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Ⅰ．2013 年春闘をめぐる情勢 

 

先の総選挙における自民党の圧勝と安倍政権の誕生により、格差と貧困を爆発的に拡大さ

せた規制緩和･構造改革路線が復活しようとしています。過去小泉政権下で行われた、雇用

ルールに関する大幅な規制緩和は、正規雇用から派遣･有期等の非正規雇用への転換を促進

しました。それにより大儲けする者たちが現れる一方、貧困や格差の爆発的な拡大が大きな

社会問題となり、改善されることなく現在に至っています。我が国全体の労働者の３分の１

が非正規労働者という状況は異常です。非正規労働者自身の貧困と状況の固定化はもちろん

深刻な問題ですが、それに加えて非正規労働者をバッファ（調整弁）と考える経営者の存在

は、広く正規労働者に対する待遇悪化、すなわち社会全体のブラック企業化というべき事態

を招きました。また、非正規労働者の不満は正規労働者、とりわけ公務員や教員に向けられ、

公務員バッシングの「空気」を背景に定数や給与の削減が全国ですすめられています。東京

都においても給与削減の根拠は「都民の厳しい目」という正体のわからないものです。国家

公務員に対する大幅な給与引き下げは、消費税率を上げるために「自らの身を切る」ことの

象徴として行われました（身を切ると言いながら、政党交付金に手をつけないことは不可解

です）。民間においても、例えば日本航空における大量の整理解雇は、当時の「パイロット

や客室乗務員への高給が経営を圧迫したはずだ」という空気を背景に強引になされたもので、

実際には解雇の必要などまったくなかったことが明らかになっています。このような理不尽

な攻撃をはねかえすために、公民の労働組合は力を合わせ、知恵を出してたたかっていく必

要があります。 

 

