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市会への陳情顛末記  

2003.09.29 理学部 一楽 重雄  
大学での改革案作りは、「大学改革推進・プラン策定委員会」（プロジェクトＲ）ではなく、

その中に設けられた「幹事会」の中で実質的な議論がなされています。プロジェクトＲの発足

は評議会で決定されていますが、その際の学長の提出した文書
1
が公開されています。そこには、

人選に当たって「学部の利害ではなく全体最適の改革を推進する者」とあります。驚いたこと

に、その人選は「学長と事務局長が合意する者とする」という一項も盛り込まれています。こ

れは、実質的に事務局長に人選に対する拒否権を与えたことになります。この文書をみるとい

かに市がなりふりかまわずに、事を進めようとしているかがよく分ります。このようなことを

なぜ評議会が認めたかというのは不思議で、私は不甲斐ない評議員たちだと思ったのですが、

よく話しを聞いてみると最初はもっともっとひどかったということで、ここまで押し戻したの

がやっとだったということのようです。まず、学長は、大学改革推進・プラン策定委員会の発

足を議論している段階で、この委員会では結論が出ない恐れがあるから「学長・事務局長に一

任して欲しい」と言ったそうです。当然、評議会では反発があり、「評議会の議を経て」学長

事務局長が案をまとめることになったということです。しかも、「評議会の議を経て」のとこ

ろも当初の案では「形式的に評議会の議を経て」となっていたということです。評議会では、

このようなことの議論に時間と精力を使い、やっと、公開されている形に持っていったという

ことのようです。  

大学改革案を実質的に作っている「幹事会」は非公開であり、しかも、その委員は「具体的な

内容についてはしゃべらないように言われている」そうです。実際、私の所属する理学部でも

幹事会のメンバーのある先生は「大枠」について多くの疑問が出されている教授会でも一言も

発言されませんでした。委員が学部教授会に責任を持つ形でなく、学長から「学部の利害では

なく全体最適の改革を推進する者」として選ばれているのですから、これは当然のことかも知

れません。学部長はプロジェクトＲのメンバーではありますが、これも建前としては学部の代

表として選ばれているのではなく、たまたま学部長が委員にふさわしいとして個人として選ば

れているのですから教授会への説明責任は持っていないのです。実際上も幹事会のメンバーで

ないので、「大枠」については説明しようにも議論の経過を知らないのです。このように教授

会では分らないことだらけで議論のしようもないというのが実態でした。しかも、学長からは

「決議のようなことはするな」という趣旨のことが学部長に言い渡されていたということです。

この教授会での意見は、教授会としての意見ではなく、構成員個々の意見として学部長の意見

とともに、その後、幹事会によってヒアリングされたということです。  
1 
「全学的改革検討組織の基本的な考え方」 

http://www.yokohama-cu.ac.jp/daigakukaikaku/daigaku/daigaku_kaikaku/kangaekata.pdf 参照  
このヒアリングは、たったの15分間です。この予定された時間の短かさに、当局が

真剣に学内の意見に耳を貸すつもりがないことが露骨に示されているのではない
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でしょうか。このような中で、私は教授会での学長の説明や全学説明集会の開催、

プロジェクトＲと幹事会の公開などを要求して来ましたが、大学当局はこれらの要

求をまったく受け入れそうにありません。そこで、横浜市民として議会に陳情する

ことを思いつき、別添のような陳情を議会議長にあてて行いました。この陳情は大

学教育委員会に付託され、9月22日の委員会で審議がなされました。結果は、「陳

情の趣旨に添いがたい」ということが賛成多数で議決されてしまい大変残念でした

が、議会で取り上げられたということ自身にも意義があり、やってよかったと思っ

ています。  

なかでも、とても残念なのは、この陳情の内容についての議論がほとんどなく、他

の陳情に関連した議論のみで採決されてしまったことです。民主主義の未成熟を感

じさせられました。私の陳情に反対する理由を述べたのは、ミライの小幡議員のみ

であり、その内容は「『公開』とか『拙速に反対』とか言っているが、これを行っ

ている人達は実際には改革に反対しているのであり、『改革に反対』と言えないか

ら『情報公開』とか『拙速を避けよ』とか言っているのであって、私はこの陳情に

反対です」という意味のことを明確に述べました。きちんと意見を言って反対する

姿勢、また、立場の違う議員にも発言を保証する態度については大変立派だと思い

ました。  

ただ、陳情内容に即して議論してもらえなかったのは、なんと言っても残念です。

プロジェクトＲを公開すること自身についても、本当に反対だったのでしょうか。

だとすれば、民主主義の基本である情報公開も都合のいいときだけのことであって、

都合が悪ければ、公開請求者の動機がよくないからといって非公開にしてしまうと

言うことになってしまうのではないでしょうか。もっとも、学長や事務局長が、こ

れほど非民主的な手法で改革案作りを行っているとは、普通の人は考えないでしょ

う。市会議員の皆さんにも、もっともっと、実情を理解してもらう必要があるとい

うのが、今回の陳情活動のひとつの結論です。  

陳 情 書  

平成１５年９月８日  

横浜市会議長  

相 川 光 正  

陳情者 住所 横浜市青葉区**************  

氏名 一楽 重雄 印  

件 名 横浜市立大学学長に対して大学改革案作成過程について情報公開を行うよ

う勧告する決議をすることについて  

陳情項目  

１. 横浜市立大学学長に対して大学改革案作成過程について情報公開を行うよう

勧告する決議をすること。  

陳情の理由・経緯等  

現在、横浜市立大学においては、市長からの要請に基づき、大学改革についての大
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学案を作成しています。大学案の作成は、学長と事務局長によって任命された委員

からなる市立大学改革推進・プラン策定委員会によって行われることになっていま

す。しかし、実際の議論は、この委員会のもとにおかれた、教員７名、事務局員７

名からなる幹事会によって行われています。去る21日の大学改革推進本部会議にお

いて、この幹事会の案が発表されました。この幹事会の議事内容については、「議

事概要」として大学のホームページに掲載されてはおりますが、ごく簡単なもので

あり、議論の経過や問題の所在が十分明確になるようなものではありません。  

情報公開は民主主義の根幹です。本来、市立大学の改革案作成過程は、横浜市民に

対して公開されてしかるべきものです。現在のところ、市立大学改革推進・プラン

策定委員会、同幹事会のどちらも、一般市民あるいはマスコミに対して公開されて

いません。のみならず、大学の構成員である教職員、学生に対しても公開されず、

幹事会委員には具体的な議論内容は話さないようにと箝口令がしかれているよう

な状態です。  

この異常とも言える事態を正すため、民主主義の原則に則って、小川恵一横浜市立

大学学長に対して、大学改革推進・プラン策定委員会と同幹事会を公開するよう勧

告する決議を行うよう陳情致します。 
 

創刊にあたって 横浜市立大学の未来はいよいよ風雲急を告げています。これは憂慮するみな

さまに学内の状況をお伝えする通信です。当面、編集は商学部矢吹が担当します。ご投稿を歓

迎します。メールアドレスは次の通りです。yabuki@ca2.so-net.ne.jp 関心のある方にどんど

ん転送してくださるようお願いします。転送大歓迎!! 

-------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 

横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第2号 

  2003年10月5日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No. 2, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

************************************************************ 

横浜市立大学教員組合執行委員長から全組合員へのアピール 

組合員の皆様 

  

●9月 29，30 日に事務局職員が守衛室で教員の在室状況を調査するという事態が発生しました。教

員組合は、9月 30 日夜、臨時執行委員会を開催し、対応について協議しました。翌 10 月 1日、浮田

書記長と小城原執行委員補佐が人事係に出向き、小泉人事係長に事実関係の確認をし、この行為

が法に触れる可能性がある旨を指摘し抗議しました。今回の事態については、市労連、全大教、顧問

弁護士など関係各方面と協議中ですが、現在申し入れをしています学長会見で取り上げることにしてい

ます。 

  

●9月 26日に提出された「プラン策定委員会」の幹事会案では、現職の全教員に対して任期制を導入

するという方針が明記されています。これが導入されますと、教員の身分が有期雇用になるわけで、これは

身分の重大な不利益変更です。組合としては絶対に見過ごすことができません。これに反対する緊急の

声明を発表しました。ワードで添付します。 

  

●事態は急を告げています。教員組合は、10 月 3 日、緊急の学長会見を申し入れました。ワードで添

付します。 

  

●10 月 2 日、どなたかが藤山のメールボックスに、「都立の新しい大学の名称を募集します」という記事に

マーカーで印をした「広報 東京都 平成 15 年 10 月 1 日」を入れて下さりましたので、pdf で添付しま

す。石原知事の乱暴きわまりないやり方がよく現れています。都立の情勢に関しては教員組合の HP でリ

ンクしてありますので見て下さい。 

どなたがこの東京都の広報紙を寄せられたのか分かりませんが、組合員のどなたかと思います。感謝致

します。組合員のこうしたご協力に執行委員は大変に励まされております。 

横浜市立大学教員組合執行委員長    藤山嘉夫 

                                （2003年 10月 3日） 
 

現職全教員に任期制を導入することに反対する声明 
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2003 年 10 月 3日 

横浜市立大学教員組合 

「プラン策定委員会」幹事会が９月２６日に提出した「大学改革の大枠整理（追加）について」に

おいては、「原則として全教員を対象とする」任期制の導入を提案している。 

教員組合は公立大学行政法人には反対の立場であるが、よしんば法人化を仮定したとしても、

地方独立行政法人法においては従来の教員身分は法人に承継されることになっている。したがっ

て、移行に当たっては基本的な労働条件の不利益変更は許されない。然るに、全教員に対する任

期制の導入は、有期雇用への雇用形態の変更であり、労働条件の重大な不利益変更となる。 

横浜市立大学教員組合は、任期制の安易な導入には反対である。「大学の教員等の任期に関

する法律」（以下、「任期法」）は、「任期を定めることができる場合」を限定しているのであり、この

法律によって任期制を無限定的に導入できるわけではない。「1 先端的、学際的又は総合的研究

であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、

多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。2 助手の職で自ら研究目

標を定めて研究を行うことを職務の主たる内容とするものに就けるとき。3 大学が定め又は参

画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき」に限定される。現行

「任期法」は限定的任期制であり、これを現職の全教員にまで拡大して無限定的任期制を採用す

ることはこの法に違反することになる。事実、全国の大学において全学部の全教員に対して任期

制を導入している大学は皆無である。                      

さらに、この法律には、「任期制の導入によって、学問の自由及び大学の自治の尊重を担保して

いる教員の身分保障の精神が損なわれることがないよう充分配慮する」との附帯決議が付されて

おり、その運用にあたって「身分保障」に関しての極めて厳しい条件が課されている。 

教員組合は、現職全教員への任期制の導入は、教員身分に関する重大な不利益変更であり、

これを断じて認めることはできない。事態の展開如何では、我々は、法的な対抗措置を講じるこ

とをも辞さない。 
学長会見の申し入れ 

横浜市立大学学長 
小川恵一殿 

2003年 10月 3日 
横浜市立大学教員組合 

貴職におかれましては日頃大学運営にご尽力を頂いておりますことを感謝申し上げます。

さて、以下の事項につき緊急の学長会見を申し入れます。大学改革案の策定に当たり労使

協議を不可欠とする事項を含みますので、可及的速やかに実現されますようお願い致しま

す。回答は、10月 7日までに、会見は 10月 14日までに実現するようお願い致します。 
1 現職全教員に任期制を導入することについて。 
このことに関して、教員組合は強く反対します（組合見解は、別添「現職全教員に任期

制を導入することに反対する声明」）。このことは労使協議を不可欠とする事項であり、

評議会でもそのことが確認されていますので、速やかに協議に入るべきことを申し入れ

ます。 
2 改革案において独立法人化を「前提」とすることについて。 
このことに関して、教員組合は反対の立場を表明しております。しかし、改革案が独法
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化を「前提」とすることで生じる労働条件などに関する問題点などについては、事前に

労働組合と協議すべき事項であると考えます。地方独立法人法案の附帯決議でもこのこ

とについて以下のようにされております。「地方独立法人への移行等に際しては、雇用

問題、労働条件について配慮し、関係職員団体又は労働組合と十分な意思疎通が行なわ

れるよう、必要な助言等を行なうこと」 
3 改革案の策定にあたっては、在学生に適用されている現行カリキュラムが維持されるこ

とを要求致します。この件に関しての学長の見解を伺います。 
4 9月 29日、30日、職員が守衛室において教員の在室状況を調査する事態が発生しまし
た。多くの教員からこのことに関して強い疑問が提起されました。教員組合は、10 月 1
日、浮田書記長、小城原執行委員が口頭で事実確認と、抗議をいたしました。職員によ

る教員の在室状況調査に関して学長の見解を伺います。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  [参考資料]９月２２日大学管理本部における意見聴取に当たって 
大学管理本部長 様 

東京都立大学総長 茂木俊彦 
２００３年９月２２日 

  東京都大学管理本部長は 8 月 1 日、都立の新大学設立に向けた前日までの検討体制を
廃止し、新たな設立準備体制に移行した旨を伝えてきた。また同日、7月まで設置されてい
た「都立新大学設立準備委員会」によってまとめられた設立の基本方針および内容を唐突

に破棄し、「新しい大学の構想」をまとめ公表したと述べた。このことに関連して私は 8月
12日付で「全学の教員、職員、学生・院生のみなさんへ」と題する見解を学内に公にした 
 本部長はまた新大学の設立は「４大学の統合、新大学への移行」ではなく、「４大学の廃

止、新大学の設置」であると宣言して「新しい大学の構想」の具体化を図るとし、この構

想に積極的に賛同し作業に協力してもらいたいと大学のメンバーに要請してきた。 
 新大学設置に向けたこの検討・準備の進め方には黙過できない重大な問題が含まれてい

る。総長として申し述べたいことは多々あるが、本日は以下の４点にしぼって意見を表明

することとする。 
記 

１． 新大学の構想策定及び設立準備作業において関係４大学と十分に協議し、その意見を
聴く体制を可及的速やかに再構築するべきである。 
 新しい大学の設置が設置者の権限であるということは可能である。しかし、都立の新大

学はまったくゼロの地点から出発して設立されるわけではない。東京都が設置してきた都

立大を含む 3 つの４年制大学、１つの短期大学（以下、現大学）があり、それらを「たば
ねて」新大学を設立するとの方針で構想を策定し準備を進めてきたのである。 
 形式として現大学を廃止し新大学を設置する方針をとる場合、現に機能しており社会的

に実績を有する大学を一方的に廃止する権限がもっぱら設置者にあたえられているとはい

えないし、もしそうするとすれば、それは設置者の社会的責任をまっとうするものではな

い。法的に見ると、大学の廃止は、現に存在する大学の運営に関する重要事項中の重要事

項であるから、大学の教授会の審議事項（学校教育法５９条１項）であり、都立大学につ
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いて言えば評議会の審議事項（東京都立大学条例８条６項５号）であることは否定できな

いであろう。 
 また設立準備がなされている新大学は、旧大学の教員組織、施設、設備を基に、他の大

学を設置するものであるから（大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則１条４項１

号）、 全くの新大学の設置ではなく、まさしく「新大学への移行」そのものに他ならない。
それゆえ「既存大学廃止・新大学設置」という「形式」が許容されるのは、あくまでも、

設置者と大学の間の十分な協議に基づく合意の上で、既存大学のもつ有形無形の資源が「実

質」的に新大学に継承されるという条件が満たされる場合のみであると考えるべきである。 
 言うまでもなく大学において展開されている学術研究の蓄積は、一朝一夕になされるも

のではなく、各学問分野の専門家によって継続的に営まれ、発展的に継承されていかなけ

ればならない。またそれらが自主・自由の精神にたって推進されるのでなければ学生・院

生の教育も地域・社会への貢献もみのりあるものとはならない。 
 大学管理本部は、新大学の構想策定及び設立準備作業において関係４大学と十分に協議

し、その意見を聴く体制を可及的速やかに再構築するべきである。同時に現大学の教育資

源を実質的に新大学に継承することを、基本方針として明確にするべきである。 
２ いわゆる新大学の教育内容、それを責任ある体制で実施する教育研究組織について 
１）すでに公にされているところであるが、いわゆる「単位バンク制」には重大な疑問を

抱いている。基本的に重要なのは大学がその理念・目的・目標を明確にし、それにふさわ

しい教育課程を編成して教育することであり、学生の側から見ればこれを履修していけば

当該大学における学習のみでも卒業できるようにすることである。このことは所属大学以

外の大学その他の教育機関で学習した成果が所属大学の単位認定基準に適合するならば、

これを所属大学が認定することと矛盾しないし、すでにその制度は存在して実施されてい

る。あえて「単位バンク制」を導入する意義は見当たらない。  
  「単位バンク制」との関係があきらかにされているのではないが、英語を選択とする

との検討がなされている。今日、国際化がますます進み英語の運用能力が重視されており、

受験大学を選択するさいに受験生・保護者は英語教育のあり方に強い関心を寄せている。

このことも考慮すると英語の必修は是非とも必要であり、これを選択とするならばそれ自

体で大学の質と水準に疑義が呈されることは必至であり、大学の凋落は目に見えている。  
 なお、大学設置基準第１３条にある「大学全体の収容定員に応じ定める」教員数（別表

２）は、まずこれを定数化することが本来の趣旨であると考える。ここではあえて英語に

ついてのみ指摘すれば、これを担当する専任教員は相当数必要である。現段階でこのこと

についてまったく明示されていないことは問題である。 
 またこれまでの全国の大学の経験によれば、かつての教養部のような教育組織を置くこ

とは好ましくないとされ、入試、ＦＤ、基礎教育等のために比較的少数の専任を「基礎教

育センター」のようなところに配置するのはよいとして、語学等の担当教員は各大学院（学

部）に定数配置するのが一般的傾向であることにも留意すべきである。 
２）新しい大学を構想するには学部・大学院両方のあり方の検討を同時的に進行させ、平

成１７年度に同時開設とすべきである。すなわち教養教育、専門教育、大学院教育のそれ

ぞれについて適切な構想を立て、それらが１つの大学として総合性・一貫性をもったもの

にしなければならない。 

Camellia News No.2, Oct.5, 2003.                  4 



 この見地から大学院の構成についての検討が遅れていることは大きな問題であると言わ

ざるをえない。 
 また現在の都立大学に直接に関係する部分を見ると、人文学部関連部分（人文・社会系）

の構成と定数配分は、ひとり人文学部の問題であるにとどまらない。たとえば現段階で示

されている定数では、人文・社会系においては大学院・学部ともに特に諸外国と日本の文

学、アジア地域の文化その他、日本語教育・日本学等々の教育はきわめて不十分なものに

ならざるを得ず、これは新大学の文学・文化研究ひいては重視するとされている教養教育

に重大な負の影響を与えること必至である。 
３ 東京都立大学の学部・大学院の学生（１６年度入試で入学する者を含む）の身分、学

習の条件整備等について速やかに明確化すべきである 
 現在すでに本学の学生・院生である者の身分等は平成１７年４月１日以降どのようなも

のとなるのか、明確にしなければならない。また新大学設立との関連で履修すべき教育課

程に何かの変化が生じるのであれば、その概略だけでも早く示す必要がある。 
 また大学院について、仮に１８年度開設ということになれば（それが望ましくないこと

は上述の通りであるが）、１７年度に既存の大学院の入試で入学したものは翌年度開設の大

学院との身分上の関係はどうなるのか、専攻の名称が変わるだけではなく、専攻そのもの

が仮に存続しない結果となった場合に、関係する院生はどこへ行けばいいのか等々の問題

が浮上する。さらに教員は同時に２つの大学院に所属することはできないと考えるが、新

大学の大学院の教員と少なくとも１７年度の現大学院の教員の配置はどうなるのか、とい

った問題もある。このような諸問題を明確にしないまま種々の作業をすすめるのは学生に

対する説明責任を誠実に果たすことにならない。 
４ 教員の身分上の問題について 
 東京都立大学総長として都立大教員の身分について意見を述べておく必要を感じる。ま

ず必要なことは新大学発足の時点で教員のいわゆる分限免職は行わないことを改めて明確

にする必要がある。また新大学発足、法人化以降も教員の身分上の安定をはかり安心して

意欲的に教育と研究に勤しめるようにすべきである。以 上 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 3号 
  2003年 10月 9日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 3, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 
◆10月 3日に行われた、学生説明会についての学生による報告 

10 月 3 日金曜日、シーガルホールにて、小川学長が「横浜市立大学 大学改革について」と

題して 45 分程度説明を行いました。まず｢大学改革の背景｣と題して、社会構造の変化や国立大

学法人法、地方独立行政法人法の解説がなされました。次に｢市立大学の取組み｣として市大当

局の大学改革への取組みを、将来構想委員会中間報告書(「中間報告といってもほとんど最終報

告」であると学長は発言)と大学改革戦略会議の二つにわけて説明、また横浜市当局の「今後の

あり方についての答申」と、その後設立された横浜市立大学改革推進本部を説明、これを受けて

5 月に「市立大学改革推進・プラン策定委員会」通称プロジェクト R を設置し、8 月に「市立大学の

改革案の大枠の整理について」、10月 1日に「市立大学の大枠整理(追加)」をまとめたことを述べ

ました。 

そして改革案の大枠について、①地域貢献と産学連携②6 年サイクルの中期目標と中期計

画の策定③自立した大学運営のための経営改善④そのための学長と理事長の役割分担⑤リベ

ラルアーツ教育を実施し教育に重点をおく⑥生命科学系研究を特化するとのおおまかに 6点を挙

げました。さらに(変更する可能性もあるとしながら)改革のキーワードを「プラクティカルなリベラル

アーツカレッジ」であると紹介、リベラルアーツとは従来の一般教養ではなく専門能力を担うために

必要なものだと説明していました。改革を具体化した案として1学部3学府構想を紹介。①医学部

はそのまま残した上で②｢国際総合科学部｣を開きその中に総合経営学府、理工学府、国際教養

学府を新設、③理工学府の博士課程で生命科学分野について医学部博士課程との連携をするこ

となどを解説しました。 

その後質疑応答に入りました。主な内容は以下の通りです。①国際教養学府（現国際文化

学部）の博士課程は廃止するのか。②改革計画策定のシステムが不透明だ③学生側に対する説

明が今までなかったのはおかしい④プロジェクト R に学生の代表を入れるべきだ⑤現在のような

貧弱な図書館でリベラルアーツ構想が実現できるのか⑥学生の意見を反映する意思が大学側に

感じられない⑦今日の説明会では不充分なので再度学生に対する説明会を開くべきだ⑧大変な

計画だろうが頑張ってほしい。これらに対する学長の説明は曖昧な回答が多かったのが印象的で

した(例えば①の質問に対し「正式な決定ではなくあくまでも案である」など)。また、説明中にはほ

とんど触れていなかったのに質疑応答では大学財政や「限りあるお金の中で」といった説明で、大

学改革の必要性について金銭面からかなり言及が増えたのが対照的でした。また｢学生からの新

鮮な意見を知りたいので是非メールで知らせて欲しい｣と強調していました。予定時刻より 30 分過

ぎた 8時ごろ柴田副学長が閉会を宣言、説明会は終了しました。 

◆公開質問状への質問を募集しています 

１０月３日に行なわれた大学改革の学生説明会で、小川学長は「学生の意見はもっと聴きた

いし、大いに取り入れたい」とおっしゃってくださいました。ただ、学生一人一人の意見や疑問を伝
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える方法は、今のところ大学のホームページへのＥメールしかありません。それでは返事の有無、

意見の反映のされ方がはっきりしません。そこで、学生の疑問や意見をまとめて、公開質問状と

いう形で、改革推進・プラン策定委員会に提出したいと考えています。皆さんの疑問や意見をＥメ

ールで以下のアドレスまでお寄せください。もしくは、10 月 21 日に、がけっぷち主催で行う説明会

（表面参照）で直接お渡し下さい。委員会側から返答を頂いた際には、お知らせのプリントを作成

しまして、配布・公表をします。（質問例：学費は上がるのか？ 文系の博士課程はなくなるの

か？） 

質問・意見はこちらまで：gake_ptit@yahoo.co.jp  募集の締め切り：10 月 21 日火曜日

改革推進・プランの策定委員会の大学改革案は、横浜市立大学のホームページでみることができます。 

以下が URL です。 http://www.yokohama-cu.ac.jp/daigakukaikaku/daigaku/daigaku_kaikaku/dk00.html 

◆10 月 21 日（火曜日）学生から学生への 大学改革についての説明会 

   10 月 21 日に、シーガル 1 階にて、大学改革について説明会を行います。主催はがけっぷち

と、その他の有志の学生です。議論した内容を、上記の公開質問状へ反映させる予定です。説明

会の対象は、横浜市立大学の学生ですが、教員や市民、プロジェクト R の方、どなたでも参加可

能です。詳細は下のビラを参照して下さい。 

 

都立大総長、石原知事の新大学構想に抗議声明  

 東京都立大学の茂木俊彦総長は[10 月]７日、石原慎太郎知事の下、同大学など都立４大
学を廃止し、新大学を設置する計画に「トップダウンの強行はきわめて遺憾」と抗議する
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異例の声明を出した。「大学との開かれた協議を行う体制」を強く求めたいとしている。  
 石原知事は００年ごろから「ドラスティックな大学にする。名前も変え、理想の大学を

つくる」「都では私がいちばん偉いんだから、だめならつぶしてしまえばいい」などと発言。

都立４大学（都立大、科学技術大、短期大、保健科学大）の再編統合を目指して検討して

いた。都は０１年の「大学改革大綱」で４大学を統合し、独立行政法人化して、人文、法、

経済、理、工、保健科学の６学部にする方針を公表。４大学は準備を進めてきた。  
 しかし、石原知事は今年８月、大綱を白紙化。４大学を廃止し、新大学を０５年度に開

設する構想を発表した。総長とは別に、知事が理事長を任命し、国公立大では初めて教学

と経営を分離。都市教養、システムデザイン、保健福祉、都市環境学部の４学部を設ける

内容だった。単位互換の取り決めをしていない大学の講義や社会経験も単位認定する「単

位バンク」制度を採り入れ、教授らには業績主義を徹底し、年俸制、任期制を導入する。  
 声明は、この構想について、「唐突にも、それまでの設立準備体制を廃止し、構想を一方

的に公にしたうえで、今後はトップダウンで具体化をはかるとし、実際に強行している」「教

員は自由に意見を述べる機会が保障されなければならない」などと批判した。さらに大学

院の研究科の内容、基礎教育、教養教育の充実について「新たな提案をする用意がある」

と説明している。  
 茂木総長は「９月末、都の大学管理本部長あてに２回、意見書を出したが、都の姿勢は

変わらない。これは都立大だけでなく、全国の公立大に通じる問題なので声明を出した」

と話している。一方、都大学管理本部の大村雅一・改革推進担当参事は「他の３大学は前

向きなのに、総長の見識を疑う。新大学を設けるのだから、新しい学長の意思を反映する

ためにトップダウンで進めるのは当然だ」と話している。 (朝日新聞 10/08 08:02)  
  なお、都立大組合の意見広告は、次のアドレスにあります。 
 http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000186.html                 以 上 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 4号 
  2003年 10月 14日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 4, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

行政による公立大学の一方的「改革」に反対する 

山形大学職員組合特別決議 2003.10.11 

山形大学職員組合は、本日開催された２００３年度定期大会に於いて次の特別決議を全会一致

で採決致しましたので、ご紹介いたします。2003 年 10 月 11 日 

            山形大学職員組合書記長 品川敦紀 

特 別 決 議  

行政による公立大学の一方的「改革」に反対する 

国立大学の法人化や地方独立行政法人法の成立を機に、東京都、横浜市は、当該大学教職

員の意向を無視した形で、東京都立大学、横浜市立大学の廃止も含めた「改革」を強権的に行お

うとしている。こうした行政による一方的「改革」は、憲法に保障された学問の自由と大学の自治を

真っ向から否定する行為であり、われわれ山形大学職員組合は、強く反対するものである。東京

都と横浜市当局に再考を求めたい。 

特に、東京都の場合、現在の都立大学そのものを廃校した上での、教職員の選別採用による

新大学の発足をもくろんでいると伝えられている。これは、まさしく多くの混乱を招いた国鉄の民営

化と同様の手法であり、大学に働く教職員の雇用と権利を乱暴に踏みにじる行為である。 

こうした行政による乱暴な一方的「改革」を許すならば、これを悪しき前例として国立大学法人の

解体、民営化と教職員の選別採用といった事態を招き、戦後大学人が育ててきた大学の自治、学

問の自由が全面的に否定されかねない。 

したがって、この動きは、国立大学もふくめた日本の大学全体にかけられた攻撃として看過でき

ないものである。強い反対の意思を表明するものである。 

以上 決議する。 

2003 年 10 月 11 日 

山形大学職員組合 2003 年度定期大会 

*********************************************************************** 

  市当局よる職場・職員の意見表明への封殺に抗議する声明 

  １０月９日横浜市長は「衛生局港湾病院の経営形態にかかる記者会見及び声明文の配布に関

する処分」を行ったことを発表し、翌１０日新聞報道がされました。  

  これらの処分は、８月１５日に港湾病院院長以下の病院幹部が、自治労横浜病院支部港湾病

院分会との「共同記者会見」を計画、出席は「職務命令」により見送ったものの、「院長名文書」を

「院長は撤回しなかった」ことを理由としています。  

  私たち自治労横浜は、一方の当事者である自治労横浜病院支部港湾病院分会の仲間を含め、
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横浜市に働き、日々市民のために奮闘している多くの市職員を代表し、これらの処分が極めて不

当なものであることに抗議します。  

 市当局は、「特定の職員団体と共同で記者会見」の計画を処分対象にしています。現実の港湾

病院の労使関係は、自治労横浜病院支部港湾病院分会が組合員対象者の過半数はもとより圧

倒的な職員を組織しており、病院当局とその責任者である院長とは日常的な労使関係が存在し

ています。横浜市役所にあっても事業所ごとの労使関係は、労働関係諸法律を見るまでも無く成

立しており、共同での意見発表は何ら責められるものではないはずです。職場の存続という重要

課題ついて、職場・職員の意見を全く聞く姿勢の無い市当局・衛生局こそ、その責任放棄を正すこ

とが求められるものです。  

 さらに、当日の状況は多くの記者の皆さんを前にした、「職務命令」なる言論の封殺です。当局

は「当該文書を撤回しない院長」と言いますが、そもそも「院長名の文書」とは、前日の医局会議

（医師による病院内部組織）で集約された、港湾病院の医師スタッフの声であり、一個人の見解で

はありません。そして、これらを支持することを明らかにした自治労横浜病院支部港湾病院分会を

加えれば、港湾病院に働くほとんどの職員が、「港湾病院を公設公営」で引き続き経営することを

望んでおり、そのための一層の努力を誓い合い、力をあわせての病院運営を望む当然の意思統

一です。そして、共同会見への流れこそ、これら当該職場の声が、この間全く封殺されて来たこと

の証左とも言えます。  

 今、横浜市では、港湾病院問題のみならず、学校給食の民間委託、市立保育園の民間委譲、

福祉施設の廃止・民設民営化などで、職員や関係者、市民の意見を全く無視し、民営化政策を一

方的に進めようとしています。そして、職場・職員の「声」「意見」に対しては、管理者に都合のよい

「内部告発」を奨励しながら、「懲戒処分の標準例」を突然・一方的に発表し、しかも、本来制度の

両輪である異議申し立てや救済については付記せず、「言うことを聞かないなら処分」と言わんば

かりの人事政策を進めています。  

 こうした中での今回の処分は、組合員に対するものではないとは言え、二重にも三重にも不当な

ものと考え、こうした横浜市当局の姿勢に強く抗議します。  

 私たちは、市当局が使用者としてのあたりまえの労使協議を放棄し、一方的・強権的労務政策

をとるのであれば、徹底してたたかうことを明らかにし声明とします。 

２００３年１０月１４日 

自治労横浜市従業員労働組合 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 5号 
  2003年 10月 22日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 5, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

総合理学研究科有志教員『声明』 
2003 年 10 月 21 日 

 

１．プロジェクトＲ幹事会の改革案である『大学改革案の大枠の整理について 03-8-18』，

および，『大枠整理（追加）について 03-9-26』に対して，本研究科はもとより，全学の教

授会等から多くの反対意見・批判意見が表明された．にもかかわらず，今回の，プロジェ

クトＲ幹事会の結論である『横浜市立大学の新たな大学像について（案）03-10-17』iには，

これら一般教員の意見を真摯に検討し改革案作成に反映させようという姿勢がまったくみ

られない．このように，今回の案は，少数の教員と事務局員（プロジェクトＲ幹事会幹事ii）

により，一般教員の意向を無視して秘密裏に作成されたものであり，われわれはこの案に

対して何の責任もないことは明らかである．一般教員の意向を一貫して無視することによ

りプロジェクトＲ幹事会をミスリードしてきた小川恵一学長は，したがって，われわれを

代表する者として，もはや，認めることはできない． 

 

２．すなわち，去る 8月 28 日に集約した『総合理学研究科八景委員会における意見』で指

摘した問題点やその後の研究科委員会における意見が，今回の『横浜市立大学の新たな大

学像について（案）03-10-17』の中にまったく反映されていない．たとえば，①行政によ

る統制強化が懸念される，独立行政法人化を前提にした改革，②教員自身による民主的な

大学運営である「大学の自治」の破壊を意味する，人事権・予算権が剥奪され，しかも，

構成員も限定された教授会組織，③専門性や公正さが保障されない恐れの強い「人事委員

会」制度，④明るい将来像が望めない，３学部の１学部への縮小・統合や博士課程の廃止，

⑤「プラクティカルなリベラルアーツを目指した実践的な国際教養大学」という不明瞭で

魅力に乏しい目標，⑥学長（教学組織の長）と理事長（経営組織の長）を分離し，学長を

副理事長として経営組織に参画させるという経営重視の組織形態，⑦「学問の自由」を危

うくする，全教員に対する任期制・年俸制の導入，⑧「研究は，外部資金を獲得して行う」

という研究軽視の方針，⑨公正さや客観性を欠く恐れの強い評価制度，および，「評価結果

は，処遇（年俸など）・研究環境（研究費など）・任期（再任の審査）などに反映させる」

という恫喝的な手法の導入，などの多くの問題点である． 

 

３．とくに，人事権・予算権が剥奪された，従来の教務委員会に等しい役割しか有さない，

しかも，構成員の限定された教授会組織の創出は，教員自身による民主的な大学運営であ

る「大学の自治」を完全否定するものであり，認められない． 
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４．また，全教員を対象とする任期制の導入は，教員の身分をいたずらに不安定化し，憲

法および教育基本法等の諸法体系により保障された「学問の自由」を危うくするものであ

り，また，教員労働市場の観点からみても“良貨は移出し，悪貨のみ残る”悪しき制度設

計であると考えられるので，認められない． 

 

５．さらに，公正さや客観性を欠く恐れの強い評価制度，および，「評価結果は，処遇（年

俸など）・研究環境（研究費など）・任期（再任の審査）などに反映させる」という恫喝的

な手法の導入，あるいは，「評価については，大学あるいは組織の目標に沿って，『大学か

ら求められた役割をきちんと果たしているか』の視点が重要」と記述されている部分は，

憲法で保障された「学問の自由」を全く考慮していないばかりでなく，それを破壊するも

のであると断定せざるを得ない内容である．また，教育基本法 10 条に謳われた「教育は，

不当な支配に服することなく，国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものであ

る」にも抵触する．これらが実施されれば，大学が大学であるために欠かせない「批判的

精神」は根絶やしになることは火を見るよりも明らかである．たとえ「大学」という名前

は残ったとしても，その内実はもはや「大学」とは呼べない虚構にすぎない． 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
  
 
 
                                                  
i 『横浜市立大学の新たな大学像について（案）03-10-17』： 
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031017aratanadaigakuzo-an.pdf  
ii プロジェクトＲ幹事会名簿： 
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/meibo2.pdf  
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 6号 
  2003年 10月 23日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 6, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

声明 学長が市長に提出する大学改革案について 
横浜市立大学理学部教員有志 

 
 10月 17日の評議会で明らかにされた「横浜市立大学の新たな大学像について（案）」は、
実質的にごく少数の教員と事務局員によって作成されたものであり、私たち一般の教員は

この案に対して、何の責任もないことをここに宣言致します。 
 
 この案は、実質的に教員７名事務局員７名からなる大学改革推進・プラン策定委員会幹

事会において秘密裏に作成されたものであり、作成過程において教授会の積極的関与がな

いばかりではなく、教授会での意見をまったくとりいれず、もっぱら幹事会内部での議論

で作られたもので、大学改革推進・プラン策定委員会や評議会でも多くの反対意見が出さ

れたものです。 
 
 そもそも、大学改革推進・プラン策定委員会の委員の人選は、学長事務局長が行ったも

のであり、学部等教授会とは関係のないところで行われました。これは、教授会が重要な

事項を審議する機関として位置付けられている学校教育法（第 59条）に違反する疑いがあ
ります。仮に違法とまでは言えないとしても、民主主義の原則に反するものであることは

明らかであります。 
 
 今回の幹事会の案に対しては、内容的にも次の点に対して反対です。 
１． ３学部の１学部への統合 
２． 学長と理事長の分離 
３． 全教員を対象とする任期制と年俸制 
４． 研究費の市費負担の廃止 
５． 大学院の大幅な縮小 
６． 教職課程の廃止 
 
 今回の改革案は、大学で作成したとは形ばかりであり、学長を中心とするごく一部の人々

が、在り方懇の答申に合わせることだけを考えて作成したまったく合理性のないものです。

今回の改革案の目的・目標が不明確であり、この案の実行により経済合理性が発揮される

ものとは思われず、また、厳しい少子化の時代の生き残りを可能とする魅力ある大学が作

られるとも思われません。むしろ、上記にあげた４．５．６によって期待される経費の節

約はわずかである一方、市民の期待する大学らしい大学から遠ざかるものとなり、その代
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償はあまりに大きいといわざるを得ません。 
 大学構成員の多くが頷くことの出来ないこのような案がなぜ作られたかは、作成過程が

公開されないため不明です。中田市長も言うように情報公開が民主主義の基本であります

が、今回の改革案作成は、その意味でもまったく非民主的なものであったと言わざるを得

ません。私たちは、この責任はひとえに小川恵一学長にあるものと考えます。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
  
 
 

Camellia News No.6, Oct.23, 2003.                  2 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 7号 
  2003年 10月 30日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 7, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

http://poll.ac-net.org/1/

国公私立大学有志 79名の声明 

東京都議会と横浜市議会への要請 
東京都立４大学および横浜市立大学の法人化準備が、各地方政府首長の強い関与の下で

進められている。わたしたち大学教員有志は、両地域の公立大学における力強い動きを大

学の自律の発現として全面的に支持し、東京都議会および横浜市議会に対し、設置者権限

を濫用する行政行為を看過しないよう要請する。  
東京都大学管理本部が８月以降進めている新都立大学の開設準備は、大学の関与を排除

して進められていることを東京都立大学総長は１０月７日の声明で強く批判した。一方、

横浜市立大学が１０月１７日に明かにした「横浜市立大学の新な大学像について（案）」は

横浜市の主導の下で作成されたもので、全員任期制の導入や基礎研究費の全廃等、学術研

究の自律性を損う内容に対し、商学部教授会、国際文化学部教授会、総合理学研究科教員

有志、理学部教員有志が強く批判し、１０月２２日の評議会では多数の反対意見が出され

ているが、横浜市側には、こういった学内の批判を真剣に検討する姿勢は今までのところ

見られない。  
こういった大学の自主性を認めない行政行為は、地方独立行政法人法が７月に成立した

際に、大学の自主性・自律性を最大限発揮しうるために必要な措置を講じなければならな

いとした付帯決議に反し国会を軽視するものであるだけでなく、地方行政の首長が個人的

信念に基き、教育・研究の当事者を排して大学を根本から改造することは、教育基本法第

１０条にある「不当な支配」そのものであり、当該地方議会がこの行政行為を了承するな

らば、明白な教育基本法違反行為が公然と行なわれることとなる。  
ところで、国立大学法人法および地方独立行政法人法は７月に与党のみの賛成で可決され

たが、その審議の中で、独立行政法人制度の構造が、行政による大学支配を可能とするこ

とが問題となった。その弊害の一つである学問の多様性の破壊の様相は、東京都・横浜市

双方の「改革案」に顕著に現れている。  
わたしたち大学教員一人一人は、短い一生にあって特定の分野において真理と真実を探

究し伝えることしかできず、無際限の真理と真実は大学界全体として探究し伝えることし

かできない。その意味で、どの専門分野も、わたしたち大学教員一人一人にとって、そし

て大学界全体にとって、かけがえのないものである。それだけでなく、行政の判断で特定

の分野を弱体化させることは、大学界の主要機能を深く傷つけ、真理と真実に対する社会

の目を閉ざすものでもある。  
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大学界を弱体化させる動きが強まる中で、東京都立４大学と横浜市立大学における力強

い動きに力付けられている大学教員は少くなくない。わたしたちは、東京都立４大学と横

浜市立大学における教員と学生の方々の真摯な取りくみを大学界全体の独立性を守る闘い

として強く支持する。  
東京都と横浜市において、教育基本法の禁じる大学支配が実現するか否かは、日本の大

学界全体の行く末を大きく左右することに鑑み、私たち国公私立大学教員は、東京都議会

および横浜市議会に対して、東京都立４大学および横浜市立大学の法人化が、各大学の自

主性を明確に排除して進められていることを看過せず、教育関連諸法および国会審議に反

する行政行為の逸脱をチェックする使命を遂行されることを、要請する。  
なお、国立大学の場合とは異なり、公立大学を独立行政法人化するか否かは各地方政府

の判断に委ねられている。この利点を活かし、公立大学の独立行政法人化を既定方針とせ

ず、独立行政法人化が国立大学に与える影響を見定めてから、各地方政府ごとに検討して

ほしい。大学の本性とは調和し得ないことがわかっている設置形態に、多くの大学が画一

化的に移行することが、日本の未来にとって良いはずはないからである。  
  
鈴木 恒雄(金沢大学)，田口 雄一郎(九州大学)，山中 章(三重大学)，佐分利 豊(千葉短期大
学)，安野 正明(広島大学)，近藤 義臣(群馬大学)，増子  捷二(北海道大学)，辻下 徹(北海
道大学)，一楽 重雄(横浜市立大学)，小宮山 晴夫(岩手大学)，白井 深雪(東京大学)，上野 喜
三雄(早稲田大学)，佐藤 文広(立教大学)，瀬山 士郎(群馬大学)，向井 宏(北海道大学)，羽
部 朝男(北海道大学)，平賀 章三(奈良教育大学)，中野 元裕(大阪大学)，渡辺 勇一(新潟大
学)，佐藤 公彦(弘前大学)，安部 淳(岐阜大学)，峯 一朗(高知大学)，浜本 伸治(富山大学)，
岡田 知弘(京都大学)，三好  永作(九州大学)，白井 浩子(岡山大学)，saito kyoji(kyoto univ.)，
佐藤 真彦(横浜市立大学)，菅野 文夫(岩手大学)，長沼 宗昭(日本大学)，出水 薫(九州大学)，
油川 英明(北海道教育大学)，西井 凉子(東京外国語大学)，佐野 敦至(福島大学)，石川 濶(帯
広畜産大学)，植田 健男(名古屋大学)，太田 弘一(愛知教育大学)，木原 成一郎(広島大学大
学院)，松尾 知之(大阪大学)，服部 昭仁(北海道大学)，小田中 直樹(東北大学)，中溝 幸夫(九
州大学)，江見 清次郎(北海道大学)，児島 清秀(新潟大学)，吉荒 聡(東京女子大)，土家 琢
磨(北海道大学)，鈴木 右文(九州大学)，藤井 啓之(愛知教育大学)，真田 哲也()，郭 泰彦(岐
阜大学)，間嶋 隆一(横浜国立大学)，小林 和裕(鳥取大学)，松尾 孝美(大分大学)，神沼 公
三郎(北海道大学)，武井 隆明(岩手大学)，伊藤 一帆(山梨大学)，谷本 盛光(新潟大学)，岡
山 茂(早稲田大学)，寺中 久男(愛知教育大学)，村上 健司(静岡大学)，坂内 英一(九州大学)，
駒田 聡(京都教育大学)，能田 (熊本大学)，坂内 悦子(九州大学)，神山 勉(名古屋大学)，亀
井 一(大阪教育大学)，赤石 和幸(大阪教育大学)，三島 徳三(北海道大学)，大島 正毅(東京
海洋大学)，布川 弘(広島大学)，森 善一(東京都立大学)，半田 駿(佐賀大学)，三波 篤郎(北
見工業大学)，森 茂(金沢大学)，堀江 充子(お茶の水女子大学)，豊島 耕一(佐賀大学)，本田 
勝也(信州大学)，仲澤 和馬(岐阜大学)，小林 武彦(富山大学) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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国公私立大学有志81名の声明
東京都議会と横浜市議会への要請

賛同される大学教員の方は署名ページでご署名ください。

東京都立４大学および横浜市立大学の法人化準備が、各地方政府首長の強い関与 の下で進
められている。わたしたち大学教員有志は、両地域の公立大学における 力強い動きを大学
の自律の発現として全面的に支持し、東京都議会および横浜市 議会に対し、設置者権限を
濫用する行政行為を看過しないよう要請する。 

東京都大学管理本部が８月以降進めている新都立大学の開設準備は、大学の 関与を排除し
て進められていることを東京都立大学総長は１０月７日の声明で強 く批判した。一方、横
浜市立大学が１０月１７日に明かにした「横浜市立大学の 新な大学像について（案）」は
横浜市の主導の下で作成されたもので、全員任期 制の導入や基礎研究費の全廃等、学術研
究の自律性を損う内容に対し、商学部教 授会、国際文化学部教授会、総合理学研究科教員
有志、理学部教員有志が強く批判し、１０月２２日の評議会では多数の反対意見が出され 
ているが、横浜市側には、こういった学内の批判を真剣に検討する姿勢は今まで のところ
見られない。 

こういった大学の自主性を認めない行政行為は、地方独立行政法人法が７月 に成立した際
に、大学の自主性・自律性を最大限発揮しうるために必要な措置を 講じなければならない
とした付帯決議に反し国会を軽視するものであるだけでな く、地方行政の首長が個人的信
念に基き、教育・研究の当事者を排して大学を根 本から改造することは、教育基本法第１
０条にある「不当な支配」そのものであ り、当該地方議会がこの行政行為を了承するなら
ば、明白な教育基本法違反行為 が公然と行なわれることとなる。 

ところで、国立大学法人法および地方独立行政法人法は７月に与党のみの賛 成で可決され
たが、その審議の中で、独立行政法人制度の構造が、行政による大 学支配を可能とするこ
とが問題となった。その弊害の一つである学問の多様性の 破壊の様相は、東京都・横浜市
双方の「改革案」に顕著に現れている。 

わたしたち大学教員一人一人は、短い一生にあって特定の分野において真理 と真実を探究
し伝えることしかできず、無際限の真理と真実は大学界全体として 探究し伝えることしか
できない。その意味で、どの専門分野も、わたしたち大学 教員一人一人にとって、そして
大学界全体にとって、かけがえのないものである。 それだけでなく、行政の判断で特定の
分野を弱体化させることは、大学界の主要 機能を深く傷つけ、真理と真実に対する社会の
目を閉ざすものでもある。 

大学界を弱体化させる動きが強まる中で、東京都立４大学と横浜市立 大学における力強い
動きに力付けられている大学教員は少くなくない。わたした ちは、東京都立４大学と横浜
市立大学における教員と学生の方々の真摯な取りく みを大学界全体の独立性を守る闘いと
して強く支持する。 

東京都と横浜市において、教育基本法の禁じる大学支配が実現するか否かは、 日本の大学
界全体の行く末を大きく左右することに鑑み、私たち国公私立大学教 員は、東京都議会お
よび横浜市議会に対して、東京都立４大学および横浜市立 大学の法人化が、各大学の自主
性を明確に排除して進められていることを看過せ ず、教育関連諸法および国会審議に反す
る行政行為の逸脱をチェックする使命を 遂行されることを、要請する。 

なお、国立大学の場合とは異なり、公立大学を独立行政法人化するか否かは 各地方政府の
判断に委ねられている。この利点を活かし、公立大学の独立行政法 人化を既定方針とせ
ず、独立行政法人化が国立大学に与える影響を見定めてから、 各地方政府ごとに検討して
ほしい。大学の本性とは調和し得ないことがわかって いる設置形態に、多くの大学が画一
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国公私立大学教員有志声明 

化的に移行することが、日本の未来にとって 良いはずはないからである。 

鈴木 恒雄(金沢大学)，田口 雄一郎(九州大学)，山中 章(三重大学)，佐分利 豊(千葉短期大
学)，安野 正明(広島大学)，近藤 義臣(群馬大学)，増子　 捷二(北海道大学)，辻下 徹(北海道
大学)，一楽 重雄(横浜市立大学)，小宮山 晴夫(岩手大学)，白井 深雪(東京大学)，上野 喜三
雄(早稲田大学)，佐藤 文広(立教大学)，瀬山 士郎(群馬大学)，向井 宏(北海道大学)，羽部 朝
男(北海道大学)，平賀 章三(奈良教育大学)，中野 元裕(大阪大学)，渡辺 勇一(新潟大学)，佐
藤 公彦(弘前大学)，安部 淳(岐阜大学)，峯 一朗(高知大学)，浜本 伸治(富山大学)，岡田 知弘
(京都大学)，三好　 永作(九州大学)，白井 浩子(岡山大学)，saito kyoji(kyoto univ.)，佐藤 真
彦(横浜市立大学)，菅野 文夫(岩手大学)，長沼 宗昭(日本大学)，出水 薫(九州大学)，油川 英
明(北海道教育大学)，西井 凉子(東京外国語大学)，佐野 敦至(福島大学)，石川 濶(帯広畜産大
学)，植田 健男(名古屋大学)，太田 弘一(愛知教育大学)，木原 成一郎(広島大学大学院)，松
尾 知之(大阪大学)，服部 昭仁(北海道大学)，小田中 直樹(東北大学)，中溝 幸夫(九州大学)，
江見 清次郎(北海道大学)，児島 清秀(新潟大学)，吉荒 聡(東京女子大)，土家 琢磨(北海道大
学)，鈴木 右文(九州大学)，藤井 啓之(愛知教育大学)，真田 哲也()，郭 泰彦(岐阜大学)，間
嶋 隆一(横浜国立大学)，小林 和裕(鳥取大学)，松尾 孝美(大分大学)，神沼 公三郎(北海道大
学)，武井 隆明(岩手大学)，伊藤 一帆(山梨大学)，谷本 盛光(新潟大学)，岡山 茂(早稲田大
学)，寺中 久男(愛知教育大学)，村上 健司(静岡大学)，坂内 英一(九州大学)，駒田 聡(京都教
育大学)，能田 (熊本大学)，坂内 悦子(九州大学)，神山 勉(名古屋大学)，亀井 一(大阪教育大
学)，赤石 和幸(大阪教育大学)，三島 徳三(北海道大学)，大島 正毅(東京海洋大学)，布川 弘
(広島大学)，森 善一(東京都立大学)，半田 駿(佐賀大学)，三波 篤郎(北見工業大学)，森 茂(金
沢大学)，堀江 充子(お茶の水女子大学)，豊島 耕一(佐賀大学)，本田 勝也(信州大学)，仲澤 
和馬(岐阜大学)，小林 武彦(富山大学)，大津留 厚(神戸大学)，小林 邦彦(名古屋大学)
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 8号 
  2003年 11月 10日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 8, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

横浜市立大学創立７５周年記念式典・祝賀会、大学同窓会 
卒業生･荻原昭英 平成 15年 11月 8日 

 平成１５年１１月７日（金）みなとみらい地区ロイヤルパークホテルで、「横浜市立大学

創立７５周年記念式典・祝賀会、大学同窓会」が開催された。約 600人の卒業生が参加し、
主催者の大学学長、同窓会会長、来賓の横浜市長などが出席する。 
 今年の最大の課題は、大学改革である。今年、2月に出された「市立大学の今後のあり方
懇談会」の答申をもとに、大学内で半年検討してきた改革案が、10 月末に市長に提出され
た。記念式典・祝賀会、大学同窓会では、その経過、内容に触れざるをえない。中田横浜

市長、小川大学学長、馬場同窓会会長などがそれぞれの立場で話をする。中田横浜市長は、

改革案を高く評価し、大学学長は自画自賛し、同窓会会長はそれを強く支援する。提出さ

れた「横浜市立大学の新たな大学像について」と題する改革案は、８月 21日、大学から発
表された「大学改革の大枠」とほとんど変わりない。  
-------------------------------------------------------------------------------- 
横浜市立大学の新たな大学像について（骨子） 
 「骨子」と称する資料の骨子は、次の通りである。 
第 1章 大学改革の背景と経緯 
第 2章 私たちの目指す大学 
①プラクティカルなリベラルアーツ教育 
時代の変化に的確に対処し、教養教育と専門教育の実践的結合を図り、プラクティカルな

リベラルアーツ（実践的な教養教育）を総合的に行う。 
商学部･国際文化学部・理学部の 3学部を統合して『国際総合科学部』を設置する。 
②学部と研究院 
学部の教育組織を２学部（国際総合科学部、医学部）とし、教員が所属する組織として３

つの研究院を設置する。 
第 3章 教育研究体制の改革 
①リベラルアーツ教育 1年次を中心に卒業まで一貫して行う。 
②国際総合科学部  国際教養学府、理工学府、総合経営学府で構成する。 
③医学部は、医学府、看護学府で構成する。講座制、医局の見直し。 
④教職課程、司書課程、司書教諭課程は、廃止する。 
⑤経済研究所は廃止し、木原生物研究所は見直す。 
⑥地域貢献 
⑦教員の評価制度、任期制、年俸制を採り入れる。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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改革案の問題点 
 「横浜市立大学の新たな大学像について」と題する改革案の問題点については、すでに

前稿「大学改革案の大枠整理」で触れた。改革案の問題点は、まったく同じである。 
① プラクティカル・リベラルアーツは、英語でもなければ、日本語でもない。 
「あり方懇」橋爪座長のまったくの思いつき造語である。「リベラルアーツ」を言い出し、

「それでは実践的、実用的でない」と批判され、「プラクティカル」を付け加えたのが経過

のようだ。しかし、正反対、矛盾する言葉の組合せだから、よけい理解されない。日本の

大学や高校はもとより世間一般にも理解されないまったく独り善がりの造語である。 
② 横浜市大は、中規模の総合大学（ユニバースティ）である。 
開学以来、学部の増設、担当教員の採用、大学院の設置など営々と大学発展の努力を重ね

てここまできた。大学キャンパスもそれに相応しいように整備されてきた。商学部･国際文

化学部・理学部の 3 学部を統合して『国際総合科学部』を設置する改革案は、この努力を
無にする案である。狙いは経費の節減である。この統合により教員を大幅に退職させる。

その結果、中規模の総合大学（ユニバースティ）から、小規模の単科大学（カレッジ）に

転落する。超一流ではないが、もし一流校と評価されていたとしても、この改革により、

二流校、三流校になる。馬場同窓会長は、当然大学の卒業生のはずだが、母校が二流校、

三流校となり、出身の学部（商学部）がなくなり、わけのわからない「総合経営学府」と

なってもなんの抵抗も感じないのだろうか？ 横浜市は、日本最大の市であるが、このこ

とにより、文化的には、中程度の都市と同じレベルにダウンする。おかげで受験生は、減

り、在学生は就職に苦労し、卒業生は誇りを失う。 
③「学府」の名称も独善、欺瞞に満ちた名称である。 
学府＝学問をするところの意味、最高学府というように使われるが、それで大学院のコー

ス名に使われることが多い。学部の下位概念は、ふつう学科、コースである。あえて「学

府」という言葉を使うことで最高の学問が教育される錯覚を与えようとする。 
④ 地域貢献を強調するが、すでに充分過ぎるほど実施している。 
しかも市大の受講料は高いから、受講生集めに苦慮している。地域貢献より収入増を目的

にしている。私の場合でいえば、市大の公開講義などは聴きたくない。相模原市の各大学

の公開講義、市民大学などは無料である。 情報化の時代、大学でなくても高度の学問の

受講は可能である。放送大学、市民大学、公開講義などである。むしろ大学は学問の原理

原則、基本･基礎を学生に教育するだけで充分である。 
⑤ 教員の評価制度、任期制、年俸制 
身分の不安定、報酬の減少に結びつき、いずれも大学教員にとって不利な改革である。身

分の不安定、報酬の減少の懸念があれば、新規の採用は困難であり、現在の教員は転職を

考えるのは人情である。大学の制度に一般的な制度であればしかたないと諦めるだろうが、

横浜市大だけであれば問題である。日本の大学社会の相場、常識を配慮すべきである。 
※中国の名言に「先づ隗より始めよ」という言葉がある。「賢者を得たいならば、まづ私か

ら用いよ」という意味である。 燕の昭王にたいする郭隗の進言である。「人を用いるなら、
まづ私から採用して下さい。つまり、郭隗のやうなつまらない人でさへ厚く用いられるな

らば、我々はなほさらであらうと、天下の人物が集るに違いないと思うからです」という

ことである。横浜市のやっていることはまさにこの逆。天下の人物は横浜を去って行くだ
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ろう。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
スピーチへの反響 
 公式の式典では、中田横浜市長、小川大学学長、馬場同窓会会長のスピーチへの反響は

なかったが、同窓会パーティではいろんな意見が出た。たまたま医学部の改革推進委員会

のメンバーと話した。 
その意見は、次の通り、 
① 教員不在の改革案である。 
改革推進委員会は、教員、職員の構成だが、職員の一方的な意見で案をまとめられた。大

学自治の原則は無視され、行政主導ですすめられた。大学自治の立場に立った学長のリー

ダシップはほとんどなかった。学長や教員の意見は無視され、大学事務局長を頂点とする

職員の仕切りで改革案が作られた。 
② あり方懇の「プラクティカル・リベラルアーツ」に最後まで拘束された。 
そのため、何をいっているのかわからない改革案となった。 
③ 授業料の値上げとなれば学生は市大にこなくなる。 授業料が私立より安いから来てい
る学生が他大学に行く。 
慶応大医学部に受かっても市大医学部に来る学生がいるが、授業料が高くなれば当然慶応

に行く。 
④ 大学の地域貢献にはあまり意味がない。 
この場合は、市民への公開講義などを指しているようだ。しかし、大学の学問は学生には

通用するが、社会人には通用しないことが多い。「すでに承知している、内容が古い」など

の批判がある。それに受講料が高すぎる。 
⑤ 「開国と改革は横浜から」という市長のキャッチフレーズの犠牲になった。 
改革の実績づくりのターゲット、いけにえになってしまった。教員は喧嘩に弱いから、市

長、市職員のいいなりになってしまった。 
⑥任期制、年俸制などを採用するなら、そんなもののない大学へ行く。 
⑦医学部の経費が赤字の原因として大きく取上げられているが、医学部の横浜市への貢献

が無視されている。 
医学部の卒業生の多くが横浜市で働き、地域の保健に貢献している。高度の医学研究の成

果が横浜市に還元されている。人の命より貴重なものはないだろう。金には替えられない

はずである。それなのに医学部、医学部附属病院の赤字？が槍玉にあがっている。けっし

て市民の声、意見、要望を踏まえているものではないと思う。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
大学在校生との交流会 
 翌日、金沢八景の大学キャンパスで、卒業生と大学在校生との交流会があった。市大改

革を考える学生組織「スポンジ」や「がけっぷち」のメンバーから話を聞く。学生のアン

ケート調査、署名活動、ポスター･チラシ配り、クラススピーチなど、大学改革に真剣に取

り組んでいるという。 
①大学は、改革案作成について学生の意見をまったく聞かなかった。 
説明会が 1 回あったが、それは学生の意見を聞いたという形作り、アリバイ作りに過ぎな
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かった。 
②商学部･国際文化学部・理学部の 3学部を統合して『国際総合科学部』を設置する改革案
は、大学の大幅な質的低下を招く。 
研究より教育を重視するなら、最新の学問の研究成果を学ぶことができなくなる。国際総

合科学部としながら、国際関係の講座の減少が相次ぎ、担当教員も削減されつつある。 
③授業料の値上げには反対する。 
やっとの思いで大学に入り、苦学しながら勉学している。授業料が高くなれば勉学できな

くなる。 
 ※これにはまったく同感である。 
私の場合は、高校は家が貧しく夜間高校だった。昼間の大学に憧れ、やっと横浜市大に入

った。奨学金を貰い、家庭教師をしながら、大学を卒業した。私大なみの授業料になれば、

市大にくる学生はいなくなるだろう。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
卒業生の意見 
 私の同期の友人は、「横浜市立大学を考える市民の会」の副代表であり、学長にも信頼さ

れた。ごく小人数で学長に個人的に会い、卒業生の意見を伝えた。私の意見も友人から学

長に伝えられたようである。学長は一つ一つうなづくようにしていたというが、何一つ改

革案には盛り込まれなかった。学長は、度重なる「改革推進委員会」にも必ず出席してい

たようだが、それだけのことだった。積極的にリーダシップを発揮することもなければ、

その力もなかったようである。自分を学長に選んでくれた教授会、教員から批判され、即

時辞任を求める声明も出された。大学を守ることもできず、同僚の生活を守ることもでき

ない。みんなに喜んでもらえる学長らしいことができない。改革案もいやいやしぶしぶ作

ったのではないだろうか。精神的にストレスの多い仕事だったろう。気の毒といえば気の

毒である。友人の学長に対する感想も好意的だった。もともと学者だから、不得手な分野、

仕事だったようである。 
※友人は、「学長は最初の出発点で方向を間違えた」という。『「あり方懇」の答申が発表さ

れ、回答を求められたとき、学長は「大学の将来に関わる大きな問題であり、私の一存で

は返事ができない。大学の教授会の意見を聞いて回答したい」とすべきだった。教授会で

選ばれ、学長になった以上当然である。その過程を省き、「あり方懇」の答申を最大限に尊

重しながら、大学改革を進めたい」といきなり即答してしまった。それがそもそも誤りで

ある。交渉ごとの基本をしらない。最初から全面降伏していては勝負にならない』という。 
※ 都立大学でも同様の大学改革が進められている。石原都政の中、「貧すれば鈍する」で

乱暴な大学改革案が発表されているが、都立大学学(総)長はその改革案に身をもって抵抗し
ているという。 私の学生のころにも市大改革の動きがあったが、当時の前田学長は、横

浜市大を守るために獅子奮迅の活動をした。残念ながら、現在の横浜市大学長は、獅子奮

迅の活動の方向を間違えたようである。 
 ※都立大学改革では、新大学への「移行」ではなく、設置者（都知事）権限による現行

４大学の「廃止」と新大学の「設立」であるとしている。横浜市大も今までの大学とまっ

たく異なる大学を目指している点で同様である。「横浜市立大学の新たな大学像」は、形は、

継続としているが、実質的には、現行大学の「廃止」と新大学の「設立」である。総合大
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学を廃止し、単科大学を設立する。ユニバーシティを廃止し、カレッジを設立する。これ

が、横浜市立大学の新たな大学像である。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 結局、「横浜市立大学の新たな大学像について」と称する改革案は、教員不在、学生不在、

卒業生不在の中で市長の顔色を見ながら、職務に忠実な職員が中心となって作成された。 
市長の意を体して作られた改革案であるから、市長が評価するのも当然である。しかし、

およそ欺瞞に満ちた大学縮小の改革案である。職務に忠実な職員であっても大学改革に知

識、経験、哲学をもつ職員ではない。いろんなところから材料を集め、つぎはぎしながら

もっともらしい案を作る。見る人が見れば支離滅裂である。学者が大勢参加していてもお

よそ論理的でない。職員は、2、3年すれば、転勤して行く。後は野とれ、山となれである。 
職員功なって、大学は潰れる。それが職員つまり公務員の仕事の仕方である。 
 大学は決して単独では存在しない。学生を送りこむ高校があり、学生を受け入れる社会

がある。高校や社会の存在を無視して改革案は作られた。高校や社会の存在を無視すれば、

高校や社会から無視されるのも当然である。いたるところ欺瞞に満ちた美辞麗句で粉飾さ

れているおよそ見識の低い作文である。本音は経費の大幅削減だからである。「兵は拙速を

尊ぶ」というが、大学問題は、時代の変化を見据え、長期的展望の中で慎重に検討されね

ばならない。しかし、改革の実績づくり・パフォーマンスに執心の市長のペースでことは

進められたことさらに大学改革を大きく取上げ、問題視した。赤字でないないものを赤字

とし、過大な数字をマスコミに発表した。市長の意思を踏まえた「あり方懇」の答申では、

大学制度を無視した非常識な答申をした。すべてはパフォーマンス、スタンドプレイであ

り、マスコミ受けを狙っている。今回の「横浜市立大学の新たな大学像について」と称す

る改革案は、この「あり方懇」の答申そのものである。 
 小川学長、馬場同窓会長も体制側として無批判に行政主導の改革案に賛同している。「長

いものには巻かれろ」とする権力迎合型の対応に終始した。しかし、受験生、予備校では

すでに受験、推薦の対象から外しつつあるという。企業も何が専門かわからないような大

学に対し懸念を感じているようである。短期的に通用する場合があるかもしれないが、い

ずれ馬脚をあらわすだろう。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
終わりに 
※ 同窓会長も、私のホームページを見ることがあるらしい。友人を介して、「過激なこと

をいうな」と伝えられた。しかし、その判断には疑問がある。市長の「開国と改革は、横

浜から」というキャッチフレーズの犠牲になる大学改革を阻止しようとする動きは、まっ

たくしなかった。企業経営ではワンマン経営で成果を挙げたようだが、同窓会でもワンマ

ンだった。事実や情報を正確に同窓生に伝え、その意見を集約する努力を一切しなかった。 
「見ざる、言わざる、聞かざる」を決めこみ、出身の商学部教授会の意見も無視した。学

部の統廃合、大学教員や研究費の大幅削減、大学院の縮小など問題の多い教育研究体制の

改革にも何の発言もしなかった。「横浜市立大学を考える市民の会」の活動も無視した。 
 同窓会の会長だからといってそれほどえらいわけではない。単なる大学同窓会のまとめ

役に過ぎない。しかし、同窓生が会って話しをしようとしても会うことをしなかった。同

窓生はすべて対等のはずである。自分の会社の社員ではない。しかし、同窓生を見下した
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態度をとった。現実を直視し、同窓生の声を代弁しようともしなかった。むしろ大きな声

を張り上げ、強圧的に同窓生の声を抑えた。そして市長のスタンドプレイに同調した。そ

の結果が、この「横浜市立大学の新たな大学像について」と称する改革案になった。 
  ※なお、これで私の「横浜市大改革についての論考？」は終了とします。本当は、こ

の文を書くつもりはなかった。「過激なことをいうな」といわれて、つい書いてしまった。

「それで黙ってしまった」といわれては男が廃るではないか。いうべきことはいったし、

後輩に対する責任も果した。後は歴史の判断にゆだねることにしたい。また皆さんの判断

にもゆだねたい。つたない過激な文章をお読みいただいた皆さんに厚く感謝します。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 9号 
  2003年 12月 5日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 9, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 
「横浜市立大学の新たな大学像」に反対し小川学長の責任を問う声明 

平成 15年 11月 28日 
 横浜市立大学名誉教授・教授等有志 

去る 10 月 29 日小川学長は、中田市長に対して「横浜市立大学の新たな大学像」を提出し
た。この案は大学案の形を取っているものの、その作成は教員７名、事務局員７名というごく少

数の委員からなる「横浜市立大学改革推進・プラン策定委員会幹事会」で秘密裏に行われたもの

であり、大学の総意によるものではない。このことは、改革推進・プラン策定委員会や評議会で

多くの反対意見が出され紛糾を重ねたことや、各教授会、あるいは、教員組合や教員有志の度重

なる意見表明から明白である。 
   そもそも大学の将来という重要な事柄が、教授会の関与を排して進められたこと自体学校教
育法に抵触しかねないものであり、民主主義の原則に反するものである。行政と大学との協調と

緊張という正しい関係が採れず、管理職職員とごく一部の教員によって非民主的に作成された今

回の案は、いずれ大学の解体につながるものであり、この案の作成過程と内容が「学問の自由」、

「大学の自治」を否定した悪例として全国に残ることを自覚しなければならない。 
   この案の内容自身もあまりに問題が多いと言わざるを得ない。そもそも、この案の立脚して
いる「プラクティカルなリベラルアーツ」なる概念が不明確であり、むしろ、形容矛盾である。

この案は、単に「あり方懇」の答申を精査し具体化しただけであって、まったく大学の主体性に

かけるものである。 
  しかも、あり方懇答申の出発点となった財政上の問題の解決につながるものとも、とうてい
思われない。その理由は、 
１． 理学部を理工学府に改組することは、むしろ費用の増加につながる。 
２． 教員全員に任期をつけ、年俸制とすることは、人件費の大幅な増加を意味する。 
 教員は、等価な報酬であれば、任期のない大学、研究費の保証される大学に転職するのは当然

であるから、この大学像による大学では通常を大幅に上回る給与を支給しなければならない。ま

た、直接に教員の待遇や年俸を決定するに耐えるような公正な評価を行うためには、広い専門に

わたる教員に対して複数の評価委員を委嘱する必要が生じ、その費用は相当な額になる。 
 その一方で、わずかな出費を押さえることにしかならない、 
１． 一部を除いての博士課程の廃止 
２． 教職課程などの廃止 
３． 個人研究費の廃止 
４． 研究所の廃止 
などが謳われているが、これらは大学の魅力を大きく殺ぐものであり、市民の要望にも合致しな

い。大学の教育が研究を基盤としていることを忘れては、魅力ある大学どころか、凡庸な大学に

すらなりえない。 
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  ３学部を１学部に統合することも、学部間の垣根を低くすることが目的であるとされている
が、それは３学部のままでも十分可能なことであり、本来の狙いは別なところにあるのではない

かと思われる。すなわち、大幅な縮小である。学生数や教員数の規模について、触れられていな

いこの案では、この点も明らかにならず憶測を生むばかりである。また、そのカリキュラム・コ

ース案は、理工系を「IT」、「バイオ」、「ナノテク」とするとした点に見られるように、近視眼
的な実用主義教育であり、総合的な基礎教育と基礎研究を軽視している。このように時代の流行

のみを考慮したコース設定は、それゆえにすぐに時代遅れとなり社会の要請に応えるものともな

らない。基礎研究があってこそ応用研究が有り得ることは、「環境ホルモン」の問題において市

大自身が身を持って体験したことであった。 
  長い歴史によって得られて来た「学問の自由」、「大学の自治」は、変化の激しい現在の社会
であっても、大学が大学であることの根幹をなすものであることに変わりはない。もちろん、こ

のことは現在の大学の自治に問題がないことを意味するのではなく、問題解決に向けた改革を進

めることは当然である。しかし、「あり方懇」座長の特異な考え方に基づいて、教員人事システ

ムを専門家集団である教授会から取り上げ、案の言う人事委員会にゆだねるようなことは、別の

大きな弊害を生む恐れが強い。すなわち、権力による大学支配である。理事長と学長を分離する

ことによって、市長が直接理事長を任命し、その理事長が理事を任命し、その理事会で人事委員

を決定するということになると、現実の人事が政治的な要因で左右されることさえ懸念される。 
  また，教員評価制度の項では「「大学から求められた役割をきちんとはたしているか」という
視点が重要」とされているが，これは「学問の自由」を否定するものであり，大学が大学であり

続けるために必要欠くべからざる「批判的精神」を自ら放棄することを意味する。 
これらの観点から、私たちは今回学長から市長に提出された「横浜市立大学の新たな大学像」に

強く反対する。この案の作成責任者である小川学長は、まず教職員学生に対して、そして市民に

対して、この案によって本当に市民の求める「魅力ある大学」が創られることになるのか、納得

できる説明をする義務がある。 
  くしくも、創立７５周年を迎えたこの時期に、大学破壊とも言えるような大学改革案を作成
した小川学長は、その責任を明確にすべきものと考える。 
 

横浜市立大学名誉教授・教授等有志 
代表：名誉教授 伊豆利彦 教授 矢吹 晋 

賛同者：(2003年 12月 12日現在) 
名誉教授等 中川淑郎 石井安憲 吉川智教 平塚久裕 田中正司 宮崎忠克  
相原 光 森 俊夫 多賀保志 内山守常 神田文人 佐藤経明 伊東昭雄  

岩波洋造 山極 晃 秋枝茂夫 今井清一 中神祥臣 蟹澤成好 越智 昇 浅野 洋 
教授等 吉岡直人 笹隈哲夫 一楽重雄 佐藤真彦 永岑三千輝 三谷邦明  
松井道昭 川浦康至 市田良輔 石川幸志 山根徹也 桑江一洋 鈴木正夫  

上杉 忍 倉持和雄 影山摩子弥 唐澤一友 加固理一郎 
 本宮一男 平 智之 今谷 明 藤川芳朗 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 10号 
  2003年 12月 10日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 10, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 『自作自演の茶番劇』：03/12/01 

横浜市が“大学側”改革案の全面的受け入れを表明 
http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031204chaban.htm  

2003 年 1２月４日 大学院総合理学研究科 佐藤真彦 

 

横浜市は，去る 10 月 29 日に小川恵一学長が中田宏市長へ提出した“大学側”改革案に

対して，これを全面的に受け入れる方針を，12 月 1 日の市議会大学教育委員会における答

弁および記者会見で表明した．翌 12 月 2 日付け各紙報道の見出しには，【独立行政法人化

で 3学部を統合 05 年に横浜市大 市が受け入れ】（神奈川新聞），【横浜市立大改革案 市

がほぼ受け入れ】（毎日新聞 横浜版），【市大の改革案市が受け入れ 教職課程は存続へ】

（朝日新聞 横浜版）とあるi[１]． 

 同時に，市大事務局は公式ホームページii[２]に，記者発表資料（「市立大学改革案に対す

る設置者（横浜市）の基本的な考え方について」iii[３]）を掲載した． 

 “コワモテ”で鳴る石原慎太郎知事による，東京都立４大学に対する有無を言わさぬ強

権的な“改革”（大学解体・破壊）iv[４]に比べると，“市民派”中田市長のソフトさ・寛容ぶ

りが際だっているように見えるが，この横浜市大改革も，その実態は，都立４大学の場合

と同様の，凄まじい大学解体・破壊であり，市長と市大事務局が主導した“自作自演の茶

番劇”であることが，その経緯を見れば歴然となる． 

 すなわち，中田市長は，昨年の 9月に，私的諮問機関である「あり方懇談会」v[５]を立ち

上げ（02-9-3），座長の橋爪大三郎氏（東工大教授）vi[６]に市長・事務局の意向に沿った答

申を出させた（03-2-27）．この準備の後，市長メッセージ「改学宣言」（03-5-7）vii[７]を受

けた“大学側”委員会（「プロジェクトR委員会」）を発足（03-5-14）させて，“「あり方懇

答申」を踏まえ，かつ，独立行政法人化を前提に”というがんじがらめの枠をはめて，“大

学側”に改革案を検討させた．実際には，最終的に市に提出された改革案（03-10-29）は，

「プロジェクトR委員会」の“幹事会”viii[８]において，学長をはじめとする少数の“積極的

擦り寄り派”教員が，事務局の主導と圧力のもとに秘密裏に，学内の多くの反対意見ix[９]を

押しきって，事務局と協同で作成したものである． 

横浜市は，“大学側”改革案を受け取った後，1 ヶ月間ほどかけて“精査”し，おそらく

市議会対策上の配慮から，教職課程廃止を撤回する“度量”を示した上で，“大学側”改革

案の全面的受け入れを表明したわけである． 

小川学長によれば，この改革案に対し，“市長からあたたかい言葉をいただき”，前田正

子副市長（横浜市 大学改革推進本部長）からも“今まで，6年かけてもできなかったこと

を現学長がやった．反対を乗り越えてまとめた．それを尊重して，やって行きたい．”と絶

賛されたという（市議会大学教育委員会 03-11-11，14）x[１０]． 

 これを，“自作自演の茶番劇”と呼ばずに，何と呼べばよいのか． 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  
i[１] http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031202houdou.pdf  
2003年 12月 2日付け新聞各紙の報道 
 
ii[２]  http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/page142.html  
"欺瞞の象徴"「横浜市大公式ホームページ」と事務局によるネットワークシステムの"無法
乗っ取り"を糾弾する 03-7-3 
 
iii[３] 
http://www.yokohama-cu.ac.jp/daigakukaikaku/daigaku/daigaku_kaikaku/kangaekata.
html
市立大学改革案に対する設置者の基本的な考え方 03-12-1 
 
iv[４] http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/index.html  
都立の大学を考える都民の会ホームページ 
 
v[５] http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/taira021209.htm  
第 3回「市大あり方懇」傍聴記－池田理事・橋爪座長の議事引回しを許さず，民主的・公
正な運営と討論を求める－02-12-9 
 
vi[６] http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/page033.html  
学問の自由と大学の自治の敵，橋爪大三郎「あり方懇」座長の危険性 02-12-11 
 
vii[７] http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/giman030514.htm  
ようやく公開された『部外秘資料』と市長メッセージ『改学宣言』の欺瞞性 03-5-14 
 
viii[８]  http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030815katamari.htm  
“欺瞞の塊り”「プロジェクトＲ」03-８-15 
 
ix[９] http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030830goyohearing.htm  
“御用”ヒアリング：たった１５分の意見聴取で済ませて，強行突破する積もりか 03-８-30 
 
x[１０]  http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031118shikai-houkoku.htm  
教員組合：横浜市会大学教育委員会報告ほか 03-11-18 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 11号 
  2003年 12月 23日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 11, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

小川恵一学長への手紙 2003.12.22 

理学部 一楽重雄   

小川恵一先生 
先日は、総合理学での「対話集会」ご苦労様でした。実質的に先生の辞任を求める声明

の署名者は、現時点で、名誉教授等２１名、教授等２４名となりましたので、ご報告致し

ます。これからも、徐々にではあっても、増えてゆくものと思います。 
さて、先日は、伝え聞くところによると、大学改革推進本部の動きを、小川先生には評

議会当日まで知らされていなかったとのこと。まったく、市は学長を軽視しているのでは

ないでしょうか。教育の中味までを市が決定するということ、これは「大学の自治の侵害」

そのものではないでしょうか。先日の対話集会で、「自治の侵害には、身を挺して守る」と

おっしゃたのはどなたでしょうか。ぜひとも、実行して頂きたいと思います。 
今、先生が「身を挺する」とは、「辞職」しかありません。 

これが、恐らく、先生のお名前が後世に恥辱にまみれたものとならない最後のチャンスか

と思います。もちろん、先生が自分の意志を貫けないのは心残りと思いますが、このまま

では市は小川先生の立場もまったく考えず、どんどん、突っ走るだけであることは明白で

す。多少の抵抗をしても、貪欲な権力者には意味はありません。「身を挺する」ことが、必

要なときが来たのです。どうか、ご家族ともご相談され、賢明な判断をされることをお願

い致します。 
理学部 一楽重雄 

********************************************************************* 
「横浜市立大学の新たな大学像」に反対し小川学長の責任を問う声明 

平成 15年 11月 28日 
 去る 10 月 29 日小川学長は、中田市長に対して「横浜市立大学の新たな大学像」を提出
した。この案は大学案の形を取っているものの、その作成は教員７名、事務局員７名とい

うごく少数の委員からなる「横浜市立大学改革推進・プラン策定委員会幹事会」で秘密裏

に行われたものであり、大学の総意によるものではない。このことは、改革推進・プラン

策定委員会や評議会で多くの反対意見が出され紛糾を重ねたことや、各教授会、あるいは、

教員組合や教員有志の度重なる意見表明から明白である。 
 そもそも大学の将来という重要な事柄が、教授会の関与を排して進められたこと自体学

校教育法に抵触しかねないものであり、民主主義の原則に反するものである。 
 行政と大学との協調と緊張という正しい関係が採れず、管理職職員とごく一部の教員に

よって非民主的に作成された今回の案は、いずれ大学の解体につながるものであり、この

案の作成過程と内容が「学問の自由」、「大学の自治」を否定した悪例として全国に残るこ
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とを自覚しなければならない。 
 この案の内容自身もあまりに問題が多いと言わざるを得ない。そもそも、この案の立脚

している「プラクティカルなリベラルアーツ」なる概念が不明確であり、むしろ、形容矛

盾である。この案は、単に「あり方懇」の答申を精査し具体化しただけであって、まった

く大学の主体性にかけるものである。 
 しかも、あり方懇答申の出発点となった財政上の問題の解決につながるものとも、とう

てい思われない。その理由は、 
１． 理学部を理工学府に改組することは、むしろ費用の増加につながる。 
２． 教員全員に任期をつけ、年俸制とすることは、人件費の大幅な増加を意味する。 
 教員は、等価な報酬であれば、任期のない大学、研究費の保証される大学に転職するの

は当然であるから、この大学像による大学では通常を大幅に上回る給与を支給しなければ

ならない。また、直接に教員の待遇や年俸を決定するに耐えるような公正な評価を行うた

めには、広い専門にわたる教員に対して複数の評価委員を委嘱する必要が生じ、その費用

は相当な額になる。 
 その一方で、わずかな出費を押さえることにしかならない、 
１． 一部を除いての博士課程の廃止 
２． 教職課程などの廃止 
３． 個人研究費の廃止 
４． 研究所の廃止 
などが謳われているが、これらは大学の魅力を大きく殺ぐものであり、市民の要望にも合

