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『手から手へ』第２６１９号（2012 年 3 月 23 日） 

2012 年春闘方針（案） 
２０１２．３．２３  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

 Ⅰ．2012 年春闘をめぐる情勢 

  

世界の情勢は、ギリシャの債務不履行はじめ日欧米諸国の財政赤字の累増と景気の後退、新興国でのバブル崩壊の兆し、金余りに

よる株や原油をめぐるマネーゲームの再燃など、世界中で金融・経済・財政にわたる複合不況の不安定なファンダメンタルズの改善

が進まず、危機の様相が深まっています。 

 3・11 東日本大震災から 1年経った今も復興の遅れが目立っています。野田民主党政権は、震災復興・原発事故対応をめぐって指

導力を発揮できず、マニフェスト公約の全面反古化とあいまって国民の失望と批判を招いています。昨年末以来、政府・与党は、復

興財源の確保と財政赤字を理由に国民生活と国づくりにとって重要な課題を矢継ぎ早に打ち出して来ました。日本の農業や医療の破

滅に導く、グローバル企業の営利優先のための TPP 参加はじめ、社会保障・税の一体改革、消費税増税、それと連動させた公務員人

件費削減と議員定数削減，また武器輸出三原則の緩和、宇宙開発の軍事利用への道を開こうとする JAXA 法改悪のもくろみ、辺野古

基地建設のための環境影響評価書の取扱いなど、合意形成や議論抜きの強引で乱暴な政治手法が顕著となっています。また内政・外

交にわたって古い保守政治への回帰、大連立の志向を強めています。 

 雇用や生活面では、2月現在完全失業率 4.6％で依然厳しく高止まりし、非正規雇用労働者は 2011 年には 35.2％で 1984 年調査以

来の記録となっています。また年収 300 万円以下の労働者数が 2009 年以降 40％を超え続け、生活保護の受給者・世帯数はこの 20

年間増加し続けて 2011 年には 206 万余と戦後 高に達しました。景気の低迷のもとで所得格差の拡大は収まらず、厳しい雇用環境

と国民生活の貧困化がますます際立ってきています。 

 日本経団連は今年 1月の「経営労働政策委員会報告」で、円高を口実にベースアップを論外視し、定期昇給の延期・凍結すら示唆

しています。また「デフレの進行によって実質的に賃金は上昇している」とまで強弁し、非正規雇用の創出を利用して正規雇用の賃

金抑制・引き下げと低賃金構造を作り出してきたことを正当化しています。 

 こうしたなかで政府は、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告による0.23％マイナス勧告を大幅に超えて平均7.8％、2年間

