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1．はじめに
国立大学が平成 16年 4月に法人化してから、5年が過ぎた。法人化以前は国家公務員だった職員（教員以外の、

いわゆる職員の意。以下同じ。）は、各国立大学法人に所属することとなった。そのことが雇用側の法人にとって何

を意味するかについて十分な認識がないまま身分の切り替えが行われたため、職員を大学の中でどう活かしていくか

については法人化後にやっと検討が始まり、各大学で未だ模索が続いている状況ではないだろうか。

大学を取り巻く新しい課題に対応するため、事務組織の再編も多くの大学で行われている。役員・執行部の交代に

伴う小規模な組織見直しや人事異動はめずらしくなくなった。また、ファカルティ・ディベロップメント（FD）の

義務化と呼応するようにして、スタッフ・ディベロップメント（SD）の重要性も喧伝されるようになった。

しかし、果たして職員組織はそうした取組だけで思うように動くようになるだろうか。

筆者は、国立大学職員としての約 3年間の経験のなかで、自ら企画し、前向きに動くことのできる職員組織を作る

ためには、これまでの国家公務員型で考えられてきた人事制度を大学それぞれにあった一つの人事システムとして再

構築し、職員の士気を高め、能力を発揮しやすい環境を整備することが重要であると考えるに至った。そこで本稿で

は、動く職員組織を作るための「鍵」について考察する。筆者の勤務経験が国立大学に限定されているため、以下の

考察はすべて国立大学を念頭に行うが、公・私立大学にも一部援用できる内容もあるのではないかと考えている。

なお本稿は、平成 21年 3月に京都大学で開催された「大学教育研究フォーラム」における小講演の内容を基礎とし、

加筆・補足・一部修正したものである。

動く職員組織をつくる

里　見　朋　香
（京都大学総長室）

How Can We Establish the University Administration That Works?

Tomoka Satomi

(Deputy Director, Office of the President, Kyoto University)

Summary

After the incorporation of national universities on 1 April 2004, many of their administration experienced reorganization 

and personnel changes. Staff members are encouraged to develop their skills to participate more positively in university 

management. However, these ad-hoc measures are not always effective in making staff more active. In order to establish 

the university administration that works, the following ten key measures should be taken in order to create a system as a 

whole: 1) notification of job description, 2) clarification of targets, 3) assignment of right persons in the right position (more 

specifically, assignment of higher ranks with leadership), 4) establishment of career steps according to staff’s expertise, 5) 

promotion of staff development, 6) establishment of performance evaluation system, 7) improvement of working conditions, 8) 

employment by various means, 9) clarification of staff’s responsibility and competence, and 10) faculty-staff cooperation.

キーワード：スタッフ・ディベロップメント（SD）、人材育成、職務内容、キャリアパス、人事評価
Keywords: staff development (SD), job description, career development, performance evaluation
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2．法人化前後での職員像の変化
国立大学の職員は、国家公務員であった。この当たり前のことにわざわざ言及するのは、公務員だった職員に求め

