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誇りと愛着をもって働き続けられる 
首都大学東京をつくろう!! 

任期制・年俸制の抜本的改善を成しとげよう 

固有職員の賃金・労働条件を改善し、長期雇用を実現しよう 

都労連に結集し、都派遣職員の要求を実現しよう 

都民・国民の負託に応える大学運営への転換を求めよう 

全国の国公私立大の組合との共同闘争を強めよう 

格差と貧困の拡大を抑え、国民の雇用と生活を守る運動に合流しよう 

  

                                                                                       

第 98 回定期大会を 6 月 29 日(土)午後 1 時から南大沢キャンパス６号館 ４０２教室において開催し

ます。 

 修正提案は大会前日の 6 月 28 日(金)までに文書で組合事務室にご提出下さい。 
 各支部、職場では、方針討議とともに大会代議員の選出をお願いします。大会代議員は組合員 10
名に 1 名の割合で選出されます。 
代議員の届出は、各支部委員会でまとめ、6 月 26 日(水)までに組合事務室にお届け下さい。 

 また、各支部委員会は、2013 年度中央選挙管理委員、支部選挙管理委員、および 2014 年度本部

会計監査候補を支部総会で選出し、6 月 26 日(水)までに組合事務室に名簿を提出して下さい。 
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Ⅰ 情 勢 
 首都大学東京が東京都の法人であり、また日本の大学全体が国の政策に大きく影響されている以上、

首都大学東京労働組合は、経営サイドである法人と個々の労働条件について交渉するだけではなく、東

京都や国政の状況を正しく認識し、さまざまな組織と連携して運動をすすめていく必要があります。こ

こでは、2012～13 年における学内外の情勢について概括します。 

  

【国政】 

 安倍政権は高い支持率に意を強くしたのか、一気に憲法に手を付けようとしています。自民党の憲法

草案は、権力者を規制する規則である憲法を、国民を規制するものに変える、という視点に立って作ら

れており、まさに権力者のための憲法です。また、憲法の中身を議論する前に、まず 96 条を変えて憲

法改定のハードルを下げる、というやり方は、「3 つの願いをかなえてあげよう」と聞いた魔人に、「で

は、お願いの数を無制限にしてください」と答えるようなもので、ルールに反したものといえます。昨

今、憲法 96 条の改定に反対する運動は大きな広がりを見せていますが、改憲を志向する政治勢力は国

会で多数を占めており、東アジア情勢の不安定化が対外強硬派への支持を押し上げるなど、楽観できる

情勢ではありません。 

現政権の労働政策は小泉政権で行われた、規制緩和･構造改革路線の復活が基調となっています。過

去、この路線により正規雇用から非正規雇用への転換がすすみ、それによって一部のものが大儲けする

一方、貧困層は爆発的に拡大しました。これはいまでも大きな社会問題となっています。非正規雇用者

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雇用者をバッファと考え

る経営者の存在は、広く正規雇用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、非正規雇用者の不満は正規雇用者、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。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返すために、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法律により与えられています。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。最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明らかになることが期待されます。 
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【東京都】 

 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。都知事選におい

て、組合は有力候補者に対し、首都大学東京の理念、首都大学東京の学部構成、大学の名称、の3点に

ついてアンケートを行いました。当選した猪瀬候補からの回答はありませんでしたが、首都大学東京に

おけるバランスの悪い理念、構成やその風変わりな名称について、それを良しとしない候補者が一定の

支持を集めたということは、勇気づけられる結果でした。 

 私たち組合の 2012 年秋季賃金確定闘争では、公務員の賃金・労働条件に対する攻撃が厳しい情勢の

なか、都労連に結集して労使交渉で自主解決を図ることをめざしました。最近の公務員たたきの風潮の

なか、恣意的な基準で算出された公民較差を理由とした給与引き下げを阻止できなかったことは残念で

す。交渉を粘り強く続けることはもちろん重要ですが、組合側からの情報発信力の強化が必要であると

感じています。給与交渉には都労連対東京都、首都大労組対法人という二重構造があり、両者は密接に

連動しています。今日、労働者の待遇という観点に限っても、大学独自の問題が多くなってきましたが、

組合としては都労連との関係が引き続き重要であるという認識に立ちながら、独立法人の組合として連

携をすすめていきます。 

  

