
組合 HP＝http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/ 

第 2637 号           TEL 042－677-0213 

２０１２年１０月 ５日            FAX 042－677-0238 

E ﾒｰﾙ union@apricot.ocn.ne.jp 

2012 年秋年闘争方針（案） 
２０１２．１０．５  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

 組合の第９７回定期大会以降およそ３ヵ月が経過しました。 

 都労連の２０１２賃金確定闘争や、教職員の労働条件等、この秋から年末にかけてのたた

かいの方針について、以下のように提起します。 

 方針の決定は、１０月１６日（火）の中央委員会で行います。 

 組合員のみなさんの熱心な討議をお願いします。 

 

 

１．2012 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

野田政権は自民・公明との 3 党合意のもと、消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連

法案を成立させるなど、かつて民主党が批判していた自公政権と変わるところのない政策をおし

すすめています（これを批判する自公両党の主張も理解しづらいところです）。所得格差は一向

に改善されず、不安定雇用に苦しむ人たちの苛立ちが、公務員に代表される安定した正規雇用の

労働者に向かうという、病的な症状が顕著です。正規雇用の公務員が有期雇用や派遣労働者にお

きかえられた結果は、公務サービスの質の低下となって現れました。しかし「公務員はクビにな

る心配がないから働かないのだ」という古典的な攻撃は、残念ながらまだ有効のようです。公務

員叩きの「実績」をあげた維新の会が勢力を拡大し、政府による国家公務員給与の超法規的な大

幅削減が大きな抵抗もなく実施された背景には、公務員の待遇が悪化すれば恵まれない境遇の

人々が溜飲を下げる、という社会的病理があります。 
 
一方、年越し派遣村に寄せられた広範な支持に象徴される、非正規雇用の氾濫や格差の拡大に

対する怒りの声は、雇い止めに対する数多くの裁判における原告側の勝利判決を後押ししました。

近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います。この改正は判例を法律化した

もので、格差拡大に対する当時の全国的な怒りが生み出したものといっても良く、わかりやすい

ロジックで運動をすすめることの重要性を示しています。いま、大学に係わる組合は公務員叩き

の風潮に臆することなく、またこれを軽視することもなく、広い視野のもとで活動をすすめる必

要があります。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

るということを、学内・学外に発信していくことは重要です。 
 
先述した国家公務員の給与削減は国立大学法人にも直ちに波及し、同程度の給与削減が各大学

に押し付けられました。各大学単租はこれに抵抗し、多くの大学で 2012 年度当初からの実施を

許さず、削減幅の圧縮をかちとっています。この間、組合に寄せられた期待は非常に大きく、非

組合員からも激励やカンパがあったと聞いています。各大学単組の奮闘は、組合の存在意義を改

めて示すものであったといえるでしょう。 
 
首都大学東京は発足して 8 年目、法人中期計画が 2 巡目になりました。この間、組合は法人と

粘り強く交渉を行い、教授に対する（厳正な審査の上の）テニュアの導入、准教授に対する（厳

正な審査の上の）更新制限の撤廃を認めさせました。助教についてはその任期を 10 年まで延長

し、制度上の観点を「育成支援」の強化と改めさせたことは大きな成果です。また、任期を選択

しない教員の基本給の昇給停止を撤回させる成果をかちとっています。その一方で、法人側は任

期を取っていない教員への差別的な施策を、しばしば(安易に)行ってきました。たとえば 近、

助教にサバティカル制度を導入するという提案が法人側からなされました。それ自体は非常に歓

迎すべきことですが、対象が「継続して勤務した期間が 10 年未満」に限る（任期を取っていな

い教員は全員対象外）という、信じがたい制限がついていました。組合はこれに強く反発し、制

限の解除を法人側に強く要求しています。法人発足以来、組合は一歩ずつ前進を積み重ねてきま

したが、この時期にこそ人事制度の抜本的改善への見通しをかちとるべく奮闘する必要がありま

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おきかわるなか、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、アルバイ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。 
 
私たちの秋季年末闘争の課題は、法人独自の課題とともに、都労連に結集して秋季年末賃金確

定・諸要求実現の闘争をたたかい抜くこと、です。働く職場から、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。 
 

２．2012 年秋季年末闘争のたたかい方 

 4 月から、平均 7.8％の削減という国家公務員給与特例法が 2 年間という次元立法で成立しま

した。これを受けて、岡田副総理や安住財務大臣（当時）は談話を発表し、地方自治体や独立行

政法人も同様の措置を取るよう求めるとともに、地方交付税や運営費交付金の人件費分の凍結に

ついても示唆しました。また、年金を含む生涯賃金の比較で、国家公務員の方が 402 万円高いと

いう、人事院の調査結果を公表し、退職金の削減問題が大きくクローズアップされています。 
 こうした動きや年内にも解散総選挙が行われる可能性が高まるなどの状況下で、いっそうの公