られた資質とは何だったのかを振り返って初めて、職員が今置かれている立場が理解できると考えるからである。

職員は、筆記試験（国家公務員採用試験）を受験して、国に就職したつもりであった。努力して筆記試験にさえ合

格すれば、多少の差異はあるにせよ、安定した給与と、職種別に年功序列の処遇が約束されていた。同じ大学に就職

したといっても、大学に対する教員と職員の意識は全く異なっており、職員は、地元で敬意をもって扱われる、いわ

ば「優良安定企業」としての国立大学に就職したのである。

国立大学は、文部省（後に文部科学省）に置かれた施設等機関の一つであったから、国家公務員たる職員にとって

法令は絶対であり、本省からの指示に従うのは当然であった。職員は、部局にあっては教員や学生を助けることを業

務としてはいたが、教員から人事評価を受ける立場ではなかった。また本部にあっては、国立学校特別会計の経理や

人事において顕著であったように、職員は教員とはほとんど無関係に職務を遂行していた。国立大学とその職員には、

単年度会計や会計法に基づく会計処理、公務員としての身分からくる一定の制約があった。

こうした国立大学では、どのような職員が評価されていただろうか。国立大学時代の「できる職員」とは、法令の

みならず、本省の発するおびただしい数の通知の内容を熟知し、本省の決めたとおり正確にミスなく処理することが

できる人であった。概算要求では本省からの箇所付けの順位を上げてもらうこと、そして大学の規模に応じて配分さ

れる一定額の校費をどううまく使いきるかが腕の見せ所であった。教員に対しては、かなり無理な要求であっても、

黙ってうまく処理できる人が評判が高かった。部局ごとの前例や不文律に精通し、学内外に顔が広く、教員の意向に

沿って顔で仕事のできる人が生き生きしていた。若手職員は、毎日きちんと出勤し、休まず、与えられた業務を黙々

と処理していれば、好感をもって迎えられた。

ところが、平成 16年 4月の国立大学法人化で職員の勤務環境は一変した。国に就職した公務員だったつもりが、

突然、国立大学法人に雇用される「民間人」となった。適用される法令も国家公務員法から労働 3法に変わり、労働

基準監督署の指導を受ける立場となった。国家公務員に準拠した処遇というある程度のルールはあるにせよ、基本的

には給与も職階も昇進に当たっての評価方法も、各法人で定められるようになったため、大学によって少しずつ処遇

が変わり始めた。これまで係員、主任、係長・専門職員、専門員、課長と用意されていた職階がどんどんフラット化

の方向で整理され、どのような職にあるかで一定の敬意を払われた時代から、個人としてどれだけ仕事ができるかで

評価されるようになってきた。法人の自由度が高くなった分、国立大学時代のように本省からの指示を受けて動くの

ではなく、大学に必要なことを法人の枠組みの中で自ら考え、企画し、組織的に推進できる人がにわかに高く評価さ

れるようになった。大学のために働きたいという熱意にあふれ、積極的に改善案を企画し、プレゼンテーション能力

や文章作成力のある若手職員が教員の目にとまり、抜擢されることも増えた。若手のみならず、職員の人事に教員の

意向が公式・非公式に反映され始めた。前例や不文律は前時代的なものとされ、合理的な目で見直し、可視化し、誰

も使えるルールを作ることが求められるようになった。

国立大学法人そのものも、新しいルールで経営しなければならなくなった。まず 6年間の中期目標・中期計画期

間が一つの単位時間として組み込まれた。大学認証評価に加えて、国立大学法人評価という新しい仕組みが導入され、
6年間の成果次第では今後配分される予算も変わりうるとされた。文部科学省から予算配分を受ける立場から、独り

立ちした法人として予算編成をし、採算をとらなければならなくなった。運営費交付金の削減や人件費抑制といった

国の方針には従わなければならないため、外部資金の獲得や事務の効率化により財務状況を改善することがどの大学

でも課題となった。職員は、国が次々と用意してくる競争的資金のメニューを理解し、教員が円滑に応募できるよう

支援すること、調達や事務改善で資金を捻出すること、そして生み出した剰余金を施設設備や各種事業に活用し、適

切に執行することが求められるようになった。業務量は当然増加したが、もう定員は文部科学省から配分されない。

大学内では、業務の質が変わったのだから、それにふさわしい職員に変わればこなせるはずだという声が高まる一方

である。
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3．法人化後の勤務評価
法人化後、各国立大学では、職員を勤務評価して、その結果を昇給昇格に反映させる仕組みを導入した。その評価

軸を見れば、法人化後の大学ではどのような職員が高い評価を受けることとされているのかがわかる。

例えば、北海道大学では、責任、知識、仕事の処理、監督、企画、協調、技術、規律、調査、連絡、指導、研究

の 12の評定要素を掲げ、各要素について、優れている（3点）、普通である（2点）、劣っている（1点）の 3段階で

評価することとされている（国立大学法人北海道大学勤務評定実施規程別紙第 2勤務評定実施要領。表 1参照。なお、

平成 21年 9月現在、改定が検討されている）。また、宇都宮大学では、評価項目として、1）成績評価：仕事の量（早

さ）、仕事の質（正確さ）、仕事の成果、2）情意評価：規律性、責任性、協調性、積極性、3）能力評価：職務知識・

識見、理解力・分析力・洞察力、企画力・構想力、応対力・折衝力、監督力・統率力が掲げられている（国立大学宇

都宮大学事務職員等勤務評価規程別表第 1。表 2参照）。筆者の勤務する京都大学では、部課長・事務（部）長級の

評定要素は、経営意識、積極性、進取性、計画性、知識、組織管理力、責任感、決断力、交渉・折衝力、育成・指導

力となっている。

どの大学でも、新しいことを企画する力を持ち、部下を統率し、関係部署と連絡調整を図りながら、外部との交渉・

折衝によって実現にまで結びつけることのできる職員を理想としていることがうかがわれる。

平成 20年 12月 24日の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」では、大学職員の職能開発について