【教育・大学】 

今年 4 月に改正労働契約法が完全実施となり、5 年を超えて雇用契約の反復更新がなされている労働

者は、無期労働契約転換の権利をもつことになりました。この法改正について組合は、不安定雇用の氾

濫がもたらした弊害の是正にむけた、大きな前進であると評価しています。とりわけ改正趣旨が、更新

を前提としながら有期雇用を繰り返すという、首都大のような雇用制度のもたらす「雇い止めに対する

不安」の解消及び「期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正する」（厚生労働省労働基準

局長「労働契約法の施行について」平成 24 年 8 月 10 日）ことにある点は大変画期的です。法改正によ

り、横浜市立大学では全員任期制が事実上取り下げられるなど、ポジティブな変化も現れています。一

方、一部の大学では、非常勤講師を 5 年で全員雇い止めにするという暴挙に出ました。このようなやり

方は当然厳しい批判にさらされていますが、改正法の施行により意図的に混乱を発生させ、大学法人を

法律の適用除外とさせること、さらには改正労働契約法自体を骨抜きにしたいという意図がある可能性

もあり、油断できません。 

首都大学に関しては「教員組織・定数のダウンサイジング」「選択と集中」が大きな問題となりまし

た。大学は利潤を生みだす組織ではありません。したがってコスト至上主義に基づけばダウンサイジン

グは常に正しく、大学を無くしてしまうことさえ正当化されます。また「選択と集中」も行き過ぎれば

総合大学としての本学の価値を大きく毀損することは明らかです。都立大時代からいままでに、幾度と

なく教職員定数のカットが行われ、教育、研究の現場では余裕が失われています。今回のダウンサイジ

ングがそれに追い打ちをかけ、多くの部局で教育研究の質の維持や大学運営に支障が出ている現状を、

法人は直視すべきです。 

一方、この間にテニュア制度の導入や助教へのサバティカル導入など、いくつかポジティブな変化も

ありました。サバティカル制度については、助教の研究能力が正しく評価された結果であり、従前の「流

動性を促す」対象から「育成・支援」の対象へと法人側の扱いが変化した一つの表れで、重要な成果で

す。助教が安心して権利を行使できるような体制の実現が急がれます。また、法人の正規職員の採用に
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際して、非正規職員の内部登用が引き続き行われていることも評価できます。これらは基本的には組合

が要求していた制度であり、実現したことは大きな前進であると考えます。しかし、最大の問題である

助教の雇い止めについては、任期切れが 2 年後に迫っていることから、いよいよ切迫した状況になって

います。組合は労働契約法の趣旨に従って、着任時期によらず 5 年以上勤めたものを無期雇用に転換す

ること、また無期転換ルールとテニュア制度を統合した、新しい人事制度を速やかに構築することを求

めています。 

 

 

Ⅱ．運動の基調 
 2005 年 4 月に発足した法人と大学は、「教員全員任期制」や法人固有職員はすべて非正規（ごく一部

を除き非常勤）をはじめとして、教育・研究を最低限持続的に維持することが危ぶまれる状況で出発し

ました。さらに東京都から一方的に押しつけられた第一期中期計画と法人・大学の仕組みのもとでは、

日本国憲法 23 条で「大学の自治」を含む「学問の自由」が保障されているにもかかわらず、大学と法

人の意思決定に教授会やその構成員の意志を反映させることすら容易にできない状態でした。そのなか

で組合と教職員は、粘り強いとりくみを通して、毎年僅かずつの前進を積み上げ、第二期中期計画策定

においては、依然大きな制約を受けながらも、学内議論を一定反映させるまでに至りました。そうした

経過をふまえて第二期中期計画が始まった一昨年以降、大学はこれまでとは異なるステージに入りまし

た。その特徴を一言でいえば、東京都からの強い制約および緊張関係を依然として大きく残しながらも、

大学内の意思決定の方向性とあり方がこれまでになく大きな影響力をもつようになってきたことです。 

 さらに、今年度、法人は大学内の意思決定の方向性とあり方をこれまで以上に、「法人」として自主

的に決定し得る大きな好機を迎えています。というのも、改正労働契約法が 2013 年 4 月 1 日に施行さ

れ、今後は有期労働契約が 5 年を超えて反復更新された場合、無期労働契約に転換できることが法律で

定められたからです。改正労働契約法は「経営者側が守るべき最低限の規則を定めたもの」であり、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ある

ことから、労使の話し合いにより無期労働契約に転換する時期を早めることをなんら妨げるものではな

いどころか、むしろそのように想定しています。この点は、組合が昨年（2012 年度）厚生労働省およ

び文部科学省に要請行動を行った際にも、確認しています。 

そのうえで、組合と教職員の 8 年来の粘り強いとりくみと、とりわけ 2010 年度の人文、理工の教授

会などの奮闘があったこともありますが、このたびの改正労働契約法を待つまでもなくこれまで法人は、

教員人事制度において教授の一部にテニュア制を導入すること、准教授についても「厳正な審査により」

更新回数の撤廃を行うことなどを、曲がりなりにも法人として決定するという実績を積み上げてきまし

た。また、固有正規職員の内部登用制度を実施し、その登用者数を年々増加させ、大学に長く勤める可

能性をもつ法人固有職員が職員体制のなかで大きな位置を占めるように職員制度の整備・改善を図って

きました。また、教員人事制度については、理事協議会の下に新たに作業部会（教員人事制度）が設け

られました。昨年度、人事制度等検討委員会では議論の進展がほとんどみられませんでしたが、助教の

雇い止めが 2 年後に迫ってきており、作業部会では教員人事制度改善に向けた前倒しの検討が求められ

ます。 
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このように法人が限られた範囲とはいえ大学としてのあるべき自立性をこれまで一定取り戻しつつ