務員人件費削減攻撃が強まることが予測されます。官と民との賃下げスパイラルを阻止し、公共

サービスの維持・拡充を図るためにも公務員の生活と権利を守り正当な要求を実現するたたかい

は、国民生活を守るたたかいの一環として、その重要性をいよいよ増しています。 
都労連は、10 月 12 日に秋季年末闘争方針を決定する中央委員会を開催し、給与削減や退職金

削減を阻止し、労使協議で解決するという方針を確立することにしています。定年延長について

は、都労連はすでに「高齢者雇用制度の一層の充実を求める要求書」を都側に提出し、そのなか

で定年延長に関する要求も盛り込んでありますが、東京都は国の再任用制度を基本とする考えに

ならい、定年を延長することには消極的です。現行の東京都の再任用制度は、年金の報酬比例部

分が支給されていることを前提とした制度であり、年金がまったく支給されないもとでは、何ら

かの改善が必要です。 
東京都人事委員会勧告は、法人職員に直接反映するものではありませんが、教員・固有職員の

労働条件の多くについては、事実上都職員横引きとなっており、教員・固有職員にとっても自ら

の賃金労働条件の改善に直結するたたかいです。 
労働契約法が改正され、5 年を超える反復更新された労働契約は申出により、無期労働契約と

なる仕組みや、期限の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止などが規定されました。 

 今年度は、昨年の交渉や「労働契約法改正」を踏まえて、任期制教員を期限の定めのない労働

契約とすることや「テニュア制度導入後」の教員の人事制度改善、「助教に対する育成・支援策

の明確化」、とりわけ「サバティカル制度」を一切の差別なく導入させる必要があります。「選択

と集中」の名のもとに進められようとしている教員定数削減についても、実施されれば、任期付

教員の雇い止めに発展することも考えられ、組合としても重大な関心をもって議論の推移を見守

っています。 
非常勤契約職員や常勤契約職員の、期限の定めのあることによる不合理な労働条件改善も重要

な課題です。大学の教育・研究支援体制を確立するために、事務職員の労働条件や待遇改善は先

送りにできない問題です。都派遣職員の賃金確定をはかる都労連闘争と固有職員の勤務条件改善、

教員の給与制度交渉を一体のものとして、この秋からの運動をすすめていかなくてはなりません。 
したがって、私たちは都庁職、都教組など 5 単組とともに都労連に結集し、法人の独自課題と

も結合させて、2012 年秋季年末闘争を総力をあげてたたかいます。 
 都労連闘争については、具体的な闘争形態、行動形態については、都労連の各種機関決定に応

じて今後提起してゆきます。法人独自課題については、ストライキ権を確立してたたかいます。 
 

３．労働契約法改正を労働条件改善の手だてに 

去る 8 月 3 日に「労働契約法の一部を改正する法律」（改正法）が国会で可決・成立し、8 月

10 日に公布されました。本法は、2013 年 4 月より施行の予定です。 
今回の改正法は、これまで積み重ねられてきた雇い止めの法理（判例法理）を制定法化するこ

とで、有期労働契約を長期にわたり反復更新している（有期労働契約が 5 年を超える）場合、無

期労働契約に転換するものであり、無期転換ルールが労働者の権利として認められました。その

意味で、極めて画期的です。また、この間の有期労働契約の濫用がもたらした弊害を鑑みれば、

大変意義あるものです。さらに、「無期転換ルールは正社員化推進の基盤になる」（衆議院厚生労

働委員会、平成 24 年 7 月 25 日）とも国会で答弁されており、「雇い止めに対する不安」の解消

にとどまらず、よりいっそうの安定した雇用条件の確保に向けた第一歩ともなるものです。 
このたびの改正法を契機に、法人職員については、この間、内部登用選考が一定の定着をみせ、

その成果を確実にあげてきていることを踏まえれば、内部登用選考のよりいっそうの拡充ととも

に、正規雇用につなげていくことが大変重要です。また、「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）ことが求められている以上、非常勤契約職員・常勤契約職員の労働条件についても、

期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正することは当然です。 
「大学の教員等の任期に関する法律」の適用を受ける教員も、今回の改正法は判例法理の制定