致しない。大学の教育が研究を基盤としていることを忘れては、魅力ある大学どころか、

凡庸な大学にすらなりえない。 
 ３学部を１学部に統合することも、学部間の垣根を低くすることが目的であるとされて

いるが、それは３学部のままでも十分可能なことであり、本来の狙いは別なところにある

のではないかと思われる。すなわち、大幅な縮小である。学生数や教員数の規模について、

触れられていないこの案では、この点も明らかにならず憶測を生むばかりである。また、

そのカリキュラム・コース案は、理工系を「IT」、「バイオ」、「ナノテク」とするとした点
に見られるように、近視眼的な実用主義教育であり、総合的な基礎教育と基礎研究を軽視

している。このように時代の流行のみを考慮したコース設定は、それゆえにすぐに時代遅

れとなり社会の要請に応えるものともならない。基礎研究があってこそ応用研究が有り得

ることは、「環境ホルモン」の問題において市大自身が身を持って体験したことであった。 
 長い歴史によって得られて来た「学問の自由」、「大学の自治」は、変化の激しい現在の

社会であっても、大学が大学であることの根幹をなすものであることに変わりはない。も

ちろん、このことは現在の大学の自治に問題がないことを意味するのではなく、問題解決

に向けた改革を進めることは当然である。しかし、「あり方懇」座長の特異な考え方に基づ

いて、教員人事システムを専門家集団である教授会から取り上げ、案の言う人事委員会に

ゆだねるようなことは、別の大きな弊害を生む恐れが強い。すなわち、権力による大学支

配である。理事長と学長を分離することによって、市長が直接理事長を任命し、その理事

長が理事を任命し、その理事会で人事委員を決定するということになると、現実の人事が

政治的な要因で左右されることさえ懸念される。 
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 また，教員評価制度の項では「「大学から求められた役割をきちんとはたしているか」と

いう視点が重要」とされているが，これは「学問の自由」を否定するものであり，大学が

大学であり続けるために必要欠くべからざる「批判的精神」を自ら放棄することを意味す

る。これらの観点から、私たちは今回学長から市長に提出された「横浜市立大学の新たな

大学像」に強く反対する。この案の作成責任者である小川学長は、まず教職員学生に対し

て、そして市民に対して、この案によって本当に市民の求める「魅力ある大学」が創られ

ることになるのか、納得できる説明をする義務がある。 
 くしくも、創立７５周年を迎えたこの時期に、大学破壊とも言えるような大学改革案を

作成した小川学長は、その責任を明確にすべきものと考える。 
 
横浜市立大学名誉教授・教授等有志  代表：名誉教授 伊豆利彦 教授 矢吹 晋 
 呼びかけ人：中川淑郎 田中正司 蟹澤成好 一楽重雄 永岑三千輝 鈴木正夫 
賛同者（12月 18日現在）： 
名誉教授等(21 名) 石井安憲 吉川智教 平塚久裕 宮崎忠克 相原 光 森 俊夫 多
賀保志 内山守常 神田文人 佐藤経明 伊東昭雄 岩波洋造 山極 晃  
秋枝茂夫 今井清一 中神祥臣 浅野 洋 
教授等(24名) 吉岡直人 笹隈哲夫 佐藤真彦 三谷邦明 松井道昭 川浦康至  
市田良輔 石川幸志 山根徹也 桑江一洋 上杉 忍 倉持和雄 影山摩子弥  
唐澤一友 加固理一郎 本宮一男 古川隆久 平 智之 今谷 明 藤川芳朗 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camellia News No.11, December 23, 2003.                  3 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 12号 
  2004年 2月 1日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 12, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

横浜市立大学の改革案に反対する数学者の声明 

平成１６年 X月 Y日(準備中です) 
 
 私たち数学者は、先般明らかにされた横浜市立大学の改革案（「横浜市立大学の新たな大学像」、

以下「大学像」）には基礎学問の研究に携わる数学者として看過出来ない問題が多々あり、この

案が実行されればひとり市大の問題でなく日本の大学の在り方に負の影響を与えることは必至

と考え、ここに反対の意志を表明します。 
 「大学像」には、数理科学科をひきつぐものと考えられる「数理情報コース」の理念・内容と

して次のように書かれています。 
 「数理科学と情報科学の基礎学問を教育し、ＩＴ技術やシミュレーション等に習熟した人材の

育成を行う数理情報コースを置く。」「数理科学の基礎理論や情報理論の教育を行い、ＩＴ・計算

機、シミュレーションなどを支える現代社会の情報技術を含む、基盤科学技術の基礎を担う人材

を育成する。」 
これ以上の詳しい内容はまったく書かれていませんが、これを文字通りに読めば、これまで市大

の数理科学科が果たして来た数学という基礎学問の研究教育とは相当異質である「ＩＴ・計算機、

シミュレーション」などを教育することとなり、これまでの伝統を引き継ぐものとはなっていま

せん。 
決して大規模ではありませんが、これまで実業界や教育界に多くの人材を供給してきたことに加

え、いくつかの世界的な数学研究を生み出し、数学者の養成という意味でも数学界に一定の貢献

をしてきた市大の伝統がここで打ち切られることになるとすれば、これは日本のいや世界の数学

界にとって惜しむべきことです。 
  また、研究費については、次のように記述されています。 
「研究は、外部資金を獲得して行う。」「一方、大学の経費を原資とする研究費は、大学が地域貢

献や若手人材育成等必要と認めた場合、競争的資金として効果的に活用する。」 
 これでは、数学研究のような基礎学問の研究を続けていくことは出来ません。数学研究は紙と

鉛筆だけで出来るわけではありません。学術雑誌という媒体を通し、あるいは、直接の研究集会

を通して、世界の研究が交流することによって初めて学問の発展があることは、実際に数学研究

に携わっている我々にとっては自明のことです。また、数学のように直接の応用を目的としてい

ない研究に対して外部資金を獲得することは非常に困難です。もしも、この案が実行されれば、

実際に学術雑誌や学術書の購入が不可能となり数理科学の研究はまったく不可能となるでしょ

う。 
 およそ、大学での研究は非常に専門性の高いものであり、数理科学もその例外ではありません。

案が示すように非専門家が多数入った人事委員会で選考などの人事を行うとすれば、仮に意図的
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でなくとも、専門的な観点からは不適当な人事が行われる可能性が生じます。しかも、横浜市は

すでに「学長と理事長の分離」を既成事実として理事長予定者を発表しました。大学を独立法人

にすることと学長と理事長を分離することは、これから市会で議論することがらであり、このふ

たつが決定してから理事長の決定が行われるのが筋です。このように先走った行為は市民の代表

たる市会を軽視するものであり、まさに、大学を行政が不当に支配する恐れを感じさせるもので

す。公立大学においても、学問の自由を担保するための教授会の自治は尊重されなければなりま

せん。国立の独立行政法人大学と同様、実質的な選考は各教授会で行い、研究評議会で承認する

という体制とすることが必要です。 
 また、「新たな大学像」では「原則として全教員を対象として任期を定めて任用する制度とす

る」とし、教員全員の任期制を取るとしています。さらに、給与については「年俸制」を謳って

います。 
 あらゆる学問研究が精神の集中を必要とすることは言うまでもありませんが、とりわけ、数学

研究のように頭脳を研究に集中させ、それを持続し続けることによってしか研究成果を得ること

が出来ない学問分野にあっては、自分の待遇や任期について神経を取られることは研究にとって

致命的な障害となり得るものです。流動性を確保するために、一部の限られたポストに任期制や

年俸制を導入することは、大学教員の任期法の趣旨にも合致し意味のあるものですが、全教員を

対象として任期制を採用することは、上に述べた理由に加え、継続的な大学運営に責任を持つ体

制がとれない恐れもあり、大変乱暴な構想であると言わざるを得ません。このように教員の身分

を不安定化することは，非専門家による人事とあいまって，行政による大学支配が現実のものと

なる恐れが強く懸念されます。 
 
 以上の理由により、私たちは横浜市大の改革案を根本から再検討することを要望するものです。 
 
数学者有志 （現在 74名） 
呼びかけ人(21名)： 
玉野研一（横浜国立大学）、松本幸夫（東京大学）、中神祥臣（日本女子大学）、鈴木俊夫（山梨

大学）、志賀徳造（東京工業大学）、秋山茂樹（新潟大学）、高野恭一（神戸大学）、飯高茂（学習

院大学）、平野載倫（横浜国立大学）、津久井康之（専修大学）、今野紀雄（横浜国立大学）、黒木

哲徳（福井大学）、坂内英一（九州大学)、北田泰彦（横浜国立大学）、野崎昭弘（大妻女子大）、
山口孝男(筑波大学)、小林一章（東京女子大学）、樋口保成（神戸大学）、松本堯生（広島大学）、
白岩謙一（名古屋大学名誉教授）、佐藤文広（立教大学理学部） 
 
賛同者（53名）： 
保倉理美（福井大学）、稲葉尚志（千葉大学）、福原真二（津田塾大学）、増島高敬（自由の森学

園・和光学園）、井上尚夫（熊本大学）、浅田明（Freelance Mathematician）、柳原二郎（千葉
大学名誉教授）、楫元（早稲田大学）、石村隆一（千葉大学）、土屋信雄（桐蔭横浜大学）、岡部恒

治（埼玉大学）、浪川幸彦（名古屋大学）、植野義明（東京工芸大学）、辻下徹（北海道大学）、二

木昭人(東京工業大学)、関本年彦（成城大学）、瀬山士郎（群馬大学）、一山稔之（亜細亜大学）、
大森英樹（東京理科大学）、吉田正章（九州大学）、坂内悦子（九州大学）、千原浩之（東北大学）、

大貫義郎（名古屋大学名誉教授）、西山豊（大阪経済大学）、西川青季（東北大学）、片瀬潔（学
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習院大学）、風間英明（九州大学）、田口雄一郎（九州大学）、宮崎直哉（慶應義塾大学）、木村良

夫(神戸商科大学)、浅野洋（神奈川大学）、宮川鉄朗（金沢大学）、前田定宏(島根大学)、隅山孝
夫(愛知工業大学)、渡辺敬一(日本大学)、横山良三(大阪教育大学)、池田敏春(九州工業大学)、西
田康二（千葉大学)、坂本隆則(福岡教育大)、牟田正憲(九州産業大学)、吉川通彦(元島根大学)、
三輪拓夫(島根大学)、河部裕子（桐蔭横浜大学）、西森敏之（北海道大学）、深谷賢治（京都大学
理学研究科）、佐藤篤之（明治大学）、黒木玄（東北大学）、藤井道彦（京都大学）、中屋敷厚（九

州大学）、谷口良明(西日本工業大学)、松本重則（日本大学）、森 真（日本大学）、松山善男（中
央大学） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camellia News No.12, February 1, 2004.                  3 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 12号 
  2004年 2月 1日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 12, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

横浜市立大学の改革案に反対する数学者の声明 

平成１６年 X月 Y日(準備中です) 
 
 私たち数学者は、先般明らかにされた横浜市立大学の改革案（「横浜市立大学の新たな大学像」、

以下「大学像」）には基礎学問の研究に携わる数学者として看過出来ない問題が多々あり、この

案が実行されればひとり市大の問題でなく日本の大学の在り方に負の影響を与えることは必至

と考え、ここに反対の意志を表明します。 
 「大学像」には、数理科学科をひきつぐものと考えられる「数理情報コース」の理念・内容と

して次のように書かれています。 
 「数理科学と情報科学の基礎学問を教育し、ＩＴ技術やシミュレーション等に習熟した人材の

育成を行う数理情報コースを置く。」「数理科学の基礎理論や情報理論の教育を行い、ＩＴ・計算

機、シミュレーションなどを支える現代社会の情報技術を含む、基盤科学技術の基礎を担う人材

を育成する。」 
これ以上の詳しい内容はまったく書かれていませんが、これを文字通りに読めば、これまで市大

の数理科学科が果たして来た数学という基礎学問の研究教育とは相当異質である「ＩＴ・計算機、

シミュレーション」などを教育することとなり、これまでの伝統を引き継ぐものとはなっていま

せん。 
決して大規模ではありませんが、これまで実業界や教育界に多くの人材を供給してきたことに加

え、いくつかの世界的な数学研究を生み出し、数学者の養成という意味でも数学界に一定の貢献

をしてきた市大の伝統がここで打ち切られることになるとすれば、これは日本のいや世界の数学

界にとって惜しむべきことです。 
  また、研究費については、次のように記述されています。 
「研究は、外部資金を獲得して行う。」「一方、大学の経費を原資とする研究費は、大学が地域貢

献や若手人材育成等必要と認めた場合、競争的資金として効果的に活用する。」 
 これでは、数学研究のような基礎学問の研究を続けていくことは出来ません。数学研究は紙と

鉛筆だけで出来るわけではありません。学術雑誌という媒体を通し、あるいは、直接の研究集会

を通して、世界の研究が交流することによって初めて学問の発展があることは、実際に数学研究

に携わっている我々にとっては自明のことです。また、数学のように直接の応用を目的としてい

ない研究に対して外部資金を獲得することは非常に困難です。もしも、この案が実行されれば、

実際に学術雑誌や学術書の購入が不可能となり数理科学の研究はまったく不可能となるでしょ

う。 
 およそ、大学での研究は非常に専門性の高いものであり、数理科学もその例外ではありません。

案が示すように非専門家が多数入った人事委員会で選考などの人事を行うとすれば、仮に意図的
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でなくとも、専門的な観点からは不適当な人事が行われる可能性が生じます。しかも、横浜市は

すでに「学長と理事長の分離」を既成事実として理事長予定者を発表しました。大学を独立法人

にすることと学長と理事長を分離することは、これから市会で議論することがらであり、このふ

たつが決定してから理事長の決定が行われるのが筋です。このように先走った行為は市民の代表

たる市会を軽視するものであり、まさに、大学を行政が不当に支配する恐れを感じさせるもので

す。公立大学においても、学問の自由を担保するための教授会の自治は尊重されなければなりま

せん。国立の独立行政法人大学と同様、実質的な選考は各教授会で行い、研究評議会で承認する

という体制とすることが必要です。 
 また、「新たな大学像」では「原則として全教員を対象として任期を定めて任用する制度とす

る」とし、教員全員の任期制を取るとしています。さらに、給与については「年俸制」を謳って

います。 
 あらゆる学問研究が精神の集中を必要とすることは言うまでもありませんが、とりわけ、数学

研究のように頭脳を研究に集中させ、それを持続し続けることによってしか研究成果を得ること

が出来ない学問分野にあっては、自分の待遇や任期について神経を取られることは研究にとって

致命的な障害となり得るものです。流動性を確保するために、一部の限られたポストに任期制や

年俸制を導入することは、大学教員の任期法の趣旨にも合致し意味のあるものですが、全教員を

対象として任期制を採用することは、上に述べた理由に加え、継続的な大学運営に責任を持つ体

制がとれない恐れもあり、大変乱暴な構想であると言わざるを得ません。このように教員の身分

を不安定化することは，非専門家による人事とあいまって，行政による大学支配が現実のものと

なる恐れが強く懸念されます。 
 
 以上の理由により、私たちは横浜市大の改革案を根本から再検討することを要望するものです。 
 
数学者有志 （現在 74名） 
呼びかけ人(21名)： 
玉野研一（横浜国立大学）、松本幸夫（東京大学）、中神祥臣（日本女子大学）、鈴木俊夫（山梨

大学）、志賀徳造（東京工業大学）、秋山茂樹（新潟大学）、高野恭一（神戸大学）、飯高茂（学習

院大学）、平野載倫（横浜国立大学）、津久井康之（専修大学）、今野紀雄（横浜国立大学）、黒木

哲徳（福井大学）、坂内英一（九州大学)、北田泰彦（横浜国立大学）、野崎昭弘（大妻女子大）、
山口孝男(筑波大学)、小林一章（東京女子大学）、樋口保成（神戸大学）、松本堯生（広島大学）、
白岩謙一（名古屋大学名誉教授）、佐藤文広（立教大学理学部） 
 
賛同者（53名）： 
保倉理美（福井大学）、稲葉尚志（千葉大学）、福原真二（津田塾大学）、増島高敬（自由の森学

園・和光学園）、井上尚夫（熊本大学）、浅田明（Freelance Mathematician）、柳原二郎（千葉
大学名誉教授）、楫元（早稲田大学）、石村隆一（千葉大学）、土屋信雄（桐蔭横浜大学）、岡部恒

治（埼玉大学）、浪川幸彦（名古屋大学）、植野義明（東京工芸大学）、辻下徹（北海道大学）、二

木昭人(東京工業大学)、関本年彦（成城大学）、瀬山士郎（群馬大学）、一山稔之（亜細亜大学）、
大森英樹（東京理科大学）、吉田正章（九州大学）、坂内悦子（九州大学）、千原浩之（東北大学）、

大貫義郎（名古屋大学名誉教授）、西山豊（大阪経済大学）、西川青季（東北大学）、片瀬潔（学
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習院大学）、風間英明（九州大学）、田口雄一郎（九州大学）、宮崎直哉（慶應義塾大学）、木村良

夫(神戸商科大学)、浅野洋（神奈川大学）、宮川鉄朗（金沢大学）、前田定宏(島根大学)、隅山孝
夫(愛知工業大学)、渡辺敬一(日本大学)、横山良三(大阪教育大学)、池田敏春(九州工業大学)、西
田康二（千葉大学)、坂本隆則(福岡教育大)、牟田正憲(九州産業大学)、吉川通彦(元島根大学)、
三輪拓夫(島根大学)、河部裕子（桐蔭横浜大学）、西森敏之（北海道大学）、深谷賢治（京都大学
理学研究科）、佐藤篤之（明治大学）、黒木玄（東北大学）、藤井道彦（京都大学）、中屋敷厚（九

州大学）、谷口良明(西日本工業大学)、松本重則（日本大学）、森 真（日本大学）、松山善男（中
央大学） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 13 号 
  2004 年 2 月 17 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 13, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

『東京新聞』2004 年 2 月 16 日｢特報｣欄 

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040216/mng_____tokuho__000.shtml

『改革』に揺れる横浜市立大 

学部統合 全教員の任期制 研究費ゼロ 

 横浜市の財政難を理由に、来年４月から独立法人化される横浜市立大学（小川恵

一学長）が揺れている。中田宏市長が打ち出した改革案は、全教員の任期・年俸制、

複数学部の１学部統合などで、石原知事が進める都立大改革とほぼ同じだ。「研究

費はゼロ」になり、教養教育大学に衣替えする方針という。「学問の自由」の危機と、

首都圏の大学教授らが“共闘”で反対する改革案だが…。 （藤原正樹記者） 

■１３大学の教授結集 

 

 「中田市長の諮問委員会『横浜市立大学のあり方懇談会』は昨年二月、『千百四十

億円の累積負債を抱えた市大が現状のまま存続する道は考えられない』との答申を

出した。これに対し、『そのほとんどは病院建設など市民ニーズを満たすための市の

投資で、横浜国際競技場と同じ資産』と反論したところ、市長は負債のことを口に出さ

なくなった。 初から『市大改革ありき』で、負債は口実に使われただけだ」 

 「横浜市立大学問題を考える大学人の会」の中心メンバー、関東学院大学の久保

新一教授（国際経済）は憤慨する。 

 同会は、全国で拡大傾向をみせる大学の任期・年俸制などに危機感を抱いた同志

が集まった団体で、十三大学二十六人の教授が集結している。 

 教授らが反対する市大改革案は「各分野の実務の専門家を公募しやすくし、実績主

義を進めて大学教育や研究の質を高める」のが狙いだ。中田市長は「もっと社会から
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評価される大学を目指さないと生き残れない。レベルの高い研究や、市民、産業との

連携に期待したい」と話す。 

 教員の人事制度、経営と教学を分離して理事長の新設など、市大と都立大学の改

革案は酷似しており「改革案を審議する委員会メンバーに厳しいかん口令が敷かれ、

完全な秘密主義な点も同じ」（久保教授）だ。 

■３学部を統合し新体制は２学部 

 

 新都立大学（首都大学東京）では看板学部の人文学部など五学部を一学部に集約

するが、市大改革でも国際文化学部、理学部、商学部を統合し「国際総合科学部」

（仮称）を設置する。そのまま存続する医学部と二学部体制になる。大学校費による

一律な研究費はゼロで、基本的に各教員が外部資金を獲得して研究を行うことを提

案している。 

 市大に十一年間在籍した東京大学の柳沢悠教授（南アジア研究）は「中田市長の

狙い通りにいかないどころか、国内トップレベルの市大の研究を駄目にしてしまう」と

憤る。 

■「トップレベル研究駄目に…」 

 

 「市大は国内のアジア研究をリードしてきた。日本の地方史や地方紙のコレクション

も国内屈指で『庶民の歴史』という視点で独特の学風を築いている。理系でも、発生

生物学の重鎮、浅島誠教授（現・東大教授）が実績を残し、地震学の第一人者、故・

菊地正幸教授（元東大地震研教授）は、横浜市の防災システム策定にも尽力した」 

 ある国立大教授は「国公立大の文・外語・教育系学部の入試偏差値で、市大の国

際文化学部は横浜国立大教育人間学部より上だ。投資価値の高いブランド性があり、

変な改革をして駄目にするなら、私大に売却した方が市大のためになる」と提案する。 

 

■資金かかる医学部抱え学部減で経営悪化予想も 

 

 さらに、二学部体制では経営はより困難になるという。久保教授は「『資金がかかる

医学部は、五学部以上の文系学部収入で支えないと維持できない』というのは、大学

経営上の常識。他の一学部で支えるのは無理」と指摘する。任期・年俸制についても

「その内容は、為政者の意図が反映される人事委員会で決議される。政治的な意味

で意に沿わない大学人の首を切ることができる制度になる」。 

  

 柳沢教授も「学問の自由を保証するには、身分の安定が必須で、大学に任期・年俸

制はなじまない。研究が高度になればなるほど、短期間では成果を出せない。この制

Camellia News No. 13, February 17, 2004.                  2 



度では、早く成果が出る安易な研究を助長する。また、年俸の評価者にすり寄る傾向

が強まり、批判精神が不可欠な学問が死滅する」と切り捨てる。 

  

 「成果主義の印象が強い米国の大学でも、優秀な人材を確保する手段として、教授

には『テニュア』（終身在職権）を与えている。任期・年俸制が全国的に広がると、優秀

な学者が国外に逃げ出すだろう」 

  

 新都立大学は九コースで教授らの公募を実施したが、応募倍率は 高九倍（先月

三十一日締め切り分）だった。柳沢教授は「国公立大教授の公募は百倍程度あって

も不思議でない。任期・年俸制がある大学に、教員を集める魅力がないことを実証す

る数字」と分析する。 

  

 市大関係者によると、新大学残留を希望する教員は少なく、新大学が発足する来年

四月までに九人の教員が他大学移籍を決めている。市大ＯＢで法政大学の宮崎伸光

教授（地方行政）は「ほとんどの教員が、他の大学に移りたくて“隠れＦＡ宣言”してい

る状態」と内情を語る。 

  

■密室で決定 いきなり公表 トップダウン 

 

 公立大学改革の方向性は、設置者の首長の志向が色濃く反映される。宮崎教授は

「市大、都立大の改革内容はほぼ同じで、手法も密室審議でいきなり公表するトップ

ダウン方式だ。中田市長と石原知事の類似性を示している」と指摘する。 

  

 「大衆受けするパフォーマンス的政策を打ち出す点で両者は似ている。反権威主義

で、エリートや学歴に対して強い反発を持っている。両者とも自己を礼賛する者しか評

価しないポピュリズムの権化で、不採算部門の学問・芸術の存在が邪魔になる。その

延長線上に大学改革がある」 

  

 久保教授も「中田市長は市民派を看板に掲げるが、改革案で会見を申し入れても、

会ってくれない。煙たい市民には会わない“えせ市民派”だ。十人十色の意見があっ

てまとまらず、業界団体のない大学が一番、経費削減の標的にしやすかっただけだ」

と悔しがる。 

  

■「現代の新撰組 消えゆく運命」 

 

 「小泉首相、石原知事、中田市長はともに“ネオコン”で、本流エリートになれなかっ

たコンプレックスを政策にぶつける“現代の新選組”といえる。新選組は新しい時代の

先兵にはなれず、消えていく運命だ」 

  

 市大改革案の目標「研究費ゼロで、実践的な教養教育を行う国際教養大学」の背
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景について、久保教授は「従来の労働集約型の産業構造から知識集約型社会へ転

換しようとする為政者のシナリオを感じる」と危ぐし、こう説明する。 

  

 「昨年の労働基準法改正で、小泉首相は『解雇ルールを作れ』と厳命した。一握りの

知的エリートが取り換え可能な労働者を使う社会への転換を目指す意図があるので

はないか。エリート育成を担う旧帝国大学では、研究の質を下げる全教員の任期・年

俸制の導入は考えられない。研究費ゼロで 先端技術にかかわる可能性が低く、教

養だけを身につけさせる市大などの公立大は、中間労働者の供給源と位置づけられ

る可能性が高い」 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 14 号 
  2004 年 2 月 25 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 14, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 市長定例記者会見質疑要旨(平成 16 年 2 月 19 日) 

http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2004/040219.html

[東京新聞]記者： 住基ネットに関して、横浜市が認められているように、住民選択制

を認めてほしいということで杉並区が国を提訴するということであるが、それについて

どう思われるか。 

市長： （住基ネットの質問に答える前に）今質問した東京新聞の記者さんに恨みは

ないのでお答するが、東京新聞には誤報（『カメリア通信』第 13 号の次の記事を指す。

『東京新聞』2004 年 2 月 16 日｢特報｣欄

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040216/mng_____tokuho__000.shtml

を何とかしてもらいたい、という思いがある。しかし、同じ新聞社とはいえ、セクション

が違う人に八つ当たりしてもしようがない。それは、どんな組織でもそうだと思うので

お答え申し上げる。 

 住基ネットに関する杉並区の対応については理解はできる。全員参加を前提として、

環境が整えば、そういう中での段階的参加については、杉並区に対しても認めれば

良いのにと、国に対して思う。国からすれば、むしろその方が不参加という状態を解

消できるはずであって、なぜそうしないのかと不思議である。国にとってみたら一歩前

進であるのにと思うが。 

記者： 今の東京新聞の関連だが、市長の論理でいうと、批判を受けた時には、もう

会見では答えないと聞こえかねないが。 

市長： まず、批判を受けたという時の批判を検証してみて欲しい。あそこに書いてあ

ることは、完全に誤報のたぐいである。もしも誰かが言ったことをそのまま書くのが新

聞であるというならば、それは、泥棒の理屈も全部載せてあげるべきである。私は、

横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはない。密室で決めたこと

は一度もない。すべて皆さんも見ていたはずでである。全部、議論は一字一句、私は

出している。それに、トップダウンでやっていない。市大自身がこういう改革をやりた

いという報告をこちらに出してきた。ましてや市大は平成の早い段階からいままで改

Camellia News No. 14, February 25, 2004.                  1 

http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2004/040219.html
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040216/mng_____tokuho__000.shtml


革を議論してきている。そうしたことを棚上げして、こちらが反論する機会すら与えな

い。批判をされたから言っているのではない。人間社会なのだから、その中身につい

て見識が異なるとか価値判断が異なるということは大いにあって良い。良いけれども、

事実関係と違うこと、そのことについて私は言っている。そして、そのことをとやかく言

うつもりはないから、同じ新聞社の記者に対してここでお答えをしている。 

記者： あれは誤報だということか。まったくこちらに取材を受けていないじゃないかと

いうことか。 

市長： あれは誤報である。取材を受けていないということではなく、伝えている内容

が違う。事実か事実でないかについて、一つ一つ記者の皆さんは綿密に取材してい

ると思う。例えば、あたり前だが、ＡさんとＢさんが替わるだけで誤報になってしまうの

で、事実関係が異なっていることを誤報というのである。何も自分が気分の悪いことを

言われたから腹を立てているのではない。間違っていることを伝えていることに対して

ははっきり申し上げる。私がいつも言っているように、大いに反対意見は言って欲しい。

そうでなければ、議論は成り立たない。そういうことである。 

記者： この機会に一点だけお聞きしたいが。市大の場合は赤字を改革の理由にした

ことはないのか。 

市長： 先日の記事では、「負債」と書いてあった。 

記者： 市大の財政的な理由が、改革の一つの理由であることは確かか。 

市長： 財政的な言い方については、私はいつもこのように言っている。横浜市大に

は、年間で確か２４０億円くらい入れている。これは、運営費の７割から８割にあたる。

このような形で、運営費の７割から８割を入れて、税金で賄っている大学としての意義

というものを明らかにしていただきたいと思う。さもなければ、このままの状態で続け

ていくことはなかなか厳しいと思うという言い方をしてきている。例えば、よく例に出す

のは、関東学院大学。同じ横浜にあって、同じような立地条件の関東学院大学は、運

営費の８割を授業料で行っている。運営費の８割は授業料で賄っている大学に対し

て、運営費の７割から８割を税金で行っている大学として、税金を使うことの意義とい

うものをより明確にする必要がある。そのことがないと、これから先、市民に対して横

浜市が大学を有するということの説明はなかなか難しいと、このような言い方をしてき

た。ちなみに、病院に対する繰り入れは、また別途、２４０億くらいある。したがって、

負債というバランスシート上の話を持ち出したことは、私は一度もない。 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 15 号 
  2004 年 2 月 27 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 15, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

民主主義の衣をまとった独裁政治---東京新聞 2004.2.16 誤報問

題の真相 

東京新聞横浜支局 
○○○○記者様 

横浜市立大学理学部   一楽重雄 
 

2004 年 2 月 16 日の藤原記者の特報を嬉しく拝見致しました。中田市長は怒

って誤報と言いましたが、予想される反応でした。大学が作った案だというの

が、中田の言い分ですが、実際のところ「大学に作らせた」のが実情です。民

主主義の衣をまとった独裁政治とも言うべきものです。その意味では、東京都

の場合より、問題が深刻なのではないでしょうか。 
さて、19 日の記者会見での中田市長の「東京新聞誤報」という発言の最後に

末尾に示した部分があります。ここで、市長は「大学への市からの繰り入れが

240 億（大学）＋240 億（病院）」と言っていますが、これは誤りで「120 億（大

学）＋120 億（病院）」が正しいのです。 
誤報でもないものを誤報と言い、市大への繰り入れを２倍に言うということ

は、許されないことです。しかも、こういう議論のときには、決して国からの

地方交付税に言及しません。70 億円弱は、大学があることによって国から交付

されているのですから市民の負担とは言えないものです。正確な金額を記して

おきます。 
市立大学を設置している財政需要        49 億 8700 万円 
付属病院の運営経費及び地方債元利償還金    18 億 6800 万円 
合計            68 億 5500 万円 
 
 
[参考資料 1]以下、市長定例記者会見質疑要旨 (平成 16 年 2 月 19 日) から 

記者：市大の財政的な理由が、改革の一つの理由であることは確かか。 
市長：財政的な言い方については、私はいつもこのように言っている。横浜市

大には、年間で確か２４０億円くらい入れている。これは、運営費の７割から

８割にあたる。このような形で、運営費の７割から８割を入れて、税金で賄っ
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ている大学としての意義というものを明らかにしていただきたいと思う。さも

なければ、このままの状態で続けていくことはなかなか厳しいと思うという言

い方をしてきてい る。例えば、よく例に出すのは、関東学院大学。同じ横浜に

あって、同じような立地条件の関東学院大学は、運営費の８割を授業料で行っ

ている。運営費の８割は授業料で賄っている大学に対して、運営費の７割から

８割を税金で行っている大学として、税金を使うことの意義というものをより

明確にする必要がある。そのことがないと、これから先、市民に対して横浜市

が大学を有するということの説明はなかなか難しいと、このような言い方をし

てきた。ちなみに、病院に対する繰り入れは、また別途、２４０億くらいある。

したがって、負債というバランスシート上の話を持ち出したことは、私は一度

もない。 
 
[参考資料 2]以下は、「あり方懇談会の答申」からの引用です。 
けれども、現在、状況は大変に厳しく、横浜市立大学がこのままでこれまで

どおり存続していくことは、市の財政に大きな負担となる。 
横浜市立大学の累積負債は、平成１３年度の時点で約１１４０億円（内訳は、

大学が約３２０億円、附属病院が約２０４億円、センター病院が約６１７億円）

と、膨大な額にのぼる。これは、横浜市民３５０万人にとって、一人あたり３

万円あまり、４人家族なら約１３万円の借金を抱えている計算になる。しかも

この数字は、年々増えつつある。また、大学の運営にあたっては、学部等の運

営費として約１２０億円、２付属病院の運営費として約１２０億円を毎年一般

会計から繰り入れている。これは市民一人あたり、毎年約７千円弱の支出にあ

たる。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 16 号 
  2004 年 3 月 3 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 16, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

中田市長の 

 “東京新聞報道は 『完全に誤報』 発言” 

 を検証する 

 

2004 年 3 月 3日 総合理学研究科 佐藤真彦 

 

 

はじめに 

 

【中田市長の『誤報発言』（要旨）】： 

『あそこに書いてあることは、完全に誤報のたぐいである。もしも誰かが言ったことを

そのまま書くのが新聞であるというならば、それは、泥棒の理屈も全部載せてあげるべき

である。私は、横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはない。密室で

決めたことは一度もない。すべて皆さんも見ていたはずである。全部、議論は一字一句、

私は出している。それに、トップダウンでやっていない。市大自身がこういう改革をやり

たいという報告をこちらに出してきた。・・・あれは誤報である。・・・事実関係が異なっ

ていることを誤報というのである。・・・負債というバランスシート上の話を持ち出したこ

とは、私は一度もない。』 

 

以上が，中田 宏横浜市長『定例記者会見 04-2-19』iにおける『誤報発言』iiのエッセン

スである．このほかに，中田市長は誤った数値（注：市大への繰入金が 120 億円とすべき

ところを 240 億円と 2 倍に誇張）に基づいて財政を論ずるという初歩的なミスも犯してい

る（下記参照）．市長は，「密室で決定 いきなり公表 トップダウン “石原・都立大”

と手法同様」と報じた 2月 16 日付『東京新聞』記事iiiが“完全に誤報”と腹立ちまぎれに

断定しているが，本当だろうか． 

中田市長の『誤報発言』は，「横浜市大問題」について多少なりともご存知の方にとって

は，いちいち反論するのもバカらしいまったくの“虚偽”（もしくは“ペテン”）発言なの

だが，黙って見過ごす訳にもいかない．なお，「横浜市大問題」の概要に関しては，『自作

自演の茶番劇』ivおよび『自作自演の茶番劇・２』vを参照されたい． 

この『誤報発言』に対して，翌 2 月 20 日付『朝日新聞（横浜版）』が“市立大学改革案 

逆風の中、怒りの矛先メディアに！？ 中田市長 批判記事に「誤報を何とかして」”の見
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出しで，直ちに批判報道を行ったvi．「横浜市立大学を考える市民の会」も『中田宏横浜市

長の「誤報」発言に対する見解 04-2-25』viiを発表して，市長発言の欺瞞性を指摘した．ま

た，一楽重雄教授（理学部）は『カメリア通信 第 15 号 04-2-27』viiiで，中田市長のやり

方を“民主主義の衣をまとった独裁政治”と糾弾し，永岑三千輝教授（商学部）も『大学

改革日誌』ixにおいて，2 月 26 日以来くり返し批判を行っている．『東京新聞 04-2-16』に

情報を提供した「大学人の会」も，反論を準備中であるという． 

 

 

『誤報』発言の検証 

 

中田市長は“事実関係が異なっていることを誤報というのである”と述べている．それ

では，以下順番に“事実関係が異なっているかどうか”徹底的に検証してみよう． 

 

（１）【市長発言：私は、横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはな

い。・・・負債というバランスシート上の話を持ち出したことは、私は一度もない。】 

 

【検証】 

 この発言が“真っ赤なウソ”（もしくは“汚いペテン”）であることは，直ちに検証でき

る．少々長くなるが，証拠として，新聞各紙がこの問題をどのように報道したのかふり返

ってみよう． 

➀『神奈川新聞 03-1-17』、「横浜市大の累積赤字 1141 億円 廃校も選択肢」：横浜市立大

学（大学、付属病院、センター病院）の累積赤字（二〇〇一年度末現在）が約千百四十一

億円に上がることが一七日までに分かった。・・・座長の橋爪大三郎東工大教授はこうした

現状を踏まえ､「存続への改革案」とともに「廃校も選択肢のひとつとすべきだ」とする私

案（たたき台）をまとめた。 

（注：この『神奈川新聞 03-1-17』の記事にある「累積赤字」は「累積負債」の誤りで，

しかも，負債の大部分が病院等の市民の資産になっていることに注意．「橋爪私案 03-1-16」

や「あり方懇答申 03-2-27」では，累積負債が巨額なことを強調する一方で，負債の大部分

が病院等の資産になっている点に意図的に触れなかった．このため，『1140 億円の巨額累積

赤字／負債』のインパクトが誤ったイメージを市民に与え，その結果，中田市長らによる

悪質な“情報操作”を可能にした．） 

➁『読売新聞（神奈川版）03-1-17』、「横浜市大の累積負債 1140 億 『廃校も選択肢の

一つとして検討すべきだ』 あり方懇座長が私案」：横浜市立大の改革のために設置された

「あり方懇談会」（中田宏市長の諮問機関）の第五回会合が十六日、横浜市西区のパシフィ

コ横浜で開かれ、市大の累積負債が二〇〇一年度までに約千百四十億円に膨れ上がってい

ることが明らかにされた。これを受けて、橋爪大三郎座長（東京工業大教授）は「廃校も

選択肢の一つとして検討すべきだ」などと答申のたたき台となる私案を発表した。・・・ 

➂『神奈川新聞 03-2-14』、「横浜市大あり方懇談会 存続には大胆改革を 答申案まとめ

る 財政、人事面で提言」：横浜市大の将来を検討する中田宏市長の私的機関「市立大学の

今後のあり方懇談会」、（座長・橋爪大三郎東工大教授）は十三日、巨額の累積負債を抱え
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る同大の今後の選択肢として「大胆な改革で生まれ変わり存続する」「有力私大に売却する」

などとする答申案をまとめた。存続条件として財政や人事面の改革などで「実現すべき事

項」などを具体的に提言。答申案は二十七日に正式にまとめられ、中田市長に答申され

る。・・・ 

➃『毎日新聞（かながわ版）03-2-14』、「『廃校も選択肢に』横浜市立大 累積負債 1140

億円 諮問機関答申案」：横浜市の中田宏市長の諮問機関「市立大学の今後のあり方懇談会」

(座長・橋爪大三郎東工大教授)が 13 日、横浜市内で開かれた。議題に上った答申案で、市

大の 01 年度までの累積負債は約 1140 億円に上ると指摘。生き残りには抜本的な改革が必

要で、「廃校の選択肢も残すべきだ」とされた。・・・ 

➄『神奈川新聞 03-2-28』、「横浜市大あり方懇答申 経営改善に数値目標 研究より教育

を重点」：・・・ 橋爪座長は「市の財政状況を踏まえれば現状のままで市大が存続する道

はまったく考えられない」と指摘し抜本的な改革を提言。市長は「私も認識は同じ。答申

を基に改革に着手したい」と答えた。答申では市大の累積負債が二〇〇一年度時点で約千

百四十億円に上ると指摘。加えて大学運営にあたり、学部などの運営費として年間約百二

十億円、二付属病院にも約百二十億円が市一般会計から繰り入れられていると説明。その

上で➀大胆な改革で生まれ変わり存続➁有力私大に売却➂私大に転換➃廃校―のこれまで

検討してきた四選択肢すべてを挙げた。ただ、教職員らから指摘のある病院などの資産評

価が含まれていないなどの点は、答申でも言及がなかった。・・・学部などの運営に関して

一般会計からの繰入金を三年後に約六十億円に圧縮し、五年後には収支均衡を達成すると

明記。病院は収支構造を改善し、地方公営企業法で定めた基準内繰入金（〇一年度で附属

病院三十一億円、センター病院三十八億円）の範囲内に抑えていくなどとした。・・・ 

 ➅『朝日新聞 03-5-2』、「市、年度内に市大改革策」：多額の累積負債を抱える横浜市立大

学について、市は今年度中に「大学改革中期プラン」をまとめる方針を決めた。中田宏市

長の諮問機関「市立大学の今後のあり方懇談会」が２月に示した検討結果を踏まえ、改革

策を盛り込む。５月定例市議会に、関係費用として約 1500 万円を計上する方向だという。 

 

以上，ざっと，昨年はじめの主な新聞各紙の報道を列挙したが，一般市民の素直な感覚

では，これら一連のセンセーショナルな報道からは，「あり方懇答申」が指摘した 1140 億

円という巨額の累積負債のために「“廃校”も選択肢とする“大胆な改革”は当然」という

メッセージを読み取るだろう． 

だが，中田市長は「私は、横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことは

ない。・・・負債というバランスシート上の話を持ち出したことは、私は一度もない。」と

主張しているのである．したがって中田市長は，『1140 億円の巨額負債』と騒ぎ立てて“情

報操作”を行ったのは「あり方懇」の橋爪座長と森谷伊三男氏（財務分析担当・公認会計

士）であって，自分には責任がないと言いたいらしい．この点に関して『東京新聞 04-2-16』

は，「中田市長の諮問委員会『横浜市立大学のあり方懇談会』は昨年二月、『千百四十億円

の累積負債を抱えた市大が現状のまま存続する道は考えられない』との答申を出した。こ

れに対し、『そのほとんどは病院建設など市民ニーズを満たすための市の投資で、横浜国際

競技場と同じ資産』と反論したところ、市長は負債のことを口に出さなくなった。 初か

ら『市大改革ありき』で、負債は口実に使われただけだ」と，中田市長が『巨額の負債』
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を改革の理由に持ち出さなくなった経緯を分析している．中田市長の言い分は，“汚いペテ

ン”と言われても仕方がないだろうx． 

 

（２）【市長発言：密室で決めたことは一度もない。すべて皆さんも見ていたはずである。

全部、議論は一字一句、私は出している。】 

 

【検証】 

中田市長が記者たちを前にして強調した“すべて皆さんも見ていたはずである”とは，

市長の私的諮問機関である「あり方懇」を“公開”で行ったことを指して自画自賛してい

るのだろう．しかしながら，「あり方懇」における議論を公開したために，市長の意を受け

て「あり方懇」を牛耳っていた横浜市大“独裁官僚”池田輝政氏（前総務部長・理事，現

泉区長）と橋爪座長のコンビによる議事引回しの実態が赤裸々に暴露されて，反対運動が

一挙に燃え上がるという（市長・事務局にとっての）大失敗に終わったことは記憶に生々

しい．これに関しては，平 智之教授（商学部）による迫真のレポート『第 3 回あり方懇

傍聴記－池田理事・橋爪座長の議事引回しを許さず、民主的・公正な運営と討論を求める

－02-12-9』xiをはじめとする，教員組合による一連の『あり方懇傍聴記シリーズNo.3-6 

02-11-25～03-2-13』（横浜市大教員組合ホームページ「組合ニュース」）xiiを参照されたい． 

おそらく，これに懲りたためであろう，“大学側”改革案を実質的に審議した委員会（「プ

ロジェクトＲ幹事会」）は，一般教員からの強い要望を無視して非公開で行われ，しかも，

委員には厳しい緘口令が敷かれた．そのため，議論の途中経過や内容をまったくうかがい

知ることができなくなった．また，形式的に公表された「議事概要」xiiiは，その主たる内

容である「検討事項」の記述が，「～について議論を行った」という無意味なものが大部分

で，“透明性”を形式的に装う“えせ民主的”な手法の典型となった． 

また，おそらく，中田市長が“情報公開の徹底”（下記参照）をたてまえとしている関係

から，途中で『大枠の整理 03-8-18』xivおよび『大枠の整理（追加）03-9-26』xvなる文書

を公表して，“大学側”改革案の“大枠”を示し，一般教員からの意見を求めたところ抗議

の声が全学的にわきおこったが，これも予定のことだとばかりに，“たった 15 分のヒアリ

ング”で反対意見をほとんど取り入れることなく“強行突破”してしまったxvi． 

以上から，市長発言（２）の「密室で決めたことは一度もない。すべて皆さんも見てい

たはずである。全部、議論は一字一句、私は出している」も，まったくの虚偽であること

が分かる． 

なお，現在，教学の内容までをも横浜市自身が検討し決定する目的で（横浜市が）設置

した『コース案等検討プロジェクト部会』において議論されている内容も，厳しい緘口令

が敷かれているために，例によって形式的に公表されている「議事概要」からは議論の具

体的な内容を，またもやほとんどうかがい知ることができない状況にあるxvii． 

 ところで，中田市長は，「情報公開の徹底」を“公約の第一”に掲げて当選し，職員向け

ダイレクトメッセージ（『情報をオープンにすることから始めよう 02-6-17』）の中で『「情

報の公開と提供」は，一歩進んで行政の側から積極的に情報を提供することまで含んで，

政策の意思形成過程についてもできる限りお見せしましょうということです』と述べたこ

とを忘れてもらっては困る．中田市長が“公約の第一”を自ら踏みにじったことは，明白
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な事実である． 

 

（３）【市長発言：それに、トップダウンでやっていない。】 

 

【検証】 

中田市長の私的懇談会（「あり方懇」）は座長の『私案（橋爪私案）03-1-16』を突然記者

発表し，これを受けて『神奈川新聞 03-1-17』が第一面トップで“横浜市大 累積赤字 1141

億円 廃校も選択肢”と報じxviii，『読売新聞（神奈川版）03-1-17』も“横浜市大の累積負

債 1140 億 「廃校も選択肢の一つとして検討すべきだ」 あり方懇座長が私案”などとセ

ンセーショナルに報道したことはすでに述べた．2 月末（03-2-27）には，ほぼ同じ内様の

終答申を発表して，市大改革の方向の既成事実化を図った．『神奈川新聞 03-5-3』は，こ

の状況を“あり方懇ショック”と評している． 

中田市長はその後，5月 7日に『市長改学宣言 03-5-7』xixを突然記者発表して，『あり方

懇答申』および『市大改革の方向性 03-1-８』（“部外秘資料１”）の枠組みの中で，“大学側”

委員会（「プロジェクトＲ幹事会」）で改革案を検討するように指示した．なお，“部外秘資

料１”，すなわち，『市大改革の方向性 03-1-８』とは，“独裁官僚”池田輝政氏のナマ発言

集（暴言集）である“部外秘資料２”（注：こちらは，そのナマ発言の余りの下品さのため

か，未だに部外秘指定のままとなっている）を一般公開用にマイルドな表現に改めたもの

であるが，（2003 年）1月 8日に作成し長い間部外秘指定となっていたところを，ようやく，

（2003 年）5月 7日に『市長改学宣言』と同時にさりげなく公開されたという，“市大改革

の方向性を決める”重要文書としては甚だふさわしくない経歴を持つ“イワクツキ”の文

書であるxx． 

昨年の 12 月 17 日には，理事長予定者（孫福 弘氏）を突如記者発表すると同時に，学

部のコースなどの教学に関する事項についても，横浜市当局自身が検討後“意思決定”す

ることを伝え，さらに，この方針に協力する意志があるかどうかの“踏み絵”を全教員に

問うたxxi． 

このような“いきなり公表－トップダウンで決定”する非民主的な方式は，「市大問題」

だけでなく「市立保育園民営化問題」・「港湾病院民営化問題」xxii・「市営交通民営化問題」

等でも好んで採用され，中田市長の常套手段となっているxxiii．にもかかわらず，中田市長

の横暴に屈することなく，柿の木台保育園をはじめとする４つの市立保育園の保護者たち

は，民営化中止を求めて横浜地裁に取り消しを求めて提訴し（『朝日新聞 04-2-13』xxiv），“私

たち保護者は、中田市長以下横浜市に保護者と誠意をもって対話する意思も子供への配慮

も期待できない今、このままでは子供たちに重大な影響があると考え、抗告訴訟を決断す

るに至りました。”とプレスリリースで訴えているxxv． 

このように，中田市長のやり方に対していずれの現場からも怒りの声が噴出しているが，

市長が松下政経塾で学んだという「現地現場主義」のモットーとは何なのだろうか？ 

 

 以上，（２）（３）から，『東京新聞 04-2-16』の「密室で決定 いきなり公表 トップダ

ウン “石原・都立大”と同様手法」という報道が“完全に誤報”どころか，“完全に正確”

であることは明らかであろう． 
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（４）【市長発言：市大自身がこういう改革をやりたいという報告をこちらに出してきた。】 

 

【検証】 

「市大問題」に詳しくない一般市民にとって，表面的には，この発言は正しいように見

えるかもしれない．これは，小川恵一学長をはじめとする大学首脳部が，一般教員の反対

を無視して中田市長（と市大事務局）に取り込まれてしまっているためである．あるいは，

中田市長の巧妙なやり方とそれに呼応する小川学長の迎合的な姿勢によって，まんまと“ゴ

マカサレテ”しまった結果と言ってもよい． 

実際，小川学長は，「あり方懇答申 03-2-27」に際して，独断で，すなわち，大学に持ち

帰って教授会・評議会に諮るという当然の手続きを経ることなく，“参上”した市庁舎にお

いて，その場で直ちに「答申を真摯に受け止め，今後市立大学が策定する『中期目標・中

期計画』に答申に掲げられた改革の具体的内容を反映させてまいります」とのコメントを

記者発表した（『神奈川新聞 03-2-28』）．また，『市長改学宣言 03-5-07』に際しても，当日

の朝，市庁舎で市長と“懇談”した小川学長は“「あり方懇」の答申に示された内容を踏ま

えて改革案を検討し，改革を断行する”という“決意表明”を行い，これを受けて中田市

長が『改学宣言』を行った（第 1 回プロジェクトＲ『小川委員長挨拶要旨 03-5-14』xxvi）．

この様子を『神奈川新聞 03-5-8』は，「小川・横浜市大学長が中田市長訪問 先頭に立ち改

革推進」の見出しのもとに写真入りで報道した． 

小川学長の甚だしく思慮を欠いた，これら２つの迎合的行為により，「市大自身がこうい

う改革をやりたいという報告をこちらに出す」ように仕向けた「中田市長のシナリオ」が，

首尾よく運ぶ目途が立ったことになる．その結果，市長の走狗役を懸命に努める小川学長

の姿が浮き彫りになった． 

 さらに，“改革案”を実質的に作成した“大学側”委員会（プロジェクトＲ幹事会）は，

小川学長と高井禄郎事務局長が“共に合意”した（注：小川学長の迎合的姿勢から，これ

はつまり，事務局が厳選したことを意味する）教員 7 名と事務局 7 名で構成されており，

事務局主導の運営が貫かれたことは容易に想像できる．実際，プロジェクトＲ幹事会は，

全学の教授会等からの反対意見xxviiをほとんどまったく取り入れることなく評議会を強行

突破して，報告書（『横浜市立大学の新たな大学像について 03-10-29』）を“大学側”改革

案として中田市長に提出したxxviii． 

 これをもって中田市長は，「市大自身がこういう改革をやりたいという報告をこちらに出

してきた」と主張しているのだが，またもや“えせ民主的”手法の典型と言えるだろう．

中田市長のやり方は「“石原・都立大”と手法同様」と指摘されたが，“ヒトラーのそれを

連想させる”石原知事（高橋哲哉教授・東京大学の言；『読売新聞 04-2-15』「意見広告」）xxix

の手法が，甚だしく“乱暴”かつ“強権的”なのに比べて，“えせ市民派”市長のそれは，

（本質は同様だが）うわべは“民主的”に見えるだけに，より“狡猾”かつ“悪質”です

らある． 

 

（５）その他の市長発言１： 

【横浜市大には、年間で確か 240 億円くらい入れている。・・・ちなみに、病院に対する繰
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り入れは、また別途、240 億くらいある。】 

 

【検証】 

 一楽教授（理学部）がすでに指摘しているので，それを引用しておく．「これは誤りで，

120 億（大学）＋120 億（病院）が正しいのです．誤報でもないものを誤報と言い，市大へ

の繰り入れを 2倍に言うことは，許されないことです．しかも，こういう議論のときには，

決して国からの地方交付税に言及しません．70 億円弱は，大学があることによって国から

交付されているのですから市民の負担とは言えないものです．」（一楽重雄：『カメリア通信』

第 15 号「民主主義の衣をまとった独裁政治---東京新聞 2004.2.16 誤報問題の真相」

04-2-27） 

 

（６）その他の市長発言２： 

【同じ横浜にあって、同じような立地条件の関東学院大学は、運営費の８割を授業料で行

っている。運営費の８割は授業料で賄っている大学に対して、運営費の７割から８割を税

金で行っている大学として、税金を使うことの意義というものをより明確にする必要があ

る。そのことがないと、これから先、市民に対して横浜市が大学を有するということの説

明はなかなか難しいと、このような言い方をしてきた。】 

 

【検証】 

この発言は『橋爪私案 03-1-16』の受け売りだが，これについてもすでに，柳沢 悠教授

（東京大学）がその問題点を指摘している．以下に，引用しておく． 

『この「あり方懇談会」はたぶん国立・公立大学と比べると市大の財政効率がいいと知

っていたので、横浜市大を他の国公立でなくて私立の大学と比較したのじゃないかと、私

は推測しています。私立大学の中でも、財政状態の 良のトップ 10 校のうちの４校と比較

して「市大は経営効率が悪い」という。公立と私立では、設置・運営の趣旨や目的が違う

から、差があるのは当たり前です。いわば、マラソン選手と 100 メートル走の選手を並べ

て 100 メートル競走をさせて、マラソン選手に「君は足が遅い」と言うようなものです。「横

浜市大は経営効率が悪い」という印象をどうやったら作れるか、ひたすらそのための比較

じゃないでしょうか。』（柳沢 悠：「答申と大学人 03-7-14」xxx） 

 

 

おわりに 

 

以上の中田市長『誤報発言』の“検証”から，『東京新聞 04-2-16』報道が“誤報”であ

るというのは悪質な“言いがかり”で，それどころか，すべての点で“真実報道”である

ことが明らかになった． 

このほか，『東京新聞 04-2-16』報道には，“えせ市民派”市長の“素顔”を白日の下に暴

露した「大学人の会」からの厳しい指摘の数々がある．おそらく，中田市長の“怒り”と

“言いがかり的”『誤報発言』の真のきっかけになったのは，これらの指摘だったと思われ

る．以下に，引用しておく． 
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「市大、都立大の改革内容はほぼ同じで、手法も密室審議でいきなり公表するトップダ

ウン方式だ。中田市長と石原知事の類似性を示している」・「大衆受けするパフォーマンス

的政策を打ち出す点で両者は似ている。反権威主義で、エリートや学歴に対して強い反発

を持っている。両者とも自己を礼賛する者しか評価しないポピュリズムの権化で、不採算

部門の学問・芸術の存在が邪魔になる。その延長線上に大学改革がある」（宮崎伸光教授・

法政大学）」． 

あるいは，「中田市長は市民派を看板に掲げるが、改革案で会見を申し入れても、会って

くれない。煙たい市民には会わない“えせ市民派”だ。十人十色の意見があってまとまら

ず、業界団体のない大学が一番、経費削減の標的にしやすかっただけだ」・「小泉首相、石

原知事、中田市長はともに“ネオコン”で、本流エリートになれなかったコンプレックス

を政策にぶつける“現代の新選組”といえる。新選組は新しい時代の先兵にはなれず、消

えていく運命だ」（久保新一教授・関東学院大学）．  

中田市長は，逆に“真実”であることが検証されてしまった“密室審議でトップダウン”

発言を除いて，これらの指摘を“誤報”であると反論しなかったが，余りにもそのものズ

バリの指摘で何も反論できなかったというのが真相だろう．しかも，「大学人の会」の指摘

を，言うに事欠いて“泥棒の理屈”になぞらえて“ナンクセ”をつけている．中田市長は，

自分の誤りを素直に認めて，「大学人の会」およびメディアの使命である“真実報道”を行

った東京新聞の藤原正樹記者に謝罪すべきであろう． 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  
i 平成 16 年 2 月 19 日 - 市長定例記者会見（横浜市公式ホームページより） 

記者会見全文 http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2004/040223.html  

 
ii  『誤報』発言全文 

 

記者： 

 住基ネットに関して、横浜市が認められているように、住民選択制を認めてほしいとい

うことで杉並区が国を提訴するということであるが、それについてどう思われるか。 

 

市長： 

 （住基ネットの質問に答える前に）今質問した東京新聞の記者さんに恨みはないのでお

答するが、東京新聞には誤報を何とかしてもらいたい、という思いがある。しかし、同じ

新聞社とはいえ、セクションが違う人に八つ当たりしてもしようがない。それは、どんな

組織でもそうだと思うのでお答え申し上げる。 

 住基ネットに関する杉並区の対応については理解はできる。全員参加を前提として、環

境が整えば、そういう中での段階的参加については、杉並区に対しても認めれば良いのに

と、国に対して思う。国からすれば、むしろその方が不参加という状態を解消できるはず
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であって、なぜそうしないのかと不思議である。国にとってみたら一歩前進であるのにと

思うが。 

 

記者： 

 今の東京新聞の関連だが、市長の論理でいうと、批判を受けた時には、もう会見では答

えないと聞こえかねないが。 

 

市長： 

 まず、批判を受けたという時の批判を検証してみて欲しい。あそこに書いてあることは、

完全に誤報のたぐいである。もしも誰かが言ったことをそのまま書くのが新聞であるとい

うならば、それは、泥棒の理屈も全部載せてあげるべきである。私は、横浜市大の負債と

いうことを理由に改革を持ち出したことはない。密室で決めたことは一度もない。すべて

皆さんも見ていたはずでである。全部、議論は一字一句、私は出している。それに、トッ

プダウンでやっていない。市大自身がこういう改革をやりたいという報告をこちらに出し

てきた。ましてや市大は平成の早い段階からいままで改革を議論してきている。そうした

ことを棚上げして、こちらが反論する機会すら与えない。批判をされたから言っているの

ではない。人間社会なのだから、その中身について見識が異なるとか価値判断が異なると

いうことは大いにあって良い。良いけれども、事実関係と違うこと、そのことについて私

は言っている。そして、そのことをとやかく言うつもりはないから、同じ新聞社の記者に

対してここでお答えをしている。 

 

記者： 

 あれは誤報だということか。まったくこちらに取材を受けていないじゃないかというこ

とか。 

 

市長： 

 あれは誤報である。取材を受けていないということではなく、伝えている内容が違う。

事実か事実でないかについて、一つ一つ記者の皆さんは綿密に取材していると思う。例え

ば、あたり前だが、ＡさんとＢさんが替わるだけで誤報になってしまうので、事実関係が

異なっていることを誤報というのである。何も自分が気分の悪いことを言われたから腹を

立てているのではない。間違っていることを伝えていることに対してははっきり申し上げ

る。私がいつも言っているように、大いに反対意見は言って欲しい。そうでなければ、議

論は成り立たない。そういうことである。 

 

記者： 

 この機会に一点だけお聞きしたいが。市大の場合は赤字を改革の理由にしたことはない

のか。 

 

市長： 
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 先日の記事では、「負債」と書いてあった。 

 

記者： 

 市大の財政的な理由が、改革の一つの理由であることは確かか。 

 

市長： 

 財政的な言い方については、私はいつもこのように言っている。横浜市大には、年間で

確か２４０億円くらい入れている。これは、運営費の７割から８割にあたる。このような

形で、運営費の７割から８割を入れて、税金で賄っている大学としての意義というものを

明らかにしていただきたいと思う。さもなければ、このままの状態で続けていくことはな

かなか厳しいと思うという言い方をしてきている。例えば、よく例に出すのは、関東学院

大学。同じ横浜にあって、同じような立地条件の関東学院大学は、運営費の８割を授業料

で行っている。運営費の８割は授業料で賄っている大学に対して、運営費の７割から８割

を税金で行っている大学として、税金を使うことの意義というものをより明確にする必要

がある。そのことがないと、これから先、市民に対して横浜市が大学を有するということ

の説明はなかなか難しいと、このような言い方をしてきた。ちなみに、病院に対する繰り

入れは、また別途、２４０億くらいある。したがって、負債というバランスシート上の話

を持ち出したことは、私は一度もない。 

 
iii  

2004 年２月 16 日付『東京新聞』記事：『改革』に揺れる横浜市立大 学部統合 全教員の

任期制 研究費ゼロ 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040216tokyo.htm  

 
iv  

佐藤真彦：『自作自演の茶番劇』03/12/01 横浜市が“大学側”改革案の全面的受け入れを表

明 03-12-4 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031204chaban.htm  

 
v  

佐藤真彦：『自作自演の茶番劇・２』神奈川新聞 2004 年 1 月 30 日付報道―コース設定を論

議へ 横浜市大改革で専門委を設置―04-2-3 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040203chaban2.htm  

 
vi  

『朝日新聞』（横浜版）2004 年２月 20 日付：市立大学改革案 逆風の中、怒りの矛先メデ

ィアに！？ 中田市長 批判記事に「誤報を何とかして」 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040220asahi.htm  

 
vii  

「横浜市立大学を考える市民の会」：２月１９日の定例記者会見における中田宏横浜市長の

「誤報」発言に対する見解 04-2-25 
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http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040225y-shimin-gohouhatsugen.htm  

 
viii  

一楽重雄：『カメリア通信』第15号「民主主義の衣をまとった独裁政治---東京新聞2004.2.16

誤報問題の真相」04-2-27 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040227came-15.pdf  

 
ix  

永岑三千輝：『大学改革日誌』 

http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/SaishinNisshi.htm  

 
x  

論理的には，“「負債のほとんどは病院等の資産」の反論”以前にも，中田市長は「負債と

いうことを理由に改革を持ち出したことはなく」，したがって，“『東京新聞 04-2-16』の報

道は『誤報』”と強弁することも可能であるが，これではさらに“見苦しい言い逃れ”とし

か映らない． 

 
xi  

平 智之：『第 3回あり方懇傍聴記－池田理事・橋爪座長の議事引回しを許さず、民主的・

公正な運営と討論を求める－02-12-9』 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/taira021209.htm

 
xii  

横浜市大教員組合ホームページ「組合ニュース」 

http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/kumiai-news/index.html  

 
xiii  

市立大学改革推進・プラン策定委員会（愛称：プロジェクト R) 

http://www.yokohama-cu.ac.jp/daigakukaikaku/daigaku/daigaku_kaikaku/iinkai.html  

 
xiv  

「第３回プロジェクトＲ委員会」資料：大学改革案の大枠の整理について 03-8-18 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030818ProjectR.pdf  

 
xv  

プロジェクトＲ幹事会：『大学改革案の大枠整理（追加）について』03-9-26 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030926owaku-tsuika.pdf  

 
xvi  

佐藤真彦：“御用”ヒアリング：たった１５分の意見聴取で済ませて，強行突破するつもり

か 03-8-30 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030830goyohearing.htm  

 
xvii  

コース案等検討プロジェクト部会議事概要 

http://www.yokohama-cu.ac.jp/daigakukaikaku/daigaku/daigaku_kaikaku/projectbukai

/projectbukai_top.html  
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xviii  

『神奈川新聞 03-1-17』、「横浜市大の累積赤字 1141 億円 廃校も選択肢」 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030117kanagawa.pdf  

 
xix  

佐藤真彦：ようやく公開された『部外秘資料』と市長メッセージ『改学宣言』の欺瞞性 03-5-14 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/giman030514.htm  

 
xx  

佐藤真彦：『部外秘資料』が語る，横浜市立大学の"独裁官僚"と似非民主制 03-1-28 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/page036.html  

 
xxi  

佐藤真彦：03/12/04 『学長との“対話”集会』の記録 03-12-22 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031204taiwa.htm  

 
xxii  

サンデー毎日１月１８日号：[１]“改革派”中田宏横浜市長の『民主度』[２]石原慎太郎

研究第１弾『知事交際費』の闇 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040106sunday-mainichi2004.1.18.htm  

 
xxiii  

保育園民営化・学校給食民営化・港湾病院民営化問題リンク集 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030623mineika.htm  

 
xxiv  

『朝日新聞』2004 年 2 月 13 日付：保育園民営化「中止を」 横浜市相手取り保護者ら提訴 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040213asahi-hoikuen.htm  

 
xxv  

横浜市立保育園民間移管に対する抗告訴原告団：プレスリリース 04-2-11 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040211hoikuen.htm  

 
xxvi  

第 1 回プロジェクト Rでの『小川委員長挨拶要旨 03-5-14』 

http://www.yokohama-cu.ac.jp/daigakukaikaku/daigaku/daigaku_kaikaku/dk_iincho.ht

ml  

 
xxvii  

教員組合：「あり方懇」 終答申（2003 年 2 月 27 日）以降の横浜市立大学の各教授会にお

ける改革案関連の決議・意見・見解など（一覧）03-12-11 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031211ketsugi-ichiran.htm  

 
xxviii  

教員組合：「横浜市立大学の新たな大学像について」に関する声明 03-10-30 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031030kumiai.htm  
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xxix  

石原慎太郎東京都知事『定例記者会見』2004.2.20 より 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040220ishihara.htm  

 
xxx  

柳沢 悠：「答申と大学人 03-7-14」 

http://www8.big.or.jp/~y-shimin/yanagihonpen.html  
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 17号 
  2004年 3月 11日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 17, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 「公立大学法人横浜市立大学定款（案）」に関する 

「大学人の会」の見解 

 
 地方独立行政法人法成立にあたっての付帯決議は、公立大学法人の設立に関して「憲法

が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことがないよう、大学の自主性・自立性を最大

限発揮しうるための必要な措置を講ずること」であった。しかし、公立大学法人横浜市立

大学定款（案）の内容は、この精神に反して、公立大学法人横浜市立大学をいかにしたら

設置者の影響下に置くことができるかという精神に基づいて起草されたものであるという

疑念を禁じえない。以下定款案の問題点を指摘する。 
 
 １．教育研究審議会から教学の基本事項の審議権を剥奪 
 大学の自治と学問の自由を保障する憲法に基づき、学校教育法は「大学には、重要な事

項を審議するため、教授会を置かなくてはならない」と規定している。国立大学法人法も、

教員人事、教育課程の編成に関する方針、学則その他研究教育に関わる規則の制定・改廃

は、教育研究評議会の審議事項とし、経営協議会の審議事項は経営に関わる事項に明示的

に限定されている。 
 これに対して、「公立大学法人横浜市立大学定款案」（以後「定款案」と略称する）では、

経営審議会は、「経営に関する重要事項を審議する機関」（地方独立法人法 77 条）としての

権限を逸脱して、「大学、学部、課程その他の重要な組織の設置または廃止に関する事項」、

「教育課程の編成に関する事項で法人の経営に関するもの」、「重要な規程の制定及び改廃

に関する事項」など教学に関わる最も重要な事項を審議事項としている。他方で、国立大

学法人法では教育研究評議会の審議事項となっている、「教員人事に関する事項」及び、「学

則（法人の経営に関する部分を除く）その他の研究教育に係る規則の制定又は改廃に関す

る事項」が、定款案では教育研究審議会の審議事項から除外されていることは特に重要で

ある。 
 教育研究にかかわる最重要事項に関して教学に関する審議機関による審議事項から排除

することは、学校教育法の趣旨に違背し、「教育研究に関する重要事項を審議する機関」と

して教育研究審議会を規定する地方独立法人法にも違反している惧れがある。 
  
 ２．市長が直接支配出来る運営機関 
 国立大学法人法では、学長が法人の長となり、学長による経営協議会の学外委員の任命
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にあたっては教育研究評議会の意見を聞くことが義務付けられている。地方独立法人法も、

大学における教育研究の特性を考慮して公立大学については「公立大学法人の理事長は、

当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする」ことを原則とした。公立大学

協会も、「公立大学法人は、原則として学長が兼務する理事長を中心として自主的・自律的

に運営する」ことがとりわけ重要であるとしてきた。しかし、横浜市の定款案は、こうし

た研究教育の自律的運営の重要性に配慮することなく、例外的に採用できるとされた、学

長と理事長の分離の方針を採用した。 

 定款案では、市長によって決められる理事長が、副理事長の一人（学長）以外のすべて

の理事を任命し、これら理事によって経営審議会が構成される。前述のように教学の基本

的な部分の審議権さえもつ経営審議会の委員＝理事（一人を除くが）の任命権を、市長が

任命する理事長がもつことによって、市長は大学の経営のみならず研究教育の深部までに

影響を与えることができる制度となっている。市長による大学の官僚的統制が強く懸念さ

れるもので、大学の自主性と自律性はほとんど消滅するのでないかと危惧せざるをえない。 
 
 ３．学内意志の反映が困難な学長選考制度 
 定款案では、学長選考会議の 6 名の委員のうち、経営審議会の委員 3 名（しかも教育研
究審議会委員を除外し、1名以上は学外者でなくてはならない）に加えて、教育研究審議会
から選出される委員 3 名のうち 1 名は学外者である教育研究審議会委員を加えることを規
定している。つまり、学内の教員を母体として選考され、その意志を代表しうる可能性の

ある委員は 2 名を超えることが難しい仕組みになっている。大学内の最も基本的な構成員
である教員の意志が、学長選考においても反映できないような制度設計は大変問題である。 
 
 このほか、定款案の多くの規定が大学の自律性を犯す惧れのある内容となっており、全

体として本定款案が、大学の自主性と学問の自由を無視した、設置者による大学の官僚的

統制を保障する内容であることに、深甚な危機感を持たざるをえない。横浜市の定款が、

少なくとも国立大学法人法の規定に準拠したものに根本的に改定されることによって、上

記の危惧の一部は軽減されるものと考え、再考を要望する。 
 
 なお、「横浜市立大学の新たな将来像」に基づくコース案等の検討が、すでに大学の外部

で、横浜市大学改革推進本部によって進められている。また横浜市立大学教員組合が指摘

するように医学部看護学府の教育研究内容の策定とさらには教員採用人事に関してさえも、

横浜市の大学改革推進本部が進めつつあることが事実であれば、これは大学の教学に対す

る設置者の直接的介入であり、定款決定に先立って、大学の教学に対する行政的支配が行

なわれているという疑問が生じることを付記したい。 
 

2004年 3月 8日 
「横浜市立大学問題を考える大学人の会」 
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東京新聞 2月 16日朝刊報道に関する中田横浜市長の「誤報」

発言について：市長に発言の撤回を求める 
 

 中田横浜市長は、平成 16年 2月 19日記者会見において、横浜市立大学の改革に関わる
2月 16日東京新聞特報について、次の３点に関し、事実関係を間違って報道したという意
味での誤報であり、誤報の主たる原因は情報提供者による不適切な情報提供にあるかのよ

うに発言しています。３点は、（１）市長は横浜市大の「負債ということを理由に改革を持

ち出したことはない」、（２）市大が報告書を出してきたこと、及び平成の早い時期から今

まで改革を論議してきたのであるから、「トップダウンではない」、（3）「密室で決めたこと
は一度もない」、という主張です。 
 この特集記事は、取材が一面的であった他、情報提供者の発言が週刊誌風にやや誇張さ

れたり歪曲されたりしている箇所もあり、必ずしもすべてが正確に書かれておらず、情報

提供者としても多少の当惑を覚えないわけではありません。また、中田市長が指摘するよ

うに、大学が「改革案」を作って提出したという点で東京都の場合とは違っており、「トッ

プダウンではない」「密室協議ではない」といえばいえるかもしれません。しかし、それは

全くの表層的な形式論であり、実質的には以下に示すように東京新聞の特集記事は大筋で

間違ってはいないと考えます。 
私たちは、東京新聞の記事が明確な事実を誤って記述したという意味での「誤報」では

決してなく、横浜市大の改革の経緯に関する情報提供者および東京新聞記者の評価・判断

であること、かつその内容は事実の経緯の評価・判断として十分な根拠をもつことを以下

申しのべ、市長がこの会見における「誤報」発言を取り消すことを要求します。 
 
（１）「横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはない」といえるか？ 
 市の設置した「あり方懇談会」の答申は、「もしも横浜市の財政が健全であり、市民がこ

れまでのように横浜市立大学の経費を負担していけるなら、この大学が存続していくこと

におそらく大きな問題はないであろう。けれども、現在、状況は大変に厳しく、横浜市立

大学がこれまでどおり存続していくことは、市の財政の大きな負担となる。」と書いて、そ

のすぐあとに、横浜市立大学の「累積債務は、...」と累積債務の問題を論じています。「あ
り方懇談会」の答申では、累積債務の存在が、市大改革の最大の理由として挙げられてい

ることは、文面を見る限り自明です。市長は、この「答申」を了承し、「あり方懇談会の答

申を踏まえて」改革を進めるべきこと（市長声明「市立大学改革に向けて」、2003年 5月 7
日）を市大に指示しているわけですから、「横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち

出したことはない」という市長の主張は、どのように考えても検証に耐えないものです。 
 
（２）「トップダウンではなかった」といえるか？ 
 まず、「あり方懇談会答申」は設置者が市大を廃校あるいは売却する選択肢もあることを

明示し、市長は「あり方懇談会答申」を踏まえた改革案の作成を市大に指示し、かつ市大

が作成した改革案が市長の合意できない内容の場合は「別の選択肢も考える」と決意表明
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をしています（定例記者会見 15年 5月 7日）。つまり、市長は、市大が市長の合意できな
い改革案を作成した場合には、廃校あるいは売却することを考えると明示していました。

横浜市立大学が市立の大学として存続する条件は、市長が合意できる改革案が作成された

場合のみであるという制約を、市大は改革案作成の出発点からもっていたのです。従って、

市長の政策（5月の時点では、「あり方懇談会答申」）に従うこと以外に市立大学として存続
する道はないという制約のもとで改革案を作成したのであって、トップである市長の意向

が上位下達する制度の下での改革案作りであったことは否定できません。市長は、そもそ

も大学が自ら内容を判断できるという意味での自主性を制度的に奪った上で、市大に改革

案を作成させたのです。 
 この点が、トップダウンを保障する制度的な枠組みとすれば、実態的にもトップダウン

を示す事実は複数あります。大学の「改革案」作成上最重要の機能をもった委員会では、

市長の意思を体現して一体的に行動する横浜市吏員が半数を占めて、委員会の決定を市の

吏員が事実上決定できる制度をつくり、この委員会は「あり方懇談会答申」の内容を 100％
実現した案を作成しました。この案は、それ以前に市大内で検討されてきた改革のあり方

に関する合意点とは、大きく乖離しており、これもまた、トップダウン的な変更が加えら

れたことを示唆するものです。 
この案は、２月１５日付けの市大教員組合の「意見広告」にもあるように、大学自身が出した改革

案に対し、学部教授会等が２０件近くの反対決議、遺憾表明、要望等を出していることが示すよう

に、基本的な異論が学内の多数の部局から表出されたにもかかわらず、大学内のこれらの意見を

取り入れることなく、市長の意向にそった案が大学案となったにすぎません。文字通りトップダウン

で内容が決定された、といえるのではないでしょうか。 
 以上のように、設置者による「廃校」の脅しを背景に、大学の「重要事項の審議機関で

ある教授会」（学校教育法５９条１項）の意向を無視して、「改革案」作りが進められた経

緯からみて、その結論に同意するか否かは別にして「トップダウンであった」という東京

新聞の評価・判断には根拠に足る事実があり、かつそれらの事実を根拠にして得られた判

断（結論）は実態の適切な評価だといわざるをえません。 
 
 （３）「密室審議ではなかった」といえるか？ 
 改革案を作ったプラン策定委員会では議論内容に関する緘口令をしいて学内への情報流

出を阻止した上、8月 18日に出した『大学改革案の大枠の整理について』では、「全員の任
期制」など重要な論点はまだ示されておらず、議論の重要な論点（「全員任期制」「教授会

からの人事権・カリキュラム編成権の剥奪」等）が明らかとなったのは 9月 26日の「大枠
整理（追加）について」が初めてでした。最終案が提出されたのが 10 月 17 日で、僅か 5
日後の 10 月 22 日には評議会で「決定」されるという、実質的審議を欠いた超・スピード
決定ではありませんか。5月の案策定委員会設立以降 9月末までの数ヶ月間、最も重要な論
点に関する議論の内容を大学の構成員に知らせないように工夫をこらし、公表後 25日間程
度で大学としての最終決定をせまるというやり方は、教授会をはじめとする大学構成員の

意向をいかに無視し改革案作りに反映させないようにするかという操作の見本のように思

います。これを「密室審議ではない」というのは、困難ではないでしょうか。 
 前述のように、私たちは東京新聞の当該記事の取り扱い方のすべてに同意しているわけ
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ではありません。しかし、結論に同意するかどうかは別にして、結論を引き出す根拠とな

る事実が存在することは、以上申し述べましたように明白です。市長が上記の 3 点に関し
て主張していることは、事実の解釈（見解）の違いの問題に過ぎません。一般的にいって

誤報というのは誤った事実を伝えることをさしていう用語ですが、今回のように過去 1 年
間にわたり、改革案の策定に関して、繰り返し市大の内外から「行政による押し付けだ」「密

室審議だ」という批判が行われてきた事柄に関する報道を誤報というのは、それこそ語法

の誤りです。東京新聞記事を明白な事実を間違って伝えたという意味で「誤報」だと発言

された市長の発言の撤回を求めます。 
 東京新聞の特集記事の一部が市長に不快感を与えるような表現になっていたことに関し

ては、情報提供者としての私たちも遺憾に思っております。しかし、見解の違いを「誤報」

といい、「誤報した記者の質問には答えない」という趣旨の発言をして口封じをするのは、

報道の自由に対する侵害であり、言論の自由への抑圧行為です。また情報提供者たる私た

ちへの誹謗とも受け取れます。私たちは、中田市長が東京新聞の当該記者に対しては質問

に答えないという趣旨の発言をしたことを撤回することを求めます。また、今後、権力を

行使しうる立場にいる市長の立場をわきまえてご発言いただくことを強く要望します。 
 なお、市長は同記者会見において、横浜市立大学への年々の市会計からの繰り入れを、

240 億円、これと別途に病院に対する繰り入れが 240 億円ある、と発言しています。これ
は、それぞれが 120億円で両者あわせて 240億円、ではないでしょうか。おそらく市長の
勘違いに基づく、文字通り「誤報」的発言であり、いずれ自発的に訂正されるものと期待

しております。 
 

2004年 3月 8日 
久保新一（関東学院大学）  

柳澤 悠（東京大学） 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部)      連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 18号 
  2004年 5月 6日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 18, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

資料 1 : 中田市長の｢誤報｣発言問題についての回答 
市広聴第 104975号 
平成 16年 4月 16日 

久保新一様 
柳沢 悠様 

横浜市長 中田 宏 (公印) 
市長の「誤報」発言について（回答） 

 日ごろから、横浜市政に関して貴重なご意見をありがとうございます。 
 さきに要望（2004年 3月 8日）のありましたことについて、次のとおりお答えします。 
 東京新聞の市大大学改革に関する記事に対する発言に関しては、次のような考え方によ

りましたので、ご説明させていただきます。 
１ 市大の大学改革に負債ということを理由に持ち出したことはないこと 
 市大の大学改革の必要性について、「市立大学のあり方懇談会」を設置する際に、委員会

で次のように述べています。 
 「社会情勢の変化、そして大学の置かれている環境、市の環境、こうした中で、本市に

おける市立大学のあり方検討をお願いしたい。ちなみに市内には国立大学や私立大学が 14
大学あり、こうした状況の中で是非ご議論いただきたいことは、①横浜市が大学を設置す

る意義があるのか。そして、②大学の経営はどういう形態が適切なのか。③今後どういう

形で大学改革の方向を目指していくべきかについて。検討する必要があると考えていま

す。」 
 「行政の役割は民間と違うため、費用対効果のみを追求するわけにはいきませんし、た

とえ経費がいくらかかろうとも、やるべきことはやらなければなりません。」 
 つまり、市大の存在意義について問うたものであり、負債を理由として大学改革を進め

ているのではありません。 
２ トップダウンではなかったこと 
 市大の大学改革は、平成 10年頃から学内で論議されていたものであり、まず、大学自身
が考え、大学自らが策定した案を基本的に尊重し、設置者である横浜市と大学がともに推

進しているものであり、「最初に市大改革ありき」ですとか、「密室で決定」「いきなり公表」

「トップダウン」などとという進め方は、横浜ではされていません。 
 また、教授会からの要望・意見等についても、先の予算特別委員会において各学部長が

答弁したことから、大学改革自体に反対するものではないと考えています。 
３ 密室審議ではなかったこと 
 市立大学改革推進・プラン策定委員会については、大学自体が設置した組織ですので、
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直接関与していませんが、大学から聞いたところによりますと、委員会の設置に際しては、

大学の最高審議機関である評議会の決定を経ていること。また、情報公開についても、同

様に評議会の決定に従っているとのことです。 
 なお、市大への毎年の繰り入れ額は、約 240億円、うち病院が約 120億円となっていま
す。 
 引き続き改革への取り組みを行っていきますので、ご理解・ご協力いただくようお願い

します。 
*************************************************************************** 
資料 2: 重ねて中田市長に問う 

2004年 4月 30日 
横浜市長 
中田 宏 殿 

「市長の『誤報』発言についての（回答）」について 
久保 新一 
柳澤 悠  

 この度は、私どもの 04年 3月 8日付市長宛文書（市長の「誤報」発言について）に対し
て回答（4月 16日付市広聴第 104975号）をお寄せ下さり有難うございました。 
 まず、市長が、私どもの「東京新聞の報道は『誤報』ではなく『見解』の相違にすぎな