引き下げるとする国家公務員の給与削減法案を国会で可決させました。これを受けて実際すでに、国立天文台等5つの独立行政法人で

構成される自然科学研究機構において、この大幅な不利益変更を伴う労使間の協議事項であるはずの給与削減の新年度実施方針が一方的に

組合に提示されるなど、極めて異常な進め方が生じています。法案内容が地方自治体ならびに国公立大学法人の賃金・雇用のあり方に

直接影響が及ぶことは避けられず、強い警戒ととりくみが要請されることは必至です。 

 こうした厳しい情勢を背景に、東京都は昨年の賃金確定闘争の 中に、成績率拡大や55歳超職員の昇給停止などを含む「これから

の人事制度の基本的方向」を一方的に提案して、都労連との交渉に困難を来しました。都労連要求に基づいた人事制度全般の改善に

向けて労使協議を尽くすことが必要です。また石原知事は「破壊的な教育改革」を新たに打ち出し、知事部局に「教育再生・東京円

卓会議」を設置するなど、トップダウンで教育に介入しようとする動きに対しても警戒しなければなりません。 

首都大学東京法人では、第二期中期計画の目標に学長中心の「ダウンサイジング」構想が急浮上し、教員ポストの削減・再編を柱

とした「組織・定数の見直し」がすすめられています。この計画が教員任期制と連動して、任期切れを迎える教員の「雇い止め」や

助教など短期有期雇用ポストの安易な利用に結びつくのではないかと不安が増大しています。組合は、昨年度には助教の任期の10

年までの延長、また本年度には准教授の再任上限の取り外し、教授のテニュア制の部分導入、助教のサバティカル導入など、教員任

期制・評価制度問題では、粘り強い交渉で一歩ずつ改善を積み重ねてきました。これらの成果を確実にするとともに、「教員全員任

期制」の抜本的改善への見通しをかちとるために引き続き奮闘する必要があります。 

 今春闘の課題は、公務員人件費削減のこれまでにない厳しい状況下にあって労使協議を 大限尽くすことを追求しつつ、法人独自

の課題とともに都労連に結集して諸要求実現の闘争をたたかい抜くことです。組合は、賃金確保と雇用安定化をかちとって、誇りと

愛着をもって働き続けられる教育・研究の職場づくりを実現することをめざします。 

 

 

Ⅱ．教員の要求と課題 

 

１．助教を含めた任期制の抜本的改善に向け、人事制度の更なる改革を行うこと 
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 教員人事制度については、3月団体交渉において、教授の一部へのテニュア制導入、准教授の一部について任用期間上限の解除な

どが回答され、本年度よりの実施となりました。これらは組合側の要求に照らせば不十分な内容ではありましたが、大学管理本部に

よって一方的に押しつけられてきた不合理な人事制度から踏み出す重要な第一歩として評価できるものでした。 

しかし一定の改善に踏み出したとはいえ、私たちの主張と要求からはまだ大きな乖離があります。私たちは大学の通常の教育・研

究は、基本的に雇用期間の定めのない教員によって担われるべきであることを一貫して主張し、またそのような制度を要求してきま

した。期間の限定されたプロジェクト的研究などを除き、大学が社会的責務として担っている教育・研究は継続的なものである必要

があります。とりわけ助教については、現行のままでは 4年後から毎年、多くの雇い止めが発生することになります。こうした不安

を解消するためにも、当面少なくとも助教の任用期間制限を撤廃するとともにステップアップ型に統合することが必要です。また人

事制度等検討委員会には各部局教授会代表が参加しているとはいえ、教授会構成員でない助教の声の反映は極めて不十分です。助教

の声が人事制度等検討委員会などの場に十分反映できる仕組みも必要です。 

大学の教育･研究において助教の果たす役割は極めて大きく、優秀な人材の確保は大学の将来を左右する課題といえます。助教に

とっては、再任制限がある任期制が適用されている本学より、任期制をとっていない他大学の助教の方が魅力あるポジションと言わ

ざるを得ません。さらに任期切れが 2、3年後に迫った場合は、ほとんどの助教が職位を選ばず転出を希望することになるでしょう。

実際に多くの助教が雇い止めになれば、その情報は直ちに全国の大学の教員はもとより、院生･若手研究者の知るところになり、首

都大は若手研究者に冷淡な大学というレッテルが張られても仕方がありません。このような事態が本学にとってどれほど大きなダメ

ージになるのかを、人事制度に係わる方々には考えていただきたいと思います。教員の任期制は問題が多く、廃止すべき制度である

と私たちは考えていますが、教授、准教授の任期制について一定の前進があったことは評価しています。しかし、助教の雇い止めは

将来の問題ではなく、今年度に解決すべき課題です。 

教授、准教授の任期制についても、原則に立ち返れば准教授にもテニュア制の導入が必要であると考えます。また、今回導入され

たテニュア制の適用は、「5 年の任期を経た者のうち、厳正な審査によって能力等が認められた優秀な者」に限られています。すで

に述べたように組合は、通常の教育･研究を担う者についてはすべて雇用期間の定めのない者とすることを主張しますが、当面少な

くともテニュア制を准教授段階または教授昇任時からに拡大することを要求します。 

 

 今年度内に助教の任用期間制限を撤廃し、ステップアップ型に統合すること。 

 人事制度検討の場に助教の声を反映させる仕組みを整えること。 

 テニュア制を准教授にも適用すること。 

 