も提言している。「高度化・複雑化する課題に対応していく職員として一般的に求められる資質・能力には、例えば、

コミュニケーション能力、戦略的な企画能力やマネジメント能力、複数の業務領域での知見（総務、財務、人事、企

画、教務、研究、社会連携、生涯学習など）、大学問題に関する基礎的な知識・理解などが挙げられる。」（第 3章 2

（1）①（イ））としていることは、まさに大学職員の人事評価要素と呼応している。

また同答申では、これに続く文章で、「新たな職員業務として需要が生じてきているものとしては、インストラク

ショナル・デザイナーといった教育方法の改革の実践を支える人材が挙げられる。また、研究コーディネーター、学

表 1　国立大学法人北海道大学勤務評定実施規程　別紙第 2（抜粋）

評定要素 着眼点

責任 自己又は部下の職務について、常に責任ある態度を示したか。

知識 職務の遂行に必要な知識を十分持っていたか。

仕事の処理 職務の遂行に当たっては、適切かつ効果的な方法で、正確かつ速やかに処理したか。

監督 部下を適切に監督し、また、よく統率したか。

企画 適切かつ効果的な企画を立案したか。

協調 上司又は同僚と常に協調的に職務を遂行したか。

技術 職務の遂行に必要な技術を十分持っていたか。

規律 職務の遂行に当たって、法令及び上司の命令に忠実であったか。

調査 職務の遂行に必要な事項について、適切かつ効果的に調査を行ったか。

連絡 職務の遂行に当たって、上司への報告又は同僚若しくは部下との連絡が適切に行われていたか。

指導 公衆又は他の職員に対する助言又は指導は適切かつ効果的だったか。

研究 職務の遂行に必要な事項について、常に研究に努めたか。また、研究の効果があったか。

表 2　国立大学宇都宮大学事務職員等勤務評価規程　別表第 1（抜粋）

区分 成績評価 情意評価 能力評価

評価項目 1．仕事の量（速さ） 1．規律性 1．職務知識・識見
2．仕事の質（正確さ） 2．責任性 2．理解力・分析力・洞察力
3．仕事の成果 3．協調性 3．企画力・構想力

4．積極性 4．応対力・折衝力
5．監督力・統率力
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生生活支援ソーシャルワーカー、大学の諸活動に関する調査データを収集・分析し、経営を支援する職員といった多