い」という指摘には敢えて反論されないで事実上「誤報」という認識を撤回され、問題に

なっている市大「改革」に関する 3 つの問題点について、あらためて市長の「見解」を示
されたことに敬意を表します。 
 その上で、再度私どもの同問題に対する幾つかの疑問を申し上げ、市長のお考えを伺い

たく存じます。 
１．「市大の大学改革に負債ということを理由に持ち出したことはないこと」に関して 
 市長が「負債を理由として大学改革を進めているのではない」という固い信念をお持ち

であること了解いたしました。 
03 年２月、市長の諮問機関「あり方懇」が出した答申は、改革の理由の一つに市大の負
債問題を取り上げています。これは市長の改革意図に反するものと考えますが、それに対

して市長は反論または批判をされておりますか。お教しえいただきたく存じます。また、

もし反論も批判もなさらなかったとすれば、その理由をお示し願います。 
２．「トップダウンではなかったこと」について 
 去る 4月 20日付け東京新聞の特集記事で、市大の小川学長が「改革が進むなら中田市長
のトップダウンで構わない」と発言し、「市長の意向を受けての改革案づくりだったことを

認めた」ことについて、どうお考えですか。市長の見解と真っ向から対立する発言だと思

いますが、小川学長にこの発言の訂正を求めますか。それとも東京新聞に再度「誤報」の

抗議をなさいますか。 
３．「密室審議ではなかったこと」について 
 市立大学改革推進・プラン策定委員会が「改革案」をまとめる過程で委員会のメンバー

に緘口令をしいたこと、教員の任期制等重要な問題で教授会の審議を経なかったこと等、

についてどうお考えですか。また、こういうやり方について批判されたことはございます
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か。 
４．市大への毎年の繰入額の「訂正」について 
 毎年の繰入額について事実上間違いを認めて「訂正」されたことを嬉しく思います。そ

の上で伺いますが、毎年の繰入額（病院を除いて約 120 億円）の中には、市大にかかわる
政府からの助成金・補助金等が含まれていないのでしょうか。もし入っていたならば、そ

れらを除いた純粋な市財政による負担額をお教え願いたく、お願い申し上げます。 
以上 

***************************************************************** 
資料:3 東京新聞 2 月 16 日朝刊報道に関する中田横浜市長の「誤報」発言の撤
回を求める 
 中田横浜市長は、平成 16年 2月 19日記者会見において、横浜市立大学の改革に関わる
2月 16日東京新聞特報について、次の３点に関し、事実関係を間違って報道したという意
味での誤報であり、誤報の主たる原因は情報提供者による不適切な情報提供にあるかのよ

うに発言しています。３点は、（１）市長は横浜市大の「負債ということを理由に改革を持

ち出したことはない」、（２）市大が報告書を出してきたこと、及び平成の早い時期から今

まで改革を論議してきたのであるから、「トップダウンではない」、（3）「密室で決めたこと
は一度もない」、という主張です。 
 この特集記事は、取材が一面的であった他、情報提供者の発言が週刊誌風にやや誇張さ

れたり歪曲されたりしている箇所もあり、必ずしもすべてが正確に書かれておらず、情報

提供者としても多少の当惑を覚えないわけではありません。また、中田市長が指摘するよ

うに、大学が「改革案」を作って提出したという点で東京都の場合とは違っており、「トッ

プダウンではない」「密室協議ではない」といえばいえるかもしれません。しかし、それは

全くの表層的な形式論であり、実質的には以下に示すように東京新聞の特集記事は大筋で

間違ってはいないと考えます。 
私たちは、東京新聞の記事が明確な事実を誤って記述したという意味での「誤報」では

決してなく、横浜市大の改革の経緯に関する情報提供者および東京新聞記者の評価・判断

であること、かつその内容は事実の経緯の評価・判断として十分な根拠をもつことを以下

申しのべ、市長がこの会見における「誤報」発言を取り消すことを要求します。 
（１）「横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち出したことはない」といえるか？ 
 市の設置した「あり方懇談会」の答申は、「もしも横浜市の財政が健全であり、市民がこ

れまでのように横浜市立大学の経費を負担していけるなら、この大学が存続していくこと

におそらく大きな問題はないであろう。けれども、現在、状況は大変に厳しく、横浜市立

大学がこれまでどおり存続していくことは、市の財政の大きな負担となる。」と書いて、そ

のすぐあとに、横浜市立大学の「累積債務は、...」と累積債務の問題を論じています。「あ
り方懇談会」の答申では、累積債務の存在が、市大改革の最大の理由として挙げられてい

ることは、文面を見る限り自明です。市長は、この「答申」を了承し、「あり方懇談会の答

申を踏まえて」改革を進めるべきこと（市長声明「市立大学改革に向けて」、2003年 5月 7
日）を市大に指示しているわけですから、「横浜市大の負債ということを理由に改革を持ち

出したことはない」という市長の主張は、どのように考えても検証に耐えないものです。 
（２）「トップダウンではなかった」といえるか？ 
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 まず、「あり方懇談会答申」は設置者が市大を廃校あるいは売却する選択肢もあることを

明示し、市長は「あり方懇談会答申」を踏まえた改革案の作成を市大に指示し、かつ市大

が作成した改革案が市長の合意できない内容の場合は「別の選択肢も考える」と決意表明

をしています（定例記者会見 15年 5月 7日）。つまり、市長は、市大が市長の合意できな
い改革案を作成した場合には、廃校あるいは売却することを考えると明示していました。

横浜市立大学が市立の大学として存続する条件は、市長が合意できる改革案が作成された

場合のみであるという制約を、市大は改革案作成の出発点からもっていたのです。従って、

市長の政策（5月の時点では、「あり方懇談会答申」）に従うこと以外に市立大学として存続
する道はないという制約のもとで改革案を作成したのであって、トップである市長の意向

が上位下達する制度の下での改革案作りであったことは否定できません。市長は、そもそ

も大学が自ら内容を判断できるという意味での自主性を制度的に奪った上で、市大に改革

案を作成させたのです。 
 この点が、トップダウンを保障する制度的な枠組みとすれば、実態的にもトップダウン

を示す事実は複数あります。大学の「改革案」作成上最重要の機能をもった委員会では、

市長の意思を体現して一体的に行動する横浜市吏員が半数を占めて、委員会の決定を市の

吏員が事実上決定できる制度をつくり、この委員会は「あり方懇談会答申」の内容を 100％
実現した案を作成しました。この案は、それ以前に市大内で検討されてきた改革のあり方

に関する合意点とは、大きく乖離しており、これもまた、トップダウン的な変更が加えら

れたことを示唆するものです。 
この案は、２月１５日付けの市大教員組合の「意見広告」にもあるように、大学自身が出した改革

案に対し、学部教授会等が２０件近くの反対決議、遺憾表明、要望等を出していることが示すよう

に、基本的な異論が学内の多数の部局から表出されたにもかかわらず、大学内のこれらの意見を

取り入れることなく、市長の意向にそった案が大学案となったにすぎません。文字通りトップダウン

で内容が決定された、といえるのではないでしょうか。 
 以上のように、設置者による「廃校」の脅しを背景に、大学の「重要事項の審議機関で

ある教授会」（学校教育法５９条１項）の意向を無視して、「改革案」作りが進められた経

緯からみて、その結論に同意するか否かは別にして「トップダウンであった」という東京

新聞の評価・判断には根拠に足る事実があり、かつそれらの事実を根拠にして得られた判

断（結論）は実態の適切な評価だといわざるをえません。 
 （３）「密室審議ではなかった」といえるか？ 
 改革案を作ったプラン策定委員会では議論内容に関する緘口令をしいて学内への情報流

出を阻止した上、8月 18日に出した『大学改革案の大枠の整理について』では、「全員の任
期制」など重要な論点はまだ示されておらず、議論の重要な論点（「全員任期制」「教授会

からの人事権・カリキュラム編成権の剥奪」等）が明らかとなったのは 9月 26日の「大枠
整理（追加）について」が初めてでした。最終案が提出されたのが 10 月 17 日で、僅か 5
日後の 10 月 22 日には評議会で「決定」されるという、実質的審議を欠いた超・スピード
決定ではありませんか。5月の案策定委員会設立以降 9月末までの数ヶ月間、最も重要な論
点に関する議論の内容を大学の構成員に知らせないように工夫をこらし、公表後 25日間程
度で大学としての最終決定をせまるというやり方は、教授会をはじめとする大学構成員の

意向をいかに無視し改革案作りに反映させないようにするかという操作の見本のように思
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います。これを「密室審議ではない」というのは、困難ではないでしょうか。 
 前述のように、私たちは東京新聞の当該記事の取り扱い方のすべてに同意しているわけ

ではありません。しかし、結論に同意するかどうかは別にして、結論を引き出す根拠とな

る事実が存在することは、以上申し述べましたように明白です。市長が上記の 3 点に関し
て主張していることは、事実の解釈（見解）の違いの問題に過ぎません。一般的にいって

誤報というのは誤った事実を伝えることをさしていう用語ですが、今回のように過去 1 年
間にわたり、改革案の策定に関して、繰り返し市大の内外から「行政による押し付けだ」「密

室審議だ」という批判が行われてきた事柄に関する報道を誤報というのは、それこそ語法

の誤りです。東京新聞記事を明白な事実を間違って伝えたという意味で「誤報」だと発言

された市長の発言の撤回を求めます。 
 東京新聞の特集記事の一部が市長に不快感を与えるような表現になっていたことに関し

ては、情報提供者としての私たちも遺憾に思っております。しかし、見解の違いを「誤報」

といい、「誤報した記者の質問には答えない」という趣旨の発言をして口封じをするのは、

報道の自由に対する侵害であり、言論の自由への抑圧行為です。また情報提供者たる私た

ちへの誹謗とも受け取れます。私たちは、中田市長が東京新聞の当該記者に対しては質問

に答えないという趣旨の発言をしたことを撤回することを求めます。また、今後、権力を

行使しうる立場にいる市長の立場をわきまえてご発言いただくことを強く要望します。 
 なお、市長は同記者会見において、横浜市立大学への年々の市会計からの繰り入れを、

240 億円、これと別途に病院に対する繰り入れが 240 億円ある、と発言しています。これ
は、それぞれが 120億円で両者あわせて 240億円、ではないでしょうか。おそらく市長の
勘違いに基づく、文字通り「誤報」的発言であり、いずれ自発的に訂正されるものと期待

しております。 
2004年 3月 8日 

久保新一（関東学院大学）  
柳澤 悠（東京大学）  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 19号 
  2004年 5月 14日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 19, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

大学改革市民アンケート情報開示請求顛末記（その１） 
2004.5.14 一楽重雄(理学部) 

昨年７月から９月にわたって横浜市立大学が実施した市民アンケートについては、その

結果の一部が公表されている。しかし、そこで公表されているのは「大学改革市民アンケ

ート調査概要」とされ、アンケート結果そのものではない。アンケート結果から横浜市が

都合のよい部分だけを抜き出したものではないかと疑わせるものである。いわゆるプロジ

ェクトＲの幹事会の内容も、ホームページ上で「議事概要」として公表されているのをも

って情報公開をしていると主張しているのと踵を一にするものであり、本来の情報公開の

精神とは著しくかけ離れている。 
むしろ、横浜市は「情報公開」ではなく「情報操作」を行っているとしか思えない。日

本の役所というものが、実は旧態依然としており、それだからこそ、我が中田市長は口を

酸っぱくして「情報の共有」を市民や市役所に向けてプロパガンダしているのだと理解す

るのが妥当なのであろうか。一般の商品であっても本当によいものはあまり宣伝しない、

実際には胸を張って言えるほどのことでないことこそ声高に宣伝するのが商売の常であろ

う。経営の神様と言われた松下幸之助もこの点はよく知っていたであろう。 
横浜市は、この市民アンケートと大学財政のシミュレーション委託という名目で、確か

1500万円の予算を取っていた筈だが、アンケート結果をこのように使うことは市民の税金
の無駄遣いの典型であろう、と私は思う。ちなみに、シミュレーション委託については、

結局行われなかったのだろうか、少なくともその結果は公表されていないようである。 
このような状況を明確にするために、今年の 3月 25日に「横浜市の保有する情報の公開

に関する条例」にもとづいて、開示請求を行った。その結果、4月９日付けで一部開示決定
通知書が出された。アンケート回答の用紙そのものは全面非開示の決定となり、アンケー

ト結果の集計結果全体が分かる表として請求したものに対してだけ一部開示の決定がされ

た。これによって、６種類のアンケートの集計結果の手にすることができた。しかし、一

部開示の決定であり、個別の意見そのものが書かれた部分は全部黒塗りとされていて、一

般市民や学生などの意見の見えるもっとも面白い部分がまったく黒塗りとされていた。開

示を受けたときの担当者の説明では、アンケートの回答者に対して「公表しない約束で御

願いしているもの」だからというような説明を受け、そういうことも有り得るのかと思い、

多少の疑問は持ちつつもそのまま引き下がって来た。 
しかし、しかしである。以前に発表された「横浜市立大学の新たな大学像の付属資料」

の中にアンケート結果も掲載されていて、そこではなんと個別意見が「具体的意見の例」

として紹介されているのである。もちろん、すべての意見ではなく、都合のよい意見だけ

が抜き出されているのである。 
この一事を持ってしても横浜市のしていることが「情報公開」ではなく「情報操作」で
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あることが明白ではないだろうか。 
このような結果であるので、当然、不服申立を行うこととした。以下がその内容である。 

平成１６年５月１３日 
横浜市長 中田 宏 殿 

異議申立人 一楽重雄 印 
 次のとおり、異議申立てをします。 
 
１．異議申立人の氏名、年齢、住所 
一楽重雄、 **歳、 横浜市青葉区*********************** 
 

２．異議申立に係わる処分 
横浜市長が、平成１６年４月９日付大改２号、及び、大改３号において、異議申立人

に為した一部非開示決定処分（別添の一部非開示決定通知書コピーを参照）のすべて 
 

３．異議申立てに係わる処分があったことを知った年月日 
平成１６年４月１０日 
 

４．異議申立の趣旨及び理由 
異議申立の趣旨 
異議申立てに係わる処分のうち、非開示決定の部分を取り消す、との決定を求める。 
異議申立ての理由 
いずれの件においても、アンケート結果は、そのすべてを市民に公開すべきもので

あり、都合のよい部分だけを公開するのは、行政として本来許されないことである。

非開示と決定された個別意見は、その一部が「大学改革市民アンケート調査概要」（別

添）や「横浜市立大学の新たな大学像、付属資料」において具体的意見の例として、

すでに大学当局から発表されており、非開示とする理由がない。また、一部開示され

た文書は、アンケート回答そのものではなく、すでにアンケート結果として編集整理

されたものであり、回答者などが識別できる可能性は非常に低いと思われる。なおか

つ、仮に識別されたとしても、アンケート内容の性質からして、個人の権利権益を害

したり、市との信頼関係が損なわれるとは思われない。 
 

５．処分庁の教示の有無及びその内容 
「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６０日以内に、横浜市長に異議申立てをすることができます。」との教示があった。 
 

６．添付書類 
（１） 一部非開示決定通知書 大改第２号及び大改第３号コピー 
（２） 大学改革市民アンケート調査概要コピー 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 20号 
  2004年 5月 17日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 20, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

大学改革市民アンケート情報開示請求顛末記（その 2） 
2004.5.17 一楽重雄教授(理学部)の情報提供により、編集者作成。 

一楽重雄教授(理学部)が｢情報開示請求｣で入手した６文書のうちの２文書および『新たな
大学像の附属文書 031029』を対照させて読むと、情報操作の過程が歴然とします。 
  なお、残りの４文書（「オープンスクール参加者アンケート集計結果」「高校生・予備校
生アンケート集計結果」「高校・予備校関係者アンケート集計結果」「横浜市立大学の改革

に関する企業・産業関係者アンケート調査報告書」）も，同様に，（不都合部分を）全面黒

塗りしてあります。 
この奇怪な情報操作に対して、一楽教授は，不服申し立てを再度行って，「黒塗り部分」

および「アンケート調査票」を開示するよう請求しています。ご参考までにお知らせいた

します。 
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横浜市立大学学生アンケートのうち、 
学生の意見要望の項目は、10ページから 21ページまで炭塗り公表です。 
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横浜市立大学市民アンケートのうち｢意見･要望｣は、 
18ページから 28ページまでは炭塗り公表です。 
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28ページです。 
 

 
 
『大学改革市民アンケート調査概要』(9-10ページ)では、以下のように、内容

の一部がつまみ食いされています。 

（１）高校生・予備校生アンケートで、期待として記述されたものを整理してみると、 

「大学改革」に関するもの(７件)、「学部･学科と募集定員」に関するもの(21 件)、 

「入学制度と卒業制度」に関するもの(９件)などが多く、期待としての記述は55 件を数 

えた。 

具体的意見の例 

・ 推薦でとる人数を増やして欲しい。・ 看護学部も４年制を作ってください・ 国立とも私立

とも違う何かを期待します。 

（２）高校・予備校関係者（主に進路指導担当）アンケートでは、「望ましい大学像」と

して、『地域に開かれた大学･地域に根ざした大学』(９件)と『個性、特色ある大学』(７

件)という意見に集約される。 

具体的意見の例 
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・ これまで以上に地域性を活かし、重視したきめ細やかな教育活動を展開し、「これぞ横 

浜市立大学」と言えるような特徴のある大学作りを期待しております。・ 小規模総合大学、地

域に密着した大学としての良さを残して欲しい。高校生向けの公開セミナー、市民向けのセミナ

ーを充実して欲しい（学生による研究発表会の公開など）。 

（３）市民アンケートでは、市民が考える、市立大学の各種の地域貢献の重要度をみると、

「横浜市の市民・納税者に、十分な貢献を行う」が最も重要度が高く、「とても重要であ

る」が50.8％で過半となっており、これに「わりと重要である」を加えた重要度比率は81.7％ 

と高水準にある。 

具体的意見の例 

・ 市民として市立大学に対する期待は大きい。特に医学治療分野における市民への貢献お 

よび生涯教育に対する市民への働きかけに大いに期待したい。・ 社会人が働きながら勉強する

制度を沢山作って学生を増す方が良いと思います。その方が社会に貢献することも市政に意見や

興味もでてくる。 

9 

（４）企業・産業関係者アンケートでは、市立大学が横浜市の公立大学として、大学の持

つ人的・物的資源を生かして社会的使命を果たしていくためにはどのような改革・改善案

を重視すべきかを尋ねたところ、「非常に重視する」とした割合から、「高度な専門教育

の充実」(38.2％)、「人格教育への取り組み」(30.0％)、「大学院教育の拡充(高度な実務

専門家養成の修士課程の充実)」(24.1％)、「産学連携の強化(工学系を含む研究体制の整

備)」(24.1％)、「社会人教育の拡充(学位取得も含む)」(18.2％)が上位5 つに取り上げら

れた。 

具体的意見の例 

・ 今の学生をみてもがっかりする事が多い、人格を磨く事、社会に対応できる人が一番大 

切。・ 市大の貢献は大と認めます。時代は自助努力を求めており産業社会研究開発と特色を発 

揮し世の為役立つ事が求められその成果を期待されている。日本企業が世界で活躍してい 

るが数としては１００程度である。陽のあたらない中小企業を活性させ各社特徴ある技 

術・研究開発等を貴校がとりあげて更なる改良開発を推進するならば（利益の分配も含め 

て）産学の2 人3 脚で地方と国の発展は確かなものとなる。そこに集中してほしい。 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 21号 
  2004年 6月 2日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 21, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

キャンパスは異常事態-----学生は不安、研究者はさっていく 

『毎日新聞』2004年 5月 29日 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 22号 
  2004年 6月 5日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 22, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

日本数学会理事長声明 
横浜市立大学における数理科学の教育について  

平成 16 年 5 月 25 日  

日本数学会 理事長 森田 康夫 

横浜市長 中田 宏 殿  

横浜市立大学 最高経営責任者 孫福 弘 殿  

文部科学大臣 河村 建夫 殿  

日本学術会議会長 黒川 清 殿  

 

横浜市立大学における数理科学の教育について  

 

現在、横浜市立大学理学部には数理科学科があり、教員11名で学生定員30名

の教育を行っています。学科の規模は日本の数学系学科の中では小規模ですが、

受験生の人気は理学部の学科の中でも高く、 

英文専門誌 Yokohama Mathematical Journal  
を発行し、卒業生は教育界や実業界などで全国的に活躍しています。  

さて、横浜市立大学は横浜市と連携して大学改革を検討しており、平成15年

10月22日に開催された臨時評議会で「横浜市立大学の新たな大学像について」

を採択しました。ところが、平成16年3月25日横浜市大学改革推進本部事務局が

発表した「国際総合科学部（仮称）コース・カリキュラム案等報告書」では、

上記の横浜市立大学の改革案にあった国際総合科学部理工学府の数理情報コー

スが外され、数理科学の体系的な教育が横浜市立大学からなくなろうとしてい

ます。私は、この決定は数理科学(広い意味での数学)に対する理解不足から来

るものであり、再考が必要ではないかと考えます。  

日本の数学者は従来、数学が世の中の生活に役立っていることを、余り強調

して来ませんでした。  

しかし、ニュートン力学には微分積分学が必要不可欠であり、電磁気学には

ベクトル解析が必要であり、量子力学にはヒルベルト空間論が必要であり、相

対性理論には非ユークリッド幾何が不可欠なように、科学の研究と応用には数

学が欠かせません。経済を始めとする文系の学問にも、数学がよく使われます。

最近の例を上げると、情報科学の基礎は数学の基礎とほぼ同じであり、情報通

信に使われる暗号などには代数学の高度な知識が使われており、伊藤清が構築

した確率微分方程式の理論が金融工学に使われております。この様に、数学は
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科学が進歩した現在社会の不可欠な基礎となっています。  

また、数学の証明とコンピューターのプログラムが構造的に類似しているた

め、数学の専門教育を受けた人は、ほんの少しプログラム言語の勉強をすると

非常に優れたプログラムが書けるのが普通であり、電機業界やソフト業界では

数学系の学科を卒業した学生が数多く活躍しています。その他、将来予測、品 

質管理などには統計学の知識が不可欠なため、卒業生の一部は、保険や年金

の設計や管理、メーカーの生産現場などでも活躍しています。  

私は、新しい横浜市立大学が掲げる「発展する国際都市・横浜とともに歩み、

教育に重点を置き、幅広い教養と高い専門的能力の育成を目指す実践的な国際

教養大学」との理念に賛成致します。しかしそのことを実行するためには、「科

学を語る言葉である」数学の充実した教養教育が不可欠であり、また、中田市

長が掲げる「横浜の特性を活かし、今後の成長が期待されるバイオ関連産業や 

IT 産業の育成支援に取り組む」ためには、数理科学の体系的な教育が不可欠で

あると考えます。  

ナノテクノロジー、バイオ、IT のような成長著しい産業では、5年も経つと

技術革新により必要とされる技術は一変します。大学での教育では基礎をきち

んと教えることが重要で、「即戦力」を強調し過ぎると、教えられた知識はす

ぐ役に立たなくなります。時代の脚光を浴びる産業は次々に変わりますが、卒

業した学生は40年程度働かなければなりませんから、教育の設計には長期的な

視野が不可欠です。なお基礎的な学問は、多くの分野に応用が効き、時代の求

めに柔軟に応じられることも指摘しておきたいと思います。  

設置者である横浜市が、横浜市立大学に地域貢献を求めることは当然です。

しかし、その他にも忘れてならないことがあると思います。  

大学教育の質が上がれば上がるほど、学生は全国から集まる様になるのが普

通です。その様な場合、横浜市から見ると、他地域に住む子弟の教育のために

財政負担をしているように思えるかも知れません。しかし、4 年間横浜市で学

習した影響は大きく、彼らは日本各地に分散した後、横浜市のスポークスマン

としてその地で活躍し、横浜市のステータスを上げると共に、観光面や経済面

でも横浜市に貢献すると私は思います。  

私は、横浜市が充実した教育を行う大学を持つためにも、IT 産業の育成を行

うためにも、さらに全国的なステータスを高く保ち、観光や経済面でメリット

を受けるためにも、新しい横浜市立大学において数理科学の教育を重視するこ

とを訴えたいと思います。  

 

日本数学会 理事長 森田 康夫  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 23号 
  2004年 6月 8日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 23, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 “市民派”中田市長の“官僚的”不誠実回答――横浜市立大学問題 

「大学人の会」に対する市長の回答（2004年4月16日付） 

 

市広聴第104976号 

平成16年4月16日 

 

横浜市立大学問題を考える大学人の会 

呼びかけ人  

今井 清一 様 

伊藤 成彦 様 

久保 新一 様 

清水 嘉治 様 

田中 正司 様 

柳澤 悠  様 

山極 晃  様 

横浜市長  中田 宏（公印） 

 

公立学校法人横浜市立大学定款（案）について（回答） 

 市立大学の改革について、ご意見をありがとうございました。 

 さきに要望（2004年3月8日）のありましたことについて、次のとおりお答え

します。 

 先の市会で議決されました公立大学法人横浜市立大学定款の策定に際しては、

次のような考え方によりましたので、ご説明させていただきます。 

 

１．「大学、学部、課程その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項」等

を経営審議会の審議事項としたこと 

 「大学、学部、課程その他の重要な組織の設置または廃止に関する事項」等

を経営審議会の審議事項としているのは、組織の設置または廃止により、職員

の定数、運営経費や学生数などの変化が、大学の経営を左右する重要な事項で

あることにもよるものです。 

 また、重要な規定の制定についても、現行の大学の諸規定については、法人

化後は「法人規定」となり、重要な規定は、経営審議会における審議を経て、
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法人の長である理事長が決定するものです。教育研究に関する諸規定であって

も、それを審議する「経営審議会」は、学長をはじめとする教育研究側の理事

も含め構成されていることや、定款第21条第2項で「教育審議機関は、経営審議

会に対し意見を述べることができる」と規定されていますので、教育研究側の

意見は十分に反映できるものと考えています。 

 なお、これまでも大学や学部、学科などの設置、または廃止については、学

校教育法第2条第1項及び第5条の規定により、大学を管理し、経費を負担する設

置者の権限であると規定されています。 

 

２．理事長と学長を分離したこと 

 理事長と学長を別にしたことについては、大学自らがまとめた「私立大学の

新たな大学像について」でも述べられていますが、市立大学の場合、教育研究

に加えて、厳しい大学間競争の中で経営面の重要性が問われており、特に付属

２病院の難しい運営・経営面に対しても責任を持たなければなりません。そこ

で、理事長と学長を分離する運営形態とすることにより、経営組織と教育研究

組織の役割を区分し、それぞれの権限と責任の所在の明確化を図ることとしま

した。 

 なお、法人の審議機関のうち「経営審議会」には副理事長となる学長をはじ

めとし、教員も構成員となる一方で、「教育研究審議会」については、学長を

最高責任者とし、学内の教員や学長が指名する学外有識者により構成されます。

さらに、「経営審議会」に対し、「教育研究審議会」が意見を述べることがで

きるなど、教育研究側の意見が反映されるシステムとしており、学問の府とし

ての大学の特性への配慮をしています。 

 

３．学長選考会議の委員に学外者を入れたこと 

地方独立行政法人法において、学長の選考は、「経営審議機関」の構成員の中

から当該「経営審議機関」において選出された者と、「教育研究審議機関」の

構成員の中から当該「教育研究審議機関」において選出された者とにより構成

する「学長選考会議」で行うことが規定されています。 

これまでの選考は、学内者のみで行われていましたので、学長選考会議の構成

員に学外者を加えることにより、幅広い視点から、より公正性・透明性・客観

性の高い選考を確保していこうとするものです。 

引き続き改革への取り組みを行っていきますので、ご理解・ご協力いただくよ

うお願いします。 

********************************************************************* 

市長に対する「大学人の会」の見解（2004年3月8日付） 

 

「公立大学法人横浜市立大学定款（案）」に関する「大学人の会」の見解 

 

 地方独立行政法人法成立にあたっての付帯決議は、公立大学法人の設立に関
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して「憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことがないよう、大学の

自主性・自立性を最大限発揮しうるための必要な措置を講ずること」であった。

しかし、公立大学法人横浜市立大学定款（案）の内容は、この精神に反して、

公立大学法人横浜市立大学をいかにしたら設置者の影響下に置くことができる

かという精神に基づいて起草されたものであるという疑念を禁じえない。以下

定款案の問題点を指摘する。 

 １．教育研究審議会から教学の基本事項の審議権を剥奪 

 大学の自治と学問の自由を保障する憲法に基づき、学校教育法は「大学には、

重要な事項を審議するため、教授会を置かなくてはならない」と規定している。

国立大学法人法も、教員人事、教育課程の編成に関する方針、学則その他研究

教育に関わる規則の制定・改廃は、教育研究評議会の審議事項とし、経営協議

会の審議事項は経営に関わる事項に明示的に限定されている。 

 これに対して、「公立大学法人横浜市立大学定款案」（以後「定款案」と略

称する）では、経営審議会は、「経営に関する重要事項を審議する機関」（地

方独立法人法77条）としての権限を逸脱して、「大学、学部、課程その他の重

要な組織の設置または廃止に関する事項」、「教育課程の編成に関する事項で

法人の経営に関するもの」、「重要な規程の制定及び改廃に関する事項」など

教学に関わる最も重要な事項を審議事項としている。他方で、国立大学法人法

では教育研究評議会の審議事項となっている、「教員人事に関する事項」及び、

「学則（法人の経営に関する部分を除く）その他の研究教育に係る規則の制定

又は改廃に関する事項」が、定款案では教育研究審議会の審議事項から除外さ

れていることは特に重要である。 

 教育研究にかかわる最重要事項に関して教学に関する審議機関による審議事

項から排除することは、学校教育法の趣旨に違背し、「教育研究に関する重要

事項を審議する機関」として教育研究審議会を規定する地方独立法人法にも違

反している惧れがある。 

 ２．市長が直接支配出来る運営機関 

 国立大学法人法では、学長が法人の長となり、学長による経営協議会の学外

委員の任命にあたっては教育研究評議会の意見を聞くことが義務付けられてい

る。地方独立法人法も、大学における教育研究の特性を考慮して公立大学につ

いては「公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長と

なるものとする」ことを原則とした。公立大学協会も、「公立大学法人は、原

則として学長が兼務する理事長を中心として自主的・自律的に運営する」こと

がとりわけ重要であるとしてきた。しかし、横浜市の定款案は、こうした研究

教育の自律的運営の重要性に配慮することなく、例外的に採用できるとされた、

学長と理事長の分離の方針を採用した。 

 定款案では、市長によって決められる理事長が、副理事長の一人（学長）以

外のすべての理事を任命し、これら理事によって経営審議会が構成される。前

述のように教学の基本的な部分の審議権さえもつ経営審議会の委員＝理事（一

人を除くが）の任命権を、市長が任命する理事長がもつことによって、市長は
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大学の経営のみならず研究教育の深部までに影響を与えることができる制度と

なっている。市長による大学の官僚的統制が強く懸念されるもので、大学の自

主性と自律性はほとんど消滅するのでないかと危惧せざるをえない。 

 ３．学内意志の反映が困難な学長選考制度 

 定款案では、学長選考会議の6名の委員のうち、経営審議会の委員3名（しか

も教育研究審議会委員を除外し、1名以上は学外者でなくてはならない）に加え

て、教育研究審議会から選出される委員3名のうち1名は学外者である教育研究

審議会委員を加えることを規定している。つまり、学内の教員を母体として選

考され、その意志を代表しうる可能性のある委員は2名を超えることが難しい仕

組みになっている。大学内の最も基本的な構成員である教員の意志が、学長選

考においても反映できないような制度設計は大変問題である。 

 このほか、定款案の多くの規定が大学の自律性を犯す惧れのある内容となっ

ており、全体として本定款案が、大学の自主性と学問の自由を無視した、設置

者による大学の官僚的統制を保障する内容であることに、深甚な危機感を持た

ざるをえない。横浜市の定款が、少なくとも国立大学法人法の規定に準拠した

ものに根本的に改定されることによって、上記の危惧の一部は軽減されるもの

と考え、再考を要望する。 

 なお、「横浜市立大学の新たな将来像」に基づくコース案等の検討が、すで

に大学の外部で、横浜市大学改革推進本部によって進められている。また横浜

市立大学教員組合が指摘するように医学部看護学府の教育研究内容の策定とさ

らには教員採用人事に関してさえも、横浜市の大学改革推進本部が進めつつあ

ることが事実であれば、これは大学の教学に対する設置者の直接的介入であり、

定款決定に先立って、大学の教学に対する行政的支配が行なわれているという

疑問が生じることを付記したい。 

2004年3月8日 

「横浜市立大学問題を考える大学人の会」 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 24号 
  2004年 6月 21日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 24, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 事務局による大幅な歪曲，『アンケート調査票』から発覚

――市民アンケート情報開示請求顛末記（その３） 

2004 年 6 月 21 日 総合理学研究科 佐藤真彦 

 

一楽重雄教授（理学部）が，先月の下旬に入手した『アンケート調査票』に

より，従来から疑われていたとおり，多くの《誘導的な設問》の存在が明らか

になった．さらに，この『アンケート調査票』と昨年１０月末に市大事務局が

作成した『大学改革市民アンケート調査概要』（03-10-29），および，去る３

月末の開示請求により一楽教授が入手した『アンケート調査報告書』（03-10-29，

未公表）の集計結果を比較検討することで，事務局がアンケート結果を大幅に

歪曲して報告書を作成していた事実が発覚した． 

その結果，《リベラルアーツ教育と地域貢献》を新たな横浜市立大学の《第

一の目標と責務》とするという，事務局の主張の一角が崩壊した． 

・・・・・・・・・・ 

はじめに 

事務局（総務課大学改革担当）によるアンケート調査は，中田市長の『改学

宣言』（03-5-7） http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/giman030514.htm 

を受けて，主として昨年の７月末～9月上旬にかけて行われた．この調査は，横

浜市大“改革”を正当化する目的で，1500 万円の市費を投じて実施された『御

用シンポジウム』（03-7-20） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/page149.html ほかの欺瞞的な

“儀式”の一環という性格を持っていた．したがって，厳しい批判の的であっ

た《独立行政法人化》や《３学部統合》等の本質的な問題の是非を問う設問は，

アンケート中にはまったく存在せず，もっぱら，《リベラルアーツ教育や地域

貢献へのニーズ》という事務局の望む結論への誘導とともに，市大“改革”，

および，これを推進する事務局（プロジェクトＲ）の宣伝活動を，アンケート

調査の主な目的としていた． 

市大事務局作成の『大学改革市民アンケート調査概要』（以下，『アンケー

ト調査概要』）（03-10-29） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031029gaiyou.pdf によれば，アン

ケート調査の結果から， 
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【Ⅰ】《横浜市立大学の期待》として，《改革の期待について，学生，受験

者は学部やカリキュラムの充実を望んでおり，市民は地域への貢献，企業は人

材の育成を望んでいる》 

【Ⅱ】《リベラルアーツ教育》として，《１．市大生，高校生（予備校生），

高校（予備校）教員ともに高く評価しており，ニーズが高い》，《２．大学入

学後の文系・理系の選択，専攻分野やコースの選択についても，ニーズが高い》，

《３．リベラルアーツの教育目標は，企業の求める人材のニーズに合致してい

る》という結論を導いている． 

これらの結論のほとんど（もしくは，すべて）が，①事務局の望みどおりの

結論を導くための《誘導的な設問》，および，②これを補強するべく自由記述

形式で回答させた部分から，事務局に都合のよい箇所を“つまみ食い”したと

思われる《具体的意見の例》に基づいたものである． 

なお，自由記述回答のうち都合のよい箇所に限っては，事務局がすでに公表

していたにもかかわらず，去る３月末の一楽教授による開示請求に対して，す

べての自由記述回答を非開示（全面黒塗り）とした．現在，一楽教授は全面黒

塗り部分も開示するよう異議申し立てを行っているが，同様の異議申し立てが

多数に上るため，開示するかどうかの判定を行うのは，なんと，“２年くらい

先になるだろう”といわれたという． 

（『カメリア通信』第 20 号：大学改革市民アンケート情報開示請求顛末記（そ

の 2）（04-5-17） 

http://www5.big.or.jp/~s-yabuki/doc03/came-20.pdf 参照） 

 したがって，今回は，“つまみ食い”の《具体的意見の例》が，実際に，ア

ンケート全体をどの程度代表しているかについては正確な検討ができなかった

が，状況証拠から，事務局による“つまみ食い”（恣意的な選別）が常態化し

ていたと思わざるを得なかった．以下は，現時点で入手できた資料，すなわち，

①『アンケート調査票』（今回，一楽教授が入手） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040615chousahyou.pdf ，②アンケ

ート結果のうち，全面黒塗りされなかった集計部分（『アンケート調査報告書』

（03-10-29，未公表），一楽教授による開示請求で入手），③『アンケート調

査概要』（03-10-29） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/031029gaiyou.pdf （『横浜市立大

学の新たな大学像』（03-10-29）の「付属資料」として事務局が公表済み）の

３つの資料から，とくに，上記の結論を事務局がどのような根拠に基づいて導

いたのかに焦点を絞って，批判的に検討した． 

『アンケート調査報告書』（03-10-29，未公表）は，総ページ数 192 ページ

に上る膨大なものなので，ここでは，その一部として，市民 

 http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040621shimin.pdf ，および，

横浜市大生http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040621shidai.pdf を

対象としたアンケート結果の報告書のみを掲載しておく． 
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なお，事務局が膨大な労力を注いで作成したと思われるアンケート調査資料

の信憑性に関しては，疑えばキリがないが，今回の検討の前提として，少なく

とも「集計結果の数値」については正しいものと仮定した． 

検討の結果，『アンケート調査概要』（03-10-29）の結論の大半，すなわち，

上記の 4項目の結論のうちの３項目，【Ⅰ】，【Ⅱ-１】および【Ⅱ-３】が，

いずれも，アンケート結果を大幅に歪曲したり，あるいは，薄弱な根拠に基づ

くものであったことが判明した． 

残りの結論，すなわち，【Ⅱ-２】《大学入学後の文系・理系の選択，専攻分

野やコースの選択についても，ニーズが高い》という結論は，《大学入学後に

文系か理系を選択できたり，専攻分野やコースを選択できたらどう思うか》（市

大生対象），あるいは，《大学入学後にある程度履修した後，学部・学科やコ

ースを選択することができたらどう思うか》（高校生・予備校生および高校・

予備校関係者対象）という設問に対するアンケート結果であり，当然予想され

た結論である．これに関しては，同様の制度が，他大学（たとえば，東京大学）

において長年にわたってすでに実施されており，この制度は事務局（および，

プロジェクトＲ）の構想とも一致するものであるが，結論の内容やその根拠と

なったアンケート結果の取り扱い方に関しては，とくに問題がないように見え

る． 

しかしながら，一楽教授はこの結論【Ⅱ-２】も，事務局が自分の都合に合う

ように誘導したものであると見ている．すなわち，東京大学における例からも

分かるように，《実際には，定員の関係などでまったく自由に選択できるわけ

ではなく，成績が悪ければ希望のところにいけなくなるという，この制度の実

態を説明することなしに，ただ，選択できたらどうですかというのはまったく

不適切な質問だと思います．この質問も，事務局の思いどおりの結果に誘導す

るための欠陥設問です．》と，厳しい見方をしている． 

この見方にしたがえば，『アンケート調査概要』（03-10-29）中のすべての

結論が，事務局の手により大幅に歪曲された，不公正なものであったことにな

る． 

 

（１）本当に，企業・産業界関係者は《リベラルアーツ教育》を望んでいるか？ 

（すなわち，『アンケート調査概要』（03-10-29）の結論【Ⅱ-３】《リベラル

アーツの教育目標は，企業の求める人材のニーズに合致している》を素直に受

け入れてよいか？） 

 事務局は，この結論【Ⅱ-３】を導くために，（Ａ）《採用に際して重視する

資質・能力》に関する設問２-(5)に対するアンケート結果を用いたと述べてい

るが，（Ｂ）《企業・産業関係者における横浜市大の改革・改善策の重視度》

に関する設問５-(2)も，《リベラルアーツ教育》に密接に関係しているので，

ここでは両者に対するアンケート結果を一緒に検討する． 

（Ａ）採用に際して重視する資質・能力 
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設問２-(5)：貴社では，採用に際して，次のような学生の資質や能力などを

どの程度重視していますか．各項目ごとに４段階の重視度から該当するレベル

の番号を１つ選び〇で囲んでください． ①非常に重視する ②わりと重視す

る ③まあまあ重視する ④どちらでもよい 

1）リーダーシップ 2）積極性 3）コミュニケーション能力 4）外国語力 

5）問題解決能力 6）論理構成力 7）幅広い教養 8）国際的視野 9）創造力 

10）探究心 11）高度な専門知識 12）その他（具体的に） 

この設問２-(5)に対するアンケートの集計結果（注：カッコ内の数字は，回

答企業 170 社のうち，《非常に重視する》と回答した企業の割合）： 

割合の低い順に，《外国語力》（4.7%），《幅広い教養》（5.3%），《国際

的視野》（7.1%）．逆に，割合の高い順に，《積極性》（53.5%），《コミュニ

ケーション能力》（34.1%），《創造力》（33.5%），《探究心》（30.6%），《問

題解決能力》（30.0%） 

なお，“重視する”ことを前提に重視度を問う設問の立て方は，どの項目を

選んでも，結局，“重視する”という結論に誘導できる点で問題がある．そこ

で，むしろ“重視しない”意味あいを含むと思われる，“どちらでもよい”と

回答した割合の高い順に列挙すると，《外国語力》（34.7%），《国際的視野》

（20.0%），《高度な専門知識》（17．0%），《幅広い教養》（11.2%）となり，

これは，上記の“非常に重視する”と回答した割合の低い順の傾向とよく似て

いた． 

下記の表Ⅱ-２は，設問２-(5)の集計結果の全体である．（『アンケート調査

報告書』（03-10-29，未公表）より） 
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（Ｂ）企業・産業関係者における横浜市大の改革・改善策の重視度 

設問５-(2)：今後，市立大学が横浜市の公立大学として，大学の持つ人的・

物的資源を生かして社会的使命を果たしていくためには，次のような改革・改

善策をどの程度重視すべきと考えますか．各項目ごとに４段階の重視度から該

当するレベルの番号を１つ選び〇で囲んでください．①非常に重視する ②わ

りと重視する ③まあまあ重視する ④どちらでもよい 

1）高度な専門教育の充実 2）幅広い教養教育（リベラルアーツ）の充実 3）

大学院教育の拡充（高度な実務専門家養成の修士課程の充実） 4）人格教育へ

の取り組み 5）社会人教育の拡充（学位取得も含む） 6）学長のリーダーシ

ップ 7）経営体質の強化（市費に依存しない財務体質の改善） 8）産学連携

の強化（工学系も含む研究体制の整備） 9）研究者のプロフィール・業績の積

極的公開 10）コンピュータ・通信環境の整備 

この設問５-(2)に対するアンケート集計結果（注：カッコ内の数字は，回答

企業 170 社のうち，《非常に重視する》と回答した企業の割合）： 

割合の低い順に，《学長のリーダーシップ》（15.9%），《研究者のプロフィ

ール・業績の積極的公開》（16.5%），《幅広い教養教育（リベラルアーツ）の

充実》（17.6%），《コンピュータ・通信環境の充実》（17.6%）．逆に，割合

の高い順に，《高度な専門教育の充実》（38.2%），《人格教育への取り組み》

（30.0%），《大学院教育の拡充（高度な実務専門家養成の修士課程の充実）》

（24.1%），《産学連携の強化（工学系を含む研究体制の整備）》(24.1%)． 

 

 また，“どちらでもよい”と回答した割合の高い順では，《学長のリーダー

シップ》（16.5%），《研究者のプロフィール・業績の積極的公開》（10.0%），

《大学院教育の拡充（高度な実務専門家養成の修士課程の充実）》（10.0%）と

なった． 

下記の表Ⅴ-２は，設問５-(2)に対する集計結果の全体である．（『アンケー

ト調査報告書』（03-10-29，未公表）より） 
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 これらのアンケート集計結果（Ａ）表Ⅱ-２，および，（Ｂ）表Ⅴ-２は，む

しろ，横浜市大改革における《幅広い教養教育（リベラルアーツ）の拡充》，

あるいは，採用に際しての《幅広い教養》や《国際的視野》に対する企業の重

視度が低いことを示しており，《プラクティカルなリベラルアーツ教育（実践

的な教養教育）を行う国際教養大学》を《大学の目標》として掲げる事務局に

とっては，非常に不都合なものであったと思われる． 

そこで，事務局は，（Ａ）表Ⅱ-２の“非常に重視する”割合の低い順，ある

いは，“どちらでもよい”割合の高い順，および，（Ｂ）表Ⅴ-２の全ての結果

を無視する一方，（Ａ）表Ⅱ-２の“非常に重視する”割合の高い順の結果（す

なわち，《積極性》（53.5%），《コミュニケーション能力》（34.1%），《創

造力》（33.5%），《探究心》（30.6%），《問題解決能力》（30.0%））のみを

根拠として，《リベラルアーツ教育の目標は，企業の求める人材のニーズに合

致している》という，アンケート結果を大幅に歪曲した結論を導いた． 

さらに事務局はこれに加えて，“つまみ食い”した《具体的意見の例》を挙

げることにより，この結論をつぎのように補強した． 

《一般論として大学出ても実技がない，理論がないで，ほとんど一年は使い

物にならない学生が非常に多い．》 

（『アンケート調査概要』（03-10-29））  

 

（２）《改革の期待について，学生，受験者は学部やカリキュラムの充実を望

んでおり，市民は地域への貢献，企業は人材の育成を望んでいる．》というの

は本当か？ 
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（すなわち，『アンケート調査概要』（03-10-29）の結論【Ⅰ】を素直に受け

入れてよいか？） 

 この結論【Ⅰ】の内容そのものは，一見，常識的で妥当なものに見えるが，

実際には，結論【Ⅰ】のいずれもが，《誘導的な設問》により導かれたもの，

集計結果を大幅に歪曲したもの，あるいは，薄弱な根拠に基づくものであった．

また，その背後に，事務局のある意図が隠されていた． 

 すなわち，前半の《改革の期待について，学生，受験者は学部やカリキュラ

ムの充実を望んでおり・・・》という結論を導くために，事務局は，市大生，

あるいは，高校生・予備校生に対する自由記述形式の設問《・・・あなたは，

この大学を改革するとしたら，どんなことを改革すべきだと考えますか》（市

大生対象），あるいは，《横浜市立大学に対する印象や期待することなどあり

ましたら，自由にお書きください》（高校生・予備校生対象）を用いたと述べ

ている．しかしながら，市大生のアンケート結果は全面黒塗りの非開示となっ

ており，意見の集約もない．また，高校生・予備校生のアンケート結果も，個

別の意見を全面黒塗りして非開示とされたので，上記の《改革の期待について，

学生，受験者は学部やカリキュラムの充実を望んでおり・・・》という結論の

根拠は伏せられたままである． 

しかし，高校生・予備校生の意見を集約した部分からの引用として，《高校

生・予備校生アンケートで，期待として記述されたものを整理してみると，「大

学改革」に関するもの（７件），「学部・学科と募集定員」に関するもの（２

１件），「入学制度と卒業制度」に関するもの（９件）などが多く，期待とし

ての記述は５５件を数えた．》とあり，さらに，《具体的意見の例》として，

《推薦でとる人数を増やして欲しい．看護学部も４年制を作ってください．国

立とも私立とも違う何かを期待します．》という，事務局にとって都合のよい

意見が“つまみ食い”されていた（『アンケート調査概要』（03-10-29））．

結局，事務局はこのようなアンケート結果を根拠に，《改革の期待について，

学生，受験者は学部やカリキュラムの充実を望んでおり・・・》と結論した． 

ところが，引用の元になった『アンケート調査報告書』（03-10-29，未公表）

の該当箇所には，上記の引用に続いて，《（集約した意見の）内容は期待とい

うよりも要望のようなものが多く，『学部・学科を増やしてほしい』（12 人），

『特定の学部を設けてほしい』（6人）などが主な意見である．》とあり，これ

らの要望は《３学部の統合・縮小》を推進する事務局にとって，はなはだ不都

合であったため，『アンケート調査概要』（03-10-29）において取り上げられ

ることはなく，『アンケート調査報告書』（03-10-29，未公表）中の未公表デ

ータとして隠蔽された． 

後半のはじめの《市民は地域への貢献・・・を望んでいる》という結論も，

典型的な《誘導的設問》により導かれたものであり，しかも，事務局の真の意

図は，一般市民に伏せられたままであった． 

市民を対象とした当該の設問を以下に示す． 
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今後，市立大学が横浜市の公立大学として，大学の持つ人的・物的資源を生

かして「地域への貢献」の視点から次のような項目を行うことについて，どれ

くらい重要と考えますか．各項目ごとに，あてはまる番号（①～⑥）を１つ選

び○で囲んでください． ①とても重要である ②わりと重要である ③どち

らでもよい ④あまり重要でない ⑤ぜんぜん重要でない ⑥わからない 

1）横浜市の市民・納税者に，十分な貢献を行う．（例えば，市民の生涯学習，

高校以下の学校教育との連携など） 2）横浜市の活動に，十分な貢献を行う．

（例えば，市政への提言，審議会委員，市の行政課題の解決など） 3）横浜市

の産業経済に，十分な貢献を行う．（例えば，共同研究，委託研究等産学連携

など） 4）横浜市の文化芸術に，十分な貢献を行う． 

とりたてて反対する理由の見当たらない設問を並べ，しかも，（もともと地

域貢献を前提にしているので）どれを選んでも結局，《市民が地域貢献を望ん

でいる》という事務局の望む結論へと露骨に誘導できるようになっているアン

ケート結果から，事務局がまとめた結論は，《市民アンケートでは，市民が考

える，市立大学の各種の地域貢献の重要度をみると，「横浜市の市民・納税者

に，十分な貢献を行う」が最も重要度が高く，「とても重要である」が 50.8%

で過半となっており，これに「わりと重要である」を加えた重要度比率は 81.7%

と高水準にある．》というものである．（『アンケート調査概要』（03-10-29）） 

さらにこの結論を，《具体的意見の例》により，以下のように補強している． 

・市民として市立大学に対する期待は大きい．特に医学治療分野における市民

への貢献お 

よび生涯教育に対する市民への働きかけに大いに期待したい． 

・社会人が働きながら勉強する制度を沢山作って学生を増す方が良いと思いま

す．その方 

が社会に貢献することも市政に意見や興味もでてくる． 

（『アンケート調査概要』（03-10-29）） 

なお，事務局により誘導された《市民が地域貢献を望んでいる》という結論

の内容自体は，妥当なものであり，かつ，無害に見えるが，『新たな大学像』

（03-10-29）の中で，《・・・そのため，新しい大学像を創造するにあたり，

地域への貢献は，市立大学が果たすべき基本的責務であり，全教職員の職務の

目的として位置づけ，横浜市，横浜市民，市内産業界等への寄与を明確にでき

るよう，大学の教育・研究・診療などの活動，組織構成や運営形態などを再構

築し，大学全体がこの目標に沿った取り組みを進めるものとする．》という記

述の根拠として使用された． 

さらに，これが，同じく『新たな大学像』（03-10-29）中で，《大学あるい

は組織の目標に沿って，「大学から求められた役割をきちんと果たしているか」

の視点が重要》であるとする（どうにでも解釈可能な，つまり，行政による恣

意的解釈が可能な）《評価の視点》に基づいた人事制度・教員評価制度の根拠

として使用されるに至って，事務局の真の意図が明らかになるとともに，その

弊害の深刻さも顕わになった． 
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すなわち，《地域貢献（とリベラルアーツ教育）》を新たな横浜市大の《第

一の目標と責務》に掲げ，これへの貢献度の行政による恣意的な評価と連動し

た《任期制と年俸制》などの教員管理制度の問題性である． 

これに関しては，（１）「横浜市大問題を考える大学人の会」主催の≪任期

制・年俸制シンポジウム≫『報告集』（04-03-28） 

 http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040328houkoku.htm ，および，

つい先日公表された，（２）『横浜市大教員組合、今回の公募人事 募集要綱

における「踏み絵」問題を指摘！』（04-6-16）  

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040616katayama-fumie.htm ，あ

るいは，（３）横浜市立大教員組合，「大学改革推進本部による教員公募と任

期制・年俸制及び教員評価制度にかんする中間案について」（04-6-19） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040619katayama-chuukan.htm  

を参照されたい． 

後半の最後の《企業は人材の育成を望んでいる》という結論も，実際には，

アンケート結果を使い分けることにより恣意的に導いたものである．すなわち，

ここで，事務局が対応させた設問は，上記の企業・産業関係者に対する設問（（Ｂ）

設問５-(2)）であるが，すでに述べたように，そのアンケート結果（表Ⅴ-２）

は，むしろ，《リベラルアーツ教育》と矛盾したものであったため，《リベラ

ルアーツ教育の目標は，企業の求める人材のニーズに合致している》という結

論【Ⅱ-３】を導く際には無視されたものである．ところが，ここでは，この結

論と矛盾していたにもかかわらず，同じアンケート結果を用い，しかも，“つ

まみ食い”した《具体的な意見の例》により矛盾点を克服・補強することで，

上記の結論【Ⅱ-３】と同様の《企業は人材の育成を望んでいる》という結論【Ⅰ】

（の一部）を導いた． 

以下に，事務局が“つまみ食い”した《具体的な意見の例》を示す． 

・今の学生をみてもがっかりする事が多い．人格を磨く事，社会に対応できる

人が一番大切．・市大の貢献は大と認めます．時代は自助努力を求めており産

業社会研究開発と特色を発揮し世の為役立つ事が求められその成果を期待され

ている．日本企業が世界で活躍しているが数としては 100 程度である．陽のあ

たらない中小企業を活性させ各社特徴ある技術・研究開発等を貴校がとりあげ

て更なる改良開発を推進するならば（利益の分配も含めて）産学の２人３脚で

地方と国の発展は確かなものとなる．そこに集中してほしい．（『アンケート

調査概要』（03-10-29）） 

 

（３）《リベラルアーツ教育》を《市大生，高校生（予備校生），高校（予備

校）教員ともに高く評価しており，ニーズが高い》というのは本当か？ 

（すなわち，『アンケート調査概要』（03-10-29）の結論【Ⅱ-１】を素直に受

け入れてよいか？） 

この点に関しては，独自に入手した市大生に対するアンケート資料をもとに，

教員組合が昨年 8月の段階ですでに，設問が《誘導的で欠陥がある》と指摘し，
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その欠陥を認めた中上 直総務部長が《このアンケートの結果を、市大のリベ

ラルアーツカレッジ化の根拠としては使わないと明言した》にもかかわらず，

『新たな大学像』（03-10-29）の「付属資料」である『アンケート調査概要』

（03-10-29），および，『アンケート調査報告書』（03-10-29，未公表）中で

使用したという経緯がある． 

なお，この延長線上に，《（リベラルアーツ教育を目標とする横浜市大では）

専門としての数学は必要がないという理由により数理科学科を廃止》するとい

う，横浜市の大学改革推進本部による乱暴な決定がある． 

（（１）『コース・カリキュラム案等報告書』の記者発表にいたる関連文書の

一覧（04-3-29） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040329ichiran.htm ，および，

（２）《違法・脱法行為をすすめる》横浜市の大学改革推進本部：04/6/7 また

もトップダウンで記者発表――『「公立大学法人 横浜市立大学」の教員，“任

期制・年俸制”を前提に公募』（04-6-9） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040609kisha.htm 参照） 

今回，同様の《誘導的な設問》を市大生ばかりか，高校生・予備校生および

高校・予備校関係者（教員）に対しても行っていたことが判明したわけである． 

これらの《誘導的な設問》により，《リベラルアーツ教育への賛同者》が，

《市大生（61.7%），高校生・予備校生（53.9%），高校・予備校関係者（68.5%）》

という高い割合を示す，事務局の望みどおりのアンケート結果が導かれた．（『ア

ンケート調査概要』（03-10-29）） 

なお，これらのアンケート結果は，「市大生自身」（2003 年 6 月 5 日，調査）  

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030605y-shimin-gakusei.htm や

「教員組合」（2003 年 6 月 30 日および 7月 1日，調査） 

 http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030807gakusei.htm がそれ

ぞれ独自に行ったアンケート結果とは大きく異なっていた．実際，「市大生自

身」によるアンケート結果では，《リベラルアーツ教育への賛同者》はわずか

に 2.9％であった（内訳： ①賛成 13 人 2.9％ ②反対 373 人 84.3％ ③

どちらともいえない 56 人 12.6％）．また，「教員組合」が，瀬戸キャンパ

スの学生 71 名を対象に行った自由記述形式のアンケート結果でも，《リベラル

アーツ教育への賛同者》は皆無に等しかった． 

以下に，《誘導的な設問》，および，教員組合による指摘を挙げておく． 

《誘導的な設問》アメリカの大学の中には，学部 4年間はどの分野にも共通す

る幅広い教養教育（リベラルアーツ）を総合的に学び，さらに専門分野を学び

たい人は各分野の大学院やロースクールなどの専門大学院に進学するシステム

があります．日本でもこのようなリベラルアーツを専門にする大学があればよ

いとあなたは思いますか． ①とてもよいと思う ②わりとよいと思う ③どち

らともいえない ④あまりよいと思わない ⑤ぜんぜんよいと思わない （以

上は，市大生用および高校・予備校関係者用） 
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（高校生・予備校生用には，《・・・・日本でもこのようなリベラルアーツを

専門にする大学があったら，そのような大学にあなたは進学したいと思います

か． ①ぜひ進学したい ②わりと進学したい ③どちらともいえない ④あ

まり進学したくない ⑤ぜんぜん進学したくない》） 

《教員組合：中上 直総務部長 “欠陥アンケート”を確認し，「これを根拠と

して使用しない」と明言（03-8-20）》 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/030820nakagami.htm

《この質問はきわめて誘導的で欠陥のあるものです。このような質問に対し

て、よいと思わないと回答する人がどれだけいるでしょう。横浜市立大学がリ

ベラルアーツカレッジになるとよいと思いますかという質問ならまだしも、こ

のような質問はアンケート項目としては全く意味をなしません。・・・学長は

このアンケートの欠陥を認めませんでしたが、さすがに、中上総務部長は、こ

のアンケートの欠陥に気づき、このアンケートの結果を、市大のリベラルアー

ツカレッジ化の根拠としては使わないと明言しました。・・・》 

 にもかかわらず，すでに述べたように事務局はこの約束を反古にして，歪曲

したアンケート結果を根拠（の１つ）として，『新たな大学像』（03-10-29）

を作成したあげく，その延長線上で，数理科学科を消滅させるという暴挙を行

った． 

おわりに 

せっかく，一楽教授の尽力により入手した『アンケート調査票』を，このま

ま埋もれさせておくべきではないと思い直して，資料の検討を進めて行くうち

に，事務局の行ったアンケート調査への疑問がつぎつぎに生じて，長い文章に

なってしまった．それにしても，学問の世界では，このように大幅な調査結果

の歪曲が発覚した場合，学者としての信用を一挙に失ってしまうが，官僚の世

界では，たとえこのような事実が発覚しても，何でもないということなのだろ

うか． 

なお，下記の関連資料も，併せて参照されたい． 

（１）大学改革市民アンケート情報開示請求顛末記（その１）：横浜市は「情

報公開」ではなく「情報操作」を行っている（04-5-13） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040513tenmatsu1.htm   

（２）横浜市立大学の未来を考える『カメリア通信』第 20 号：大学改革市民ア

ンケート情報開示請求顛末記（その 2）（04-5-17） 

http://www5.big.or.jp/~s-yabuki/doc03/came-20.pdf   

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040517came-20.pdf  

（３）大学改革市民アンケート情報開示請求顛末記（補遺）（04-5-17） 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040517tenmatsu(hoi).htm  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 25号 
  2004年 6月 22日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 25, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

  

孫福氏のご逝去を悼む 
理学部 一楽重雄 

６月１９日 
 

孫福氏が１７日に急逝されたとのことである。過労が原因といわれている。まことに痛

ましい。４月１日の臨時評議会での挨拶以来３ヶ月足らずの短い間ではあったが、氏の人

柄、見識に触れ、立場は異なるけれども立派な方という印象を持っていた。亡くなる前日

の評議会では、こころなしか声にはりがなかったように感じ、体調を崩されているという

学長の言葉に「気の毒に、少し休まれたらよいのに」と思った。しかし、まさか、こんな

ことになるとは思ってもみなかった。 
教職課程のことで説明と要望をするために同僚と一緒にゆっくりお話しをしたことが、

まざまざと思い出される。会談の冒頭、私は「これまでの市のやり方は、教員に対して敵

意をむき出しにした、いわば北風政策であった、これからはどうか太陽政策にしてくださ

い」とお願いしたところ、氏は微笑しながら「太陽政策かどうかは知らないけれど、私は

私の信念を持って、それを皆さんときちんとお話ししてやっていくつもりです」と述べら

れた。「きちんと話し合っていただければ、それでいいんです」と私は承けた。また、評議

会での私の発言について「一楽さんが評議会で言っていた教授会で学部の廃止を決議する

というのは一理ある、最後はきれいにしたいし、一楽案を採用するかも知れない」と言わ

れた。初対面の私へのお世辞であろうとは思ったけれど、私の発言をむしろ立場が反対で

ある意外な人にわかってもらえたと孫福氏の言葉には驚くとともに大変勇気づけられた。 
 総合理学研究科での説明会での質疑でも「研究費ゼロ」について個人的考えと断りなが

らこれを明確に否定された。私は、ここで「個人的考え」と断ったところに氏の誠実さと

立場の微妙さを感じた。「研究費ゼロとは言っていない」などとその場逃れの無意味なこと

を言うのとは違い、よくはっきり言ってくれたと思い、大変安心するものがあった。 
 拙速な改革に反対し続けてきた私は「ろくでないやつが理事長になるのだろう」と先入

観を持っていたのだが、徐々にそれは溶け去り、来年度以降はそれほど不愉快な思いをせ

ずにすむ、むしろ、よい大学に向けての本当の大学改革に気持ちよく協力することさえで

きるかもしれないと考え始めた矢先の訃報であった。 
 孫福氏は、市の何がなんでも来年度に“改革断行”という姿勢の犠牲になられたと思え

てならない。「大学改革は一刻の猶予もない」とはなぜなのだろう。大学院の入試の問題で

明白であったように、実際にはもう来年には無理というべきところを、しゃにむに進めて

いる市の姿勢を私は疑問なしとしない。６年前から大学では検討してきたのだから拙速で
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ないという、およそ詐欺的な市会答弁のもとに、本来間に合わないことをともかく間に合

わせるということで突っ走っている。私は、この機会に、一度立ち止まって大学改革を見

直すことが必要なのではないかと思う。 
 大学人としての誇りと誠意を持ち、難しい立場と正面から向き合っていた氏のご逝去を

衷心より悼む。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 26号 
  2004年 7月 2日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 26, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

  

横浜市議会大学教育委員会傍聴記 

理学部 一楽重雄 
6月 30日午前 10時から議会は閉会中ですが，大学教育委員会が開かれまし
た．数理科学コースの廃止についてどんな議論がなされるか，最後の奇跡が起

きないかと思って委員会を傍聴してきました．全体としては，ボタンを大きく

掛け違ったまま，こんな改革案が堂々と世の中をまかり通ってしまうのか，こ

れが日本の社会であるのか、というのが私の感想です．長年勤務した数理科学

科の消滅が決定する，その最後を見届けた思いがします．十分予想はしていて

も，なんともやりきれない思いでいっぱいです． 

数理科学の問題以外のことも，きちんと聞いておこうと思っていたのですが，

一部，聞き取れなかったり，意識が集中できなかった部分もあり，この記録は

完全なものではないことをお断りいたします．特に、議会関係の日程について

当局から説明があったのですが、メモに取りきれなかったので省略します。そ

の他も、私のメモと記憶にもとづき書いていますので、「おおざっぱに言って

このようだった」というようにご理解いただきたく思います。質問と答弁がか

みあってないように見える点も、私が聞き取れなかったためである場合が多い

でしょう。 

 

議題：大学改革の経緯と今後の取り組みについて 

 

開会後，議題に入る前に川辺委員長から孫福大学改革推進本部最高経営責任

者が亡くなられたことが報告され，弔意が表された． 

議題に入って，まず，当局からの説明という事で，清水事務局長がこれまで

の大学改革の流れを 30分弱に渡ってひととおり説明した.大学改革の必要性に
ついての説明で，財政問題をまったく出さなかった． 

今後のスケジュールとして以下のことが示された．7月に文部科学省へ届け出
または申請，順調にいけば 8月に届け出受理，11月に法人設立の届け出を行う．
17年 1月の定例会（議会）で，交付金を決定する．その他，議会との関係につ
いて説明があった． 

次に、公立大学法人横浜市立大学について，その概要が説明された． 

局長の説明が終わって質疑に入り，自民党の鈴木議員が次のような質問を行

った． 

（答弁は、ほとんど局長。一部、岡村部長。） 
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鈴木議員：これから入る学生，市民の視点からは，大学像が見えてこない．カ

リキュラムなどが見えない． 

答弁：高校などへのＰＲは考えている．説明会やオープンスクールもする。 

鈴木議員：コースカリキュラム案は，決定かまだ変わりうるのか． 

答弁：細部は変わりうる． 

鈴木議員：中期目標は，いつまでに出すのか． 

答弁：「法人の意見を聞いて」となっているが，４月１日までには出す．作成

方法は検討中． 

鈴木議員：設置者がコース案を大きく変えているが，全体としてどうしてこう

なったのか．答弁：市が有する意味などを考えて…等． 

鈴木議員：経営について．外部資金の導入が謳われているが，具体的にはどう

か．それはいままでも出来たのではないか． 

答弁：市の財政支援が重要．運営交付金については市全体の中で考える． 

鈴木議員：運営交付金の考え方は？ 

答弁：現段階で想定しているのは，これまで国が負担してきた分，私立大学と

の授業料の差，地域貢献などを考慮する． 

鈴木議員：病院について，経営三カ年計画をオープンにせよ． 

答弁：単年度主義から，三カ年計画は内部文書でしかない．説明はする． 

鈴木議員：教育に関して． コースカリキュラム等プロジェクト部会の決定は後
退しているのではないか． 

答弁：コースカリキュラム等プロジェクト部会には設置者ではなく教員も入っ

て検討した．鈴木議員：その辺にあるような大学になってしまってはもったい

ない．個人的な考えだが，大学院の中にプロフェショナルコースを設けた方が

よいと思うが． 

答弁：その議論もコースカリキュラム等プロジェクト部会で出たが，来年４月

ということでは，現有の教員のこともあり時期早尚である、近い将来の課題． 

鈴木議員：他からの人材確保と同時に今の教員に対して研修などで，トータル

のレベルを上げよ． 

学長答弁：社会の変化が激しく，10年で通用しなくなる．学問が社会にとって
も重要となってきた．日本の大学は試行錯誤段階，これから作り上げてゆく． 

鈴木議員：「まあ，この程度の大学」ではなく，突き詰めてよい大学にしてほ

しい． 

 

続いて関議員が質問． 

関議員：「府」という言葉が文部科学省で認められなかった理由．「系」とい

う言葉を使う理由は？ 

答弁：府は，九州大学の大学院で使われていること，一般に府は学部より大き

いと理解されること． 

関議員：学科をやめて，系にした理由． 

学長：系は，学問間の壁が薄い感じでよい． 
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関議員：学長とは意見が違う．学科の方がよかった． 

関議員：評価プロジェクト委員会の中間案について．国会の付帯決議にもある

ように，学問の自由，大学の自治について配慮したのか．中間案では，評価委

員会に外部から二名入ることになっていて，これは，大学の自治の観点から問

題．評価の視点として外部資金の獲得、地域貢献として市や政府機関の諮問委

員，学内貢献として共同研究などがあげられている．これらは，学問に制約を

与えるものとなりうる． 

答弁：あれは中間案であり，これから中味を詰める．中間案は教授会にも説明

したところである．意見を聞いて作り上げる．（これは、事実と違う答弁。教

授会には説明していない。） 

学長：社会が成熟しているので，中間案のように行っても，学問の自由や大学

の自治を犯すことはない． 

関議員：そんなことはない、問題だ。 

関議員：教職課程について．理科，英語は心配ない．数学については，講義科

目が少なくなり魅力が減る，教職を取る学生が少なくなるのではないか．需要

は大きく，入試倍率も高いのに．これから変わりうるか． 

答弁：文部科学省の指導などに合わせるために細部は変わりうるが，大きくは

変わらない． 

関議員：要望として言うが，数理科学コースを復活させていただきたい． 

続いて，小幡議員の質問． 

小幡議員：任期制，年俸制はいつごろまでに決めるか． 

答弁：プロジェクトでは，９月までにまとめる． 

小幡議員：木原研に関してのスケジュールは？ 

答弁：中期計画をうけてから．（と言ったようだったが，よく聞き取れず自信

がない．）） 

次に石井議員の質問 

石井議員：教育については分かったが，経営について分からない．理事長予定

者の選任はいつごろまでに？理事はどういうジャンルの人を選ぶか．研究費の

取り扱いなどをより自由にするのか． 

答弁：自主的な経営，自主財源を増やす．理事長予定者はなかなか難しい．理

事は，外部からは企業経営者，本学卒業者などを考えている．知的財産の管理

も重要． 

石井：教授会と経営、研究教育審議会との整合性は． 

答弁：審議会は重要事項．教授会は教務に関すること． 

石井：看護短大はいつごろ４年制にするつもりか． 

答弁：来年４月 

横山議員：「非成長，非拡大」と言っている．それは正しいが，一方，「発展

する国際都市横浜」とも言っている．前者にとらわれて発展しないのでは困る． 

答弁：従来のような成長，拡大がないということであり，安定的発展はあると

考えている． 
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横山議員：教員の獲得は重要．今いる優秀な教員も重要．各人への年俸などを

示すのは９月か．優秀な教員に，早く，よい年俸など正当な評価を示さないと

よそへいってしまう． 

答弁：９月は制度設計． 

横山議員：数理科学の問題は，基本的で学問への姿勢の問題で重要である．学

長の見解は． 

学長：数理科学は重要．教養として幅広く分布させた．専門家の養成はしない． 

関議員：年俸制や任期制の根拠は． 

答弁：新たな大学像． 

関議員：任期制，年俸制は労働条件であり，関係者と話し合いをしてほしい． 

答弁：まだ，意思形成過程である．教授会の場を借りて説明．９月には案が出

来る．必要な手続きは行う． 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 27号 
  2004年 7月 22日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 27, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

  

横浜市立大学 04年 7月評議員会議･私的報告 
理学部 一楽重雄 

以下は、私の評議会印象記とでもいうべきもので、内容については、ニュアンスや解釈

など、あくまで私の記憶に基づくものであり、必ずしも正確ではないことをお断りしてお

く。 
今回も審議事項はなく、すべて報告事項とその他であった。報告事項の中で、市大から

大学基準協会へ提出する「改善報告書」案の中で、教育改善への取組として「また、本学

では平成１７年度から「任期制」及び「年俸制」とともに教育・研究の評価制度が全学的

に導入され、学生による授業評価も取り入れられることとなる」と書かれていた。 
これについて、「この報告は横浜市ではなく大学が行うのであるから、大学として決めた

ものでない「任期制」及び「年俸制」について触れるのはどうか？」 
と質問したところ、学長は指摘した問題が理解できなかったのか「この方が分かりやす

いだろう」というような回答であった。これを受けて、Ｋ評議員から「「任期制」及び「年

俸制」」は教務の問題ではないので、なくてもよいと思うとの発言があった。これに対して

も「あった方が自然と思う」というような学長の答弁であった。 
このあたりで、私は切れて「私の発言を受けてのＫ評議員の発言であるのだから、自然

とか不自然とかいう問題ではない」と声を荒げてしまった。その後、Ｓ評議員の「なくて

よいのではないですか」という発言もあり、結局、この部分は削除されることになった。

その間、Ｓ副学長からは「今は任期制、年俸制を大学で決めたか決めなかったかを議論す

る場ではない、教務の問題として書いたほうがよいかどうかを議論すればよい」というよ

うな発言もあった。 
「大学改革の問題を評議会で正式に議論しないのはおかしい、きちんと議論すべきであ

る」と問題提起をした。「学部の閉鎖は評議会の審議事項であるし」と言ったところ、学長

は「それは孫福さんも評議会で答えたし、私も言ったように適当な時期をみて行う」と答

えた。これはおかしな発言である。私がこのことを問題にした評議会は、５月の評議会で

あり、孫福氏は出席していなかった。また、学長は「学部の閉鎖は、新たな大学像に折り

込み済みだから（評議会で改めて議決する必要はない）」との趣旨の回答をしたのであった。

記憶がぼけたのか意図的かはわからないが、学長は自分の言ったことも忘れてしまってい

る。 
本題の私の主張に対しては「評議会には新大学のことを議論する権限がないとして、こ

れまでやってきた」との学長の回答であった。これについては、残念ながら、私以外の方

の発言がなく、そのままになってしまった。 
また、「文部科学省への届け出について報告はないのか」と質問したところ、Ｏ部長から、
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「新大学の担当を拒否した人が、理系に４人あったが、それ以外は引き受けた。文部科学

省へ事前審査の届け出を出した。近く審議会で審議される」というような報告があった。「届

け出は、市長名で行ったのか、学長名か」と聞いたところ、それは、市長名であるとの回

答であった。実は、大学の改組であるのだから学長名で申請するのでないかと思ったのだ

が、これはそうではなかった。 
理学部の教授会で問題となった「学生の授業評価の中止について」は誰も発言がないの

で、評議会の最後（正確には閉会の宣言直後、私がうっかりして発言が遅れてしまった）

であったが、私が「自己点検委員会も開かずに、学生の授業評価の中止を決めたのはなぜ

か、また、決めたのは誰か」と質問したところ、また、議論がごちゃごちゃしてしまった。

学長は「中止を決めたというより、委員が一部決まっていなかったので委員会が開けず、

間に合わなかっただけだ」というような説明であった。私が問題にしているのは手続きで

あり、誰が決めたのかを問題にしているのに、中止した理由を述べたりして消耗な議論で

あった。見かねて、Ｓ評議員から「一楽さんの聞いているのは誰が決めたかを聞いている

のであって、学長の言っていることは違うことだ。学長が、「私の責任で決めた、自己点検

委員会を開けなかったのは申し訳ない」といえばいいのですよ」という趣旨の発言で、回

答まで教えたところ、学長は「そういうことですか、それならば、そのとおりです。一楽

さん、そんなことでよいのですか」という発言であった。 
私は、頭にきて学長の無責任さをなじったが、O 副学長の「もう、評議会を閉じましょ
う」という発言で今日の評議会は終わった。確かに、これ以上議論しても意味はなかった

ろう。 
                           以上 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 28号 
  2004年 9月 9日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 28, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 
理学部一楽重雄教授の陳情書 

 

陳 情 書 
平成１６年９月７日 

理学部 一楽重雄 

横浜市会議長 

相川 光正殿 

        陳情者           住所 ２２５－００１１ 

                   横浜市青葉区あざみ野 ******** 

                                氏名   一 楽 重 雄   印              

                                                               

   件 名  横浜市立大学改革における数理科学の専攻について 

 陳情項目 

 １ 横浜市立大学に数理科学の専攻を設置，または近い将来の復活を横浜市

に要請することを決議すること。                    

              

  陳情の理由・経緯等 

 横浜市立大学の改革にあたって，横浜市は昨年6月に「決めるのは大学です」

という市長メッセージを出し，それに基づき10月29日に大学案が市長に提出さ

れました．その大学案を基本的に尊重するとしながら，コースについては、編成

数や内容を大学の案を参考にしながら設置者として更に検討するとし，3月25日

に至って，カリキュラムコース案を発表しました．この過程で，大学案にあっ

た国際総合科学部理学府の中の「数理情報コース」が削除されました．これを

決めた「カリキュラム等検討プロジェクト部会」は非公開であり，公表された

議事概要では議論のなかみをうかがい知ることはまったくできません． 

5月末には，この問題で日本数学会森田理事長が市大を訪れ，添付した文書を

提出し，横浜市に数理科学の教育を重視するよう要請を行いました．これに対

する横浜市の回答の中で，数理情報コースを設けなかった理由として，次のよ

うに書かれています．[編者注 理事長声明は『カメリア通信』(第22号6月5日発

行)にあり] 

「コース設定にあたっては、横浜市が有する意義のある大学という視点から、

横浜市の施策や市民・産業界への寄与並びに国立大学や私立大学が数多く存在

する中でどのような分野の教育・研究を担うかという必要性や優先性から決め

たものであります。数理情報コースについては、数学の専門家を養成するため
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のコースの必要性は低いと判断し、専門のコースの設置は見直しました。」 

しかしながら，これを見ても数理情報コースを設置しない理由は，まったく

理解できません．むしろ，市民にとって市大に数理科学の専攻を設置すること

は，いくつかの点で必須と思われます．まず，第１に数理科学科の入試倍率（1

6年度8.6倍）が全学の中でもっとも高かった事実があります．これは，市民の

需要が高いことを示しています．そして，数学の専攻について地理的な分布を

見ると，神奈川県内には数理科学や数学の専攻を持つ国公立大学は市大のみで

す．私立大学に範囲を広げても，市内では慶応義塾大学があるだけであり，県

の北部に東海大学，明治大学，青山学院大学があるのみです．卒業生の就職状

況もシステムエンジニアの職種などを中心に大変よい状況が続いています．さ

らに，これからは段階世代の教員が一気に退職することになり，優秀な中学高

校の数学教師を養成することは，横浜市民にとって非常に重要なこととなりま

す． 

実際，大学改革案ではいったん「原則廃止」とされた教職課程のうち，数学，

理科，英語については「需要が多い」という理由で，議会の議論も踏まえて復

活しました．しかし，このまま数理科学を専攻するコースを設置しないとすれ

ば，実際には数学の教職課程を履修する学生は非常に少数になり，設置した意

味がほとんどないことになるでしょう．理系の学生は，基本的に数学ではなく

理科の免許を取得します．文系の学生で数学の免許を取得する学生は存在する

にしてもごくわずかです．すなわち，数学の教職課程を設置してもそれを履修

する学生はほとんどいないということが予想されます． 

また，これからの時代，情報科学やそれを支える数理科学の重要性は増すこ

とはあっても減少することのないことは誰の目にもあきらかです． 

このような中で横浜市は，なぜ「数学の専門家を養成するためのコースの必

要性は低いと判断した」のでしょうか．横浜市は少なくとも市民が納得のいく

説明をする責任があります． 

以前の市議会常任委員会での答弁において，小川学長は基礎科学の重要性に

ついて十分な認識していること，それが危うくなるような場合には「死守する」

ことを答弁しましたが，先日の委員会では数理科学は教養科目として十分に配

置しているが，数理科学の専攻を設置する必要はないと考えたとの趣旨の答弁

を行っています．この答弁は大学を代表しているかのように見えますが，実際

には，大学において市の作成した「カリキュラムコース案」を承認したことも

議論したこともありません． 

議員のみなさまにおかれましては，数理情報コースの廃止の決定の責任が，

横浜市にあることを十分に認識して頂きたいと思います．数理科学の専攻の廃

止は，行政の判断で行ったことであり，それを監視するのは市議会の本来の責

務であると考えます． 

今回の大学改革では，教育体制の柔軟性をひとつの特色としているようです．

であるとすれば，ぜひとも，近い将来に「数理科学の専攻の再設置」を行って

頂きたいと考えます．議会におかれましても，横浜市に対して「数理科学の専
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攻の設置または再設置」の要望を行うようお願いいたします． 

なお，私自身は市大の数理科学科に属する人間であり，確かに直接的な利害

関係を持っています．しかし，今回の陳情にあたっては，一市民の立場で考え

たときにも決して見過ごすことのできない問題であると認識し，陳情という行

動を取らせて頂いたものです．もしも，一般の市民が私と同じように事情をよ

く知ることができれば，私と同じ考えになることは疑いないことと考えていま

す．                        以上 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camellia News No. 28, September 9, 2004.                  3 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 29号 
  2004年 10月 15日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 29, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 
理学部一楽重雄教授の情報開示請求に関する異議申し立て書 

 

大学改革アンケート結果に関する情報開示請求の一部開示決定（大改 2 号、3
号）についての 

異議申し立てに関する諮問（諮問第 506号）に際しての意見書  
                                        平成１６年１０月１２日 