２．非任期教員に対する差別的給与制度を改めること 

任期制に関連する問題として、組合が重点的にとりくまなければならないのが、任期なし教員の処遇、とくに給与格差の是正の問

題です。昨年 3月の団体交渉の結果、昨年４月からは、①基本給の昇給継続、②基本給昇給に関する本則の「任期制を適用されてい

る教員」を「教員」に変え、任期の有無による区別をなくすことが行われました。しかし、職務基礎額の昇給なしは依然継続してお

り、非任期教員が受けている給与格差は年々大きくなる状態のままにあります。 

組合員とくに非任期の教員からの強い期待は、非任期選択という当然の権利を行使したことに対する長期にわたるいわれのない差

別処遇を撤廃させ、意欲と誇りをもって教育、研究に当たれる労働条件を獲得することです。新大学発足時に任期制を選ばなかった

教員は法（大学教員任期法）に定められた権利を行使したにすぎず、さらに地方独立行政法人の給与が「勤務成績を考慮し、かつ社

会一般の情勢に適合したもの」となるように定めなければならないことも法（地方独立行政法人法）的に明確に定められています。 

「勤務成績の考慮」の観点からは、法人は既に「任期制を適用されていない教員におかれましても、任期制教員と同様に日々職務

に取り組んでおられることは十分認識しております」と発言し、任期制を選択していない教員が大学の教員としての十分な職責を果

たしていることを公式に認めています。 

私たち組合がこの問題を極めて重視しているのは、任期制を選択していない教員に対する昇給停止問題（差別給与問題）の本質が、

「法人の意に沿わない人達に対する差別」であるからです。 

組合は、任期制を選択していない教員の差別賃金をなくし、さらに、任期制を選択していない教員が非任期のまま昇任できるよう

に強く求めます。 

 

 非任期教員への差別的給与制度をあらためること。 

 任期教員の任期制を選択せぬままの昇任を認めること。 

 

３．助教へのサバティカル制度導入を早急におこなうこと 

 法人は一昨年の団体交渉において、助教 2 期目任期の 5 年への延長にあわせて「育成･支援策」を具体化することを約束していま

した。組合は昨年度、この点を強く要求しサバティカル制度の助教への適用などを求めてきました。本年 3月の団体交渉においては

本年 4月からの実施にまでは至らなかったものの、「助教など若手教員を対象とした特別研究期間制度の実現に向けた具体的な検討」
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が法人側から約束されました。 

 昨年末に組合が実施した助教アンケートからも、助教の多くが教室事務や学生指導などの日常業務に追われて十分な研究時間を確

保できていないようすが窺われます。そうしたなかで一定期間を研究に専念できるサバティカル制度は、助教の研究条件改善のとっ

て重要なものです。 

 それと同時に、サバティカル制度の形式的導入だけでは、本当にそれを利用できるのか、という心配の声も多く寄せられています。

これを実効性のあるものにするためには、サバティカル取得期間中、日常業務の一定部分を補える研究員の配置などの措置が必要で

す。またより多くの助教が平等に取得できる機会をもつためには枠の大きさなども重要な問題となります。さらに助教がサバティカ

ル制度を有効に利用できるためには、教授・准教授層など、教室単位での協力が得られやすい雰囲気の醸成なども必要です。 

 今年度半ばには制度発足ができるよう、早急な実現と、実際に多くの助教が利用できるための条件整備を要求します。 

 

 助教へのサバティカル制度導入を今年度早期に行うこと。 

 助教の特性に応じた人数枠を確保すること。 

 取得期間中の研究員配置など必要な措置をとること。 

 各部局教授会は助教のサバティカルの積極的利用を促す措置をとること。 

 