様な職種が考えられる。国際交流を重視する大学であれば、留学生受入れ等に関する専門性のある職員も必要となろ

う。」としており、従来の職員とは異なる、主に米国の大学制度の中で活躍しているような専門性の高いタイプの職

員（大学院修了者）が日本でも近い将来必要となる可能性が示唆されている。

4．問題の所在
上述のような評価基準に基づく理想の職員像や専門性の高い職員像が掲げられることには何ら問題はない。問題は、

法人化以前の国立大学が職員にそのような能力を求めてきたか、そして、法人化以後にはそのような能力を育てる制

度を用意しているかである。

求められる職員は能動型の人材である。ところが、現実の職員はこれまでの大学職員としての経験の中で能動的な

役割を期待されてこなかったために、ほとんどの場合受動型になっている。長い時間をかけて受動型に育ってきた人

材に、明日からは能動的になれと言っても所詮無理な要求である。今必要とされている能力と現実の職員が持ってい

る能力とのギャップを埋める仕組みを作らなければならない。職員の自己啓発や自己研鑽を換起するのもよいが、個

人の努力に期待するだけでは、職員全体のレベルを上げるまでには相当な時間がかかる。各大学の人事担当者は、国

家公務員時代を踏襲した職員の採用や昇進、研修などの仕組みでは機能しなくなっていることについて深く考えなけ

ればならないのではないか。能動的で活気あふれる職員組織をつくるためには、研修内容を変えるとか、大学院に通

える制度を作るといった単発の取り組みではなく、それらが有機的につながって、一つの人材育成のシステムとして

機能することが必要である。職員が何に向かって努力すればよいのか、どうすれば評価され、昇給昇格できるのかが

明快にわかるように提示できれば、職員は納得して業務に励むことができるはずである。

5．動く職員組織をつくる
大学の職員組織は、全体としては、団塊の世代の大量退職の時期を迎えており、人件費削減の条件を満たしながらも、

相当数の若手職員（女性の占める割合が高い）が採用され始めている。年齢・性別構成が変わると、職員組織の雰囲

気が相当変わることが予測される。経営側の観点からすれば、国立大学時代を長く経験してきた中堅職員には優秀な

若手を手の内で使いこなすリーダーに成長してほしいし、国立大学法人化後の大学を就職先と定めて入ってくる、や

る気にあふれた若手職員には、新しい課題に挑戦し、その力を最大限発揮してもらいたい。上司も部下も含めて、大

学職員全体の士気が上がってほしい。

既に国立大学法人では、法人化後 2人目の学長の任期に入っており、第 1期中期目標・中期計画の期間も今年度で

終了する。大学が新しい方向に向かって動こうとするとき、どれだけ職員組織が機動的に動くかは大学の活力を上げ

る重要なポイントである。一部の目立つ職員を抜擢したり、既存の事務組織とあまりうまく整理のつかない組織を新

しく作ったりしているのでは、職員組織の総力が上がることにはつながらない。

動く職員組織をつくるためには、1）職務内容の明示、2）達成目標の明示、3）適材適所の人材配置（特に優れた

上司の配置）、4）専門性に応じたキャリアパスの構築、5）職能開発（SD）の推進、6）人事評価の確立、7）処遇改善、
8）採用方法の多様化、そして教員との関係においては、9）職員の責任と権限の明確化、10）教職協働の実現が鍵に

なると考える。これら 10の鍵に別々に取り組むのではなく、全体として一つの人材育成システムを構築する観点か

ら連携づけて考えることが重要である。

（1）職務内容の明示

国家公務員の組織であった大学では、○○部○○課、△△研究科△△掛に配属されれば職務内容は事務分掌規程な

どから自ずとわかるものとされ、異動通知にも「○○部○○課に配置換する」と一言あるだけである。ところが実際

には、その大学、あるいはその部局独特の事務処理の流儀があり、それは当該部署で勤務を始めてから、職場で指導

を受けて覚えるものとされてきた。

ルーチン業務を指示されるままに処理していた時代はそれでもよかったのかもしれないが、迅速な企画立案や改善

が求められる今、新しい職場に配属された人材がやり方を覚えてからでなければ動けないというのでは遅い。
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そこで、まず職場ごとにマニュアルを整備することが重要である。次に、前任者から後任者に業務引継ぎを行い、