横浜市青葉区**************** 
一楽重雄 

 
要約：情報の共有は民主主義の基本的要件であり、情報の非開示については、公共の利

益の観点から慎重にすべきである。今回非開示とされた黒塗り部分の一部は、すでに大学

当局から公表されているものであり、非開示とする理由がない。アンケート回答の個別意

見は、ごく一部のみが公表され、行政に都合のよいものだけを公表している疑いがある。

今回のアンケートでは、ごく一部の部分を除いて、回答内容を公表しても回答者が特定さ

れる恐れはまったくなく、回答者の利益、権益が犯される恐れもない。それらについて非

開示とする理由はない。企業規模など企業自身に関する設問などへの回答を除いて開示す

べきである。 
 
本論：情報公開制度は、民主主義の基本である情報の共有を目指すものです。特に、行

政文書の開示は、権力が恣意的な行政運営を行っていないかを検証するために不可欠なも

のです。その一方、個人のプライバシーを守る観点から文書の内容によっては、非開示あ

るいは一部開示とせざるを得ない場合も存在します。この場合、公共の利益と個人のプラ

イバシーの保護というふたつの相反する要素の比較衡量が必要となり、個別の判断が不可

欠です。 
 今回の情報開示請求は、「大学改革アンケートの結果」に関するものです。アンケートの

回答内容をむやみに公表すること、特にアンケート回答を書いた人の氏名などの公表につ

いては、その方に思わぬ不利益を与える場合があり得ますので慎重にすべきことであるこ

とは十分理解できます。しかしながら、アンケートと一口に言っても、個人や企業に関す

る実態調査などのような個人や企業自体に関する情報が含まれるものと，今回のアンケー

トのように大学の在り方について意見を聴く場合とでは大きく状況が異なります．確かに、

個人の意見であっても，その個人が特定される可能性があり，またそのおかれた状況など

が読みとれる可能性があるものなどについては，情報の開示は慎重にされなければなりま

せん。 
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 今回の種々のアンケートにおいて，上のような観点も考慮して、非開示が適当と思われ

るのは，回答者の氏名などと回答企業の規模，業務内容などに限られると思われます．そ

れ以外のものについては，公表しても回答者を特定できる可能性がないものばかりです．

さらに，その内容も大学のあり方を中心とするものあり，それを開示したからと言って，

回答者の権利権益が犯されることはおよそ考えられません。情報の共有という公共の利益

と比較した場合，抽象的に個人の利益権益が犯されるということで非開示というのは不適

当であり，具体的な特定の権益が犯される可能性がある場合にのみ非開示とすることが許

されるものです。 
 また、実施にあたって、公にしないとの条件をつけてアンケートをしたと主張していま

すが、今回のように大学改革に対する意見は、「法人等又は個人における通例として公にし

ないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等

に照らして合理的であると認められるもの」とは言えず、非開示の理由にはなりません。 
 事実，このアンケートの回答については，すでに、大学自身が「個別意見の例」として，

一部を公表しています．なぜ，すでに公表されているものまで非開示となるのでしょうか．

この点については，大学側の提出した意見書ではまったく触れられていません． 
また，一部の個別意見のみを公表する事は，アンケート結果を恣意的に利用したのでは

ないかという疑いを持たざるを得ません。もし，そうであるとすれば，これは民主主義の

基本をふみにじるものであり，決して許されることではありません．残念なことに、本件

の場合、総合的に判断すると、あらかじめ想定している「大学改革」に都合のよい結果を

出すためのアンケートであり、結果の公表であった疑いが捨て切れません。 
 実際，アンケート回答には「専門教育を充実すべき」という意見が大変多いにもかかわ

らず，大学の公表した「アンケート結果概要」では，このことにはまったく触れられてい

ません。そもそも，これらのアンケートは，市民の意見を偏見なく聴くという態度に欠け

ています．例えば，「米国にある教養中心の大学が日本にもあった方がよいと思いますか」

という設問自体，回答者を誘導するものです．市大の大学改革のために質問しているので

すから，ここでは「市大がこのような教養中心の大学になることに賛成ですか」というよ

うに聴くべきです．日本にはたくさんの大学がある訳で，このような聴き方では「日本に

ひとつくらいそういう大学があってもよい」という考えのひとは，「そう思う」に丸をつけ

ます．それをもって市大が教養大学になることが支持されているというように話をもって

いくことは許されないことではないでしょうか。 
 あるいは，入学時点では専門を決めず２年次以降で選択できる制度についてもきいてい

ますが，この場合，実験設備，あるいは，教員の人的資源等から，２年次以降で選択する

場合に，おのずと制限が生じることに触れずに、単に「自由に選択出来る制度」について

きいています．希望さえすれば，その専攻に進むことができるかのような表現では，誰で

も賛成するに違いありません．このような設問の場合には，当然，希望に進めないことも

生じることを示して聴くことが必要です．実際、現在の理学部で行われている学科配属で

も、ある学科ではおよそ半数くらいが第一希望以外の学生となっています。このようなこ

とを明らかにして質問すれば、自ずと結果は変わって来ます。 
 また、回答を公表すれば回答者と市との信頼関係が損なわれるという市側の主張につい

ては、ごく一部の設問、会社の規模などについての設問などを除いてその恐れはないと考
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えます。また、アンケートは実施に際して「個別の回答を公表することはしない」として

実施したから公表できないという市の主張は、一部の回答をすでに公表した事実に矛盾す

るものです。むしろ、この種のアンケートにあっては「回答された意見は、氏名などを伏

せて公表する場合があります」と断るべきものです。実際、文部科学省がパブリックコメ

ントとして意見を募集する際にはそのような断り書きをしています。市民は自由に意見を

述べる権利を保有するとともに、その意見には一定の責任を持つべきものであり、内容の

公表はむしろ前提とされるべきであり、それをもとに行政と市民とが意見交換をすること

により初めて民主的な行政が可能となるのです。結果の公表をしない、あるいは、結果の

一部のみを公表する（いわゆるつまみ食い）ということは、アンケートを実施する意味を

持たなくするものであり、アンケート費用は税金の無駄遣いとなります。 
 一部をすでに公表している個別意見と同じ範疇である個別意見は、基本的に開示すべき

であって、特に回答者が特定される恐れが強いもの、あるいは、回答者の権益が具体的に

犯される可能性があるものについてのみ黒塗りとすべきです。今回の一部開示ではあまり

に多くの部分を黒塗りとしており、これを容認すれば事実上情報開示制度は意味のないも

のとなるでしょう。審査委員会の厳正かつ実態にあった審議をお願いする次第です。    

以上 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 30号 
  2004年 10月 21日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 30, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

2004年 9月，10月評議会――私的報告 
              

理学部 一楽重雄 
 

９月の評議会については報告をサボっていましたが，例によって報告事項のみであまり

意味のあることはありませんでした．来年度の予算について予算が厳しいので各教員に協

力してほしいとの話が事務局からありました．これに対して私は「新しい大学の計画に対

しては教授会の関与を否定してきたのに，予算の節約に関してだけ協力を求めるのは一貫

していないのではないか，虫がいいのではないか」という趣旨の発言をしましたが，意味

のある反応は得られなかったように思います． 
 
１０月の評議会では，報告事項として８月９月１０月づけの昇任，採用人事が報告され

ました．これに関連して，私は「現在凍結されている人事がたくさんある中でこれらが解

禁された理由を教えて欲しい」と要求しました．これに対して学長は「教育上，どうして

も必要だと判断されたもの」という意味の回答をしました．続いて，Ｍ所長からも「いま

多くの昇任人事を行うのは改革に熱心でないということにはならないか，もう少しなのだ

から，待てなかったのか」という質問がありました． 
これは，このような表現ですが，質問の意図は私と同じく「解禁の基準がはっきりしな

い」ということにあるのではないかと思いました．人事の報告をよく見てみると，大部分

が昇任の人事，それも助教授から教授への昇格でしたので，私は「教育上の差し迫った理

由というのであれば，助教授から教授への昇格というのは説明できないのではないか，助

教授も教授も教育上はほとんど同じ仕事をしているのではないか」という意味の質問をし

ました．これには学長は回答せず，Ｓ副学長が「この人事は数年前からの懸案であり，待

って待ってやっと行ったものである．助教授と教授の違いは，ゼミの学生の集まりとかい

ろいろあるだろう」という意味の回答をしました．私は「それではさきほどの学長答弁は

少し違うのですね，教育上の配慮だけではないことがわかりました，それなら，むしろよ

いと思いますが．」というような具合に，少々，やりとりをしました． 
 
その中で確認できたのは，凍結解除についてはきちんとした基準がない，少なくとも評

議会には示されなかったということです．手続きについて質問したところ，各教授会など

から人事案件を学長ではなく総務課へ提出するという手続きになり，それはいままでと同

じであるとのことが確認されました．今になってみると，もっと追求すればよかったと思

いますが，私ばかりが発言することに気後れがする面もあり，この程度になってしまいま
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した． 
 
評議会が終わりそうだったので「他で言うところがないのでここで発言するが，学術雑

誌の購入の注文はもうその時期であるが，これまで個人研究費で購入していたものはどう

したらよいのか．個人研究費ゼロであるのだから，もう，まったく注文できないのか．対

応に困っている．」と質問しましたが，これについては，岡村部長からプロジェクトで検討

するというだけで終わりました．推進本部はこのような問題があること自体知らなかった

ようです． 
 
「この問題に示されるように，来年からの大学についてもすでに実務を行わなければな

らない，前から評議会で大学改革について議論すべきと言って来たが，（現在の大学がこれ

に関与しないことは疑問があるが）“新”大学の人事が発表されたが，それが動き出すのは

来年ではないか，現実の問題の処理に間に合わない」という趣旨の発言をしたところ，岡

村部長から「新組織は４月を待たずに，もう機能させる」と回答がありました．それに対

して「それなら教員個人々々の末端までの組織を早く組織しなければ，実際問題として困

る」という指摘をしておきました． 
 
本来，このようなことは現大学が組織としてかかわるべきものであると思いますが，な

にしろ，「評議会は“新”大学に対して権限がない，したがって，評議会では話し合わない」

というのが学長の以前の答弁で，誰もそれに異議を唱えないのでした．反対の意志表示も

せず，かと言って協力もしない，評議会は“新”大学に関与せずということに疑問を持つ

のは私だけなのでしょうか． 
今回の評議会では，Ｓ研究科長からも発言があり，「新人事が発表されたが，現在の学生

が不利益を得ないよう，引継ぎなどをきちんと行って欲しい」とのことでした．これにつ

いては，誰が回答したかは記憶にないのですが「それはそのとおり，きちんとします」と

いうような回答でした． 
 
評議会で発表された“新”大学の人事は，現在の役職者を中心としていますが，コース

長や専攻長などには助教授も含まれていました．この点については，「若い人も大胆に登用

しのだ」とみるか，「引受けて手がなく，教授ではまかなえなかったのだな」と見るかは，

意見が分かれそうです．国際文化研究の専攻長，学術情報センター長については決まり次

第発表するということでした．これらの任期は，他と同じく一年ということでした． 
本当に“新”大学はどんなことになるのか．結局は，現場の我々教員にしわよせが来る，

そして“新”大学に期待して入ってきた学生は，大学の現実に大きな幻滅を感じるという

結果になってしまうのではないかと恐れるばかりです． 
「“大学改革”でなくて“大学潰し”」だという矢吹先生の言葉が現実になっているよう

に思えてなりません． 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 31号 
  2005年 2月 16日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 31, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

久しぶりの少しいいニュース                                   

久しぶりの少しいいニュースです。大学改革アンケートの情報開示についての異議申し立てに

ついて、2月 14日に横浜市情報公開・個人情報保護審査会（三辺夏雄会長）が、個別意見を含
めた集計結果を全面開示するよう、市長に答申しました。25日付けの神奈川新聞 2面に報じら
れました。                                           (理学部 一楽) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 32 号 

  2005 年 2 月 20 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 32, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

大学改革市民アンケート、全面開示へ 

情報公開・個人情報保護審査会 市長に答申  

                                                     理学部 一楽重雄 

 

   横浜市立大学が大学改革案を策定するために行った「大学改革市民アンケー

ト」は、その結果の全容が発表されず、その一部が「横浜市立大学の新たな大

学像について」の附属資料として発表されただけであった。そのため、「アン

ケート結果が必ずしも予定していた実践的教養大学を支持する結果になってい

ないので一部しか発表しないのではないか」との強い疑いが生じた。そのため、

「横浜市が保有する情報の公開に関する条例」に基づき、一市民としてアンケ

ート結果の集計結果を記載した文書を開示するよう請求した。これに対して、

横浜市は回答者の個別の意見の大部分を黒塗りとしたものしか開示せず、その

理由としては「回答者が識別される」、「回答者の権利権益が犯される」、「回

答を公表しないと言って行ったアンケートであるから回答者との信頼関係が崩

れる」などの理由をあげていた。しかし、黒塗りとしたものの中にも、すでに

公表している個別意見なども含まれていることや、そもそも、このアンケート

の趣旨からしてアンケート結果は公表することが当然であると考えた私は、こ

の一部開示決定に対して、平成 16 年 5 月 14 日に異議申し立てを行った。 

   この異議申し立てに対して、横浜市情報公開・個人情報保護審査会は平成 17
年 1 月 7 日と２１日に審議を行い、2 月 14 日に横浜市長に対して「横浜市長が

大学改革アンケート集計結果を一部開示とした決定は、妥当ではなく、開示す

べきである。」との答申を行った。横浜市の主張は、ことごとく認められなか

った。私自身は黒塗りの部分を読むことが出来なかったので、そこに個人や個

別の会社が特定される情報が記載されていないとは断言できなかったのである

が、審査会はこれらを見分した結果、まったく、非開示にする理由はないと結

論した。審査会の答申では、個別意見を開示しても回答者が特定される恐れは

ないとした。また、開示請求した文書は回答そのものではなく、それらをもと

にアンケート結果をまとめたものであることから、信頼関係が壊れる恐れもな

いとした。 

  これは、私の主張が正しかったことを第 3 者が認めたものである。この答申

の意味は、６つの文書の内容がこれから明らかにされるだろうという以上に大

Camellia News No. 33, March 17, 2005.                  1 



きな意味を持つものであると思う。「市立大学の今後のあり方懇談会」の答申

（平成 14 年度）に端を発し、「大学自らが改革案を作成する」として、そのた

めに行った「大学改革シンポジウム」や「大学改革アンケート」は、すべて非

民主的なものであったという多くの人々の主張の正しさが裏付けられたものだ

と私は考える。今回の審査は、大学改革アンケートの集計結果の開示に関する

ものではあるが、「市立大学の今後のあり方懇談会」自身も、もともと特殊な

意見を持った人[橋爪大三郎]を座長にすえ、大学事務局の主導によって懇談会を

運営すると言う、およそ非民主的なものであったことは、すでに指摘したとお

りである。また、「大学改革シンポジウム」もフロアからの意見をまったく受

け付けないという常識では考えられない運営であった。大学自らが策定したと

される「横浜市立大学の新たな大学像について」も実際には教職員のごく一部

の人たちによって作成されたものでしかないことは、教授会などでの実質的な

審議がまったくないこと、最終的にこの案を審議した評議会が深夜まで紛糾し

たことなどでも明らかであった。しかし、これらの段階の事柄については、横

浜市の行動が違法と言いきるのが難しい形を取っていたが、このアンケート結

果の開示については、明確に第 3 者の結論が出されたわけである。これらの横

浜市の行動は一貫したものであり、今回明確になった非民主性はすべてに共通

するものであると私は考えている。 

  また、実際には「新たな大学像」に基づいてカリキュラムなどを構築するこ

とは、多くの教員の協力を得たとは言っても、それはまさに協力であって、カ

リキュラム等作成の責任と主体は横浜市にあり、大学はまったく関与していな

い。これは明確に「大学の自治の侵害」であって、違法なことである。違法で

はあっても、行政が強引に押し進めてしまえば、裁判などの手段によらない限

り、それを止めることはなかなか出来ない。そして大学改革案の策定というこ

とがらは、もともと裁判にはなじみにくい。市民の意見によるのでもなく、現

場の教員の考えによるのでもなく、誰かよく分からない少数の人が描いた「オ

ンリーワン大学」は、確かに現実化しつつある。ただし、"入試倍率激減のオン

リーワン大学"として。 

   2 月 3 日に確定した横浜市大の「入試倍率」は極端な低下を示している。昨

年度の一般入試志願者の倍率は 5.4(総志願者数 4654 募集人員 586)であったが、

今年度の倍率は 3.7（総志願者数 2420 募集人員 660）に留まっている。（昨年

度について手元のデータには看護短大は含まれていない。）今年度の公立大学

の全国平均は、6.8 倍である。公立大学法人横浜市立大学が、受験生にとってい

かに魅力ないものとなっているかが如実に分かるデータではないだろうか。 

   大学の伝統は、学生、教職員のみんなの意識的な、あるいは無意識のたゆま

ない努力によって、長い時間の経過とともに創りあげられるものではないだろ

うか。この一連の大学改革騒動によって、多くの教員が大学を去ったし、今も

去りつつある。「反対のための反対」が無意味であることはよく言われるが「改

革のための改革」もまた同様に虚しい。伝統を壊すことは簡単だが、それを創

り上げることは一朝一夕には出来ないのである。今回の大学改革の内容が、新
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聞に報道されることだけを目的としたとしか思えない無意味なものであること

は、そろそろ誰の目にも明らかになってきたのではないだろうか。この時期に、

市民が求める大学とは何なのか、原点に回帰して謙虚に考え直そうではないか。 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部非常勤講師)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 33 号 
  2005 年 3 月 17 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 33, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

  ３月評議会私的報告 
理学部 一楽重雄 

しばらく、評議会の報告をしませんでしたが、これまでの評議会には審議事

項はなく、いつも報告事項だけで、その他の事項として教員説明会の報告など

がありましたが、それらもほとんど議論になることもなく、ほとんど意味ある

内容はありませんでした。 
昨日が、おそらくは横浜市大最後の評議会です。「学則の廃止」という審議事

項がある旨前回の評議会で通告されていましたので、この件で少し議論しよう

かと思っていたのですが、実際には別なことで議論となりました。 
それは、小川学長の名誉教授の称号の授与という審議事項です。これは、今

月の総合理学研究科委員会で、研究科長から推薦の提案があったけれど、多く

の教員の意見によって、科長が提案を取り下げたと聞いていましたので予測し

ていないことでした。今回は、各学部からそれぞれ名誉教授の推薦が出ていま

した。まず、それらが学長の議事のもとで「異議なし」ですべて認められまし

た。そして、学長が退席し S 副学長が議長となって学長への称号授与の審議が

始まりました。推薦書として、いわゆる平評議員以外の管理職評議員（多分全

員）の名前を連ねたものが出され、それを書いた S 研究科長が内容の説明をし

ました。そして、質疑に入ったので私は２点質問しました。「通常なら教授会の

推薦があるが、それがないのはどうしてか?」、「 推薦に名前を連ねている人た

ちには、肩書きが入っているが、教授会の決定ではないだろうと思うので、個

人として推薦しているのか？」という２点です。これに対して筆頭の提案者で

もある S 副学長が「総合理学研究科委員会では、研究者、教育者としては名誉

教授としてまったく問題ないが、学長としての問題について主として議論がさ

れてしまったので、研究科長が提案を取り下げたと聞いている。小川先生は学

長としても難しいときに大変な努力をされ、研究者としては研究科委員会とし

ても認めているように立派な方である、それらを総合的に判断して欲しい。名

誉教授の称号付与に関する規程○条○号により推薦する。」というようなことが

言われました。（記憶があいまいで、これらの内容の一部はもう少しあとの議論

だったかもしれません。）O 副学長からは「小川先生は、学者としても学長とし

ても大変立派な方であるので、医学部の先生と話し合って推薦した」と立場の

はっきりした言明がありました。 
私は「規程○条○号」の意味内容がよく分からなかったので、そこを質問し

たところ、この規定は学長のみに適用されるもので、教授会の推薦の有無に関
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係なく評議会で決められるという規程である旨の説明がありました。その後、

多分このあたりのタイミングであったと思うのですが、T 評議員から「そうであ

るとすれば、この推薦書には学長としての部分が最後の数行しか書かれていな

い。これが、学部教授会の決定をくつがえすに足るものとは思えない」といっ

た趣旨の発言がありました。S 副学長からは、「研究者・教育者としては研究科

委員会も認めている、学長としても立派であった」というようなことが繰り返

され、学長としての立派さの内容に渡ってまで説明されました。私は、「そこま

で議論するの？」と不規則発言をしたりしましたが、その後、学長としてであ

れば問題があるという趣旨を少し述べたように思います。しかし、さすがに、

私自身も評議会の場で学長としての行動が許されないものであったということ

を侃々諤々に議論しようとは思っていなかったので「４月以降に名誉教授にす

ることはできないのですか」と質問しました。これは、結局は「学則などがま

だ確定していないので、どうなるか分からない、したがって、今日やりたい」

ということでした。このとき、評議会のメンバーではない事務局員から「なぜ

今日できないのか、むしろ、先送りするというならその必要性をまず言うべき

だ」という発言がありました。「部長から先送りする理由について質問があった

ので言いますが、小川学長は、ある時期から教員の代表として行動していない

と一般教員は思っている、そのようなことを考えると、これには賛成できない」

と私が言いました。これに対して、S 副学長から「学長に対して失礼だ」などと

発言があり、私は評議会の議論として発言しているのであり、そのような発言

こそむしろ私に失礼だと反発したりしましたが、それはそれほど意味のあるこ

とではなかったでしょう。 
このほか、授与に消極的な意見や質問が２，３あった後、O 副学長から「私

は反対する理由がわからない、先に進めてください」という発言があり、T 評議

員から「投票を提案します」ということで投票に移ることになった。 
議長は、まず「挙手で採決したい」と言ったのでしたが「私は投票を提案し

た」とか「教授会では無記名投票だ」という発言（あるいは不規則発言）によ

って投票となりました。そして、投票用紙が配られましたが用紙は白紙ではな

く、そこには小川学長の名誉教授称号授与投票用紙とかなんとかきちんと印刷

されているものでした。大きな投票箱も用意されていました。投票に先立って、

議長から「退席ということもあるかと思うが、退席される方は退席してくださ

い」という発言が何回かありましたが、誰も退席せず２２名での投票となりま

した。そして、規定によって２２名の 3/4 の賛成によって可決であること、すな

わち１７名の賛成が必要なことが議長からこの時点で宣言されました。 
開票となったとき開票箱の鍵を用意していなかったことが判明し、事務局は

非常に恐縮し、そこでしばしの時間が必要となりました。ご愛嬌でした。この

間を利用して、O 学生生活協議会議長から禁煙のポスターの話がされました。 
開票の結果は、賛成１５票、反対５票、白票 2 票という結果でした。議長は

否決されたことを宣言したのですが「白票は、3/4 の分母にいれないのではない

か」と M 学部長とメンバーではない事務局員から発言あり、「（分母に入れるの
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は）市会でしょ、ここではここで決めなければ」とか、かなり食い下がったの

ですが、議長はとりあわず、結局否決となりました。 
私自身も否決されるとは思っていませんでしたが、3/4 の壁は厚かったのでし

た。もともと、名誉教授の称号はほとんどの人が賛成する場合にしか授与しな

いということは十分理解できることで、妥当な結論となったと思います。教授

会での推薦がないのに評議会で称号を授与するのは、外部から招いた学長の場

合だけに限られてよいのだと思います。 
 今回の最後の評議会は、少し波乱のあるものとなりました。このこと以外に

は、大きなことはありませんでした。学則の廃止は、本来なら教授会マターと

は思いましたが、ここまで来て形式だけ踏むということですし、名誉教授の推

薦の議題の後で少々疲れもしていたので、あえて議論を提起することはしませ

んでした。 
 前後しますが、報告事項の報告が終わった最後に、私は「大学改革アンケー

トの情報開示請求、一部開示の決定、意義申し立て、全面開示ということがあ

ったと思うが、報告して欲しい」と発言しました。これに対しては、学長も新

聞で見て知っているとのことでした。予期していなかったようで事務局は誰が

答弁するか少し顔を見合わせていましたが、総務部長が「それでは私が報告し

ます」ということで、ごく簡単に流れを話しました。U 課長も少し補足しまし

たが、事実経過のみでその持つ意味などについては何も言いませんでした。私

は少しその点を議論したい気持ちもあったのですが、自分でしたことでもあり

ますし、他の方からの発言もなかったのでそれ以上は何も言いませんでした。

事務局は、この問題を重要なことだとは捉えていないように感じられました。

今に始まったことではありませんが、民主主義の観点がやはり弱いのだと思い

ます。 
 
この一年間は、私にとっては初めての評議員、そして大学にとっては最後の

評議会というめぐり合わせになりました。最初は意気込み、緊張したものでし

たが、残念なことに意味のあることがほとんど議論できませんでした。 
今回のことでも「ことをあらだてずに」、「まあ、名誉教授にはしてあげたら」、

「名前を貸してくれと言われれば、ちょっと断れないな」というようなことで、

多くの管理職は名前を連ねたのではないかと思います。これも人情としてわか

ります。 
しかし、私は公の議論を「まあまあ」と抑えたり、派閥的な連絡網でいつの

まにか合意を得たりして、会議の中で実質的な議論をしないことは大学にはふ

さわしくないことだと思っています。 
４月以降は、一体どうなるのでしょう。大学の自治を基本的に否定した体制

が進んでいるようです。私自身は「新しい」大学には授業以外のことは何も関

係していないので、様子がまったくわかりません。しかし、人間の社会である

以上、どんな枠組みであっても、民主的な運営ということを問題にできるので

はないでしょうか。「新しい」大学に残る以上、少しでも民主的な運営がなされ
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るように努力を続けたいと思っています。 
受験生の半減という恐ろしい事態に、誰が責任を取るのでしょうか。誰もと

りそうにありません。今回の改革は、誰が責任を持って行ったのか、実際にリ

ーダーシップを取ったのは誰であったのか、それがはっきりしません。こんな

状態を許してしまった小川学長が名誉教授の称号を授与されなかったのも、当

然と言えば当然だったのだと思います。（以上） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 34 号 
  2005 年 4 月 26 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 34, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

抗 議 文 

平成 17 年４月 25 日 

中田宏横浜市長殿 

横浜市立大学研究院  
教授 一楽重雄 
教授 市田良輔 

（前理学部数理科学科所属） 
 

 
 去る４月５日に挙行された横浜市立大学入学式の祝辞の中で、貴殿は次のよ

うな発言をしておられます。しかし、これは事実と大きく異なるものであり、

厳重に抗議するとともにすみやかに訂正されることを要求いたします。 
「市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません。」 
私たち前理学部数理科学科に所属していた人間にとって、とりわけ、上の発言

は許せないものであります。 
 市大の大学改革は確かに学長が市長に提出した「新たな大学像」に基づいた

ものでありますが、「新たな大学像」には「数理情報コース」の設置が明言され

ていました。実際には、その後の横浜市大学改革本部が設置した「コース等検

討プロジェクト委員会」による具体案作成の段階で数理情報コースが削除され

ました。 
 このことは、貴殿が日本数学会理事長にあてた回答（市広聴第９００６６５

号）の中でも、「コースについては、編成数や内容を大学の案を参考にしながら

設置者として更に検討することにしました」と明言し、「数理情報コースについ

ては、数学の専門家を養成するためのコースの必要性は低いと判断し、専門の

コースの設置は見直しました」と述べています。 
  これは「市大の中味に口を出したこと」を中田市長自らが認めていることに

他なりません。一部の教員の協力があったことで、このことを決定した責任が

大学に移るということはあり得ません。 
  以上のことから、中田市長の発言は事実をゆがめるものであり、発言の撤回

と訂正を求めるものです。正確な情報の発信は民主的行政の基本であることは、

市長自ら折に触れ主張されているとおりです。文書による速やかな回答を求め
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ます。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 35 号 
  2005 年 5 月 16 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 35, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

虚偽は虚偽を生む――抗議文への横浜市の回答への反論―― 
平成１７年５月１５日 
横浜市立大学研究院 
教授  一楽重雄 
教授  市田良輔 

先日、市長に宛てた抗議文に対して、横浜市からの回答が届いた。ただし、もしかする

と、横浜市からの回答ではなく「横浜市都市経営局大学調整課長 中山雅裕」からの回答

かも知れない。 
なにしろ、横浜市は普通の組織とは違って、市長が副市長など部下のしたことの責任は

取らないらしい。横浜市として横浜市の役人がしたことも、市長は知らないことであって

よいらしい。となれば、この回答も横浜市の回答かどうか怪しい、いざとなれば、中山課

長個人の回答であって横浜市の回答ではないと言い出さないとも限らない。 
この回答では、次のように言っている。 
「市長の市大大学改革に係わる指示といたしましては、あくまで改革の方向性や進め方

に関する基本的な考え方を示したものであり、大学改革の詳細な内容について指示をした

経緯はありません。」 
誰が大学の詳細な内容を市長個人が指示すると考えるだろうか。 

「市長として、市大の中味に口を出したことは一度たりともありません。」 
と言う意味は何か。 
これは「市大の中味は大学が考えたのであって、横浜市が中味にまで口を出していない」

ということを意味しているのである。 
中田市長個人が市大改革の詳細について指示しているかどうかが問題なのではない。今

回の大学改革において、大学の中味を 
「大学が決めたのか、それとも、市が決めたのか」 
が問題なのである。「中田市長が直接指示をしたか、副市長が指示をしたのか、あるいは、

担当部長が指示をしたのか」が問題なのではない。 
組織の長である市長として口を出していないということは、当然、副市長以下の部下も

口を出していないことを意味する。 
特に入学志望者の半減などから、今回の改革の内容を誰が決めたのかが、これから問題

になる。それを見越して、中田市長は「自分に責任はない」と言いだしたのではないか。

あるいは、市長が大学の中味にまで口を出すことは「大学の自治」に反し違法であること

から、「口を出していない」と強弁しているのではないか。 
 中山課長は、次のように続ける。 
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 「ご指摘の市立大学国際総合科学部におけるコース設定につきましては、横浜市大学改

革推進本部事務局（事務局長：大学改革推進部長）に大学の教員を中心に構成した「コー

ス案等検討プロジェクト部会」を設置して検討し、「国際総合科学部（仮称）コース・カリ

キュラム案等報告書」（以後、報告書とします。）としてまとめ、横浜市大学改革推進本部

（本部長：副市長）において承認・決定しました。」 
 つまり、副市長は「口を出すどころか、その責任において決定した」のである。だけれ

ども、「副市長は市長とは別人であるから、市長が口を出したことにはならない」というこ

となのだ。市長が、副市長のしたことに責任を取らないなどということが、どこの世界で

通用するのだろうか。 
 そして、最後は虚偽である。 
虚偽の発言を弁護するためには、やはり、虚偽が必要なのだ。 
「また、ご指摘のありました日本数学会理事長あての文書における表現につきましては、

先に述べましたようにあくまでも大学を中心に組織的に検討した結果を踏まえて、最終的

な決定権者としての判断をこのように表したものでございます。」 
「大学を中心に組織的に検討した」というのは、まったくの虚偽である。大学の教員は

個人として協力したかも知れないが、大学という組織は検討にまったく加わっていない。

大学ではなく横浜市が検討したのであるのは、直前の文章に述べられているとおりである。

それを、あたかも大学が検討して決めたかのごとく思わせるために、わざわざ、虚偽を書

きこんでいるのである。 
これまでも、実質的に市民を欺く「大学の教員を中心に検討した」という表現を横浜市

は何度もしてきたが、これは言葉としては虚偽とは言い切れない面があった。大学ではな

く、一部の教員が個人として検討に協力したことは事実であるからである。しかし、この

ように表現すれば、事情に詳しくない多くの人々は、当然「大学が検討した」のだと思っ

てしまう。 
横浜市大学改革推進本部というのは、横浜市の組織であって大学の組織ではない。大学

教員の協力を得て横浜市が決定したことは、決して、大学が決定したことではなく、横浜

市が決定したことである。 
 中田市長自ら主張するように、民主主義の基本は情報公開であって、市民を欺き虚偽の

情報を回答する行政は決して民主主義と相容れるものではない。 
 改めて、市長祝辞に対して抗議をするとともに、その訂正を求めるものである。 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 36 号 

  2006 年 1 月 10 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 36, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 あけましておめでとうございます。久しぶりに『通信』をお送りさせていただきます。  
  

松岡滋子先生不当人事不服提訴  

第１回口頭審理傍聴記 

一楽 重雄 

  

  

関内の横浜市人事委員会で表記の公開審理が、12 月 26 日午後 1時半より行わ

れた。 

この証人尋問を傍聴して、私はこの事件がすっかり分かったと思った。また、

証言内容の事実の重さは衝撃的であった。中田市長が、白を黒、黒を白と言い

くるめようとしている実態が明白になったように思う。市大で経験した合理性

のない「改革」と同質のことが、脳血管医療センターでも同じように、あるい

は、もっと悪く行われようとしていることがわかる。取り急ぎ、印象に残った

内容を報告したいと思う。 

傍聴席は、ちょうど満員であった。恐らく患者さんとその家族の方と思われ

る、比較的年配の方が多かった。報道陣も 10 名程度であろうか、席を取り、

初から 後まで取材していた。始まると、すぐに、後ろの席の方が「聞こえま

せん、マイクを使ってください」という声があがった。事務局は、マイクを用

意しておらず、井上審査員長は、「今日のところは、席の配置を変え、証言者

が傍聴席に背を向けるのではなく、横向きで証言することでやらせて欲しい」

ということであったが、横浜市の人事委員会にマイクがないわけもなく、丁度、

始めようとした頃にマイクが到着し、この件は一件落着となった。これまでに

約 20 分の時間を浪費した。ちょっと気になったのは、井上審査員長が事務局を

かばったことだった。 

 

証人は二人、 初が提訴側の証人で脳血管医療センター脳神経内科副医長の

栗田医師である。栗田氏は、一見「かよわい若い女性」であったが、その証言

内容たるやすさまじいものであった。証言は長時間に渡りいろいろな内容が含

まれていたが、ここでは印象に残ったことのみを報告する。特徴的なことは、

証言がすべて具体的であったことである。 
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脳外科の医師の処方が不適切。血圧が高いとアダラード舌下錠、発熱すればイ

ンダシン座薬、尿が少ないとラシックスというように機械的な処方を繰り返し、

個々に十分な診断をしなかった。蜘蛛膜下（くもまくか）出血の手術は緊急を

要するものだが、金曜日の午後に入院した患者は月曜日まで待たせて手術をし

ていた。このことに松岡先生は改善を促したが、改善されなかった。 
脳外科での血管内治療の成績が悪い事。中森、梅川医師の執刀例 11 例中 6 例に

後遺症が残り、死亡例が 2 例ある。全国の統計では後遺症が残る割合は 4.2％で

あり、60％近いのは、端的に言って執刀医師の腕が悪い。術後の症例検討会は、

一度しか開かれたことがない。 
2003 年 2 月くも膜下出血の患者の手術で、術中に血管梗塞を起し小脳梗塞を起

こした。 
2003 年 7 月 28 日に「内視鏡による血腫除去手術」がなされた。朝のコンフェ

ランスで、カルテが患者さんに説明中でないということでカルテなしであった。

翌日、患者さん家族と脳外科医が言い争っているのを聞いた。看護師から話を

聞いた結果、内視鏡の手術から開頭手術に切り替えたことが分かった。倫理委

員会にもかけていない。 
11 月 19 日診療科会議。26 日にインシデント・レポートをあげる。12 月 27 日

午後 6 時から症例検討会。この手術は、高梨医師小島医師にとって初めての手

術であったが、講習を受けたり練習したりすることもしていなかった。 
梅川医師、中森医師が執刀したカミングスロイド氏の手術も事故であり、植田

医師が 11 月 2 日にインシデント・レポートを出している。これについて、8 日

に衛生局から「技術的に問題なし」と記者発表があった。畑先生を委員長にこ

の問題の調査のための小委員会が作られ、6 回の委員会を開きヒアリングも終

わる。畑先生は副センター長から担当部長に 1 月 27 日に降格された。 
リハビリ科のいまよし氏は、実際に患者を担当しないのに診療報酬を請求して

いる。不正請求である。 
共通の友人を通して、中田市長が松岡医師と証言者に会いたいと言って来たこ

とがあり、2002 年 11 月 2 日プリンスホテルで共通の友人と 4 人で会った。そ

の後も合わせて 3 回会った。今証言したようなことをすべてメールで私設秘書

に送った。秘書は、プリントアウトして市長にすべて見せたといった。その後、

2004 年 8 月 16 日のラストメールで「自分が任命したのだから、すべて岩崎(病
院経営局長)にまかせるとのことだ」と秘書が書いてきた。裏切りと感じた。そ

の後、松岡医師の配転があった。 
現在のセンターは、病床も 60％くらいしか埋まっていない。松岡先生や畑先生

を呼び戻し、よい先生を集め、病院が再生されることを願う。 
 
次に、２番目の証人は、現在はセンターから転出している飯野医師でした。 
松岡医師は、職員に対する言葉や態度が悪い、また、自分の考えを絶対とし他人の意見を

聞き入れず、人格まで否定する。そして、患者を分けて接し、議員関係者など権力者には
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手厚く、そうでない患者にはカルテなども書かない。 
松岡医師は問題があると看護士をナースステーションや廊下に監禁した。それは毎日のよ

うに日常的に行われた。松岡医師が看護士などを詰問する内容については、一件しか分か

らない。今回の配転人事は、松岡医師の職員に対する態度が悪かったこと、そしてまった

く反省しないことの責任を取らされたもので、医療過誤の告発に対する報復ではないと思

う。松岡先生のこのような態度を問題にする多くの人がいて、センターに文書も出されて

いる。それを具体的な証拠として私が転記して陳述書に書いた。陳述書を書くように、セ

ンターから頼まれた。転記した文書は、自分が今年センターの看護部に行ってもらったも

のである。元職員だからおかしくはないでしょう。 
 
まるでドラマのようにと言っては不謹慎かも知れないが、こんなに精神的に興奮する経験

は、久しぶりであった。 
松岡、栗田両医師の勇気に、心から拍手を送りたい。飯野医師には、人間の持つ弱さを感

じざるをえなかった。「センターから頼まれたから陳述書を書いたが、証人喚問までされ追

求されるとは思ってもいなかった」という趣旨の発言は、本当の気持ちであったろう。 
 
横浜市は飯野証人から「松岡先生の言動がよくないから、異動はその責任を取らされたの

だと思う」という証言を得たわけだが、皮肉なことに、これ自身が今回の異動が中田市長

の言うように「通常の人事」ではないことを物語っている。 
 
2 月 27 日午後１時半からの次回の審理には、栗田医師に対する反対尋問、畑元副センター

長に対する尋問が行われるとのことである。ぜひ、傍聴に行きたいと思う。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(商学部元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 37 号 
  2006 年 2 月 12 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 37, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

昇任規程の問題点 
横浜市立大学研究院 
教授  一楽重雄 

12 月 20 日に施行されたという「公立大学法人横浜市立大学昇任規程」が、2 月に

入って明らかになった。明らかになったと言うより、この規程とその内規によって実際に

昇任のプロセスが始まっている。教員全体に周知することもせず、管理職が該当すると思

われる教員ひとりひとりを呼び出し、「推薦するから書類を書くように、締切りは来週の月

曜日」と言っているような状態である。しかも、管理職によって内規を示す場合示さない

場合とそのやり方にも差がある。 
 
想像するに当局の言い分は、「昇任は、もう一年近く待たせているのだから４月にはぜひ

とも発令したい」ということであろう。しかし、一年も遅らせたのは誰なのか。当該教員

には、何の責めもない。しかも、12 月 20 日施行と言うのに、なぜ、一月以上も経った２月

になるまで明らかにされなかったのか。一月も空白期間をおきながら、2,3 日で書類を調え

ろということは、あまりにご都合主義ではないだろうか。 
この規程は、教授資格、準教授資格を定めたものであり、大学にとって大変重要な

ものである。したがって、学校教育法によって教授会で審議すべきものであることは、

明白であろう。改革と言いさえすれば、法律を無視してもよいというわけはない。大学の

自治は、憲法で定めている学問の自由を保障するものとして重要な法律的概念であり、現

在も守らなければならないことには誰も議論の余地がない。問題であったのは、大学の自

治という美名のもとに、教授たちは己の利益を守るためにのみ腐心し、大学の問題点を放

置し、改革を怠ってきたのではないか、ということであった。仮に、この指摘が当たって

いたとしても、大学の自治を守らなくてよいということにはならない。 
 

 だからこそ、松浦副理事長も、法人化するに当たっての教員への説明会で「今後は大学

の自治を尊重する」と明言したのであった。この言葉に期待をしていた多くの教員は、今

回の昇任規程を見て、裏切られた思いでいっぱいであろう。 
 せめて、規程の中味が納得のいくものであれば、「結果よし」としよう、ということもあ

るかも知れない。が、今回の規程は中味も大問題である。 第一に、昇任人事発令のため

に「新しい契約」を必要とすることを明記したこと。これは、任期制への同意を強制して

いることである。もちろん、これも法律違反の可能性が高い。本人の同意なしに期限なし

から期限つきの労働契約に変更することはできない。 
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 市会での委員会質疑において「任期つきの教員は、任期なしの教員とは、待遇に差をつ

けるべきではないか」とか「学生が任期のある教員とそうでない教員を分かるようにした

ら」というような意見があった。これらに対して、当局は、ほとんど積極的な回答を与え

ることが出来なかった。それは、「全員任期制」という制度設計自身が間違っていた

からである。まず、「全員任期制」が法律に違反している可能性が高い。少なくとも

法律の趣旨に反していることは、労働基準法が改正されたときの付帯決議で明らかである。

いわゆる大学教員の任期法によって任期のあるポストを大学の一部に作るのであれば、任

期のある教員をいかように優遇することも出来た。しかし、全員任期制では、制度として

一つであって、制度上は任期なしの教員は存在しない。たまたま、任期つきに切り替える

ことに同意しない教員がいるだけである。また、同意しないことは、法律上の権利である

から同意しないからと言って差別をすることも出来ない。結局、任期のある教員を優遇す

ることは出来ない。 
 
現実には、この制度はよい教員を追い出す作用しか持たない。教員の流出は相変

わらず、止むところを知らない。テレビで中田市長自らが取材したＡ教授はこの 4
月から転出する。 

 
規程の問題は、任期制にとどまらない。管理職の推薦がない限り審査の対象ともな

らないことも大問題である。この問題点は、教員説明会において指摘したのだが改善さ

れていない。しかも、管理職が選挙で選ばれたわけではないから「あんな管理職に推薦さ

れたくない」という人が出ることも十分考えられる。専門分野が異なれば、仕事の評価は

おろか内容の理解さえできないのが、学者の世界である。自分の仕事が分かるはずもない

人に推薦してもらうのもおかしなことである。 
 
昇任の資格として「ふさわしい研究業績」に並んで「本学に対して多大な貢献をし

た者」という一項が入っている。これは、大学の自殺行為である。本学に対して多

大な貢献をした人に対しては、その貢献の種類に応じたしかるべき待遇をするべきであっ

て、「ふさわしい研究業績がない」人を教授や準教授にすることは、学生や社会を欺くこと

にほかならない。今でさえ「学務教授」という教授でない「教授」を作ってしまった。

今後は、教授でない「教授」が出現する。 
 
学長・理事長は、新大学を本当によいものとする気持ちを持っているのであれば、今回

の昇任規程をいさぎよく撤廃し、真によい大学を作るために新しい規程を早急に教授会

の審議を経て決定すべきである。 
 
今年も入試志願者は、3371名にとどまり、平成 16年度の 4654人にはとうてい及ばない。

市民にとって価値がある大学に改革されたならば、当然志願者も大幅増のはずである。大

学改革の図面をひいた人は責任を取るべきである。仮に「大学改革はうまく言って

いる、このままでよい」ということであるとするなら、改革の図面を引いた本人が、表に
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出てリーダーシップを発揮すべきである。批判を恐れ、隠れたところで欠陥図

面を出し続けるならば、これは構造計算偽造と同種の犯罪行為である。 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 38 号 
  2006 年 4 月 5 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 38, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

学長は速やかに回答せよ 
 

平成１８年４月５日 
国際総合科学部 一楽重雄 

 
 去る２月２８日に，横浜市立大学の教員の昇任に関して，以下のような質問状を学長に

提出しました．それに対して，学長秘書を通じて，「３月１５日の人事会議を踏まえて回答

する」から，少し待って欲しいとの回答がありました．その後も２週間以上経過していま

すが，いまだに何の回答もありません． 
 学長は，４月４日の研究院全体会議と教授会において挨拶をしましたが，昇任に関する

ことにはまったく触れませんでした．国際総合科学部教授会において藤野学部長は，「当初

４月に発令を目指した昇任人事であったが，現在ストップしている．その事情は分からな

い」という趣旨の報告がありました．一年近くも昇任規程を作らず，作っても実行できな

いような執行部は，もはや退陣すべきではないでしょうか。昇任を待たされている教員に

対してどのような補償措置を取るのでしょうか．あるいは，その責任は誰が取るのでしょ

う． 
 人事制度についてのかなめであったと思われる福島人事課長は，４月の定期人事異動で

市大を離れました．公立大学法人になっても幹部クラスの人事が横浜市からの出向による

のでは，大学は市から独立して独自の展開をすることが出来ません．このような人事をし

ている限り，福島課長がそうであったということではありませんが，市大にいるあいだは

市の意向に沿うことだけを考え，ともかく大過なく過ごし，その後横浜市のよいポストに

移ろうと考えるのは人情です．幹部クラスは，大学固有の人事としなければなりません． 
 今年度の管理職は，ほとんどが留任しました．もちろん，例外はあると思いますが，「改

革」に賛成の立場を取った多くのイエスマンたちによって，今年度も大学が運営されます．

これでは，よりよい大学を目指して教員がまとまっていくということが出来ないのです． 
以前の学部長など選挙で選ばれていたときには，教員の意向を代表して、それなりのこ

とをしていた人たちにしても，理事長の任命となって，教員の意向を考慮することはまっ

たく必要でなくなりました．これは，学長からコース長まで共通して言えることです．も

ちろん，その中にあっても，教員の立場を貫こうとして頑張っている人もいると思います．

しかし，残念ながら，そのような努力は一般の教員の目にはまったく見えてきません． 
 選挙という方法は必ずしもその役職に最善の人が選ばれるとは限らず，悪しき意味での

政治的な力が働くなどの弊害もありますが，選挙権を持つ人に対して責任を持つという意

味で民主主義の基本であることを，いまさらながら痛感しています．このような組織では、
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学長からコース長までイエスマンであることが、自分の地位を守ることにつながります。

これで競争力があり、市民が誇れる大学にすることができるのでしょうか。 
同じ名前であっても，学長，学部長などは，以前とまったく違う意味になってしまいまし

た． 
教授会自治の回復は、何も教員のためにではなく、競争力があり市民の誇れる大学にす

るためにこそ必要なのです。 
********************************************************************* 

昇任規程とその実施過程についての質問状（要旨） 
 

ストロナク横浜市立大学学長殿 
2006 年 2 月 28 日 

横浜市立大学教員有志 
一楽重雄 他 5 名 

先ごろ，昇任規程が明らかにされ，承認の人事プロセスが始動していると聞

いています．このことについて重大な疑問がありますので，緊急に質問いたし

ます．回答に当たっては，教員全体へ説明するための教員説明会の開催を求め

ます． 
 
１． 昇任規程は大学の重要事項にあたり，学校教育法に基づいて教授会の審

議が必要であると考えます．この点について，どのようにお考えですか．  
２． 昇任規程は，12 月 20 日に施行とされていますが，なぜ，2 月まで発表

されなかったのでしょうか．この理由をご説明ください． 
３． 昇任規程の下部規程となる「内規」は，公表の取り扱いが決まっていな

い，とのことで教員全体に周知されていません．しかし，既に施行され

ている内規が「まだ，取り扱いが決まっていない」とはどういうことで

しょうか，ご説明ください． 
４． 既に，この規程に基づいて昇任人事が動き出していると聞いています．

本来，教員一般に関わる人事手続きのうち重要なことについては，教員

全体に周知の上，実施すべきものと思いますが，そのような手続きをま

ったくとられていません．この点，どうお考えでしょうか． 
５． 現在，進んでいる昇任候補の推薦の過程が，推薦を行う管理職によって

やり方が異なっているようです．当然，大学として一定のルールで行わ

なければいけないものと思いますが，いかがでしょうか．  
６． 教員全体に，規程，内規，実際の手続き，および日程などを公表すべき

であったと思いますが，いかがですか．また，コース長などが，候補を

絞りこんだ事実はありますか．もし，あるとすれば，絞り込む基準はな

んであったのか，また，その根拠は何によったのか教えてください． 
７． 昇任審査が済んで資格があると認定されても「新しい労働契約」を結ば

ないかぎり，昇任の発令をしないのは，なぜですか．当該教員への不利

益変更であるばかりか、助手の準教授への昇任が滞る場合には，授業に
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も重大な支障が出る可能性があります．この点，どうお考えでしょうか． 
以上 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 39 号 
  2006 年 5 月 9 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 39, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

松岡慈子先生不当人事不服審査 

--第 3 回公開口頭審理を傍聴して 

国際総合科学部教授 
一楽重雄 

第 1 回第 2 回に引き続き，第 3 回目の口頭審理を傍聴した．長時間の審理で

かなりの難業であったが，振り返ってみると当時のセンターの看護部の体質が

浮かび上がってきたように思う．ひとことで言えば，彼らはまったく勉強する

気がなかったのである． 
「松岡医師が怒るのは，どういうきっかけか」という質問に，中谷看護師長

はおそらくその意味するところを自覚することなく「患者の容態が変化したと

き」と答えている．また，松岡医師の質問や叱責は「教育や指導とは受け取れ

なかったのか」という質問にも「大声である」とか「次々質問する」という理

由だけで「教育や指導」とは思えないと答えている．ここにこそ問題の本質が

あったのである．患者本位の医療をしようとする人と看護を単なる労働としか

考えない人とでは，所詮水と油であったに違いない． 
 

 前回の畑先生の証言にも出てきたが，医師が現場で看護師を指導するのは当

然である．看護師のミスによって「患者の容態が悪化した」とすれば，そのミ

スを声を荒げて叱責するのも人間として当然ではないか．場合によっては命に

もかかわるし，そうでなくとも余分な負担を患者にかけることになる．そのよ

うなときに大声となったからといって，それを指導や教育とは受け取れないと

いう態度にこそ問題がある．あの飯野医師（第 2 回の口頭審理での処分者側証

人）も「松岡医師の言うことは間違っているわけではない」と証言していた． 
 
一方で「看護師は医師のパートナーであって部下ではない」と強調しておき

ながら，検査データを読み取ることを要求されると，とたんに「それは医師が

すべきことで，そんなことを強要する松岡医師はけしからん」となってしまう．  
はじめから自分で学ぶ意志がなく，言われたことだけをやればよいと思い，

患者の回復に関心のない看護師にとっては，松岡医師のそういった質問がうざ

ったくて仕方がなかったのであろう． 
 
指示がないからと言って，抗生物質が切れても気にもせず，機械的な看護し
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かしない．そのため患者の容態が悪化する，そんなとき看護師を叱るのは当然

であろう．患者のことを思えば，当然，大声になることもあるだろう．抗生物

質はある程度の期間飲み続けならなければならないのは，素人の私だって知っ

ている常識である． 
 
「看護師を教育するまで，3 年待って欲しい」と看護部長は言ったそうだ．看

護部長は 3 年でも待てるかもしれないが，命を預けている患者さんは 3 年も待

てるだろうか．患者のことを思う松岡医師にとって，その言葉は単なる言い逃

れにしか聞こえなかっただろう．植村現センター長も「医師不足を解消するの

に 2 年待って欲しい」と市会で答弁している．センター長は，2 年間待ってもら

って，その間現職が続けられればこんなよいことはない．働けるだけで幸せと

思える年齢である．が，患者さんは 2 年も待てるか． 
 
確かにセンター内の「コミュニーケーション」は悪くなっていたかもしれな

い．しかし，それが患者本位の医療を目指す人とそうでない人との対立である

としたなら，現場を離れるべきなのはどちらなのであるか．医療ミスを告発し

た人と隠蔽しようとする人の対立なら，行政はどちらを守るべきなのか． 
  
今回の審理での委員長からの要請も注目すべきである．処分者側に自分のし

たこと（医師を保健行政部門への配転）の正当性を主張して欲しいと要求した

のである．これに対する代理人の答えも象徴的である．「今月中に文書にして出

して欲しい」という要求に「難しいけれど，努力します」と答えたのである．

すでに行った処分の理由や経過の説明を求められているのだから，本来回答に

時間がかかるはずはない． 
 
当初は通常の定期の人事異動といいながら，審理の中では「松岡医師がセン

ターのチーム医療を崩したから配置転換した」のだと主張している．しかし，

そのような懲罰的な配置転換であれば，本人の弁解を聞くなどのきちんとした

手続きが必要なはずである．もちろん，そのような手続き（告知・聴聞の機会）

はとられていない．委員長は「通常の人事との違いを明確にして欲しい」とも

要求した． 
 
また，秋山委員は「配転後，センターのチーム医療はどうなりましたか」と

質問している．「医師不足でチーム医療は確立してない」と証人は答えている．

配転で問題が解決するどころか，新たに致命的な問題を引き起こしてしまった

のである． 
鈴木委員も「看護士にデータを読ませる」のは法的に問題があるのかと聞い

ている．これに対する証人の答えも「法的には決して悪いことではない」とい

うことであった．  
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これまでの３回の口頭審理で明確になったことは，松岡先生の患者本位の一

貫した姿勢である．松岡先生は，くも膜下出血の患者を土日は待たせて手術し

ないとか，院内のルールを無視して経験のない手術を強行し医療過誤を惹き起

こしてしまった脳外科の医師を告発し，まったく勉強をしようとせず患者のこ

とを考えない看護部と戦い，患者本位の医療となるよう看護師を指導教育し，

自主的な勉強会を行って看護レベルをあげようと奮闘していたのである． 
 
本来，看護師に教育をしなければならない看護部の管理職の一部は，自分の

立場が悪くなると思い感情的な反応をしてしまった．「松岡医師は，他の医師を

中傷してチーム医療を妨げた」とか言いながら，事実であるかどうかも確かめ

もせず，部下のいうことを文書にして松岡医師を中傷していたのは誰だったの

か．そんな行動こそ，チーム医療の妨げであったのではないか．良識ある看護

師は「勉強会を開いてくれたり，自分たちのミスをカバーしてくれたりした」

と松岡医師に感謝している． 
 
仮に，２人の証人の言うことが事実で，松岡医師が看護師に『大声で叱責し

たり，正面から接近して言葉かけ』をしたりするとしても，今すぐに松岡医師

をセンターに戻すべきである．今のセンターにとって，内科の専門医であり、t
－ＰＡの治療薬（血栓溶解剤）の臨床研究医でもある松岡先生が戻ることは，

患者にとって，したがってセンターにとって，なによりも優先すべきことであ

る．畑先生や松岡先生がいたからこそ、全国から優秀な医師が集まってきてい

たのである。病院に核となる医師がいてその医師に学びたいということで医師

はそこへ集まる。 
 
優秀な医師を追い出すようなことをしておきながら，「2 年間待ってください」

などという植村センター長は無責任以外のなにものでもない．岩崎局長は「責

任はあるが辞任はしない，私が辞めても医師は来ない」と言った．これまた無

責任のきわみである．責任があることまでは分かっているらしい，必要なこと

は，まさに責任を取ることである．「私が辞めても医師は来ない」とは，神なら

ず身にどうして知れようか． 
 
中田市長は「局長にまかせてある」とか「いまだに内部のコミニケーション

が悪い」などと他人事のようなことを言っている．300 億円も投資した病院を麻

痺状態のままにしておいてよいわけがない．市長が大好きなお金の話に換算し

たとしても，これほどの無駄があろうか．PET が稼動していないと聞けば「も

ともと使われないものだ」などと事実と違うことを平気で言う．市会議員も人

気のある権力者にはたてつけないなどということではなく，もっともっと市民

のために働いてほしい． 
 
脳血管医療センター問題は，ひとり横浜市だけの問題ではない．あれだけの
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設備を備えた病院はそうはない．適切な運営さえ行われていれば，畑医師，松

岡医師による t－ＰＡの治療のように，脳卒中治療の最前線として日本の医療を

牽引することが出来たはずなのである． 
12 名いた神経内科の医師が 5 名になってしまった現在のセンターにとって，

実力ある松岡先生の一刻も早い復帰が望まれる．以上 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 40 号 
  2006 年 5 月 26 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 40, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 

学長回答出る―― 手続きの乱れ，認める―― 

国際総合科学部 

一楽重雄 

 

去る 5月 22 日午前 9時から学長室で，私たち教員有志の「昇任規程とその実

施過程についての質問状」（2月 28 日付け）に対する回答がありました．学長の

他に松山人事担当課長，渡邉人事担当係長が同席し，文書による回答が出され

ました．その後，約一時間にわたって，私と学長および事務局の間で意見交換

を行いました． 

回答の内容は，おおよそ予想の範囲で，基本的な立場はこれまでどおりです．

しかし，今回の人事の進め方については問題があったことも認め，次回以降の

ルール作りに触れています．回答の文章から伺えるように，基本的には事務局

が作成したものと思われます． 

学長との会談の中で，一点だけ重要なことがありました．今回の昇任候補推

薦の事実関係について，改めて「今回推薦を見送ったコース長があったなどの

事実関係は回答できないか」と尋ねたところ，「学長は学部長等の推薦結果を受

ける立場であって，推薦候補の選定の過程などは学部長の責任であり，具体的

なやり方は学部長とコース長の問題である」との回答でした．これは，学長が

推薦の過程では口を出さないということであり，この点が明確になったことは

意味があると思います． 

保育園民営化をめぐって，横浜市のやり方が違法であるとの判決が出ました．

これと同様，大学の改革もまったく違法であったと思います．最初の質問事項

について，回答では「大学の自治」に関してまったく触れていません．もちろ

ん，大学の自治の観点からは，当局は論理的説明ができないわけですが，実際

には「大学の自治」自身についての知識・理解さえないのではないかとも思わ

れました．会談前の非公式のやり取りの中で，今回の改革では「教員が参加し

たにしても，それは，大学としてではなかった」ということを私が説明したの

に対して，当局にはその意味がよく理解できないようでした． 

懇談の中で，私は，首都大学の例をあげ「実質的に人事権を教授会に戻した

ほうが，そちらだってやりよいのではないか」ということを言いました．学長

も個人的意見ということではありましたが「各部署からの段階的な推薦を尊重

し，最終的に全学的見地での判断のみに学長の人事権を使いたい」との趣旨を
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述べられました． 

私は，会談の最後に回答をくれたことに対して Appreciate することを述べま

した． 

全体に私の受けた印象では，学長・事務局は，自信を持ってことを進め

ているのではなく，まったくの手探り状態であって，人事のルールについても，

まだまだ，流動的であるように見えました．教員側の主張を明確にしていく必

要があるのではないでしょうか．  

  

以下に，私たちの質問項目とそれに対する回答を示します． 

Q1. 昇任規程は大学の重要事項にあたり，学校教育法に基づいて教授会の審議

が必要 

であると考えます．この点について，どのようにお考えですか．松浦副理事

長の以前の教員説明会での発言「これからは大学の自治を尊重する」と言っ

たことと矛盾しないでしょうか． 

 

A1.教員の昇任は学長の責任のもと、学部長等から推薦を受け、人事委員会に昇

任候補者の審査を諮問するものですが、人事委員会は、 

① 教育研究の最高責任者である学長の諮問委員会として位置付けているこ

と 

② 委員には、教育研究審議会から選出された教員の委員も含め構成されて

いること 

としており、いずれも教育研究の特性に十分配慮したものですので、ご指

摘にはあたらないものと考えております。 

 

Q2.昇任規程は，12 月 20 日に施行とされていますが，なぜ，2 月まで発表され

なかったのでしょうか．この理由をご説明ください． 

 

A2.昇任規程の公表は、各系の内規と合わせて公表することとしたため、２月に

なりました。 

 

Q3.昇任規程の下部規程となる「内規」は，公表の取り扱いが決まっていない，

とのことで，教員全体に周知されていません．しかし，既に施行されている

内規が「まだ，取り扱いが決まっていない」とはどういうことでしょうか，

ご説明ください． 

 

A3.昇任規程及び内規については、平成 18 年 2 月 14 日には本学ホームページの

学内専用情報に掲載しております。 

 

Q4.既に，この規程に基づいて昇任人事が動き出していると聞いています．本来，

教員 
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 一般に関わる人事手続きのうち重要なことについては，教員全体に周知の上，

実施すべきものと思いますが，そのような手続きをまったくとられていませ

ん．この点，どうお考えでしょうか． 

 

A4. 一般的に推薦を必要とする昇任に関しては、必ずしも全体に周知した上で

実施しなければならないものとは思われませんが、次回以降の検討課題とさ

せていただきたい。 

 

Q5.現在，進んでいる昇任候補の推薦の過程が，ある管理職は内規を見せる，他

の管理職は見せない，また自己推薦を受け付けたところもあったなど管理職

各々によってやり方が異なっているようです．当然，大学として一定のルー

ルで行わなければいけないものと思いますが，いかがでしょうか． 

 

Q6.人事規程では，コース長などが推薦者を資格のあるものの中から絞るという

ことが 

 想定されていないように思われます．しかし，実際にはコース長などが人数

を絞って推薦している，と噂されています．ある管理職は，このような状況

では推薦できないとして，誰も推薦しなかったとも噂されています．また，

このような状況で推薦されることを潔しとせず推薦を拒否した教員もあった

とも噂されています．教員全体に，規程，内規，実際の手続き，および日程

などを公表すべきであったと思いますが，いかがですか．また，コース長な

どが，候補を絞りこんだ事実はありますか．もし，あるとすれば，絞り込む

基準はなんであったのか，また，その根拠は何によったのか教えてください．

 

A５.及び６.今回の推薦手続きについては、各学部長等の考えに基づき実施さ

れ、手続きの詳細について多少異なるところがありました。今後昇任に当た

ってどのようなルールで進めていくかについては、検討し次回の昇任作業に

反映させていきたいと考えます。 

 

Q7. 昇任審査が済んで資格があると認定されても「新しい労働契約」を結ばな

いかぎり，昇任の発令をしないのは，なぜですか．当該教員への不利益変更

であるばかりか、助手の準教授への昇任が滞る場合には，授業にも重大な支

障が出る可能性があります．この点，どうお考えでしょうか． 

 

A7.昇任に際し「新たな労働契約」を結ぶのは、現行と異なる労働条件となるた

めです。また、授業構成は、準教授への昇任が決定してから検討するものであ

り、昇任しないことで授業に支障を来すと思われません。 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 41 号 
  2006 年 6 月 28 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 41, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

松岡慈子先生不当人事不服審査  

第４回公開口頭審理を傍聴して 
国際総合科学部 

                                                     一楽重雄 
 

これまで３回の審理に引き続き，第４回目の口頭審理（6 月 16 日）を傍聴し

た．今回の審理は，これまでと少し違った局面が出てきた．というのは，横浜

市が，これまでの口頭審理の展開を「まずい，この流れをどうにか止められな

いか」と思っていることが伺えるのである．  
 
今回は，松村ビル別館のいつもより少し狭い部屋で行われた．なぜか，名札

をした市の職員が，一般の傍聴席の一番前の席３つを占めた．私は，市の職員

が仕事で来ているなら傍聴席ではなく処分者側代理人の席につくのが自然だと

思って「仕事で来ているのか，どうして処分者側代理人の席につかないのか」

と直接尋ねてみた． 
すると「仕事です．あそこは，代理人ですから」ということであった．まぁ，

それ自身はそれほどのことではないので，それ以上追求はしなかった．しばら

くすると，その３人のうちの２人が，人が入れ替わっている． 
若い職員は上司に命令されて席を取りに来たのであった．これはルール違反

と思うが，それはさておこう．上司２人は，名札によれば行政運営調整局の部

長，担当部長であった．部長というのは，市の職階でいうと相当上であり，こ

の２人は市の人事の実務上のトップとＮO.２であろう． 
 
審理が始まると冒頭に処分者代理人が「これまで請求者側が立証しようとし

ていることは本件と関係がない，時間の無駄である．本件で問題なのは，この

配転が請求者にとって，不利益処分であるかどうかであって，関係ない質問は

しないように」と主張したのであった． 
青戸病院の医療ミス事件の判決があって，亀田さんの件もいずれ立件される

ことを恐れているのだと思う．実際，第３者が亀田さんの件も青戸病院と同じ

と指摘したのであった．この点については，後で記す．前回までの審理では，

このような主張はほとんどなされなかった． 
確かに，委員長は，必ず審理の始まる前に質問予定時間を聞くのだが，守ら
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れた試しがない．同じような質問を繰り返し繰り返し行い，時間の無駄をして

いるのは，むしろ，処分者側である．委員長はぜひ審理の指揮を適切にして欲

しいと思う． 
 
さらに，処分者側代理人から「前回の証人と今回の証人に圧力をかける，あ

るいは，脅迫の意図で電話が掛かってきており，今回から非公開にして欲しい，

そして，その電話をかけた本人を傍聴席から退出させてほしい」と委員長に要

請したのである． 
そこで，まず 15 分の休憩となり，非公開の委員会で審議をした．その結果は，

法的に非公開にする理由がなく，退席させる法的根拠もない，というようなこ

とであった． 
その際，不思議だったことは，まず，山本証人に脅迫じみた電話をかけた本

人を退席させるようにと，まるで本人が特定されているような主張であったこ

とである．名前をなのって電話をしたのであれば，脅迫というほどのことにな

るのであろうか． 
 
これまでの公開審理で，中田市長が３回も松岡医師，栗田医師と会っていた

ことや，医療事故と事故隠しの実態がどんどん明らかになって，前回と今回の

審理のあいだで，市長が代理人らに激怒したというのが，私の推測である． 
 
やっと，実質的な審理が始まると，処分者側の質問趣旨は，これまでとほと

んど同じで，松岡医師の怒り方がいろいろと証言された．そして，医師に対し

ての松岡医師の「不穏当な」発言もいろいろ証言された．大部分は，どういう

状況で言ったのかが明確でないので，本当に不穏当であったのかどうかは疑問

である． 
そして，山本元センター長も明確に，しかも，力を込めて証言したのは，松

岡先生は，神経内科の No.3 であって，看護師や医師を指導する立場であったこ

と，指導すること自体を注意したことはまったくなかったことであった．そし

て，前回と同様，看護部から上がってくる松岡先生の言動について，山本先生

も現場を確認することは，たった一回を除いてまったくなかったことであった． 
 
これまでの証言で現場の看護師に確認したのは，第２回の証人に立たれた畑

先生だけであり，畑先生は当該看護師が「それほどでもなかったですよ」とい

う回答を得たこと，松岡先生の態度が常軌を逸しているというようなことでは

なかったことを明確に証言したのであった． 
 
山本証人は，松岡先生が困った先生で，前任者の本多元センター長の時代か

ら，センター長が転出させたがっていたと証言した．あるいは，出身大学の教

授に確かめて，松岡先生がセンターに来られたのは「医局人事ではなかった」

と回答を得た，などと証言した．要するに，松岡先生は鼻つまみで周りから嫌
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われていたのだということを立証したかったようである． 
 
もしも，本当にそうであったなら，自分がセンター長の間に松岡先生を転出

させるのが，センター長としての責任ではなかったのか．山本証人は，医療ミ

スの件については，非常に敏感な反応をして「医療ミスかどうかは，これから

のこと」，「争点になっている微妙なことなので証言は控える」などと言ったの

である． 
 
処分者側代理人から，甲 27 号証の確認を求められ，あっさり「石原先生の手

紙ですね」と認めた．この手紙には，「本件は基本的に慈恵医大青戸の件と同じ

と思います」と書かれていたことも認めた．そして，石原先生にこの部分を抜

いた報告にするように頼んだのではないか，という質問には「違います」と否

定した．そして「これは，警察の調書で分かると思うので，コメントを差し控

える」と言ったのであった． 
 
請求者側からの「医療事故を認めて，早く患者家族に謝罪するように一番主

張したのは，松岡先生ではないですか」という質問には，素直に「そうです」

と答えた． 
また，山本証人は，ある患者について医師の診断ミス（証人によれば，「見解

の相違」）と看護師の「ミス」（証人は，ミスと言ってしまい「ミスと言っては

まずいですね，・・・」と正直な発言）が重なった際，主治医を松岡先生に交代

させ，その際，患者家族に「松岡先生は，神経内科のＮ０.２ですから」と説明

したことも証言し，医師として信頼していたことが浮き彫りになった． 
 

後に，請求者側から亀田夫人のＭＲＩフィルムが証拠申請された．これは

「松岡医師が，医療ミスと告発していたことが，きちんと根拠のあることであ

ったことを立証するためのもの」ということであった．当然のように，処分者

側は証拠採用に「不知」とした． 
 
山本証人は「この MRI フィルムは見たことはない」と証言したが，これは不

思議である．当然，事故調査のセンター内の小委員会，外部の調査委員会のど

ちらでも，このフィルムは重要証拠の筈である．当時，センター長であった山

本先生が見ていないということは，常識では考えられない． 
 
次に，福島元センター長が証言に立った．見たところ穏やかな紳士であるが，

証言内容を検討すると，要するに衛生局から，松岡先生をセンターから転任さ

せるためにセンター長になるように頼まれ，それを実行したということのよう

であった．実際，着任早々に松岡先生の転任について，衛生局幹部と打ち合わ

せているのである． 
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福島証人は，松岡先生を配置転換させるに当たって「患者から意見を聴いた

か」という質問に対して「私は外科医だから聴いていない，残って欲しいとい

う患者さんが大勢いたのも事実です」と平気で答えた．そもそも，患者のこと

を少しでも考えたことが伺える証言は，ひとつもなかった． 
このあたりで，傍聴席からは「患者のことをまったく考えていない，あまり

にひどい」という嗚咽が漏れてきた．まったくそうであって，患者のことを少

しでも考えたら松岡先生の配転はなかったであろう． 
 
福島証人は，松岡先生が配転されてセンターに平穏が戻ったと言った．「では，

なぜ医師不足が解消しないのか」という質問に「松岡先生が帰って来ると言っ

ていることも影響している，松岡がいなくなったら医師を派遣すると言った教

授もいた」と証言した．かなり，無理のある証言ではないだろうか．一人の医

師が怖くて医師を派遣できないという教授があるのだろうか．あるとすれば，

そのような教授も困りものである． 
 
また，松岡先生の配転は「医療事故とはまったく関係ない」と彼と市の立場

を守る証言をしたのであったが，山本証人とは異なり，実にあっさり「医療事

故」を認めているのである． 
今回の二人の証人の証言に共通していたのは，まったく患者のことが出てこ

ないことであった．長い年月のうちに，医師としての原点を忘れてしまったの

であろうか． 
 
面白かったのは，処分者側代理人が，福島証人に「市民からすると，医師不

足の今，松岡医師を配転させたのは，センターにとってマイナスではなかった

か，ということになるかと思うが，その点は？」と質問したことであった．彼

らも，私たちのこの点についての主張が説得力のある議論と思ったのだろう．

もちろん，それを否定してもらう意図で質問したのであろうが，証人は「他に

選択肢がなかった」と答えるにとどまった． 
 
確かに，今回の審理は，配転が松岡医師にとって不利益処分であったかどう

かが争われているのであった．行政として配転が適当であったかではない．残

念だが，おそらくは人事委員会も自らの立場を超えて，市民の立場から見て行

政として適当な人事であったかどうかを判断する，ということはないだろう． 
 
しかし，今回の審理を通じても明らかになったのは，処分者側の主張によっ

たとしても，松岡医師は医師としての問題はなく「内科の専門医，神経内科の

専門医で，いい方であり，指導内容も問題なく」，ただ，もっぱら「声を荒げる，

長時間怒る，人格を攻撃する」ということが問題であり、そのことが原因でチ

ーム医療が損なわれたということであった。 
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それに加えて，退院サマリー，カルテ，オーダーの問題も喧伝された．これ

らの点に問題がまったくなかったかどうかは別として，これが配転の理由にな

るとは思えない．診療については，センター長であった山本証人も大変信頼し

ていたことが伺えるし，なにより患者の信頼が厚かったのであるから． 
 
患者のことを考えれば，いますぐに松岡先生をセンターに戻し，少ない神経

内科医の一人を確保すべきである．それをしないとすれば，市民のための行政

ではなく，政治的配慮にゆがんでしまった行政と言わざるを得ない． 
 
このところ横浜市は裁判で負けている．保育園民営化，そして，裁判の直接

の被告ではないようだが，ゴミ施設建設の談合の件では，「横浜市が損害賠償を

請求しないのは違法」との判決が出た．横浜市大改革も脳血管医療センターの

問題も，裁判になれば横浜市が敗訴すると私は思っている． 
このような横浜市の行政の実態に，一刻も早く市民は目覚めなければならな

い． 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 42 号 
  2006 年 8 月 26 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 42, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 

改革とは何か？ ――市大改革に見る欺瞞―― 
国際総合科学部 

                                                     一楽重雄 
 
言葉は力．確かに言葉には力がある，魔力がある．「改革」と言いさえすれば，

何事も実行することができる．それも中味の検討なしに．市大改革もその例に

漏れない． 
「大学の自治」を踏みにじって「生まれ変わる」とした市大改革．教授会か

ら自治を取り上げ「生まれ変わった」大学は，どんな大学になったのであろう

か． 
多くの関係者が真摯な努力を積み重ねているとしても，いまだ光は見えない．

掛け違ったボタンをはずすことなしに，掛け違いを直すことはできない． 
 
教授会から人事権を奪うことの意味は，外部からの委員も入った人事委員会

で人事を行うことによって「透明性」を高めることとされていた．「外部の委員

を入れることによって透明性が確保される」という単純極まりない議論は，単

純なるがゆえに世の中をまかり通り，そのまま実行された．果たして透明性が

高まったのだろうか．教授会で審議をしていた頃より透明で公平になったので

あろうか．決して，否である． 
 
そもそも大学教員の人事が教授会で行われていたのには理由があった．教員

の仕事である研究・教育は高度な専門性がその特徴である．そして学問研究は

権力から独立しなけれならないというのが，人類が歴史から学んだことであっ

た．  
営利を目的とする通常の企業であれば，ひとつの尺度で人を評価することも

可能かも知れない．また，その観点から経営者が人事権を持つのも当然である

かも知れない．しかし， 大学では，その根本が違う． 
 
横浜市大では大学改革から一年が経ち，凍結状態であった昇任人事がやっと

行われた．大学の自治を否定した人事の始まりである．各管理職が候補者を学

長に推薦し，学長が人事委員会に諮問し，その結果を学長から理事長に報告し，

最終的に理事長が昇任の発令を行うということであった．そのとおりに実行さ
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れたらしい．しかし，私たち教員は昇任した教員名が記されただけのホームペ

ージによって，その結果のみを知りうるのみである．昇任の決定にあたって，

誰がどのような審査を行ったのか，その前に誰がどのようにして候補者を絞っ

たのか，このような点はまったく明らかにされていない．人事委員会に外部委

員が入っているといっても，実際の選考は人事委員会に諮問される前になされ

るのであり，人事委員会の審議はほとんど儀式に過ぎない． 
 
このようなやり方のどこに「透明性」があるのか．また，どこに公平性があ

るのか．また，法律上も疑義のある教員の「全員任期制」を強行するために，

昇任の資格がある教員でも任期に同意しない限り発令しないという暴挙を行っ

た．これは，何よりも同じ仕事をして同じように資格審査を通ったにもかかわ

らず，給与・身分に差がつくということを意味し，公平平等の原則に反してい

る．このようなことは，法律を待つまでもなく，真に大学運営に責任を持つ経

営者なら決してするはずがない．  
 「生まれ変わった」大学の実態を多くの人々に知ってもらい，市大が一刻も

早く，権力から独立した真の独立行政法人になって，教授会の自治を回復し，

正常な大学になることを願うばかりである． 
 
 
 

人事の透明性公平性に関する質問状 
平成 18 年 8 月 24 日 

ストロナク 
横浜市立大学学長殿 

国際総合科学部教員有志 
一楽重雄 永岑三千輝 
吉岡直人 市田良輔  

 
先般，国際総合科学部における昇任人事が発表されました．この人事は，国

際総合科学部においては新制度での初めての昇任人事です．新制度は，外部委

員も交えた人事委員会で人事を行うことによって，これまでより透明性を高め

るということが眼目とされていました．しかし，実際には人事委員会の決定の

結果のみがホームページに発表されるだけで，むしろ，透明性が著しく低くな

ったと思われます． 
今回の人事では，昇任の資格ありとされた内定者のうち任期制に同意しなかった

人々は昇任されませんでした．これは法律上も実際の大学運営上も重大な問題を引

き起こすものと思います． 

これらの点を中心とした以下の質問に文書でお答えいただきたく，お願いす

る次第です． 
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１． 当初，4 月に発令が予定されていた人事が 3 ヶ月ほど遅れた理由を説明

してください． 
２． 人事委員会に昇任人事案を提出したのは誰でしたか． 
３． 各管理職はどのような基準と手順で昇任の候補者を決定したのでしょ

うか．漏れはないと言えるのでしょうか． 
４． 昇任内定者の決定の経過について教えてください．各候補者について，

以前各教授会におかれた審査委員会で行ったことに相当する専門的な審査

は行われたのでしょうか．行われたとすれば，それを担当したのはどのよう

な人々であったのでしょうか．その審査担当者をどのような基準で選びまし

たか。また，それは誰が行いましたか。その審査結果はどのように発表され

ましたか． 
５． 以前の制度に比して同じ程度の透明性を確保するには，上記，３項と４

項の内容が学部の教員全員に対して知らされるべきであると思いますが，こ

の点いかがお考えでしょうか． 
６． 昇任の資格ありとされた内定者のうち任期制に同意しなかった人々は

昇任されませんでした．これは明らかに任期を同意しなかった人々に対する

実質的な労働条件の不利益変更と思われますが，この点どのようにお考えで

すか． 
７． ほぼ同じ仕事を行い，同じような経歴で，同じように業績等の昇任の審

査を受けて，昇任が内定した人が任期制に同意しないだけの理由で昇任しな

いことによって，身分と給与に大きな差が生じることについて，どのように

お考えでしょうか．このようなことを放置すれば，教員の士気は下がり，大

学運営に悪影響を与えることは必至です．この点について，どうお考えでし

ょうか． 
以上 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 43 号 
  2006 年 10 月 27 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 43, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 

松岡慈子先生不当人事不服審査第 5 回公開口頭審理を傍聴して 
国際総合科学部 

                                                     一楽重雄 
 

去る9月21日に表記の口頭審理が行われ，請求者側証人として「脳卒中から助かる会」代

表の上野 正先生が，処分者側証人として岡田隆雄（当時の職員課長）が証言を行った．

これまでの口頭審理で，ことの次第は相当明らかになってきているなかで，今回の証言は

駄目押しの感があった．上野証人によって患者がいかに松岡先生を高く評価しているか，

また，岡田証人によって今回の異動がいかに好い加減になされたかが明白になったのであ

った． 

上野証人への質問は，まず，松岡医師とのかかわりと評価であった．これに対して，証

人はたんたんと，2001年8月に脳卒中で脳血管医療センターに入院し，その際松岡先生が主

治医であったこと，おかげで順調に回復し現在まったく支障なく暮らしていること，松岡

先生は優れた先生で名医と承知していること等を証言した．その後，会のメンバーの中で

家族が松岡先生に助けて頂いた人々やその家族の方々の思いを直接聴いた話として紹介さ

れた．そこでは，松岡先生の治療のおかげで回復したことや，先生の患者と家族のことを

考えた医療に対して全幅の信頼と強い感謝の念が語られた． 

 

次に「松岡先生が看護師を大声で叱るなどということが問題とされているが，どう思う

か」との問いに対して，上野証人は「松岡先生の注意の内容が出てこないのはおかしい．

患者としては，まったくやりきれない思いで，心外である」と述べられた．当時センター

病院は他の病院と比較してどうだったかとの問いに対しては，自分の経験に照らして「当

時のセンター病院は，親切で行き届いていた」と証言した．この点に関して松岡医師は「こ

のフロアはかなりよくなっている，ほかのフロアも改善しなければ」と話していたと証言

した． 

 松岡先生がチーム医療を乱したというような認識について，上野証人はサッカーチーム

を喩えに出し，まったくおかしなことと述べた．声が大きかったり，うるさい選手がいた

と言って，サッカーのチームプレーが出来ないなどということがあるだろうか．仕事であ

るのだから，声が大きいとかいうようなことで，チームプレーが出来ないということ自体

がおかしいと話された．「仲がよい」ということと「チーム医療」ということを混同してい

る． 
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次に会の趣旨や行動についての質問がなされたが，それについては特別のことはなく，

たんたんと証言された．そして，会の活動をした理由について尋ねられたときに「それは，

世の中には正義というものもあると思ったのです」と証言されたことは印象的であった． 
署名について以前の口頭審理で処分者側代理人が「内容に賛成していなくても署名した

人もいただろう」ということを発言したことについてどう思うかとの答えに，そんなこと

はないし，会の人はみんな怒っているということに付け加えて『蟹は甲羅に似せて穴を掘

る』と思った，と述べられた．これは，まさに正鵠を得ているのではないだろうか． 
 
考えてみると，今回の処分者側の代理人も因果な役回りである．彼らが，まったく良い

ところを見せられないのも，彼らの力量の問題ばかりではなく，案件自体の性格による面

もある．それにしても，おそまつな発言が多い．今回も反対尋問で処分者代理人は「サッ

カーと医療は違う，サッカーはひとつの目的に向かってみんなが力を合わせるものだが，

医療は違う」と言ったのであった．私はまったく驚愕であった，「えっ，医療は患者の命を

助けるためというひとつの目標にみんなが一致して働くものではないの？」と．さすがに，

言ってしまってから「サッカーではみんな同じ役割だが，医療は看護師，医師とか，いろ

いろな役割の人がいて，サッカーと医療は違う」と言い直したのであったが，それでも，

なんともおさまりの悪い説明である．確かに，岡田証人の証言を聞いてみると，当時の病

院関係者が「患者を治すため」という共通の目標のもとに行動していたとは思えない．そ

の意味では代理人の発言も実態を映したものかも知れない． 
 
上野証人の証言に戻ろう．異動の処分に関して，福島センター長は医師の意見を聞いた

といっていたが，これについてどう思うかとの質問に対しては，「そうは思えない，松岡先

生の異動に反対する署名に医師のうち 12 名が参加している」と証言された．そして「松岡

先生はただちにセンターに戻ってほしい，命を救われる人がいると思う」と続けられた． 
反対尋問では「脳外科の医師は松岡先生に「馬鹿だ」「○○だ」「能力がない」と言われ