あるなか、今期の組合は、改正労働契約法を梃に、日本国憲法 23 条で保障された「大学の自治」を含

む「学問の自由」の重責を担う大学として、それにふさわしい民主的合意形成と意志決定のあり方を再

構築しつつ、法人がさらなる自立性の回復に向かうことを求める必要があります。理事協議会の作業部

会（教員人事制度）に対しても、民主的合意形成と意志決定のあり方を求める必要があります。 

今年度重点的にとりくむべき具体的な課題は、以下にあげますが、そのなかには学内的には職層や教

授会メンバー内に利害や意見の違いが鋭く存在する問題もありますが、私たち組合は、大学が大学とし

てその名に恥じないあり様・あり方を求めて、これまで粘り強くとりくみを積み重ねてきた成果を背景

にしつつ、また改正労働契約法をはじめ法人に求められるコンプライアンス（法令遵守）に基づき、現

行の法人のあり様を抜本的に問うともに、そのあり方を改めることが求められます。 

 

《今期の重点課題》 

１．助教任期制を抜本的に改善すること 

2005 年 4 月以降に採用された本学の任期付き助教の労働条件は、任期 5 年＋5 年の計 10 年です。し

かし、改正労働契約法が「無期契約転換権」を施行 5 年後と定めたのは「経営者側が守るべき最低限の

規則を定めたもの」にすぎない以上、2013 年 4 月 1 日からさかのぼってすでに 5 年を超えて勤務し、

一度でも更新契約されている助教、および 2013 年 4 月 1 日以降に、一度目の 5 年の任期を終え、新た

に契約更新された助教に対しては、直ちに無期労働契約に転換するとともに、助教の任期制・研究条件

を抜本的に改善すること。 

 

２．固有職員の労働・雇用条件を抜本的に改善すること 

 現在、法人の固有職員については、正規職員（正規雇用）、常勤契約職員（3 年×2 回更新まで）、非常

勤契約職員（1 年×2 回更新まで）、および派遣労働職員ならびにパートタイム雇用を含め、多様な雇用

形態が混在しています。組合は、これまでいたずらに複雑化した法人の雇用のあり様は、組織としての

大学のあり方としてふさわしくないとの認識のもとに職員制度を整備・改善するよう求めてきました。

組合は、非常勤契約職員など労働者の自由な働き方を否定するものではまったくありませんが、改正労

働契約法の施行を受け、少なくとも法人の基幹的な職務を現に担っている常勤契約職員で、これまで 5

年以上の雇用契約更新実績のある者については、直ちに無期労働契約に転換し、今後は正規職員化も含

めて検討することを求めるとともに、非常勤契約職員等についても期間の定めがあることによる不合理

な労働条件を改め、法人の固有職員全体の労働・雇用条件を抜本的に改善すること。 

 

３．任期なし教員への給与差別を即時撤廃すること 

 組合が繰り返し指摘し、これまで法人も認めてきたように、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。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すらも認められてき

ませんでした。改正労働契約法は「期限の定めがあることによる不合理な労働条件」の設定を禁じてい

ます。つまり、期限の定めがないこと（任期なし）を理由に給与差別されるなどということは法の想定

を超えた不合理なものであることが改めて明らかになった以上、任期なし教員への給与差別を即時撤廃

すること。 
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Ⅲ．今期の課題とたたかい方 

（１）首都大学東京を働き続けられる職場に変えるたたかい 

１．教員の任期制、年俸制の抜本的改善をめざすたたかい 

 私たちは第二期中期計画の間に、任期制を基本とした教員の人事制度を撤廃させることをめざしてい

ます。改正労働契約法に照らしていまの人事制度に問題があることは法人も認めていますが、助教の雇

い止め期限が 2 年後に迫っており、時間に余裕のないなかで今期のたたかいは重要です。また任期制導

入によってもち込まれた差別の問題を解決しなければなりません。これらを通じてこそ、「全員任期制」

の打破が可能となり、また教員の団結と協同が実現できるからです。 

 今期は以下の課題の達成をめざします。 

 

（１） 任期なし教員の処遇の抜本的改善 

 これまで再三再四にわたって私たちが指摘してきたように、これまでの年度評価結果をみても、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。このことは当局も公

式に認め、不完全な形ではあるものの、サバティカル制度にこれを反映させました。 

 これまで、引き継ぎ教員で任期制を選択しなかった教員に対して、給与規則上は、あたかも存在しな

いかのような規定になっていました。しかし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なされました。当局はこの間、「新しいステージ」ということばを使って、教

員の人事制度を見直していくことを示唆してきました。組合は、今回の措置をただ規則が変わったとい

うだけでなく、このことを通して不断に教員の人事制度を見直していくことの第一歩だと考えています。 

 残念ながら、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。 

 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。 

したがって、以下の 2 つを法人当局に要求します。 

� 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。 

� 昇任時の任期制強制をやめること。 

 

（２）任期付き助教の人事制度の抜本的改善 

 2 年前に行われた第１回目の再任判定では、１名の再任不可と判定される事例が生じました。本人の

苦情処理の申請に対して、人事委員会は、評価は妥当という結論を出しています。組合は、「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とりくんでいる者につい

ては、原則として再任され」、「再任される基準は、任期評価を実施した結果、総合評価が 4 段階のＣで
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ないこと」であるということの確認を求めてきました。また、これらを各部局の教員組織が責任をもっ