道半ばとなった課題に後任者が継続して取り組めるようにする必要がある。その上で、少なくとも課長級以上の職員

については、人事異動の際に、新しい部署ではどういうことに取り組んでほしいと考えているのか、期待する職務内

容を上司から明示し、優先順位付けをすべきである。

採用方法の全く異なる米国の方式が参考になる。例えばカリフォルニア州立大学バークレー校のホームページでは、

随時職員の募集がなされている。募集の際には、募集しているポストごとに、所属部局と職務の概要、職責、求めら

れる資格、各種雇用条件が示される。2009年 9月 3日に募集された「Public Education Specialist」の場合、いくつか

の学生向け事業プログラムを推進して、データ収集や報告を行い、新しい研究プログラムの要素と方針を企画したり、

教育プログラムの長期戦略の立案に参画することなどの具体的な業務内容と職責が列挙されている1）。

実は、法人化後の大学でも、有期雇用職員を公募する際には、（ここまで詳細ではないが）勤務内容や勤務条件、

資格等を示している。これを常勤職員が異動する際にも行うという発想がなかっただけであり、それほど難しいこと

ではない。

公務員型の組織では、何を改善すべきか自分で考えよ、というボトムアップ方式が長年とられてきたが、法人化前

後であまりに大学を取り巻く環境が変わってしまっているときには、中央集権的に課題を整理し、これを解決してほ

しいとトップダウンで示すほうが短期間で効率的に進むはずである。執行部は、事務組織が思うように動かないと嘆

く前に、職員一人一人にまで新しいミッションが届いているのか考える必要があろう。

（2）達成目標の明示

部署、ポストごとの職務内容が整理されれば、それをどのぐらいの期間でどこまで達成すればよいのかを考えるこ

とは、その延長線上で可能である。上司から達成目標を示す方法もあるが、公務員型の働き方に慣れた国立大学職員

の場合、係単位で職務の優先順位にあわせて達成目標を掲げ、上司が承認し、係が一丸となって努力するほうが自発

性が尊重されてよいと思われる。年度初めに係ごとに 1年間の業務計画を立て、上司は計画に沿って工程管理を行い、

年度途中に中間レビューを行い、年度末に全員で達成状況を共有する。工程管理ができていれば、年度末を待たずに、

何が達成できそうで、何が達成できそうでないのかわかるようになるため、次年度の職員要求や予算要求の時期には

何を請求すべきかが明確になる。

年度末の評価では、達成できなかったことを反省するのではなく、達成できたことを確認することが重要である。

職員には成功体験が必要である。目標を達成したときに、上司から認められ、ねぎらってもらうだけで、次年度の課

題もやれるような気がしてくるものである。

（3）適材適所の人材配置（特に優れた上司の配置）

これまで国立大学の人事は、人事担当課が一人一人の適性を考慮して、適材適所に配置していることになっていた。

しかし現実には、本部キャンパス以外の場所で勤務している職員もいるし、事務系ばかりでなく、図書系や技術系、

教室配属の職員もいて、どこか一つの部署で職員全員のことを本当に把握できているのか怪しい。しかも配属先の業

務内容そのものが不分明なときに、その職員がそこに向いているかを判断するのは難しい。

そこで、本人の人事異動上の希望をある程度考慮するルールづくりが必要となる。例えば、初めの○年間は希望分

野（その後のキャリアパスの軸となる専門分野）、次の○年間は専門分野以外、その次の○年間は希望専門分野に戻る、

というような人事異動の原則がある程度わかっていれば、自分に向いた分野で専門性を高めていくこともできる。職

務内容が整理できていれば、公募ポストを設定し、チャレンジ精神のある職員を募ることも可能となる。

ただ、何よりも重要なのは、優先順位の高い課題を抱えている部署には、統率力のある部課長を配置することに尽

きる。職員が組織として動き始めるかどうかは、上司を信頼して、その指示どおり動くかどうかにかかっている。役

員と建設的な関係を築いており、判断が的確であり、言動にブレがなく、責任は自らとり、問題のある部下をカバー

しながら組織力を上げられるような上司がいるかどうかで、同じスタッフでも動き方は見違えるように変わる。今は

こうした人材は大学内に少ないかもしれないが、中堅職員が 5年後には優れたリーダーになるように育てていくこと

を意識する必要がある。
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（4）専門性に応じたキャリアパスの構築