労働組合は経営者と対等な立場で交渉する権利を「憲法」（第 28 条）によって保障され

ていることは改めて言うまでもないことですが、「労働基準法」をはじめとした労働関連法

規では、その権利の保障がより具体的に定められています。全国的に労働者の権利が侵害さ

れているいま、労働組合の果たすべき役割はますます大きくなっています。昨年、国立大学

法人に対して大幅な給与削減が押し付けられたとき、各大学単組はこれに正当に抗議・抵抗

し、多くの大学で削減幅の圧縮をかちとりました。組合を無視して一方的に給与削減をすす

めた法人に対しては、当該単組が提訴して裁判が始まっています。このようなことは、個人

レベルではもちろん単組単独でも不可能であり、全国の組合の支援と連携がこれを可能にし

ました。公務員バッシングの風潮のなか、勇気をもって裁判に踏み切った各単組を、首都大

労組も応援していきます。 終的に決着がどうなるかはわかりませんが、公判を通じて公務

員バッシングの異常さが、より具体的に明らかになることが期待されます。 

個々の労働者にとって給与の削減は大きな問題ですが、職を失うことは比べ物にならない



3 
 

ほど深刻な問題です。いま組合は 3 年後から始まる助教の雇止めを阻止することを、 重

点課題としてとりくんでいます。昨年改正された労働契約法は「有期労働契約が 5 年を超

え、反復更新されれば無期労働契約に転換できる」と、非正規雇用の氾濫に対する歯止めを

謳っており、2013 年 4 月から完全実施されます。組合はこの間、関係省庁に対して大学に

おける雇止め防止について要請を行うとともに、学内においては専門家を招いた学習会の開

催や、『手から手へ』で資料を配布することにより、法の趣旨を周知してきました。9 月 24

日の文部科学省会見では「労働契約法の公立大学への完全適用を求める要望書」を提出し、

改正労働契約法に対する抜け道づくりを許すな、と要請してきました。文科省は「公立大学

法人に労働契約法は適用される。改正労働契約法と教員任期法との関係は現在勉強中であ

る」「研究教育の質と全員任期制との関係は重要な関心がある」旨を言明しました。また 12

月 10 日には厚生労働省会見を行い、同趣旨の要望書を提出するとともに、とくに本改正法

が、施行(2013 年 4 月 1 日)以前に始まった有期契約について（つまり現時点で首都大に在

職する任期付き助教について）効力をもたないことへの不合理性を伝えました。厚労省から

は「労働契約法は経営者側が守るべき 低限の規則を定めたものであり、実際の雇用条件は

労使の交渉により定められるものである」旨を言明しました。また「任期制をとる大学に人

が集まらないことは、労働市場の動向としてはむしろ正しいことである」旨の発言がありま

した。この法律の実施が 2013 年 4 月からであっても、それ以前から勤務している労働者を

適用除外とすることには何の合理性もありません。実際、全員任期制が導入された横浜市立

大学では、2013 年 4 月以前にさかのぼっての適用がなされる見込みです。労働契約法改正

の精神が雇用の安定化、とりわけ長期にわたり問題なく勤務した者に対する雇止めの防止に

あることを踏まえ、法人に対して雇止めの回避を強く要求していきます。 

 

また、無期雇用への転換がすすめば、任期をとっていない教員への差別的な施策はますま

すその根拠を失っていきます。組合はいままで、給与やサバティカル制度における差別の解

消に向けて、一定の成果をあげてきました。サバティカル制度検討の過程で、任期をとって

いない助教も活発な研究活動を行っている、と法人が認めたことは、今後の交渉の前提とな

る重要な一致点です。 

大学職員については、都派遣職員が順次大学の固有職員に置き換わるなか、組合は非正規

職員の正規職員への内部登用を制度化させ、パート職員の時給を上げさせるなど、非正規職

員の待遇改善に大きな役割を果たしてきました。この方向性が維持されることを引き続き監

視し、安定した雇用が大学の価値を高めることを証明することは、社会問題化している非正

規雇用問題解決の実践例として、大きな意義があります。 

いま、教員任期制度の後退を恐れる一部の大学では、再任の禁止やクーリング期間の導入

など、労働契約法の網をすり抜けようとする動きがあります。とくに非常勤職員、非常勤講
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師については、無期転換が行われても、科目の存廃等の事由で契約を打ち切ることが可能で

あり、法人側には何の不利益がないにもかかわらず、更新年限を 5 年までとする新しい就

業規則を導入しようとしています。それまで何の問題もなく 10 年 20 年と長期にわたり教

育を担ってきた非常勤講師を、例外なく 5 年で雇止めにするという、O 大学をはじめとす

る一部の大学の脱法的手法に対し、全国から怒りの声があがっています。この問題は既に重

大な労使紛争に発展しており、労働者を使い捨てる大学は、悪評により結局その価値を自ら

減じていることになります。首都大労組は全国の組合組織と連携し、労働契約法改正の趣旨

に反するこのような策動に対してたたかっていきます。 

 

私たちの春闘の課題は、法人独自の課題とともに、都労連に結集して諸要求を実現するこ

とです。首都大に働くすべての人の賃金確保と雇用安定化をかちとって、生活の充実と、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。大

学は国民全体の大きな財産であり、そこに勤めるすべての人々の権利を守ること、学問の自

由や教育の現場を権力者から守ることは、大学の価値を高め、国民の利益に合致することで

す。昨年の都知事選挙では石原知事の後継者とされた猪瀬候補が 400 万票を超える支持を

集めて当選しました。報道によると、得票の約半分は石原都政の継続を願わない有権者層か

らのものでした。この結果を受けて新知事の政策がどのようなものになるのか、注意深く見

守る必要があります。また、新しい理事長には元 J リーグチェアマンの川淵氏が内定した

と報道されています。川淵氏が理事長としてどのような大学像をもっているかはまったく不

明ですが、首都大労組はこれからも、道理にかなった要求は必ず実現できるという考えをの

もと、法人と粘り強く交渉を行ってきます。 

 

Ⅱ．教員の要求と課題 

 