たのだが」と質問され，上野証人は「反論すればよい」ときっぱりと言ったのであった．

なお，実際には「馬鹿だ」の後は差別語であるので，ここでは伏せておこう．審理の場で

も発言を取り消したのだった．弁護士ともあろう人の発言とは思えないが，これも案件の

困難さゆえの失策と解釈しておこう． 
 
岡田証人は松岡医師を転勤させた経緯について証言した．その中でこの異動をするにあ

たって，一方の側の話しか聞いていないことが明らかになった．松岡医師からは一度も事

情聴取をせず，センターの職員から一方的に松岡医師を非難することを聞き，転勤の処分

をしたというのであった．最後に請求者側代理人から「あなたは，松岡医師の言動が，地

方公務員法の処分に値するとは思いませんでしたか」との質問に対して，「処分に値するか

も知れないと思ったが，正式な処分をするとなると，（手続きなどが）大変なので処分は考

えなかった」と証言したのであった．それまでの証言は，立て板に水と言っては少々言い

過ぎかも知れないが，一見すらすらと順調に証言したのであったが，最後に墓穴を掘った

感がある．「処分は“大変”なので，異動ですませた」というのである．まさに，異動とい

う形ならば，本人からの弁明も聞かずに一方的にできるからやったのだということを自ら
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明らかにしたのであった． 
 
その他は，これまでに明らかになっていることが多く，特にみるべき証言はなかった．

分かったことは，きちんと実態を把握することなく一方的な言い分によって異動を発令し

たということであった． 
なぜ，処分者側は岡田課長（当時）という中間管理職を証言者としたのか．その意図は，

今回の異動が，実務者が実務的に行った人事異動であるということを印象づけようという

狙いだったのだろう．しかし，実際の証言を聞いてみると，岡田証人が決定したわけでは

ないことは証言内容から知れる．異動の処分を相談した会合には，必ず，岡田課長の上司

である部長や局長がいたのである． 
 
毎回人事委員長が言うように，この審理は「人事行政の公平を実現するため」であって，

適切な行政が行われることを保証するものではない．言うまでもないが，この問題は松岡

先生ひとりの問題ではない．むしろ，横浜市民全体の問題である．不適切な行政によって，

脳血管医療センターという最先端の設備，そして，発足当時は最先端の技量を持った医師

がそろっていて「死んだ人も生きて返る」とまで言われた脳血管センターが，現在のよう

な決定的な医師不足に陥いり，その機能を十分に果たせなくなったのは市民にとって莫大

な損失である． 
この観点からは，この審理の結果を待つまでもなく，いますぐ松岡先生をセンター戻す

べきである．センターで医療を行いたいという優秀な医師，それもセンターの内容をよく

承知している医師，患者から絶大の信頼を得ている医師，そのようなかけがえのない医師

をセンターに即刻戻すことが，いま，行政がなすべきことなのである． 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 44 号 
  2006 年 12 月 01 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 44, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

学長ようやく回答 

――人事の透明性 憂うべき実態 
国際総合科学部 

一楽重雄 
 
8 月 24 日に教員有志で学長に提出した質問に対して，10 月 2 日に回答を受け取ったが，

30 分の会談時間しかなく，内容の補足も含めて再回答することになっていた．4 月に予定

され 7 月に実施された昇任人事の透明性について疑問をなげかけた質問であったので，も

う，先週再回答の催促を行った．その結果，一昨日（11 月 29 日（水）），ストロナク学長，

松山人事課長，渡邊人事係長の出席のもとで，以下のような文書が手渡された．永岑教授

とともに，その後，一時間にわたって質疑応答を行った． 
 その中で，噂としては耳にしていたことを含めて，いくつかの点が明らかになったので

報告したい．回答文については，末尾にそのまま収録する． 
  
学長との会談によって明確になったことは，今回の人事において，理科系の推薦者は昇

任の候補者を絞らずに候補者を学長に推薦し，文系の推薦者は絞ったという事実である．

このような齟齬があること自体問題であり，しかも，この事実も私たちの質問によってや

っと明らかになった．このことだけでも「人事に透明性が確保されている」とは，言いが

たい．  
 理系の候補者を実質的に絞ったのは誰かという点を明らかにするべく質疑を行った結果，

次のことが明らかになった．すなわち，理系においては候補者を絞るということではなく，

順位をつけるということで実質的な絞込みを行ったということ，そして，それは人事委員

会の下部機関である国際総合科学部部会において行われた，ということである．これは大

きな問題である．「大学改革」によって人事の透明性を確保すると言うなら，「改革」以前

に比べて透明性が高まっていなければならない． 
 
 教授会に人事権があったときには，各学科等から推薦された候補者について，教授会内

部に審査委員会をおき，そこで専門的な審査を行い，教授会において（ときにながながと）

業績を紹介し，承認するということであった．確かに，社会全体には公開していないかも

知れないが，大学運営の担い手である教員全員に対して，十分な情報が提供されていた．

そして，何よりも大事な点は，専門の比較的近い人が研究論文を精査するというところま

で，きちんと審査を行っていたということである． 
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今回の人事では，たとえば，物理，化学，生物，数学といったおおまかな枠組みですら，

必ずしも専門を同じにする人がいない，そういう大きな会議で順位付けを行っていること

が明白になった．これで透明性や公平性が保たれているとは信じられない． 
 この点についての学長の見解は大変楽観的であった．「20 年来，アメリカでも議論してい

ることだが，私の見解は次のとおりである．専門外の人でも，教員として適当か昇任に値

するか十分に判断できる．専門外であっても，専門の近い人から情報を取ることも可能で

ある． ただし，すぐにできるというわけではない．経験を積んでいく中で，そのようなこ

とが可能になる．」学長から，おおむねこのような趣旨の発言があった． 
 大学の自治を奪って理事長に任命された管理職が人事権を持つこと自体，憲法違反であ

り，よい大学を作るのに百害あって一利なしと思う．仮に，その問題性をおくとしても，

学長自らすぐにはきちんとした人事が出来ないということを言っているではないか．学長

の期待するように，時間が経過すればきちんとした人事ができるのであろうか．それは，

米国と現在の日本では相当に事情が違う．米国の大学では管理職が，その能力を競って大

学間を移るという実態があると聞く．学長も市大の学長や学部長も公募すべきであると言

っていた．しかし，日本では，ほとんど，大学管理職のマーケットなど存在しない．任期

制もそうであるが，他の大学全体の状況と合わせて考えなければ，制度の意味するところ

は分からない． 
遠い将来についてはいざ知らず，現在市大の管理職がこのような力を持っているであろ

うか．私には，はなはだ疑問である． 
 

10 月 2 日の回答では，「（自己申告書を作成せず辞退された方がいると聞いております）」

との文が入っていたので，この事実についてどう考えているのか，と質問した．これにつ

いては，文面以上のことは把握していない，とのことであった．わざわざこういう文章を

入れたのに，このような回答を平気でするのには正直恐れ入った． 
**************************************************************************** 
以下回答と追加説明の文書を掲げる． 
 
国際総合科学部教員有志各位 

学長 ブルース・ストロナク 
平成 18 年 10 月 2 日 

 
「人事の透明性公平性に関する質問状」に対する回答 
 
一楽先生ほか３名の先生方から平成 18 年 8 月 24 日付でいただいたご質問について、下記

の通り回答します。なお、現在の状況は、昇任が内定しているものの、新たな雇用契約が

成立していないため、昇任の発令ができない状態です。昇任に関する既得権はありますの

で、後日任期制に応じていただければ発令できる状況であることをご理解下さい。 
 
平成 18 年 8 月 24 日 
ストロナク横浜市立大学学長殿 
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国際総合科学部教員有志 
一楽重雄 永岑三千輝 
吉岡直人 市田良輔  

 
先般，国際総合科学部における昇任人事が発表されました．この人事は，国際総合科学

部においては新制度での初めての昇任人事です．新制度は，外部委員も交えた人事委員会

で人事を行うことによって，これまでより透明性を高めるということが眼目とされていま

した．しかし，実際には人事委員会の決定の結果のみがホームページに発表されるだけで，

むしろ，透明性が著しく低くなったと思われます． 
今回の人事では，昇任の資格ありとされた内定者のうち任期制に同意しなかった人々は

昇任されませんでした．これは法律上も実際の大学運営上も重大な問題を引き起こすもの

と思います．これらの点を中心とした以下の質問に文書でお答えいただきたく，お願いす

る次第です． 
 
１．当初，4 月に発令が予定されていた人事が 3 ヶ月ほど遅れた理由を説明してください． 
【回答】 
 国際総合科学部に関し、旧学部のやり方で候補者を挙げていただきましたが、文系理系

の違いもあり、調整を要するため 7 月発令となったものです。 
 
２．人事委員会に昇任人事案を提出したのは誰でしたか． 
【回答】 
 学長です。（昇任規程第 6 条） 
 
３．各管理職はどのような基準と手順で昇任の候補者を決定したのでしょうか．漏れはな

いと言えるのでしょうか． 
【回答】 
 候補者は、推薦者（学部長、研究科長、研究院長、病院長）が、昇任資格を有する方の

中から昇任に値すると判断した教員について学長に推薦されます。（昇任規程第 4，5 条）

候補者の選定にあたっては、推薦者の考えに基づき実施されますが、本人の意向も考慮す

る必要があるため、自己申告書の作成をお願いしております（自己申告書を作成せず辞退

された方がいると聞いております）。なお、手続きの詳細について多少異なるところがあり

ました。今後昇任に当たってどのようなルールで進めていくかについては、検討し次回の

昇任作業に反映させていきたいと考えます。 
 
４．昇任内定者の決定の経過について教えてください．各候補者について，以前各教授会

におかれた審査委員会で行ったことに相当する専門的な審査は行われたのでしょうか．行

われたとすれば，それを担当したのはどのような人々であったのでしょうか．その審査担

当者をどのような基準で選びましたか。また，それは誰が行いましたか。その審査結果は

どのように発表されましたか． 
【回答】 
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 昇任審査は、人事委員会及び部会で審査しております。 
部会では教育・研究業績、学内貢献・地域貢献、顕著な業績などを数値化し、優先順位を

付して人事委員会に報告します。人事委員会では部会報告に挙げられた昇任候補者につい

て、昇任規程や各内規に即した必要条件の確認と手続きの適正化を審査し、最終的に職位

ごとに優先順位を付して学長に報告します。（昇任規程第 6，7 条）報告を受けた学長は、

報告内容に基づき理事長に内申し、理事長は経営的判断及びこれまでの昇任者数等を勘案

し昇任者を内定しました。なお学部等ごとに設けてある人事委員会部会の委員は、審査の

公平性・透明性を確保するためそれぞれの分野の専門家だけでなく、他分野の委員を含め

選ばれております。詳細については本学ＨＰの学内専用情報の規程集（４ 人事→４－２

４人事委員会規程の別表）に掲載されておりますので、ご参照下さい。また、人事委員会

の審査結果についても本学ＨＰの学内専用情報の各種会議報告に掲載されております。 
 
５．以前の制度に比して同じ程度の透明性を確保するには，上記，３項と４項の内容が学

部の教員全員に対して知らされるべきであると思いますが，この点いかがお考えでしょう

か． 
【回答】 
 次回以降の昇任実施にあたっては、実施時期や昇任プロセス等を示すなど、さらに透明

性を確保できるよう、引き続き検討させていただきたい。 
 
６．昇任の資格ありとされた内定者のうち任期制に同意しなかった人々は昇任されません

でした．これは明らかに任期を同意しなかった人々に対する実質的な労働条件の不利益変

更と思われますが，この点どのようにお考えですか． 
７．ほぼ同じ仕事を行い，同じような経歴で，同じように業績等の昇任の審査を受けて，

昇任が内定した人が任期制に同意しないだけの理由で昇任しないことによって，身分と給

与に大きな差が生じることについて，どのようにお考えでしょうか．このようなことを放

置すれば，教員の士気は下がり，大学運営に悪影響を与えることは必至です．この点につ

いて，どうお考えでしょうか． 
【回答】 
  任期制に同意しない教員が昇任できないことは実質的な労働条件の不利益変更である

という意見があることは承知しております。しかしながら、市大では法人化にあたって任

期制を基本とした制度設計をしており、昇任に際しては新たな雇用契約の締結を前提とし

ていますので、現在のところ任期制に同意していただくよう働きかけております。 
また、このような状況は教員の士気低下や大学運営に悪影響を及ぼす等の懸念については、

今後の検討課題とさせていただきたい。 
 
以下は，１１月２９日に受け取った補足説明である． 
 
昇任関係について１０月２日に回答した際に，別途説明するとしたものについて，ご説明

いたします． 
質問項目 
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当初，４月に発令が予定されていた人事が３ヶ月ほと遅れた理由を説明してください． 
【１０／２回答】 
 国際総合科学部に関し，旧学部のやり方で候補者を挙げていただきましたが，文系理系

の違いもあり，調整を要するため７月発令となったものです． 
【追加補足説明】 
 文系は推薦に際して「昇任に値すると判断」することを重視し候補者を絞って学長に推

薦してきましたが，理系は「資格を有する者」を重視し，候補者を絞らずに学長に推薦し

てきました．学長としては，同じ学部においてこのような違いを許容すべきかどうかを判

断するため，推薦者に対してヒアリングを行い，実態を確認する時間を要し，７月発令と

なったものです． 
参考：教員昇任規程 
第５条 推薦者は，教授及び準教授としての資格を有する者の中から，昇任に値すると

判断した教員について，昇任候補者として学長に推薦する． 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 45 号 
  2006 年 12 月 10 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 45, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

 

11 月 30 日労使団体交渉の報告 

 ――ひと筋の光り―― 
国際総合科学部 

一楽重雄 
平成 18 年 11 月 30 日の団体交渉に，教員組合の一員として参加させていただいた．いず

れ，組合から詳しい報告が出ると思うが，参加者のひとりとして個人的な報告をしたい． 
 
今回初めて団交に参加したが，幸運と言うべきか中味のあるものであった．最初に当局

から回答があり，松浦副理事長が「来年 4 月以降の給与制度では，任期を認めない人も一

緒に働けるようなものにしたい」と言い，「任期を認めなくても昇任させる」とこれまでの

方針の変更を告げたのである．これを聞いて「一緒に働けるように」という表現が,素直に

嬉しかった．一条の光りを見た思いである．あるいは，それは闇の中にゆれる一本の蝋燭

に過ぎないかも知れないが，今後の闘いのなかで夜明けの光りにしてゆこう． 
 
「賃金には差をつける」とも明言した．これは市会からも追求されているからだろう，

田中局長が力を入れて言ったのだった．組合側から，これに対して「そういうことになれ

ば，今までに任期を承諾した人も再考できるのですね」と質した．それに対して，松浦副

理事長は「そういう人がいれば，そうなるでしょう」と認める発言をした．ところが，し

ばらくしてから松山課長が「そういうことは考えていない」と，なんと副理事長の発言を

否定したのだった．組合からは，それはおかしいと反論があがったが，これまた驚いたこ

とに，今度は田中局長が「一度よく考えて決めたことを変えるというのはおかしいだろう，

一部条件が不備だったとしても」というようなことを言った． 
 
ボタンをかけなおすことになったならひとつで終わりとはいかない．最初のボタンをか

け直せば，当然，次のボタンそして次のボタンとかけ直さなければならない． 
この経過は現在の大学を象徴するものであった．議員の一部に現実をみず机上の空論で

「市大で任期を承諾した教員の率はどうか」などと馬鹿げた質問をする人がいるらしい．

それにおびえて課長や局長は，副理事長の発言を公然と否定したのである．役人の世界で

も下位のものが上位の発言を否定することは出来ない．副理事長が人事権を持っていない

ことから，上司という実感を持っていないのだろう． 
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彼らはよき大学を作り出すことに意を使うのでなく，“関内”を向いて仕事をしている．

彼らのおかれた立場を考えれば，これは容易に想像のつく．これまでも責任ある地位で無

責任な「大学改革」を進めた人たちは，憲法に違反するようなことをしても，市民を裏切

るようなことをしても，市長や副市長の意に沿いさえすれば，すぐに大学から転出し順調

に出世している．このような人事を見ていては，本当に大学のこと，学生のことを考えて，

本当の意味で市民に責任を持つ役人は稀有となってくる． 
 
今の大学にとって必要なことは，幹部職員を市からの出向ではなく固有職員とすること，

そして公正な職員人事をすることである．職員の人事権を経営者が握らなければ，経営者

がいくらがんばっても下が動かない．大学の自治を回復することと，この点が公立大学と

しての運営がスムースに運ぶための基本的な条件であろう． 
 
交渉でもう一点紛糾したことがあった．組合から「評価制度案」を一部の教員が作って

いるとの指摘に対して「意見のある人は，プロジェクトで発言すればよい，委員でない人

は委員の人に意見を伝えればよい」ということを局長が発言した．これには私自身も「ど

の会議で，誰に言えというのですか」と机を叩きながら叫んでしまった．局長は「教授会，

教授会というなら，自分たちで開けばいいじゃないですか」とさえいうのだった．これに

は組合側から「ここ数年の大学改革の実態を勉強してください」と注文がつけられた．課

長レベルでも似たようなことを言う人がいてがっかりしたことがあるが，今回は局長であ

る．大学に着任することになっても，大学改革の経過をまったく勉強しないのであろうか． 
 
その他にもいくつか言質が取れた．任期を更新しない場合の基準について「具体的に示

しましょう」と副理事長は言った．また，任期の更新の条件について何も書かない契約は

労働法に違反するのではないかと追及したところ「書くようにする」と課長が答えた． 
これからは労使交渉が重大な意味を持つことを実感した団体交渉であった．組合へのい

っそうの団結を呼びかけてこの報告を終わろう． 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 46 号 
  2006 年 12 月 18 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 46, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

松岡慈子先生不当人事不服審査 

第６回公開口頭審理を傍聴して――真実はひとつ―― 
国際総合科学部 

一楽重雄  
12 月 4 日に表記の口頭審理が行われ，請求者側証人として松岡先生本人が証言席に着い

た．審理が始まるそのときに，私の頭に「真実はひとつ」という言葉が浮かんできた．実

際そのとおりだった．松岡先生の証言は，第一回の口頭審理での栗田先生の証言のときと

同じように，具体的で医学的内容が明らかにされるものであった．これまでの処分者側の

証言は，伝聞によるものばかりで事実の確認がなされていないし，医療上の内容があるわ

けでもなく，単に「声が大きい，長時間看護師を叱る」というようなものばかりであった．

それに対して，松岡先生の証言は当時のセンターの実態を患者さんの命を守るという一貫

した立場から証言されたのであった．これまでの審理の中での誹謗中傷にあたる事柄にも

事実をもって反論されたのであった． 
そこで明らかになったのは，患者のことをまったく考えていない，一部の看護部の人た

ちと脳外科を中心とした一部の医師たちのことであった．そして，その人たちと結託した

管理部と衛生局の罪状が白日にさらされたのである．患者を守るために正しいことを言っ

ていた松岡医師を邪魔に思う人々が，次々と陰謀を画策している様が明らかになった．本

当に恐ろしいことである．横浜市は，フロッピーディスク（ＦＤ）紛失事件のような指摘

されたひとつひとつの事件を調査し，公務員としておかしなことをした人たちをきちんと

処分すべきである． 
  
初に彦坂代理人は，この証言で明らかにしたいことを整理した． 

1.意に反しての異動であること． 
2.医療過誤を告発したこと． 
3.異動に対する適切な手続きが取られていないこと． 

実際，これらの目的は十分に果たされた．彦坂代理人のたんたんとした質問に，松岡先

生は冷静かつ毅然として証言された．それに対してすでに勝敗が決したと考えたのか，処

分者側のＦ代理人の反対尋問には，熱意が感じられず消化試合の様相を呈していた．Ｆ代

理人はあらかじめ準備された「これまでの証言でこういうことが言われましたが，記憶に

ありますか？」といったような質問を繰り返すばかりであって，松岡先生は「質問は具体

的に，いつ，どこで，ということを明らかにしてくれないと返事ができない」と応じる．

すると，Ｆ代理人はあっさり「答えられなければ，答えなくて結構です，答えられないの
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ですね」を連発した． 
松岡先生の指摘した医療ミスとも言うべき脳外科の医師の処方や，患者の立場に立たな

い看護師の行動などの指摘に対しても「それは事実でないのではないか」という当然予想

される反対尋問は一切なかった．松岡先生の具体的かつ詳細な陳述書を読んで，処分者側

代理人たちは「これでは手のうちようがない」と思ったのだろう． 
新しく処分者側から提出された陳述書も滑稽でさえあった．書いた人はすべて看護部管

理職であり，中には松岡先生とまったく，あるいは，ほとんど接触がなかった大山看護部

長や他の看護師長まで含まれていたのである．これでは誰が見ても上層部が命令して書か

せたに違いないと思ってしまう．まったく，幼稚なやり口としか言いようがない． 
 

 今回の審理で，事件の本質がすっかり明らかになった．横浜市はまったくの「クロ」で

ある．医療事故を隠蔽し，不当にも隠蔽の責任をセンターの医師に押し付けたのであった．

魚本管理課長の発言に象徴されるように，悪しき一部の役人は人間としての責任をまった

く感じることなく，単に上司に対してへつらうことのみを考える．上司は，また，その上

司にへつらうということで，結局は副市長や市長の意志が貫徹してしまう．現在の横浜市

には，このようなことが多すぎる． 
 日本の脳卒中の診療はセンター開院当時、欧米に比較し 10 年遅れていた。横浜市立脳血

管医療センターの脳卒中診療部は 365日 24時間横浜市の脳卒中の患者さんたちを診つづけ

てきた。今話題のｔ-PA 治療に関しても治験の段階で日本 4 番目の症例数を誇り、日本一

の成績をあげていた。その結果，専門医による診療部の実績が認められ、日本の 5 つの代

表的脳卒中治療機関として選ばれた。昨年ｔ-PA も認可された。 
これからという時に、一部の説明のつかない行動をとる政治家と医学に素人で無責任な

横浜市の一部の役人たちと、そして松岡先生を逆恨みした数名のセンター医療従事者達に

よって，日本で 高水準をいくはずであった横浜市立脳血管医療センターがつぶされてし

まったのである．松岡先生とともに医療事故を告発した良心的な医師達を次々と退職に追

いこみ，極端な医師不足を招き，センターの機能不全をもたらしたのであった。 
市民の犠牲は大きい。一度つぶしたものを再建するのは大変なことであるが，360 万横浜

市民の立場で松岡先生のような患者の立場に立った優秀な先生を集めてセンターを充実さ

せる責任が横浜市にはある．これこそが新病院経営局長に求められていることであろう．

原病院経営局長には，つまらない政治的対立や学閥などにとらわれることなく，大きな視

点にたってセンターの充実を図ってほしいと切に思う． 
 ***************************************************************************** 
さて，5 時間を越える証言であったので内容の全部は書ききれないが，主尋問を中心に，

なるべく落とさずに書いておく．これらの証言から，患者のための医療を求めて，一貫し

て闘い続けている松岡先生の姿が浮き彫りになると思う． 
 
松岡先生の経歴の確認から始まり，松岡先生は慶応大学の神経内科で学位を取り，米国

ヒューストンのベイラー大学に留学し脳循環の研究をされた．そして，済生会中央病院に

いるときに慶応大学の福内教授から話があり，センターに赴任することになった． 
センターでは，神経内科の先生の負担が非常に大きかった．受け持ち患者さんの数が，
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25-30 と厚労省の基準 16 を上回り，それに加えて当直があった．通常の病院なら受け持ち

患者はひとつの病棟だけなのだが，センターでは看護部の強い要請で５つの病棟に分かれ

ていた．非常に労働過重な状態であった．そのしわよせで，サマリーの作成やオーダー入

力の問題があった．これまでの病院では，サマリーをためたことはなかった．救急患者さ

んが入ると 2，3 時間手が取られてしまい上の病棟に行けない．そのためオーダー入力が出

来ないので，それをカバーするために神経内科では病棟当番を決めるという対策を取った．

病棟当番の医師が入力されていないオーダーについては責任を持って入力したのである． 
本多センター長は神経内科に「脳外科でほとんど経験のない手術をやらすために患者を

回せ」と平気で言う人であり，市民病院長時代には気に入らない小児科部長を元衛生局長

（現鈴木審査員）とともに保健所長に左遷すると脅して辞めさせた人であった．（なお，鈴

木審査員は，後で質問をし，鈴木氏が衛生局長に着任したときにはすでに小児科部長は辞

めていたことを主張した．） 
脳外科の患者さんに対する内科的管理には問題が多かった．通常の病院では，脳外科は

内科や神経内科と相談して治療するのだが，それがなかった．そのため，尿が出ないとき

の原因，脱水と心不全の判別ができず，患者さんを重症の心不全に陥らせることがあった．

回復には 2 週間もかかり，苦しそうで見ていられなかった．熱が出たら細菌検査もせず抗

生剤をすぐに与えるということによって，耐性菌ＭRSA が出現していた．他の病院では必

ず行われる脳外科による手術の症例検討会がほとんど開かれなかった．そのため脳外科と

神経内科の信頼関係がなかった． 
以前に勤務していた病院では，看護師はよく患者さんの病名や状態を把握していた．慶

応病院では，看護師さんに教わったこともたくさんあった．若い研修医などの不適切な処

方なども看護師がチェックして指導医に知らせることなどもよくあった．多くの患者さん

が看護師さんの適切な機転で命を救われた。他の病院では看護師長は，その病棟の患者さ

んのところによく行き，病名や状態をよく分かっていた．しかし，センターの看護師長の

多くは，患者さんのところにもゆかず，病名も把握せず，治療にも関心を持たなかった．

いつも，机の前にすわっていた． 
以前の審理で証言があった滝童内看護部長らとのすし屋での会談について，その内容は

もっぱら「私が看護部長であなたの上の地位なのだから，言うことをきくように」という

ことであった．帰りに根岸の駅で，中村看護副部長から「あなたのように正しいことを言

っていると，横浜市からたたき出されるわよ」と言われた． 
中谷看護師長は，証言の際も泣いていたがセンターでもよく泣いた．看護師や医師は，

どんなことがあっても冷静でいるようにと教育されてきた自分にとって，まったく不思議

なことであった．中谷師長管理の 3 階西病棟では，輸液の記録など基本的なことが出来て

いないことが多くて困ったので，神経内科では 2 階から内科的管理の行き届いた 4 階西病

棟に直接転棟させるという対策をとった． 
平成 12 年 5 月の当直のときに，看護師から「この患者さんは脳ヘルニアでお看取りだけ

です」と言われたが，脳ヘルニアの所見がない．重症の心不全であった．3 日前に心エコー

を撮っていたが，医師も看護師もその結果をまったく診ていなかった．4 時間後になくなっ

た．心エコーの結果を見てさえいれば，手遅れにならなかった可能性があった． 
脳梗塞の急性期において脱水症状は後遺症を大きくする．吉田医師の指示で脱水の患者
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さんにラシックス（利尿剤）が出されていた．看護師は「もし，自分だったらこの薬は投

与されたくない」と言い，問題があるのを分かっているにもかかわらず「医師の指示にし

たがった」と言うのみであった． 
以前の証言で「監禁した」とあったが，これにはあきれた．そんな事実はない． 
リハビリ科の西郊医師と 5 階西の中村看護師が，患者家族に「あなたのご主人は性格異

常」だなどと頻繁に電話したので家族から訴えがあった．西郊医師から交替した佐鹿リハ

ビリ科部長は，患者さんにいきなり「あなたの手は一生動かない」といった．その結果，

患者さんは5階の窓から飛び降りようと自殺を考えたが、それを止めたのは私であった。（そ

の患者さんの陳述書も示された。） 
内田管理部長と中川管理部長時代は患者さんの生命を軽視した管理体制だった。平成 14

年，管理部の飲酒事件が報道された．管理部の部屋で幹部職員が飲酒していた。そのうち

のひとりの検査課山崎係長が酩酊して，重症患者さん家族の控え室の近くや，仕事中の検

査室で騒いで、部下の職員にハラスメントを行った．この件では，職員幹部は反省するど

ころか，逆に誰が新聞社に知らせたかと衛生局の岡田職員課長が「犯人探し」をし、被害

にあった検査技師たちを詰問した．そのため２人の検査技師が体調を悪化させた． 
 優秀で患者さん思いの看護師さんたちもたくさんいた。患者さんの生命を第一と考える

看護師長もいた。平成 12 年 8 月、その看護師長を中心に松岡医師を講師とした看護師の勉

強会が始まったが，滝童内看護部長らが参加者に圧力をかけたようで続かなかった． 

 以前証言した飯野医師は，救急外来のコールでも来ないということで有名だった．また，

身寄りのない人に人工呼吸器をつけないなどの差別的な診療行為がある，こんなことでよ

いのか，と麻酔科の先生から神経内科にクレームが来たことがあった．松岡医師がカンフ

ァレンスで直接注意をしたが、その後病院を辞めた． 
 平成 12 年 11 月，木下管理部長から呼び出された。藤井脳外科部長，佐鹿リハビリ科部

長，滝童内看護部長の言い分をまとめた文書をわたされた，分かるところは，反論を書き

なさいということで，反論を書いた．その後、木下管理部長は，次のように言った．「藤井，

佐鹿両部長には，医師がこんなことをしていることが院外にもれたら大変だと注意してお

いた，しかし，滝童内看護部長はまた必ず捏造して攻撃してくるだろう。そのときのため

に，この文書は私とあなたと二人だけで持っておこう．」 
 平成 16 年 7 月にフロッピーディスク（FD）紛失事件が起こる．衛生局が記者発表した

ので新聞記事にもなった事件である。これは医療ミスの疑いのあった患者さん加納さんと

医療過誤の被害者となった亀田さんの個人情報を含んだ文書が入っていたものだった．な

ぜか，三浦看護師長が家に持ち帰り紛失したというものだった．加納さん家族が，情報公

開でその FD の中身を見て，中に書いてある内容が診療記録と違うと，松岡医師に電話で

訴えてきた．その訴えに，とてもびっくりした．加納さんは，重篤な状態で主治医が松岡

医師に交代した患者さんである．主治医の交代は断ったのだが，センター長の命令という

ことであった．その際山本センター長は，家族に私を「センターでＮｏ．２の医師だから」

と紹介した． 
 9 月 7 日に加納さん家族がＦＤの中身と録音テープを持ってきた．テープは，加納さん家

族と中村看護部長が面談した際の会話を録音したものであった．そのテープの中で，ＦＤ

の中にある「この“センターの考えかた”という欄の記載は、医師全員の了解のもとに書
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いたものです」と中村看護部長が答えていたが，関係した医師、山本センター長，畑，松

岡，田中のいずれもが，その文書の存在すら知らなかった．この事件に対し医師たちが 10
月の診療科会議で看護部長に説明を求めたが，出席せず説明をしなかった．看護部長は，

このことが原因で辞めたのだと思う．（岡田職員課長は，前回の証言で「平成 16 年 10 月、

看護部長から「松岡医師が原因で辞めたい」と直接聞いた」と言っていた．） 
なぜこんな変なことを看護部は行なうのかと，病院は患者家族から説明を求められた。

私はこの件についてインシデントレポートを畑統括安全管理に提出した。レポートは，安

全管理の大江看護師長に渡されたが，調査委員会は立ち上がらなかった．何度も聞いたが，

大江看護師長はレポートを知らない，知らない，の一点ばりだった。その後看護部は，亀

田さんと加納さんの家族にもことの顛末をまったく説明せず，真実は闇である。両家族と

もこの問題を公にするために実名を出すことを了解してくれた． 
 加納さんは，心不全と腎不全であったが，肺炎からの心不全と誤診され，腎毒性のある

抗生剤が通常の 4 倍量投与されていて，薬剤性の腎不全になっていた．私は，肺炎ではな

いと診断し，抗生剤を切り，心不全と腎不全の治療をした．その後快方に向かった． 
 
 処分者側のあげている処分理由は，昔のことで解決済みである．滝童内看護部長と脳外

科梅川医師が平成 15 年 3 月 31 日に退職してから，私の排斥運動は起こらなかった。また

看護師さんたちの働きもよくなった．平成 17 年 3 月に，突然，福島センター長と中川管理

部長から異動を言い渡された．医療事故隠蔽に対して行った告発が，今回の人事異動の理

由である。 
 平成 15 年 7 月亀田さんの医療事故が起こった。脳外科医師達はモーニングカンファラン

スにかけずに，神経内科の患者を無断で持っていって，経験のない手術をしてしまった．

カルテを調べてみると，亀田さんの意識レベルに 30 以上の記載がない．20 であった．この

数値では緊急手術の必要はなかった．内視鏡手術は難しい．倫理委員会にかけるべきであ

った．トレーニングをして，経験のある指導者の元ですべきであった． 
9 月に慈恵医大の青戸病院のことが報道された．神経内科の伊藤医師が脳外科小島医師に

対し“あの内視鏡の手術は青戸と同じじゃないの？”と聞いたとき“そういわれても仕方

がない”と言ったことが医局内で話題になった。当時はミスをした人がインシデントレポ

ートを出さないと安全管理者が強制的に調査に入ることはできない制度であった．当直を

していた栗田先生がレポートを書き，それによって院内の調査委員会が立ち上がった。 
登戸病院勤務の市大脳外科出身である鈴木医師の意見は， 初からかばう内容であった．

また，鈴木医師はこの手術についてそれほど多くの経験を持った医師ではなかったので，

畑神経内科部長と阿部内科部長が相談して，より適切な防衛医大の石原先生に意見を求め

た．防衛医大石原先生の２つの意見書が処分者側代理人から示された．一方には「青戸事

件と同じ」という文面があり，一方にはない．渡辺衛生局長の指示のもとに，センター長

が石原先生に書き直しを頼んだ．しかも，自発的に書き直したことにしてくれと山本先生

に頼まれたと石原先生が憤慨していたとの話しを聞いている． 
 山本先生は医療ミスということを早く公表したがっていた．「松岡，俺が公表したかった

ということを何かあったら証言してくれるよね」とまで言っていた． 
5 月に記者会見。手術にミスはなかったと報道される。脳卒中診療部では，みんな驚いた。 
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７月２日，記者発表がされ文書が配られる。そこには安全統括管理者が「手術翌日に，

公表する医療事故には当らないと判断した」と記されていた．安全統括管理者が，カルテ

も画像もビデオもまったく見ることができない状況で，判断することは不可能である。衛

生局が隠蔽の責任をセンターに転嫁するつもりなのだと思った． 
記者発表に名前のあった魚本管理課長に「なぜ事実と異なることを発表するのか」，と詰

め寄ったが，魚本課長は「私は上司の指示に従っただけ．地方公務員ですから」というこ

との一点ばりであった． 
9 月医療過誤であったという外部調査委員会の結果がでた。 
10 月この文書の訂正をもりこみ渡辺衛生局長に対し内容証明の質問状を送った。しかし

適切な回答は得られなかった。また不正防止ホットラインにも訴えたが，だめだった． 
10 月の議会で衛生局の隠蔽体質が大滝議員の質問で指摘された。それを受け 11 月に内部

調査委員会が開かれた。この調査の際に、センターの医師達はヒアリングを求められた。

ヒアリングにあたって医師達は録音させて欲しいと総務局菅井課長に申し入れた。「絶対だ

め」ということだったので，身の安全が担保できないと思い医師達はヒアリングを断った．

植田医師と栗田医師は，公正な委員会ならヒアリングに協力すると内容証明で委員会の委

員長である大澤収入役、大谷弁護士に送ったが，二人は無視した。それに先立って，横浜

市大神経内科の山口医師が「前田副市長に認められた．1 月からセンターの脳神経科部長に

なる」と 12 月の学会で自分で言っていたとのことを聞いた． 
横浜市は，調査の遅れを理由に山本センター長と畑副センター長を降格処分とした。福

島センター長は就任翌日の午前中に畑先生をセンター長室に呼びつけ、まず，畑、松岡、

植田、栗田にやめてもらうと所信表明をした。このやり方は紳士的でないと言った． 
亀田さんの事故の 10 日後には，米国人男性の手術が行われた．24 時間体制の脳血管治療

チームが出来ていてメンバーである伊藤先生もいたにもかかわらず，メンバーに連絡せず，

専門医でなくチームに所属していない放射線科医師と脳外科医師が手術を行なった．その

結果，男性は死亡。 
調査委員会が立ちあがり、畑委員長のもとで調査は進み 12 月にはめどがつき，家族に外

部の医師に意見を聞いてよいかと尋ねる段階までに達したが，医事課は家族に連絡を取ろ

うとしなかった．  
 
中田市長とは３回面会をした。その際にセンターで起きている一連の不祥事や医療ミス

の問題、松岡先生を排除しようとする看護部たちの捏造文章を見せて具体的に報告した。

医療改革に関しても理解を示し熱心であった．その後私設秘書を通して膨大なメールのや

り取りを行い、亀田さんの医療事故や米国籍男性の問題が発生した経緯なども報告した．

しかし，中田市長は「岩崎病院経営局長にすべてまかせます」とのメールを 後に連絡を

絶ち、私を異動させるという裏切り行為を行った。 （以上） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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横浜市立脳血管医療センター医療過誤裁判傍聴記 

――市は犯罪者に加担せず市民の立場に立て―― 
横浜市立大学国際総合科学部 

一楽重雄 
去る 1 月 17 日に横浜地裁で亀田さんの民事裁判の公判が開かれた．亀田さん事件は，松

岡先生が告発したことで，それに対する報復と思われる行政事務職への異動が発令された，

その元となった医療過誤事件である．この件は横浜市が医療ミスであることを認めて，担

当した医師やその上司を処分したものであったにもかかわらず，損害賠償の民事裁判にお

いては医療ミスであること自身を否定しているものである．中田市長はその理由として「被

害者が法外な要求をしているから」と言っているが，これは信じられない．被害者の損害

賠償の要求の内容によって医療ミスであるかどうかが変わるなどということは，いったい

どういう論理なのであろうか． 
この事件に対しての横浜市の対応は，これが行政のすることかというほど卑劣である．

今回の裁判の証言で明白になったことは，松岡先生はいわゆる内部告発を行ったのであっ

て，横浜市は松岡先生を公益通報者として保護しなければならないのに，それどころか行

政事務への異動という重大ないやがらせを行ったのである．これは公益通報者保護法の精

神に真っ向から対立することである．行政を監視すべき市会，市会議員にも責任がある．

こんな恐ろしい行政を市会議員は支持しているのだろうか，恐らくは，事実関係を十分に

知らないのではないだろうか． 
 この事件の特徴は「医療ミス」というような言葉で表されるような生易しいものではな

かったということにある．「ミス」という言葉は，善意だったがちょっとした失敗があった，

というニュアンスに聞こえる．この事件では術者の技量が足りなくミスを犯したのは確か

であるが，実はそれだけではない．元々する必要のない手術，それも危険な手術をしたこ

と，そして，手術にあたっての正当な手続きもまったくなされていないことが，今回の公

判で明らかになったのである． 
 では，以下，今回の証人に立たれた松岡先生の証言を簡単にまとめてみよう． 
1. 手術の必要性がなかったこと 

センターでは，緊急手術を行う基準のひとつとして，意識レベルがJCS 30 以上が要件と

されていた．カルテによると，亀田さんの意識レベルは 20 以下であった．しかも，手術直

前には，家族と会話をしており，意識レベルは２であった．（意識レベルを表すこの数値は，

小さいほど意識状態がよい．） 
 血圧降下剤と抗脳浮腫薬の投与の効果があり，CTでも脳ヘルニアの所見がないこと．診
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断時の麻痺の状態やCTの所見などから総合的に判断して，保存的治療によっても，運動障

害や片麻痺などの後遺症が残るものの，言語機能などへの後遺症はほとんど考えられない

状態であり，生命の危険性もほとんど考えられない状態であった． 
 また，仮に，意識レベルが 30 以上になった場合を考えても，通常の開頭血腫除去術によ

る手術を行うべきであった．経験がまったくない内視鏡による手術をすべきではなかった． 
２．手術はルールに違反して行われたこと． 
 術者がまったく経験のない「内視鏡下血腫除去術」という手術を行うにあたっては，事

前に倫理委員会の承認が必要とされていたが，委員会にかけていなかった．治療方針を決

めるモーニングカンファレンスにもかけていなかった．くも膜下出血以外の場合には，神

経内科と脳外科と相談の上で手術を行っていたが，神経内科と連絡を取らずに手術を行っ

た． 
１．衛生局が事件の隠蔽をはかったこと 
 防衛大学の石原先生から「青戸病院と同じと思われる」という文言を含んだ意見書が提

出されたが，山本センター長は衛生局からの指示によって，この部分を削除するように石

原先生に依頼したこと．その結果，その部分を削除した意見書が提出されたこと． 
 この事件を問題とした 7 月の診療科会議の議事録の作成を管理部が拒否したこと．山本

センター長の「自分は本当は早く公表して謝罪したかったのだが・・・」という発言の記

載を中川管理部長が「絶対駄目」と拒否したこと． 
２．この証言を前にして，横浜市が松岡先生に圧力をかけてきたこと． 
 人事委員会に提出した証拠に関連して佐々木健康福祉局長から顛末書の提出を求められ

た．その文書中に処分をほのめかすような文言があり，この裁判での証言をさせないよう

にとの圧力だと感じたこと． 
 横浜市の代理人は，のっけから自分は素人だからと弁解して始まった．確かに，弁護士

は医療には素人であろう．しかし，代理人である以上，きちんと勉強してもらわなければ

困る．それはともかく，横浜市の代理人の反対尋問は，手術をする根拠があったというこ

とをなんとか示そうとしている努力は分かったが，それはまったく成功しないものだった．

それも当然のことながら，新しい手術方法を取る必要に関しては何もいえなかった．また，

ルールに違反していたということについても何の反対尋問もできなかった．個室の病室の

必要性があるかという点は，賠償額の算定に関係するからであろう，かなりの尋問を行っ

ていた． 
 上にまとめた以外にも衝撃的な内容の証言があった．たとえば，術後の脳の損傷は通常

の手術では考えられないものであったこと．すなわち，いろいろな箇所から出血していた

こと．仮に手術を行っていなければ，このようなことはまったく考えられないこと．この

ような証言を聞いて，私の胸には本当に怒りがこみあげた． 
 横浜市は一刻も早く被害者と市民の立場にたった行政に方向転換を行ってほしい．医療

過誤を起こした非道な医師の側に立って市民をないがしろにしたところで，横浜市にも市

長にもなんのプラスもないことを早く悟るべきである． （以上） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 48 号 
  2007 年 3 月 31 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No. 48, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

松岡慈子先生不当人事不服審査--- 

最終公開口頭審理を傍聴して 
横浜市立大学国際総合科学部 

一楽重雄 
 

去る２月２８日に，松岡先生の人事委員会不服審査の最終口頭審理が開かれた．裁決は

いつになるかわからない．本当は不服申し立てが行われたらすぐに結論が出されないとそ

の意味は半減する．今回の件も，元々個人の問題というより横浜市立脳血管医療センター

が市民にとってどれだけ充実したものとなるかという重大な問題が背後にあったのだから，

これだけ審理が長びいてはしまっては，どういう裁決が出されてもその意味は半減してし

まう．ある程度は仕方のないことではあるけれども，このような公平を確保するための委

員会は早く結論を出さないと，結果として公平性を確保することはできず行政の味方をす

ることになってしまう． 
最初の公開審理を傍聴して，私自身は「この問題の本質が分かった」と書いた．以後の

６回に渡る審理では，言わば駄目押しが続き私の最初の印象は正しいものだった．しかし，

最初の公開審理の際には，事実関係や背景などに無知であったことから，理解が十分にで

きなかった点もあった．今になると事件の内容ははっきりつかめたが，横浜市がなぜこれ

ほどまでに理不尽な対応をしているのかという点については，いまだに理解できない．常

識では考えられない市の対応をみると，一部にささやかれているこの問題には大きな利権

がからんでいたのだという説も一概には否定できないとも思う． 
公開審理で明らかになったことのひとつに，横浜市の市立病院の無責任体制がある．患

者のことよりも，自分たちの保身ばかり考えている一部の人たち．ここのところ，横浜市

に限らず「民営化」イコール「善」であるかのような風潮があるが，忘れてはならないの

は役所自身の健全化である．どんなに多くの部門を民営化したとしても役所が完全になく

なることはない．絶対に残る．それも重要な役割を果たす部分が残る．そこが，いつまで

も無責任体制では困るのである．今回の裁決がどう出るかは予断を許さない，何しろ人事

委員も市長に任命されている人たちなのであるから．しかし，裁決がどう出ようとも，こ

れまでの公開審理で真実は明らかとなった． 
松岡先生の異動が通常の人事異動でないことは，処分者側がその理由を示す際に明確に

なっている．飯野医師や滝童内元看護部長らの証言でも，松岡先生の叱正の声が大きいと

いうことを証言しただけで，その内容は間違っていなかったと証言しているのである．そ

して，地方公務員法上の処分は手続きが大変だからそれはせず，異動させたと岡田職員課
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長は証言した．これは，明確に通常の人事異動ではなかったことを示している．また，同

じ証言で事実の確認をせずに，一方の当事者の言うことを信じて人事異動を行ったことも

明らかになった．さらには，請求者本人の証言により，公務員としてふさわしくないこと

をしていた人たちがたくさんいたことが明らかにされた．上司の指示だからと言って事実

と異なることを発表した課長，会議での元センター長の発言を絶対に議事録には載せない

とした部長，院内飲酒事件を起こした人たち，そしてそれを告発した人を脅そうとした課

長，フロッピーディスク紛失事件でその内容について患者家族に対して虚偽の説明をした

人たち，このような公務員としてしてはいけないことをした人たちについて，横浜市はそ

の責任を明確にすべきである．いろいろな関係で心ならずも間違った行動を取ってしまっ

た人もいると思う．私は，そういった人たちにまで重い処分をしなければいけないとは思

わない．しかし，間違ったことをした場合には間違ったことを認めなければ同じ過ちが繰

り返されてしまう．組織の健全化がなされない．

私が以前大学改革に関して公文書の公開を求めた際にも，多くが黒塗りとなった文書し

か開示されなかった．これに対して，私は異議申し立てをした．そして委員会の審理の結

果全面公開となったのだが，黒塗りの文書しか公開しなかった人たちもまったく責任を取

った様子がない．間違った仕事をした人たちは，それなりの処分をすることは必要なはず

である．権力にしたがった仕事をしていれば，たとえ，間違った仕事をしたことが明確に

なっても責任は問われず，権力に都合の悪いことをした人に対しては，それが正しきこと

であっても不当な人事異動をするなどということが，今の時代に許されてよいのだろうか． 
 
前置きが長くなってしまったが，第７回の公開審理の様子を報告しよう．裁判で言えば，

最終弁論に当たる今回の審理では，松岡先生の代理人から堂々たる，かつ心を打つ意見陳

述が行われた．それと対照的に，処分者側代理人は陳述書のとおりと発言しただけで意見

陳述をまったく行なわなかった．この姿勢の違いにも，ことの本質は現れている． 
最初に委員長から釈明がある（釈明を求めるという意味か）と言って，処分者側に質問

がなされた．処分者側から提出された書類の作成者と作成月日を問うたのである．それに

対して，処分者側は作成者については医事課の職員の誰々，作成日は決済を取った日が○

月○日だから○月○日です，と答えた．その文書は，松岡先生にサマリーを書くように催

促をした文書であった．処分者側はいまだにそんなことを主張しているのだということが

分かった．しかも決済済みの文書に日付が入っていないというおよそ常識では考えられな

いことが露呈した．もちろん横浜市でも決済された文書には必ず日付が入っている．日付

なしでの決済はありえない．ずっと以前の審理からサマリーのことを問題にしていたのに，

今頃になって催促状が提出されることも不思議である．まさか，弁護士である代理人が捏

造した文書を提出するとは思えないが，なんとも不可解なことであった． 
前回の審理ではどういうわけか，センターの看護部から多くの傍聴者が来ていたが，今

回はセンターの管理部と市の人事関係から数名が来ていたのみであった．これもどういう

ことなのかはよく分からないが，傍聴も上からの指示によっていたことが窺われる． 
さて，肝心な陳述内容に移ろう．彦坂俊之，彦坂俊尚両代理人から意見が述べられたが，

これらはこれまでの審理のまとめであり，また，今回の事件の意味を問うたもので，格調

高く胸に響くものであった． 
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まず，この問題の法的な争点を３つにまとめた． 
第１．臨床医を本人の意に反して，行政職に異動したが，本人の能力と職との適合性 
第２．この異動の真の意図が何か．内部告発に対する報復人事であるということ． 
第３．適正な手続きが取られていないということ． 
そして，それとは別にこの事件の意味を述べた．患者を第一に考えた医療・医療行政を

行うのか，関係者の安泰だけを考えた無責任体制を温存するのか，という市民にとって非

常に重要な点が問題となっていることを指摘した． 
その後，時間的経過にしたがって，市長との磯子プリンスホテル（当時）での会談の内

容やその後の秘書とのメールでのやり取りから始まり，医療ミスの警察の送検にいたるま

での事件や事実が復習された．この点については，これまでに明らかになっていることで

あるので，その多くは省略しよう．しかし，全体としてまとめると事件の本質が明確にな

る．ひとことで言えば，この異動は「報復人事」である．正確には「報復」というより松

岡医師の医療ミスの内部告発の追及から逃れようとして，横浜市から辞めさせるためにい

やがらせの人事異動をしたというところであろう．辞めると思って行った異動であること

は，当初研修がまったく用意されていなかったことからもわかる． 
最後に彦坂俊尚代理人が，この請求の意味について力を込めて述べた．「医道の倫理が問

われている」のだと．医療と医療行政が緊張感を持って患者本位になされるか，関係者の

安泰だけを願って保身にあけくれるのか，それが問われているのだと． 
人事委員会の委員長は，「人事の公平を保つための審理である」と毎回述べているが，確

かに制度としてはそのとおりだろうが，実際にはそれにとどまることは出来ない．この審

理の持つ意味は彦坂代理人が言うとおり重大であり，歴史に残るものとなるだろう． 
上野代理人は，その証言の中で「世の中には正義というものがあると思うのですね」と

述べられた．まさに患者本位に正義を追求したのが松岡先生であり，それを嫌ったのが横

浜市である．一日も早く多くの患者さんが待つセンターへ松岡先生が復帰され，それによ

ってセンターの信用が回復され，立派な医師たちが集まり，センターの機能が十分に果た

されることを心から望む． （以上） 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 

横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 49 号 

  2007 年 6 月 5 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No. 49, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

************************************************************ 

不可解な人事ルール改訂 

国際総合科学部 

一 楽 重 雄 

 人事の透明性が謳われた大学改革であった．その特徴のひとつは，権力の集

中にあった． 

  学校教育法にも違反して教授会から人事権を奪い，学長・理事長が人事権を

独占した．以前にも，この通信で人事の透明性が増すどころか専門の違う人に

よる昇任審査など問題が多いことを指摘してきた． 

 学長・理事長に権限が集中していても，実際には学長の諮問機関である人事

委員会を通して行うのであるから，そんなにおかしなことは起きないと思う人

も多いと思う．私も，ある程度そう思っていた． 

  実際には違った．人事委員会委員の任命権も学長・理事長にあるから，イエ

スマンの集まりとなってしまうようである． 

  4 月に発令された教授への昇任人事のうち，資格に疑問があるケースがあっ

たので，いったい，ルールはどうなっているのか友人と調べてみた．とんでも

ないことが起きていた． 

この大学の現状に悲しさを感じるよりあまりのことに笑ってしまうのは私だ

けではないだろう．以下は，友人がまとめてくれたレポートである． 

***************************************************************************** 

平成 18 年 11 月 10 日は何の日？ 

一教員 

「公立大学法人横浜市立大学・教員昇任規程」という規程があることはご存知でしょうか。

その一番最後に「附則」という項目があり、 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

（施行期日） 

１．この規程は、平成 18 年 11 月 10 日から施行する。 

（経過措置） 

２．第 2 条第 2 項第 1 号の規定にかかわらず、平成 19 年 3 月 31 日現在横浜市立大学の

準教授の者は、この限りではない。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

とあります。この２．に書かれていることは何だろうと思って第 2 条第 2 項第 1 号をみて

みると、次のようにあります。（第 2 条は「教授資格の定義」を定めた条文です。） 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

（1） 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者。
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ただし分野によってはこれに相当すると認められる者も可とする。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

要するに、平成 19 年 3 月 31 日に市大の準教授（助教授）であった人であれば、博士の学

位、あるいはこれに相当する業績がなくても構いません、教授資格ありと認めます、とい

うことらしいのです。 

もう一つ。「横浜市立大学国際総合科学部・国際総合研究科（文系）教員昇任内規」と「同・

（理系）教員昇任内規」の２つの規程（内規）にも「附則」があり、 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

この規程は、平成 18 年 11 月 10 日から施行する。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

とあって、同じ日に改定されていることが分かります。この 2 つの内規のどこが改定され

たかというと、どうやら第 3 条の第 1 号らしいのです。この内容を見てみましょう。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

（教授昇任の本学への貢献） 

第3条 規程（筆者注：横浜市立大学教員昇任規程のこと）第 2 条第 3 項第 4 号の本学への貢献は、

次のいずれかに該当するものとする。 

（1）「公立大学法人横浜市立大学副学長及び部局長等の任期及び選考規程」第 1 条に規定

する部局長等に 2 年以上関わった者 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

従来、「3 年以上」とあった条文を、「2 年以上」に縮めてしまったようです。上記選考規程

第 1 条に規定されている部局長等とは、学部長、学科長、共通教養長、コース長、カリキ

ュラム長、・・・・（以下略）です。「規程第 2 条第 3 項第 4 号」とは、 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

（4）本学に対し多大な貢献をした者 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

です。 

 

さてこれら、昨年 11 月 10 日に行われた「改定」は何を意味するのでしょうか？そして

その日は何の日だったのでしょうか？ 

答えは昨年度の第 8 回人事委員会の日なのです。その議事録には審議事項の（1）とし

て、「教員昇任規程及び内規の改正」とあり、「学長及び松山人事担当課長より内容が説明

され、質疑の後、原案のとおり承認した。」と記されています。 

つまり、この日の人事委員会で決めたことは、平成 19 年 3 月 31 日現在準教授（助教授）

の人で、共通教養長、コース長など 2 年以上やってきた人は、「昇任規程」に定められた「教

授資格」に不足があっても、そのことは「経過措置」として不問に付しますよ、というこ

とらしいのです。 

昇任規程できちっと決められていることを変更してまで（最初の施行日から 1 年も経過

していない！）、さらに理解に苦しむと言わざるを得ない「経過措置」なるものまで付して

進めようとした人事は一体何なのでしょうか。誰が見ても「教授資格」に欠ける学問的業

績しかない人を、どうしても教授にしたかったのではないかと勘ぐられても仕方がないで

しょう。これをお手盛り人事と呼ばずして、何をお手盛りと言いましょう。横浜市立大学

の昇任人事はいつの間にこのような出鱈目なものになってしまったのでしょうか。このよ

うなことがまかり通ってしまえば、どのような人事だって可能です。上層部に気に入りさ

えすれば、アカデミックな業績なんかどうだって構わないのですから。 
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一方でこれとは対照的に、教授の資格が十分にあり、コースからの推薦も受けた人が、

「経営上の判断から」との理由で教授への昇任を見送られている、という話も耳にします。

もしこれが本当なら、業績とは無関係に、どのようなことであれ「経営上の判断から」と

の理由で拒否されるでしょう。昇任は凍結され、再任だって拒否されかねません。何でも

ありです。 

こんなことがまかり通っている現状で「教員評価制度」がうまく機能するはずがないで

はありませんか。「昇任人事」は「評価」の“結果”の最たるものなのですから。そしてそ

の「評価」が如何に行われるかを、上の一連の人事は赤裸々に示しているからです。 

学長は教員評価制度の「19 年度の組織目標」で次のように述べています。”I would like to 

again stress the following points in faculty evaluation. The balance between research and teaching.” 

人事委員会に昇任規程・内規の改定を申し出、説明をした（議事録より）こと、そして十

分資格のある人の昇任人事を拒否しているという事実を考えると、学長の上の目標は何と

空々しく響くことか・・・ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 50 号 
  2007 年 11 月 27 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.50, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

“憤死”前市長の未亡人が激白「夫は中田宏に殺された」 
週刊現代 12 月６日号 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 51 号 
  2007 年 12 月 10 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.51, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

中田宏「消えた 1000 万円」と「税金ネコババ」疑惑 
週刊現代 2007 年 12 月 22-29 日号 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 52 号 
  2008 年 2 月 8 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.52, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

学長辞任の意味するもの 
 

国際総合科学部 
一楽重雄 

 
去る 1 月 17 日に私は大学で学長辞任のニュースを耳にした。まったく予想外

のことではあったが、正直なところ、この閉塞した市大の現状が少しでも変わ

るならこれは歓迎すべき事態だと思った。 
しかしながら、まさに任期半ばであり、「これからの学部の内容を今度は外部

ではなく、教員自身が考えてほしい、この大学のメジャーをどうするか、その

メジャーに合わせて教員を集める、その逆ではないのだ」と、ついこのあいだ

まで熱を込めて言っていたのは誰だったのか。このように想いをめぐらしてい

ると、つい先日の安倍元首相の辞任劇が思い出された。そういえば似ている。 
 
両者ともに決断が遅い。学長は、昨年の秋になって「教養の理念（プラクテ

ィカル・リベラル・アーツ）」についてペーパーを書いた。そして、教員との懇

談会をコースごとに開いた。どちらも確かによいことではある。しかし、教養

の理念は 3 年前に言うべきことだったし、教員との懇談も最初の任期の一年間

にすべきことであった。いくら遅くてもしないよりはいいと私は建設的に考え、

学長と数学グループとも懇談の機会も持った。そこでは、「プロジェクト R は外

部であった。それではだめで、教員が学部の内容を考えてほしい、内部で考え

なければいけない」と言われたのであった。しかしながら、そういわれて真剣

に学部のことを考えようとなるはずもない。なぜなら、今の市大では「真剣に

考えれば、それだけ考え損」になるだけだからである。つまり、大学の自治を

すべて取り上げた大学改革のどこも変えずに、「単位認定の権限のほかには何も

決定権は渡さない、もちろん人事権も渡さない、カリキュラムの編成権も渡さ

ない。でも教員が考えて欲しい」とは、いくらなんでも虫がよすぎる。 
 
実際、誰一人として懇談会に参加しなかったコースもあったと聞く。学長が

テンプル大学に移る理由は明確ではない。いずれにしろ、4 年の任期の 2 年終わ

った段階での辞任とは、「無責任」以外の何物でもなかろう。体を壊したとか、

4 年かけて行う改革があまりにうまく行って 2 年でめどがついてしまった、とで

も言うのなら別であるが、実際は、さきほど述べたような状態である。そして
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何よりも大学案内や、京浜急行の吊り広告に、学長の顔写真が大きく大きく出

ているのである。 
 
本来、市大では教員管理職の任命権はすべて学長にある。学長は、強大な権

限を持っている。にもかかわらず、我々から見て学長の意向によると思われる

人事は、昨年 4 月の比較的若い教員を副学長に抜擢したもののみであった。す

べて遅すぎた。そのあげくに、学長職そのものを投げ出したのである。 
本来、「大学の自治」は憲法に規定された「学問の自由」を担保するための具

体策であり、学校教育法第 59 条には、「大学には、重要な事項を審議するため、

教授会を置かなければならない」と規定され、教授会自治が謳われている。し

かし、法文には「教授会自治」とか「大学の自治」という文言が見られないた

め、横浜市の一部の政治家や官僚は、まったくこれを無視しているのである。 
 
憲法上の学問の自由の観点とは別に、「教授会の自治」なくしては大学の運営

自体が困難である、ということが今回の学長辞任劇で明白になった、と私は思

う。オールマイティのはずの学長自身が、尻尾をまいて逃げ出したのはなぜか。

それは、「大学の自治をまったく否定したところでは、大学運営さえままならな

い」ということなのである。 
教授会の自治や教員による学長選挙にもいくらかの問題点はあっただろう。

しかし、現在の市大の方式のどこにそれより優れた点があるのだろうか。伝統

ある私立大学と違い、「にわか経営者」や「雇われ学長」が自分のことだけを考

えてことを運ぶとするならば、もはや市大に未来はない。 
たとえ、少しずつではあっても本来の大学の姿を取り戻すことが、どの立場

の人にとっても、今必要なことなのではないか。「公立大学初の・・・」は、も

うたくさんである。何も代わり映えしなくてもいい、通常の責任感と常識を持

ち合わせた学長が選ばれることを切に期待する。 
 
当局は、教員に対して辞職にあたっては 6 ヶ月前に申し出るようにと就業規

則を定めた。「それを守らない場合には、契約違反として損害賠償の請求も考え

られます。しかし、そういうことはしません。」と説明してきた。教員には 6 ヶ

月前にと言っておきながら、任期 2 年も残しての突然の辞職、これこそ損害賠

償の対象ではないだろうか。本人の希望だからやむをえないで済むものなのだ

ろうか。いったい、契約はどうなっていたのか、疑問の残るところである。 
もう一点見落とせないことがある。それは、学長が学生に対して辞任につい

ての説明をまったくしていないことである。学生に対して、きちんと説明をし

ないと「学長は市大のことより、自分のキャリア形成を重視した」と思われて

も仕方ないのではないか。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 53 号 
  2008 年 2 月 11 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.53, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 
【解説】 
  横浜市立大学では、２００５年４月の独立行政法人化以降、学内が混乱し、数々の重大

なコンプライアンス（倫理法令順守）違反が生じている。 
  以下に、【  】付のタイトルをつけて掲載する３つの文章は、横浜市立大学の教員が、内

部通報制度を利用して、学長と国際総合科学部長によるコンプライアンス違反を横浜市と

大学当局に告発したメールを掲載したものである。 
  ３つの文章のうち、【１．横浜市への提訴文】の枠外の文章および枠で囲まれた文章は、

メールの本文であるが、わかりやすく区分けしたものである。【２．大学当局への提訴文】

【３．大学当局への提訴文への追伸】の枠外の文章はメールの本文、枠内の文章は添付さ

れた「訴状」である。 
このコンプライアンス違反の背景には、市が、大学教育に関する本質的議論を回避し、

世間の注目を集めるためだけに「教員のクビ切りを可能にする大学にする」ことを、大学

に強要したことがある。すなわち、クビ切りのためには、任期制と評価制度が必要である

が、大学教育の解体を阻止しようとする教員たちはそれを飲んでいない。そのため、学長

が任期制と評価制度を強要しようとして、コンプライアンス違反に至った。 
また、学部長の嫌がらせは、嫌がらせを受けている特定のコースの教員をリストラする

ことによって、①自分に近しい教員たちの生き残りを図る、②自らの行政能力をアピール

する、③浮いた人件費やコース運営予算をもって自らが所属するコースを充実させる、な

どのためと考えられる。これに対して、嫌がらせを受けているコースの教員やコース長は、

極力友好的に対応し、筋のとおった議論や要請によって、学部長に良識ある対応を求めて

きているが、一向に嫌がらせがやむ気配はない。 
なお、内部通報制度を用いた場合、大学への訴状は、匿名で届くことになっていること、

市への提訴の結論が出ていないことなどを考慮し、告発者名は削除し、告発された学長名

と学部長名はそれぞれ「Ａ」「Ｂ」、被害を受けているコースのコース長名「Ｃ」、学部長と

共犯の可能性がある課長名「Ｓ」、被害を受けているコースのコース名は「Ｙ」、と表記し

た。それ以外は、オリジナルのままとなっている。 
 
 
【１．横浜市への提訴文】 

横浜市行政運営長政局コンプライアンス課 御中 

不正防止内部通報制度委員会 御中 
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   横浜市立大学の教員をしております。  

  横浜市大に生じているコンプライアンス（倫理法令順守）違反とコンプライアンス体制の

機能不全について、情報をお伝えするとともに、このような事態に対して、市として事態

改善のご対応をして頂きたく、メールを致しました。 

横浜市大は地方独立行政法人化し、われわれ教員は市の職員ではなくなりましたので、「横浜

市不正防止内部通報制度」を利用できないかとも思いましたが、事態が深刻であることと、市大

と市とは、いまだ深い関係にあることから、このようなメールを送らせて頂いた次第です。 

 

  上記のように、横浜市大では、教員の教育、地域貢献、研究を大幅に阻害するコライアンス違

反が生じておりますが、内部通報制度を組み込んだ市大のコンプライアンス体制は、機能してお

らず、事態の改善が見られません。 

  まず、このような事態に関してご報告すべきと考えた理由および市に事態の収拾を図るようお

願いしようと思った理由は、以下の様な理由からです。 

  横浜市大は、地方独立行政法人になりましたが、市が運営交付金を支給していること、中期計

画などは議会で議論され承認されねばならないこと、市の職員が市大に出向し要職を担っている

こと、などから、市大と市とは密接な関係にあります。現在の事態が深刻になった場合、訴訟沙

汰などによって問題が表に出る可能性も多分にあります。その際、今日では、社会の目が厳しく

なっており、市が知っていてなんらの対処もしなかったとなれば、社会的批判を浴びることにな

るかと思いますが、行政機関や大企業の場合、知らなかったというだけで、危機管理能力の欠如

と批判されてしまいます。そこで、市がこのような批判を浴びないよう、言い換えれば、市にと

って寝耳に水とならないよう、お伝えすべきと考えた次第です。 

  また、被害を受けている教員は、精神的負担を負い、教育、地域貢献、研究に支障が出かねな

い状態になっております。事態は深刻ですが、市大のコンプライアンス体制は機能不全に陥って

おります。そのような状況の中、市大と市との関係が深いのであれば、われわれ一般教員が教育・

地域貢献・研究に集中できるように、適切な処置を施すことを市にお願いするしかないと考えた

次第です。 

 

  なお、市大で生じているコンプライアンス違反につきましては、添付しました 2 つの File をご

参照下さい。2 つの File は、私が、2008 年 1 月 18 日に、大学に対し、大学の内部通報制度を利

用して、学内のコンプライアンス違反を告発した際のメインの文書とメインの文書に対する追伸

です。このような告発文は、大学の制度を利用した場合、「匿名」で大学に届くことになってお

ります。 

 

  また、コンプライアンス体制の機能不全とは、この告発に関わるものです。このような判断を

致しましたのは、次のような理由によります。 

１．告発文の前半では、Ａ学長の発言や通達の内容が法令違反の疑いがあることを指摘してお

ります。しかし、この 3 月いっぱいで、Ａ学長が任期半ばで辞任するために、コンプライアンス

違反が追及されることなく、「学長の責任」も「学長を選出した人々の責任」も追及されず、う

やむやにされてしまう恐れが生じてまいりました。市大改革では、「責任ある者が責任を取るよ
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うな大学にする」というスローガンがさかんに言われておりました。 

  しかし、現実には、それとは正反対に、責任者が責任を取らない大学になっております。この

ようなことでは、学内の秩序は保てませんし、教職員はやる気をなくします。 

 

２．告発文の後半は、Ｂ国際総合科学部長がその地位と権限を利用して、Ｙコース教員に対し

て姑息な嫌がらせをしていることを告発したものです。もちろん、告発文では、1 つの事例を挙

げているだけですが、嫌がらせはこれだけではありません。このような姑息な嫌がらせについて

は、Ｃコース長にぜひ聞き取りをして頂ければと存じます。 

  この嫌がらせのおかげで、Ｙコースの教員は、教育、地域貢献、研究に十分集中することがで

きておりません。また、このような嫌がらせがある中では、適切な教員評価がなされないと考え、

任期制や評価制度への同意を保留する教員がいてもおかしくありません。 

  そこで、事態の打開を図るべく、大学の内部通報制度を用いて提訴いたしましたが、この 3 月

をもって任期満了となるＢ学部長が、2 月に開催された学内の人事委員会の結果、4 月からも学

部長を続けることになったと、コース長から報告を受けました。近年のパワーハラスメントに対

する厳しい見方からして、地位を利用して同僚に嫌がらせをする学部長など懲戒処分になって当

然ですが、あろうことか学部長に再任される事態に至っております。提訴がまったく無視されて

おり、内部通報制度は、有名無実化していることを示しています。このままでは、Ｙコースを中

心とした市大の教員は、教育、地域貢献、そのための研究に専念できず、学生や地域社会に多大

な迷惑をかける事態が生じないとも限りません。今後、事態が深刻となった場合、訴訟やマスコ

ミ報道などの形で、問題が学外に出ることもありえます。それでは、市大の社会的評価は落ちま

すし、市にも迷惑をかけることになります。 

 

  Ｙコースの教員は、Ｂ学部長の嫌がらせを、2005 年 4 月の独法化以来、3 年間耐えてまいりま

した。しかし、もはや精神的にも、業務上も、大変厳しい事態に至っております。市大のコンプ

ライアンス体制がきちんと機能していないのであれば、市に何らかの対処を図っていただきた

く、切にお願い申し上げます。 

  聞き取りなどの必要があれば、ご連絡いただければ幸いです。後者の、Ｂ学部長によるパワー

ハラスメントの件につきましては、ハラスメントの波を最も先鋭に受けたＣコース長がさまざま

な事例を詳細に説明してくれるはずです。 

お聞き届けのほど、切にお願い申し上げます。   

   

 

【２．大学当局への提訴文】 

  以下の 2 件について、コンプライアンス違反の疑義がありますので、ご判断を仰ぎたく、

ご連絡申し上げました。 
1．教員評価制度に関わる学長メッセージに関する事項 
「教員評価委員会委員長」の肩書き付きで、Ａ学長名で発行された、平成 19 年 12 月 5 日付「平

成 19 年度 SD シート個人目標の登録ならびに自己評価について」と表題がある文書（以下「学

長メッセージ」と略記します）の中で、「SD シートの提出がない場合、・・・（中略）・・・最も
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低い評価となる可能性がある」という表記があります。 
  しかし、横浜市立大学教員組合と大学当局との団体交渉（2006 年 11 月 30 日実施）では、「処

遇への反映は教員組合との協議事項だ。教員組合との協議を経てという意味」（以下、「当局発

言」と略記します）と、大学当局側が発言している旨、教員組合から文書で連絡を受けており

ます。 
  そういたしますと、「学長メッセージ」に記された「最も低い評価になる」という事態および

それを公言した「学長メッセージ」は、以下のような理由で、コンプライアンス違反（倫理法

令遵守違反）になる可能性があるように思われます。 
 

① 教員組合との協議を経ず、一方的に評価への反映と評価内容に触れた学長メッセージは、

組合との団体交渉での「当局発言」に反していることになります。組合との約定に反して

いるとすれば、コンプライアンス違反といえると思われます。本学の「コンプライアンス」

は、「法令遵守」に限定されず、「倫理法令遵守」と解釈されておりますので、このような

事態も、コンプライアンス違反になるのではないかと思われます。 
② 団体交渉における大学当局側の発言が法的拘束を受けるのであれば、その発言に背く「学

長メッセージ」は、法令違反ということでコンプライアンス違反になるかと存じます。 
③ 最も低い評価となり、それによって処遇の低下につながるのであれば、改革前から横浜市

大に勤める教員の場合、改革前に与えられていた処遇条件からの「不利益変更」となり、

そうであるならば、コンプライアンス違反となろうかと思われます。 
④ 発言自体は、コンプライアンス違反とはならないという言い方もありえますが、学長であ

りかつ教学担当の副理事長の立場にある者が、倫理法令遵守に抵触する行為を行うと公言

することは、それ自体、コンプライアンスに抵触すると考えることができます。このよう

な公言がなされることによって、横浜市立大学教職員の倫理観を傷つけ、倫理法令遵守を

進めようという意欲が殺がれることになりますし、学外に対しては、非常識な大学運営が

イメージされる危険があります。 
 
  なお、この文書を作成し、お送りしようとしていたところ、Ａ学長が辞任される旨の情報を

耳にしました。しかし、学長が辞任したとしても、学長の立場にある人物が発行したメッセ

ージは、生きたままです。学長が横浜市立大学を去ったとしても、上記のような「学長メッ

セージ」の内容と「学長メッセージ」を出したという事実は存在していますので、「学長メッ

セージ」と「学長メッセージ」を出したこととがコンプライアンス違反であるかどうか検討

すべきという課題は、残ったままです。 
  また、コンプライアンス違反であると認定された場合、学長が大学を去る際には、退職金な

ども支払われるものと思いますが、コンプライアンス違反に抵触する発言をしていたことが

全く考慮されずに退職金が払われたとなると、この大学の教職員の意識によい影響を与える

とは思われませんし、この大学の良識も疑われかねません。 
  さらに言えば、このようなコンプライアンス違反を疑わざるを得ない「学長メッセージ」が

存在し、その適否が検討されず放置されたままであるような状況の中では、教員評価制度に

疑義を感じる教員も多いでしょうし、（「学長メッセージ」がコンプライアンス違反であると
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すれば）教員評価制度に参加することは、コンプライアンス違反に加担する可能性があるた

め、その倫理観や良識に照らして、参加を拒否する教員もいる可能性があります。 
 
  この件につきまして、本学が遵守すべき倫理観と適用法令に照らして、ご検討と適切なご判

断をお願いしたいと存じます。 
     第 1 の案件については、以上です。 
 
２．Ｙコースに対する国際総合科学部学部長の対応に関する事項 
  Ｙコースのコース会議で、Ｃコース長から報告されたことですが、2007 年 11 月上旬ごろ、学

務課の職員からＣコース長に対して、「Ｙコース用に予算を割いて、パソコン 5 台とプロジェク

ターを 2 台購入してあるが、倉庫に眠ったままである。学部長（国際総合科学部学部長のこと。

以下、「学部長」と略記）から連絡はなかったか？」との伝達があったとのことです。 
  学部教育に関わる話ですので、学部長から伝達があるべきものということかと思いますが、学

部長からは何の連絡もなかったそうです。その後、Ｃコース長が何度か学部長に問い合わせを

しておりますが、現時点までに、学部長からは何の連絡もないそうです。 
  この件が、もし事実とすれば、以下のような点で、コンプライアンスに抵触するように思われ

ます。 
① もし、職務怠慢で連絡がないのであれば、職業倫理に反しているという点と、課せられた

職務を送行していないという点で、コンプライアンス違反になろうかと思います。もちろ

ん、「うっかり忘れていた」ということはありうることですが、Ｃコース長から、再三の

問い合わせがなされているにもかかわらず、無視したままであることは、意識的に無視し

ているわけで、職務怠慢ないしコンプライアンス違反になろうかと思われます。 
② 意識的に無視している場合、パワーハラスメントの疑義もあり、そうだとすれば、コンプ

ライアンス違反になろうかと思われます。すなわち、パソコンやプロジェクターを意識的

に渡さないということは、学部長が自らの地位と権限を利用して、一定の教員に不利益や

不便を強いていることになります。このような事態は、パワーハラスメントではないかと

思われます。 
  しかも、このような嫌がらせによって、学部長は、学生や地域社会に不利益を強いてい

ることにもなります。つまり、既に用意されているパソコンやプロジェクターをＹコース

の教員が使用できたとすれば、Ｙコースは、教育・研究・地域貢献等の業務をより充実さ

せることができます。それをさせてもらえない状況ですから、Ｙコースへのパワーハラス

メントにとどまらず、学生や地域社会に悪影響を与えていることになります。このような

悪影響があることは、容易に分かるはずですので、パソコンとプロジェクターを渡さない

だけという、一見小さな問題に見えますが、学部長のパワーハラスメントは、学生や地域

社会に不利益や迷惑を与える看過しえない問題となっております。 
  なお、当該学部長は、2006 年度、コース長が集まる会議において、「Ｙコースを潰す」

旨を記した、学部長名入りの文書を配布したことがあったそうです。Ｃコース長は、「怪

文書」と呼んでいましたが、これもパワーハラスメントの一環といえるように思われます。

学部再編についての決定権限を持つ機関での審議と決定を経ずに、学部長が独断でこのよ
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うな文書を出すことは、職務権限上の問題があると思われますし、コース名を名指しされ

たコース教員は、落ち着いて教育・研究・地域貢献等に専念できませんので、パワーハラ

スメントといえるはずです。 
  この件に象徴されていますが、今回のパソコンやプロジェクターの件も、学部長による

パワーハラスメンといえるように思われます。 
③ よしんば、何らかの正当な理由があって、学部長が連絡をしないのであれば、その理由に

ついては説明すべきです。学部長の管轄外である場合には、それはそれで説明や連絡があ

ってしかるべきです。また、これから購入するのではなく、特定コースのために既に購入

されているパソコンとプロジェクターを渡さないのであれば、納得のいく説明をする必要

があろうかと思われます。それをしないことも、パワーハラスメントといえると思います

し、学部長の職責上、このような説明責任を持つとすれば、職務を果たしていないことに

なります。いずれにしても、コンプライアンス違反となろうかと思われます。 
 
  パソコンの件にしても、怪文書の件にしても、Ｙコースにおける教育・研究・地域貢献等に悪

影響を与えます。 
  しかし、情報収集・意思決定機関としての教授会がない現在では、Ｃコース長から伝えられた

パソコン・プロジェクターの件や怪文書の件が事実かを確認するすべがありません。コース長

がうそをついているとは考えられませんが、他方で、正確な情報もなく、適切な対処法もない

中、このような提訴の方法をとらざるを得ませんでした。 
  この件につきまして、事実関係をお調べ頂き、適切な処置をお願いしたいと存じます。 
  第 2 の案件については以上です。 
 
３．通報の背景と主旨 
  上記 2 件についてのお問い合わせは、誹謗中傷のために記しているわけではありません。自ら

の立場上、正確な情報を得られないことに加え、情報の確認や問題提起の場所である教授会が

ない現在、適切な対処の方法がないため、ご連絡させて頂きました。 
  内部通報制度は、無責任な噂話を確認するために運用されるものではないことは当然ですが、

他方、内部通報制度を構築する意味からいって、被害を受けるなどの当事者であっても、正確

な法的判断を下せておらず、正確な情報を把握できておらず、明確な証拠をつかめていない状

況で、このようなご連絡をしてはいけないということはないと思われます。そのような条件を

課したら、内部通報制度自体成り立たなくなります。 
  また、上記 2 件に対する判断は、この大学の理念を反映していることになると思いますので、

この大学の職員として、倫理法令遵守体制を構築した大学が、上記 2 件に対して、どのような

判断をされるのか把握しておく必要があると思い、ご連絡させて頂きました。 
  なお、上記 2 つの案件のうち 2 番目のものは、パワーハラスメントの性質を持つ可能性がある

と思いましたが、横浜市立大学のハラスメント防止委員会は、「個人の人権に関わる問題の場合

に連絡する窓口」と解せる記載がありました。一方、2 番目の案件は、人権というより、業務の

遂行に関わる問題であることと、パワーハラスメントの側面だけではなく、解釈によっては、

職責違反・職業倫理違反の可能性もあるように思われましたため、インテグレックスに送らせ
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て頂きました。 
  情報収集、ご検討、ご判断のほど、よろしくお願い申し上げます。              以上。 
 

【３．大学当局への提訴文への追伸】 

ご担当者様 

  ご連絡した 2 番目の事案に関して追加情報があります。Ｃコース長からの情報です。１／

17 に開催された会議で判明した情報とのことです。以下の①～⑤がそうです。 

① Ｙコースに配分されるはずのパソコン 5 台・プロジェクター2 台は、やっとこのほど配分さ

れることになった。 

② ただし、経営科学系のコースには、とっくに配分されており、明らかにパワーハラスメント

である。 

③ 今回の嫌がらせに関しては、「Ｓ課長も同犯（「共犯」の意味だと思います）」であることが

判明した。 

④ 昨年度の学生教育費の余りで、パソコン 20 台あまりを購入したことが、1 月 17 日の会議で

始めて判明した。 

⑤ 学生教育費を勝手に流用している可能性がある。 

 
  今回、やっとパソコンとプロジェクターを配分されることになりましたが、このように遅れた

理由はなんら説明されていないようです。国際総合科学部学部長およびＳ課長には、説明責任

があるはずですし、正当な理由なく、このような行動をとっていたとすると、嫌がらせ（パワ

ーハラスメント）としかいえないように思われます。 

 学生教育費をどのように使うかについては、学部長や課長が独断で判断できるのであれば、

⑤の問題は回避できますが、Ｙコース用のパソコンとプロジェクターについては、説明責任を

果たしていない可能性や職責に反している可能性は残ります。 

  以上の点も追加情報として「法人外通報・相談窓口」にお伝え下さい。 

 このメールの本文には、私の名前は記しておりません。送信元アドレスなどを削除してい

ただければ、そのまま伝えて頂いて結構です。 

 同僚に対してこのような姑息な嫌がらせをする教員（や職員）について、大学はどのよ

うな判断をするか知りたいと思います。調査結果と関係者の処分については、情報をお知

らせ下さい。 

では、失礼します。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 54 号 
  2008 年 2 月 29 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.54, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