法化である以上、原則としてその完全適用を受けることはいうまでもありませんが、前述の国会



の衆議院厚生労働委員会においても、当該法律改正の適用について「研究職とか、そういった職

種による例外は設けていない」（厚生労働省）、「研究職とか教員といったような例外というのは

設けられていない」（文部科学省）と明確に答弁されています。 
組合は、9 月 24 日に文部科学省に、今回の改正法が公立大学にも完全適用されることを求め

る要請行動を行いました。その際の意見交換の席でも、「改正法が原則として大学にも適用され

る」ことを確認しています。 
しかし、今回の改正法は、無期転換ルールが労働者の権利として認められたとはいえ、「別段

の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件」を保障するものに過ぎず、未だ

不合理な点も認められます。また、今後、有期労働契約が 5 年を超えない形で行われるなど、改

正法の立法趣旨に反するような運用が行われることがないように、法人に強く求めていくことが

重要となります。さらに、法人は今回の法改正に沿って任期制教員を無期労働契約に転換すると

の決断を未だしておらず、その完全適用に向けて、全大教、私大教連、公大連とも連絡・連携を

取りながら、厚生労働省をはじめ、公立大学協会など各方面への働きかけが大変重要になります。 
 公立大学法人首都大学東京が、前述の国会答弁でもいわれる「無期転換のモデル事例」の優れ

た事例となるように全力でとりくみます。 
 

４．教員の要求と課題 

１．任期付き助教の人事制度を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、その中でも助教については「人材

流動化の観点」から制度が設計され、初任時 5 年、更新時 3 年、合計 大 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、助教任期の上限年限が 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

観点から」へ転換することとなりました。 
 東京都から押しつけられたこれまでの「助教型任期制」は、准教授以上が適用される「ステッ

プアップ型」とは基本的な観点が違っており、あくまで「流動化」＝「雇い止め」を前提とした

ものでした。その意味で法人が観点を転換したことは重要です。またこうした新たな観点のもと

での「育成支援」の具体化が急がれます。サバティカル制度が助教に適用されることになったこ

とは大いに評価されるべきですが、「勤続 10 年未満」という不可解な条項のために実施が遅れて

います。当局は現提案における助教サバティカル制度の瑕疵を速やかに修正し、遅滞なく実施に

向かうべきです。 
初の助教雇止めが 3 年半後に迫ってきました。しかしながら、今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がされていません。助教のおかれた状況や制

度運用などは、部局等ごとに異なる面があり、教授会を含め部局内部での具体化に向けた議論も

重要です。 
私たちはつぎのことを要求します。 

①  助教任期の上限を撤廃すること。 
②  助教サバティカル制度の瑕疵を速やかに修正し、今年度中に実行に移すこと。 
 
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。 
 一昨年度末、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。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おり、組合はその措置が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。

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。 
 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。 
当局のこのような姿勢は、今年提案された助教サバティカル制度における任期なし教員に対す

る差別的な扱いに、端的にあらわれています。当局は「勤続 10 年未満」という条件を課すこと

が、任期をとっていない教員を完全に排除することになることを承知で、この提案をしてきまし

た。「勤続 10 年未満」条件により、任期をとっている移行教員もサバティカルの対象外となるな

ど、この案が実施されば、長年本学に貢献してきた多くの教員を落胆させるでしょう。組合は、

教員間に新たな差別をもち込むこのような提案を許さず、その発想のもととなっている差別意識、

もしくは差別に対する鈍感さに対して、強く抗議します。 
この問題に対しては、多くの部局からも反対の声があがっています。任期をとっていない教員

は働かない、というロジックは既に破たんしており、当局もそれを十分承知しているはずです。

本学において、助教の立場はその学問分野や部局によって大きく異なっています。このような状



況で、全学に適用する制度を作るとすれば、法人は 小限の規則を決め、その運用を部局に委ね

ることが理にかなった方法ではないでしょうか。 
私たちは以下の 3 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 サバティカル制度における任期なし助教に対する差別的条項を無条件で撤廃し、制度の運用

を部局に任せること。 
 
３．テニュア導入等、教員人事制度の抜本的改善を継続すること 

法人当局はテニュアの導入を含め、教員人事制度を見直すことを表明しました。東京都が押し

つけた「全員任期制」が、優秀な教員の流出や人材確保の困難など、大学の教育研究にとって重

大な桎梏となっていることは、これまでの人事制度等検討委員会などでも、各部局から共通に強

く指摘されてきたことで、その見直しは当然です。団塊世代教員が大量退職を迎えているいま、

優秀な若手教員の確保と定着が差し迫った課題となっています。そのことからして、期限付き雇

用である任期制から終身雇用に至る資格、条件、人数等を定めたテニュア・トラックの制度を、

実のあるものにする必要があります。この制度の趣旨が、一部の特権的教授を作るためのもので

はないことを確認しておきます。 
 
４．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 

年度評価については、現在提案されている評価基準の曖昧さを排し、全教員に説明可能な評価

方法の確立を求めます。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。 
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。 
 