１．任期付き助教の人事制度を速やかに抜本的に改善すること 

 法人発足時の人事制度にはさまざまな問題がありましたが、そのなかでも助教については

「人材流動化の観点」から制度設計がなされ、初任時 5 年、更新時 3 年、合計 8 年で雇い

止めという、極めて不安定な制度が押しつけられました。組合は一貫してその不当性を訴え、

教授会などからもその不合理性が再三再四指摘されてきました。こうした働きかけのなかで、

助教任期の上限年数が 10 年に延長され、制度上の観点も「一定の流動性を確保し大学の活

性化を図るとの基本的な考え方は維持しつつ」と留保条件をつけながらも、「助教の育成支

援を強化し、優秀な人材を確保する観点」へと転換することとなりました。 

 東京都から一方的に押しつけられたこれまでの「助教任期制」は、准教授以上に適用され
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る「ステップアップ型」とは基本的な観点を異にしており、あくまで「流動化」=「雇い止

め」を前提としたものであっただけに、法人がその制度上の観点を転換したことは極めて画

期的であったと私たち組合は評価しています。また、こうした新たな観点のもとでの「育成

支援」を具体化する一つとして、サバティカル制度が助教に適用されることになったことは、

任期付き助教と任期なし助教との間に、その取得条件として不可解な区別が設けられている

という問題が未だに残されているとはいえ、ひとまずは大いに評価されるべきことです。 

他方で、 初の助教雇い止めが 3 年後に迫ってきました。しかし、この間行われきた雇

用の不安定化の弊害の改善を目的に、昨年、改正された「労働契約法」では、有期労働契約

が 5 年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換すると定められました。その

立法趣旨が「長期にわたり問題なく勤務した者に対する雇い止めの防止」にあることは明らかです。

にもかかわらず、昨年度の法人人事制度等検討委員会では、未だに助教任期の問題はほとんど

議論されていません。したがって、助教の置かれた状況や制度運用などは、各部局等ごとに異なる

面があり、教授会を含む部局内部での具体的な議論が必要なことは論を待たないことです。 

とはいえ、昨年の団体交渉の折に、法人は「労働契約法など労働関連法制の動向について

も注視」すると言明しました。改正労働契約法が法人に完全適用されることは、改めて言う

までもないことですが、それは「経営者側が守るべき 低限の規則を定めたもの」であるこ

とから、雇用の安定化というその立法趣旨に従い、すでに 5 年を超えて反復契約されてい

る助教も、速やかに無期労働契約に転換されることを強く求めます。 

私たち組合は次のことを要求します。 

①改正労働契約法の立法趣旨に従い、助教の任期の上限を速やかに撤廃すること。 

 

２．任期なし教員の処遇を抜本的に改善すること 

私たちが繰り返し指摘し、当局も認めたように、任期なし教員は任期付き教員に勝るとも

劣らない業績をあげ、職責を果たしています。それにもかかわらず法人発足以来これまで、

任期なし教員は給与上の重大な差別を受けてきました。また任期付きに移ることなしには昇

任が認められませんでした。 

 この間、組合と教授会の努力もあって基本給の昇給を給与規則の本則に入れるという改善

が、ようやくなされました。しかし、職務基礎額の昇給については、依然として任期付教員

のみという差別的給与制度は残ったままです。また昇任問題も未解決のままです。この差別

的な給与制度が抱えた矛盾は、今後、さらに深まっていきます。昨年度、組合と教授会の努

力によって、教授に対するテニュア制度がようやく整備され、今年度からテニュアの審査が

始まり、新たな任期なし教員が誕生する予定です。テニュアの教員は、任期なし教員である

にもかかわらず、職務基礎額が昇給していきます。また、准教授についても厳正な審査を経

てという条件付きですが、更新回数の定めがようやく撤廃されました。そして、このたびの
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改正労働契約法により、どんなに遅くとも 5 年後には任期なし准教授が誕生します。改正