学長選考の意味するもの――悪い制度から悪い結果―― 
                                国際総合科学部 一楽重雄 
 
２月２５日に横浜市立大学の新学長の選考結果が発表された。２４日に候補

者の面接審査があった翌日という超スピードであったが、驚くにはあたらない。

すなわち、選考が始まる前から決まっていたというのである。この噂には、今

のところ証拠はない。しかし、大学内部のものにとってはいかにも腑に落ちる

話なのである。所信表明を聞いたものにとっては、とてもあり得ないと思った

布施候補に決まったからである。この所信表明も実に中途半端である。教職員

しか入場できない。そして、教職員に投票権が与えられているわけでもない。

普通に考えて、いったいどういう意味があるのだろうか。なぜ一般公開しない

のか、そのわけが今回の結果でよくわかった。教職員に限っておけば、マスコ

ミは直接取材が出来ないからである。 
 教員組合も指摘しているように、市大の学長選考の制度は、まったく非民主

的であり「悪い制度」である。一般論で言えば、悪い制度にもかかわらず、関

係する人々の努力によって、悪くない結果をもたらすこともある。今回の結果

は、まったく逆であって、制度の欠点がそのまま結果として出てきたと言えよ

う。学長選考という大学にとってとても重要なことについては、「公正らしさ」

が求められる。しかし、市大の制度には、最初からそれが欠けている。実際に｢公

正｣であるかどうかは、委員個人の胸に聞くしかないが「公正らしさ」は検証可

能である。今回の学長選考委員会の構成を見ると、まったく「公正らしさ」は

担保されていない。 
選考委員会のメンバーが、市に直接関係している、あるいは、過去に関係し

ていた人が２名、大学幹部が２名、その他に外部委員が２名という人選である。

外部委員なら、常に公正であるということも元々あり得ない話であって、むし

ろ、お金の出所に忠誠を尽くすのは一般的にありうることである。よほどの人

でないとその地位をかけてまでも信念に沿った行動をするということはなかな

かできない。 
こんな構成では、横浜市が圧力をかけることは容易である。しかし、市の幹

部に良識があれば、憲法の保障する学問の自由の意味を分かっていれば、選考

委員に圧力をかけるなんてことはありえない。また、見識を持った選考委員で

あれば、権力の圧力に屈することもない。そのような場合は、悪い制度であっ

ても必ずしも悪い結果は生じない。 
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どうやら、今回は違うようだ。直接証拠はまだ入手していないが、状況から

見れば大学の自治への干渉という大きな問題が発生したことは確かなことだと

思う。 
大学の公式ホームページには以下のような選考理由が掲げられている。 
 
学長選考会議では、「大学運営に関して、どのような問題があると考えている

のか」「問題解決のために、どのようなことが必要と考えているのか」「どのよ

うな大学にしていきたいのかという抱負について」の３点を評価基準とし、所

信表明・面接等をもとに慎重かつ公平な審議を行いました。最終的には投票の

結果、布施 勉 氏が過半数の票を獲得し選考されました。 
 
上の評価基準に照らして、どうして布施氏に決定したのか、摩訶不思議とし

か言いようがない。このような少数で選考するのであるから、もともと、多数

決で決めさえすればよいというものではない。投票結果ではなく選考理由が明

快で納得のいくものでなければならないはずである。 
選考基準を公表しても、いわば試験問題を公表しただけであって、各人の答

えがそれにふさわしかったかどうか、そこが示されなければまったくもって「選

考理由」にはなっていない。 
 
なぜ私が、布施候補がもっともふさわしくない候補であると考えたのか、そ

の根拠を述べよう。 
第１に、布施候補ほど大学内で人望のない人はめったにいない。前回の学長

選考の際に、支持者が推薦人 15 人を集められなかったという話は、大学内部で

はよく知られた話である。また、そのことには理由がある。すなわち、市大の

「改革」前夜に、多くの教授会の決議がなされ、教員の多くが横浜市という権

力の横暴と戦っていたその時期に「大学改革を推進する会」を発足させたと神

奈川新聞に報じられたのである。もちろん、思想信条の自由から言って、その

ことだけで不見識だというつもりはない。しかし、その発表内容が真実を伴わ

ないとすれば、それは非難に値しよう。当時の「小島、馬来、布施」の３教授

が会を作ったという新聞報道はあったが、その会がまったく実態を持たないも

のだった。会合を開いたこともなければ、会員の勧誘もなかったし、会主催の

行事も聞いたことがない。念のため、前回の学長選考の折に、私は布施候補に

この会の活動内容を教えてくれるよう質問状を出したが、回答はまったくなか

った。 
教職員の信頼を集めることができない人が学長として十分な責務を果たせる

とは思えない。 
第２に、その後の大学改革では、教員と対立して強権的にことを進めた。現

在の Practical English 問題の一番の責任者は布施氏なのである。教員サイドの

強い反対を押し切って、３年への進級条件として TOEFL 500 点を課すことを制

度化したのである。この問題がいよいよ大詰めを迎える今、布施氏の登板は事
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態を一層の混迷に陥らせるだけであろう。 
今回、布施氏を学長にしたのが本当のところ誰なのかは分からないが、その

人は市大の現実をまったく見誤っているとしか思えない。外部にいてまったく

市大の状況が分かっていないと思われる矢部候補と布施候補を除いて、他の４

候補はみんな現状に問題を感じ、このまま改革路線を続けさえすればよいと言

った人はいなかった。また、ストロナク現学長も「プロジェクト R は外部だっ

た、今度は内部で学部のあり方を考えなければならない」と我々教員に呼びか

けていたのである。誰の目にも、今回の改革が大きな問題をかかえていること

が明らかになっているのである。そんな時期に改革当初の責任者が大学に戻っ

て何ができるというのであろうか。 
今後、布施氏は教員を押さえつけ、改革路線を突っ走るばかりであろうが、

そこには非暴力不服従やサボタージュといった抗議行動が発生するだろう。あ

るいは、短期的には改革が進むようにも見えることもあるかも知れないが、本

質的には矛盾を増大させるばかりであり、そう遠くない将来に自壊の道をたど

るに違いない。 
  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 55 号  転送歓迎 
  2008 年 3 月 15 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.55, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

学長の要件「高潔な人格」――市大顧問とは―― 
                                国際総合科学部 一楽重雄 
 
  4 月からの学長に布施勉氏が選考された。大学の学長とは、呼んで字の如く大

学のトップである。市大の場合には別に理事長がいて学長は副理事長に過ぎな

い。したがって、大学経営という意味では学長はトップではなくナンバー２で

ある。一般に理事長は経営面に責任を持ち、学長は"教学"に責任を持つと言われ

る。そのとおりであろう。教育・研究面についての責任者は学長であり、学長

は「学問の何たるか」が分かっていることが第一の条件であろう。研究・教育

を主体的に担うのは教員であり、事務局はそれを支えるのが基本であろう。こ

の観点からは、学長は教員全体をまとめて、そのトップとして大学運営を行わ

なければならない。 
学長選考等規程第３条には、 
 「人格が高潔で、学識が優れ、かつ本学における教育研究活動を適切かつ効

果的に運営することができる能力を有する者」 
と書かれている。「人格が高潔」とは具体的にどういうことか。それは一言で説

明できるものではないだろうが、少なくとも地位やお金にしがみつくようなこ

とは高潔とは言いがたい。 
 学長選考の際の履歴書には記載されていないが、布施氏は「市大顧問」とい

う肩書を一時使用していた。大学の顧問というのはこれまで聞いたことがない。

そこで、実際にはどういうことであったのか、大学当局に問い合わせてみた。

その結果これまでにも指摘されていたことではあるが、いくつかの疑問が浮か

んできた。 
  判断は読者にまかせるとして事実関係を中心に報告しよう。 
 そもそも、大学顧問というものが制度としてあるものなのか聞いてみたが、

予想どおり制度として顧問というものがあるわけではなく、その場の必要に応

じて顧問契約をしたもの、ということであった。無給か有給かは重大な点だと

思う。もちろん、無給であれば人格高潔に抵触することはまったくない。有給

であっても、ただちに「高潔」でないとは言い切れないとは思う。しかし、有

給であるとすれば、大学にとって本当に必要性があったのか、また、それに値

する相談内容、勤務実態があったのかは問題となるであろう。 
  大学当局からは、さらに次のような説明を受けた。 
１．大学の顧問は、平成 18 年 4 月 1 日から 5 月 30 日まで委嘱していた。当初
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は１年間を予定していた。 
２．相談内容は、以下のとおり。 
 イ．大学院の再編 
ロ．ハラスメントなどの懲戒処分等に関する法的アドバイス 
ハ．外部資金獲得に向けてのアドバイス 
ニ．その他 
３．勤務と給与 
 イ．勤務は週 3 日、火木金、１日 3 時間程度 
 ロ．給与額は法律の専門家としての世間相場をもとにした単価によって計算

した額を月額として支払った。 
 
  なお、布施氏は 5 月 31 日から横浜市の監査委員となっている。布施氏のあと

には、大学として顧問を委嘱したことはないとのことであった。給与の正確な

額はプライバシーに触れるからということで教えてはもらえなかった。しかし、

法律の専門家としての世間相場ということであれば、弁護士に 30 分相談すると

5000 円である。したがって、その単価で計算すると月額 36 万円ということに

なる。これは正確ではないかもしれないが、そう大きな狂いはないはずである。

結構な額である。 
  大学当局の説明では、上のような問題を相談するのに「法律の専門家である

こと」、「学内の事情が分かっていること」により、お願いしたとのことであっ

た。そして、出勤簿管理もきちんとしていた、とのことであった。 
 法律的、あるいは、外形的には何も問題はないのかも知れない。しかし、教

員仲間の目で見るといくつか疑問が沸く。 
  まず、前例のなかった大学顧問というものを置く必要性がどの程度あったの

か。本当に週 3 回、１日 3 時間も相談する内容があったのか。もちろん、相談

には複数の職員が関係していたかも知れないが、そう何人もが入れ替わり立ち

代りというのも考えにくい。とすると、そんなに長時間かかわっているほど市

大の職員はひまだったのだろうか。皮肉でなくて、本当に疑問に思う。 
  法律の専門家と言っても、ご存知のように布施氏の専門は国際法である。そ

れも海洋法が専門である。確かに学内事情は分かっているかもしれないが、処

分に関する法律相談に適任であろうか。市大に法学部はない。しかし、国際法

でいいなら他にも現役の先生がいらっしゃる。それも海洋法ではなく人権法の

専門家である。その他に国内法では、民法、会社法などを専門とする先生もい

らっしゃる。これが第 2 の疑問である。 
  相談内容から見て、当初予定した一年間も必要であるのだろうか。これが第 3
の疑問である。 
  
  大学の非常勤講師の給与は大体１こま 3 万円くらいである。したがって、こ

の顧問料でおよそ 10 コマ分は頼むことができる。ひとりの顧問より 10 人の非

常勤講師のほうが大学のためになるように思うのだが、どうだろうか。 
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学長に限らず、大学幹部は本当に「人格高潔な人」がなって欲しいと思う。私

はこれまで抽象的な学長選考規程などあまり意味のないもののように思ってい

たが、そうではない。ただ、その規程を生きたものにするか、単なるお題目に

してしまうかが問題なのだと思う。 
  果たして、今回の選考会議はこの規程を生きたものにできたのだろうか、私

は疑問に思う。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)  配信ご希望の方は、 
次のアドレスにお申し込みください。: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 56 号  転送歓迎 
  2008 年 3 月 26 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.56, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

学位審査謝礼等問題は何を物語るか 

――市大の真の改革を望む―― 
 

国際総合科学部 
一楽重雄 

現在、マスコミをにぎわしている医学部長の学位謝礼金問題を見ていて、学

内者として実にもどかしく悲しい想いがする。謝礼金問題自身もさることなが

ら、その処理の不手際さは目に余るものがある。最近には、副学長の長女の学

位審査についても疑問が出てきた。長女の学位審査の主査を自分がするという

のは世の中ではまったく「非常識」だが、恐らく医学部では「常識」だったの

だろう。なぜなら、自分が主査になると言ってなれるわけではないからである。

私の知る限りでは、主査副査の決定は研究科委員会（大学院の教授会）におい

ての審議事項だからである。 
これらの問題の元を質せば市大の「似非改革」にある。このところ「改革」

という名目さえあれば中味を議論することなく進められ、反対する人たちは「抵

抗勢力」とレッテルが貼られてしまう。市大の「改革」は、矢吹先生が早い段

階で喝破されたように現実には改革どころか「市大潰し」であった。実際、私

の所属する数理科学科はまったく専攻を廃止され、文字通り「潰されて」しま

った。それも「前年の志願者倍率はもっとも高かった学科が」である。合理性

のない結論であったが、「改革」が、新聞報道を期待し「日本初」を狙うだけの

市長の野望によってなされたものでしかなかったのである。 
今回の問題を考える視点はいくつかある。 
 
まず、第一に、このような時代遅れの問題が「改革」以後も持ち越されてい

たのはなぜか。世間の「常識」は市大医学部の「非常識」のままにされたのは

なぜであったか。それは繰り返しになるが、そもそも大学の問題点をきちんと

検討して、その解決策として市大が「改革」されたものではなく、単に市長の

パフォーマンスで「改革」されたからである。ある程度政治的な力を持ってい

た医学部は、「改革」の計画段階で実質的に改革の対象からはずされていた。他

の３学部はひとつに統合されてしまい、教授会がまったく機能しなくなった。

医学部ではそれと違って、4 年制になった看護学科をも併合するような形で大き

くなり、医学部の教授会は力を残した。大学改革では「講座制廃止」のはずだ
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ったが、実際には何も変わってはいない。教授が絶対的権威になってしまう講

座制の問題点が何ひとつ解決されていないということが、今回の事件では明白

になった。横浜市は、「改革」の題目として医学部については他に「医学部附属

病院」を「大学付属病院」にすることを挙げた。これは始めからどちらでもよ

いことであって、実際上大きな違いは出るはずもない。 
戦後 60 年以上経過した今になっても市大医学部は「民主化」の必要性がある

のである。 
 
この問題が示す第２の点は、これまでにも何回か指摘してきたが「教授会の

自治」をまったく排除してしまっては、大学の運営自身がうまく立ち行かない

ということである。今回の事件によって、それが学外の人々にも分かる形で顕

在化したと思う。 
大学当局のこの問題に対する不手際さは相当である。嫌疑をかけられている

教授自身が、学長候補所信表明という場違いのところで、コンプライアンス委

員会に対する不満、大学の自治の崩壊に対する告発を行い、それでやっと大学

当局が動き始めた。しかも、動き始めてもコンプライアンス委員会の「人選を

間違えた」とか決定的な不手際を続けている。新聞にも「歯切れの悪い説明に

終始した」などと書かれ、文部科学省には連日呼び出されて、きちんとした再

発防止策を出せなどと言われる始末である。これまでも日常業務については、

小さなトラブルや予定の遅れは日常茶飯事であったが、学生に迷惑をかけない

ようにということで現場の教職員が一生懸命努力するから、それらが大きな問

題にならなかっただけなのである。 
一般の会社や役所のように日常的な業務自身が、上下関係の中で処理される

ような責任体制のところと独立した教員が各人の責任で授業をするのが基本で

ある大学の体制とでは、運営が同じようにできないのは自明である。このこと

が「大学改革」を進めた横浜市にはまったく分っていなかった。 
これをよく示すのが、今回のコンプライアンス推進委員会の改組である。当

初、７人の管理職プラス弁護士の委員会ではことが処理できず、急遽、それも

問題が当事者自身の告発で明るみに出てから、４人の外部委員を主とする体制

に変えたということによってよくわかる。大学の教員管理職と一般の職場の管

理職では意味がまったく違う。つまり、教員管理職の場合には、通常の意味で

の部下が一人もいないのである。しかも、本来業務である研究教育は続けてい

る。だから、このような委員会を管理職で構成しても、教員管理職は忙しくて

何もできない。事務職員の管理職の場合には、長が委員であればその部下が実

際の仕事をする。だから、会社や役所では、管理職ばかりの委員会も意味があ

るが、大学ではそうではないのである。 
この違いも分からないで管理職に権限を集中させているのが現在の市大であ

る。人事委員会も当初のコンプライアンス委員会も管理職ばかりで構成してい

る。いわば、理事長・学長独裁体制とでも言うべきなのが市大の組織である。

しかも、そのトップの理事長は非常勤ときているのだから、ちょっと大変な問
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題になると文部科学省に怒られてばかりという無様を見せることになる。さら

に教員管理職は学長の任命である。その学長が公立大学初の外国人学長で「雇

われ学長」であるから、市大にどんな人がいるかもよく分かっていない。しか

も、任期制に同意しない人は管理職にしないなどとしているから、人材が払底

する。もともと管理職に向いていない人が、かなりの大学幹部になっていたり

する。 
 

 今必要なことは、教授会自治の一定の回復とその欠点を補う制度の創設であ

る。学部ごとの教授会自治だけでは、今回のような問題は解決が難しいのは確

かであろう。したがって、各学部の独立した教授会の上に何らかの組織を作る

とか学長権限を以前より強化して学長室を作るというようなことは考えられる。

その一方、今回のような問題では教授会自身が主体性を持って解決を図るので

なければ、調査さえ満足にできないだろう。 
外部委員を中心とした４人の委員会、それも他大学の学長、市役所の局長、

そして弁護士が委員の委員会で果たして十分な調査ができるとも思えなかった

が、ちょうど、今日結果が新聞に掲載された。案の状、「一部に現金の授受があ

った」ことだけを認めただけの結論である。通り一遍な結論であることは想像

以上であった。外部委員を含む別な委員会を立ち上げてそこで十分な調査をす

るようにも求めているとのことだが、これではコンプライアンス委員会の役割

はいったい何なのか疑問である。 
この調子では、これから設置される委員会でも、実態が究明され、問題の解

決に向けて医学部の改革へ進むという道筋にはなりそうにない。「ともかく、形

をつけて市会から追求されたりしないようにすること、それさえできればそれ

でいい」という横浜市のご都合主義でことが進むのではないだろうか。 
 
独立行政法人になって、教員だけでなく事務職員も法人固有職員の採用を始

めた。横浜市からの出向者ばかりではなく、大学のことを自分のことと考えて

働く人は必要であるから、それは当然であろう。ところが固有職員の採用は、

教務や入試関係ばかりであり、大学の予算や計画に関わる部門は依然として横

浜市の出向者が占めている。しかも、先日の学長選考を見れば分かるように、

実は市が大学をリモートコントロールしている。 
大学の自治を持ち出すまでもなく大学の運営をスムーズにするためだけにも、

大学は独立行政法人らしく独立し、責任体制をきちんとすることが必要である。

今回の問題の処理がきちんとできなければ、理事長を初めとして大学幹部は責

任を明確にすべきである。そして、本当に大学の経営ができるひとが固有職員

として大学を切り盛りしてくれなくては困る。間違っても、役人の天下り先に

してはいけない。これについては、市会がしっかりと監視する必要がある。 
 
現在の市大は「大学ではない」として市大を去った人、あるいはこれから去

る人もいる。まったくそのとおりだと思う。 
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市大の「改革」を根本から見直すべき時期だと思う。本当の「改革」とは何

か、この機会に元に戻って考える必要がある。それをしなければ、「市大が市民

にとって存在価値があるもの」になるという改革の目的は決して実現されない

だろう。 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)  配信ご希望の方は、 
次のアドレスにお申し込みください。: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 57 号  転送歓迎 
  2009 年 3 月 10 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.57, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

『さらば、公立大学法人横浜市立大学－－「改革」という

名の大学破壊－－』吉岡直人著 発行される！  
 

横浜市立大学 
国際総合科学部 

一楽重雄 
 

 
横浜市立大学は、横浜市という大都市の割には小さい中規模総合大学という

形の地味な大学でした。公立大学法人になる前（平成 16 年以前）までは、外か

ら見ても中にいる人にとっても、「小さな大学だがよい大学」という感じであっ

たと思います。 
それが、2001 年くらいから、ひどく高圧的な事務官僚が総務部長として市大

に着任して、「学会出張は、出張でなくて職免」とか「教員も出勤簿に判を押せ」

だのと、教員を敵視するようになって来ました。その後、中田市長によって「あ

り方懇談会」が設けられました。その座長は東工大教授で自称社会学者、橋爪

大三郎氏でした。そこから大学への「脅し」としか言えないような、乱暴な答

申が出されたのでした。 
その後、たまたま車の運転中に聞いたラジオで、彼は「日本では、会議の前

に結論が決まっているのですよね」と言っていたのです。これは社会学者とし

ての発言のつもりでしょうが、彼の実感でもあったと思います。彼が座長とは

名ばかりであったことを、はからずもラジオで天下に告白していました。 
そして「大学改革の嵐」と続くのですが、吉岡氏の著書は、このあたりから

書き始め、大学の改革案、市の改革案が作成されていく過程、そしてついには

法人化以後のでたらめな「昇格人事」が最後の引き金となって辞職するまでを

書いたものです。この書物は、吉岡氏から見た「大学改革」をいわば手記とい

う形にまとめたものですが、ほぼ、全体にわたって事態の推移を書いているの

で、市大の改革がどのようなものであったか、大体つかめるのではないかと思

います。 
吉岡先生は、いわば「改革」に抗して一緒に戦った仲間ですので、私の名前

も随所に出てきます。それでも本書は私にとって新鮮でした。現在の大学の姿

は、まったく横暴不遜としか言いようのない一官僚が、市長に気にいられて作
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った改革案、その基本的な考え方が法人化以後も生きているということがよく

分かりました。 
中田市長は、ハレンチな合コンとか、お友達に市の保有する土地を安く貸し

たりしているとか、スキャンダルというような話がいっぱい言われるようにな

っています。しかし、一般の人は週刊誌のあまりに下品な見出しを見て「まさ

か、市長ともあろう人が」と思っているでしょう。私は大学改革のやり方、そ

こでのウソ、品の無さから見て、中田市長の話に限っては、週刊誌の報道が正

しいと直感しています。市大内部の人間としては、「市長の交代までなんとか生

き延びるしかないのか」というのが、現在のいつわらざる心境です。 
本書は、市大の方々にとっては、嵐の後に改めて「大学改革」を見直す機会

となるでしょう。他大学の方々にとっては、市大改革を「他山の石」として考

えて頂くために、一読の価値があると思います。 
 
なお、本書は自費出版ですので、カンパの意味も込めてご購入をご検討くだ

さるようお願いいたします。 

ご注文は、下記アドレスへメールでお願いします。代金

は 2000 円、送料はこちらで負担します。 

注文先：ichiraku@yokohama-cu.ac.jp 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
編集発行人: 矢吹晋(元教員)  配信ご希望の方は、 
次のアドレスにお申し込みください。: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



************************************************************ 
横浜市立大学の未来を考える 
『カメリア通信』第 58 号  転送歓迎 
  2009 年 8 月 15 日(不定期刊メールマガジン) 
Camellia News No.58, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
************************************************************ 

市大つぶしは「中国語入試ミス」冤罪作りに始まった 
矢吹 晋 

定年間近の一年を思わぬトラブルで浪費した。すべては三七歳の若造による

｢大学つぶし｣策謀のためだ。昨年夏ごろから、大学いじりの陰謀が一挙に表面

化した。私は｢いま横浜市大でなにが起こっているのか｣と題した一連のアピー

ルをホームページに掲げてきたが、いまその経緯を簡単に備忘録として整理し

ておく。 
発端は定年で消えゆく老兵の補充をしない。すなわち私の後任教員を採用し

ないという事務局の乱暴な提案を学長が追認した事件である。私は二〇〇二年

七月二五日、全学一〇名有志教員とともに｢教員の欠員人事補充人事凍結に関す

る学長見解の撤回を求める緊急アピール｣をホームページに公表した。これと同

時に、翌二六日付で｢横浜市立大学商学部における中国研究を廃止してよいの

か｣と題するアピールを公表した。これに対して激励のメールをくださったのは

以下の方々である。コメントや激励のお言葉は省略し、お名前だけを列挙させ

ていただく(これは私のポストの葬式に対する｢弔電｣の響きがある)。 
海事産業研究所菊池寧氏、アジア経済研究所地域研究第一部主任研究員中居良

文氏、 水野隆張氏(ゼミ卒業生・社会人)、 流通経済大学教授原宗子氏、朝日新

聞外報部水野孝昭氏、商学部大学院経済研究科修士課程竹内江里子氏、北海道

大学国際広報メディア研究科教授高井潔司氏、東洋大学法学部教授丹藤佳紀氏、

ライフビジョン奥井禮喜氏、卒業生千野裕輔氏、和歌山大学経済学部教授今井

武久氏、チャイニーズドラゴン新報社福田智子氏、横浜市立東高校小松原伴子

氏、商学部経済学科四年西原昭子氏、横井陽一氏(長年の横浜市民)、公務員匿名

希望氏、中国投資諮詢事務所田中忠仁氏、永岑三千輝教授、前岡崎嘉平太国際

奨学財団事務局長阿部康男氏、川口正剛君(商学部学生)、横浜市立大学名誉教授

佐藤経明氏、武蔵大学経済学部教授星野誉夫氏、三井物産ＴＫＣＬＭ黄暁京氏、

紀陽リース・キャピタル株式会社栗山重信氏、 立教大学法学部教授高原明生氏、

多田敏宏氏(翻訳家・地方公務員)、 市村保夫氏(横浜市民)、李岸君氏(ゼミ卒業

生)、及川淳子氏(桜美林大学)、黄朝恒氏(三洋電機ソフトエナジーカンパニー)、
重岡理恵氏(1990 年商学部卒業)、陳勇氏(香川大学経済学研究科)、高井太郎氏。

 
以上のように、矢吹の｢緊急アピール｣には賛同の声が寄せられたが、ある学

生に対して、一部の教職員から不当な圧力を加える事件が発生した。そこで九

月七日付で有志教員五名とともに「抗議の要望書」を公表した。ここまでは欠
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員不補充問題である。その後、三つの学部事務室を一つの統合する事務機構合

理化案が提出され、評議会で紛糾したところ、事務局幹部が会議をボイコット

するという前代未聞の事件が発生した。すなわち一〇月一八日、事務局長およ

び総務部長が評議会開会中に退席した事件について、抗議する声明に一八名の

有志とともに発表した（このあたりで学長は毅然とした態度をとらなかったた

めに、事務局独裁の構図を定着させてしまった。学長の無能無策が今回のトラ

ブルの最大の要素の一つだ）。この問題については、一一月一五日教員有志の一

五名とともに、｢事務局トップの職務放棄を容認してはならない｣とする抗議書

を中田宏市長に送った。 
一二月一四日学内で開かれた大学発ベンチャーシンポジウムが開かれ、初め

て市長が大学を訪問する機会があった。そこでその席上、市長に対して大学つ

ぶしを糾弾する質問を試みようとして（いわば直訴作戦ですね）、時間切れを口

実に不発に終わったので、代わりに抗議の文書を手渡した。この段階では、ま

だ大学つぶしの張本人が市長その人であることを認識するに至っていない。 
二〇〇三年一月一六日、市長の諮問機関「市立大学の今後のあり方墾談会」(あ

り方懇)は、に第五回会議を開き、座長(橋爪大三郎東京工大教授)が、「座長・私

案」(中間報告)を発表した。ここで｢廃校を含む改革案｣なる構想が提起され、不

満は一挙に爆発した。その直後に｢横浜モデル批判｣の文書が登場した。「中田市

政を考える会」(仮)準備会の文書｢構造改革論者・中田宏市長の目指すもの｣(二
〇〇三年二月)は明快に市長サイドの策略を分析していた。これまではわが有志

たちは、事務局の悪代官にも似た「跳ね上がり総務部長」の個人プレーと見て

いたが、いまや全状況を的確に認識するにいたって、もはや｢学内での解決は不

可能｣だと判断し、広く市民や卒業生に訴える方向に転換した。ここまで実に長

い紆余曲折があった。なんと多くの時間をムダにしたことか。 
二〇〇三年二月八日第一回市民の会シンポジウム（カメリアホール）。三月八

日第二回シンポジウム（シーガルホール）。三月一八日、矢吹が市民の会のホー

ムページ立ち上げて、矢吹のホームページから引っ越しを行う。y-shimin のロ

グイン名は、申し込み過程でとっさに書き込んだものだ。数日後(二三日)、パソ

コンに強い若い女性が管理を引き継いでくれ、さらにリニューアルするととも

に、掲示板も開設してくれた。 
『市民の会の通信』は二月一八日創刊号から第二三号(三月二七日付)までを矢

吹が編集し、第二四号（三月二八日号）から重岡理恵さんに交代し、第三二号

（五月一六日号から小林芳子さんに交代した。三月二九日第 3回シンポジウム。

四月五日運営委員会。四月一九日第四回シンポジウム。五月三日運営委員会。（五

月五日卒業生への封書作戦三〇〇〇通、矢吹欠席）。五月一一日卒業生への封書

作戦五〇〇〇通兼運営委員会。五月一七日卒業生へのはがき作戦一万五〇〇〇

枚兼運営委員会。五月二四日某市会議員に陳情。五月二五日大規模シンポジウ

ム案内の封書宛て名書き一〇〇〇通兼運営委員会――週末は毎週会議と作業に

でかける体制になった（この年になって下放労働に参加するとは思わなかった）。 
五月下旬、市長一派を揺るがす事件が発生したので、市民の会 BBS にさっそ
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く、次のように投稿した。①佐藤行信市議逮捕か。 2003/05/20(Tue) 11:29 中田

宏市長への支持を明確に打ち出した「ヨコハマから日本を変える会」公認の佐

藤市議が逮捕寸前です。今朝の『読売新聞』『朝日新聞』全国版に載っています。

建設業者から選挙資金を受け取った疑いです。なお『神奈川新聞』では、佐藤

市議の名は、まだ伏せられている由です。さてさて、「ヨコハマから日本を変え

る会」はどうなるでしょうか。さてさて、「市大つぶしからヨコハマを変える」

構想は、どうなるでしょうか。いよいよ田舎芝居の始まり、始まり。②佐藤行

信・議員の志 05/20(Tue) 12:37 佐藤行信議員のホームページから「議員への志」

を読んでみたいと思います。この志と建設業者からの不正献金とがどのように

関わっているのかを、じっくり考えてみたいものです。 
以下「ゆきのぶのホームページ」からの部分引用です。 

---- 横浜市会議員として現在２期目の活動をさせていただいておりますが、活動

の基本は従来の政官財の体質から最小のコストで最大の市民サービスをする仕

組みに変えたいと思っています。横浜市の財政の健全化に向けて、行政改革や

民間委託を求め政治や行政のパラダイムチェンジを目指した活動をしてまいり

たい。中田市長を誕生させた横浜みらい市会議員団の議員と横浜から日本を変

えてみませんか？----- 
引用終わり。  
③中田与党幹部逮捕！ 05/21(Wed) 08:37「横浜みらい」の議員団副団長逮捕

の意味するものを深く考えてみたいものです。問題の核心は、この事件がひと

りの幹部の問題なのか。それとも「横浜みらい」という集団そのものの体質を

あらわすものなのかです。赤字ではない大学を赤字といいくるめ(ちなみに商学

部は黒字ですが、私の後任を採用しない。これはどうみてもスジが通らない)、
強引に独立法人化を進める狙いは何なのか。これは大学を改革するという美名

のもとに、実は(この逮捕議員が実例を見せてくれたように)、大学を利権の巣窟

とするためではないのか。このような疑惑の多い大学つぶし陰謀に対して、学

長はなぜ迎合することしかできないのか。まったく理解に苦しむ事態です。 
もしかしたら、幻のリベラルアーツカレッジ学長になりたいのかしら――こ

うイヤミを書いて終わり。 
 
中国語入試ミス事件 
昨年前半に悩まされたのは入試ミス事件であった。入試ミスは事務担当者の

落ち度にすぎないが、この処理は終始事務ベースで進められ、現場の担当者に

責任を転嫁しかねなかない雲行きだった。そこで労をいとわず、弁明やら、抗

議のために、大量の文書を用意した。それは著書一冊を書く以上のエネルギー

と紙幅ではなかったかと思われる。これを機会に、受験生が少なく、面倒な中

国語入試なぞやめてしまえ。担当の教員はいらないという話につながるので、

防戦を余儀なくされたわけだ。三月、前年度の入試ミス事件が発覚した。 
中国語受験生のうち二名が採点までは正しく行われたにもかかわらず、集計

ミスにより不合格とされ、一年間を棒に振る事件が発覚した。出題・採点の担
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当者として、私は経緯と事実を説明すべき立場に立たされた。平成一四年三月

八日商学部臨時教授会の議を経てミスが公表された。これを受けて、三月一二

日入試過誤調査委員会が発足した（委員長＝金子文夫国際文化学部長）。五月二

日商学部定例教授会で過誤委員会「中間報告」が報告されるや、報告書のデタ

ラメぶりをめぐって教授会が紛糾した。これに危機感を感じた矢吹は同僚とと

もに五月九日「二〇〇一年度入学試験における電算処理上の過誤の原因・プロ

セスの早期徹底解明について」と題する要望書を入試管理委員会（委員長＝小

川恵一学長)、過誤調査委員会（委員長＝金子文夫国際文化学部長)、川内忠商学

部長に提出した。その後「二〇〇一年度入学試験における電算処理上の過誤の

原因・プロセスの早期徹底解明について」と題する要望書を重ねて提出し、出

題・採点者としての立場を明らかにした。加えて、五月一〇日夜第七回過誤調

査委員会に中国語出題採点担当者として出席し、事情聴取を受けるとともに真

相の徹底的解明を要求した。七月二三日合否判定過誤に関する『調査報告書』

がまとめられたが、それはまことにずさんきわまるものと思われた。 
夏休み休戦を経て、八月三〇日、大学当局は記者会見を行い、処分を発表し

た。各紙は「採点ミスで二三人処分。教職員に減給など」と大きく報じた。矢

吹は当然この処分対象者には含まれていないが、「採点ミス」と報じられたこと

により、採点者矢吹の名誉は著しく傷つけられたので、報道機関に抗議した。

神奈川新聞報道部への抗議文（九月三日付）に対して、誠意のない回答が届い

たので、重ねて抗議した。 
以下の通りである。 
神奈川新聞報道部御中。九月三日付 fax によるご回答をありがとうございま

した。内容を一読して、驚きを禁じ得ません。真実の報道を追求すべきジャー

ナリズムに携わる方の回答とは、到底考えられないものです。大学入試におい

て、解答用紙の採点に始まり、得点集計、合否判定を経て発表に至る過程には、

いくつもの段階があります。それらのどの段階においても、ミスの発生が許さ

れないこと、これは改めて申し上げる必要もありません。合否判定においてミ

スが生じた場合には、「どの段階で、なぜ生じたのか」、その原因を徹底的に解

明して初めて類似のミスの再発を防ぐことができます。「採点ミス」とは、「採

点者による、採点上のミスを指す」ことは日本語の常識であります。今回の合

否判定ミスは、採点者の手元から離れた段階で生じたものであり、採点者とし

て責任を負うことはできないものです。今回の処分において、採点者が処分対

象から外されている事実を直視すべきであります。ご回答によれば、貴紙は「合

否を判定する入試の採点に関する作業ミスに包含される」と認識して「採点ミ

ス」と表記した由であります。しかしながら、「採点ミス」の四文字を、見出し

を含めて三回も繰り返したことによって、「受験生本人、またそのご家族(一般読

者)」に「採点者のミス」を印象づけることになります。これはどのような結果

をもたらすでしょうか。本学入試においては、当然ながら出題・採点者名は匿

名にされています。しかしながら横浜市立大学商学部の場合、専任教員で中国

語を担当している者が単数であることは、大学が公表している資料から容易に
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分かります。つまり建前としては、入試関係者は匿名とされているにもかかわ

らず、実際には担当者を特定できる場合もありうるのです。それゆえに無視で

きない問題になります。現に入試ミスの報道以後、私の研究室宛てに、「抗議」

（と解釈される）電話を受けた事実があります。つまり採点担当者は、実際に

被害を受けているわけです。「採点ミス」の用語法について、百歩譲って貴紙の

主張を認めたとして、採点者の基本的人権、名誉を貴紙はどのように認識して

おられるのでしょうか。私が誤報の訂正と謝罪を要求するのは、現に被害を受

けているからであります。「採点ミス」という表記については、貴紙の期待通り

に広義の含意で受け取る読者も中にはいるものと思われますが、相当数の読者

が「採点者のミス」と誤解した事実がある以上、訂正記事を載せるべきであり

ます。特に入試に強い関心を持つ読者ほど簡単に読み流さず「採点ミス」と印

象深く受け止めやすい事実に留意すべきであります。貴紙の用語法を用いれば、

「入試ミス」はすべて「採点ミス」になります。そのような曖昧な表現は、「受

験生本人、またそのご家族(一般読者)」に入試ミスの真実を報道することには到

底なりえないことは明らかであります。ちなみに、同日付の『朝日新聞』には

「採点ミス」の四文字が見当たらないことにご注意いただきたいと思います。

以上の理由により、誤報を訂正すること、採点者の名誉を著しく傷つけたこと

に対する謝罪を改めて要求します。 
二〇〇二年九月三日、横浜市立大学商学部教授矢吹晋 

入試ミス問題について私は『入試ミス調査報告書』批判---ミスの真の原因究

明が事故の再発を防ぐ。報告書の事実誤認を糾し、調査委員会の欺瞞を暴露す

る(二〇〇二年九月一日)を書いた。前書きはこうである。［これは大学当局の発

表した『入試ミス調査報告書』に対して、矢吹のコメントを付したものである。

八月三〇日の入試ミス記者会見を報じた八月三一日付各紙(『神奈川新聞』『朝日

新聞(神奈川版)』『毎日新聞』『東京新聞(横浜版)』)は、程度の差はあるが、すべ

て欠陥報道であるといってよい。各紙がなぜ欠陥報道に陥ったかを検証するた

めに、改めて当局の『報告書』を読み直した。[ ]内は、すべて矢吹のコメント

である。読者はこの『報告書』と矢吹の『報告書批判』とを合わせてお読みい

ただき、その当否を点検していただきたい。私見では、『報告書』は、あらゆる

意味で「反面教師」である。このような「教師」から、「過ちを学ばない」よう

心がけることによってのみ、入試ミスの再発を防ぐことができると私は確信し

ている。二〇〇〇二年九月なのか］ 
さらに｢大学当局のずさんな報告書の問題点を逐一批判した対照表｣の形に再

整理した。｢読者から見易い対照表を作るよう要望が寄せられたので、対照表形

式に改めた。九月一〇日｣これについて当局側の回答および新聞社側の謝罪はな

い。そうこうしているうちにか大学つぶしの策動が本格化したので、入試ミス

問題は吹き飛んでしまい、私は次の闘争に参加することになった。 
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『蒼蒼』6 月 10 日第 111 号逆耳順耳 

中国語入試ミス事件 

昨年前半に悩まされたのは入試ミス事件であった。入試ミスは事務担当者の落ち度

にすぎないが、この処理は終始事務ベースで進められ、現場の担当者に責任を転嫁し

かねなかない雲行きだった。そこで労をいとわず、弁明やら、抗議のために、大量の

文書を用意した。それは著書一冊を書く以上のエネルギーと紙幅ではなかったかと思

われる。 

これを機会に、受験生が少なく、面倒な中国語入試なぞやめてしまえ。担当の教員

はいらないという話につながるので、防戦を余儀なくされたわけだ。 

三月、前年度の入試ミス事件が発覚した。 

中国語受験生のうち二名が採点までは正しく行われたにもかかわらず、集計ミスに

より不合格とされ、一年間を棒に振る事件が発覚した。出題・採点の担当者として、

私は経緯と事実を説明すべき立場に立たされた。平成一四年三月八日商学部臨時教授

会の議を経てミスが公表された。これを受けて、三月一二日入試過誤調査委員会が発

足した（委員長＝金子文夫国際文化学部長）。五月二日商学部定例教授会で過誤委員

会「中間報告」が報告されるや、報告書のデタラメぶりをめぐって教授会が紛糾した。

これに危機感を感じた矢吹は同僚とともに五月九日「二〇〇一年度入学試験における

電算処理上の過誤の原因・プロセスの早期徹底解明について」と題する要望書を入試

管理委員会（委員長＝小川恵一学長)、過誤調査委員会（委員長＝金子文夫国際文化

学部長)、川内忠商学部長に提出した。その後「二〇〇一年度入学試験における電算

処理上の過誤の原因・プロセスの早期徹底解明について」と題する要望書を重ねて提

出し、出題・採点者としての立場を明らかにした。加えて、五月一〇日夜第七回過誤

調査委員会に中国語出題採点担当者として出席し、事情聴取を受けるとともに真相の

徹底的解明を要求した。七月二三日合否判定過誤に関する『調査報告書』がまとめら

れたが、それはまことにずさんきわまるものと思われた。 
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夏休み休戦を経て、八月三〇日、大学当局は記者会見を行い、処分を発表した。

各紙は「採点ミスで二三人処分。教職員に減給など」と大きく報じた。矢吹は当然こ

の処分対象者には含まれていないが、「採点ミス」と報じられたことにより、採点者

矢吹の名誉は著しく傷つけられたので、報道機関に抗議した。 

神奈川新聞報道部への抗議文（九月三日付）に対して、誠意のない回答が届いたの

で、重ねて抗議した。以下の通りである。神奈川新聞報道部御中。九月三日付 fax に

よるご回答をありがとうございました。内容を一読して、驚きを禁じ得ません。真実

の報道を追求すべきジャーナリズムに携わる方の回答とは、到底考えられないもので

す。大学入試において、解答用紙の採点に始まり、得点集計、合否判定を経て発表に

至る過程には、いくつもの段階があります。それらのどの段階においても、ミスの発

生が許されないこと、これは改めて申し上げる必要もありません。合否判定において

ミスが生じた場合には、「どの段階で、なぜ生じたのか」、その原因を徹底的に解明し

て初めて類似のミスの再発を防ぐことができます。「採点ミス」とは、「採点者による、

採点上のミスを指す」ことは日本語の常識であります。今回の合否判定ミスは、採点

者の手元から離れた段階で生じたものであり、採点者として責任を負うことはできな

いものです。今回の処分において、採点者が処分対象から外されている事実を直視す

べきであります。ご回答によれば、貴紙は「合否を判定する入試の採点に関する作業

ミスに包含される」と認識して「採点ミス」と表記した由であります。しかしながら、

「採点ミス」の四文字を、見出しを含めて三回も繰り返したことによって、「受験生

本人、またそのご家族(一般読者)」に「採点者のミス」を印象づけることになります。

これはどのような結果をもたらすでしょうか。本学入試においては、当然ながら出

題・採点者名は匿名にされています。しかしながら横浜市立大学商学部の場合、専任

教員で中国語を担当している者が単数であることは、大学が公表している資料から容

易に分かります。つまり建前としては、入試関係者は匿名とされているにもかかわら

ず、実際には担当者を特定できる場合もありうるのです。それゆえに無視できない問
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題になります。現に入試ミスの報道以後、私の研究室宛てに、「抗議」（と解釈される）

電話を受けた事実があります。つまり採点担当者は、実際に被害を受けているわけで

す。「採点ミス」の用語法について、百歩譲って貴紙の主張を認めたとして、採点者

の基本的人権、名誉を貴紙はどのように認識しておられるのでしょうか。私が誤報の

訂正と謝罪を要求するのは、現に被害を受けているからであります。「採点ミス」と

いう表記については、貴紙の期待通りに広義の含意で受け取る読者も中にはいるもの

と思われますが、相当数の読者が「採点者のミス」と誤解した事実がある以上、訂正

記事を載せるべきであります。特に入試に強い関心を持つ読者ほど簡単に読み流さず

「採点ミス」と印象深く受け止めやすい事実に留意すべきであります。貴紙の用語法

を用いれば、「入試ミス」はすべて「採点ミス」になります。そのような曖昧な表現

は、「受験生本人、またそのご家族(一般読者)」に入試ミスの真実を報道することには

到底なりえないことは明らかであります。ちなみに、同日付の『朝日新聞』には「採

点ミス」の四文字が見当たらないことにご注意いただきたいと思います。以上の理由

により、誤報を訂正すること、採点者の名誉を著しく傷つけたことに対する謝罪を改

めて要求します。二〇〇二年九月三日、横浜市立大学商学部教授矢吹晋 

入試ミス問題について私は『入試ミス調査報告書』批判---ミスの真の原因究明が事

故の再発を防ぐ。報告書の事実誤認を糾し、調査委員会の欺瞞を暴露する(二〇〇二

年九月一日)を書いた。前書きはこうである。 

［これは大学当局の発表した『入試ミス調査報告書』に対して、矢吹のコメントを

付したものである。八月三〇日の入試ミス記者会見を報じた八月三一日付各紙(『神

奈川新聞』『朝日新聞(神奈川版)』『毎日新聞』『東京新聞(横浜版)』)は、程度の差はあ

るが、すべて欠陥報道であるといってよい。各紙がなぜ欠陥報道に陥ったかを検証す

るために、改めて当局の『報告書』を読み直した。[ ]内は、すべて矢吹のコメントで

ある。読者はこの『報告書』と矢吹の『報告書批判』とを合わせてお読みいただき、

その当否を点検していただきたい。私見では、『報告書』は、あらゆる意味で「反面
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教師」である。このような「教師」から、「過ちを学ばない」よう心がけることによ

ってのみ、入試ミスの再発を防ぐことができると私は確信している。二〇〇〇二年九

月なのか］ 

さらに｢大学当局のずさんな報告書の問題点を逐一批判した対照表｣の形に再整理し

た。｢読者から見易い対照表を作るよう要望が寄せられたので、対照表形式に改めた。

九月一〇日｣これについて当局側の回答および新聞社側の謝罪はない。そうこうして

いるうちにか大学つぶしの策動が本格化したので、入試ミス問題は吹き飛んでしまい、

私は次の闘争に参加することになった。（『蒼蒼』6 月 10 日第 111 号逆耳順耳） 

 

Yabuki                      4 



『入試ミス調査報告書』批判---ミスの真の原因究明が事故の再発を防ぐ。報告

書の事実誤認を糾し、調査委員会の欺瞞を暴露する。 

2002 年 9 月 1 日 

横浜市立大学商学部教授(元入試委員長) 

矢 吹 晋 

『過誤調査報告書』批判(結論) 

一、ミスの原因はなにか 

1.平成 13 年度入試ミスは、出題や採点のミスではなく、得点集計のミスである。 

2.得点集計のミスは、素点 250 点満点の外国語配点を、第 2 外国語に限って「素点 100 点

満点に変更」しつつ、他方で「これを 2.5 倍する」のを「忘れた」ことによって生じた。

3.この素点変更は、そもそも有害無益なものであり、担当者の意向に反して教養部が独断

で決めたものである。 

4.このミスを繰り返さないためには、素点を 250 点満点に戻し、商学部英語と合わせてお

くのがよい。他の学部と合わせるのは、まったく無意味である。 

5.このミスが、他大学の入試ミスに鑑みて行われた入試「改革」の結果として生じたこと

は痛烈な皮肉である。今回のミスは、実情を理解しない者によってプログラムが書き換え

られることが危険きわまりないことを教えている。 

二、文部科学省による点検の指示を軽視した  

6.平成 13 年 5～8 月、文部科学省から二つの入試結果点検の指示が行われた。「商学部の

場合、プログラムの点検しか行わず」、「一覧表の点検を行わなかった」ために、「ミス

を発見できなかった」と調査報告書は説明している。この記述は二重、三重に曖昧であり、

あえていえば虚偽である。第 1 に、「商学部の場合」という主題において、点検を行う主

体が曖昧である。教養部なのか、商学部なのか。プログラム変更の経緯を知る教養部なら

ば、なぜプログラムの不備に気づかなかったのかが問題である。これは点検が杜撰であっ

たことを意味する。もし商学部ならば、プログラムの変更をそもそも「知らされていたの

かどうか」疑問があり、「(第 2 外国語関連で)プログラムの点検を行った」という記述は、

虚偽に属する。第 2 に、「一覧表の点検」の主体は教養部か、それとも商学部か。商学部

がかりに「一覧表の点検」を行ったとしても、今回のミスは発見できなかったはずである。

なぜなら、「100 点満点の得点を 250 点満点の数字のなかに並べた場合」に、特定の受験

生の得点がすでに 2.5 倍されたものかどうかは、分かるはずがないからだ。調査報告書の

この記述は、中国語担当者らの「質問書」を意識して挿入したものと解されるが、この報

告書が虚偽を記述するのは、商学部への責任転嫁に狙いがある。 

7.いずれにせよ、文部科学省による指示通りの点検が十分に行われたならば、この時点で

ミスを発見できたはずである。なぜ発見できなかったのか、そこに問題がある。この時点

で発見できたならば、被害者の救済はより容易であったはずである。 

三、調査報告書の問題点 

9.事実誤認が多く、入試の実情に疎い執筆者によって書かれたもので、内容が粗末である。

委員会は計 8 回しか開かれず、報告書は本文 7 ページ、付属資料を含めても 12 ページで

ある。ちなみに横浜国立大学の場合、委員会は 18 回開かれ、報告書は文字数で数えて約
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2.6 倍である。外注したプログラム業者への事情聴取を行い、プログラム文のどこをどう

間違えたかまで記述している。これと比べると横浜市立大学の報告書は、あまりにもずさ

んである。 

(結論付表) 二つの報告書の対比 

 報告書の分量 調査委員会

開催数 

報告書の構成 ミスの原因 

横

浜

市

立

大

学 

A4判 36行建て

で 12 ページ 

3 月 12 日か

ら 7月 22日

までに計 8

回開催 

1.はじめに、2.合否判定の過誤及びそ

の判明の経過、3.合否判定過誤の直接

原因及び背景要因、4.今後の防止策、

の 4 項からなる。 

第2外国語の配点を(1)250点から

100 点に変更する入力指示を行っ

たが、(2)これを 2.5 倍する入力

指示を行わなかった。プログラム

書き換えのミス。 

 

 

 

横

浜

国

立

大

学 

A4判 44行建て

で 26 ページ 

[字数は約 2.6

倍] 

4 月 4 日か

ら 6 月 6 日

までに計 18

回開催 

[回数は 2.2

倍] 

1.過誤判明の経緯、2.評議会等の開催、

3.特別委員会及び専門委員会、4.入試

実施組織の役割と状況、5.入試電算シ

ステムとデータ作成過程の検証、6.合

否判定作業の検証、7.合否判定過誤の

原因分析、8.全国一斉点検時の過誤見

逃しについて、9.責任の所在、10.再発

防止の対策、の 10 項からなる。 

公民の得点が地歴・理科の得点よ

り高いケースにおいては、公民の

得点を加算すべきところ、理科の

得点を加算した。これはプログラ

ムの誤りのため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.過誤調査委員会の構成が中立的、客観的ではない。教養部はミスの発生に決定的な責

任があるが、教養部長が調査委員会委員として、全 8 回の委員会開催のうち、第 1 回から

第 7 回目の委員会(5 月 10 日)まで、委員を務めていたのは不可解である。その後、何の説

明もなしに、付属資料の委員名簿から抹殺されているが、これも不可解である。過誤調査

委員会が真相解明のために構成されたのかどうか疑わしい。 

11.入試ミスの真相を解明することに失敗した過誤報告書は無用の作文である。事故の再

発防止に資することはできまい。 

 

入試過誤報告書批判目次 

まえがき 

第 1 章 入試過誤の概略(要旨) 

第 1 項 長年無事故だった第２外国語入試 
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第 2 項 「得点集計プログラムの改悪」が事故の主因である 

第 3 項 事前テストを全く行わずに本番投入した 

第 4 項 「出題の統一」を「得点集計の共通化」と混同した 

第 5 項 無意味で危険な「素点(原表)変更」を独断で実施した 

第 6 項 採点・合否判定実態を無視したプログラム仕様の作成 

第 7 項 文部科学省の入試点検指示による点検でもミスを発見できず 

第 8 項 論理矛盾だらけの過誤調査報告書 

第 9 項 客観性を欠く過誤調査委員会委員構成 

第 2 章 過誤調査報告書批判(本文) 

第 1 節 入試過誤は、そもそも不要な「得点集計の共通化」によって生じた 

第 2 節 商学部に責任を転嫁するのは卑劣である 

第 3 節 過誤調査委員会は偏向委員会であり、調査能力を欠如している 

第 4 節 事後の点検を怠ったために、被害者救済はより困難になった 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

付録［添付資料:A］平成 13 年度（2001 年度）入学試験における電算処理上のミスの原因・

プロセスの早期徹底解明について（要望、2002 年 5 月 9 日）。[添付資料:B]文部科学省「大

学入試業務点検について(通知)」等の取扱について質問します（2002 年 6 月 10 日）[B へ

の添付資料:1]文部科学省 13 高学生第 11 号通知（平成 13 年 8 月 31 日）。[添付資料:C]

平成 13 年度(2001 年度)入学試験における電算処理上の過誤発生の経緯（2002 年 8 月 15

日）[添付資料:D]松井道昭教授「平成１３年度横浜市立大学商学部入試における合否判定

過誤に関する調査報告書」批判－－原因を取り違えると、新たな過誤を招く！－－ 

  まえがき 

  横浜市立大学入学試験管理委員会入試過誤調査委員会「平成 13 年度横浜市商学部入試に

おける合否判定過誤に関する調査報告書」(平成 14 年 7 月 23 日、以下「過誤報告書」と略

称)に接して、驚きを禁じ得ない。元入試委員長として事情を知る者から見ると、この報告

書は、過誤が生じた原因に対する誤った認識に基づき、真の原因を隠蔽し、責任の所在を

曖昧にする意図に貫かれていると断定せざるをえない。過誤の真相が解明できていないた

め、事故の未然防止に資することもできないであろう。 

 この事故の直接的原因は、得点集計システムの欠陥である。かくも重大な不具合は、シ

ステム修正の責任者である教養部が、業務仕様に忠実なプログラムを作成し十分なテスト

を行うというプログラム開発・修正の根本原則を疎かにしたために発生した。こうしたず

さんなシステム管理は、入試業務における曖昧かつ不適当な意思決定と、不適切な人事管

理が生み出したものである。 

読者には、本過誤報告書が巧みに意図した「商学部担当教員、商学部入試制度」主犯説

に惑わされることなく、今回の事故の本質を把握していただき、二度と同様の過ちを繰り

返さないために、それぞれ戒めとしていただければ幸いである。 

  

第 1 章 入試過誤の概略(要旨) 

  初めに、入試過誤の概略を説明しておく。「過誤報告書」によれば、次の通りである。 

「平成 14 年度の横浜市立大学商学部入学試験（一般選抜前期日程）の合否判定に際し，前
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年度（平成 13 年 2 月 25 日実施）の入学試験において，得点集計に過誤があったことが判

明した。その過誤により、合格者とすべき受験者 2 名を不合格としてしまい、受験者、保

護者、関係者に多大な迷惑を及ぼすとともに、本学の入学試験に対する市民の信頼を著し

く失墜させることになった」(強調は引用者による)、「商学部教授会は，過誤により不合

格とされた 2 名の受験者を合格者と決定し，この合格者に事情を説明すると同時に，不合

格扱いによって受けた不利益について，大学として誠実に対応することとした」。 

  要するに、平成 13 年度入試において受験者 2 名の得点集計に過誤があり、その結果、当

該受験者が不合格扱いされ、被害を受け、同時に入学試験に対する市民の信頼を著しく失

墜させた、という事件である。今回の入試ミスは、出題や採点のミスではないことに留意

してほしい。 

  では、得点集計の過誤は、なぜ、どのような経緯を経て生じたのか。過誤発生の事情を

具体的に承知する者の一人として、その経過を記して事故の再発を防ぐための備忘録とす

る。 

 第 1 項 長年無事故だった第２外国語入試 

商学部が中国語などいわゆる第２外国語を商学部入試科目に加えたのは平成 7 年度のこ

とである。当時は中国語担当者が入試委員長であり、この決定は中国語担当者のイニシャ

チブで行われたものである。以来、平成 12 年度まで 6 年間にわたって事故ひとつなく任務

を果たしてきた。商学部の独・仏・中担当教員は、各科目 1 人だけしかいない体制のもと

で、担当者は 1 人で全設問を出題し、採点してきた。この 6 年間、入試過誤は発生しなか

った事実を確認しておくことが必要である。 

第 2 項 得点集計プログラムの改悪が事故の主因である 

平成 13 年のいわゆる入試過誤は、入試管理委員会（12 年 7 月 19 日)のきわめて短時間

の「曖昧な決定」に基づき、教養部が出題・採点担当者の声を無視してプログラムを改悪

した結果生じたものである(このプログラム改悪の内容は、あとで触れる)。 

第 3 項 事前テストを全く行わずに本番投入した 

教養部は業務のニーズを反映しないプログラム作成を指示しただけでなく、そのプログ

ラムの妥当性を検証する「恒例のシミュレーション」点検さえも行わなかった。 

 第 4 項「出題の統一」を「得点集計の共通化」と混同した  

前第 2 項で指摘した入試管理委員会（12 年 7 月 19 日)の「曖昧な決定」とはなにか。平

成 13 年度の入試において商学部と国際文化学部が「出題を統一」した際に、「採点および

合否判定」は、当該学部が独自に行うことが想定されていたにもかかわらず、この実情を

理解しない教養部が「出題の統一」を「得点集計の共通化」と誤解し、電算プログラムに

変更を加えたことである(これが無意味な変更であることは、第 6 項で指摘する)。 

 第 5 項 無意味で危険な「素点(原表)変更」を独断で実施 

これまで実行して過誤の生じなかった慣行にしたがい、「英語 250 点満点」と同じく、

中国語を含む第 2 外国語を「素点 250 点満点として」報告すれば、過誤の生ずる余地はな

かったはずである。「素点を 250 点満点とする」か、それとも「100 点満点として 2.5 倍

するか」は、計算上同じことではないかと考えるのは、入試の実情に対する二つの無知を

示すものだ。 

第 1 に、合格点ラインには、同点者がひしめくのが常である。したがって、より細かな
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配点数字を用意することが合否判定上望ましいのである［この点については、長らく商学

部入試委員を務め、ユニーク入試の発案者でもある松井道昭教授の『批判書－－原因を取

り違えると、新たな過誤を招く」の「商学部の 250 点法は歴史をもっている」の項を参照。

以下「松井批判書」と略称して引用する］。 

第 2 に、商学部の場合、第 2 外国語の得点は、英語受験者と並べて「外国語科目欄」に

記される。「英語は素点 250 点満点」で採点され報告されるので、第 2 外国語の素点も「英

語と合わせておく」ことは、一覧表点検の際に、間違いを発見しやすいメリットがある。

第 2 外国語のみを「素点 100 点満点とし、その後 2.5 倍する方法」は、有害無益である。

過ちを発見しにくくするからだ。念のために書き添えておくが、最も望ましい点検は、答

案用紙における「枝問の得点」から点検を始めることである。つまり、答案に書き込んだ

「枝問ごとの得点」こそが合否判定の原点であり、これこそが原表となることに着目しな

ければならない。原表から出発して、次々に行われる集計作業は、どの段階についても、

コンピュータというブラックボックスからいつでも取り出せる形にしておくのが望ましい。

原表に対して、加減乗除を繰り返し行うことは、電算上はボタン一つの操作で可能だが、

これらの操作によって、事後の点検をより困難にしてはならない［松井批判書はこの点に

ついて、「一般に複雑性というのは元締めで管理するよりは、末端で管理しているほうが

間違いが少ない。実情に明るい末端のほうが複雑性の意義をしっかり把握しているからで

ある。これは最近の航空管制のミスで検証されたことでもある」と指摘している］。 

今回の過誤は、入試事務に対する「ふたつの無知」に基づいて、教養部が無意味な素点

変更を行ったために生じたものであり、ここに問題の核心がある。過誤報告書は、当然な

がらこの「素点(原表)変更の事実」には触れているが、変更が有害無益なものであること、

この変更が十分な検討なしに行われたこと、変更に伴う事後の点検を怠ったために過誤が

発生した事実は、なぜか曖昧な記述にとどまっている。 

 第 6 項 採点・合否判定実態を無視したプログラム仕様の作成 

商学部第 2 外国語の素点(原表)は、なぜ「250 点満点」から「100 点満点」に変更され

たのか。国際文化学部の素点が 100 点満点なので、これに統一したものである。なぜ統一

したのか。「出題は統一する」が、「採点と合否判定」は学部ごとに行うという入試の実

態に無知なためである。いな学部自治の大原則をあえて無視した形跡さえある。「出題統

一」の機会を奇貨として「採点・合否判定段階までの統一」を構想し、「得点集計の共通

化」というプログラム仕様書を書いたのではないか。この「プログラム変更によって過誤

が発生した」のであるから、過誤の真因が「この仕様書およびその運用にある」ことは明

らかである。すなわち、この誤った仕様書こそが過誤の核心である。過誤報告書はこの核

心を抉り出しておらず、なぜか曖昧な記述に終始している。 

今後類似の過誤を防ぐには、そもそも「素点 250 点満点で出題したもの」を「100 点満

点に換算し」、「その後で 2.5 倍する」という「無意味な二重計算」をやめるのがよい。

すなわち、平成 12 年度まで行われて過誤の生じなかった方法に戻すべきである。 

第 7 項 文部科学省の入試点検指示によってミスを発見できず 

平成 13 年度春、一連の国立大学入試過誤が報道されたのに伴い、文部科学省は 5 月か

ら 8 月にかけて入試業務の点検を指示した。しかし、教養部は「文部科学省が指示した通

りの周到な点検」(文部科学省の指示については、添付資料を参照)を行った形跡はない。
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この点検でもし過誤を発見できていれば、被害者の不利益は、数カ月遅れで救済できたは

ずである。 

 第 8 項 論理矛盾だらけの調査報告書 

過誤調査委員会は、平成 14 年 3 月 12 日、22 日、28 日、4 月 5 日、4 月 11 日、4 月 15

日、5 月 10 日、7 月 22 日、計 8 回にわたる委員会を開催し、A4 判本文 7 ページ、資料を

含めて全 12 ページの報告書を作成した。これは事実誤認と論理矛盾、責任転嫁のためのこ

じつけに満ちたものであり、過誤調査委員会の欠陥を随所に露呈している。「結論」に掲

げた、横浜国立大学の報告書と対比すれば、そのずさんさは一目瞭然である。 

 第 9 項 客観性を欠く調査委員会委員構成 

過誤調査委員会の構成とその客観性、公正性には重大な疑問がある。過誤は商学部入試

において発生したものであり、商学部は当然社会的責任を負うべきである。しかしながら

過誤がなぜ発生したかを点検すると、これは商学部固有のシステムを無理に国際文化学部

のそれに合わせた結果として生じたものであり、主たる責任がこの意志決定を行った教養

部にあることは明白である。 

しかし、ここに不可解千万な事実がある。主たる責任を負うべき教養部長(当時、現医

学部長奥田研爾教授)がなんと計 8 回にわたる委員会のうち計 7 回すなわち、5 月 10 日の

委員会まで委員を務めていた。中国語担当者は事情聴取を求められて、5 月 7 日委員会に

出席し、奇異に感じ、この事実を商学部教授会(6 月 6 日)で報告している。 

さらに奇怪な事実は、過誤報告書に付された委員名簿には、奥田研爾教養部長(当時)の

名が委員名簿から抹殺されていることだ。(後日管理責任を問われ、処分を受けた教授を)

委員に任命した入試管理委員会の責任は重大である。商学部から抗議を受けた後、委員を

解任したのは当然だが、「3 月 12 日から 5 月 10 日まで委員であった事実」を隠蔽したの

はなぜか、入試管理委員会は理由を説明しなければならない。この委員会が予断と偏見か

ら出発したのではないかという疑惑を抱かせるに十分である。これは調査能力と分析能力

を欠如した委員会である事実とともに、横浜市立大学入試実施に関する事項を総括する(横

浜市立大学入学試験管理委員会規定、平成 11 年 4 月 21 日改正)入試管理委員会の権威を著

しく傷つけるものである。 

 

過誤調査報告書批判(本文) 

第 1 章 入試過誤は、そもそも不要な「得点集計の共通化」によって生じた 

1. 商学部入試に中国語を含む第 2 外国語を導入する決定をしたのは、平成 7 年度であり、

当時中国語担当者は商学部入試委員長であった。センター試験が中国語科目を導入したの

は平成 9 年であり、これに先立つ 2 年前に、わが商学部が導入を決定したのは、画一的教

育の弊害を克服し、多様な問題意識をもつ国際都市横浜にふさわしい受験生を少しでも多

く入学させる狙いからであった。 

2. 第 2 外国語担当者は各科目 1 人しか教員がいない状況下で、一人で全設問(中国語の場

合は枝問 5 問、各 50 点満点)を作成し、校正し、採点してきたが、平成 12 年まで過誤はな

かった。 

3. しかしながら当時から、「単独教員が全設問を出題すること」によって生ずる可能性の

ある過誤を危惧し、国際文化学部との間で「問題の共通化」がしばしば提起され、入試管
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理委員会にも提起してきた。にもかかわらず、国立大学の過誤等が表面化するまで入試管

理委員会は、われわれ第 2 外国語担当者の問題提起を真摯に受け止めようとはしなかった。 

4. 平成 13 年度に至り、にわかに「共通化」が進展したが、それは出題担当者の実情認識

とは異なるものであった。すなわち「単一の担当者による出題過誤」を「複数教員による

チェック」を通じて、過誤を防止することが共通化の真の狙いであった。 

[報告書の事実誤認] 

5. 「共通化」の必要性を報告書がどのように認識しているかを調べてみよう。「例年受

験者が少ないことから・・・・共通の入試問題とすることが決定された」(1 ページ下から

6 行)と記されている。これは報告書の重大な事実誤認である。受験生に対して第 2 外国語

を受験科目として約束したからには、たとえ受験生がゼロであったとしても、出題しなけ

ればならない。出題過誤は当然あってはならない。出題された問題は受験問題集等に収録

されることが多い。「受験生数が多いか少ないか」は、「共通の入試問題」とは、まるで

無関係である。第 2 外国語において「例年受験者が少ないこと」は事実だが、少ないから

といって問題作成上の過誤が許されないことは自明ではないか。報告書の執筆者は、ここ

で入試実務に対する無知を暴露している。この無知から二つの問題点が示唆される。第 1

は、共通化の意志決定を行った入試管理委員会(平成 12 年 7 月 19 日)の審議がまことにず

さんであり、必要かつ周到な議事を尽くしていなかったことである(その責任問題は後に

論ずる)。第 2 の問題は、このなにげない記述が、単なるケアレスミスではないことである。

過誤の原因を作った者を免罪し、「商学部入試の複雑性」に責任を転嫁するための伏線で

ある(この責任転嫁の問題は後に論ずる)。すでに指摘したように、「出題の共通化」の狙

いは、「出題過誤の防止」である。「共通化」の真の意図が調査報告書において正しく認

識されていないのは、信じ難い事実である。報告書の執筆者が入試事務の実情に疎い者で

あることが、ここに露呈されている。入試事務に通じていない者によって、調査が行われ

たとしても、真相は明らかにならない。そのような類の調査報告書にいかなる意義がある

のか疑わざるをえない。 

[報告書に記された虚偽の事実] 

6. 報告書には、共通化の経緯について、きわめて重大な虚偽が記されている。「商学部で

は、配点を 250 点満点とし傾斜配点としていなかったが、国際文化学部では配点を 100 点

満点とし、学科別に傾斜配点としていた。そのため、入試問題の共通化に伴い、商学部で

は国際文化学部の方式に合わせ、配点 100 点満点、傾斜配点 250 点満点に得点集計方式を

変更することとなった」(報告書 1(2)下から 3 行目)。ここでは商学部が主体的に国際文化

学部の方式に合わせたように記述されている。これはまったくの虚偽である。中国語担当

者を含む第２外国語担当者の抗議に反して、教養部が形式的事務的統一を行ったのである。

それゆえに中国語担当者は一貫して抗議する姿勢を貫き、またそれゆえに過誤を発見する

契機が作られた。「商学部では国際文化学部の方式に合わせ」と、合わせた者が誰なのか、

その主語を曖昧にしているのは、「実際に合わせた教養部の責任」を「商学部に転嫁する」

ための伏線である。報告書執筆者の厚顔をもってしても、「商学部が国際文化学部の方式

に合わせ」と書くことはできなかった点に着目して読むべきである。報告書は「入試問題

の共通化」という曖昧な表現を用いているが、出題担当者にとって切実なのは、「出題の

共通化」にほかならない。これは「配点の共通化」(実は「得点集計の共通化」というべき
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もの)とは、まったく別個の事柄である。「採点および合否判定」は、両学部が独自に行う

ことは、平成 7 年度以降一貫している。したがって「素点 250 点満点」をまず「100 点に

換算し」、ついで「2.5 倍する」という二つの換算は、非合理きわまりない。前述のよう

に、第 1 に、素点を 100 点に狭めることによって細かい配点が不可能になる。第 2 に、事

後における得点集計作業の点検をより困難にするからである。この変更は間違いを犯す可

能性を増やすだけであり、メリットは皆無である。これは入試事務に携わる者にとって常

識だが、報告書の執筆者に、これらの常識が欠けているのは、驚くべきことである。 

  商学部にとって第 2 外国語の配点と関係があるのは、外国語科目すなわち英語である。

大多数は英語受験者であるから、最初から英語と同じく 250 点満点にしておくのが現実的

かつ分かりやすいやり方である。事実この方法によって過誤を起こさずに 6 年間にわたっ

て処理してきたことは前述の通りである。この作業は、国際文化学部のそれとはまったく

別個に行われる以上、得点集計のプログラム変更は、そもそも不要であった。有害無益な

プログラム変更を誰がなぜ決定したのか。これらの事実について報告書が何一つ言及して

いないのは、きわめて説得力を欠く。欠陥報告書と断定せざるをえない。報告書が両学部

から「教科別配点表」が提出されたことに基づいて、入力指示の変更を行った、と記述し

ているのは、虚偽である。ここで提出されたのは「枝問ごとの配点表」である。「教科別

配点表」受験要領が公表される前に決定済みである。 

 7. 以上の事実に鑑みるならば、過誤調査委員会が真に究明しなければならないのは、こ

の議案を決定した平成 12 年 7 月 19 日の入試管理委員会決議の内容であることが明らかで

ある。ここでどのような議論が行われ、「何をどこまで決定したか」を明らかにすること

が必要である。特に「何をどのように共通化する」ことを決定したのか。これが問題の核

心である。この委員会に出席した商学部入試委員長の証言によると、当日の委員会は、他

の会議との関係で約 30 分で散会している。議題はいくつもあるはずだから、この短時間で

は、共通化問題が細部にわたって検討されたとは到底考えにくい。この入試管理委員会の

議事録を公開すべきである。入試過誤の原点はここにある。この議事録が明らかになれば、

学長(当時は加藤祐三教授)を委員長とし、教養部長(奥田教授)を副委員長とする入試管理

委員会が「内容の曖昧な決定をした責任」が明らかになるであろう。入試過誤問題の最も

重い責任は、この管理委員会の曖昧な決定にある。すなわち「入試問題の共通化」なるも

のの範囲をどこまで想定するかを十分に検討しないままに、一切を教養部に委ねたことの

責任である。 

[素点(原表)の共通化は愚策] 

8. この委任を受けた教養部もまた「共通化」の範囲について、明確な認識を欠いていた。

入試管理委員会(7 月 19 日)以後数カ月を経て初めて、「素点」の共通化(商学部の 250 点

を 100 点に換算する提案)が伝えられた。素点の共通化は「事務処理上の便宜のため」と

説明され、教養部が商学部事務室を通じて出題者に求めたものである。このとき、中国語

担当者は、「このような措置は有害無益、過ちを生み易い」と商学部事務担当者に抗議し

た事実がある。これに対して事務担当者は「すでに入試管理委員会で決定済みのことであ

る」と答えた。中国語担当者は無意味な決定であると重ねて批判した。以上の経緯から、

中国語出題採点者は、腑に落ちないまま、「枝問の配点表」を素点 100 点満点のやり方で

報告し、採点報告を行った。あにはからんや、提出された素点は 2.5 倍されることなく、
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そのまま得点として電算処理され、過誤が発生した。この「素点の共通化」案が商学部入

試委員会に正式に通告されたか否かは、解明すべき大きな疑問として残されている。過誤

発生後、中国語担当者は商学部入試委員会記録を調べたが、教養部から商学部入試委員会

への通知は、探し出せなかった。素点変更は、第 2 外国語担当者にしか知らせなかったの

ではないかという疑いが残る。これは商学部入試委員会の「点検の責任」ともからむ重要

問題である。 

[報告書の事実誤認] 

9. 報告書には「独語、仏語、中国語」の教科別配点表が、当該科目の出題責任者となっ

た国際文化学部の教員から同学部入試委員長を通じて教養部に提出された」(2 ページ(3)

項)と書かれているが、これは事実誤認である。平成 13 年度中国語の出題責任者は商学部

の中国語担当者であり、この枝問配点表は商学部担当者によって書かれた。ちなみに平成

14 年度中国語の出題責任者は国際文化学部担当者である。商学部中国語担当者が商学部事

務担当者と押し問答の末、しぶしぶ素点 100 点満点とする「枝問配点表」に各枝問(たとえ

ば設問 5 つなら、各 20 点)ごとの配点表を書いて提出した経過は一切無視されている。中

国語担当者がこのときにも無意味なやり方に抗議している事実が報告書において無視され

ている。より重大なのは、報告書執筆者が「素点を 100 点満点とする変更」案が商学部の

第 2 外国語担当者から出されたかのごとき欺瞞を行うために、「枝問配点表の提出」とす

り替えていることだ。教養部がここで両学部全体の「中国語出題責任者」(すなわち商学部

中国語担当教員)に求めたのは、「枝問配点表」なのである。報告書はこれを故意か、無知

か、「教科別配点表」と表記することによって、素点を 100 点満点とする「得点集計のた

めの教科別配点表」と誤認させようとしている。教科別配点表は、受験要領公表時点です

でに公表済みである。ここで新たに求められているのは、「250 点満点を各設問(枝問)に

何点ずつ配点するか」である。たとえば中国語は 5 つの枝問からなるとすれば、各 50 点に

なる。「枝問配点表」と「教科別(得点)配点表」という 2 種類の配点表は、まったく性格

の異なるものだ。執筆者が両者を混同しているのならば、なにをかいわんやであるが、異

同を認識しつつ、このように表記したのならば、許し難い欺瞞である。 

[入試過誤の核心] 

10. 報告書では、過誤問題の核心を次のように記している(2 ページ(4)項目)。すなわち①

「科目配点の変更」(250 点から 100 点へ)および②「計算方法の設定の変更」(100 点を 2.5

倍すること)を行う必要があった。しかし、担当職員は①の変更を行ったのみで、②の変

更を行わなかった。報告書はいう。「得点集計を行う電算処理上の入力指示の変更に必要

な作業は二つであったが，科目配点の変更を行ったのみで，計算方法の設定を変更する必

要性に担当職員はまったく気付かなかった」「加えて、得点集計における電算処理の運用・

管理が 1 人の職員に任され、複数の職員による点検を行っていなかったこと、入力指示の

変更等に関するマニユアルが整備されていなかったことも，理由として指摘できよう」。

この記述が過誤の核心である。入試過誤が発生した原因は、この数行の記述に尽きる。こ

の過誤を犯した担当職員の誤りは明らかであるが、このようなシステムで入試を行う管理

体制の不備にこそより大きな問題があろう。すなわち過誤の真の責任は、①「科目配点の

変更」と②「計算方法の設定の変更」を行う仕様書を決定した者が負うべきである。また

それを点検すべき立場にあったのは誰か、これも問題である。電算処理を一人の担当者に
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委ねる体制を放置した管理上の責任も免れない[松井批判書はいう。この事実が外部に公

表されるならば、入試軽視、受験生軽視の最たるものとして、わが大学が信用失墜する火

を見るより明らかである。今回の過誤の発生の背景要因はこれに尽きるといっても過言で

はない。過誤防止策の策定に当たっては、この点をもっと突っ込んで分析する必要がある

だろう」]。報告書は、「①「科目配点の変更」(250 点から 100 点へ)および②「計算方法

の設定の変更」(100 点を 2.5 倍すること)を行う必要があった」と記しているが、これは

繰り返し述べたように、①も②も無用の変更であった。入試実務の現場の事情を知らない

者が事務的機械的に処理したものである。このように無意味な決定を行ったのは平成 12

年度入試においてであるが、今回の過誤報告書は、当時の事務的機械的処理の誤りを認識

するに至っていない。それどころか、この有害無益な措置は放置したまま、真相を隠蔽し、

責任を他へ転嫁しようとする形跡が見られる。 

11. 報告書は次いで、(5)教養部のチェック、(6)商学部入試委員会のチェックを論じてい

るが、これはほとんど無意味な作文である。すでに示唆したように、得点集計プログラム

の変更が商学部入試委員会に確実に伝えられたかどうか疑わしい以上、集計システム変更

の事実さえ知らされていない商学部入試委員会がこの点での過誤をチェックできるはずが

ないのだ。この報告書が無責任きわまる机上の作文である特質は、ここにも遺憾なく露呈

されている。 

[報告書の事実誤認] 

12. 「過誤報告書」には、「商学部入試の配点の変更はこれまでも何回か行われていた」

という記述がある(3 ページ(1)項)。これは重大な事実誤認である。A 日程、B 日程、複数

化機会と入試制度が全国的に何度も変わり、それに対応するために商学部もその都度入試

制度を変更したが、商学部はセンター試験は 500 点、二次試験は 500 点 合計 1000 点満点

の線を変えたことは一度もない。少なくとも、1986 年の入試改革以来、この原則を変更し

た事実はない。 1991 年度入試からユニーク選抜方法を採用し、従来の３基準から２基準

に変更しただけである。それ以来、既に 10 年以上経過している。商学部入試の実情に対

する事実誤認は、容認し難いものである[この問題について松井批判書は「絶対に承服で

きない」と強調している。「ユニーク入試と得点調整を入試過誤の共犯者に仕立て上げる

調査報告書は、商学部がそれを採用せざるをえなかった背景、歴史については口を噤む。

同じ取り上げるにしても、これについても是非述べて欲しかった。入試改革は単なる小手

先の術策ではないからだ」]。 

  商学部入試が他の学部と比べて複雑なのは事実である。なぜか。経済学・経営学系は他

の学部、特に理科系学部と比べて相対的に多人数教育であり、入試戦線においては私立大

学と競合する。その入試戦線でアピールするために、労を惜しまず、さまざまな措置を講

じてきた。その結果として入試が複雑になったものである。過誤報告書の執筆者は、商学

部の努力を無視するだけでなく、この努力こそが入試過誤の背景であると論ずる。確かに

商学部が入試方法を改善せず、単に素点を加算するような簡易な集計方法を採用していれ

ば、プログラムは簡略化されミスも比較的起こりにくくなるだろうが、本来、どのように

学生を選抜するかという戦略が先にあって、それに見合ったシステム化を図るべきもので

ある。「学生が及第点をとれなかったのは、教師の設問が難し過ぎたからだ」と、教師を

批判するのと同じ浅はかな論理である。大学が公表する報告書としてまことに恥ずかしい。
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それを敢えてなすのであれば、これは許し難い暴言であり、商学部いびり以外のものでは

ない。 

 

第 2 章 責任を商学部に責任転嫁するのは卑劣である 

[商学部担当者への責任転嫁] 

1. 過誤報告書「入試の経過」では、平成 14 年度の経過が説明され、「商学部中国語につ

いて配点 100 点満点で採点すべきところを、担当教員が誤って 250 点満点で採点していた

ことが発見された」「そのため、100 点満点で採点し直して電算入力し、改めて点検した

ところ、商学部の独語、仏語、中国語について傾斜配点処理がなされていないことが判明

した」(2 ページ 2(1)項)と記されている。担当教員がもし、「誤って 250 点満点で採点」

せず、100 点満点で採点していたならば、平成 13 年度に続き、14 年度およびそれ以降も過

誤を続けた可能性が強い。この点には、一切触れずに、「判明の経過」(過誤報告書 1 ペー

ジ)に続けて、繰り返し「担当教員の誤り」を記述する報告書は、読者に対して「担当教員

のミス」を繰り返し刷り込むことで、根本原因に対する印象を薄めさせる効果をあげてい

る。「250 満点で採点した」ことは、過誤発見の契機となった事実に過ぎない。だから、

たとえば「商学部中国語において配点 100 点満点のところを長年慣行となっていた 250 満

点で処理したため異常な値となった。そこで、改めて 100 点満点で集計し直したところ、

中国語だけでなく、商学部の独語、仏語についても 100 点を 2.5 倍して 250 満点に換算す

る傾斜配点処理がプログラム上なされていないことが判明した」と書くのが事実に即した

素直な表現方法であろう。報告書の記述は、採点担当教員への責任転嫁以外のなにもので

もない。このような表現は、いささかも合理性のない「素点の共通化」をずさんに決定し、

ずさんに実行した教養部の責任を隠蔽するために、敢えて、中国語担当者に責任を転嫁す

るものにほかならない。 

[商学部入試委員会への責任転嫁] 