て具体化するよう要請してきました。今後も評価の考え方や基準・手続き等に関して文字通り部局のす

べての教員の間で共通認識・理解が形成され、周知されるよう、主として管理職教員が努力することを

求めていきます。 

 再任判定の問題では各部局教員組織の自主性・自立性を尊重しながら、評価手法・判定原則を周知さ

せるための宣伝活動を重視してきました。とくに、過去の経緯を知らない新任教員や無関心な教授層へ

の解説や注意の喚起に力を注いできました。助教の任期の上限が 10 年に延長されたことは、こうした

働きかけの一つの成果です。助教に対する法人の観点が「流動化」＝「雇い止め」、を前提としたもの

から、「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から」へと転換したことは重要で、

助教サバティカル制度の実現はこの方針に沿ったものです。当局はなお明確な表現を行っていませんが、

今回の見直しは助教も「一定の流動性を確保し」つつも、人材確保、育成・支援の対象として実質的に

「ステップアップ型」に統合される――もちろん、そうさせるための今後の運動を前提としてですが――

可能性を示すものです。 

私たちはつぎのことを要求します。 

① 助教型任期制を抜本的に改革し、着任時期によらず 5 年を超えて勤務した助教の無期転換権を認

めること。 

② 10 年目の任期切れによる雇い止めを行わないことを、早い時期に明言すること。 

 

（３） テニュア・トラック実施、ポスト管理の見直し等、教員人事制度の抜本的改善 

労使合意のもとに導入された「テニュア・トラック」制度は、労働契約法との整合性をとるために、

実施が延期されています。いまのところ組合は、この遅延が人事制度の抜本的改善のための作業による

ものと理解していますが、労使合意の履行は法人の義務であり、労働契約法の趣旨にかなったテニュア

制度の早期確立を求めていきます。同時に、若手教員が意欲と目標をもって働けるよう、そして異常に

多忙となっている教員の職務負担を軽くするためにもポスト管理の見直しを求めます。 

 

（４） 住居・扶養手当分の復活、カット分の回復 

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。 

これまでも一貫して要求してきましたが、扶養手当、住居手当、単身赴任手当を復活させること、少

なくとも、カットの被害の大きい若手、中堅教員層の年収を改善する方策を講じることを求めます。 

 

（５）年度評価の業績給反映のあり方の再検討を求める 

この課題も一貫して追求している課題です。 

年度評価そのものについては、その過程にすべての教員が参加して、基準や手続きに関して認識を共

有するよう、全学ならびに各部局が細心の工夫を行うことを求めます。とくに、不再任となるＣ評価に

ついては慎重かつ明確な基準設定を求めます。 
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同時に、継続協議事項となっている、業績給反映のあり方も含めて、あらためて協議、交渉を求めま

す。 

 

２．固有職員の賃金・労働条件改善をめざすたたかい 

改正労働契約法施行により、3 年任期・更新 2 回とされている常勤契約職員の制度は、見直しを余儀

なくされています。組合はこれまでも、法人職場の問題点として、都派遣職員、正規職員、常勤契約職

員、非常勤契約職員、特定任用職員という多様な労働条件の職員が混在していることを指摘してきまし

た。とくに常勤契約職員は、実態として正規職員と何ら変わることのない仕事を求められており、有期

雇用であるが故に雇い止めの不安を抱え、その待遇も退職手当が支給されないなど、正規職員に比べ、

低く抑えられています。常勤契約職員の賃金は時給換算では、非常勤契約職員を下回っています。組合

は、改正労働契約法が禁止している、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違」にあた

ると考えています。当局に対して、是正を求めます。 

 法人は、毎年多くの職員募集を行っています。「大量採用・大量離職」はブラック企業の一つの特徴

ですが、法人の職場を「ブラック企業化」させないために、安心して働ける職場とするために、組合の

役割は小さくありません。内部登用選考の採用枠は少ないために、惜しまれて退職する非常勤契約職員

も数多くいます。 

 東京都の職場でも、ベテラン職員の大量退職、新卒採用の抑制等により、仕事のノウハウの継承が困

難となっていることが問題となっています。法人の職場では、それに加えて、有期雇用による雇い止め

という問題も抱えています。 

 私たちの職場では、周りの職員の信頼も厚く、都派遣職員と遜色のない職務もこなしている非常勤契

約職員や常勤契約職員がたくさんいます。こうした非正規職員を雇い止めにすることは、大学にとって

も大きな損失です。 

組合は、次のことを当局に求めます。 

① 常勤契約職員の待遇を改善し、正規職員への内部登用枠を大幅に拡大するとともに、できるだけ早

期に常勤契約職員の職を廃止し正規職員に統合すること。 

② 非常勤契約職員の正規職員への登用選考を実施すること。 

③ 更新回数に制限のない技術職員や司書、看護師の給料表の足伸ばしを行うこと。 

④ 更新回数に制限のない技術職員や看護師の常勤契約職員、正規職員への内部登用試験制度を恒常的

に実施すること。 

⑤ 非常勤契約職員及び常勤契約職員制度の見直し検討を開始すること。 

⑥ 正規職員及び常勤契約職員が 65 歳まで働けるよう定年を延長すること。 

 