労働契約法の無期雇用転換権によって無期雇用となった場合は、特段の定めがない限り、労

働条件に変更はありませんから、基礎額が昇給していくでしょう。こうした事態の進行は、

法人が固執する差別的給与制度の矛盾と差別的意図をまさに白日の下にさらすものです。改

正労働契約法は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁

止」しています。しかし、任期なし教員に対する現行の給与制度は、法の想定の真逆になっ

ており、この点だけみても、法の精神に反する不当な給与制度であることは明白です。 

 法人当局がこの給与制度に固執することが、法人化をめぐる混乱のもっとも悪しき遺産です。こ

のまま放置するなら、優秀で意欲的な教員を大学から去らせてしまいます。組合は、今後も教員の

人事制度の見直しを求めていきます。また、法で認められているように、任期付きを選ぶか否かは

完全に個々人の権利であり、選択を強制するための差別はとうてい認められません。昇任に際して

任期付きを強制することが、いま大学の活性化と教員の意欲発揮を阻むもっとも大きな障害です。 

 

私たちは以下の 2 つを法人当局に要求します。 

① 任期なし教員についても、職務基礎額の昇給措置を実施すること。 

② 昇任時の任期制強制をやめること。 

 

３．住居・扶養手当を復活し、カット分を回復すること 

 本学の基本給、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、本学教員、とくに扶養家族を抱えた若手の年収は、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。これまで一貫して要求してきましたが、扶養手当・住居

手当を復活させること、少なくともカットの被害が大きい若手教員層の年収を改善する方策

を講じることを求めます。 

また、組合は、「職務負担状況に応える仕組みについてさらに充実させることが必要」

（2007 年 11 月 26 日）との認識に基づいて創設された大学院入試手当を、昨年の団体交渉

によって、増額させました。しかし、未だ十分とはいえず、職務負担に応える手当の増設に

ついて、引き続き要求していきます。例えば、昨年の東京都人事委員会勧告では、住居手当

の削減によって生み出された原資を給与表に上乗せする措置をとっています。こうした方法

についても、検討する必要があると考えます。 

 

４．年度評価の業績給反映のあり方を再検討すること 

 年度評価については、その具体的な行動例が示されるなど一定の改善がみられますが、
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評価基準の曖昧さを排し、全教員に説明可能な評価基準を改めて求めます。とくに不再任に

つながる評価については、評価者による恣意的な運用がなされないように慎重かつ明確な基

準設定を求めます。ともすれば、法人は「勤務態度」なる怪しげな評価基準を設けたがるも

のですので、引き継ぎこの点は、団体交渉だけでなく「解明要求」等を通して、恣意的な評

価が絶対になされないようにこれまで以上に努めます。 

 同時に、継続協議になっている業績給反映のあり方も含めて、改めて協議、交渉を求めます。 

 

５．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 

東京都人事委員会の勧告に法人がそのまま従う昨今の状況をみると、意図的に公民較差を

演出する比較方式（比較対象の企業規模 50 人以上、事業所規模 50 人以上）を使って、「民

間賃金が下がっている」→「都の職員も下げなければいけない」→「法人教職員も下げなければい

けない」という論法で、法人が教員年俸のカットを提案して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。今年度は年度当初に約束した年俸を保障するよう要求します。 

 

Ⅲ．職員の要求と課題 
  
制度疲労が起きている法人職員の労働条件と人事制度 

 法人には、次のような労働条件で働いている職員がいます。 

都 派 遣 職 員 ・期限の定めのない正規雇用  

・公益法人等への派遣法の定めにより 3 年の期限で法人に派遣され、

更新は１回までで 大 5 年（東京都からの引継ぎ職員の更新は 3 回

までで 大 10 年）勤続が可能  

・週 5 日フルタイム勤務 年 2 回一時金支給 

正 規 職 員  ・期限の定めのない正規雇用 

   ・週 5 日フルタイム勤務 

   ・年 2 回一時金支給 

常勤契約職員   ・3 年任期で更新 2 回まで 大で 9 年勤続可能の有期雇用  

・週 5 日フルタイム勤務  

・正規職員への登用選考は勤続 2 年目から受験可能 

・年 2 回一時金支給 

非常勤契約職員  ・1 年任期で更新 2 回まで 大で 3 年勤続可能（司書・看護師・技術は

更新回数に制限なし）の有期雇用  
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・原則週 4 日フルタイム勤務（その他下の表のような勤務体系の職員も） 

