
初回の交渉から当局混乱！  

―任期制・年俸制の杜撰さ露呈― 

組合―賃金・労働条件の引き下げに反対 
 

 ２月２４日に、組合は大学管理本部から２月１３日に開かれた「第１回新大学設立本部経営準備室

運営会議」での配付資料の説明・提案を受けました。この資料については、すでに教授会等を通して、

目にされていると思います。 

今回は、初めての団体交渉として、この資料の「公立大学法人制度と新大学法人の運営組織について」

および「教員の人事・給与制度」について、提案を受けました。今回より、組合と大学管理本部の双

方が確認する、交渉記録を作成することになっており、詳しくはその記録を参照していただきたいの

ですが、説明資料を見ても書かれていないものを中心に、管理本部の説明を紹介します。 

                                            

業績給は年度末に精算する―当局の説明混乱 

「年俸制」を選択した場合の「年俸」の改定方法についてですが、基本給は任期当初に決定し、よほ

ど顕著な業績をあげない限り、毎年基本給は変動することはありません。業務給は新しい年度が始ま

る前に授業や学生指導などの職務量や就いた役職によって定めます。「研究員」については、研究と教

育の業務を行えば、業務給は保証されます。業績給については、質疑の部分に報告してありますが、

この部分については、当局は混乱しており、『保留にして欲しい』と言い出しました。 

 

在職者には、現給保証 

「年俸制」おける報酬のレンジについてですが、「新制度」を選択し、「研究員」や「准教授」となっ

た場合、資料では、「研究員」で年俸が500万円から700万円、「准教授」で700万円から950万円と

記されています。このままでは、多くの助手や助教授が「新制度」を選択した場合に年収が減ること

になります。２４日の説明・提案では、「現在の４大学の教員が「研究員」や「准教授」となった場合

には、現給を下回らない措置を講ずる」と言明しました。しかし、これはあくまで現在いる教員への

「経過措置」であり、そこまでのレンジでの給与表を作成するということではないとしました。 

「年俸制」になると、扶養手当や住居手当、調整手当は支給されず、年俸の中に組み込まれます。こ

の場合の現給ですが、昇任・任用前に受けていた額（扶養手当や住居手当、調整手当を含む額）とな

ります。 

 

資料３̶ ３及び３̶ ５の就任承諾から「新・旧制度」選択の流れについて 

就任承諾書（助手の場合は意思確認書）を提出しない場合は、旧大学を担当し「旧制度」しか選択

できません。就任承諾書（助手の場合は意思確認書）を提出した場合は、希望すれば昇任審査を受け

ることができ、昇任すれば「新制度」となります。昇任できなかった場合は、ここで「新・旧制度」



選択を行い、「旧制度」を選択することもできます。この場合、新大学を担当し、給与については「旧

制度」となります。 

 

以上の点が、資料からは、読み取れないところです。 

全体を通して、「検討中」が多く、その結果がいつ出てくるのかは定かではありませんが、教育研究業

務の基本的な点での管理本部の認識不足が露呈されました。 

一通りの説明を受けたのち、提案を受けての組合の基本的姿勢について、こう述べました。 

 

