額を，

最近の物価上昇に対応して大幅に増額された

し、。

(2) 優秀な資質の学生を確保できるよう，奨学生

採用者の増員を図られたい。

昭和51年6月23日

大学保健管理施設の増設・充実

についての要望書

国立大学協会は，かねてより大学保健管理の重

要性と保健管理センターの増設 ・充実整備の必要

を認め，これが実現について要望してまいりまし

た。すでに過半数の大学に保健管理センターが設

置され，既設センターの一部に教授定員の配置が

実現する運びとなりましたことは，われわれのひ

としく感謝するところであります。昭和52年度に

おいては，さらに一層の推進を期するため，重ね

てここに別紙要望書を提出いたします。

つきましては，本要望に対し，特別の措置が議

ぜられ，これが実現について格段の配慮をされる

ようお願L、L、たします。

（別紙）

昭和51年6月23日

要望書

大学保健管理施設の増設 ・充実

について

現在保健管理センターにおいては，一般的な保

健管理業務すなわち健康診断，健康相談，各種検

査，救急処置など，およびその他の修学上の相談

のほかに，精神衛生，災害保障，公害防止などに

関する諸問題に直接間接関与する必要を生じ，そ

の業務はますます重大性を加えている。

ついては，このセンターの設立主旨に従って，

さらにこれの増設を急ぐとともに，独立的な機関

としてその業務を遂行するため，その長に専任の

教授定員を配置されたく，なお，その施設の繋備

拡充とその経常費の増額および要員増員等あわせ

てど考慮を払われたく，ここに重ねて強く要望す

る次第である。

昭和51年6月23日

国立大学共同利用研修施設設置

に関する要望書

国立大学協会は，予てより教員と学生の共同生

活を通じて，教員と学生の融合をはかるととも

に，各学部聞ならびに，各大学聞の研究と教育の

交流をはかる目的をもって共同利用研修施設の設

置を要望してきましたが，昭和47年度以降逐次実

施の運びとなりましたことは，われわれのひとし

く感謝するところであります。

つきましては，別紙「共同利用研修施設設置計

画」の趣旨をとくと考慮され，さらにその推進方
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につき特段の配慮をされるようここに要望いたし

ます。

（男IJ紙）

共同利用研修施設設置計画

社会の発展に対応すべき大学の役割は，日とと

もに重要となりつつあり，大学もまたこの使命を

果たすため，あらたな態勢をととのえるべく改革

問題をとりあげて，研究ならびに教育の成果をあ

げようと努力している。このためには従来の講義

形式のみならず教員ならびに学生が，すぐれた自

然環境のなかで共同生活を通じて一体となって相

互の研磨に努め，学部の自主性の上に立ちながら

も学部聞の壁を取り除くとともに圏内外の大学聞

の交流をはかり，相互の融合接触を密にし，研究

ならびに教育のあらたな態勢をととのえる必要が

あることはいうまでもない。

以上の目的を達成するため，ここに共同利用研

修施設の設置を計画するものである。

なお，この施設は，以上の目的に使用する余裕

を見て教職員の福利厚生施設にも利用する。

その設置要領は，つぎのとおりである。

共同利用研修施設設置要領

1. 事業

この施設は，つぎの目的に使用する。

(1) 学生と教員の合宿研修

(2) 大学が必要と認める学外の実習 ・演習 ・体

育実技等

(3) 大学が認める課外活動

(4) 教員と学生の交歓行事

(5) その他大学が研究・教育上必要と認める事

業

2. 施設 ・設備

(1) おおよそ 200名が同時に宿泊できる施設と

設備

(2) 建物面積は，すべてを含め約 3,000 m' 