・常勤契約職員への登用選考は前年度勤務していれば受験可能（看護

師・技術はこれまで選考が実施されたことがない） 

・一時金支給の支給なし 

特定任用職員  ・高い専門性を有する職員  

・任期 3 年以内の有期雇用 

 ・更新は職に応じて設定 

 ・年俸制の職員については、一時金は年俸制に含まれている 

非常契約職員の勤務時間 （事務・技術・看護師・司書） 

 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 

４時間 50 分 - - - - 24 時間 10 分 

5 時間 50 分 - - - 23 時間 20 分 29 時間 10 分 

6 時間 50 分 - - - 27 時間 20 分 - 

７時間 45 分 ７時間 45 分 15 時間 30 分 23 時間 15 分 31 時間 - 

７時間 15 分 - - - - 36時間15分 

2012年5月1日現在の職員数は、都派遣163人、正規職員121人、常勤契約職員49人、特定任用

職員 13 人、非常勤契約職員 125 名、人材派遣 20 名、その他アルバイト職員や業務委託の会社で働

く労働者 

 

法人の職場では、同じ課で働く人のほとんどは 3 年以内、3 年以上同じ職場で働いている職員は、

技術や司書を除くとごくわずかです。しかも、3年以内に大学に勤めはじめた人が半数近くいる。こ

れが多くの職場で現状です。都派遣職員が毎年 20 名近く解消され、新規採用の正規職員と内部登用

選考に合格した常勤契約職員が、中心の職場に変わろうとしています。都派遣職員も 長で5年で派

遣期間が終わってしまうため、仕事に必要な知識や技術の継承が大きな課題となっています。その結

果、超過勤務も増加傾向にあります。第２期中期計画の立ち上げや移転後 20 年が過ぎての施設の大

規模改修、新しい事務システムの構築などをまだ経験の浅い職員が担わなくてはなりません。そうし

たなかで長期の病欠をよぎなくされる職員も少なからず生まれています。 

 とくに常勤契約職員は、3年ごとの雇い止めの不安を抱え、月例給は週4日勤務の非常勤契約職員

と大差なく、超過勤務手当などの算出根拠となる時間単価は非常勤契約職員を下回っています。改正

労働契約法によれば、2回目の更新を前に無期労働契約への転換の申し込みが可能となることからも、

労働条件や人事制度の転換は喫緊の課題です。 

 研修制度の充実はもちろん必要ですが、都派遣職員の解消がすすむなかで、正規職員、常勤契約職

員、非常勤契約職員という制度やその勤務条件を速やかに見直すことが求められています。 
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正規雇用が当り前の職場に転換が必要 

 非常勤契約職員は、3年以上勤続することができませんから、仕事に慣れて 1年の仕事の

サイクルを覚えたころに退職となります。組合が開く職員懇談会でも、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、週 4日勤務の非常勤契約職員

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

日勤務の職員の新たな仕事となっているという問題があげられています。非常勤契約職員の

仕事は定型的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

は正規雇用とすべきです。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。 

また、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。看護師とともに技術職員の内部登用選考の実施を

要求していきます。 

また、正規雇用であれば解雇に至らないケースでも有期雇用ゆえに発生する雇い止めとな

るという問題もはらんでいます。業績評価については、その分布率の開示を求めるとともに、

雇い止めに対する不服申し立てや苦情処理の制度を設け、当局に十分な説明責任を果たすよ

う要求します。 

 

雇い止めの不安をなくし、安心して働ける職場とするためには、正規雇用が当り前の職場

に転換させなくてはなりません。 

 