組合の見解を述べます。 

 地方独立行政法人法によって、大学が法人化される場合の職員の身分は、非公務員とすることにな

っています。給与や手当、定年、服務、労働時間、休暇などは、就業規則で定める他、労働組合との

間で交わす労働協約で規定することになります。地方独立行政法人法成立時の参院付帯決議にもある

ように労働条件の決定にあたって労働組合との交渉・協議が不可欠です。また、新大学への移行につ

いては、移行型地方独立行政法人であることから、円滑な移行のために、賃金や労働条件についての

著しい変更は行うべきではありません。ましてや、移行に伴って、これらの条件を引き下げることが

あってはならないというのが組合の基本的態度です。 

 少なくとも、これまで大学管理本部が組合に説明してきた、すべての教員に、任期制や年俸制を課

すという考え方には、多くの問題点があります。これからの交渉は、大学管理本部の考え方のみを前

提とするのではなく、現行の賃金や労働条件を基本として、さらなる改善を求める組合と教職員の要

求も検討する場でなければなりません。 

 交渉を開始するにあたって、いくつかの点について、要望します。 

 まず、組合に対する迅速な情報開示です。労使で交渉する事項はもちろん、新大学に関わる重要な

情報は、遅くとも、当局内での説明が終わった直近には、組合に対しての情報提供や説明を行うこと

が、交渉を円滑にまた迅速に行うために必要です。また、決まってもいない案を、決定されたごとく

報道されるようなことは、労使交渉の妨げとなります。このようなことが、起らないよう、報道関係

への情報管理もよろしくお願いします。 

 次に、提案は必ず文書で行うこと、明解な説明を文書で明示することを要求します。最近、概略図

を説明資料とするケースが見られますが、必ず概略図の説明を文章で添付してください。これは、解

釈に誤解が生じないようにするために必要な措置です。 

 最後に、交渉における双方の主張や一致点を確認するための、交渉記録の作成です。地方独立行政

法人への移行という、新しい法律に基づく労使交渉です。全国的にも、注目されています。誤解が生

じないよう、きちんとした交渉記録を作成し、公開することが必要です。 

 本日をもって、東京都立大学・短期大学教職員組合は、東京都と、新しい大学における賃金や労働

条件についての交渉に入ることにいたします。 

 

ついで、主として助手の任用制度についての、質疑を行いました。 



上記の宮下参事発言による資料記載事項の変更は、この質疑の中で明らかになったものです。 

なお、今回より、労使で確認する交渉記録を作成することになっていますが、速報性を重視して、組

合の責任でまとめたものを、掲載しています。 

 