国家公務員時代には、何年経てば主任になって、次は係長・専門職員、専門員、課長に昇任というキャリアパスを

勤務年数からおおよそ想定できた。ところが、法人化後のフラット化で職階が減り、特殊なポストが創設されるよう

になってくると、今後どのように人事異動が行われるのかが不透明な状況が生じている。

そこで、専門職種別のキャリアパスの構築と、それを可視化することによって、異動させる側と異動させられる側の

双方が認識を共有することが必要となる。どういう能力があればどういうポストに異動できるのか、事務職員、技術職

員といった大きな違いだけでなく、事務系でも総務系、財務系、教務・学生系などに細かく分けて整理する必要がある。

人事担当部署からすると、キャリアパスを可視化すると人事がしにくくなるという声が出そうであるが、一定の年

数が来たら異動させ、昇進させるという国家公務員型の人事異動から発想を転換しなければならない。まず職員に対

して、昇進するためにはどういう能力を身に付けていなければならないのかをあらかじめ示しておき、それを満たし

た者だけが異動対象になることを決めておく。能力の評価基準は大学ごとに決めればよいが、例えば、上司からの連

続して○点以上の評価を受けた者、ある資格試験に合格した者、ある研修プログラムを修了した者などが考えられる。

イメージは、民間の大企業で行われているという実務経験・研修・昇給昇格が相互に関連づけられた人事である。あ

る職員が上司から、プレゼンテーション能力が不足しているため昇格させられないと判定されれば、当該職員はプレ

ゼンテーション能力をつけるための研修プログラムを受けることができ、合格すれば昇進する、といった具合である。

評価者側が判定だけして職員個人の努力を待つのではなく、職員の能力を積極的に上げるプログラムも用意して、職

員全体が上を目指すような仕掛けも組み込むのである。職員側にとってはどのような努力をすればステップアップで

きるかが明快になり、経営側にとっては一定の専門性を身につけた人材のみが部課長に昇進していくシステムを得る

ことができる。

（5）職能開発（SD）の推進

スタッフ・ディベロップメント（SD）は、上述の中教審答申で、「事務職員や技術職員などの職員を対象とした、

管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取組」と定義されている。

国家公務員時代の名残で、どの大学でも職階別研修は行われていると思われるが、企画力、折衝力といった評価要

素ごとに能力を高めるための研修を実施しているという話はまだ聞かない。これまで研修は大所高所の知識を授ける

ものになりがちだったが、職員個人の処遇改善につながる能力を一つ一つ身につけられるような、より実践的なプロ

グラムの構築が必要である。

また職員による自己啓発活動ももっと支援されてよい。語学学校経費の一部負担制度などもよく聞くが、資格試験、

学会活動への参加、国内外の大学院への留学なども、専門性の高い職員を育てる意味で取り入れられてよい。ただ、

どのような自己啓発活動もすべて大学が支援すべきものとは言えないため、どのような自己啓発活動であれば、職員

に求めるどの能力を伸ばすことに役立つと認めるのか整理することが必要だろう。

（6）人事評価の確立

公式な意味での人事評価は、昇給昇格の判断のため、最低年 1回はどの大学でも行われている。しかしこの時期だ

け、上司が部下を一方的に評価するだけ、という大学もまだ多い。

職務内容と達成目標が明示されていれば、年度途中でも評価が可能となる。面談を実施し、中間評価をフィード

バックする方法が有効であろう。業務の進め方や本人に必要な能力について適切な助言を与えることで、本人も上司

も年度末に向けて業務整理していくことができるようになる。大学全体で中間評価制度が導入されていないとしても、

上司の判断で、部下に対して夏休み明けに声がけをしていくことは十分可能である。特に新しい企画に挑戦している

場合には「ほめて育てる」態度が重要である。

また中長期的には、主任から係長に昇格するためには○○力は 5段階の 3以上必要といったように、評価指標を客

観性の高いものに制度化していくことも必要であろう。国立大学では、人事評価を処遇改善に連動させることにはま

だ抵抗感が強いが、昇給昇格のルールが透明化され、主観的・恣意的になりにくい制度が確立できれば、むしろ職員

の側から自らの努力に見合った処遇を期待する声が高まると思われる。
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（7）処遇改善