労働契約法の改正に伴って 

改正労働契約法は 2013 年 4 月に施行されます。5 年以上反復更新した有期雇用労働者が

雇用主に対して、無期労働契約への転換を求めることができるという内容の改正は、法人に

おける人事制度の制度疲労を解消するきっかけとなります。3 年任期で更新回数が 2 回とさ

れている常勤契約職員の場合は、2 度目の更新を前に無期労働契約への転換の申し込みが可

能となるのですから、更新 2 回まで、 大で 9 年勤続可能という制度の見直しは避けるこ

とができません。また、改正労働契約法は有期雇用であることによる不合理な差別を禁止す

ることを定めています。実態として、職務内容や職責に大差のない正規職員と常勤契約職員

の給与格差などは、許されるものではないと組合は考えます。 

組合は、すでに、5 年を超えて働いている常勤契約職員や司書・看護師・技術の非常勤契

約職員については、速やかに無期労働契約への転換を求めていきます。また、その労働条件

については、正規雇用職員に準じたものとするよう要求します。 



10 
 

非常勤契約職員については、更新回数を見直し、原則超過勤務が発生しない定型的補助的

業務に限定することを要求します。 

《具体的な要求課題》 

都派遣職員の賃金・雇用に関する要求 

 都労連が提出した、2013 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。 

 都労連要求をふまえた、高齢期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、法人独自の高齢期雇用制度を創設し、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。 

 

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． 5 年を越えて反復更新している職員について、期限の定めのない雇用とすること。 

６． すべての非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

７． 住居手当、扶養手当、単身赴任手当を支給すること。 

８． 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。また、非常勤契約職員から正規職員への登用選考を実施すること。 

９． 2012 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。 

10． 2012 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。 

11． 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。 
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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。 

５． 業績評価の評定結果の分布率を開示すること。 

 

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 

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。 

 交通費を支給すること。 

 

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、法人当局に求めてゆきます。 

 

次世代支援対策に関する要求 

１． 一般事業主行動計画の作成と実施にあたっては、組合の要求を踏まえるとともに、

組合と協議すること。 

２． 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。 

とくに、非常勤職員については、以下の要求を 

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。 
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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．組合員のさらなる拡大に向けて 

もうすぐ 2012 年度も終わり、退職・転出に伴って組合員も減少することになります。こ

うした人員減を補って余りある組織拡大をめざします。 

4 月には新年度が始まり、多くの新規採用の方（法人の正規職員・常勤契約職員・非常勤

契約職員）や転入される方（新任教員・都派遣職員）が新たな教職員としていらっしゃいま

す。これら多くの方々に対して積極的な加入の働きかけを行い、組合加入者数の倍加をめざ

します。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じて、組合に加入してくださる教職員も増えています。 

前述にもある通り、我々教職員をめぐる首都大の状況はまさに激動しています。このよう

なときにこそ、我々の意見・声を直に法人組織へと伝えることができる労働組合の活動は、

組織の自己浄化を担う『 後の砦』です。好転も悪化も紙一重であるいまこそ、我々の意思

表示によって労働条件・環境の改善が可能となります。まだ加入されていない方も、現在の

労働条件・環境を守り、より良いものにするため、まずは組合への積極的な加入、参加をお

願いいたします。 

 

２．組合支部活動の強化 

 首都大学東京には多様な雇用形態・労働条件の教職員の方がおられます。皆さんの幅広い

意見を聞き期待にきめ細かく応えるには、中央執行委員会だけでのとりくみではなく、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懇談会など活発な支部活動のなかで教職員の意見や要求を幅広

く集約し、それを発信しています。こうしたとりくみが積極的に行われることで法人組織も

その声に耳を傾け、改善に乗り出します。逆に活動が行われないということは『教職員が現

状に満足している』という意思表示と見られてしまいます。 

 各支部の多くの活動と、そこから得られる意見や要求こそが教職員組合の活動を支え、

我々の労働を守る原動力です。各支部の、さらなる活動発展をめざします。 

 