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 

昨今の民間企業の春闘の状況をみると、「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。 
 

５．職員に関する要求 

改正労働契約法の適用に関する要求 

労働契約法一部改正が国会において成立し、来年 4 月にも施行される予定です。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について、無期労働契約転換が権利として認められま

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、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。 

 組合は、法改正を受けて、法人当局に以下のことを要求します。 
 
① 5 年を超えて反復更新がなされている職員のうち、無期労働契約への転換を求める者につい

ては、正規職員として雇用すること。 
② これまで実施してきた内部登用選考を今後も実施するとともに、合格者については原則とし

て正規職員として雇用する制度とすること。 
③ 現在の非常勤契約職員、常勤契約職員の労働条件について、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こと。 
 

組合は、都派遣職員との格差解消を求め、要求します 

とくに、内部登用選考を確実に実行させること、および 5 年分の昇給しか考慮していない非常

勤契約職員の司書、看護師、技術職員の給料表の足伸ばしを重点要求とします。 

① 非常勤契約職員・常勤契約職員の賃金を、同一労働同一賃金の原則に則り、大幅に改善する

こと。 

② 非常勤契約職員の給与表の号級を先延ばしするとともに、契約を更新した職員の昇給額を改

善すること。 

③ 司書、看護師、一般技術の常勤契約職員の給与表を新設すること。 



④ 常勤契約職員の経験年数換算を改善すること。加算上限年数を改善すること。 

⑤ 扶養手当、住居手当、単身赴任手当を都派遣職員と均衡を失しない額で支給すること。 

⑥ 退職手当を支給すること。任期を満了した非常勤契約職員に精勤手当（退職手当）を支給す

ること。 

⑦ 一時金を支給されていない非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

⑧ 一時金は都派遣職員と均衡を失しない額で支給すること。 

⑨ 都派遣職員と均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

⑩ 有期雇用を改め、期限の定めのない雇用とすること。当面、一般事務について、更新回数に

制限を設けないこと。 

⑪ 引き続き、常勤契約職員への登用選考を行うこと。また、司書、看護師の募集人員を増やす

こと。一般技術職員についても、登用選考を実施すること。 

⑫ 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、引き続き雇用を希望するもの

について、雇用を継続すること。 

⑬ 常勤契約職員から、正規職員への登用選考受験資格を在職 1 年とすること。 

⑭ 職務に必要な研修を時間内に行うこと。 

⑮ 32 時間勤務非常勤契約職員の仕事量を勤務日数に見合ったものとすること。また、週休日の

代替措置をとること。 

⑯ 仕事と家庭責任を全うできるよう、子育て支援、家族介護支援の制度を創設、拡充すること。 

⑰ 出産休暇、育児休業取得者の代替制度を確立すること。代替は非常勤契約職員を原則とする

こと。 

 

引き続き、登用選考の実施を求めます 

 一般公募と同時期に実施された正規職員への登用選考は、受験者の半数にあたる 11 名が合格

し、4 月から期限の定めのない正規職員として採用されます。また、一般公募で 21 名を採用予

定で、合わせて 32 名が正規職員として採用されることになります。 

 今回の正規職員への登用選考で、合格者が受験者の半数であったことは、これまでの組合の要

求を一定反映させたものと考えています。しかし、常勤契約職員のほとんどは職場での信頼も厚

く、正規職員と遜色のない働きをしていることは多くの人が認めるところです。少なくとも、

初の任期が満了する 3 年目までに、誰から見てもふさわしくない場合を除いて、希望書全員を正

規職員として採用することを原則とするよう、組合は要求します。 

 常勤契約職員への内部登用選考はこれからですが、非常勤契約職員の採用にあたって、募集要

項に「内部登用制度」があることが書かれていたことが志望の動機となったという人が多くいま

す。当局は、「法人データブック」の中で、第二期中期計画が終了する平成 28 年度の職員数を計

画として示しています。現状とほぼ同数の非常勤契約職員が 143 名という計画で、組合として認

めることのできないものですが、この計画を実施するための都派遣職員を現行の 163 名から 95
名に削減する解消計画をもっているのですから、内部登用選考を含めた今後の採用計画や人員配