３．都派遣職員の賃金・労働条件改善をめざすたたかい 

5 月 15 日に国の 2013 年度予算が国会で成立し、国家公務員に準じて給与削減を地方自治体に強制す

る、地方交付税と義務教育費国庫負担金の減額が強行されました。また、総務省は地方自治体に対して、

国家公務員並みの人件費削減を行うかなどの報告を求めています。このことは、地方自治制度の根幹を

揺るがす暴挙です。 
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 5 月初旬から人事院は地方の人事委員会と共同で民間賃金調査を開始しました。今年度からは、すべ

ての業種を対象とするとして、公務の職場には同種の事業がない、宿泊業や料飲業などの業種について

も調査を行っています。公務員の賃金決定システムが乱暴な手法で改変されようとしています。 

 組合は、国による給与削減の押しつけを許さず、争議権の回復や定年延長を柱とする高齢期雇用制度

の確立、人事考課制度を労使交渉事項とするなどの要求を含め、都労連に結集して、13 確定闘争をたた

かいます。 

 法人は再任用職場の設定とはなっておらず、法人で定年を迎える都派遣職員は他局で再任用職員とな

る道しか残されていません。 

東京都と法人に対して、次のことを要求します。 

① 賃金削減強制や諸制度の改悪に反対すること。 

② 法人を再任用設定職場とすること。 

③ 法人で退職した職員の経験や能力を活かすために、短時間の再任用制度を法人独自の制度として創

設すること。 

④ 定年延長については賃金を抑制することなく実施すること。 

 都労連は、非現業職員、現業職員、教員の賃金を含めて、東京都と賃金交渉を行っています。現業や

教員の賃金を分断して、公務員賃金の削減を狙っていることは明らかであり、組合は都労連に結集して、

都派遣職員の賃金・労働条件の改善をめざします。 

 

４．都民・国民の負託に応える法人と大学をめざす要求と提案 

法人と大学のあり方は、そこに働く教職員の労働条件や仕事の質ややりがいに深く関わる問題です。

私たち組合は、これらの問題にいっそう関わりを強め、都民・国民の負託に応える大学づくりにとりく

みます。 

 

（１）全員任期制および助教の雇い止め問題について 

 この間の組合のとりくみにより、教授のテニュア制の導入や准教授の任用期間の上限の撤廃、育成支

援の観点からの助教のサバティカル制度の実現や、教員評価制度の評価方法の改善などが実現し、さら

に 2005 年の 4 大学統合時に当局側から一方的に押しつけられた教員全員任期制・年俸制に代表される

いびつな人事評価制度は、正常化に向けて一歩前進することができました。また、2013 年 4 月 1 日に

施行された改正労働契約法によって、事実上、教員全員任期制がもはや制度として維持できないことが

明らかになりました。この点は、労使合意に基づいて昨年度に教授のテニュア制の審査手続きが開始さ

れ、本年 4 月からテニュアの教授が誕生するはずであったにもかかわらず、急きょ審査手続きが中断さ

れ、また任用期間の上限の撤廃がなされた准教授についてもどんなに遅くとも 5 年後には無期労働契約

の准教授が誕生することによっても裏付けられています。 

 しかし、准教授のテニュア制は依然導入が見送られ、2 年後に迫った助教の雇い止め問題についても

進展がない状態です。教員の大部分が任期制で継続的な教育・研究の責任を負う制度的条件が整えられ

ていないということは、教育・研究を通して都民・国民の負託に応えるという点で、依然として大きな

欠陥を抱えていることに変わりはありません。任期制が公募時の教員確保や教育研究の継続性に悪影響

を与えていることは多くの教員の共通認識になっているにもかかわらず、教員全員任期制という法人の
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建前が制度改善の足枷となっていることに本大学・法人の問題の本質があると考えられます。その意味

で、この度施行された改正労働契約法は、制度改善の足枷を取り除く絶好の機会です。今年度のとりく

みは、法人と大学のあり方を正すためにも、改正労働契約法を梃に、大学の自主的かつ民主的な検討に

より、全員任期制および 2 年後に迫った助教の雇い止め問題について前進できるよう全力で交渉をすす

めていきます。 

 

（２）法人と大学、高専の組織的整理 

 地方独立行政法人法では、地方独立法人の自主性への配慮が義務付けられ、さらに公立大学法人につ

いては「設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」とされています。しか

し、教員任期制をはじめとして、東京都から法人への不合理で不当な制約が依然として強く続いていま

す。運営費交付金を受ける以上、東京都と一定の積極的関係を保つことは当然必要ですが、教育・研究

の特性を無視した不当な制約は解消されなければなりません。ましてや改正労働契約法をはじめとした

コンプライアンス（法令遵守）が法人に求められる以上、その点は改めて言うまでもありません。その

意味で、組合が従来から指摘している法人と大学や高専との間の事務組織整理は遅々としており、その

整理が急がれます。とくに学生サポートセンターなど、本来各大学、高専の教学部門におかれるべき組

織が法人の組織である点などは、本来大学内に留められなければならない個人情報を法人組織が直接扱

っているなど、重大な問題を残しています。組織上の整備を早急に進めることが必要です。 

 また組合が従来から主張しているように、幹部・中堅職員を含めて、大学運営・経営に対する専門的

な見識と経験を積んだ職員層の形成・確保は切迫しています。さらに性格・目的も曖昧で学生の就職活

動にさえ支障をきたしている都市教養学部などの教育・研究部局編成のあり方などについても見直しが

求められています。 

 大学が大学として持続的に機能するために、法人と大学の関係の明確化、最低限の組織整備・確立と、

それを支える教職員体制を求めます。 

 