４．任期評価・年度評価、再任判定を公正に行うこと 

 組合は一貫して、「全員任期制」という雇用制度そのものに反対していますが、現に任期を付されている教員が多数を占めており、

その職が不当に剥奪されないこと、また安定した教育がなされる必要性から、任期付き教員の再任審査基準の策定に関して「原則全

員再任」を 重要課題として位置づけ、法人との交渉で基本的に達成できました。 

 3 月の団体交渉で示された教員人事改正案に基づき、4 月より「評語の改正」（これまでの「Ｃ」が年度評価で「要改善」、任期評

価で「不適」に）などの変更が行われますが、基本的に再任評価の基準はこれまでのものを引き継ぐことを求めます。具体的には、

「再任の基本的考え方」が「大学教員としてふさわしい能力を有し、意欲を持って職務に取り組んでいる者については、原則として

再任されます」であること、「再任基準」は「再任される基準は、任期評価を実施した結果、総合評価が『不適』でないこと」であ

るということの確認を法人側に求めます。 

 また改正案では年度評価で「相対評価」を「全教員を対象に実施する」としています。組合は、そもそも相対評価という方法自体

が大学教員への評価方法としてふさわしくないと考えます。そもそも、例えば「教育」や「研究」領域について、部局所属教員全員

の優劣序列を毎年評価するなどということは、部局長の１年間の職務をこのことだけに限定したとしても絶対に不可能なことです。

少なくとも、業績給支給のために現在行われている範囲を超える相対評価の拡大には強く反対します。 

 

 改正された評価制度のもとでも「再任基準」の従来の原則を引き継ぐこと。 

 「相対評価」を拡大しないこと。 

 

５．カットした扶養手当、住居手当を確実に清算するとともに、これらの復活を行うこと 

 平成 17 年度末まで支給されていた扶養手当、住居手当が逓減措置によりカットされています。しかしながら当局はカット分を「職

務の困難性に応じた手当」として支給する、という約束を果たしていません。その一方で 2011 年度は全く根拠の薄弱な「社会情勢

に適合」という理由で賃金カットを強行しました。私たちは約束どおりのカット分を「職務の困難性に応じた手当」として還元する

ことを求めますが、より根本的に手当の復活を改めて強く求めます。 

 

 扶養手当、住居手当を復活させること。 

 カットした手当を「職務の困難性に応じた手当」として支給する、という約束を守ること。 

 

６．年度初めに約束した「年俸」は、年度途中での変更を行わないこと 

  

本学教員の基本給、職務基礎額を合計したものは、基本的に国立大学法人の給与表と共通性をもたせて設定されていますが、扶養、

住居、単身赴任手当が付かない、あるいはカットされていることにより、本学の教員、とくに扶養家族を抱えた若手教員の年収は、

同じ東京地区の国立大学と比べて、明らかに低くなっています。また、新規採用者の給与決定の仕組みが国立大学と齟齬をきたして

きています。一方、国家公務員給与が大幅に削減され、それが国立大学法人に波及しようとしています。さらにこれが都の職員や公

立大学法人の教職員に及んでくる可能性はきわめて高いと思われます。しかしながら、東京都と法人が押しつけた「年俸」の趣旨も

無視した賃金削減を再び許すことはできません。 

 

 年度当初に約束した年俸を保障すること。 
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Ⅲ．職員の要求と課題 