2. 責任転嫁は商学部入試委員会に対しても向けられる。「電算処理上の入力指示の過誤」

(過誤報告書 3 ページ 1(1)項)において、偏差値計算処理に言及した記述があるが、すでに

指摘したように平成 7 年度から 12 年度までなんら過誤は生じていないのであり、ここであ

らためて偏差値処理問題を持ち出すのは論理のすり替えである。商学部における入試改善

の努力に教養部はこれまであまり協力的ではなかった経緯がある。そこで商学部入試委員

会としては、やむなく電算処理に得意な商学部教員の努力で行ってきたのである。この経

緯を無視して、過誤を口実として、商学部の努力を非難するのは、まったく筋違いの暴論

である。報告書の執筆者には、商学部がなぜかくも複雑な方法によってよい受験生を集め

るために努力してきたのかを忖度する姿勢がまるで欠けている。これは学外の大学無理解

者にも劣る態度である。ここでは良質の受験生を確保するために必死の努力を続けてきた

商学部の努力がまったく無視されている。商学部入試の複雑性なるものに対する言及(たと

えば過誤報告書 11-2 項)は、この報告書のきわだった特徴であり、商学部への責任転嫁を

意図したものと断定せざるをえない。少なくとも公平な態度とは言い難い。仮に、責任転

嫁を意図したものでないというのなら、過誤報告を行う上で「複雑性なるものへの言及」

にどのような意味があるか、説明をいただきたい。 
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第 3 章 過誤調査委員会は偏向委員会であり、調査能力を欠如している 

[過誤調査委員会の偏向] 

1. なぜこのような事実誤認に満ちた、過誤の原因を曖昧にし、明らかに責任転嫁を意図し

た報告書が書かれたのか。商学部中国語担当者が事情聴取のために出席を求められて調査

委員会に出頭したのは、平成 14 年 5 月 10 日すなわち第 7 回委員会であった。これは報告

書付録から分かるように、事実上最後の委員会であった。この席上、事件発生時の奥田教

養部長が委員会メンバーの一員であることを知り、中国語担当者は重大な疑惑を抱いた。 

[商学部主犯説への伏線] 

2. 入試過誤は商学部受験生について発生したことではあるが、上述の説明から明らかなよ

うに、商学部側の意に反して、入試管理委員会および教養部が理不尽な共通化、すなわち

共通化の真の必要性を認識しない形式的機械的共通化を行った結果である。そこで問われ

るべき責任は、なによりもまず入試管理委員会の責任であり、ついで教養部のずさんな処

理である。教養部長はその監督責任を負わなければならない。教養部長の監督責任を自覚

するならば、この職務にあった者を過誤調査委員会の委員に任ずることはありえないはず

だ。このような人事を決定した入試管理委員会(委員長＝加藤祐三学長)の無定見こそが最

も重大な問題である。入試管理委員会には、真相究明への問題意識をまるで欠如していた

と断定せざるをえない。過誤調査委員会が実質的な審議を終えるまで、最も大きな管理責

任を負うべき者を調査委員として活動させたのは、弁明の余地のないミスである。この事

実は、入試管理委員会が真相の究明を最初から放棄し、真相の隠蔽のために調査委員会を

活動させたのではないかと疑いを生じさせる。過誤を犯した、あるいはこれを導いた者を

免罪し、あるいは罪状を軽減し、無実の商学部(入試管理委員会および中国語担当者)に転

嫁するのは許し難い暴挙である。 

3. 入試管理委員会委員長小川恵一学長に問う。過誤発生当時の教養部長を委員会メンバー

として調査活動に参加させた理由を説明されたい。審議が事実上終わる段階で、委員会メ

ンバーから外したのはなぜか。理由を説明されたい。報告書に添付された「調査委員会委

員名簿」には、事務職員については交代したメンバー名が記されているが、件の教養部長

については、少なくとも 5 月 10 日まで活動した事実さえも明記されず、委員名簿からなん

らの説明もなしに抹殺されている。その理由を説明されたい。 

 以上から明らかなように、報告書はなぜ過誤が発生したのか、その事実関係を誤認し、

真の原因を隠蔽し、あまつさえ商学部への責任転嫁を意図的に試みている。これははなは

だしく説得力を欠如した報告書であり、再発防止への戒めとはとうていなりえないもので

ある。 

4. このような報告書の数々の欠陥を適切に修正させなえかったことについて、過誤調査委

員会委員長金子文夫教授(国際文化学部学部長)は、猛省すべきである。 

 

第 4 章 事後の点検を怠ったために、被害者救済はより困難になった 

[文部科学省の指示を軽視し、点検の機会を失う] 

1. 平成 13 年 5 月 30 日文部科学省教育局学生課大学入試室長の名で「大学入学者選抜にお

ける出題・合否判定過誤等の再発防止について」の通知が出された。次いで「平成 13 年 8

月 31 日付(13 高学生第 11 号、平成 13 年 8 月 31 日)、文部科学省高等教育局学生課長の名
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で、各国公私立大学入試事務主管課長宛に「大学入試業務の点検について(通知)」が出さ

れている。特に 8 月 31 日の通知には、入試業務について具体的なさまざまなチェックの指

示が行われている。 

2. 入試を主管する横浜市立大学教養部(教養部長＝只腰親和教授)は、この通知(5月30日、

8 月 31 日)にどのように対応したのかを明らかにされたい。この通知以後、いくつかの大

学は 6 月中に文部科学省に報告したと伝えられるが、横浜市立大学教養部長、さらに大学

全体の事務作業を統括すべき責任者である事務局長および総務部長（事務局長、総務部長

は、入試管理委員会に出席し、その決定に基づき事務的な作業を指揮すべき責任者である）

は、報告したか否かを明らかにされたい。この点検において、各学部各学科ごとに異なる

傾斜配点のプログラムの存在を確認した上で、平成 13 年度横浜市立大学入試の過誤を発見

したか否かを明らかにされたい。発見したとすれば、それはいつの時点か。そこでどのよ

うに対応したかを明らかにされたい。発見できなかったとすれば、その理由はなぜかを明

らかにされたい。 

3. 上記 2 の各項について、商学部入試委員長(当時)と中国語担当者連名で質問状を出し回

答を求めたが(添付資料:B「大学入試業務点検について等の取扱についての質問状」2002

年6月10日)、 回答はなかった。報告書に事実上の回答内容が含まれることを期待したが、

まったく期待外れであり、問題提起はまったく無視された。 

4. われわれがなぜこの質問を行ったのかを説明しておきたい。文部科学省の当該文書添付

チャートには、「成績処理プログラムの確認」は、「全学」で行うようにとされ、かつ、

プログラムに「変更のない場合も確認を行う」との指示があるので、本学でも、入試主管

部門において、業務点検がされているはずと予想した。その点を確認するため質問状を提

出したが、回答は拒否された。ここから判断すると、文部科学省の指示通りの点検を怠っ

たものと断定せざるをえない。平成 13 年度における入試主管部門のプログラム過誤は、も

しこの点検を真摯に行えば、この時点で発見できたはずである。発見できなかったのは、

プログラム過誤に加えて、それを点検する過誤を重ねて犯したことを意味している。 

5. 平成 13 年度入試過誤の結果、2 名の受験生が 1 年間に渡って入学が遅れる事態を招い

た。もし、平成 13 年、文部科学省が指示を行った時点で入試過誤が明らかになり、しかる

べき是正措置がとられたならば、半年あるいはもっと短い遅延で、大学はこの合格者を迎

えることができたはずである。十分な点検を行わず、過誤を発見することに失敗した教養

部の責任は重大であり、責任は免れない。 

6. これら数々のずさん、手抜きの責任を頬被りし、「担当教員が誤って採点した」と繰り

返すのは、きわめて悪質である。担当教員は「誤って採点した」のではない。これは出題

と採点のミスではない事実が確認されなければならない。担当教員は、「商学部の外国語

は 250 点満点」とする原則を堅持してきたので、この慣行に従ったまでのことである。誤

ちはプログラム修正を不完全に試みた側にある。中国語担当者が慣行にしたがった採点報

告を行うことによって過誤発見の契機を作るまで、過誤が発見できなかった事実を反省す

べきである。 

 

以下に二つの資料を添付する。添付資料:A は、平成 13 年度（2001 年度）入学試験における電算処理上の

ミスの原因・プロセスの早期徹底解明について（要望）2002 年 5 月 9 日 
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である。添付資料:B は、文部科学省「大学入試業務点検について(通知)」等の取扱について質問します。

2002 年 6 月 10 日である。両者共に中国語担当教員を含む関係教員が過誤調査委員会に対して、真相の究

明を求めて提出したものである。これらの「要望書」と「質問書」に対する回答は、なかった。一部は「過

誤報告書」のなかに、断章取義された形跡がある。 

［添付資料:A］平成 13 年度（2001 年度）入学試験における電算処理上のミスの原因・プロセスの早期徹

底解明について（要望、2002 年 5 月 9 日） 

入試管理委員長様、平成 13 年度入試過誤調査委員長様、商学部長様 

標記の件について、下記のとおり、外国語（独・仏・中国語）入試問題作成を担当した教員が把握してい

る商学部・国際文化学部共通入試問題作成のプロセスを明らかにしたうえで、なぜ電算処理上のミスが起

こったのか、その原因・プロセスを早期にかつ徹底的に解明することを強く要望します。 

１．外国語（独・仏・中国語）の試験問題作成担当の教員が把握している入試問題作成のプロセス 

「平成 13 年度第２次学力試験にかかる「入試問題作成委員会」の開催について（通知）」（平成 12 年 7

月 14 日付け、教養部長名）の知らせ（添付１）と「入試問題の共通化について」（平成 12 年 7 月 19 日

付け、商学部入試委員長名）の知らせ（添付２）が、平成 12 年 7 月 28 日の「入試問題作成委員会」に先

立って、商学部第２外国語試験出題者に配布された。これら２つの通知のうち、「入試問題の共通化につ

いて」に、以下の内容が記されている。 

・「平成 13 年度第２次試験における「独・仏・中国語」入試問題の共通化について、第４回入試管理委

員会で審議され、商学部と国際文化学部との入試問題共通化が承認された」こと。 

・「7 月 28 日（金）の「入試問題作成委員会」に出席」し、「7 月 27 日（木）までに、本年度における

出題責任者について国際文化学部の教員と事前に協議・決定」しておくこと。 

これらの通知を受け、商学部と国際文化学部の独・仏・中国語の入試問題作成担当者は出題責任者を決め、

7 月 28 日（金）の「入試問題作成委員会」に出席した。出席した独・仏・中国語の入試問題作成担当者

のある教員が、入試問題が共通化されることによって起こりうる問題点をあらかじめ整理しておき、それ

について教養部の担当者に質問した。質問事項は以下のとおりである。 

1）作成した問題は商学部へ提出すべきか。あるいは国際文化学部へか。 

2）問題冊子も共通にするのか。共通にする場合には表紙はどのように作成すべきか。 

3）初校・再校は商学部のスケジュールに従っておこなうのか。あるいは国際文化学部のスケジュールに

従っておこなうのか。 

4）答案の採点は学部ごとにおこなうのか。あるいは商学部教員と国際文化学部教員とが合同しておこな

うのか。 

5）商学部と国際文化学部とでは外国語の配点（評価点）が異なっている（商学部 250 点、国際文化学部

欧米文化学科 600 点、同学部日本アジア学科および人間科学科 400 点）が、作成した入試問題と同時に提

出する「配点表」はどのように記入すべきか。 

質問を準備した教員によると、実際に質問したのは「入試問題作成委員会」の議場であったか、それとも

委員会終了後の退席直前だったのかは正確に記憶していないということだが、この教員が取った「覚え書」

（添付３）には、これらの項目のいくつかについての教養部担当からの回答が書き留められている。その

内容は以下のとおりである。 

1）作成した問題は平成 13 年度の試験問題については国際文化学部に提出する。 

2）（書き留められた回答なし） 

3）（書き留められた回答なし） 
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4）答案の採点は学部ごとにおこなっても構わない。 

5）「配点表」は素点（100 点）で記入する。配点（評価点）への換算（商学部の 250 点への換算（2.5

倍））は電算処理によっておこなう。 

 この「覚え書」によると、試験問題を国際文化学部に提出する時に同時に提出する「配点表」は素点（100

点）で記入し、商学部および国際文化学部の各学部の配点（評価点）への換算（商学部は 250 点満点に換

算、国際文化学部欧米文化学科は 600 点満点、同日本アジア学科および人間科学科は 400 点満点に換算）

は問題作成を担当した教員の手を離れた後、電算によって処理されるということになっている。したがっ

て、ミスが起こった原因・プロセスの解明のためには、なぜ電算処理が正しくおこなわれなかったのかを

まず明らかにする必要があると考えられる。 

２．電算処理上のミスが起こった原因・プロセスの早期徹底解明の要望 

「入試問題作成委員会」に出席した教員の「覚え書」は出題担当教員が個人で取ったものであり、その点

で実証能力に限界があることは否めないが、「覚え書」にある質問事項を含む入試問題共通化に伴う一連

の手続きの変更は、そもそも、入学試験に関わる全学的危機管理体制について審議する入試管理委員会で

決定されるべきものである。 

実際、「入試問題の共通化について」（平成 12 年 7 月 19 日付け、商学部入試委員長名）（添付２）には、

「平成 13 年度第２次試験における「独・仏・中国語」入試問題の共通化について、（中略）審議され、

商学部と国際文化学部との入試問題共通化が承認され」たのは第４回入試管理委員会においてであると記

されている。したがって、なぜ電算処理が正しくおこなわれなかったかを解明するためには、第４回入試

管理委員会において、以下の項目を含む電算処理手続きに関する事柄がどのように決定されたのかをまず

調査する必要がある。 

i）学部と国際文化学部との入試問題を共通化すると電算処理システム（プログラム）を変更する必要が

あるが、そのような必要があることについてそもそも第４回入試管理委員会で議論されたのか。 

ii）電算処理システム（プログラム）変更の必要性が委員会で議論されたのなら、委員会において、変更

は具体的にどのような手続きに従って処理されるべきであると決定されたのか。 

iii）電算処理システム（プログラム）変更作業手順を定めたマニュアルは作られていたのか。 

iv）電算処理システム（プログラム）変更した後におこなうべき試行（シミュレーション・テスト）は繰

り返しおこなわれたのか。 

v）試行（シミュレーション・テスト）をおこなったとしたら、その時になぜ電算処理システム（プログ

ラム）のミスを発見できなかったのか。 

  また、電算処理がどのようにおこなわれたのかについては、同様に、平成 13 年度入試の問題共通化以

前の入試についても以下の項目を調査する必要があると考えられる。 

vi）平成 13 年度入試の問題共通化以前にも、すでに国際文化学部において欧米文化学科と日本アジア学

科および人間科学科において配点の相違があった（欧米文化学科は 600 点満点と日本アジア学科および人

間科学科は 400 点満点）が、これらの学科間の配点の相違は、平成 12 年度までの入試においてはどのよ

うに電算処理されていたのか。 

入試問題の共通化に伴う電算処理プロセスの変更をどのようにおこなうかは本来、入試管理委員会の議事

録に書き留められているべき事柄であり、情報公開の対象にもなるそのような公的文書によってのみ、電

算処理上のミスが起こったプロセスを客観的に解明することが可能であると考える。 

  さらに、平成 14 年 3 月 8 日の記者会見用資料「平成 13 年度（前年度）横浜市立大学商学部入試におけ

る合否判定の過誤について」（添付４）には、平成 13 年度入学試験の際には傾斜配点（換算）を正しく
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おこなっていなかった電算処理システム（プログラム）が、平成 14 年度入学試験の際には正しく傾斜配

点（換算）したという記述がある。具体的には、以下のとおりである。 

・「今回、14 年度の得点集計を行う際に、担当教員が 100 点満点の採点をしないで、傾斜配点による採

点をしていたことから、それを修正し入力しました。（中略）この処理過程の中で入力指示ミスが起こり

うると考えられたことから、参考までに 13 年度の入試合格判定資料を点検したところ、傾斜配点されて

いない事実が判明しました。」 

  平成 14 年度の入学試験において正しく傾斜配点（換算）されていたことについては、その年の点数入

力の経緯を踏まえた上で、電算処理システム（プログラム）の変更がどのようにしておこなわれたのかを

明らかにする必要がある。 

vii）「平成 13 年度（前年度）横浜市立大学商学部入試における合否判定の過誤について」の記述にある

ように、平成 14 年度は 100 点満点（素点）で修正したのち、電算処理によって正確に処理された。念の

ために事務の担当が、平成 13 年度の採点結果を調べたところ、その時は 100 点満点（素点）で採点され

ていたが、それを 250 点に換算する電算処理がおこなわれていないことがわかった。平成 14 年度の商学

部の外国語（独・仏・中国語）入試の素点（100 点）を 2.5 倍するように、いつの時点で、またどのよう

な手続きに従って電算処理システム（プログラム）が変更されたのか。 

  そもそも、平成 12 年度まで商学部と国際文化学部において学部ごとでおこなわれていた外国語（独・

仏・中国語）の入試問題を平成 13 年度入学試験から両学部に共通の問題でおこなうことにしたのは、入

試問題作成に関わる煩雑なプロセスを簡素化して、作成・校正時のミスを防ぐという目的があったからで

ある。実際、独・仏・中国語の入試問題作成に携わる教員が商学部においてはそれぞれの言語についてひ

とりしかいないため、平成 12 年度までは試験問題作成時、初校時、再校時、問題分包の最終点検時に国

際文化学部の教員の協力をその都度仰がなければならなかったが、商学部の問題作成に協力する国際文化

学部の教員の多くは所属学部の問題作成にも携わっていたため、所属学部の作業の他に商学部の問題作

成・初校・再校・最終点検も同時におこなわなければならなかったのである。そのように、作業の過度の

集中からミスが発生するのを避けるという目的で入試問題を共通化したわけであるが、出題の方法を変更

したためにかえってあらたな類のミスが起こってしまったのは、はなはだ遺憾といわざるを得ない。 

  ミスが起こってしまったことより、横浜市立大学の社会的信用を著しく失墜したことは確かであり、そ

のことに対する社会的責任と、そして何よりも本来平成 13 年度入試において入学するはずであった学生

に対して多大な不利益を与えてしまったことに対する責任は、今後、大学という組織に属する教員および

事務職員ひとりひとりが自覚して取っていく必要がある。大学の犯したそのようなミスについての責任の

重大さを教員および事務職員ひとりひとりが組織の構成員として自覚し、今後、社会と不合格になった学

生に対して、誠意ある対応をしていくためには、そして、二度と同じミスを犯さないようにするためには、

平成 13 年度入試の電算処理において起こったミスついて、上記の i）から vii）の項目を含む観点からそ

の原因・プロセスを早急にかつ徹底的に解明し、その結果を踏まえた結果を社会と不利益を蒙った学生に

対して公表すべきであり、それをここに強く要望する。                  以上 外

国語（独・仏・中国語）入試出題担当商学部教員 

添付資料３（略）平成 12 年（2000 年）7 月 28 日（金）入試問題作成委員会に出席した独・仏・中国語の

入試問題作成担当者のある教員が取った「覚え書」のコピー 

上半分があらかじめ準備した質問事項で、下半分が教養部からの回答。「②素点 100┘×2.5」の記号「┘」

と文字「電算」はオリジナルでは赤字で書かれている。 

[添付資料:B]文部科学省「大学入試業務点検について(通知)」等の取扱について質問します（2002 年 6

Yabuki Susumu                            16 



月 10 日） 

入試管理委員長 様、平成 13 年度入試過誤調査委員長 様、事務局長 様 

標記の件について、質問いたします。 

平成 13 年 5 月 30 日文部科学省教育局学生課大学入試室長の名で「大学入学者選抜における出題・合否判

定ミス等の再発防止について」の通知が出され、次いで「平成 13 年 8 月 31 日付(13 高学生第 11 号、平

成 13 年 8 月 31 日)、文部科学省高等教育局学生課長の名で、各国公私立大学入試事務主管課長宛に「大

学入試業務の点検について(通知)」が出されています(特に 8 月 31 日の通知には、入試業務について具体

的なさまざまなチェックの指示が行われています)。横浜市立大学入試主管部門において、このチェック

がどのように行われたのかをご質問します。 

問題 1. 横浜市立大学入試主管部門は、この通知(5 月 30 日、8 月 31 日)にどのように対応したか。 

問題 2. この通知以後、いくつかの大学は 6 月中に文部科学省に報告したと伝えられるが、横浜市立大学

は報告したか。 

問題 3. この点検において、各学部各学科ごとに異なる傾斜配点のプログラムの存在を確認した上で、平

成 13 年度横浜市立大学入試のミスを発見したか。 

問題 4. 発見したとすれば、それはいつの時点か。そこでどのように対応したか。 

問題 5. 発見できなかったとすれば、その理由はなぜか。 

以上について、速やかな回答を要望します。 

商学部教授 矢吹 晋、商学部教授 丸山 宏 

連絡先： 矢吹 yabuki@ca2.so-net.ne.jp、丸山 sanshu@yokohama-cu.ac.jp 

[なぜこの質問を行うか] 

(１)当該文書添付チャートには、「成績処理プログラムの確認」は、「全学」で行うようにとされ、かつ、

プログラムに「変更のない場合も確認を行う」との指示があるので、本学でも、入試主管部門において、

業務点検がされているはずである。  

(２)したがって、平成 13 年度における入試主管部門のプログラムミスは、この時点で発見できたはずで

ある。 

(３)平成 13 年度入試ミスの結果、2 名の受験生が 1 年間に渡って入学が遅れる事態を招いたが、もしこ

の調査時点で入試ミスが明らかになり、しかるべき是正措置がとられたならば、半年あるいはもっと短い

遅延で、大学はこの合格者を迎えることができたはずである。 

[添付資料:1]文部科学省 13 高学生第 11 号通知（平成 13 年 8 月 31 日） 

[添付資料:2]平成 13 年度(2001 年度)入学試験における電算処理上の過誤発生の経緯 

[添付資料:1]文部科学省 13 高学生第 11 号通知（平成 13 年 8 月 31 日） 
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[添付資料:C]平成 13 年度（2001 年度）入学試験における電算処理上の過誤発生の経緯

（2002 年 8 月 15 日） 
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年 月 日 事 項 問 題 点 備 考 

平成 7 年 3 月 5 日 商学部入試二次試

験に独・仏・中国

語が加わる。 

 ・担当教員は各科目 1

名。その教員が出題・

校正・採点をひとりで

おこなう体制が平成 12

年まで、6 年間にわた

って続く。 

・平成 7～12 年までの

6 年間、独・仏・中国

語の入試に関わるトラ

ブルは発生せず。 

平成 9 年 1 月 セ ン タ ー 入 試 に

独・仏語と並んで

中国語が加えられ

る。 

  

平成 12 年 7 月 11

日 

商学部・国際文化

学部入試委員会で

二 次 試 験 の 独 ・

仏・中国語の「共

通化」の最終合意。

  

平成 12 年 7 月 19

日 

第 4 回入試管理委

員 会 に お い て 、

独・仏・中国語入

試 の 共 通 化 を 決

定。 

商学部と国際文化学部

の独・仏・中国語の素

点での採点結果を電算

で傾斜配点する際のプ

ログラムの変更方法に

ついて十分討議された

のかどうか明らかにさ

れていないi。 

・第 4 回入試管理委員

会は、13 時 30 分開会、

14 時 00 分終了。 

平成 12 年 7 月 28

日 

入試問題作成委員

会 

①独・仏・中国語

の「配点表」を素

点（100 点）で作成

すること、②250 点

への換算は電算に

よって処理される

ことが教養部から

指示・伝達される。

素点を 100 点とす

商学部入試委員会に素

点（100 点）で採点し、

その後の傾斜配点は電

算で処理することが伝

達されていたのか明ら

かにされていない。 

・「平成 13 年度第 2 次

学力試験にかかる「入

試問題作成委員会」の

開催について（通知）」

（添付資料） 

・「入試問題の共通化

について」（添付資料）

Yabuki Susumu                            22 



ることは、同時に、

商学部事務室を通

じて独・仏・中国

語担当教員に伝達

される。 

平成 12 年 7 月 28

日以降 

 この間、「共通化」の

意思決定を受けて、具

体的な作業がおこなわ

れていたはず。また、

「全学プログラム」の

変更・試行がどのよう

におこなわれ、どのよ

うな結果が得られたの

かについては学部入試

委員会にも、教員にも

報告されていないii。 

 

平成 12 年 10 月 26

日 

入試問題の提出締

め切り 

各枝問の配点を記

入した素点 100 点

の「配点表」を教

養部事務室に提出
iii。 

 ・全科目「配点表」お

よび科目別「配点表」

（添付資料） 

・語学別の出題責任者

を決定するよう教養部

から指示があり、中国

語については、国際文

化学部担当者との話合

いにより、平成 13 年度

は商学部担当者が出題

責任者になることを決

める。ただし、独・仏・

中国語の問題全体の取

りまとめは国際文化学

部とすることとする。

平成 12 年 12 月 11

日 

第１次校正   

平成 13 年 1 月 16

日 

第２次校正   

平成 13 年 2 月 25

日 

前期入試実施  独語受験者１名、中国

語受験者３名（仏語の

受験者はなし）。 

平成 13 年 2 月 27 独・中国語採点お  平成 12年度までは 250
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日 よび採点結果報告 点満点として報告した

が、平成 13 年度は教養

部と商学部事務の指示

に基づき、独・中国語

担当者は 100 点満点で

報告（仏語は受験者な

し）。 

平成 13年 3月 8日 前期入試合格発表 独・中国語 100 点満点

の素点が電算によって

2.5 倍に傾斜されなか

った。そのため中国語

受験者 2 名が合格範囲

内にありながら不合格

となる (この事実は翌

平成 14年 3月に判明)。

 

平成 13 年 5 月 30

日 

「大学入学者選抜

における出題・合

否判定ミス等の再

発防止について」

（文科省高等教育

局学生課大学入試

室長通知、各国公

私立大学入試事務

主管課長宛の事務

連絡） 

・山形大・富山大・

金沢大等でプログ

ラムがらみの入試

ミスが続発し、文

部科学省から各国

立大学および公立

大学へ再点検の指

示がなされる。 

この通知を受けて、ど

のような再点検がなさ

れたのか、また文科省

へはどのような報告が

なされたのか明らかに

されていないiv。 

「大学入学者選抜にお

ける出題・合否判定ミ

ス等の再発防止につい

て」（文科省高等教育

局学生課大学入試室長

通知）（添付資料） 
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平成 13 年前半 商学部で使用して

いた「大型コンピ

ュータ用の判定プ

ログラム」を全学

プログラムに統合

することを商学部

が教養部事務室に

提起。教養部との

協議の末、「大型

コンピュータ用の

判定プログラム」

を 「 ウ イ ン ド ウ

ズ・アクセスで動

くプログラム」に

組み換える作業を

業者に発注するこ

とで合意。 

  

平成 13 年 8 月 31

日 

「大学入試業務の

点検について (通

知)」（文部科学省

高等教育局戸渡速

志学生課長通知） 

この「通知」には次の

指摘がある。「テスト

データを採点した結果

が、採点基準を超える

等、基準にありえない

結果であっても、プロ

グラムが異常を起こさ

ず、エラー情報として

出力できるか」。この

ような点検は実際には

どのような手続きでお

こなわれたのかが明ら

かにされていない。 

「大学入試業務の点検

について(通知)」（文

部科学省高等教育局戸

渡速志学生課長通知）

（添付資料） 

平成 13 年 10 月 商学部入試委員会

が平成 12年度英語

受験生のデータを

用いたシミュレー

ションを計画。し

かしながら、教養

部側の準備が整わ

ず延期v。 

  

平成 13 年 12 月 20 商学部入試委員会 「全学プログラム本 教養部側はプログラム
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日 は延期されていた

シミュレーション

に全委員が出席。

しかしながら、教

養部側が準備すべ

き「全学プログラ

ム本体」は未完成。

体」が未完成。 のコンセプトを、パソ

コンを使った OHP で説

明したのみ。 

平成 14 年 1 月 24

日 

商学部入試委員会

がシミュレーショ

ンテストのために

召集される。「全

学 プ ロ グ ラ ム 本

体」のみが完成。

印刷プログラムが

未完成。 

印刷プログラムが未完

成。 

・印刷プログラムが未

完成のため、商学部事

務室の協力により、マ

イクロソフト・アクセ

スの印刷コマンドを用

いて印刷vi。結果を点検

したところ、「アクセ

ス新プログラム」によ

る判定は旧来の「大型

コンピュータ用の判定

プログラム」の判定結

果と一致。 

平成 14 年 2 月 25

日 

前期入試実施   

平成 14 年 2 月 26

日 

中国語採点・同報

告 

 中国語担当者は長年の

習慣から、素点を 250

点として報告。そのた

めコンピュータでエラ

ーが出るvii。 

平成 14年 3月 5日 商学部入試委員会

の点検により、中

国語担当者が素点

（100 点）での得点

を修正報告。 

 この段階で、商学部事

務室が平成 13 年度入

試の合否判定点検の必

要性に気づく。 

平成 14年 3月 8日 商学部臨時教授会

および記者会見 

 記者会見資料 

平成 14 年 3 月 12

日 

入試過誤調査委員

会委員長を国際文

化学部長として発

足viii。 

  

平成 14年 5月 2日 商学部定例教授会

で過誤委員会「中
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間報告」が報告さ

れ、調査の方向性

をめぐって教授会

紛糾。教授会議後、

商学部長および平

成 14年度商学部入

試委員長が最終報

告の延期と徹底的

な事情調査を申し

入れる。 

14 年 5 月 9 日 独・仏・中国語担

当者が「平成 13 年

度（2001 年度）入

学試験における電

算処理上の過誤の

原因・プロセスの

早期徹底解明につ

いて（要望）」を

入試管理委員会委

員長(学長)、過誤

調査委員会委員長

( 国 際 文 化 学 部

長)、商学部長に提

出。 

 「平成 13 年度（2001

年度）入学試験におけ

る電算処理上の過誤の

原因・プロセスの早期

徹底解明について（要

望）」（添付書類） 

平成 14 年 5 月 10

日夜 

第 7 回過誤調査委

員会に商学部中国

語担当者、平成 13

年度入試委員長、

商学部の大型コン

ピュータ用の判定

プログラムを担当

した教員が事情聴

取を受ける。 

  

平成 14 年 7 月 23

日 

合否判定過誤に関

する調査報告書発

表 

  

平成 14年 8月 6日 商学部臨時教授会

(処分問題) 

  

平成 14年 8月 9日 臨時評議会(処分   
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問題) 
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注 記 
i 第 4 回入試管理委員会は別の会議（おそらくは評議員会議）の直前に開かれたため、約 30 分で終了している。つま

り具体的な手順はすべて教養部事務室に委ねられたことが推測される。 
ii この時点で、すでに「全学プログラム」にミスがあったのではないか。①「全学プログラム」変更は、どのような

指示にもとづいておこなわれ、どのような「全学プログラム」ができたのか。②変更された「全学プログラム」の試

行はなされたのか。③試行の結果はどのようであったのか。以上の点が明らかにされる必要がある。 
iii 配点表提出に際して、中国語担当者は、素点を 100 点とすることに疑問を提起する。出題と校正までは、両学部で

共通化するが、採点以後の扱いは学部別に委ねられると考え、「素点の共通化」は、合理的な根拠があるとは考えら

れず、不必要な措置と判断。 
iv 教養部は、①再点検しなかった、②再点検したが発見できなかった、③再点検して発見したが公表しなかった、の

いずれかであったと考えられる。どの場合でも、教養部単独の責任が問われる重大問題。また、新聞報道によれば、

この事務連絡を受け、6 月中にいくつかの大学が再調査結果を文科省に報告した。教養部は再調査したのか。調査し、

文科省に回答しているのなら、文書が残っているはずで、それがあきらかにされなければならない。なお、その仕事

が本来業務である教養部ですら「再調査したが過誤を発見できなかったほど検出困難な問題」ならば、商学部で過誤

を事前に発見することはさらに困難なはず。 
v 中国語ミスと関係なし。ただし教養部側の熱意の程度を知りうる。 
vi 印刷プログラムが未完成であることについて平成 13 年度商学部入試副委員長(平成 14 年度商学部入試委員長)が激

怒し、教養部側と口論になる。 
vii 平成 14 年度の中国語出題責任者は国際文化学部の担当者であり、商学部担当者には、素点を 100 点とする指示は

間接的に行われた。「長年の習慣」にしたがい、前年度の経験を失念したのは、こうした事情によるもの。ただし、

この採点報告をめぐるトラブルを通じて、プログラムミスが発見された可能性が強い。なお第 2 外国語全体の担当責

任は商学部入試委員会とされた。 
viii調査委員のひとりに選ばれた現医学部長は平成 13 年度教養部長。教養部は被調査対象のはず。平成 13 年度の教養

部長（現医学部長）が過誤調査委員となることは調査委員会の中立性、客観性を疑わせる。 

以上  2002 年 8 月 18 日擱筆。 

  
[添付資料:D]「平成１３年度横浜市立大学商学部入試における合否判定

過誤に関する調査報告書」批判－原因を取り違えると、新たな過誤を

招く！－     1984～ 95年度商学部入試委員、商学部教授 松井道昭 

 本年７月２３日、本学入学試験管理委員会入試過誤調査委員会は、 

（Ⅰ）過誤の発見にいたった経緯、 

（Ⅱ）過誤を招いた原因、 

（Ⅲ）過誤の防止策 

から成る「調査報告書」なるものを発表した。これに関し、教員として直接・間接的に過

去十数年に亘り入試事務に関わってきた者として看過できない事柄が幾つか含まれており、

ここに見解を表明するものである。この文書が述べている内容を全面的に否定するつもり

はないことをまず断っておく。しかし、表面的理解が随所に見られること、とくに過誤に

ついて公平性を装いつつ一面的な原因推定を行っていること、そしてそれらは今後の更な

る過ちに連なるおそれのあることを指摘しておきたい。これが大学の公式文書として発表

されることは遺憾の極みと言わざるをえない。 

「Ⅰ 合否判定の過誤及びその判明の経過」に対する批判 

－ ミスの発生源は教養部にあり、これこそまず確認されなければならない！ 

－ 事前シミュレーションが行われていれば、ミスは防止できた！ 

 まず、本報告書の性格についてであるが、内容・文体・構成等から判断して教員の起案

したものではないと推定できる。事実経過と種々の要因が未整理のままに記述されている
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箇所、入試の実際に通暁せざる者に特有の内容面の粗さが見受けられること、結論的に管

理体制の強化をうたうなどの点がそうした判断の根拠となる。この点は追い追い明らかに

していく。 

 「調査報告書」は第２外国語の入試問題共有化の理由を、「受験者数が少ないから」に

求める。このくだりは、「調査報告書」の起案が職員の手になることを自ら暴露している。

なぜなら、出題者は出題に当たって、問題の中身や妥当性、誤謬の有無に人知れない苦労

を味わうし、ときには逃げ出したくなるような衝動に駆られるものであるからだ。「調査

報告書」の起案者はそうした痛苦とは無縁である。問題の共有化はできるだけ多くの者の

眼を通して、出題の適性化を確保するためのものであり、それは受験生の多寡とはまった

く関わりがない。 

 「調査報告書」は過誤の発生原因として、配点の傾斜化に際しての電算処理の遺漏を挙

げる。①科目配点の変更［２５０点→１００点］、②計算方法の設定の変更［配点計算→

傾斜配点計算］という２つの作業のうち、前者のみが行われ、後者が行われなかったとい

う。これは重大なミスであり、これでは合否判定資料に間違いが生じるのは当然で、今回

の過誤要因のすべてがここに集約されている。 

 ②が過誤発生の直接因だが、①の操作も過誤を呼び込む間接因となっていることを忘れ

てはならない。従来、商学部が２５０点配点でやってきたものを、何ゆえにわざわざ１０

０点に直したのかが問題にされなければならない。仄聞するところによれば、この変更は

教養部の主導によるそうである。これ自体が問題なのだが、その他にもここには２つの問

題がある。ひとつは入試得点のニュアンスの除去であり、もうひとつは、それが過誤を誘

い込む要因となったことである。 

 商学部の２５０点法は歴史をもっている。１００点法により採点したものを２．５倍し

たものと、２５０点法で採点したものとでは同じように見えるが、結果は違う。同点者の

数に差が出るからだ。入試の目的は得点の差別化にあり、できるだけ得点にニュアンスを

つけるのをよしとする。だいぶん前のことになるが、かつて商学部の英語は１００点法で

採点していた。それを２５０点法に直したのはこのためである。 

 第二に、出題ミスをできるだけ少なくするために問題は共通化しても、配点において学

部独自性を維持していれば、今回の過誤を回避しえたはずである。一般に、複雑性という

のは元締めで管理するよりも、末端で管理していたほうが間違いが少ない。実情に明るい

末端のほうが複雑性の意義をしっかり把握しているからである。これは最近の航空管制の

ミスで検証されたことでもある。 

 上記②のミスは何をか言わんや！である。今回の不祥事の原因はこれに尽きる。電算処

理担当者はおそらく配点変更の趣旨を理解していなかったものと思われる。だから、配点

は出題採点者に管理させたほうがよいのである。わかりやすさを理由に、やらなくてもよ

い操作①をわざわざ設定し、それゆえに重大な過誤を呼び込んだ責任は大きい。「機知の

功あれば必ず機知の敗あり」とはまさにこのことを言う。過誤調査委員会は、だれが①を

提起したのかを追及すべきであろう。 
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 「調査報告書」は上記①と②の変更操作がいつ行われたかについてふれていない。たぶ

ん年も押し迫ったころではないかと思われる。しかし、変更操作の時期がいつなのかは重

要である。私が入試事務に関与していた８０年代後半～９０年代初頭には、この作業は例

年夏休みに行われていた。私は夏休みの最中にたびたび教養部に呼び出され、選抜方法変

更の趣旨説明をさせられた。これを受けて教養部は、選抜方法の変更点が実際にコンピュ

ータ上で正しく機能するかどうかを過去のデータを用いて確認した。面倒ではあったが、

教員立ち会いのもとでのこうした確認作業があったからこそ、わが学部の入試選抜方法は

かなり複雑であったけれども、ミスなくやれてきたのである。 

 ここで重要なのは、夏休みという比較的余裕のある時期を選んでシミュレーションがや

られたことと、学部の入試担当教員と電算処理者が膝を交えて作業に携わったこととであ

る。当時はこの段階で、実験結果の反省に基づいて電算操作のマニュアル化がなされてい

たように思う。こうした共同作業とマニュアルづくりがいつ消えたのだろうか。過去に行

われていたことがいつしか行われなくなり、そのことのゆえに過誤を招いたことは問題に

されて然るべきではないか。「調査報告書」はこの点については沈黙している。 

「Ⅱ 合否判定過誤の直接原因及び背景要因」に対する批判 

－ 一人に電算処理を任せるとは！？ 入試体制に欠陥あり！ 

－ 商学部の「複雑な選抜方法」は過誤発生とは無関係である！ 

 「調査報告書」の第２部は「直接原因」と「背景要因」とに分かれている。前段の事実

経過そのものにはとくに異論はない。前段部分で重大なのは冒頭の記述「計算方法の設定

を変更する必要性に担当職員はまったく気付かなかった」という箇所である。もしこれが

事実だとすると、入試の重大事がこのような杜撰な体制下に置かれていたことに驚かざる

をえない。既述のように、入試担当教員と電算担当者が“膝詰め談判”をしていれば、こ

のような初動ミスは避けえたことである。最初が間違っていれば、あとはミスの順送りと

なるのは言うまでもない。 

 さらに、「調査報告書」は電算担当者に理解を示し、「商学部入試の配点の変更はこれ

までも何回か行われていたが、それらはすべて科目配点の変更のみで対応することができ、

計算方法の設定を変更する必要がなかった…と推測される」とまで言う。これは事実誤認

である。商学部は過去において、選抜方法こそ変更したが、センター試験（その前は共通

一次試験）と二次試験の配点はつねに５００点対５００点というように、一度も変更した

ことはない。だが、不満は残るにせよ、「調査報告書」のこのくだりは過誤発生の要因と

は関わりがない。 

 それよりも、その後段部分のほうが過誤との関連において遥かに重要である。すなわち

「電算処理の運用・管理が１人の職員に任され、複数の職員による点検を行っていなかっ

たこと、入力指示の変更に関するマニュアルが整備されていなかったことも、理由として

指摘できよう」の箇所がそれだ。この事実が外部に公表されるならば、入試軽視、受験生

軽視の最たるものとして、わが大学が信用失墜するのは火を見るより明らかである。今回

の過誤の発生の背景要因はこれに尽きるといっても過言ではない。過誤防止策の策定に当
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ってはこの点をもっと突っ込んで分析する必要があるだろう。 

 わが大学は早急に他大学とりわけ私学の入試に取り組む姿勢と体制づくりに謙虚に学ば

なければならないようだ。私学では、入試業務が教養部の片手間仕事になっているところ

はない。それはたいてい独立機関として学部事務室より上位におかれた入試部ないし広報

部となっている。そこに付与された権限と予算は並大抵の大きさではない。専属職員は少

なくとも十数名で、彼らは熟練を要するところから５年間は異動しない。ここに各学部か

ら選出された入試担当教員が加わり、恒常的に入試事務全般に亘って協議する。 

 さて「調査報告書」の言う「背景要因」の検討に入ろう。前段部分の「入試実施におけ

る不明確な責任体制」（５ページ第４段落）についてはとくに異議を唱えるつもりはない。

しかし、齟齬・意思疎通不全は学部内の教員と職員の間よりも、学部事務室と教養部事務

室との間で起こりやすいことを強調しておきたい。両者の鞘当て行為には、私はずいぶん

悩まされた経験をもつ。とくに１９８６年当時、わざわざ文部省にまで出掛けて行って入

試改革案について了解を取りつけたのに、教養部事務室によって改革案の実行が妨害され、

すでにそれを公表していたために絶体絶命のピンチに陥ったことがある。こうしたことは

今でも変わりがないと聞く。同位横並びの或る部局が他の部局を統括・指揮するには無理

があるということだ。 

 今回の「調査報告書」で絶対に承服できないのは後段部分すなわち「（２）商学部の複

雑な選抜方法」である。これは関係者の話によると、原案では選抜方法の改善要求になっ

ていたそうだが、商学部入試委員の抗議により、「調査報告書」にあるようにトーンダウ

ンしたと聞く。それでも「複雑な選抜方法」は過誤要因として残っている。 

 まず、「複雑な選抜方法」と今回の過誤発生とはまったく無関係であることを指摘して

おきたい。現在のように便利なパソコンが普及する以前のことだが、１９８６～９０年の

合否判定資料の作成に当たっては、わが学部は教養部の打ち出した得点集計をもとに、３

つの選抜基準［注、当時は３基準であった］を適用し、これを手計算で行い合格者を決め

ていた。とくに、８７年度入試は全国的に受験機会の複数化が行われた初年であったが、

２次試験受験者３，０１６名中、３つの判定基準を用いて６５０名を合格とし、結果とし

て３１０名の入学者を迎え入れた。全国的に雪崩現象のように大量の定員割れが起こるな

かで、わずか２８名のオーバーで済んだ。それを手計算でミスなく行った。しかし、検算

のために数日間かかる大仕事であった。９１年度からは、コンピュータ処理技術に長けた

商学部教員に全面的に依存することにより、この作業が大幅にスピードアップされた。こ

の間、手作業によってもコンピュータ操作によっても、ミスはまったく生じなかった。 

 コンピュータというのはプログラムがしっかりしており、入力さえ間違わなければ、間

違いは犯さないものである。今回のミスは、肝心のプログラムが組まれていないがゆえに

発生したのである。ミスの究明に当たっては、どんな種類のミスが、どの段階、どの部署

で発生したかが問題にされねばならない。採点ミスならば、これは１００％教員サイドの

責任とすべきであろうが、プログラムミスならば、担当者の責任、あるいは彼に情報提供

を十分に行わなかった者の責任に帰すべきであることは理の当然であろう。 
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 繰り返しになるけれども今回の過誤に即して言えば、教養部が配点変更を提起したが、

その伝達が同じ教養部の電算担当者にも、商学部の職員・教員にも不徹底に終わった。か

くて判定資料にミスが発生した。けれども幸いなことに、配点が変更されたとの認識のな

い採点者の従来どおりの採点により、ミスが判明したということではないか。この基本構

図を外れて議論しても始まらない。 

 「調査報告書」では、合格者の割合を７０％、３０％に区分したから過誤が発生したか

のような記述になっているが、これはタメにする議論としか言いようがない。「調査報告

書」の起案者はどうしても商学部を共犯者に仕立て、そのぶんだけ教養部の責任を軽くし

たいのであろうか。「調査報告書」がもし、ここで言うべきことがあるとすれば、「複雑

な選抜方法」をとっていながら、そのことのゆえに入試過誤を犯さなかった事実をば指摘

すべきであったであろう。このようないわゆる「ユニーク入試」が今回の入試過誤の発生

に無関係であることは、過去十数年の無謬実績をみれば、すぐにわかることである。 

 「調査報告書」はまた、偏差値計算によるデータを出したことを悪いことのように言う。

この操作は無闇やたらな恣意的操作ではなく、(1) 受験科目間の合否への影響度を平等に

保つ（統計学でいう「信頼性」の確保の）ために、また(2) 出題・採点のやりやすさのた

めに行っているのである。こうした科学的根拠をもつ得点調整は多くの大学で行われてお

り、むしろ得点調整をやらないと、受験生は選んだ科目で有利不利を感じてしまう、結果

として受験を諦める。受験生はもともと立場が弱く、非常にデリケートな存在であること

に配慮すべきである。 

 「ユニーク入試」と得点調整を入試過誤の“共犯者”に仕立てあげる「調査報告書」は、

商学部がそれを採用せざるをえなかった背景・歴史については口を噤む。同じ取りあげる

にしても、これについても是非述べて欲しかった。入試改革は単なる小手先の術策ではな

かったからだ。 

 国公立大学経済系の学部は８０年代におけるバブル景気に支えられた私学の台頭と共通

一次試験不人気の狭間にあって、一部有力大学を除きどこでも大幅な志願者減、入学者の

学力低下に悩まされていた。わが学部もそうであった。同じ文系学部でも文理学部文科の

場合、首都圏の国公立大学で文学部をもつものが少ないために、それほど志願者減には悩

まされていなかった。理科や医学部が私学の脅威に晒されていなかったことは言うまでも

ない。わが学部がユニーク入試を実施する前の志願者は例年、１，０００人を僅かに上回

る程度であり、１９８５年には１，０６６人であった。 

 「ユニーク入試」導入初年の８６年には志願者は２，８６６人、受験機会複数化の始ま

った８７年は６，４４９人、８８年は５，４０５人、８９年は５，５６６人、９０年は７，

７４２人へと跳ね上がった。入学者のレベルも確かに良くなった。一部有力大学のように、

さしたる努力をしなくてもハイレベルの入学者を確保できるところと、わが大学の、とり

わけ激しい競争に晒されているわが学部のように、涙ぐましい努力をしなければ志願者が

集まらないところとを同列において論じても仕方がないであろう。 

 また、わが学部は選抜方法をいじるだけで受験者を集めようとしたのではない。積極的
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な広報活動に打って出た。現在、教養部を中心に行われている志願者確保のための積極的

な広報活動に先鞭をつけたのはわが学部である。カラー刷りの小冊子もわが学部が創始し

た。それまで理科で行われていた夏季の高校教員研修を、ワンデーオープンスクールに格

上げすることを提言したのもわが学部である。今回の「調査報告書」はこの努力について

一片の顧慮すらしていない。 

 要約すれば、「調査報告書」中、「過誤の背景要因」の部分について体制上の不備につ

いては同意できるが、商学部の「複雑な選抜方法」が“犯人”に仕立てあげられているこ

とには断固として異議を唱えるものである。 

「Ⅲ 今後の防止策」に対する批判 

－ 「調査報告書」はなぜミス発生源の教養部には甘いのか！ 

－ 統制強化は別の種類のミスを呼ぶ！ 

－ 採点期間の短縮は本末転倒の対策ではないか！ 

 最後に、「調査報告書」は過誤防止のために諸策を提案する。その基調は「チェック体

制の整備」、「責任体制の明確化」、「入試業務全体の再点検」など管理体制の強化にあ

る。その方法として文書伝達主義を提案する。まず教養部（＝司令部）ありき、そしてそ

れと学部との関連を述べていること、入試の実務に関わる教員のことにあまり言及してい

ないところをみると、この「調査報告書」はやはり教養部擁護の姿勢に貫かれた役所文書

と見做さざるをえない。 

 それはともかく、ここに述べられている防止策で実効を挙げうるかといえば、疑問なき

にしもあらず。人間のミスは統制や画一化で防ぎきれるものではないからである。どんな

組織にあっても人間相互の信頼関係がなければミスは生じる。文書主義は形式に流れ、か

えって（別の種の）ミスを誘発してしまう恐れがある。文書伝達はあくまで補完となるべ

きであり、担当者の直接の協議に依存したほうがよい。この点で、わが大学は小さい大学

の特性を生かし、直接、関係部局に出向いて伝達する方式のほうが間違いが少なく、効率

もよいだろう。また、マニュアルはあるに越したことはないが、それへの全面依存も危険

で、限界のあることを知るべきである。マニュアル外のことが発生したときに対処できな

いからだ。さらに、責任分担主義は必ずしも悪いことではないかもしれないが、事と次第

によっては担当者の持場防衛主義に転化し、かえって境界線上のミスを誘発する可能性も

ある。 

 このように、文書、マニュアル、責任分担はミス防止の補完策とはなりえても万能薬で

はない。何よりも大切なのは同じ業務に立ち向かう人の熱意、責任意識、協力的姿勢であ

る。日ごろから頻繁な接触があれば、齟齬を来したり意思疎通を欠いたりすることはない。

そのような組織体制づくりをこそ、まず考えるべきではないか。 

 「調査報告書」は、「学部ごとの入試のあり方や実施状況などを点検・確認し、大学と

して統一した入試業務の実施方法を確立する」ことをうたう。なんでもない表現のように

見えるが、これを「多様な選抜方法の画一化をめざす」と読めなくもない。現に、特別入

試も教養部のもとに一元化する案が飛び出している。これが「角を矯めて牛を殺す」こと
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にならなければいいがと思う。入試というのは入会許可制を前提とした「人間による人間

の裁断」という側面をもっている。どんな方法も完璧ではないということだ。入試方法は

弾力的でなければならず、そのために試行錯誤のプロセスを踏まなければならない。試さ

れる分野や人間はもとより、試す側の人間も多様であり、画一的な間尺では用をなさない

ばかりか、かえって有害である。だから、入試実務に携わる者の声がつねに十分反映され

るような体制でなくてはならない。 

 過誤防止策の行き過ぎにより、別の種類の過誤が呼び込まれるおそれがある。それは６

ページ（３）－エである。ここには「点検作業の時間を確保するため、採点業務を最優先

し採点をできるだけ早く完了させる」と書かれている。これは言葉とは裏腹に「採点業務

の最軽視」にならないか。われわれは、今回の電算プログラムミスがこのような結論を導

いたことに驚愕せざるをえない。今回のミスは採点ミスや入力ミスではないことを改めて

噛みしめる必要がある。 

 入試に携わる者の経験から言えば、採点はいちばんデリケートな要素である。それが終

わっても、いつまでも心残りとなることさえある。つまり、急いだり焦ったりすると、ミ

スに繋がりやすいということだ。論述式問題の多い国公立大学の場合はとくにそうである。

急いで採点するためには、良問を放棄し○×式問題に改めなければならないだろう。これ

が本末転倒であることは言うまでもない。 

おわりに 

 入試過誤調査委員会は事件に直接関わりをもたない部局の教員と職員から成っ

ていると聞く。にもかかわらず、「調査報告書」には教員サイドの言い分がほと

んど反映されていないように思える。過誤はまず発生源に焦点を当てて分析し、

次いでその背景（＝体制）を問題にすべきである。なるほど、「調査報告書」は

形のうえではそうなっている。しかし、背景を取り上げる際、事の次いでに過誤

とは無関係の入試選抜方法までも背景（＝体制）と同列において論じる。７０％、

３０％の「複雑な選抜方法」で誤って合格者を不合格者にしてしまったのなら理

解できる。それは過去一度としてなかった。「調査報告書」は挙げ句の果てに対

策として、過誤発生源の教養部を軸に垂直的な管理体制を提起する。かくも一方

に偏した「調査報告書」が作成されたのはなぜなのか。このような偏向は、過誤

調査委員会そのものが、あるいはそれを立ち上げた入試管理委員会が予断をもっ

ていたから生じたと判断せざるをえない。管理体制強化は一時的な効率性を生む

かもしれない。だが、それと引き換えに、組織人の創意性・自発性・熱意を奪い

取り、“萎縮”という始末の悪い病根を招じ入れ、組織そのものを衰退に追い込

み、究極的に枯死にいたらしめる。たかが入試ということなかれ、これは大学に

とって死命にかかわる重大事である。入試過誤委員会及び関係諸部局にいま一度

の深慮を促したい。                           

   
 



［矢吹まえがき］ 

［これは大学当局の発表した『入試ミス調査報告書』に対して、矢吹のコメントを付した

ものである。8 月 30 日の入試ミス記者会見を報じた 8 月 31 日付各紙(『神奈川新聞』『朝

日新聞(神奈川版)』『毎日新聞』『東京新聞(横浜版)』)は、程度の差はあるが、すべて

欠陥報道であるといってよい。各紙がなぜ欠陥報道に陥ったかを検証するために、改めて

当局の『報告書』を読み直した。[  ]内は、すべて矢吹のコメントである。読者はこの『報

告書』と矢吹の『報告書批判』とを合わせてお読みいただき、その当否を点検していただ

きたい。私見では、『報告書』は、あらゆる意味で「反面教師」である。このような「教

師」から、「過ちを学ばない」よう心がけることによってのみ、入試ミスの再発を防ぐこ

とができると私は確信している。20002 年 9 月 7 日、横浜市立大学教授 矢 吹  晋］ 

[読者から見易い対照表を作るよう要望が寄せられたので、対照表形式に改めた。9 月 10

日] 

平成 13 年度横浜市立大学商学部入試におけ

る合否判定過誤に関する調査報告書 

平成 14 年 7 月 23 日 

横浜市立大学入学試験管理委員会入試過誤

調査委員会 

右欄に調査報告書の事実誤認や事実を歪曲

した欺瞞的記述などの箇所を具体的に指摘

した。(矢吹晋、2002 年 9 月 10 日) 

はじめに 

平成 14 年度の横浜市立大学商学部入学試験

（一般選抜前期日程）の合否判定に際し，前

年度（平成 13 年 2 月 25 日実施）の入学試験

において，得点集計に過誤があったことが判

明した。その過誤により，合格者とすべき受

験者 2 名を不合格としてしまい，受験者，保

護者，関係者に多大な迷惑を及ぼすととも

に，本学の入学試験に対する市民の信頼を著

しく失墜させることになった。 

商学部教授会は，過誤により不合格とされた

2 名の受験者を合格者と決定し，この合格者

に事情を説明すると同時に，不合格扱いによ

って受けた不利益について，大学として誠実

に対応することとした。 
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一方，大学全体の入学試験実施に関する事項

を所掌する横浜市立大学入学試験管理委員

会（以下「入試管理委員会」という。）は，

平成 14 年 3 月 8 日の臨時委員会において，

入試過誤の原因究明及び今後の防止策の検

討を目的に，入試過誤調査委員会を設置する

ことを決定した。入試過誤調査委員会は，3

月から 7 月の間，計 8 回の会議を重ね，調査

等にあたってきた［1］。 

以下に，入試過誤の経過，原因及び背景，今

後の防止策を報告する。 

［1］委員会の公正性には重大な疑惑があ

る。誰がどのような基準でこの委員会委員

を選んだのか、大きな疑問が残る。という

のは 8 月 30 日に「戒告処分」を受けた 12

年度教養部長は、5 月 10 日第 7 回委員会の

時点で委員を務めていた事実があるから

だ。被処分者が委員として参加する委員会

に公正な判断を期待できるであろうか。し

かも、『調査報告書』に付された「委員名

簿」からこの名は、何の断りもなしに削除

されている。これも不可解である 

I 合否判定の過誤及びその判明の経過   

平成 14 年度入試の商学部「中国語」の採点

において，配点 100 点満点で採点すべきとこ

ろを，担当教員が誤って 250 点満点で採点し

た。その採点ミスが得点集計の電算処理過程

で発見されたため，改めて 100 点満点で採点

し直して電算入力し[2]，その結果出力され

た「成績一覧表」を点検したところ，外国語

の選択科目である「独語，仏語，中国語」に

ついて，傾斜配点処理がなされていないこと

が明らかになった。そこで，念のため平成

13 年度の商学部入試についても得点集計を

再点検したところ，「独語，仏語，中国語」

は，250 点満点で集計すべきところを傾斜配

点処理がなされておらず， 100 点満点で集

計されていたことが判明した[3]。 

[2]下線は筆者が付したもの。以下同じ。こ

の下線部分に注意されたい。担当教員が「誤

って採点し」「採点ミス」を犯したのなら

ば、このミスを犯した「採点者」なるもの

は、なぜ 8 月 30 日の処分対象者のなかに含

まれていないのか。「100 点満点で採点し直

して」とあるが、これは「採点のし直し」

ではない。「250 点満点で採点したもの」を、

採点者がその後に「100 点満点に換算した」

のである。「採点ミス」という記述を繰り

返す報告書は、「採点者のミス」という印

象を読者に与えようとしている。これは責

任の転嫁であろう。事実は、採点者が長年

の慣行に固執したことによって、得点集計

のミスを発見する契機となったのである。

もし、このトラブルがなければ、このミス

は今後も引き続き繰り返された恐れが強

い。 

[3]当時、採点者は商学部外国語入試の配点

の慣例にしたがい、英語の素点と同じく 250

点満点で報告しようとした。その後「100 点

満点で報告されたい」という事務担当者の

指示にしたがって、100 点満点で報告した。

もし従来の慣行通り 250 点満点で報告して

いたならば、そもそも入試ミスは起こらな

かったはずである。 
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1 平成 13 年度入試における合否判定過誤の

経過 

（1） 商学部入試の「独語，仏語，中国語」

については，平成 12 年度入試までは商学部

単独で出題してきたが，例年受験者が少ない

ことから[4]，平成 12 年 7 月の入試管理委員

会で，平成 13 年度入試から国際文化学部と

共通の入試問題とすることが決定された。 

 

[4]下線部に注意されたい。入試問題を共通

化したのは、複数の出題者による点検によ

って「出題ミス」を防ぐためであった。受

験者の多少は、共通化とはなんら関わりが

ない。ここで報告書の執筆者は、出題共通

化の意義をまったく誤解している。執筆者

が入試に疎い者であることを示唆する。 

（2） 平成 12 年度入試まではこれら科目の

配点について，商学部では配点を 250 点満点

とし傾斜配点としていなかったが，国際文化

学部では配点を 100 点満点とし，学科別に傾

斜配点（日本アジア文化学科及び人間科学科

は 400 点満点，欧米文化学科は 600 点満点）

としていた。そのため，入試問題の共通化[5]

に伴い，商学部では国際文化学部の方式に合

わせ[6]，配点 100 点満点，傾斜配点 250 点

満点に得点集計方式を変更することとなっ

た。 

 

[5]「出題の共通化」と「採点および得点集

計の共通化」とは、まったく別の事柄であ

るにもかかわらず、その区別がついていな

い。 

[6]「採点および得点集計および合否判定」

は、「学部ごとに行う」方針は、一貫して

いる。それゆえ、「国際文化学部（におけ

る学科別）傾斜配点」と「商学部の配点」

とはまったく関係がない。ここで「商学部

では国際文化学部の方式に合わせ」と記述

しているのは、二つの意味で疑問がある。

まず商学部の配点を「国際文化学部のそれ

に合わせる」必要は、そもそも存在しない

ことだ。次に「合わせ」た主体があたかも

商学部であるかのごとき記述を行っている

のは、虚偽である。商学部の立場からする

と、そもそも「合わせること」には、まっ

たく必要性・合理性がない。したがって担

当者はかねて、この措置がミスを生む危険

性を指摘してきた。繰り返すが、配点の共

通化措置なるものは、「採点以後の過程」

は、「学部ごとに処理される」ことの意味

を十分に認識しない者によって事務的形式

的に処理されたものである。「商学部では」

と書かれているのは、主語なのか主題なの

か曖昧である。類似の曖昧な記述が報告書

には少なくない。 

ここで「素点 250 点方式」を堅持すべき

理由を再確認しておく。合格点ラインには、

同点者がひしめくのが常である。したがっ

て、より細かな配点数字を用意することが
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合否判定上望ましい。［この点については、

長らく商学部入試委員を務め、ユニーク入

試の発案者でもある松井道昭教授の『批判

書－－原因を取り違えると、新たな過誤を

招く』の「商学部の 250 点法は歴史をもっ

ている」の項を参照されたい。以下「松井

批判書」と略称して引用する］。 

さらに商学部の場合、第 2 外国語の得点

は、英語受験者と並べて「外国語科目欄」

に記される。「英語は素点 250 点満点」で

採点され報告されるので、第 2 外国語の素

点を「英語と合わせておく」ことは、一覧

表点検の際に、間違いを発見しやすいメリ

ットがある。第 2 外国語のみを「素点 100

点満点とし、その後 2.5 倍する方法」は、

有害無益である。過ちを発見しにくくする

からだ。 

念のために書き添えておくが、最も望ま

しい点検は、答案用紙における「枝問の得

点」から点検を始めることである。つまり、

答案に書き込んだ「枝問ごとの得点」こそ

が合否判定の原点であり、これこそが原表

となることに着目しなければならない。原

表から出発して、次々に行われる集計作業

は、どの段階についても、コンピュータと

いうブラックボックスからいつでも取り出

せる形にしておくのが望ましい。原表に対

して、加減乗除を繰り返し行うことは、電

算上はボタン一つの操作で可能だが、これ

らの操作によって、事後の点検をより困難

にしてはならない。 

［松井批判書はこの点について、「一般

に複雑性というのは元締めで管理するより

は、末端で管理しているほうが間違いが少

ない。実情に明るい末端のほうが複雑性の

意義をしっかり把握しているからである。

これは最近の航空管制のミスで検証された

ことでもある」と指摘している］ 

  今回の過誤は、入試事務に対する「ふた

つの無知」に基づいて、教養部事務室が無
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意味な「素点変更」を行ったために生じた

ものであり、ここに問題の核心がある。過

誤報告書は、当然ながらこの「素点(原表)

変更の事実」には触れているが、(1)変更が

有害無益なものであること、(2)この変更が

十分な検討なしに行われたこと、(3)変更に

伴う事後の点検を怠ったために過誤が発生

した事実は、なぜか曖昧な記述にとどまっ

ている。 

（3） 平成 12 年 10 月下旬に，商学部及び国

際文化学部の共通問題とした「独語，仏語，

中国語」の教科別配点表[7]が，平成 13 年度

入試の当該科目の出題責任者となった国際

文化学部の教員[8]から同学部入試委員長を

通じて教養部に提出された。 

 

[7]これは「教科別配点表」ではない。教科

別配点表は入試要綱が受験生に周知された

時点ですでに公表されている。したがって

この段階で教科別配点表を提出する必然性

はまったくない。ここで言及されているの

は、外国語配点素点 250 点を前提とした上

での「枝問配点表」にほかならない。二つ

の配点表はまったく性格の異なる配点表で

ある。報告書はここで、商学部のイニシャ

チブで、素点の変更が行われたかのごとき

虚偽の記述を合理化するために、二つの配

点表を混同している。無知ならば、入試の

実情に疎いことを示す。もし事実を知りつ

つ、故意にこのように記述したのならば、

悪質な欺瞞である。 

[8]これは事実誤認である。当時の責任者は

商学部中国語担当者であった。 

（4） 教養部では，提出された教科別配点表

に基づいて，電算処理担当職員が電算処理入

力指示の変更を行つた。この入力指示の変更

は，①科目配点の変更［配点 250 点→配点

100 点で傾斜配点 250 点］，②計算方法の設

定の変更［配点計算→傾斜配点計算］の二つ

の作業を行う必要があつた。しかし，担当職

員は①の変更を行つたのみで，②の変更を行

わなかつた。[9] 

 

[9]これがミスのすべてである。(1)この配

点の変更を決定したのは誰か。(2)その指示

書を書いたのは誰か。(3)その指示書にした

がって、電算プログラムを書き換えたのは

誰か。そのプロセスを解明することが、調

査の課題であったはずである。この核心を

明確に書かず、周辺の事柄をあれこれ書き

加えるのは、この決定的ミスを犯した者の

責任を曖昧にするだけである。二つの変更

は、そもそも無用の変更であり、不要の修

正であった。無用の書き換えを行ってミス

を誘発した。「入試改革」の名において、

「入試改悪」が行われた。 

Yabuki Susumu                       5 



（5） 教養部では，得点集計の電算処理上の

入力指示にミスがないかどうかを検証した。

この検証は，①得点集計の各種入力指示内容

の確認，②テストデータにより合否判定資料

として出力した「成績一覧表」の確認，の二

つの作業であった。 

①は，各科目の配点，傾斜配点，計算方法な

どの入力指示内容を確認する作業であるが，

商学部の「独語,仏語,中国語」の計算方法の

設定の箇所を確認していなかった[10]。 

②は，変更を加えた得点集計の電算処理に誤

りがないか確認するため，テトデータを入力

して「成績一覧表」を出力し，手計算と比較

して確認する作業であるが，商学部の「独語，

仏語，中国語」を確認していなかった[11]。

（6） 入試実施後に出力した「成績一覧表」

について，商学部入試委員は，配点，傾斜配

点の計算にミスがないかを確認していなか

った。[12] 

 

[10]電算プログラムの変更を行いつつ、そ

の変更の結果を確認しないとは、信じられ

ない杜撰さである。この変更がきわめて安

易に思いつきで行われた可能性を示唆す

る。誰の思いつきか。 

[11]「受験者が少ないことから」無視され

たものか。 

[12]そもそも電算プログラムの変更方針が

商学部入試委員会に周知徹底されていたか

疑問がある。商学部が「従来から行われて

きた慣行的な点検」以上の点検の必要性に

気づくはずはない。これは商学部への責任

転嫁である。 

2 平成 14 年度入試の経過 

（1） 平成 14 年度入試の得点集計の電算処

理過程で，商学部「中国語」につい て配点

100 点満点で採点すべきところを，担当教員

が誤って 250 点満点で採点していたことが

発見された[13]。そのため，100 点満点で採

点し直して電算入力し，改めて「成績一覧表」

を点検したところ，商学部の「独語，仏語，

中国語」について傾斜配点処理がなされてい

ないことが判明した。 

[13]これは担当教員への責任転嫁である。

もし担当者が 100 点満点で採点したならば、

ミスは発見できず、繰り返された可能性が

きわめて大きい。担当者は従来の商学部外

国語入試の慣行に従ったまでのことであ

り、「誤って採点した」のではない。もし

あえて「採点ミス」を主張するのならば、

なにゆえ 23名におよぶ処分者のなかに担当

者を加えなかったのか。 

 『神奈川新聞』の「採点ミス」を見出しに

掲げたが、この報告書の責任転嫁の姿勢が

『神奈川新聞』の誤報を導いたものと考え

られる。担当者は「ミスを犯した」のでは

なく、「ミスを発見」する契機を作ったの

である。 
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（2） その事実に基づき，得点集計を行う電

算処理上の入力指示内容を点検したところ，

得点の計算方法の設定が傾斜配点になって

いないことが判明したため，教養部事務室担

当職員が直ちに入力指示を傾斜配点にする

修正を行った。 

（3） 中国語等の外国語科目は平成 13 年度

入試から共通問題となり，得点集計方法も変

更されていたはずであるので，念のため平成

13 年度入試の「成績一覧表」を点検したと

ころ，当該科目について傾斜配点処理がなさ

れていない事実を確認した。 

（4） そこで，商学部の平成 13 年度入試に

ついて，傾斜配点処理を行った正確なデータ

によって検証したところ，2 名の受験者が合

格圏内であることを確認した。 

 

II 合否判定過誤の直接原因及び背景要因 

I の 1 のとおり，平成 13 年度入試における

合否判定過誤の直接の原因は，「成績一覧表」

出力のための得点集計を行う電算処理上の

入力指示のミスと，そのミスを見過ごしてし

まったことにある。しかしながら，その背景

要因として，入試実施に際しての責任体制が

不明確であり，商学部入試の得点集計の処理

方法や選抜方法が複雑1であった[14]という

問題が上げ[15]られる。 

 

[14]これは商学部への責任転嫁である。商

学部の「複雑な入試制度」は、さまざまの

タイプの個性的な受験生を集めるために、

さまざまな方法を用いる努力をおこなって

きた努力の結果にほかならない。これは商

学部入試委員会の努力の結晶である。調査

報告書が商学部の努力をあたかも無視する

かのごとく、「入試制度が複雑だからミス

を犯した」と難詰するのは、不当ないいが

かりに近い。なぜなら、これまで、この「複

雑な方法」にもかかわらず、ミスは生じて

いないからだ。報告書の基本的姿勢は、「商

学部への責任転嫁」で一貫しており、とう

てい公正な報告書とはいいがたい。これは

きわめて遺憾である。 

[15]誤字。 

1 合否判定過誤の直接原因 

（1）得点集計を行う電算処理上の入力指示

の過誤 

I の 1（4）のとおり，得点集計を行う電算処

理上の入力指示の変更に必要な作業は二つ

であったが，科目配点の変更を行つたのみ

で，計算方法の設定を変更する必要性に担当
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で，計算方法の設定を変更する必要性に担当

職員はまったく気付かなかった。[16] 

[16]なんたる不覚か。「素点 250 を素点 100

に変えて、その後 2.5 倍する」のは、そも

そも無用の変更であるとはいえ、一方の変

更だけを行い、他を放置するのは児戯に近

いあきれた態度である。 

その理由として，商学部入試では「独語，仏

語，中国語」以外の試験科目については，得

点集計の処理において偏差値 1 計算[17a]を

していたが，「独語，仏語，中国語」につい

ては，偏差値 2[17b]計算処理をしないため，

得点集計の電算処理上の入力指示が他の科

目とは別系統になっており，そのことに気付

かなかったことが上げられる。 

[17ab]ここで「偏差値計算」を持ち出すの

は、論理のすり替えである。これは今回の

ミスとはまるで関係のない話である。キー

ワード「偏差値」の頻出は、商学部への責

任転嫁の伏線と読むことができる。 

また，商学部入試の配点の変更はこれまでも

何回か行われていたが，それらはすべて科目

配点の変更のみで対応することができ，計算

方法の設定を変更する必要がなかった[18]

ことから，平成 13 年度入試における入力指

示の変更も，科目配点の変更のみでよいとい

う思い込みがあったものと推測される。 

[18]これは商学部入試に対する誤解に満ち

た謬論である。顧みると、A 日程、B 日程、

複数化機会と入試制度が全国的に何度も変

わった。これに対応するために商学部もそ

の都度入試制度を変更してきたことは事実

である。しかし、商学部は「センター試験

は 500 点、二次試験は 500 点 合計 1000 点

満点」の基本方針を変えたことは一度もな

い。少なくとも、1986 年の入試改革以来、

この原則を変更した事実はない。 1991 年度

入試からユニーク選抜方法を採用し、従来

の３基準から２基準に変更しただけであ

る。それ以来、既に 10 年以上経過している。

商学部入試の実情に対する事実誤認は、容

認し難いものである。 

[この問題について松井批判書は「絶対に承

服できない」と強調している。「ユニーク

入試と得点調整を入試過誤の共犯者に仕立

て上げる調査報告書は、商学部がそれを採

用せざるをえなかった背景、歴史について

は口を噤む。同じ取り上げるにしても、こ

れについても是非述べて欲しかった。入試

改革は単なる小手先の術策ではないから

だ」]。 

  商学部入試が他の学部と比べて複雑なの 
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 は事実である。なぜか。経済学・経営学系

は他の学部、特に理科系学部と比べて相対

的に「多人数教育」であり、入試戦線にお

いては私立大学と競合する。その入試戦線

でアピールするために、労を惜しまず、さ

まざまな措置を講じてきた。その結果とし

て入試が複雑になったものである。過誤報

告書の執筆者は、商学部の努力を無視する

だけでなく、この努力こそが入試過誤の背

景であると論ずる。確かに商学部が入試方

法を改善せず、単に素点を加算するような

簡易な集計方法を採用していれば、プログ

ラムは簡略化されミスも比較的起こりにく

くなるだろうが、本来、どのように学生を

選抜するかという戦略が先にあって、それ

に見合ったシステム化を図るべきものであ

る。「学生が及第点をとれなかったのは、

教師の設問が難し過ぎたからだ」と、教師

を批判するのと同じ浅はかな論理である。

大学が公表する報告書としてまことに恥ず

かしい。それを敢えてなすのであれば、こ

れは許し難い暴言であり、商学部いびり以

外のものではない。これらの点については、

長らく商学部入試委員を務めた松井道昭教

授の批判が詳しい。 

加えて，得点集計における電算処理の運用・

管理が 1 人の職員に任され，複数の職員によ

る点検を行つていなかったこと，入力指示の

変更等に関するマニユアルが整備されてい

なかったことも，理由として指摘できよう

[19]。 

[19]これは重大な管理システム上の過誤で

ある。この大問題は軽く扱われている。す

なわち、商学部の「複雑な制度」の後に付

加的にしか位置づけていない。問題の核心

を外して、商学部に責任を転嫁するのは、

報告書の一貫した姿勢であることを示す一

例である。 
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（2）事前点検の不徹底 

教養部事務室は，得点集計の電算処理にミス

がないかどうかを毎年事前に点検していた

が，商学部入試に関する点検は各種入力指示

内容の点検のみで「成績一覧表」の点検を行

っておらず，入力指示の過誤を発見できなか

った[20]。商学部入試の「成績一覧表」は偏

差値 3計算により出力されており，得点との

突合チェックが困難であるため入力指示内

容の点検のみでよいと考えていた[21]。 

[20]電算プログラムを変更した教養部事務

室が発見できないミスを、その変更を十分

に知らされていない商学部側が発見できる

はずはあるまい。 

[21]教養部事務室は、この点検を事実上す

べて商学部に委ねてきたのである。その口

実として「偏差値計算」を挙げている。入

試を主管する事務室がこのような口実で、

サボタージュを続けてきた事実がここに明

らかである。 

また，平成 13 年 4 月から 5 月頃にかけて他

大学で合否判定過誤が次々と明らかとなっ

たことから，教養部事務室は改めて平成 13

年度入試の各種入力指示の内容及び「成績一

覧表」を点検したが[22]，上記と同様に商学

部については各種入力指示内容の点検のみ

で「成績一覧表」の点検を行わなかった[23]。

さらに，教養部事務室は，平成 13 年 7 月に

各学部に対して各種入力指示の内容及び「成

績一覧表」の点検を依頼したが，商学部事務

室は各種入力指示の内容は点検した[24a]も

のの，「成績一覧表」の点検は偏差値 4計算

により出力されているため困難である[24b]

として行わなかった。そのため，この点検作

業によっても入力指示の過誤を発見するこ

とができなかった。 

[22]この点検でミスを発見できなかったこ

とが重大である。 

[23]ミスの原因は「入力指示内容のミス」

であるから、この点検によってミスを発見

出来なかったとは、不可解である。「成績

一覧表の点検」を行わなかったことを指摘

しているが、この点検を行ったとしてもミ

スは発見できなかったはずである。入力指

示のミスを「一覧表の点検」から発見する

ことは、論理的に不可能であろう。この記

述は無責任きわまる。一覧表の「どの箇所」

を「どのように」点検するかを明示しない

点検は、事実上無意味である。 

[24ab]この記述は二重、三重に曖昧であり、

あえていえば虚偽である。プログラム変更

の経緯をそもそも「知らされていたのかど

うか」に疑問がある以上、「各種入力指示

の内容を点検した」という記述は、虚偽に

属する。「成績一覧表の点検」を仮に行っ

たとしても、今回のミスは発見できなかっ

たはずである。なぜなら、「素点 100 点満

点」の得点を「素点 250 点満点」の数字の

なかに並べた場合、特定の受験生の得点が

すでに 2.5 倍されているのかどうかは、分

かるはずがないからだ。調査報告書のこの

部分、すなわち点検に関する記述は、中国

語担当者らの「質問書」を意識して挿入し

たものと解されるが、自家撞着である。 
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（3）「成績一覧表」の点検の不徹底 

合否判定にあたり，教養部で作成した「成績

一覧表」を最終的に点検することは本来学部

入試委員の役割[25]である。現に商学部以外

の学部では入試委員が「成績一覧表」を点検

していたが，商学部では「成績一覧表」を入

試委員が点検しておらず，チェックシステム

が十分に機能していなかった[26]。 

 

[25]これは一般論である。今回のミスとは

関係ない。商学部への責任転嫁はここに集

約されている。 

[26]「成績一覧表」のどの箇所を、何と照

合するのかを明示しない点検はありえな

い。「最終的点検」なるコトバのあやでは

何も点検できないはずだ。教養部事務室の

プログラム変更を知らされていない側が一

覧表の点検を行ったとしても、ミスを発見

することは論理的に不可能である。 

その理由として，商学部では，科目選択によ

る不公平をなくす目的で，得点を偏差値 5計

算[27]によつて補正したデータで「成績一覧

表」を作成しており，得点との突合チェック

が困難であるため，「成績一覧表」の点検方

法を確立していなかったことが上げ[28]ら

れる。 

また，合格発表までの日数が限られており，

しかも複数の合否判定基準を設けるなど商

学部の選抜方法が複雑 2であるため，[29]商

学部入試委員は合否判定における自らの役

割は専ら合否ラインの設定にあると考え，合

否判定作業においては合否ラインの確定作

業に時間を費やしていたことも理由として

上げられる[30]。 

 

[27]またしても「偏差値計算」を口実とし

ている。いったいこの報告書でこの口実は

いくど用いられたか。これは教養部事務室

がいやがったために、商学部側が行ってき

た。しかし、第 2 外国語入試とはまるで関

係がない。このように基本的な入試業務を

教養部事務室が回避するのは許されない

し、その口実を鵜呑みにして、商学部に責

任を転嫁するのは、許し難い。 

[28]誤字。  

[29]またしても複雑性という口実。2 回目。

[30]商学部入試委員会が、例年この問題に

精力をすり減らしてきたのは事実である。

それは、「定員過剰」については予算措置

を最低限にしか講じることなく、「定員不

足」に対しては、あたかも借金返済を求め

る居催促のように圧力をかけられてきたか

らである。入試委員会の苦衷をまるで無視

して、このような理由づけを書けるのは、

大学の実情を知らない者だけである。 

2 合否判定過誤の背景要因  
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（1）入試実施における不明確な責任体制 

本学では学長を委員長とする入試管理委員

会を設置して入試を実施しているが，入試の

日程調整や検討課題の指摘などにとどまっ

ており，試験科目や配点の決定，試験問題の

作成や採点，合格者の決定などは各学部の責

任に委ねられている[31]。 

各学部では，入試の教務・広報など入試にお

ける具体的業務を担当させるために入試委

員を指名して入試委員会を組織しており，入

試実施の過程でミスが発生しないよう，問題

作成，採点，合否判定などの過程で点検する

のは，学部入試委員の役割である。 

教養部は入試管理委員会を所管しているが，

合否判定に関しては，各学部が採点した結果

を受けて電算入力・電算処理し[32]「成績一

覧表」等を作成する業務を行っており，教養

部における得点集計の電算処理上の入力指

示について，チエツク機能が働いていなかっ

た。 

入試実施の責任は各学部にあるが，平成 13

年4月から7月頃の他大学での合否判定ミス

が次々と明らかになった時期にあっても，商

学部入試委員が自ら「成績一覧表」等を点検

することはなかった[33]。 

[31]この事情を無視した「配点の共通化」

がミスを犯した。教養部あるいは大学管理

部門は、いつも学部自治を押さえ、集中管

理を狙う。それがミスの原因である。 

[32]実際には、この建前が守られなかった。

素点 250 点を変更する電算処理は、商学部

担当者の意に反して行われたものである。

商学部側がこの変更を主張すべき理由はま

ったくないのである。 

[33]これを点検しても、今回のミスは発見

できなかったはずである。論理的に不可能

な事実を繰り返し強調することによって商

学部へ責任を転嫁しようとしている。 

商学部入試委員は，本来果たすべき得点のチ

エックなどの役割」を十分に認識していなか

つた[34]。 

入試実施に際して，学部入試委員の役害」と

責任範囲，教授会，入試委員と学部事務室の

役害」と責任範囲，商学部と教養部の責任体

制，教員と事務職員の役割分担，などがいず

れも明確化されず曖昧であったことが，合否

判定過誤の背景要因として上げられ，特に学

部と教養部の間の責任体制が不明確であっ

た。 

[34]これも商学部への責任転嫁である。 
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（2）商学部の複雑 3な選抜方法[35] 

商学部は，大学入試センター試験の傾斜配点

を異にする二つの選抜基準を設け，合格者数

を 70％と 30％に区分するという複雑 4な選

抜方法[36]を実施していた。 そのため商学

部では，教養部で作成された「成績一覧表」

のデータをもとにさらに独自の集計をする

必要があった。また，この「成績一覧表」に

は偏差値6計算されたデータが出力されてい

たため，得点との突合チェックが事実上困難

であり，抽出チェックも行っていなかった

[37]。 

[35]複雑 3 回目の登場。 

[36]複雑 4 回目の登場。 

[37]この項全体が今回のミスとは関係のな

い事実である。興味のある読者は「複雑」

というキーワードの回数を数えてほしい。

繰り返すが、これはすべて今回のミスとは

関係のないものである。「偏差値」の登場 6

度目。 

III 今後の防止策 

入学試験は，大学にとってきわめて社会的責

任の重い業務であり，社会の信頼を損なわな

いように厳正に実施しなければならない。今

回の合否判定過誤を大学全体として深刻に

受けとめ，今後再びこのような過ちを繰り返

さない防止策を構築していくことが，大学の

責務である[38]。防止策として，業務のチエ

ツク体制の整備，入試実施の責任体制の明確

化，入試業務全般の再点検などが上げ［39］

られる。 

[38]きれいごとだ。原因を曖昧にした報告

書は、責任を曖昧にするのみ。 

［39］誤字。 

1 業務のチェック体制の整備 

得点集計・合否判定資料作成業務の各段階に

おいて責任範囲を明確にし，点検作業マニュ

アル及びチェックリストを整備するなど，次

に掲げる事項を早急に実施する必要がある。

 