上述の職務内容、達成目標、職能開発、人事評価が一連のものとしてシステム化されれば、その結果をどのように

金銭的に評価するかという仕組みは、雇用者側が当然用意しなければならないことである。昇格、昇給、手当等によ

る処遇改善は、国家公務員に準拠して作られた給与体系の中では、あまり大胆には行われない構造になっている。こ

れを変更する場合には、様々な制度設計との整合性や職員の意見等を慎重に検討していく必要があることは承知して

いるが、一方で、雇用側が処遇改善の仕組みを真剣に考えないのであれば、被用者である職員に対して能力を高める

ように求める正当性はなくなるため、避けて通れない課題と認識すべきである。

また、金銭的な評価以前の日常的な「報償」についても考える必要がある。業務改善に対する職員表彰といった正

面切った評価方法もあるが、普段話すことのできない役員との意見交換、自己啓発の支援、業務に役立つ出張、希望

する部署への異動といったことも広い意味では「報償」と感じられるはずである。自分の意見や希望、キャリアパス

を大切に考えてくれると思える職場であれば、給与面で多少の不満があっても職員の士気は維持することができる。

（8）採用方法の多様化

国家公務員採用試験での職員採用がなくなってからは、地区ブロックごとに国立大学法人等職員統一採用試験が行

われるようになり、また、大学によっては、独自で採用試験を実施するところもあるようになったが、採用職種に大

きな変更はない。

一方で、上述の中教審答申が想定しているように、今後は専門性の高い職員が求められる傾向が強まり、博士課程

修了者やポストドクターを大学職員として雇用していく可能性が模索されるだろう。博士課程修了者等に魅力的な職

場とするためには、専門的な職種と処遇、キャリアパスが準備される必要がある。また、財政状況の改善や広報機能

の強化等のため、民間から中途採用するニーズが高まることも予想される。国際系や情報系職員の強化もあいかわら

ずの課題である。総合職、一般職、専門職といった区分も視野に入れながら、従来の職種だけでは処遇できない人材

を獲得し、組織を強化していく方法を検討する必要がある。

（9）職員の責任と権限の明確化

職員が自らの判断だけで企画を推進できない最大の理由は、大学内のほとんどの事柄についての決定権は教員組織

（教授会、委員会等）が持っているからである。大学では、自転車置き場や喫煙・禁煙場所の配置、学内の案内看板

のデザインまで最終的に教員が寄り集まって決めている場合が多い。

しかし、本来、学問の自由とは関係のないことまで教員が判断する必要があるのかどうかはよく考える必要がある。

国立大学法人には、米国型の評価や教育改善の制度が導入されたが、法人経営まで米国型に整理する動機付けがな

かったこともあり、一教員が何かの委員となって部局間の利害調整を図る制度が根強く残っている。これが教員を多

忙にしている理由の一つでもあるわけだが、国立大学法人では、経営と教学の責任は一人（学長）が負うこととされ

たため、相当意識しなければ、今後も経営と教学が未分化の状態が続くだろう。

大学経営に関することを誰が（あるいはどの組織が）判断・決定するのかが明確になれば、職員の責任と権限は明

確になる。職員は、権限のある者・組織の下にあって、その権限の範囲で職務を遂行するからである。職員の責任と

権限の問題は、結局は大学の統治（governance）の問題であり、誰かが判断・決定したことが学内から認められるか

という正当性（legitimacy）の問題である。

大学内の責任と権限の所在が明確であれば、職員組織だけで決定できることが増える。もちろん、職員が決めたこ

との責任は最終的に権限者が負うのであるから、決定事項に教員も従うことが前提となる。不幸にも不便なルールが

できてしまった場合は、決定プロセスを再度踏んで修正すべきである。教員の自転車置き場が変わったときに、職員

だけで変えたから不便になったと役員に直訴し、何の立場もない教員が組織としての決定事項を覆そうとするのでは、

経営にならない。

（10）教職協働の実現

「教職協働」という理念は近年かなり浸透してきており、教員と職員が協力して一つの業務を達成する必要性はま
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すます高まっている。一方で、教職協働のためには、教員・職員双方の意識改革、特に職員の側には相当な努力も必

要である。

意識改革のためには、教員と職員の混合組織を結成することが有効である。例えば、全学・部局委員会といった大

学の意志決定組織、あるいはワーキンググループやタスクフォースのような特定のミッションを達成するための組織

に、正式なメンバーとして職員を追加する。その際、議長は、事務部を代表して出席している委員を指名して、発言

を促す工夫が必要となる。職員を陪席させるのではなく、事務部門のプロフェッショナルとして、責任を持った発言

をさせるのである。大学の運営に参画することの重みを感じさせていくことが、職員にとって重要なオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニングとなる。