 2011 年交渉の結果 

 賃金と組合要求への回答を求めた組合と法人との団体交渉で、賃金については東京都職員の賃金改定水準と同様に平均で 0.24％

削減する、業績給及び賞与については就業規則通り支給、という内容で妥結しました。また、4月からの賃金引き下げ相当額を一時

金から減ずる所要の調整が行われました。なお、常勤契約職員及び正規職員の基本給については、若年層に配慮するとし引き下げ幅

を抑えるとともに、職務給については継続雇用職員を除いて引き下げを許しませんでした。 

 非常勤職員の賃金については、毎年、都職員の賃金水準が引き下げられるなかで、残念ながら改善できませんでしたが、マイナス

改定は７年連続で許しませんでした。頭打ちとなっている、非常勤契約職員の司書・看護師・技術についての給与表の足伸ばしは実

現しませんでした。 

 アルバイト賃金については、一般業務で 850 円から 930 円とするなど、80 円から 20 円の間で、それぞれ改善させました。組合が

要求する時給 1000 円に向けて、また一歩前進しました。 

 あらたに正規職員の主任級・係長級昇任選考が行われることになりました。規則上 6年の在職が選考の要件となっていますが、当

該職員の職歴を加算し、昇任選考を事実上、前倒し実施するというものです。 

 2008 年の団体交渉で、非常勤職員の内部登用選考の整備と平成 21 年実施の労使合意が成っているにもかかわらず、今年度は事務

職員、図書館司書については、内部登用選考が実施されましたが、看護師、技術職員の内部登用選考を行わない、という極めて納得

しがたい当局回答になりました。 

組合は 11 月 15 日の団体交渉で、「東京都の状況をみると、消費者相談の窓口の職員や児童相談所のカウンセラーなど、高い専門

性ゆえに人事異動が困難な職種が専務的非常勤とされ、常勤職員と比べて劣悪な労働条件におかれています。法人においては、技術

職員や看護師、司書などが同様の立場に置かれています。図書館司書については、2009 年の団体交渉で図書情報センターを知の拠

点と位置づけ、登用選考も十分とはいえませんが行われています。技術職員や看護師も同様に高い専門性を有した職種です。とりわ

け技術職員は、大学や大学院の教育や研究と密接な関わりを有しており、時間をかけて育てていかなければならない職種です。当局

はこうした状況を強く認識していただきたいと思います。」との見解を示しました。引き続き看護師、技術職員の内部登用選考の実

施を要求していきます。 

2009 年 12 月に開かれた国の「官民競争入札等監理委員会」では、国立大学法人の「施設の管理運営」「事務」が見直しの対象と

されています。施設管理業務や図書館運営を含む事務が「市場化テスト」の対象としてあげられたのです。本学においては、一昨年

の労使交渉で、図書館の「運営を支える執行体制の充実」を当局が表明しています。こうした回答に添って、司書の内部登用選考は

確実に実施され、毎年合格者を出しています。 

今後ともこれらの表明の実質化を迫り、着実に内部登用選考を実施させる働きかけを行ってゆかなければなりません。 

今交渉では、看護師、技術職員、とくに技術職員についても強く内部登用選考の実施、正規職員化を求めましたが、交渉過程で明

らかになったのは、これらの専門的業務についての法人の認識が極めて低いことでした。したがって、今後の重要な課題は、たんに

交渉に頼るのではなく、技術職員を抱える各部局から、その教育研究上の重要性を明らかにし、ノウハウの継承や事故や危険に対し

て十分に保証される雇用形態の必要性を訴える声を大きく起こして、法人の認識の転換を促すことです。 

この点について、各部局の教員組織に議論、検討を呼びかけます。 

 法人職員の賃金決定に係る問題では、当局は相変わらず、粗雑な「情勢適応」論で、東京都が職員に押しつけた賃金、一時金のカ

ットを横並びで提案してきました。こうした提案に対して私たちがこれまで質してきた、「教員や固有職員の賃金が『民間』より高

いのか」「年俸の途中カットはおかしいのではないか」といった疑問への回答は、今回もなされませんでした。 

 ただし、今回の法人提案が、相対的に被害の大きくなる若年層や常勤契約職員への配慮していることを評価し、また、今後の教員

の給与制度の抜本的改善の交渉に応じることを確認して、不満ながら受け入れました。 

 私たちは今後、非任期教員の差別賃金打破と常勤契約職員の勤務実態と乖離した賃金の改善、給料表の足伸ばしなどを重点的な課

題として、とりくみを強めていかなければなりません。 

 都労連交渉で、組合の要求を受けて、パワーハラスメント対策とならんで、メンタルヘルス対策の充実の回答がありました

が、法人に対しても「大幅な定数削減の経緯」を踏まえた対策の充実を求めました。 

 

〈都派遣職員について〉 

 都労連は、昨年 12 月 21 日に、成績率の全職員への拡大、55 歳超職員の昇給停止、係長級職昇任選考の本人申込制廃止の三提案

を受けました。これらの提案に対してはその不当性を追求し提案撤回を求めるとともに、交渉再開の前提である現業系人事制度改善、

行政系および教員系人事制度改善、業績評価制度の抜本的改善要求実現を求めて交渉を続けています。また高齢者雇用制度の再構築

については、早急な制度設計が必要であり、人事制度検討委員会の場を活用することも検討し、継続設置を確認しています。 
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 一方、都側は三提案の 4月実施を迫っており、3月 8日の都議会中間議決は断念させたものの、提案事項の 4月実施を強く主張し