Yabuki Susumu                       13 



（1）得点集計の電算処理上の入力指示内容

を変更する場合の確認 

ア 学部から教養部に入試実施上の変更点を

文書で伝達し，教養部から学部に電算処理上

の入力指示内容の変更等を行つた旨を文書

で報告するなど，学部と教養部との連絡シス

テムを明確化する。 

イ 得点集計の電算処理上の入力指示内容を

変更する場合のマニュアル，チェックリスト

を整備する。 

ウ 得点集計の電算処理上の入力指示内容を

変更する場合には複数職員により確認する。

 

（2）事前の得点集計の電算処理上の入力指

示内容の点検 

ア 得点集計の電算処理上の入力指示内容，

「成績一覧表」の事前点検について，作業項

目，サンプル数等についての点検作業マニュ

アル，チェックリストを作成する。 

イ 教養部と学部入試委員がそれぞれの責任

で事前点検を行う。 

 

（3）入試実施後の「成績一覧表」の点検 

ア傾斜配点している科目については，配点と

傾斜配点の両方をチェックできるような資

料を作成する。 

イ 入試委員の役割が「成績一覧表」に誤り

がないか点検することであるという認識を

徹底する。 

ウ 点検作業のマニュアル，チェックリスト

を作成する。 

エ 点検作業の時間を確保するため，採点業

務を最優先し採点をできるだけ早く完了さ

せる[40]。 

[40]形式的な点検を列挙しても、真の点検

にはなりえない。のみならず、さなきだに

超繁忙期において、採点業務を急がせるよ

うな措置は有害である。 

2 入試実施の責任体制の明確化 

合否判定過誤の背景要因である組織運営面

の問題を解決するために，次に掲げるように

入試実施に関わる組織の役割と責任体制を

明確化する必要がある[41]。 

[41]公立大学における事務管理部門の貧弱

な態勢は目に余るものがある。ほとんど腰

掛け程度の素人によって行われている。た

とえばこのずさんな報告書は、その惨状を

映す一つの鏡であると見てよい。 
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（1）入試管理委員会の役割の強化 

入試管理委員会は全学的観点から入試実施

に関する事項を所掌しているが，これまでは

入試の日程調整や検討課題の指摘などを主

に行つてきた。今後は，入試を適正に実施す

る観点から，学部と教養部の連携・協力のあ

り方，学部ごとの入試のあり方や実施状況な

どを点検・確認し，大学として統一した入試

業務の実施方法を確立する役割を果たす。 

 

（2）学部と教養部の役割分担と責任体制の

明確化 

学部と教養部の役割分担を明確化し，連携・

協力体制を確立する[42]。 

入試は学部別に学部教授会の責任において

行われていることから，各学部は， 教養部

が行つた得点集計の過程と結果を責任をも

つて点検・確認する。 

[42]責任のみを学部におしつける。一方で

は、事務管理部門への権限の集中化に狂奔

している。その不一致がミスを誘発する。 

（3）教員組織と事務組織の役割と責任の明

確化 

入試科目や配点の決定，問題作成，採点，合

否判定などは教員組織の責任において行わ

れており，事務組織は入試を円滑に運営する

ためのサポートを担っている。教員組織と事

務組織が入試における役割」と責任を明確に

しつつ，その責任を果たさなければならな

い。 

（4）情報公開の推進 

入試に関する情報の公開，開示について，説

明責任のみならず過誤防止の観点からもさ

らに検討を進める。 

 

3 入試業務全般の再点検 

以上，合否判定に直接関係する得点集計業務

を中心に防止策を検討したが，それらに加え

て，出題，採点など入試業務全般についても

再点検を行い，過誤防止の観点から，マニュ

アル作成や体制整備などに早急に取り組む

必要がある。 
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（資料 1）入試過誤調査委員会委員名簿 

氏名 補職等 備考 

伊藤公一 部次長(研究交流

課長) 

 

葛西光春 総務課長 平成14年 4月 30表まで病

院等調整担当課長として

委員。5 月 1 日から総務課

長 

奥田研爾

[43] 

医学部長、12 年度

教養部長 

8 月 30 日戒告処分 

金子文夫 国際文化学部長 委員長 

馬来国弼 理学部長  

 

[43]筆者が事情聴取を求められ、第 7 回委員会に出席した際、奥田部長は委員の一人とし

て、筆者の事情聴取に参加している。しかし、この報告書ではなんの説明もなしに、氏名

が削除されている。奇怪千万である。 

 

平成 14 年 4 月 30 日までの委員 

 

新井国徳 国際文化・理学部

事務室事務長 

 

盛岡博 部次長(総務課長)  

中山[44] 人事係長  

 

[44]なお、この日委員席には、中山人事係長も出席していたが、この人物も委員会名簿に

見当たらない。委員であるとすれば、なぜ名簿に掲げないのか。委員でないとすれば、な

ぜ第 7 回委員会に出席していたのか。 
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(資料 2)入試過誤調査委員会開催経過 

回 開催日 主な議事内容 

第 1 回 平成 14 年 3 月 12

日(火) 

調査・検討事項の確認 

第 2 回 平成 14 年 3 月 22

日(金) 

合否判定過誤に至る経過の調査 

第 3 回 平成 14 年 3 月 28

日(木) 

合否判定過誤に至る経過の調査、原因

及び背景の検討 

第 4 回 平成 14 年 4 月 5日

(金) 

経過、原因及び背景の整理、防止策の

検討 

第 5 回 平成 14 年 4 月 11

日(木) 

調査報告書(案)の検討 

第 6 回 平成 14 年 4 月 15

日(月) 

調査報告書(案)の検討 

第 7 回

[45] 

平成 14 年 5 月 10

日(金) 

原因及び背景の補足調査、調査報告書

(案)の検討 

第 8 回 平成 14 年 7 月 22

日(月) 

調査報告書(案)の検討 

 

[45]筆者は委員会の要請を受けて、この日、事情聴取のために同委員会に出席した。その

際、委員席に、奥田部長の存在に気づき、委員会の構成に疑問を抱いた。 

 (資料 3) 

横浜市立大学入学試験管理委員会規程(省略) 



世にも不思議・横浜市大「入試ミス誤報」事件(2002年9月1日) 

横浜市立大学商学部教授、元入試委員長 矢 吹  晋 

  遺憾ながら世に入試ミスは、いくつもある。だが、入試ミスの原因を取り違えた誤報事件は、滅

多にあるものではない。『神奈川新聞』(2002年8月31日付)は、横浜市大「採点ミスで23人処分」

という記事を掲げた。ところが、23人の被処分者のなかに「採点ミス者」は含まれていない。なぜ

か。記事全文を読めば分かるように、これは「採点ミス」ではなく、「得点集計のプログラミング

のミス」が原因であるからだ。しかし、見出ししか読まない読者には「採点ミス」が印象づけられ

る。見出しのほかに、記事のなかに2回も「採点ミス」が繰り返されているからである。『朝日新

聞』(神奈川版、2002年8月31日付)は、「電算処理での入力ミス」に原因があると報じた。とこ

ろが、23 人の被処分者のなかに「入力ミス者」、すなわち入力担当者は含まれていない。なぜか。

解答用紙から切り取った「短冊」をコンピュータに入力する際の「入力ミス」ではないからだ。 

  入試ミスはあってはならないものだ。再発を防ぐためには、原因を徹底的に究明する必要がある

ことはいうまでもない。横浜市大の入試ミス報道が原因を取り違えているのはなぜであろうか。『朝

日新聞』の伝える「調査委員会」の報告書がずさんなため、これを読んで、真相がかえってわから

なくなったのではないか。ここで記者たちが誤解し、誤報している事実はそれを物語るのではない

か。これでは「再発防止策」にはならない。それを痛感して私は「調査報告書」のどこがどのよう

におかしいのかを分析した。ご興味のある方にぜひお読みいただきたい。 

『入試ミス調査報告書』を批判する(pdf360kb)  

[左は『神奈川新聞』2002年8月31日付。右は『朝日新聞(神奈川版)』、2002年8月31日付]  



 

 

[『神奈川新聞』報道部からの9月3日付fax] 

   

[神奈川新聞報道部への抗議文9月3日] 

神奈川新聞報道部御中 

  九月三日付faxによるご回答をありがとうございました。内容を一読して、驚きを禁じ得ません。



真実の報道を追求すべきジャーナリズムに携わる方の回答とは、到底考えられないものです。 

  大学入試において、解答用紙の採点に始まり、得点集計、合否判定を経て発表に至る過程には、

いくつもの段階があります。それらのどの段階においても、ミスの発生が許されないこと、これは

改めて申し上げる必要もありません。合否判定においてミスが生じた場合には、「どの段階で、な

ぜ生じたのか」、その原因を徹底的に解明して初めて類似のミスの再発を防ぐことができます。「採

点ミス」とは、「採点者による、採点上のミスを指す」ことは日本語の常識であります。今回の合

否判定ミスは、採点者の手元から離れた段階で生じたものであり、採点者として責任を負うことは

できないものです。今回の処分において、採点者が処分対象から外されている事実を直視すべきで

あります。ご回答によれば、貴紙は「合否を判定する入試の採点に関する作業ミスに包含される」

と認識して「採点ミス」と表記した由であります。しかしながら、「採点ミス」の四文字を、見出

しを含めて三回も繰り返したことによって、「受験生本人、またそのご家族(一般読者)」に「採点

者のミス」を印象づけることになります。これはどのような結果をもたらすでしょうか。本学入試

においては、当然ながら出題・採点者名は匿名にされています。しかしながら横浜市立大学商学部

の場合、専任教員で中国語を担当している者が単数であることは、大学が公表している資料から容

易に分かります。つまり建前としては、入試関係者は匿名とされているにもかかわらず、実際には

担当者を特定できる場合もありうるのです。それゆえに無視できない問題になります。現に入試ミ

スの報道以後、私の研究室宛てに、「抗議」（と解釈される）電話を受けた事実があります。つま

り採点担当者は、実際に被害を受けているわけです。「採点ミス」の用語法について、百歩譲って

貴紙の主張を認めたとして、採点者の基本的人権、名誉を貴紙はどのように認識しておられるので

しょうか。私が誤報の訂正と謝罪を要求するのは、現に被害を受けているからであります。「採点

ミス」という表記については、貴紙の期待通りに広義の含意で受け取る読者も中にはいるものと思

われますが、相当数の読者が「採点者のミス」と誤解した事実がある以上、訂正記事を載せるべき

であります。特に入試に強い関心を持つ読者ほど簡単に読み流さず「採点ミス」と印象深く受け止

めやすい事実に留意すべきであります。貴紙の用語法を用いれば、「入試ミス」はすべて「採点ミ

ス」になります。そのような曖昧な表現は、「受験生本人、またそのご家族(一般読者)」に入試ミ

スの真実を報道することには到底なりえないことは明らかであります。ちなみに、同日付の『朝日

新聞』には「採点ミス」の四文字が見当たらないことにご注意いただきたいと思います。 

  以上の理由により、誤報を訂正すること、採点者の名誉を著しく傷つけたことに対する謝罪を改

めて要求します。2002年9月3日、横浜市立大学商学部教授 矢 吹  晋 

[追記2002年9月5日] 

横浜市大入試ミスは、前掲の『神奈川』『朝日』のほか、『毎日』『東京』も報じていました。 

(1)『毎日新聞』山本浩資記者は(8月31日付26面)にこう書いています。「英語以外の外国語を選

択した場合、得点を 2.5 倍にする傾斜採点方式を採用したが、4 人の得点についてこの処理を忘れ

た」と。これを読むと、英語は2.5倍されず、英語選択者だけが損するみたいな書き方ですね。む

ろん、それはないのです。英語は最初から「素点250点満点」なのです。だから、「英語以外の外

国語」も英語と同じく「素点250点満点」を勝手にいじることをしなければ、入試ミスを防ぐこと

ができたのです。 

(2)『東京新聞(横浜版)』(8月31日付)は、こう書いています。「外国語試験で中国語など3カ国

語を選んだ受験生の得点は2.5倍にする仕組みだったが、職員がコンピューターに傾斜配点の設定

をせず二人が不合格となった」と。やはり「中国語など3カ国語」を選んだほうが得みたいですね。

いえ、英語は素点250点満点だから2.5倍する必要はないだけの話。つまり英語以外の外国語も「素

点250点満点」のままにしておけば、2.5倍する必要はなく、ミスはありえなかったのです。 

［私の感想］ 

四つの新聞記事は、いずれも「欠陥報道」です。真実を正確に報道したものは皆無です。ジャーナ

リスムは、なぜこのように不正確なことを書くのでしょうか。この大学の広報体制は、なぜこのよ
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横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 59 号  転送歓迎 

  2009 年 8 月 11 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.59, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

************************************************************ 

ミニシンポジウム「市大改革とはなんだったのか？」 

――市大のこれからを考えるために―― 

独立行政法人になってから 4 年少しが経過し、3 月には“新大学”の卒業生

を送り出しました。この時点で「市大改革とはなんだったのか」振り返ってみ

たいと思います。 

「プラクティカル・リベラルアーツ」を標榜していた教育が、現実に何を意

味するのか、「学生中心、教育中心」は何をもたらしたのか。ひとつの目玉であ

ったプラクティカル・イングリッシュの実態は？等々、現在の大学がかかえる

問題点も明らかにしたいと思います。 

日時：8 月 15 日（土）午後 3 時より 

場所：横浜市立大学八景キャンパス 

   いちょうの館多目的ホール 

   （大学の門を入ってすぐ右手，池の横） 

プログラム（事情により変更することもあり得ます．） 

15 時開始 

1. 基調報告 

報告１．「『さらば、公立大学法人横浜市立大学』を出版して」吉岡直人 

報告２．「市大の現状をめぐって１」 中西新太郎 

報告３．「市大の現状をめぐって２」 報告者交渉中 

報告３．「PE の問題と改革の在り方－学生諸個人の個性・専門分野・進

路の尊重の見地から－」       永岑三千輝 
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16 時 20 分 休憩（10 分） 

2．討論 

閉会 17 時 30 分 

主 催：ミニシンポ「市大改革とはなんだったのか」実行委員会 

連絡先：国際総合科学部 一楽 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

編集発行人: 矢吹晋(元教員)  配信ご希望の方は、 

次のアドレスにお申し込みください。: yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 60 号  転送歓迎 

  2011 年 3 月 21 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.60, by the Committee for Concerned YCU Scholars 
**************************************************************************** 

「市大はいま？その１ 望まれる民主化」 
横浜市立大学 国際総合科学部教授 

 一楽重雄 

はじめに． 

久しぶりにカメリア通信をお届けします．長い間，休刊状態であったことについて少し

弁解をしたいと思います．大学改革と称して公立大学法人になったのが，平成 17 年でし

た．早 6 年の歳月が流れました．この間，学長理事長の交代がありましたが，大学運営に

ついて大きな変更はなく，大学自治の崩壊状態は嘆かわしいものです．教授会が事実上廃

止され，すべての権限はコース長，学部長，副学長，学長という管理職が持っています．

教授会は年に 1 回，形式的に開かれ，代議員会が毎月開かれています．しかし，代議員会

は学部長からの報告の場であり，審議事項は非常に少なくなっています．代議員会の権限

としては，学生への単位認定権のみです．他大学の人にお話するとびっくりされるのです

が，カリキュラムについても権限がありません．この科目を開講しようとか，少し違った

ものにしようなどということは，個々の教員はもちろん代議員会も権限がないということ

になっています． 

そして，人事も人事委員会に権限が移っていて，教授会には権限がまったくありませ

ん．個々の人事もそうですが，この分野の人を補充するというようなことも，教授会では

なく人事委員会の権限です．これが，人事の透明化のために行ったことだというのだか

ら，世の中「ごまかし，いんちき」が横行するものだと思います．外部委員を入れたから

透明化されるという論理でしたが，実際には多くの人から人事の実態が見えなくなり，ま

ったく不透明になっているのが実態です． 

代議員会のほかに，情報伝達の場としてはコース会議があります．ここでは，実際に多

くの情報がコース長を通じて，教員にもたらされたようです．そして，権限はまったくな

いにしても，コースによってはコース運営に関することが話し合われたようです．「よう

です」というはっきりしない表現を取ったのは，私自身はコースに属さず，コース会議の

実態を見たことがないからです．数学教員は，その専攻がなくなっただけでなく，コース

に属していないのです．その代わりとしてでしょう，前学部長は数理科学教室に出向いて

話合いの場を何度も持ってくれました．とは言っても，まさに「話合い」であって，そこ

から何かよい結果が得られた，という記憶はありません． 

そういうわけで筆者が大学の現状について以前のようにつかめなくなったのが，通信を

お休みしていた最大の理由です．常勤でありながら，ほとんど，非常勤講師のような立場

におかれていました． 

今回，筆者が定年退職を迎えるためひとつのけじめとして，カメリア通信を書くこ

とにしました．現在の大学の様子を皆様にお伝えするのが目的ではありますが，筆者自身

が大学についての情報が少ないことを予めお断りしておきます． 

1. 次期理事長は大学人を 

市大では，民間出身の宝田理事長から本多理事長に平成 20 年に交代した．その際，

CEO として副理事長を勤めていた松浦副理事長も退任した．これらはストロナク学長の

辞任に伴って，学長交代の際に同時に起きたことであった．これによって横浜市大の「完

全官僚支配」が成立したと私は考えている．正確に言えば，「“官僚・元官僚コンプレッ
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クス”支配」とでも言うべきかも知れない．現在では，理事長が元副市長，事務局長が元区

長，理事に元事務局長（元市官僚）という横浜市官僚 OB による大学支配体制が出来上が

ってしまった．改革の当初から危惧していたことが事実となってしまった． 

市大は横浜市官僚の“天下り先”となってしまったのである．官僚 OB が市大に天下って

はいけないのかと言われれば，一概にそうは言えないかも知れない．法人化されたとは言

え，事務手続きの進め方は以前とあまり変わっていないから，市の優秀な官僚が市大の事

務的な面を統括するのはあり得るかも知れない．その意味で，事務局長が OB であるとい

うのは一応理解できる．しかし，大学経営の責任者としての理事長までも市の OB でよい

のであろうか．いくら，官僚として優秀で，かつ，政治的センスもある人であっても，大

学と何のかかわりもなかった人が経営の責任者としてふさわしいであろうか． 

現理事長の任期はまだあるが，横浜市が発表した天下り規制（「外郭団体等役員及び職

員の人事及び給与の基準に関する要綱」）と照らすと，今後そう永く勤めることはないだ

ろう．市の要綱には副市長経験者に対しての例外規定があり，一般職員に対する 65 歳の

年齢制限は適用されないから，現理事長は即座に辞任する必要はないのだろう．そうはい

ってもこのような規制が発表された以上，その趣旨を考えれば，いくら力のある理事長と

いえども，そういつまでも続けることは出来ない．何しろ，市大着任時の年齢が，すでに

65 歳であったのだから．  

参考のために，横浜市が発表した「天下り規制」の文書を参照しておこう． 

http://www.city.yokohama.jp/me/somu/jinjisoshiki/saisyuusyoku/gaikakuyoukou22.pdf 

なお，市大理事長の給与は，大学のホームページに掲載されていて 1800 万円だそうで

あるが，上の規制では副市長経験者であっても 900 万円を越えないようにとなっている．

この点についてどう調整が図られているかは，私は知らない． 

林市長に望みたいことは，次期理事長には，ぜひ「大学人」を任命してほしい，という

ことである．少なくとも，官僚 OB ではなく民間人を任命して欲しい．大学経営の実績の

ある人か，民間の有力で見識のある人を理事長とすることが，現在の市大にもっとも必要

なことと思う． 

 

2. 医師看護士への尿検査は人権侵害ではないか． 

最後に最近の話題を 1 つお話したい．センター病院での医師，看護士の医療用麻薬使用

の問題である．これはまた市大病院のマイナス材料として大きく報道された．その対策が

最近発表されたが，そこに大きな問題があるように私は思う． 

医師，看護士への「抜き打ち尿検査」である．これは，いかにも官僚的発想ではないだ

ろうか．私は，このようなところに市大の官僚支配の弊害が見て取れるように思えてなら

ない． 

確かに，抜き打ちで尿検査をすれば再発防止としては効果があるかも知れないし，問題

の早期発見にもつながるかも知れない．しかし，医師・看護士の人権は，そして，職場の

雰囲気はどうなるであろうか．何の落ち度もなく，客観的にも問題があると思われない人

にも抜き打ちで尿検査を行うということであるから，これは大きな問題だと思う．医学部

の関係者は身内から犯罪者を出してしまったのだから「こんな方法はとらないでくれ」と

いうことを言いにくいのだろう．それをいいことに，尿検査は「職員の健康管理の視点」

の一項目として実施するというのである．ここで健康管理と言えば聞こえはいいが，抜き

打ちであることや新聞報道からも分かるように，これは麻薬使用を発見するためであるこ

とは間違いない．  

 そもそも，医療用麻薬を乱用するようなことが，そうそう考えられるのであろうか．ま

ず，そこが問題である．今回の事件が例外的なものではなくて，氷山の一角だというので

あれば「不定期の尿検査」もやむを得ないかも知れない．もっとも，病院がそんな状態で

あれば，患者は誰一人来ないであろう．少なくとも今回の事件の調査報告書によれば，今
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回の事故はまったく孤立したもので他への波及はない．にもかかわらず，このような処置

をするのは，大学幹部の官僚的保身の姿としか私には映らない． 

  

追記：原稿を書き終えたところで，東北関東大震災に襲われた．犠牲者の皆様のご冥福と

被災地の方々への心からのお見舞いを申し上げます． 

 

 「市大はいま？その２ 市大の 2 重構造」 
 

前半では，市大の「官僚支配」について述べた．独立行政法人とは名ばかりで，市・市

OB 複合体による経営支配が行われていること．特に，理事長の交代が必須であり，

次期理事長に適切な人が就任する必要があることを述べた．ここで，ひとつ思い出したこ

とがある．現理事長が市大に着任したときに，数理科学専攻の復活について話しを聞いて

もらおうと思って面会を申し込んだ．以前の幹部は，学長，理事長，副理事長ともに，み

んな快く会ってくれて，話しは丁寧に聞いてくれた．これについては，以前，この通信で

報告したこともある．当時，理事長は横浜市土地開発公社理事長を兼務していて忙しいの

は分かっていたが，これまでの経験から全く断られるとは思わなかった．しかし，秘書か

らもらった回答はこうであった．「公務が忙しいので会えない．」これには少なからずシ

ョックを受けた．大学の構成員である教員と会うのは理事長の「公務」ではないという

のだ．この段階で私は理事長に失望した． 

 

3. 大学運営の現状----官僚支配のもと“経営者不在”となっている 

さて，今回は，大学の外の方には分かりにくい大学運営の現状について述べようと思

う．大学内部の方には釈迦に説法のおもむきがなきにしもあらずであるが，その点はお許

し願いたい． 

昔から市大の事務局に関しては，「2 階がそういっているの？」とか「それは関内がい

い顔しないだろう」などという会話がときおり聞かれた．ここで関内はすぐにわかるよう

に市役所のことである．では，2 階とは？ 実は，2 階には昔から，学長室，局長室，総

務課、人事課などがあった．つまり，事務局の中枢が 2 階にあったのである．1 階には，

商学部,国際総合学部などの学部事務室や学生課などがあったのである．要するに，現場

は 1 階，司令塔は 2 階というわけである． 

では，独立行政法人になってからは，どうなったか．事務機構はかなり編成替えとな

り，たとえば，入試課，国際学務課そして広報などという部署が新設された．それらは，

すべて 1 階にある．人事課，経理課，経営企画課などは，すべて 2 階であり，2 階には学

長室や事務局長室がある． 

この地理的住み分けで，市大事務の構造がそのまま見て取れる．経営企画や人事，そ

して経理などの大学運営のかなめは 2 階にあり，学務，入試など実務担当は 1 階な

のである．実は，ここでより重要なことは人的構成である．独立行政法人になって，固有

職員と市派遣職員の 2 種類の立場の人が一緒に働いている．ゆくゆくはすべて固有職員に

なるという話のようであるが，現状からはとても遠い．この 2 種類の立場の人々は，大

体，さきほどの 2 階，1 階の話に対応している．2 階は，ほぼ横浜市派遣職員が課長

以上のポストを占めている．1 階の課長クラスは，大体固有職員である．これが市

大の“2 重構造”である． 

市派遣職員と固有職員は，どちらが上の立場にあるのかというような質問は，もちろ

ん，不適切であろう．ただ，実際問題として，固有職員の多くは任期制のもとに働いてい

る．一方，市派遣職員には任期制はなく，多くの場合，しばらく市大に勤務してから

本庁や区役所などに転出する．だとすると，どちらの立場の人が言いたいことが言えな
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いかというのは，明白ではないだろうか．もちろん，私は市派遣職員がみんな市大のため

にろくに働かないなどというつもりは，みじんもない．それはまさに個人個人によるもの

だと思う．なかには派遣職員から固有職員になった方もあると聞く．恐らく，そういう方

は市大の発展に尽くそうと思ってのことだろう，頭の下がる想いである． 

大学の自治を剥奪し上意下達の組織にしたのだが，まさに，物理的にも「上意下達」と

いう分かり易い構造なのである．もっとも，上意下達に本当になっているかどうかについ

ては，また，別のことではある．私は，市大は，官僚支配のもと“経営者不在”となって

いると思っている．一応の“管理者”はいても“経営者”はいない．それでなんとかやってい

けているのは，1 階を中心とした現場の努力によるものだと思う． 

上意下達の組織がうまく動くためには，なんとしてもしっかりした管理職の存在が重要

だろう．市大では，この点に問題があると私は思っている．なかでも教員管理職の問題

について述べよう．教員管理職は形式的にはすべて学長の任命であるが，実際には事務

局の意向が反映している可能性が高い．実際，私はさる上の人から事務局が人事案を

持ってきてけしからんということを聴かされたことがあるし，市の市大改革担当の責任者

からも「研究院長は誰がいいだろう」と話をされたこともある．私は，このこと自体を非

難しようとは思わない．学長が，全体でどのような教員が管理職として適切かということ

を判断できるほど教員を把握してはいないと思うから，多くの人に相談することはありう

る． 

しかしながら，独法化から 6 年もたつのに管理職として本当にふさわしい人が

選ばれていないのではないかと疑問を持つのである．私から見ると適性がないと思う管

理職が交代せず，人望のある人のほうが交代する． 

そして，より根本的な問題は大学を上意下達の組織として大学を運営することが適切な

のか，いや，それが可能なのかということである．もちろん，教員管理職といっても一人

一人個性があるわけだが，市大を見た場合ある程度全体の問題としても議論ができる． 

余計なことを言ったばかりに法務大臣のポストを棒に振った人がいた．あの発言に習っ

て言えば，市大の教員管理職にとって，必要な台詞はひとつで十分であり，それさえ知っ

ていれば，誰でも教員管理職になれる．実に簡単である．その台詞とは， 

「私には権限がない」 

である．これだけで十分である．この言葉は，コース長から学部長，そして学長まで使え

る．私は，この 6 年間で何回この台詞を聞かされたことか． 

これは実際に権限がないという場合もあろう，しかし，また責任逃れに使っている場合

もあろう．いずれにしろ平教員の立場からは「話しても無駄」という結論になるのであ

る． 

ただ，一部のコース長などに昔から人望のある人が就任することも見られるようになっ

てきたのは事実であるが，現在のところ大学としての変化が見られるわけではない． 

 

教授会の事実上の廃止が，大学運営を困難なものにしていると思う．ただし，日常的な

業務は，さきほど述べたように多くの人々が現場で努力しているから，問題があったとし

ても小さいうちに処理され，表には出ない．しかし，「本当によい大学になっているの

か」とか，「将来はどうか」などという視点からは，教授会自治を剥奪したままでは未来

がない．ここで繰り返すまでもないとは思うが，利益を追求する民間会社と大学とは，そ

の運営形態が違わざるを得ないのである． 

以前の「教授会自治」にも問題はあった．確かに，独立行政法人になってから，建物の

補修，改良とかは，スムースに進むようになったと思う．それに，広報などの出版物も非

常にきれいになった．そこには，いちいち教授会の決定を待たずに，担当者サイドでの決

定がすみやかに行われるから，という面があると思う．この点は，率直に認めたい． 

今，必要なことは，このような経験を踏まえて，大学自治を効率的に進めることだと思
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う．現在，「研究院」を「学術院」に改組することが検討されているとのことである．確

かに，「研究院」は，当初の目的を果たしていないだろう．それを「学術院」にすれば，

果たしてうまくいくのであろうか．学術院と名前を変えるだけにならないためには，以前

の教授会自治とまったく同じ形である必要はないかも知れないが，実質的に教授会自治を

取り入れなければならない．それなくしては，「研究」を「学術」に変えたとしても，言

葉どおり若干の雰囲気の変化にしかならないであろう．現在の教員管理職は，「私には権

限がない」と言わずに，自治をどう回復するか連帯して努力して欲しい． 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

編集発行人: 矢吹晋(元教員)   yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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「市大はいま？その 3 消えた数学専攻」 
横浜市立大学 国際総合科学部教授 

 一楽重雄 
 

大学改革以前に私の属していた「理学部数理科学科」は跡形もなく流されて

しまった．最後に，このことについて述べたい．それはもちろん個人的な感情

にもよるが，この事実によって改革以後の大学が以下に経営者不在であるかが

分かると思うからである．これは，大学全体のなかでもかなり特異な現象では

あったが，孤立した現象というわけではない．たとえば，教員免許の課程の社

会科を廃止してしまったことなどにも通じることである．（社会科の教員免許

を出すために不足している授業は社会科教育法のみであり，それを非常勤で補

うことにたいした費用はかからない．） 

私の古くからの友人で企業の研究部門に長くいて，補助金に関係して文部科

学省の仕事をしていた男がいた．彼に，市大では数理科学の専攻が廃止されて

しまったという話をしたところ，どうしても信じてもらえなかった．「そうい

うけど，大げさに言っているんじゃないの，形は変わっても何かあるんじゃな

いの？」私は，そうではなく，本当になくなったのだと話すと「そうかな，わ

かった，今度文部科学省に聞いてみる」と言ったのである．このエピソードは，

私にとって特別なものではない．近所の一般の人は，たいてい大学改革につい

ては何も知らない．何かの話のついでに数理科学の専攻がなくなったことを話

すと，異口同音に「どうして，数学をなくすの？ 今，大事なんじゃない」と

いうような言葉が返ってくる．この「どうして？」という言葉を聞くたびに，

私は涙を抑えるのがやっとなのである．それは，自分でも「なぜか」を説明で

きないからである． 

もちろん，改革の前後の時期に，改革に責任ある立場の人になんどとなく数

理科学専攻の消滅の理由を問いただした．しかし，回答らしい回答は，次のよ

うなものだけであった． 

「数学は，哲学と同じように重要なものだけれども，哲学の専攻がすべての

大学におかれているわけではない」 

「新しい市大で，数学者を育成する必要はない」 

 前者は，もともとあった数学の専攻をなくす理由にはなっていない．おそら

く，後付けの理由であろう．後者は，これまでの数理科学科の実態をまったく

知らないか，あるいは苦し紛れの言い逃れに過ぎないであろう．数理科学科の

卒業生の中には，確かに立派な数学者になっている人もかなりの人数いる．だ

からと言って，数学者の養成だけをしていたわけでは決してない．横浜市やそ

の他の地方の公務員や教員になっている人も多い．企業に勤めたり，起業した
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りしている人もいる．立派な社会人として，直接，間接に横浜市民に貢献して

いる．私は，改革以前は“市民に誇れる卒業生”を出してきたと確信している． 

 私は数理科学の専攻が消滅するとわかったときに，考えられるいろいろな手

段をとって，それを防ごうとした．今から考えれば，その努力について，もっ

とよい方法があったかもしれないと思うが，その時点時点でがんばったつもり

であった．たとえば，私たちの訴えを理解してくれて，数学会からは当時の森

田理事長が市大に要請に来てくれたし，声明も出してくれた．数学専攻の卒業

生も大学幹部へ働きかけをしたりしてくれた． 

 本通信の読者も，漠然とではあっても現代社会における数学の重要性を感じ

られていると思う．リーマンショックでいっそう明確になったように，数学が

金融や経済で果たす役割は大きい．もちろん，理科系の科学においても，その

欠かせない道具としての数学の重要性もまったく揺るがない．最近では，これ

まで数学とはあまり関係ないと思われていたことに対して数学が用いられるこ

とが非常に多くなってきた．これは，コンピュータの発達と学問の発展による

ものであろう． 

雑誌「数学セミナー」の昨年 7 月号で，「数学がいま期待されていること」

という特集が組まれている．同誌では，数学の応用例として，「角層形成の数

理モデル」，「生保ビジネスのリスク管理」，「数学と製鉄プロセス」などが

特集されている．現在では，あらゆる分野に数学が直接使われる可能性があり，

数学の社会における実用的重要性をいくら強調してもしすぎることはない． 

 市大の改革のひとつの標語が，「プラクティカル・リベラルアーツ」であっ

た．プラクティカルとリベラルとでは，言語矛盾ではないかと批判された．当

時学長であった小川氏も，この意味を問われて「委員の数だけ解釈がある」と

いうような回答をした．まったく，改革を進める責任者とも思えない無責任な

ものであった．しかし，もしもこれが数学の重要性を示す言葉だとすれば，そ

れは理解できる．昔から「リベラル・アーツ」の重要な要素であった「数学」

と，現代社会で大きな実用性を得た「数学」を前面に出すというのなら，この

言語矛盾も解消されよう． 

実際には，元々存在した「数学専攻」を廃止したのであるから理解しがたい．

その後，現在ではこの言葉はまったく使われなくなった．事実上の方針転換で

あるが，役人の世界の常で，プラクティカル・リベラルアーツという言葉を止

めたことも，その理由もきちんと説明されることはない． 

本学の近くの国立大学として横浜国立大学の動向は気になるところであるが，

国大は本年から実質的に数学専攻を新設した．工学部を理工学部に改組し，数

物・電子情報系学科をおき，その中に「数理科学 EP」（定員 35 名）を設置し

た．また，日本の私立大学でもっとも多くの受験生を集めた明治大学は，これ

までも理工学部数学科（定員 50 名）を設置していたが，再来年には数理科学

関係の学部「総合数理学部（仮称）」を新キャンパスに新設するそうだ．総合

数理学部の中に「現象数理学科」をおき，学生定員を 85 名にするということ

である． 

私の言いたいのは，このように「経営」の存在している大学では，今の時代，

数学関係の専攻を強化しているということである．私は，市大の経営の責任を
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持つはずである理事さんにこのことを手紙で訴えた．もちろん，以前にもいろ

いろな機会に大学幹部には数学関係の専攻の復活を要望してきたが，色よい返

事はもらえなかった．思い余って各理事に手紙を書いたわけだが，予想された

ようにまったくの無反応であった．私の作文が上手でなかったこともあるかも

知れないが，普通ならなんらかの反応があるところである．そこには，経営者

としての，いや人としての「顔」がない． 

第 2 次中期計画を作成しているときに，教員に対して説明会が開かれた．教

員に案を説明し，教員の意見を聞くことが目的である．これは説明会であって，

中期計画作成会議でもなければ，検討会でもない．いわば，教員の意見を「物

理的に聞く」ことに過ぎない．そんな会議だったが，若い教員の中からするど

い意見が出され，とても印象的だったことがある． 

「市大は，トップダウンの大学になった，それはそれでいいと思う．でも，上からやっ

てくれということに対して，その理由を尋ねると「中期計画に書いてあるから」という返

事がくる．これでは，やってられない．」 

この逸話は，市大の管理職の姿をよく表しているように思う．理念をかざして，大学の

改革や充実に尽くす人が見当たらないのである．市大の現在のあり方が“市民に誇れる大

学”であるとは，私にはとうてい思えない． 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

編集発行人: 矢吹晋(元教員)   yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 医学部長解任事件――人事の私物化は許されない．

解任されるべきは誰か―― 

横浜市立大学元教員 

一楽重雄 

 

前回のカメリア通信で，市大が横浜市官僚 OB の天下り先となってしまって

いること，それを変えていく必要があることを述べたが，まさに，それを実証

する出来事が起きた． 

 

新聞報道その他によると，大学から黒岩医学部長に「解任通知書」が 4 月 8 日

に送られ，4 月 30 日に医学部長を解任するということである．黒岩学部長はまったく理由

のない解任として 12 日に地位保全の仮処分を横浜地裁に申し立てたという．解任の理由は

本人にも具体的に知らされておらず，抽象的に、 

（1）理事長に対する背信行為および法人に対する信用失墜行為があり、医学部

長として不適任、 

（2）医学部教員の管理監督者として不適任 

と書かれているだけ，とのことである． 

黒岩学部長は，文書通知の前に理事長学長に呼び出され「あなたは次期理事長擁立工作

をした，証拠がある，学部長を辞めろ，辞めないなら解任する」と迫られたとのことであ

る． 

その後，横浜地裁において 8 日，12 日と 2 回の尋審が開かれた．そこで和解が勧告され，

その和解案を双方が受け入れたとのことである．和解の内容は「大学は４月末の解任を撤

回し，黒岩医学部長は７月末に辞任する」ということである．黒岩先生は以下のようなコ

メントを発表された． 

『今回の解任は、私が次期理事長人事を画策したという、全く事実無根の誤解から始ま

ったことでしたが、本日、和解が成立して解任が撤回されたことにより、私の身の潔白を

明らかにすることができ、仮処分の申し立てをした所期の目的の大半を実現できたと考え

ております。そのため、私は、任期途中での辞任を受け入れることとしたものです。 

 任期途中での辞任は、はなはだ不本意ではありますが、紛争の長期化を避けて、早期
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に医学部・大学の運営を正常化するために、断腸の思いで決断いたしました。私は、今後

とも、これまで以上に当大学医学部のさらなる発展のために全身全霊を尽くす覚悟であり

ます。』 

本当に「断腸の思い」であったろうと思う．黒岩先生の座右の銘は，「能力を自分のため

に使ってはいけない」であるとホームページに書かれている．失礼な表現であるが「この

ような人を大学のために使わない手はない」のである． 

相変わらず，大学は実質的な説明を何もしていない．今回の和解で問題が解決したので

あろうか．いくら「早期の解決のために和解案を受け入れた」と理事長が言っても，もと

もと撤回するような解任通知をなぜ送ったのかが問題である．恣意的に医学部長を解任し，

横浜市大の信用を失墜させた責任は大きい．彼らが解任する理由があると信じたとしても，

任命したのも彼等であり，一方的な解任通知などという非常識な手段を取るべきではなか

った． 

今回の事件が後味の悪さを残すのは，一方の当事者でそれも事を起こしたほうの大学が

説明を拒否しているからである．この事件の意味するところは，もはや，横浜市大が通常

の大学の範疇には入らないものであることを如実に示している．言わば，官僚ＯＢ天国で

ある．理事長が任命権を持っているからといって，１１人の理事のうち本多理事長，今田

理事，田中理事，関理事の４人が横浜市官僚ＯＢであるのは行き過ぎではないか．１１人

のうちには，学長，２名の副学長，病院長が含まれるから，学外一般からは３名だけであ

る． 

今回の事件については限られた報道しかなく，大学側は実質的に説明を拒否しているか

ら全貌がはっきりしないという印象を持つ方も多いだろう．私の知る限り事実関係を詳し

く書いてあるものは下記のブログである． 

http://blog.goo.ne.jp/officek2010/e/dbe57f3b40eecc09491d123283e642ad 

また，以下の医療ガバナンス学会のメールマガジンには黒岩先生を良く知る人が，実名

でこの事件についての感想を書いている． 

http://medg.jp/mt/2011/04/vol139.html#more 

また，黒岩先生が会長を勤める全国医学部長病院長会議の有志は，事態を憂慮して声明を

出している． 

これらとか大学のホームページの医学部長挨拶や神経内科学教室のページなどを見ると，

黒岩先生の人柄や業績の一端を知ることができる． 

こんなことが起きるには何か複雑なものがあるのではないか，と思ってしまうかも知れ

ないが，私はそうは思わない．まったく，横浜市大は普通でなくなっているのである．以

下は私の今回の事件の解釈である．大学にとってこの解釈が当たってないことが望ましい

が，残念なことに私はそれを期待できない． 

 現在の横浜市大は“理事長独裁体制”になっている．これは，まず制度設計が悪い．つま

り，理事の任命権は理事長にあり，教学の人事についても，最終的には理事長が発令する

のであり，理事長独裁が可能な形になっている．多くの私立大学では理事会の上に評議会

があるが市大には存在しない．独立行政法人になったおかげで，市議会の監視機能も弱ま

った．普通の私立大学では理事長は経営の責任者であり，学長が大学運営の責任者という

ことであろう．学長の重みは相当なはずである．しかし，横浜市大では，学長選考も以前

http://blog.goo.ne.jp/officek2010/e/dbe57f3b40eecc09491d123283e642ad
http://medg.jp/mt/2011/04/vol139.html#more
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のカメリア通信で明らかにしたように，多数派工作ができるようなメンバー構成になって

いる．教職員の意見が反映される仕組みではない．今回の事件でも，学長は理事長に追随

しただけである． 

実際の事務を統率するはずの事務局長は当初は横浜市の派遣であったが，その後天下り

となった．そして現在は理事長と事務局長の両方が天下りとなり，タッグを組むことで大

学の中でオールマイティになってしまった．これは，独立行政法人化当初にはなかったこ

とである．初代の宝田理事長の場合，大学理事長として独裁的に振舞おうという意図も持

っていなかったと思うが，ストロナク学長，松浦 CEO 副理事長らと健全な緊張関係が保た

れていたようである．中田市長が辞任する直前には，いろいろな事件によって中田市長は

官僚に借りを作ってしまったのだ．その結果，ストロナク学長の利己的な辞任を機会に，

中田人事を一掃して元官僚グループが大学に関して実権をにぎってしまったのである．中

田のブレーンと言われた M 氏が理事の地位を追われたのもその頃である． 

 私は，そのような中で本多理事長は「裸の王様状態」であると見ている．全権力を握り，

なんでもできる，そう思っている．今回の異様な事件については「なんと強引な，それは

まずいよ」と考えている部下も相当いたのではないだろうか．いずれ議事録が公表されれ

ばすぐ分かるのに，人事課は「理事会にかけたかどうか」ということさえも「答えられな

い」などと言っている．理事会（経営審議会）にかけて手続きを踏んたとしても，メンバ

ー自体が理事長の言いなりになる人で過半数を占めていれば実質的にはなんの意味もなさ

ない．今の市大について考える際には，この点が注意のいるところである． 

 私が「裸の王様状態」と考えるようになったのは，昨年の暮れの忘年会に参加したとき

のことである．私も実に間抜けであったと思うが，大学ではとんと行われたことのない“教

職員の忘年会”が開かれるというので，大学のあり方や将来について飲みながら教員と職員

と一体となって忌憚のない話しができるのだ，と勝手に思ってしまった．参加して初めて

考えていたのとはまったく違っていたことに気が付き，これは場違いなところに来たもの

だと後悔した．宴会の幹事は人事課の職員であり，仕事の延長で司会をしているようであ

った．理事長や学長等の管理職のプライベートなことについてのクイズなどがあった．ま

るで芸能人かのような扱いを受けて嬉しそうにしていた理事長の姿を見て，これはもう「裸

の王様」だと直感した． 

 黒岩教授に送られた文書には，解任理由として「理事長への背信行為」とか「大学の信

用失墜行為」と書かれているようだが，その具体的内容の指摘はないとのことだ．こんな

理由を書くこと自体が，裸の王様状態を物語っているように私は思う．黒岩医学部長は，

現在，全国医学部長・病院長会議の会長である．このような方を理由も明確にしないまま，

突然解任するなどということは，それ自体が「大学の信用失墜行為」に他ならない． 

 解任通知の文書には書かれていないが，理事長学長との会見で問題にされたのは“次期理

事長擁立工作”ということである．「擁立工作をしただろう，証拠もある．だから，辞任しろ，

しなければ解任する」と教授にせまったとのことである．理事長は市長の任命であり，選

挙や推薦があるわけではない．したがって「擁立工作」というのがどういうことを言うの

か，まず疑問である．仮に，次期理事長を誰々にしてもらえないかと市長や関係者に頼ん

だとして，どこが悪いのだろうか．まったく理解に苦しむ．これが「理事長への背信行為」

というのであれば，要するに「おれが次期理事長擁立工作をしているのに，おまえは邪魔



camelia news no. 62, may 13, 2011.   4 

 

するのか」ということしか考えられない． 

まさに「蟹は甲羅に似せて穴を掘る」である．実は，次期理事長擁立工作をしていたの

は自分たちなのだ．噂では独法化直前の頃の元総務部長が候補であると言われている． 

もともと大学の理事長ポストを市の官僚が天下るということが異常であり，普通では考

えられない．良識ある市長ならもう少し大学をわかっている人を任命するだろう．ここに

至って，独法化にあたって教授会の反対に一瞥もくれず，学長と理事長を切り離した意味

がよくわかる．まさか，学長を天下りポストには出来ないから学長理事長を分離したのだ． 

 

 解任されるべきは，どちらか？ 理事長・学長こそが解任されるべきではな

いか！    林市長の賢明な判断を期待する． 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

編集発行人:  

矢吹晋(元教員)   

 yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

---------------------------------------------------------------------- 
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********************************************************************** 

横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 63 号  転送歓迎 

  2011 年 5 月 23 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.63, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

********************************************************************** 

 新刊『キャリア妨害』発売 

----改革後の市大の実態を暴露した注目の本、 

菊池達昭著『キャリア妨害』 

(東京図書出版、1680 円)発売 

元横浜市立大学教授 

一楽重雄 

 

菊池達昭著『キャリア妨害』が 5 月 17 日に出版されました．菊

池さんはこの 3 月までの 6 年間市大のキャリア支援課課長として，学生

の支援とその体制作りに当たってこられました． 

早速本書を入手し読んだので，紹介の意味で簡単に感想を述べようと思いま

す．本書を読むと民間から来られた菊池さんは，非能率な，いや，非常識な仕

事の仕方をしている市派遣職員と常に戦いつつ，学生のために仕事を一

生懸命やられたことがよく分かります． 

私は教員の立場であったので大学事務局内部の様子は見えない部分もた

くさんあったと思います．しかし，基本的な認識は，菊池さんとまったく共通

していると感じました．本書のあとがきの最後に「王さまは裸である」こと

を知らせるために書いたとありましたが，これも言葉まで私が書いた「裸



camelia news no. 63, may 23, 2011.   2 

 

の王様」状態と合致しています(カメリア通信 62 号)． 

1. 会社からの募集案内の掲示一枚にも「起案が必要」と譲らなか

った課長， 

2. 「大学院生への就職支援はするな」と長時間電話してくる副学長， 

3. 学生の進路調査には協力しないと言った学部長， 

4. 料金の安いメール便を使うには起案が必要，などなど，おそまつで非

常識な話のオンパレードです．私自身，独立行政法人にして何がよくなった

のか大変疑問に思っていましたが，本書を読むと「やはり，そうか」とがっ

かりするばかりです． 

私と菊池さんと少しだけ認識が違うかも知れないのが，菊池さんは 

“彼等は意味もないことを前例にならって４0 年も続けている” 

と考えているように思われる点です．と言っても，事態は救われるわけではな

く，もっと悪いですが．私の観察では，彼等，官僚は自分が何かを変えたいと

思ったときには前例にとらわれずすぐに変えるのです．たとえば，ここ数年，

研究費の使い方の細かい点などは，いろいろと毎年のように変わりました．規

定などに合わないことをしたいと思ったときも，彼等官僚自身がそう思ったと

きには，“不可能なことはまずない”のです．なんらかの便宜的手段，例外的措

置などを考えるのです．ただ，彼等がそう思っていないときには，我々が非常

に不合理だと思っても，どんなにお願いしても，それを変えることをしないの

です．いずれにしろ，どうしようもない社会であることは確かです． 

本書を読んで改めて「理事長を民間人にして，官僚の天下り先に

するのをやめる」のが，当面の急務であると思います．先日の私の主

張が本書で裏付けられたように感じました．市大に関心をお持ちの方，あるい

は，もっと広く地方行政のあり方などに関心をお持ちの方は，ぜひお読み

になることをお勧めします． 

---------------------------------------------------------------------- 

編集発行人:  

矢吹晋(元教員)   

 yabuki@ca2.so-net.ne.jp 

---------------------------------------------------------------------- 
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* 

横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 64 号  転送歓迎 

2012 年 2 月 24 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.64, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

*** 

横浜市の情報公開制度はこれでよいのか？ 

――大学がサボタージュまで行って隠したいことは

なんなのか―― 

横浜市立大学 

元教授  一楽重雄 

 2月 7日にひとつの請願を議会に提出した。それは，「横浜市の保有する情報

の公開制度の改善の要望」というもので，来る 3月 14 日午前 10時からの”市

民・文化観光・消防委員会”で審査されることになっている。これは，市の情

報公開制度に次の２つの問題があることを指摘し，改善を要望したものである。 

 

1. 開示請求に対して，請求された横浜市の各部門において非開示決定が安

易に出され，その結果異議申し立て件数が多くなり，現在の審査会の能

力を超え，諮問から決定までに一年以上かかる状態になっていること。

したがって，開示の決定がなされても問題とされている行政上の問題が

すでに決着がついてしまっていることが普通であり，この制度の意味が

ほとんどなくなっていること。 

2. 開示請求に対しては，2 週間以内に開示，非開示の決定をしなければな

らないことと定められているが，異議申し立てについては明確な期限の

定めがなく，実施機関がサボタージュをして諮問を遅らすことができる

こと。 

 このような請願をするに至ったのは，もちろん私の経験したことがきっかけ

である。昨年の「医学部長解任事件」は裁判所の勧告にしたがった和解という

ことで決着したため真相が明らかにならずに終わってしまった。特に「和解」
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では必ず両者の譲歩が必要とされるため，裁判上はどちらにも非があったかの

ような印象となる。実際にはどうであったのか．大学側の一方的な言いがかり

ではなかったのか。そこで，私は「横浜市の保有する情報の公開制度」にもと

づいて以下のような書類の開示請求を行った。 

「横浜市立大学の黒沼医学部長が去る 4月 12日に横浜地裁に地位保全の訴えを

した。裁判所に大学が提出した答弁書、準備書面など大学側の主張が明らかに

されている文書」 

 これに対して、大学は全面非開示の決定をした。そして、それに対して私

が行った異議申し立てに対して、大学はおかしな対応をした。「異議申し立て

に基づいて再検討した結果、非開示決定の根拠条例を決定書に書いていなかっ

たのでその決定を取り消す、取り消した決定への異議は意味をなさないから却

下する」というものであった。 

この時点で、私は、大学側は時間稼ぎをしていると感じた。自分でミスをし

ておいて，それを理由に異議を却下するとはまったく都合のよいことをするも

のである。この改めてなされた非開示の決定に対すして，異議申し立てを行っ

たのが 9月上旬であった。その後、審査会に諮問するという連絡が来なかった

ので 12月初旬に市民情報室に問い合わせたところ、「大学から電話をさせます」

とのことであった。大学からは「今、諮問の準備をしているところである」と

の回答であった。なんと悠長なことであるか。異議申し立てに対して審査会に

諮問するまでの期間には 30 日以内という目安があるが、きちんとして規定など

ではなく、実際にはいくらでも引き伸ばすことが可能なのである。 

 このような状況を見て、先に述べたように，私は 2月 7日に井上さくら議員

を紹介議員として議会に請願書を出した。その直後，2月 9日に大学は審査会に

諮問をしたという通知をもらった。この日付は何を意味するか。大学は請願が

あったことを知ってあわてて諮問したのではないかと思われる。あるいは、偶

然かも知れない。 

 仮に偶然であったとしても 5 ヶ月間諮問をしなかったことは事実であり、こ

れは明らかに大学のサボタージュである。これほどまでにして隠したい事実は

なんなのか。大学が、審査会に提出した非開示決定理由書の中に、これを解く

かぎが書かれている。この非開示決定書は、A4 の用紙で 7ページに渡る長いも

のであるが、法令の記述やその解釈に多くを費やし，実質的に意味のある部分

はごく少ない。その少ない中での一点が次のことである。文書からその部分を

見てみよう。 

 条例では「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれ」のある情報は開示しないことができると規定されていること
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（ア）と請求文書が職員の身分取り扱いにおいて作成されたもの（イ）と主張

し、続いて、 

「（ウ）本件非開示部分には、非公開の審尋を前提とした、本学の経営層であ

る理事長及び学長の考え方、本学運営上の意見、本学の前学部長に対する評価、

本学としての教員人事や管理職職員に対する措置や処分などに関する考え方、

これらの意思形成における過程、人事異動など、人事情報などが記載されてい

ます。」 

と書いている。その後が問題である。 

「（エ）このような情報が開示されると本学の経営層の人事管理の考え方につ

いて職員が経営層に対して反発したり不満を持つことも考えられ」る 

というのである。まったくもって本末転倒である。問題なのは「職員が知って

しまうと反発したくなったり、不満を持つような経営層の考え方」なのである。

経営層の人事運営に対する考え方などは、職員に十分に知ってもらって大学運

営を円滑にするというのが本来である。 

 この医学部長解任事件は、もともと、「医学部長が次期理事長擁立工作をし

た」から解任する，ということであった。以前の通信で書いたように，このこ

と自体が 2重 3重におかしなことであって常識では考えられない。まったく「裸

の王様状態」の理事長，それに追随するのみの学長のなせる業であろう。今回

の情報開示請求に対する対応も、およそ公的機関が行うことではあり得ない。 

 林市長はこの現実を直視し，次期理事長の任命にあたっては，私心のない適

任な人材を当てて欲しいと節に願う。 

 さて、少し古い話になるが、私が行ったもうひとつの請願について、ごく簡

単に報告しておこう。昨年 5月の横浜市会第 2回例会に際して，一個人として

横浜市議会へ請願をした。その内容は「議会は、次期理事長に民間人を任命す

るよう市長へ要望すること」というものであった。これは磯子区の太田正孝議

員を紹介議員として請願し、5 月 26日に審議された。この審議では 1 時間近く

も議論をしてくれた．特に，民主党花上議員は大学の現状を危惧しガバナンス

に問題ありと当局を追求してくれた。みんなの党の豊田議員も理事長選考を密

室で行ってはいけないと主張してくれた。残念だったのは，共産党の荒木議員

であった。彼女はこの請願は「大学の自治に反する」とし，また，「教授は理

事長と話す機会はあるのでしょう」と当局の肩を持ったのであった。これには

太田議員が「いや，理事長は市長の直接の任命なのだから市長に対して要望す

るのは当然ですよ」とやんわり説諭したのであった。これまでも大学に関心を

持ち，この問題にもからんでいたとも聞く自民党の田中議員は，「意見を言う
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教授ほど授業をしていない」とか「売り上げの少ない教授ほど理屈を言ってい

る」といったようなことを滔々と述べていた。 

 詳しいことは、横浜市会会議録 平成 23年政策・総務・財政委員会 [ 05 月

26日－02 号 ]（下記のＵＲＬ）を読んで頂きたい。ここでは当局の答弁での事

実関係の誤りと若干の余波について述べておく。 

http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=fram

eNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95

%bd%90%ac23%94%4e&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&

K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0 

 審議の中での議員の質問に対し、請願者である私の身分について当局は「特

任教授」であると回答した。しかし、実際には特任教授ではなく，”特任教授

への就任の依頼をある現場の管理職から受け，そのための履歴書の提出を求め

られていた”という状況であった。この審議が行われた翌日にその管理職から

「上の了解が得られないので、私への特任教授就任の依頼は取り消す」と人を

介して伝えられた。すでに外部の人間である私としては、このことをどうする

ことも出来なかったが、改めて私がカメリア通信に書いた「長いこと管理職を

している人が果たして適任なのか」という疑問が正しかったことが示されたと

感じた。この場合，本当に大学のことを考えるなら現場の管理職の判断のほう

が正しいと考えられる状況であり，上層部の判断はおかしなものだったと確信

している。 

 結果としてこの請願は不採択に終わったが、委員会の議員が私の問題意識を

よく理解してくれた。この請願をしてみて，民主主義を守る発展させるために

は、主権者である私たちひとりひとりの自覚と努力が必要なのではないか、と

いう当然のことを実感した。不採択ではあっても、このような議論が重なれば

「大学は何かおかしい、きちんと考えなければいけない」という雰囲気が醸成

されるのではないだろうか。  

 最後に，最近大学のホームページを見て驚いたことがある。前事務局長であり，現

理事である田中克子氏が大学の産業医に就任しているのである。長期に渡って直接の医療

からは遠ざかり市の公務員として行政に永年携わってきた彼女が 60才台の年令で突然医療

の現場に復帰する，これは驚きである。私自身組合交渉などで彼女が大変優秀な人である

ことはよく知っているが，それにしても医学の急速な進歩を考えると長いブランクの後に

現場の医師を務めるのは大変なことなのではないかと思う。それは杞憂であるとしても，

この人事にはもうひとつ重要な問題がある。産業医の役割のひとつに心を病んだ職員への

対応がある。多くの場合心を病む職員の周囲には上司との軋轢やパワハラなどが存在する。

http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
http://giji.city.yokohama.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%BD%90%AC23%94%4E&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=4&N=16&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0
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このような場合，理事であり産業医であるということが両立するのであろうか．いわば利

益相反の立場になるのではないか。この人事を見ても，大学が開示すべきでないという「理

事長や学長の人事への考え方」とはいったいどんなものなのか，疑問が沸くところである。 

 

 

編集発行人: 

矢吹晋 (元教員) 

yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
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横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 65 号  転送歓迎 

2012 年 3 月 5 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.65, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

*** 

次期理事長に、良識を持って大学運営に当たること

ができる人物を選びたい 

   改革後の横浜市大の問題性を表す事例をもう 1 つ紹介しよう。 

  少し前、法人職員のグループが、内部通報制度委員会に対して、前国際総合科

学部長のパワハラを告発するとともに、学内の倫理判断基準を具体的に示すこと

を求めたことがあった。 

  それに対して、内部通報制度委員会は、以下のような判断を下している。 

１．倫理判断基準は明文化になじまず、示すことはできない。 

２．前国際総合科学部長が行った行為は認められるが、大学に著しい損害を与

えているとはいえず、また、体調を壊す職員がいたとしても因果関係を明らか

にできないので、委員会としてはこの問題を採り上げない。 

 

  「２．」の判断は、大学が定めた委員会規定（違法性・職員の重大な損害・大学

の重大な損害があるものを扱う）に基づいてなされているが、問題点を指摘でき

る。 

  まず、当判断に当たっては、被害側に対する正式なヒアリングはなされていな

い。 

  また、（告発の際に添付されていた）「資料は見ていないが｣との断り書きがなさ

れた上で、上記の判断がなされている。診断書などを用意しても無駄になったこ

とになる。 

  被害側からの正式なヒアリングもせず、資料も見ずに判断を下すことは好まし

くなかろう。このことは、「１．」とかかわっている。倫理判断基準を具体的に示

すことがなければ、恣意的運用が可能なのである。 

  法人運営当局は、このような門前払いによって、問題をおさえ込めたと思って

いるかもしれないが、むしろ大学にとってダメージになる可能性が高い。民間企

業であれば、業績悪化は避けられない。 

  つまり、不適切な対処を図れば、告発側・被害側の、法人運営当局に対する不

信感は増すだけである。それだけではない。上記のパワハラ問題は、教員組合で

も対応した事案であり、また、体調を崩した職員が複数いることを把握している
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者も少なくない。事実関係を知る人々の不信感も増すであろう。 

  また、加害側は、人権意識が希薄な場合や自己の正当化を図ろうとする場合が

あり、このような対処の結果、パワハラが温存されたり、｢何もしていないのに言

いがかりをつけられた｣と吹聴し、人間関係が悪化したり、被害側の不信感に拍車

をかけることもある。 

  さらに、被害側が外部に告発することもある。その最たる例が、元職員であっ

た菊地達昭氏の『キャリア妨害』(東京図書出版）であろう。そこでは、法人運営

当局の問題性や前国際総合科学部長のハラスメントを告発している。問題をおさ

え込もうとした結果、かえって世間に恥をさらすことになっている。問題を隠蔽

しようという法人運営当局の姿勢が、大学に対する計り知れないダメージを呼ん

でいるのである。 

  もちろん、単に加害側を罰すればよいわけではない。加害側・被害側のコミュ

ニケーション不足の場合もある。内部通報制度は、組織の真の改善の

ために用いられるべきである。 

  いずれにせよ、この問題は、現理事長による前医学部長解任事件を

めぐる問題と同様の性質を持つ。現在のような法人運営当局の姿勢は、

むしろ大学のダメージになる。 

  次期理事長は、良識を持って大学運営に当たることができ

る人物が求められる 

横浜市立大学 

  一教員 

。 

  

編集発行人: 

矢吹晋 (元教員) 

yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
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横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 66号  転送歓迎 

2012 年 3 月 20 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.66, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

情報公開制度改善の請願に 3 名の議員が賛成 

横浜市立大学 

元教授 一楽重雄 

 3月 14日に開かれた横浜市議会常任委員会”市民・文化観光・消防委員

会”で，私[一楽]の提出した「横浜市の保有する情報の公開制度の改善の

要望」という請願が審査された．結論から言うと，不採択ではあったが紹介議

員の井上さくら議員の他に，2名の議員，藤崎浩太郎議員と磯辺圭太議員が採

択に賛成してくれた．藤崎議員は青葉区選出のみんなの党所属，磯辺議員は保

土ヶ谷区選出のみんなの党所属の議員である．他に，公明党の福島議員は賛成

こそしてくれなかったが，請願の趣旨はよく理解してくれた発言をしてくれて

いたと思う．民主党の大山しょうじ議員も熱心に発言してくれたが，採択には

反対であった．私にはいまひとつ彼の主張がつかめなかったが，現実にはこれ

以上の制度改善は難しいというような主張であったかと思う． 

議員からの質問には，谷内市民局長が主に回答していた．井上議員の「大学

が諮問するまでの期間は長すぎないか，局長はどう思うか」という質問に対し

て，局長は「この件について詳細は承知していないが，一般的に言ってこれは

長すぎる」という回答をしていた．市の局長が，このように答弁するのは，そ

う多くはないだろう．これは大学の行動があまりにひどいことを示してい

る．また，審査会の審査の順番待ちが長すぎないかという質問に対しては，

局長は，以前自分が担当して 2つの分科会から 3つに増やした，その際，必要

となる 3人の委員の増員が非常に難しかった．拘束時間の長い委員のなり手は

なかなか見つからない，これ以上増やすのは難しい，ということであった．し

かし，これは審査会の委員を法律の専門家，弁護士などと資格をきつく

しばっているためではないだろうか．裁判においても裁判員制度が始まった

現在，このような審査会においてはなおのこと，一般市民の判断を加えてもか

まわないのではないだろうか．むしろ，健全な常識による判断が求められる

のであって，法律の専門家だけで審査するよりむしろよいのではないだろう

か．情報公開制度の意味を考えれば，審査の結論まで 1年以上もかかる現
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状は，ともかく，なんらかの方法によって事態を改善すべきだと私は思う． 

今回の結果は，いわば，既成政党と新たな勢力というようにみごとに分か

れた．政党に属している昔からの議員は，最近の横浜市のやり方に慣れてしま

い，問題を謙虚に市民の目線で捉えることを忘れてしまったのではないだろ

うか．今回は紹介議員以外にも賛成を得ることができ，その意味では大成功と

言えると思う．この請願の一番の狙いは，大学の現状―横浜市 OBグループ

の大学支配―を知ってもらうことであったが，その点でも多いに成果はあっ

たと思う． 

この請願をするきっかけになった“医学部長解任事件の際に大学が裁判所に

提出した答弁書等”の開示請求の非開示決定への意義申立てについて，請願

提出の翌々日にようやく大学が審査会に諮問したことは本通信第 64号で報告

した．審査会が文書で私の意見を徴するということであったので，この機会に

大学の実態を知ってもらいたく，大学の現状から出発して，制度の意味を踏ま

えて，請求文書を一部開示するようにと私の主張を展開した．少々長いもので，

大学関係者にとっては“釈迦に説法”であり恐縮だが，以下にその全文を示す． 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 三辺夏雄様 

平成 24 年 3 月 19 日 

 

諮問番号第 1204 号に関する意見書 

異議申し立て人 一楽重雄 

 

１． 情報公開制度の意義と本件の特殊性 

 

ⅰ．情報公開制度の意義 

言うまでもなく「横浜市の保有する情報の公開制度」は，国民

の知る権利の一環として地方行政のレベルで条例として制定され

たものであり，その本旨は市民の知る権利に存し，民主主義を支

える重要な制度である．特に，行政機関が秘密裡にことを運ぶこ

とがないように，行政文書の原則公開を定めたものである．およ

そ「権利」いうものすべてに共通することだが“知る権利”も絶

対的なものではなく，個人の人権やプライバシーの権利との均衡

を考える必要があることは言うまでもない．一方で人権やプライ

バシーについても，公共の利益のために若干の譲歩が必要とされ

る場合もあろう．この点を適切に判断することこそが貴審査会に

委ねられている本質的な点ではなかろうか．事案を形式的に条文

に照らし，逐語的な解釈を集約するということでは足りず，本件



Camellia News, No.66, March 20, 2012.  3 

 

の本質を踏まえた上で，文書開示の公共の利益に資する程度など

を判断し，審査をする必要があると考える．このような観点から

実施機関である横浜市立大学の現状について簡単に述べる． 

 

ⅱ．学問の自由と大学の自治 

 「学問の自由」は憲法によって保障された近代法の重要な柱で

ある．それを担保するために大学の自治が認められ，学校教育法

第 93 条では「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を

置かなければならない」とされている．すなわち，大学の自治の

基本は，学問研究と教育の主体である教員の自治にある．横浜市

立大学においては，言葉としては教授会が存在するが，その実体

はない．教授会と称する会議は年に一度しか開かれず，教授会に

は学生を評価する権限以外には，重要なことは何も審議事項とさ

れていない．教授会の判断で新しい科目を設置することさえ出来

ないというのが市大の現状であり，他大学と大きく隔たっている． 

自治の大きな柱である教員人事に関して教授会は何の関与もせ

ず，人事委員会で行う．他の多くの大学では，表面上似たような

制度であっても教授会に人事発議権や原案を示す権限が残されて

いたりして，横浜市大のようにまったく教授会が係わらないのは

違例であり，憲法違反である可能性が高い．さらに，人事委員会

の委員の任命権は学長・理事長が持っていて，教授会の選挙など

によるものではない． 

大学の最高意志決定機関は経営審議会（メンバーは理事と監事）

であるが，これもすべての委員が理事長・学長の任命である．要

するに，大学の運営体制が理事長・学長による独裁となってしま

う可能性が制度的に排除されていない．現在も理事長を初めとし，

理事と幹事のかなりの部分を横浜市公務員の OB が就任している

実態がある． 

今回の医学部長解任事件でも，解任について経営審議会の承認

を得ていると言われている．しかし，そのメンバーすべての任命

権を実質的に理事長が握っているのだから，経営審議会の承認が

あるからと言って民主的運営が担保されたことにはならない．実

際，今回の解任事件自身がこのことをよく示している．当該の医

学部長が理事長の考えに合わないということで一方的に解任され

たのである．それも私たちの知る範囲では，その理由は「次期理

事長擁立工作をした」というものである．理事長は市長の任命に

よるものであり「次期理事長擁立工作」が何を意味するのか，な

ぜ解任の理由になるのか，疑問は尽きない．このような状況では

解任されたくない管理職は理事長に異論を唱えることをする筈が

ない． 



Camellia News, No.66, March 20, 2012.  4 

 

 

ⅲ．人事権のあり方 

このように制度的に理事長の権限が非常に強い市大において

は，理事長はその人事権の発動に当たっては，本来，抑制的であ

ることが望まれる．特に，専門性の高い教員をまとめる学部長の

ような職位にあっては，理事長が恣意的にあるいはそう受け取ら

れるように人事権を発動するのは，厳に慎むべきものではないか．

自分に任命責任がある人事を一方的に解任するということは，通

常は考えられないことである． 

 このように考察すると，横浜市大では理事長・学長があらゆる

人事権を持っているからこそ，その濫用，あるいは，その疑いが

かかるようなことも避け，専門家集団としての教授会からも支持

されるような人事を行うことが重要なはずである．そのためには，

理事長や学長の人事に対する一般的考えと個別的な案件での考え

方の両方について，常に大学の構成員に説明し理解を得ることが

必要とされるはずある． 

 

２． 本件での開示のあり方 

 

 大学は，医学部長解任の理由について一切のコメントをしてい

ない．権利があるからと言って，理事長の個人的な感情で理由も

公表せずに学部長を解任するということは許されるはずもない．

もちろん，場合によってはプライバシーとの関係で細かい事情を

公表できない場合もあり得よう．しかし，その場合でもまったく

理由を示さずに解任するのは，大学の運営として正常ではない．

論理的可能性として，解任されるに十分な問題となる行為が医学

部長にあったと考えてみても，その場合はその行為ががなんらか

の違法性やそれに近いものを伴うものであるはずであり，そうで

あれば単に解任ではなく，なんらかの処分が伴うはずである．処

分なしの解任というのは，理事長の人事権の濫用を疑わせる． 

 本件の場合，開示請求の有無にかかわらず，大学が自ら人権や

プライバシーへの配慮をしつつ，一定の情報を示し，自らの立場

を明らかにするというのが当然のことである．開示請求に対して

は，仮に開示できない部分があったとしても，それ以外の部分に

ついて速やかに開示し，大学の立場を明らかにするのが当然であ

る．それをせず，しかも，非開示決定への異議申し立てを一旦は

却下したり，再度の異議申し立てに対しては 5 ヶ月を過ぎてから

審査会に諮問するなど，大学の態度は情報公開制度そのものを愚

弄するものである． 

  大学は，本件は非公開で行われた審尋での文書であり，裁判所
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が非公開で行ったものであることを強調している．しかし，裁判

と開示は本来別のことである．なぜなら，裁判所の判断は，医学

部長の提訴した「地位保全」の訴えについてどう解決するかとい

う観点からの「非公開の審尋」であり「和解勧告」であったので

ある．しかるに，本件では「横浜市の保有する情報の公開制度」

でのもとでの「開示」が問題とされているのであり，この２つの

立場はまったく異なる．一方は，当事者間の紛争の解決が目的で

あり，他方は民主主義の基本としての情報開示なのであるから，

一方の結論が他方を規定することはそもそもあり得ない． 

   開示を請求している文書の中味を現在まで知りえていないの

で，細かく開示のあり方を述べることは出来ないが，基本は明確

である．本件では，確かに個人が特定されうるような部分につい

てはその個人名を黒塗りにすることが必要とされる場合がある

かも知れない．たとえば，今回の処分理由として，大学は黒岩教

授が私的に開催した会合の内容を問題にしたと言われている．場

合によれば，本件文書にはその会合での“噂ばなし”などのよう

な内容も含まれているかも知れない．当然，そのような内容は非

開示でよいだろう． 

しかし，市や大学の幹部がこの件に関連して行った発言などが

記載されているとすれば，それは市や大学の本件での重要な行動

を示すものであり，開示される必要がある．この事件に関する大

学の行動については，本件での文書開示のみが唯一事実を明らか

にするものであると言っても過言ではなく，開示は民主主義の観

点から非常に大きな公益性を持っている．その際，細かい事実関

係についてよりも大学の基本的な考え方が問題なのであり， それ

は請求文書の骨格が開示されれば明らかとなる性質のものであ

る． 

なお，大学の非開示理由説明書では，条例を引き非開示の理由

を細かく述べているが，どれも説得力のあるものではない．大学

の言う理由をそのまま正当なものとすれば，ほとんどの行政文書

が開示できないことになろう．いちいちの反論は行わないが，た

とえば，条例で非開示の理由とされている「“正当”な利益を害す

る 恐れのある場合」を根拠に，理由説明書では「大学幹部の人事

に対する考え方が明らかになると大学の利益を害する」から非開

示と主張しているが，これはおかしい．人事に対する考え方を隠

すことによって得られる利益は決して“正当な”利益ではない． 

以上述べたように，大学の現状を鑑みると請求文書の開示の持

つ公益性ははなはだ高く，一部非開示（黒塗り）の必要があった

としても，全体として開示されるべきものと考える．情報公開制

度が民主主義の最後の砦であるとすれば，本件の持つ意味は大変



Camellia News, No.66, March 20, 2012.  6 

 

大きい．審査会におかれては，本件の本質を踏まえた上での適切

な判断を下されるよう強く希望する． 

なお，審査会への口頭による意見陳述も希望します． 

 

編集発行人: 

矢吹晋 (元教員) 

yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
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横浜市立大学の未来を考える 

『カメリア通信』第 67号  転送歓迎 

2012 年 8 月 5 日(不定期刊メールマガジン) 

Camellia News No.67, by the Committee for Concerned YCU Scholars 

教員 OBグループ市長と会談 

横浜市立大学 

元教授 一楽重雄 

  

教員 OBグループ市長と会談 

――市長「市大について根本からの議論が必要」と発言―― 

 

 去る 7 月 23 日（月）に，私たち市大教員 OB の 5 名が市長と 1 時間

弱の会談を持った．以前から「市大の状況を市長に知ってもらいたい，

直接話したい」と考えていたが，これまでその手段がなかった．先日，

市長が市民から直接意見を聞くという趣旨で，横浜市が”市長ティー・ミ

ーティング”を開催し，その参加者を公募していることを知った．3回分

をまとめて募集し，どのグループと会談するかは抽選で決めるとのこと

であった．当選する可能性もないわけではないだろうと思い応募したと

ころ，19倍の高倍率のなか，好運にも当選した． 

 ミーティングの趣旨は，市長や市長室を市民に親しんでもらうという

ことであり，あわせて，会談での意見を市政に反映したいということで

あった．事前の市側の説明で，「陳情や交渉の場ではない」ということ

が強調された．陳情・交渉ということでなくても，普通の人であれば，

市大の現状を詳しく知ればほっておくことはないであろう，と考え，と

もかくも大学の実態を市長に直接話そうと考えたのであった．以下，参

加者の感想なども含めて簡単に会談の様子を報告しよう． 

 

 会談は，市側の簡単な挨拶のあと，私たちの自己紹介から始まった．

私に関して言えば，その際，「大学改革で数学専攻が廃止された」こと

を述べた．これに対して，市長は「サイエンスフロンティア高校とか，
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科学を重視しているのにおかしなことですね」と言った反応であった．

続いて，参加者から市大の問題点が述べられ，市長はメモを取りながら

真剣に聞いてくれた．予想通り市長は大学について細かいことは知らな

いようであった．たとえば，「全員任期制」であることも十分には承知

していなかった様子であった．この制度や教員管理職の上からの任命に

よって，教員の士気が下がり，企業で言えば経営と現場をつなぐ手立て

がまったく機能していないことなど，市大の現状について述べ，このま

までは大学は衰退に向かう，今が再建の最後の機会ではないか，などと

訴えた．これに対して，「市大改革の時期は，世の中すべてが，”お金の

節約”ばかり考える時代で，市大についても行き過ぎもあったのだろう」

という趣旨の発言をされた上で，現場が大切であり，「市大について根

本からの議論が必要だ」とのことであった．市長は，「今後“文化”を

大事にしてゆく，“ダンス・ダンス・ダンス アット ヨコハマ 2012”も，

その観点で行ったもの」，「市内にある大学全部と定期的に話し合うこと

にした」などと述べた． 

 会談終了前後には，市長は「今回で終わりにせず，また話したい，半

年後にあいましょう」，「皆さんの大学を愛する気持ちがよく分かりまし

た」等と発言し，私たちは「分かってもらえた」という安堵の気持ちに

なったのであった．今後早い時期に市長の発言が現実に意味を持つよう

な「改革の見直し」がなされることを期待する． 

 最後に，参加者一人一人に感想を書いて頂き，市長会見の報告としよ

う．（文責：一楽重雄） 

 

[以下、発言順] 

・矢吹先生：末尾の市長への手紙を参照のこと 

* * * 

・松井先生：市大改革の実情について林市長は十分把握していない感じ

を受けた。市長は、改革に踏みだした理由を市財政の逼迫から経費削減

のためと説明したからである。私たちは「当初は予算削減論議よりも改

革理念上の対立のほうが厳しかった」と説明し、「たしかに、まちがい

なく人員は減ったが、それよりも重大なのは、『改革』の結果、大学の

体をなさなくなってしまったことである」と付言した。 

 しかし、市長談話で期待がもてるのは「現場の意向を大事にしたい」、

「働く人のモチベーションがなにより大切」という発言である。「改革」

7 年間を通じ最も欠けていた要素がまさにこれであるからだ。市長は民

間企業に多年勤務し、そこで体得された経営上の極意の市行政への反映

に期待をかけるしだいである。（松井道昭） 

* * * 

永岑先生：新聞でも報道された昨年春の医学部長解任事件で改めて浮

かび上がった市大の本質的問題を念頭に、全国の国公立大学で横浜市大
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が「学問の自由」、その制度的保障としての「大学の自治」という憲法

的見地から最悪の大学であり、大学としての「体をなさない」単なる行

政機関の一つになってしまっている、と説明した。市民から選挙で選ば

れた市長として、すなわち、「外部から」、「上から」任命されたのでは

ない市長として、自治の意味・重みは重々理解されているであろう。 

2002年以降に中田市長のもとではじまった大学「改革」が予算削減と

いう大方針のもとで問題を孕む改革であったことは市長もどこまでか

はわからないが情報を得ているような感じの応答があった。 

大学「改革」の問題性を象徴的集約的に露呈している「全員任期制」

について、「いったい全員（教員だけでなく職員も含めて）を任期制に

している企業などどこにありますか」と問いかけた。嵐の「改革」の結

果がどのような深刻な問題を抱えているかについて、具体的に述べる時

間はなかったので、私が 2年半ほど前に大学評価学会の大会セッション

「評価制度で大学はどう変わったか」で報告した内容「大学自治解体状

況と自治的評価制度構築への試み」（学会年報掲載－近刊）というペー

パーを、再校段階のものだったが、最後に市長にお渡しした。 

柔らかな市長の受け答えからは、どこまで市大の問題を真正面から受

け止めてくれたかはわからないが、ポジティヴな印象を受けた。今後の

展開を期待しながら見守っていきたい。（永岑三千輝） 

* * * 

小野塚先生：従来の市政との違いを出したいとの意欲はわかったが、文

化や学術の面での、 思い付きに留まらない長期的な構想を今後どのよ

うに具体化するのか、また、学術都市横浜の構想の中核に横浜市立大学

を位置付けるために、市大自体をどのように恢復させなければならない

のか、こういったところが今後の課題だと感じました。大学教員および

関係者の側からも積極的にさまざまな回路を通じて声を出すべき時で

はないかと思います。（小野塚知二） 

 

 [付] 横浜市長への手紙 

横浜市長 林文子様 

昨日は、有益な意見交換
t e a  m e e t i n g

ができて幸いでございました。 

市立大学の実情の一端をお分かりいただけたものと思いますが、教員

も職員もパートタイマーでは、腰が据わらず、責任をもって業務に当た

ることができない。まともな研究や教育が不可能なことは明らかです。

これが第一。 

第二に、二つしか学部がない大学は、「カレッジ」としか呼べず、と

うてい「ユニーバーシティ」の名にしない。人口数百万の横浜市が自前

のユニバーシティをもてないとは、理解に苦しむことです。 

第三に、市長が言及されたように、市内には確かに 30近くの大学等、
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研究教育機関があり、その有機的連係は、文化都市横浜の大きな課題の

一つです。連係の上でカギになるのは、「扇のカナメ」であります。市

立大学を除いて、この役割を果たしうる組織はありえないはずです。 

以上 3点が定年以後 8年目を迎えた老兵の意見でございます。乱暴な

改革の見直しは必至であり、この機会を失うならば、市立大学に未来は

ないと感じています。市民が誇りにできる大学の再生のために、市長林

文子さんのご努力をお願いする次第です。 

追伸 5月に出した新著『チャイメリカ』をお送りさせていただきます。

日本がアメリカと中国の狭間でどのように進路を定めるべきかは、私の

終生の課題であり、その中間報告として書きました。添付する英文資料

は、日本語と中国語に堪能な S.ハーナー氏が『フォ ―ブズ』のブログ

で小著を紹介したものです。これを読んだオーストラリア国立大学関係

者のブログから、著者自身のメッセージを求められて書いたものが、後

半の資料です。これは中国新華社も一部をキャリーしました。文化都市

横浜の情報発信の一つの例としてお目にかける次第です。 

2012年 7月 24日 矢吹晋 

 

編集発行人: 

矢吹晋 (元教員) 

yabuki@ca2.so-net.ne.jp 
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