正式メンバーである職員の都合がつかない場合は、その部下や同僚の職員による代理出席や代理説明も可能とする

必要がある。部課長ばかりでなく、専門員・専門職員クラスであっても常に代理で会議に出て発言することを求めら

れる可能性があるとなれば、上司の仕事も自分の仕事として当事者意識をもって遂行するようになり、また部下の責

任は上司がカバーするという組織論理が働くようになる。

職員が教員と対等に扱われるためには、当然職員も十分な専門性を持つ必要があるが、それは教員と同じ分野での

専門性ではなく、例えば文部科学省や中央教育審議会での議論や、法人評価、新規予算の方向性といった、大学の外

の情勢についての知識と情報であり、職員には、教員のみによる議論では欠けがちな視点を補うような努力が期待さ

れる。

以上の 10の鍵については、大学全体では、一連のものとして検討され、制度設計される必要があるが、実は上司の

判断で、自分の担当部課内だけで実行することのできる内容も多い。心ある上司による先行的な実践にも期待したい。

6．おわりに
筆者が大学に赴任してから、教員から聞かされた職員評は厳しいものだった。「新しい仕事をしない」「動かない」

「融通がきかない」「知恵がない」「規則を盾に、すぐできないと言う」「高圧的」「「担当外」とたらい回しにする」「意

見を言わない」「頼んだことをきちんと理解していない」「英語が話せない」など、ほとんど苦情に近い。稀に「細か

くチェックしてくれた」「進行管理をしっかりしてくれた」「困ったときに助けてくれた」「膨大な作業を処理してく

れた」といった感謝のこもった評価を聞くこともあるが、「こんなことが事務（職員）だけでできるなんてすごい」

と言われたときには、正直複雑な気分であった。

こうした教員からの職員に対する評価は、国立大学の置かれている状況が法人化前後で大きく変わったことと関係

している。今の幹部職員は、法人化前の職場で 20～ 30年働き、順当に昇進してきた人たちである。与えられた枠組

みの中で、きちんと仕事を処理していれば評価された職場で育ってきた、自負心の高い人たちである。ところが、こ

うした人たちが、今の国立大学法人にあっては、企画力も推進力もないと低い評価を受けてしまう。しかし企画力や

推進力がないことは本当にその人の責任なのか。勤勉で優秀だとされてきた人たちに対して、あまりに乱暴な評価で

はないのか。筆者の感じた不合理な思いが本稿の原点である。

大学職員は、総じて有能で真面目である。的確な指示を与えれば、きちんと仕事をして、大きな成果を挙げてくれ

る。筆者は大学での約 3年間の勤務で、上司に恵まれ、部下や同僚とともに、何度もうれしい成功体験を味わうこと

ができた。職員を動かす方法はあるのである。個人の能力にばらつきがあることは否定しないが、それは大学に限ら

ず、どの組織であっても同じことであって、それを補う発想として、個々人を育てると同時に、個人と個人をうまく

組み合わせて、組織としてパフォーマンスを上げることを考えるのである。大学にとって職員とは、人的資源の約半

分を占める「財産」であり、育てればもっと伸びると確信する。

筆者はもともと行政官であり、学問の場で鍛えられた人間ではないために、本稿も体験論に基づく論点の整理にし

かなっておらず、学問的な裏付けがないことは自覚している。それでもこの稚拙な考察を世間の目に晒す覚悟を決め

たのは、SDというような流行語だけが一人歩きして、新しい環境に戸惑っている職員を本当に育てていこうという

動きが一向に本格化しないように思えたからである。

法人化した国立大学には、まだ雇用者となった自覚が薄く、職員のパフォーマンスを最大限にあげようという意識
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や責任感が不足していると感じる。動く職員組織は、ただ待っているだけでは出来ない。10の鍵のどれ一つとって

もエネルギーを要する作業が控えていることは十分承知しつつも、それぞれの大学において、職員が生き生きと働け

るシステムづくりに取り組んでいただくことを切に希望している。

註

1）  https://hrw-vip-prod.berkeley.edu/psp/JOBSPROD/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_

CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1

Public Education Specialist 3（抜粋）
Departmental Overview

（前略）The Public Education Specialist 3 position reports to the Biological Sciences Graduate Program Director 

and manages all undergraduate summer research and doctoral programs within this unit. The campus and nation 

wide Amgen Scholars Program is the major undergraduate research program in this unit. The Berkeley Amgen 

Program spans across four Colleges and three graduate groups on campus. Over 500 applications are received each 

year representing areas in the biological sciences, bioengineering, chemical engineering, neuroscience, plant biology, 

microbiology, biophysics, endocrinology, and infectious disease. The position also manages the Genentech Scholars 

Program, a campus program for Berkeley’s diversity undergraduates, and provides technical and academic support, 

particularly in the area of program evaluation for the India Institute of Technology Scholars Program and other programs 

related to graduate education in the sciences. The program manager works directly with the funding agency to provide 

data, grant reports, and budget justifications on a regular basis. The manager also attends annual meetings to present 

data and to share best practices with the funding agency and other program directors and managers.（後略）
Responsibilities

Plans and develops new academic and research programs components and policies. Actively participates in long-

range strategic planning for public educational and research programs. Develops strategic market plans for targeted 

audiences. Uses technical skills to design and develop online application and Filemaker Pro database, website, online 

marketing materials, and printed materials for advertising at targeted activities on and off campus and across the nation.

Evaluates, develops, and implements admissions, faculty review, selection and placement processes. Manages and 

applies technical skills to develop online review tools for screening and reviewing applications and faculty selection 

of applicants. This position develops online evaluative tools/surveys for all academic components of the program, exit 

interviews, and all other program components for participants, faculty, and follow up/tracking data of participants.

Compiles data from various sources including applicant, participant, and evaluation data, analyzes both quantitative and 

qualitative data from participants and faculty. Creates and maintains evaluation databases for data analysis, generating 

reports, and tracking participants. Coordinates and completes annual grant reports including regular data request from 

the Chancellor’s Office, Amgen Foundation, faculty, departments and campus units.

Develops academic components including faculty science seminar series, workshops and coordinates all other aspects 

of program. Manages and facilitates collaborative efforts and activities with other campus programs and across the 

nation. Develops, reconciles, and justifies budget for annual grant reporting and competitive renewal. Oversees four 

graduate student workers in implementing academic and social program components and mentors, supports, and 

provides training to student staff.