ています。また、2 月 15 日の交渉では、新たに退職手当と高齢者雇用制度に関する問題意識を明らかにしました。また、団体交渉

では、国会を通過した国家公務員の給与削減や人事院が公表した退職手当の調査結果などにも言及しています。 

 都労連は、3月 9日に団体交渉を行い、昨年の 終団体交渉で、現業、非現業の人事制度、高齢者雇用制度など職員の要求の解決

に向けて引き続き労使協議を尽くすことを確認したことを受けて、これらの要求に対して3月28日までに回答するよう求めました。 

 都労連は、3 月 29 日に戦術としての 29 分勤務時間内職場集会を配置するとともに、22 日に早朝宣伝を 23 日には第二波決起集会

と対都要請行動を配置するなど、異例の 3月闘争をたたかっています。 

 とくに 55 歳超職員の昇給停止は、条例改正が必要であり、3月 29 日閉会の都議会 終日までに提案撤回と都労連要求実現をかち

とるために、闘争を強めています。 

都労連は、3月 9日に団体交渉を行い、昨年の 終団体交渉で、現業、非現業の人事制度、高齢者雇用制度など職員の要求の解決に

向けて引き続き労使協議を尽くすことを確認したことを受けて、これらの要求に対して 3月 28 日までに回答するよう求めました。 

 国家公務員の賃金については、震災復興財源との理由で昨年 6月に法案が閣議決定され、連合の組合は、労働協約権付与などを内

容とする公務員制度改革法案とセットでこれを容認しました。2月に給与削減法案が国会で成立しましたが、いつのまにか消費税増

税のための口実となってしまい、公務員制度改革法案は成立の目処さえたっていません。国家公務員の給与削減は 2年間平均 7.8％

削減するという内容です。また、地方公務員の給与についても、同法附則にて、「地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方

公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする」とされており、これを口実に地方や独立行政法人への波及が懸念されま

す。 

 今年度の勧告についての動きですが、消費税増税の地ならしとしての給与や退職手当の一層の削減を図る動きがあり、都労連は 3

月 9日から人事委員会に対して、要請行動を行いました。 

 民間賃金の削減や公民比較方法を見直すことで公務員賃金を削減し、そのことがさらに民間賃金引き下げる、賃金削減スパイラル

を断ち切ることが 大の課題です。 

 「公務員制度改革」のなかでは 2013 年度までに公務員の定年延長を行う方向で議論がすすんでいますが、一方で公務員の人件費

削減も謳われています。東京都では、再雇用制度が廃止されたことから、年金支給までの雇用保障については、再任用制度だけとな

りました。大学の職場を再任用設定職場とさせることを含め、大学で定年後も引き続き働きたいと希望する職員の雇用確保のため、

法人独自の高齢者雇用制度の実現が重要な課題です。 

 法人派遣職員固有の問題としては、5年の派遣期限が終了し、東京都へ戻る職員については、できるかぎり希望に即した措置をと

るよう当局に要求していきます。大学特有の仕事を継承していくためには、長く大学で働いてきた職員の経験を引継いでいく必要が

あります。大学に留まって、引き続き働く意欲のもてる職場にしなければなりません。 

 

都派遣職員の賃金・雇用に関する要求 

 都労連が提出した、2012 年度賃金労働条件に関する要求を実現するよう、東京都に対して働きかけること。 

 55 歳超職員の昇給停止提案を撤回し、都労連要求をふまえた、高齢者雇用制度を確立すること。 

 法人を再任用設定職場とすること。また、法人独自の高齢者雇用制度を創設し、定年後も引き続き働きたいと希望する職員を採用

すること。 

 