(3) 敷地は，右の目的を達成するために充分な

用地

3. 管理

(1) 管理は，この施設を利用する大学のうち，

特定の大学がこれに当たり，これに必要な管

理要員を増員する。

(2) 管理の責任者は，管理にあたる大学の学長

または学生部長とする。

4. 設置場所

各地区に少なくとも 2ケ所を設置する。

昭和51年6月23日

学生部関係職員の待遇改善に関

する要望書

学生部関係職員は学生の厚生補導とし、う重責を

担うとともに大学の管理運営に関して重要な役割

を果たしているが，この職責に見合う処遇が十分

℃、ない実情に鑑み，次の諸点について特段の配慮

をされるよう要望いたします。

(1) 大学の規模の大小にかかわらず，すべての学

生部長にその在職期間中指定職を適用された

し、。

(2) 学生部の課長の特別調整額については実情に

応じ部内の均衡を考慮するとともに事務局課長

との権衡を図るよう措置されたい。

昭和51年6月22日

国立大学教官等の待遇改善に関

する要望書について

国立大学教官等の待遇改善に関し，この度当協

会第58回総会において別紙のとおり要望書が決議

されましたので，ここにこれを提出いたします。

つきましては，現下における国立大学教官等の

処遇の実情にかんがみ，右要望書の趣旨が速やか

に実現されるよう特段のご配意をお願＼，＇＼，、たしま

す。

（別紙）

昭和51年6月22日

国立大学教官等の待遇改善に関

する要望書

国立大学教官は，その職務の重要性と専門性が

社会的に広く認識されているにもかかわらず，遺

憾ながら，それにふさわしい処遇を受けていな

い。 ことに現在，高等教育機関の計画的な拡充 ・

整備が緊急課題となっているが，これに十分に応

え，かっ有為な人材を大学に確保するに足りる待

遇とはなっていない。大学教官と同程度の専門職

に比べても，待遇改善が著しく遅れているのが現
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状ですらある。

こうした点をふまえ，ここにつぎの諸点の実現

方を強く要望する。

1. 大学教官の俸給水準を大幅に引きあげるこ

と。

大学教官の俸給は，職務の特殊性と重要性と

を十分配臆して決定されなければならない。大

学教官は，専門職者として学術研究に従事し，

進歩発展しつつある研究成果を摂取するのみで

はなし研究水準を積極的に向上させていく責

務と同時に研究成果にもとづいて高度の専門教

育を行なう特殊かつ重要な社会的責務を負って

いる。

いわゆる「人材確保法」にもとづいて，義務

教育教員については格段の待遇改善が行なわれ

た。これに伴い人事院勧告によって国立大学教

官の俸給との調整措置がなされたが，それは未

だ甚だしく不十分で義務教育教員との格差の逆

転現象は解消していない。

大学教官の俸給をその責務にふさわしい水準

に引きあげ，あわせて義務教育教員の俸給との

権衡を図ることが社会的にみて公正妥当な措置

であると考える。

2. 俸給体系の大幅な是正を図ること。

国立大学教官の俸給の上下格差を縮小し，初

任給ならびに下位等級者の俸給を大幅に引上げ

ると同時に，現行の俸給曲線の「中だるみ」を

是正し，早期に最高号俸に到達できるよう 「中

ぶくらみ」の形に改める必要性は高い。これな

くしては，大学は，高度の専門的研究 ・教育者

にふさわしい有能な人材，とくに若手 ・中堅教

官を確保することも，また大学教官の研究 ・教

育能力の標準を不断に引上げることも困難であ

るといわなければならない。

そのさい，つぎの点は具体的に配慮されてよ

い。すなわち，講師の職務は，教授または助教

授に準ずると学校教育法に定められ，また実態

としても講師の職務内容は，助教授のそれと大

差がない。そこで現行俸給表における講師3等

級格付けを助教授2等級格付けに変更し，両等

級の一本化を図ること。

3. 指定職の定数を大幅に増加させ，すべての部

局長（学生部長を含む）に指定職を適用するこ

と。

昭和48年度より指定職甲乙の区別が撤廃され

部局長への指定職の適用拡大が図られてきた

が，未だその定数は少なく一部の部局長に適用

されているにとどまる。

よってこのさい，指定職の定数をさらに大幅

に増加させるよう引続き配慮されたい。具体的

には大学の部局長については，現行の管理職手

当の適用をやめ，指定職をすべての部局長にそ

の在職期間中適用するよう定数を増加させる。

なお，暫定措置として，未だ指定職の適用を

受けていない部局長については，現行の管理職

手当の支給率を大幅に引き上げることを強く要

望したい。

4. 管理職手当の適用対象を拡大すること。

近年，大学における管理運営の職責がますま

す重くなりつつある実情を考慮し，全学段階の

学生委員，補導委員等の学内教育行政の激職に

あるものには管理職手当を適用するよう配慮さ

れたい。

5. 大学教官の全般的待遇改善に資する方向で大

学研究調整額（仮称）を設けること。

周知のように義務教育教員には，教職調整

額，医療職については初任給調整手当など特別

な手当がある。大学教官も研究 ・教育上の特殊

性に鑑み多様な職務を長時間にわたって遂行し

ている。よって，このさい，こうした職務遂行

に見合った手当を新設し，これをすべての大学

教官に適用し，支給することを配慮されたい。

6. 研究教育補助職員の待遇を大幅に改善するこ

と。

大学における研究教育を十分に遂行するため

には，大学特有の専門職である教務職員 ・技術

職員および図書館職員等の果たす役割は大き

く，とりわけ近年，研究教育または情報処理の

機器が極度に高度化 ・専門化してきたことなど

からこれら職員の重要性がとみにましてきた。

にもかかわらず，これら職員の待遇ははなは

だ低く，しかも給与に頭打ちがある ことから，

有為の人材確保が困難な状況にある。こうした

問題を抜本的に改善するために，別建ての俸給

表を新設し，あわせて俸給水準を大幅に引き上

げることを強く要望する。
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