（３）学長および部局長選考の民主化を求める 

 昨年度行われた学長選考については、学長選考委員会による選定方法や候補者の決定、そして最終的

な学長の決定について不透明な点が多く、大学の教員の意向や意思を表明する場がありませんでした。

学長が教学側の代表者として位置付けられている以上、学長の選考過程を透明化し、教員の意思や意向

が反映される仕組みが求められます。部局長については、選挙によって部局の意向を表明する部局が増

えてきていますが、健全で民主的な組織にするためには、部局長選考のなおいっそうの民主化を広めて

いく必要があります。 

 意向投票の実施など、学長および部局長選考の民主化に向けた制度づくりを求めます。 
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（２）格差と貧困、新自由主義的教育政策、 

海外派兵と憲法改悪に反対するたたかい 

１．格差と貧困のさらなる拡大に抗し、 

国民の雇用と生活を守る運動との連帯 

組合は首都大学東京を職場とするすべて労働者について、その待遇改善を要求してきました。その結

果、いままで非常勤契約職員の賃下げを許さず、パート労働者の時給を上げさせるなど、学内における

低賃金問題の緩和を実現してきました。いま、私たちの組合では常勤契約・正規雇用の教職員が多数を

構成しています。非組合員が多い非常勤契約職員や、交渉相手が異なる委託労働者の待遇改善に積極的

にとりくむことは、組合としての倫理に準拠した活動ですが、非正規雇用者の待遇が正規雇用者の待遇

に直結しているという現実的な背景もあります。さらに学外に目を向ければ、さまざまな場所で格差と

貧困が拡大し、大量の非正規雇用者の存在により正規雇用の労働者の権利が実質的に奪われてきていま

す。これは特定のブラック企業だけの問題ではなく、社会全体のブラック企業化という、深刻な現象で

す。 

非正規労働者やワーキング・プアの増大、格差と貧困の拡大は大きな社会問題となっており、これら

の問題に対する労働組合の果たすべき役割がこれまで以上に大きくなっています。全労連調査局の資料

によれば、この 20 年間で賃金が下がり続けている主要国は日本だけです。雇用の非正規化や賃下げに

より企業は莫大な内部留保をため込みました。「それは我々の金である！」と労働者は主張する権利が

あるはずですが、この間にボロ儲けをしているのは一部の経営者や投資家・株主だけです。国全体の財

産が減っているわけではなく、一部の人間がそれを掠め取っているために、大多数の人間が収入を減ら

している、といういまの状態は極めて不健全です。賃金が下がっている大多数の労働者にとっても、そ

の下がり方は一様ではなく、過労・パワハラなどによるうつ病の発症や、失業・再就職に伴う非正規化

により一気に貧困状態に陥るというケースも多発しています。 

格差と貧困の拡大の定量的な尺度は、低所得家族の増大です。国税庁民間給与実態調査によれば、1

年を通じて勤務して年収が 200 万円以下という労働者の割合は、1997 年の 17.9％から 2011 年の 23.4％

に増えています。格差と貧困の拡大を招いたのは、1990 年代後半から行われた派遣労働の拡大、裁量

労働制の導入・拡大、有期雇用制の拡大といった一連の労働法制の規制緩和です。労働者派遣は、労働

者からの「ピンハネ」を防ぐため、職業安定法で禁じられていましたが、その例外として、1985 年に

労働者派遣法がつくられ、26 業種に限定されていた派遣労働が、1999 年の改悪で原則自由化されたの

です。それが今日の 1700 万人を超える非正規雇用を生みだし、格差・貧困拡大の引き金となりました。

何時間働いても労使が決めた時間しか働いたとみなさない裁量労働制と期限付きで自由に解雇できる

有期雇用制は、1998年及び2003年の労働基準法の改悪によって、すべてのホワイトカラーに拡大され、

有期雇用を 5 年に引き延ばすなど、ただ働きを合法化し、雇用の保障のない無権利な労働者を大量に作

りだしました。労働市場の自由化を推進した一部の学者は、非正規雇用の蔓延に歯止めをかけるべく施

行された改正労働契約法に対して敵意をむき出しにし、最近では改正法を理由とした非常勤講師切りを

行っています。首都大学東京において、改正法の趣旨に沿った雇用ルールを確立し、公務労働のモデル
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を提示することは、労働運動全体にとっても大きな意義があります。私たちは自分たちの雇用ルールの