〈法人固有職員について〉 

 2006 年の交渉で 3 年間の時限措置とされていた内部登用選考については、2009 年の団体交渉で「翌年度の人員配置計画」によっ

て実施を決めるという制約はありますが、常勤契約職員への登用選考が制度化されました。しかし、看護師、技術については、選考

が行われませんでした。事務・司書については、1 月 27 日に合格者が公表され、事務 5 名、司書 2 名が常勤契約職員として引き続

き勤務することになりました。若干名とされた事務職員の登用選考について、司書を含めて 7名の合格者となったことは、組合の要

求もあったからです。常勤契約職員の正規職員への登用選考は 13 名が合格しました。受験者の約半数が 4 月から正規職員として採

用されます。また、主任級への選考も常勤契約職員や民間の職務経験をも受験資格基準とすることで実施され、3名が合格しました。

また、係長級職の選考も行われました。 

 しかし、残念ながら 3年で雇い止めとなる非常勤職員も少なからずいます。固有職員との懇談会でも、非常勤契約職員が都派遣職

員と同等の仕事をしている実態に変わりがないことや、32 時間の非常勤契約職員にとっては、5日分の仕事を 4日でこなすことが求

められる一方で、週休日のフォローが 5日勤務の職員のあらたな仕事となっているという問題もあります。非常勤契約職員の仕事は

補助的業務に限るべきで、都派遣職員と同等の仕事を求められる職員については少なくとも常勤契約職員とすべきです。図書館司書

と看護師、技術職員の常勤契約職員の登用選考採用枠を確保することも重要な問題です。また、職種にふさわしい賃金にすることも

大切です 

 また、更新回数満了前に雇い止めとなるケースについては、苦情処理申し立ての制度がなく、十分な説明がなされているとはいえ

ません。安易な雇い止めが発生しないよう、苦情処理申し立ての制度の確立など制度改善を求めていきます。 
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非常勤契約職員に関する要求 

Ⅰ．賃金・雇用に関する要求 

１． 同一労働、同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

２． 契約更新された非常勤契約職員に対して、昇給額を改善すること。 

３． 司書、看護師、技術職員の給料表の足伸ばしを行うこと。 

４． 有期雇用の非常勤契約職員を期限の定めのない雇用に変更すること。当面、一般事務職について、更新回数に制限を設けな

いこと。 

５． すべての非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

６． 住居手当、扶養手当、単身赴任手当を支給すること。 

７． 常勤契約職員への登用選考の採用枠を増やすこと。司書、看護師、技術職員の採用枠を確保すること。 

８． 2011 年度末で雇用契約期限が満了する非常勤契約職員のうち、引続き雇用を希望するものについて、雇用を継続すること。 

９． 更新回数満了前の雇い止めについては、苦情処理の制度を設け、十分な説明責任を果たすこと。 

Ⅱ．休暇に関する要求 

１．都派遣職員との均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

 

常勤契約職員について 

 登用選考で採用された常勤契約職員は、非常勤職員として 1 年以上の経験があり、常勤契約職員として採用されているのです

から、期限の定めのない正規職員として十分すぎる「試用期間」を経ているはずです。速やかに正規職員への身分切り替えを行

うべきです。正規職員の待遇も都派遣職員と同等とはいえません。将来、大学の中心となって支えていく職員として位置づけて

いるのであれば、大学職員にふさわしい十分な知識や技術が得られるよう研修制度を充実させるとともに、私立大学の常勤職員

の労働条件などを調査し、大学職員にふさわしい待遇とすべきです。また、更新回数満了前の雇い止めについては、苦情処理の

制度を設け、十分な説明責任を果たすよう、当局に要求します。 

 

正規職員について 

 民間企業でも、優秀な人材を確保するために、非常勤職員を正規雇用に切り替えているところが増えています。採用については、

年齢要件だけを設けていますが、18 歳の高校卒業見込みの正規職員採用も含めた、多様な採用を検討すべきではないでしょうか。 

 正規職員の語学研修、東京都への派遣研修が始まります。派遣された職員に不利益が生じないよう、法人との間でルール作りにと

りくみます。 

 

常勤契約職員・正規職員に関する要求 

Ⅰ．賃金・雇用に関する要求 

１． 同一労働、同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

２． 有期雇用の常勤契約職員を期限の定めのない雇用に変更すること。 

３． 正規職員への登用選考受験資格を在職 1年とするとともに、合格者を増やすこと。 

４． 更新回数満了前の雇い止めについては、苦情処理の制度を設け、十分な説明責任を果たすこと。 

Ⅱ．休暇に関する要求 

１． 都派遣職員との均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

アルバイト職員について 

 アルバイト賃金については 大で 80 円改善することができました。高卒初任給を時給に換算すると 1000 円ほどになります。大学

で働く職員の 低賃金として、高卒初任給の水準とするよう求めます。 

Ⅰ．アルバイト賃金について、同一労働、同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

 少なくとも高卒初任給の時給相当額を下回らない額とすること。 

 