組合 「研究員」の再配置ついてだが、准教授 B のところに「再配置にあたり、准教授 B を置く」とある

が、准教授 B になると必ず再配置されるのか？意思確認書を出さない助手は、管理本部の説明では旧

大学担当となっているが、その場合は再配置されないのか？ 

当局 いろんな学部、学科で状況が違う。この学科は、再配置しないと数が多すぎるとか。この学科は、

数がピッタリだとか。「一定の要件」については検討している。意思確認書を出さないで助手のまま残る

人は、再配置しません。旧大学担当ですから。 

組合 専門性を考慮しない再配置は、研究者を潰すことになる。突然、専門外のところに配置されて、研

究も教育もできないじゃないですか。 

当局 場合によっては、専門外のところに配置することもある。研究については、研究費は出すわけで

すから。 

組合 専門性を考慮しない再配置は、本人にとっても、引き受けるコースの教員にとっても、指導や教育

を受ける学生にとっても迷惑。専門性を考慮しない再配置は、止めるべきだ。 

当局 現状で一番大きな問題は、都立大にはたくさん助手がいる。科技大には、少ししかいない。新しく

システムデザイン学部を作る。そこにも「研究員」は必要。できるだけ専門性は考慮するが、再配置は

必要です。 

組合 手順の問題だが、再配置するにあたって、現大学の教授会や新しく予定されている新大学の教授

会の承認は得ないのか。 

当局 それでは、新大学の発足に間に合わない。いろんな意見は聞くが、教授会には諮りません。 

組合 教授や助教授と同じように過員とすればいいではないか。 

当局 それでは、過員解消は進まない。経営の視点からできない。都から運営費交付金でやっていく

わけですから、そんな甘いことで認められるとは、思いません。 

組合 過員解消が終わらなければ、准教授に承認できないのではないか。 

当局 そんなことはないですよ。但し、直ちに昇任させると、やはり「研究員」も必要ですし、過員解消

は進まない。両睨みで、顕著な業績をあげている人は、准教授の昇任させるということで、スケジュー

ルも示している。両睨みです。 

組合 意思確認書の法的根拠はなんですか。 

当局 新大学に行きたくないと言う人を無理矢理新大学に行けという訳にはいかない。どの法律に書

いてあるとかではなく、当然の法理です。 

組合 じゃあ、200人の助手が全員、新大学に行かないということがあってもいいわけですね。 

当局 それは、22 年までの旧大学に残るわけですから。そのかわり、その間、人件費が膨らむわけで

すから、他のところに歪みが生じてくる。自己責任の世界です。 

組合 「研究員」が５年+３年、准教授が 5 年+５年、教授になると何回も再任できて、主任教授になると



65歳まで定年延長。なんで、こんなばかな制度を考えたんですか。これでは、若い人が落ち着いてじっ

くり研究できませんよ。 

当局 どこが、ばかな制度ですか。今の日本に求められているのは、若い時にいろんなところを回って、

武者修行することですよ。 

組合 湯川秀樹氏は、助手時代６年間論文を書かなかった。その間、じっくり考えて書いた論文が、ノー

ベル賞ですよ。この制度では、湯川さんはクビですよ。こんなひどい制度はないですよ。 

当局 この制度は、若いうちにいろんな試験研究機関などとの交流を促進したいという想いがあるから

ですよ。インブリーディング（inbreeding）で一ケ所にいて 

組合 都立大はインブリーディングなんかじゃないですよ。都立大くらいよそとの交流があるところは

ないですよ。どのくらい生え抜きがいますか。ちゃんと調べてくださいよ。若い人もどんどん動いてま

すよ。こんな、クビになる不安のある制度は、まずいといっているんです。 

当局 若い人はじっくりと言って 50過ぎまで、すっと助手でいて、いいんですか。 

組合 そういう人は、業績がないですか？ 

当局 今は業績評価をやってないじゃないですか。 

組合 ポストがないから、昇任できないわけですよ。当局の認識は違うのでよく調査をしてください。 

当局 その調査にあたって、ここは書かないでくれとか、組織的にやらないで下さい。 

組合 そこは違う。もっと、基礎的な調査をやってないでしょう。インブリーディングか、インブリーディ

ングじゃないのか。そこのところを調査してから言ってください。大学に来て、ちゃんと話を聞いて、調

べてくださいよ。 

当局 調べてますよ。だから、妨害しないでください。行ってもいいですよ。ただ我々もほかの仕事も

ありますし。 

組合 これまでも、何回もきてくださいとお願いしてきました。学生もお願いしてきたじゃないですか。 

当局 一義的には学生へは大学が説明すべきです。 

組合 そうじゃないでしょう。案は総長が作ったんじゃないですよ。 

当局 総長は管理職ですよ。学生さんは、やはり大学が説明すべきですよ。 

組合 総長は大学管理本部のラインじゃないですよ。 

当局 今は、学生さんは関係ないじゃないですか。先生方の人事・給与制度を話してるんだから。話を

戻しましょうよ。 

組合 問題は、当局が若手を動かすことが制度の根幹だと言ったことに対して、組合は、そんなことは

ない。流動していると言っているんですよ。 

当局 流動しているならいいじゃないですか。 

組合 だから、こんな制度を入れる必要がないと言っているんです。 

当局 流動しているんなら、導入しても、別に困らない。 

組合 違いますよ。こんな制度を入れたら、いい人が来なくなると言っているんです。 

当局 ずっといないと困るといってるんでしょう 

組合 いい人材が来なくなると言っているんです。この間の公募だって、ひどいじゃないですか。 



当局 あんなのなんて期間も短かいし。大勢きているところもありますよ。 

組合 東京の大学で公募した場合、文系で１００倍越すなんて、普通のことです。理系だって、50 倍です