確立をめざすとともに、非常勤講師組合をはじめ、理不尽な攻撃にさらされている全国の労働者と連帯

し、そのたたかいを支援していきます。 

先日のオリンピック招致のプレゼンテーションで、猪瀬知事は東京都の財政は極めて健全であるとア

ピールを行いました。一方で、東京都の職員給与は何年も続けて引き下げられています。予算は潤沢で

はあるが給与は引き下げる、という東京都の奇妙な政策を後押ししているものは、公務員に対する漠然

としたフラストレーションであり、その背景には非正規雇用や格差・貧困の問題があります。格差の広

がりが労働者の団結を阻害し、相対的に少し恵まれているように見える、少なくともそう喧伝されてい

る公務員や正規雇用者に賃下げ圧力をかけるという構造は、真に非難されるべきものにとって、実に都

合のよい仕組みであり、これを打ち破らなくてはいけません。格差と貧困の問題が解決されなければ、

少なくともそれが改善の方向に向かわなければ、公務員に対する賃下げ圧力は果てしなく続くでしょう。

いまこそ、勤労者の生活を破壊するこうした政策をストップさせ、国民の雇用と生活を守る運動と連帯

することが求められています。格差と貧困の拡大を抑え、健康で文化的な生活を営むささやかな勤労者

の権利を守るたたかいに立ち上がろうではありませんか。 

 

２．新自由主義的大学政策に反対し、 

大学の存立と発展を求める国公私大の組合との連帯 

競争や市場原理を教育現場にもち込んだ新自由主義的な教育改革は、初等、中等教育の現場を荒廃さ

せ、社会の知的基盤を支える全国の大学を疲弊させています。研究の現場においても、運営費交付金の

削減と競争的資金依存の拡大が行き過ぎた競争につながり、学術の健全な発展を歪めています。 

 運営費交付金は、「日常的な研究の実施に最低限必要な基盤的経費」であり、一部で言われている「運

営費交付金の不足は、他の文教予算や科学技術予算などの補助金・外部資金の獲得により補えばよい」

という考え方は、直接応用に結びつかない基礎的な研究は消滅しても構わないというまさに暴論です。

一方、比較的外部資金の獲得実績がある研究者にとっても、運営費交付金は命綱です。競争的資金が途

切れる年度があれば、研究の継続性を運営費交付金によって守る必要があるからです。 

 競争的資金は「獲得のために相当の努力が必要で、経費毎に研究成果が求められるため、大学の負担

が重くなっている」と文部科学省も、その偏重の問題性を認めています。組合は、その時々で重点的な

分野に予算や研究者が集中することを否定するものではありませんが、過度の集中が生む歪みは、すで

に看過できない水準にきています。政府に対して、運営費交付金の削減と競争的資金の重点化を改めさ

せ、「日常的な研究の実施に最低限必要な基盤的経費」を充実させるとともに、欧米に比べて半分に過

ぎない大学関連予算の大幅増額へと舵を切らせることが、喫緊の課題となっています。 

 首都大学東京労働組合は、大学の担うべき教育・研究体制の維持発展のために、全国の教職員組合と

連携し、大学の窮状を広く社会に訴えるとともに、学術のあるべき姿についての合意形成をめざします。 
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３．海外派兵、憲法改悪に反対する市民の運動との連帯 

私たち組合は、自衛隊の海外派兵や憲法改悪の動きに反対します。 

昨年 12 月の衆議院議員総選挙により自民党が与党に返りざき、第二次安倍内閣が成立しました。今

回の安倍内閣の狙いが 9 条の改正にあることは明らかです。しかし、姑息にも憲法改正手続きを定めた

96 条を先行させて改正しようとしています。これは「国民からの国家への命令」である憲法の立憲主義

の原則を踏みにじるものです。「国家権力は縛られなければならない」からこそ憲法はその改正手続き

として特別多数決を定めているのであり、それを単純多数決に改めようなどというのは、立憲主義への

無知・無理解に基づく暴挙としかいいようがありません。ちなみに憲法改正が行われているとよく引き

合いに出されるアメリカやドイツにおいても、憲法改正手続きは特別多数決を採用しています。しかも

今回の 96 条の改正を国権の最高機関である議会ではなく、その執行機関に過ぎない内閣主導ですすめ

ようなどというのは、憲政の常道からの逸脱も甚だしいものです。この間、安倍内閣は 96 条の先行改

正に反対する各種の世論調査の結果を受け、憲法改正問題についてはややトーンダウンした感もありま

すが、間近に迫った参議院議員選挙の結果次第では、憲法改悪に向けた動きが改めて加速化する可能性

あり、今後とも警戒が必要です。 

改めて歴史の反省のうえに出発した戦後日本の戦争放棄・平和主義の原点に立ち返り、進行しつつあ

る海外派兵や憲法改悪の動きに反対する市民運動、また沖縄・辺野古新基地建設反対、普天間基地撤去

の運動との連携を強めることが求められています。組合は「首都大教職員九条の会」や地域の「九条の

会」との連携を強化し、引き続いて憲法擁護の草の根の運動をすすめ共闘の輪を広げます。 

 

 

Ⅳ．法人に働くすべての教職員の要求を 

結集できる組合建設 

（１）あらゆる職層での組合員の拡大 

 昨年度に作成した『賃金ハンドブック』で見てもわかる通り、この大学（法人）は驚くほど多様で複

雑な雇用形態、労働条件の教職員によって担われています。このようなさまざまな職層に分かれた教職

員ですが、数的にも職務内容においても、どの層が主、どの層が従という違いはありません。私たちの

組合の活動内容も、それらすべての職層の期待や要求に応え、労働条件を改善することをめざします。

そのためには、これらすべての層に組合員を拡大することが不可欠です。とくに、相対的に矛盾が強く、

声をあげにくい非常勤・常勤契約職員、法人化以降の新任教員を組合に迎え入れることが急務です。 

① 「賃金ハンドブック」を武器に、賃金、労働条件、雇用条件の実態を知らせる活動を強めましょう。 

② あらゆる機会に「だれもが入れる組合」を宣伝しましょう。 

③ すべての支部で組合員の拡大計画を立て、継続して働きかけを強化しましょう。 

④ すべての支部で組合を紹介する催しを企画し、非組合員に組合加入を促しましょう。 
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（２）多様な要求に応えられる支部活動の確立 