人材派遣職員、業務委託職員について 

 人材派遣会社からの派遣職員や業務委託職員については、法人が直接雇用している職員ではないので、組合員とすることはできま

せん。その労働条件についても、人材派遣会社や委託業者の就業規則で決められているのが実情です。しかし、同じ職場でともに働

いている仲間であり、人材派遣職員の労働条件について、無関心ではいられません。労働基準法が守られているか、賃金は適切か、

交通費は支給されているか、障害者雇用を法律の定めに従って行っているか、育児休業がとれるか、労働組合と交渉して労働条件を

決定しているかなどの情報開示を求め、安ければよいという契約にならないよう、法人当局に求めていきます。 
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〈男女共同参画社会をめざして〉 

 法人は、組合が要求しているにも関わらず、いっこうに次世代育成支援対策法に基づく、一般事業主行動計画を作成しようとして

いません。次世代育成支援対策法は 10 年の時限立法であり、来年度は 7 年目となります。非常勤職員を含めて、働きながら育児、

介護などの家族責任を果たせる職場とするために、労働条件の改善にとりくんでいきます。 

「ダイバーシティー（多様性）推進」の立場から、学内に保育園を新設することも検討課題となっています。組合は、こうした状況

について、当局との交渉や懇談の場を設け、実現に向けて、働きかけを強めていきます。 

 

次世代支援対策に関する要求 

１． 次世代育成支援対策法に基づく、一般事業主行動計画を至急作成し、実行に移すこと。 

２． 一般事業主行動計画の作成にあたっては、組合の要求を踏まえるとともに、組合と協議すること。 

３． キャンパス内に保育園を設置するなど、子育て、育児を支援する方策を実施すること。 

特に、非常勤職員については、以下を要求します。 

イ． 出産休暇については、有給とすること。 

ロ． 育児時間を創設すること。 

ハ． 早期流産休暇および妊娠症状対応休暇を有給で認めること。 

ニ． 育児参加休暇を創設すること。 

ホ． 出産支援休暇を創設すること。 

ヘ． 産休・育休代替については、アルバイトではなく非常勤契約職員をあてること。 

その他、都派遣職員との均衡を失しないよう、労働条件を整備すること。 

 

 

Ⅳ．組合組織の強化 

 

１．退職や転出に伴う人員減を倍加する組合員の拡大に向けて 

 春は人事異動の季節です。退職や転出に伴って組合員も減少することになりますが、こうした人員減を倍加する組織拡大が緊急の

課題となっています。 

 その際、未加入の教職員に対する働きかけだけでなく、組合員の退職・転出後に入ってくる新規採用者（法人の正規職員・常勤契

約職員・非常勤契約職員）や転入者（新任教員、都派遣職員）に対する加入の働きかけを強めます。ここ数年、日野支部や理工系支

部では、新入職員に呼びかけて、春に懇談会を行っています。こうしたとりくみを通して、組合に加入してくださる教職員も増えて

います。 

 

２．あらゆる職層での組合員の拡大に向けて 

「2011 年度運動方針」に提起されているように、あらゆる職層での組合員の拡大に向けて引き続き活動を強化します。 

首都大学東京は、多様で複雑な雇用形態や労働条件の教職員によって担われています。これらの教職員は数的にも職務内容におい

ても、それぞれが重要な役割を担っており、どの層が主でどの層が従という違いはありません。私たち組合は、これらのすべての職

層の期待や要求に応え、労働条件の改善をめざすものでなければなりません。 

とりわけ、声を上げにくい非常勤契約職員や常勤契約職員、また法人化以降の新任教員を組合に迎え入れることが急務となってい

ます。 

 

３．多様な要求に応えられる支部活動の強化に向けて 

 多様な雇用形態や労働条件におかれた教職員の期待にきめ細かく応え得る組合活動を実現するには、中央執行委員会等のとりくみ

だけではなく、職場に根を張った支部活動の強化が重要です。 

 文系・事務支部では、職層別の懇談会も恒例化しています。このなかでさまざまな要求が明らかになっています。こうしたとりく

みの教訓を生かし、よりきめ細かく要求を集め、集約していく活動が重要です。 

 