よ。全部のポストで、一桁だって、これは深刻ですよ。そういう認識はないんですか。 

当局 新聞にあれしたようですが、そんなことはないですよ。 

組合 そこの認識がおかしい。こんな制度じゃ、人は来ませんよ。公募の結果を見て、みんなそう思って

ますよ。そんなことはないって、新聞が出した数がウソだっていうんですか。もっと、大学に来て、現場

の人と話してくださいよ。われわれだって、一切改革しなくていいなんて、言ってないんだから。ただ、

こんな制度を入れたら、いい人が来なくなって、大学がだめになりますから。 

当局 今のままの制度がいいと言ってるだけでしょう？ 

組合 この制度はアメリカのまねをしただけ、なんでしょうけど、アメリカはアシスタントプロフェッサ

ーから、アソシエイトプロフェッサーに上がる時に、テニュア審査がありますよ。それは、厳しいもので

すよ。でも、それ一回です。こんなに何回も、クビになる危険性に怯えないといけない制度じゃないで

すよ。これじゃ、いい人が来ませんよ。 

当局 アメリカのまねをしたわけじゃありませんよ。それは、能力がないという人だったら、来なくてい

いですよ。 

組合 組合はこの制度を認めているわけではないし、お互いに資料を出し合って議論していきましょう。 

組合 労基法の場合、博士の学位がなければ、任期３年ですね。３年たったら、再任の審査をするんで

すか。それとも、審査はするけど、５年が基本だから、この審査は、全員通して２年延長するんですか。 

当局 最初の方ですね。そうじゃないと実態は５年で違法ということになるじゃないですか。 

組合 ３２歳を超える「研究員」や４２歳を超える準教授の場合は、年俸について、別途措置するという

ことですが、資料には、基本給は５段階に区分だとか書いてありますね。別途措置するとは、当初はこ

の区分を増やすんですか。 

当局 これは、現大学にいる人が新制度に移った場合に、外れる人がいるだろう。まったく新しく入った

人は別ですよ。現大学にいる人が新制度に移った場合に、現給より下がる場合が出て来ます。そうなら

ないように、何か考えましょうということです。 

組合 職務給について、研究員については、研究や教育補助についてとしか書いてないが、普通に研究

や教育業務を行えば、職務給の３割の部分は支給されるんですね。 

当局 そうですね。基本的には。私は教育はやりませんよというような人は別ですが、教育と研究の両

方をやっていただくということが前提です。 

組合 年俸制をとれば、確実に給料はさがると思うが. 

当局 下がらないように措置する。 

組合 当初はでしょう？ 

当局 業績をあげていただけば、上がる。 

組合 給料いつ決まるんですか。基本給は、任期当初に設定する。基本給は、全員、毎年変わることにな

っていませんよね。 

当局 基本給は、５段階とか、ざっくりと決めますから。ただ、この人は顕著な業績を上げたから（基本



給を）上げようということはある。毎年、全員が、基本給が上がったり、下がったりということは考えてい

ない。基本給は、中期的に見直してゆく。 

組合 職務給は、職務が変われば毎年変わりますね。それに業績給も。年度当初に年俸が定まっている

わけですね。 

当局 具体的な額は定まりません。だって、業績給というのは、1 年間の業績を見て定まるわけですか

ら。 

組合 業績給は、当年度で年度末で調整するんですか。 

当局 そうです。 

組合 そうすると、年度末に相当の額を返してくださいということが起りませんか 

当局 調整の方法は、今後検討させてください。 

当局（副参事） 業績給の方は 1年ずれてくる。 

組合 そう思ったんですけど。 

当局（副参事）最初はもし、Aから Eでつけるなら、Cをつけておくわけです。業績がないですから。1

年ずつ、ずれてくるわけです。 

当局（参事）なに？なに言ってるの？ 

組合 今、参事と副参事の言われたことは違う。副参事の言われた方だと思って、質問したんですが。

違うんですか。 

当局（参事）そりゃ、違いますよ。前の年の業績がない人がいるんだから。 

組合 前の年の業績がない人は、年齢で定めるとか。基本給が決まれば、業績給も決まる。 

当局 それは業績給じゃないですよ。調整のしかたは後で考えますが、年度末で、「がくっと」というこ

とはないですよ。 

組合 副参事、今の参事の説明でいいですか 

当局（副参事） はい。 

組合 職務給については、対象職務の例があるが、たとえば授業１コマいくらとかは、年度当初に決まる

わけですね。これは、毎年変わるんですか。 

当局 年度の始まる前にお示しする。毎年変わることはないですが。給与規定に盛り込む。 

組合 その場合、基本給が違うので、授業 1 コマの職務給は基本給の何％ということですか。それとも

いくらという額ですか。職務給というからには、額ですよね。 

当局 基本的には、そうです。 

組合 資料３—６で、業績給「前年度実績に関する結果に基づき」と書いてある。今日、頂いた資料につ

いては、そうなっている。これは、訂正するんですか。 

当局 （しばらく沈黙）「前年度実績に関する」を消す？ 

組合 今の話は重大で、この資料は２月１３日の経営準備室の会議で説明しているわけですよ。ここで

訂正するわけですか。組合との交渉で訂正するのは、こちらは構わないですけど。 

当局 ここはペンディングにしてください。すいません。 

組合 扶養手当、調整手当、住居手当は支給しないと書いてあるが、本給に含まれているんですか。 



当局 そうです。 

組合 じゃ、子どもが５人いる人と子どもがいない人とでは、基本給が違うんですか。含まれていると

いうことはそういうことでしょう。 

当局 原資には含まれている 

組合 （新制度を選択した場合）現行より下がらないということは、何級何号貰っているからということ

ではなく、（扶養手当、調整手当、住居手当含んだ）いくらもらっていたかということですね。 

当局 そうです。 