多様な雇用形態、労働条件におかれた教職員の要求、期待にきめ細かく応えうる組合活動を実現する

鍵として、中央執行委員会等の中央役員のとりくみもさることながら、職場に根を張った支部の地道な

活動を欠くことはできません。文系・事務支部では昨年、職層の垣根を払った職場懇談会を開催し、ま

た文化交流活動を通じて、組合員・非組合員を問わず、親睦の場と組合活動への理解の窓口を提供して

きました。日常的に接する仲間の状況を把握し、要求や不満・悩みを受け止める身近な存在となり、共

に労働環境の向上をめざす組合員の輪を拡げられるよう、持続的かつ積極的な支部活動を推しすすめな

ければなりません。 

① 各キャンパス、支部の実情にあった多様で特色のある支部活動を展開しましょう。 

② 『手から手へ』や『支部ニュース』などに各職場の状況や支部の活動を発信し、情報交換と学びあ

いの場としましょう。 

 

（３）学習・情宣活動――きめ細やかな活動をめざして 

 機関紙『手から手へ』の充実に努めるとともに、さまざまな問題に関する学習宣伝活動にとりくみま

す。 

① 上部団体と協力して、学習・宣伝活動にとりくみます。 

② 多様で複雑な労働契約、雇用形態で働く仲間がいるなかで、労働条件をめぐる問題は、誰もが身近

に感じられるものではないでしょうか。誰もが働きやすい職場にするために、ときには顧問弁護団に

協力を求めながら学習活動、宣伝活動を行います。 

③ 『手から手へ』の紙面充実と配布体制の整備に引き続き努めます。 

④ 「賃金ハンドブック」の活用と内容整備に努めます。 

⑤ 支部単位での学習会を活発に行いましょう。 

 

（４）文化・体育活動――多様な組合活動の展開をめざして 

ストレスが多く、時間に追われる日々が続くなかでの組合の文化・体育活動は、専門外の知識を得、

心身をリフレッシュするとともに、職場を超えて交流する機会として、重要な意義をもっています。し

かし、仕事も年々増加するなかで、レクリエーション活動に参加するという気持ちの余裕もなくなって

きているのではないでしょうか。各個人の余暇の活用には多くの選択肢がありますが、多くの教職員が

興味をもって参加できるような魅力のある活動を企画し、組合活動の意義をアピールしていきましょう。 

① 従来から行われている本部主催の組合行事は継続して行います。 

② 支部単位での文化・体育活動を行いましょう。 

③ 大学祭に参加し、法律相談会を行います。 
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（５）組織実態をふまえた共闘関係の構築を 

昨年 4月と 5月に組合三役経験者を中心としたメンバーで構成された、組織問題検討委員会を開催し、

次のような検討結果が執行委員会に対してしめされました。 

この決定に従い、都労連とは委員長との非公式協議に入っています。今年度は、都労連の人事を決め

る大会が開かれないため、2014 年の都労連大会までに結論が得られるよう調整・協議をすすめます。 

組合は法人化後、地方公務員法に基づき東京都人事委員会に登録された職員団体から、労働組合法上

の労働組合へと組織改編を行いました。2012 年 4 月には、都派遣職員数が、法人の正規職員と常勤契

約職員を併せた数を下回っています。こうした実態をふまえ、上部団体や関係団体との共闘関係につい

て、検討を行います。 

 

〈資料〉組織問題検討委員会の答申 

平成 24 年 5 月 15 日 

 

上部団体・関係団体との関係について 

 

組織問題検討委員会 

 安田 

 

１．検討委員会からの意見 

(1) 都労連への加盟形態については、本学法人化に伴う都職員の減少、組合役員の負担増などを踏ま

え、加盟形態として、現在の単組からオブザーバに移行することを基本方針として、都労連との

協議・調整に入る。 

(2) 都労連への加盟形態について、都労連との協議・調整、および中央執行委員会で審議を踏まえ、

今年度中に中央委員会での審議を経て、批准投票を実施することを目指す。 

(3) 都労連以外の上部団体・関係団体への今後の加盟形態のあり方については、継続的に検討する。

 

＜参考：本組合の上部団体・関係団体の現状＞ 

(1) 大学・高専教職員の産別組織  ：全大教（全国大学高専教職員組合） 

(2) 大学教職員組合の協議体    ：都大教（東京地区大学教職員組合） 

                  公大連（全国公立大学教職員組合連合会） 

(3) ナショナルセンターに繋がる組織：東京労連および八王子労連 

   （ローカルセンター） 

(4) 東京都職員の賃金共闘組織   ：都労連（東京都労働組合連合会） 

 

以上
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