置計画を明らかにすべきです。 

 組合は、事務職の他、司書、看護師、技術についても非常勤契約職員から常勤契約職員への登

用選考の実施を早急に明らかにするよう求めます。 

 

基幹業務は正規雇用職員で 

 2006 年 11 月 27 日に出された「法人職員の新人事制度」では、法人事務組織における職員区

分として、正規職員、常勤契約職員、非常勤契約職員、特定任用職員、職種としては、一般事務、

技術、司書、看護師と区分しています。しかし、司書の正規職員とする内部登用選考を実施した

ことにもみられるように、正規雇用か非正規雇用（期限の定めのある雇用）とするかなどについ

て、明確な考え方を示しているわけではありません。多くの法人職員は非正規雇用（期限の定め

のある雇用）であるために、雇用不安を感じながら働いています。 

 また、36 協定の特例を超える超過勤務を非常勤契約職員や常勤契約職員が行うなどの問題は、

正規職員、常勤契約職員と非常勤契約職員の職務や役割が明確に区分されてこなかったことや、

非常勤契約職員や常勤契約職員は登用選考を控え、過剰な業務を断ることができないという「弱

み」に当局が甘えていることも要因です。 

 組合は、5 月 15 日に「2012 年度賃金労働条件に関する要求書」を、8 月 8 日に「2013 年度

人員・予算に関する要求書」を提出し、永続的な教育・研究支援体制の確立のために大学で働く

職員の待遇改善と職務改善、基幹業務については正規雇用とすることを求めています。また、で

きるだけ早期に、都派遣、正規職員と定型的業務に特化された非常勤契約職員の 2 区分とするこ

と、そのため常勤契約職員については一般公募を取りやめること、非常勤契約職員から正規職員

への登用選考の実施の検討などを要求してゆきます。 

 

アルバイト職員・業務委託職員に関する要求 

 低賃金が答申され、10 月 1 日から、13 円上がって時給 850 円となりました。しかし、この

金額は標準生計費を下回るものです。アルバイト職員には、交通費が支給されていません。交通

費の支給を要求するとともに、時給 1000 円の支給を求めます。 

 また、業務委託業者のもとで働く労働者については、法人が直接雇用していないためこれまで

組合員とする方針はとってきませんでした。業務委託業者のもとで働く労働者の労働条件につい

ては、 低賃金を下回っていないか、労働基準法が守られているか、労働者の権利行使が妨げら

れていないかなどの調査を行い、違反があった場合には法人を通して是正を求めてゆきます。 

 

都派遣職員に関する要求 



「公益法人等への派遣法」の定めにより、順次、都派遣職員は 大 5 年の派遣期限を迎えます。

特例で 10 年まで派遣が可能な大学が局相当であった時代から勤務する職員も、残り 2 年半で法

人の職場からすべて異動することになっています。教務事務、入試事務、技術職場などでは、知

識や技術の継承が十分に行われているとはいえません。大学特有の事務が円滑に継承・執行でき

るよう、法人独自の高齢者雇用制度（週 4 日勤務）を創設することを要求します。法人を再任用・

再雇用の設定職場とすることを要求します。 

 そもそも法人は、退職から年金が満額支給される期間について、職員に対して①定年を廃止す

る。②定年を延長する。③再雇用制度を設ける。等の措置を講じなければなりません。都派遣職

員だからといって、東京都にこうした措置を委ねるのではなく、法人の責任で行わなくてはなり

ません。また、高齢者雇用制度を設けるにあたっては、「余人をもって代え難い」といった高い

選考基準を設けるのではなく、誰から見てもふさわしくない場合を除いて、希望者全員を採用す

る制度とするよう本年度の重点と要求します。 

 その他、都労連が提出した地域手当の本給繰り入れ、昇給カーブの改善、住居手当改善等の要

求が実現できるよう、55 歳超職員に対する昇給停止、成績率の適用範囲拡大、退職手当削減な

どの労働条件引き下げに反対するなど、法人が東京都に対して働きかけることを求めます。 

 

６．働きやすい職場環境の確立をめざして 

 法人は、組合の要求を受けて、やっと一般事業主行動計画の策定にとりかかりました。その内

容は骨子の段階ですが 
（１） 育児をする従業員等の職業生活と家庭生活の両立支援策の整備 
（２） 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 
の 2 つを柱として、5 つの目標、14 項目からなる対策を掲げています。 
こうした当局の動きに対して、組合の要求を反映させるよう働きかけを強めていきます。 
5 月 15 日に提出した要求のうち、次世代育成支援対策に関する要求は以下の通りです。 
 

公立大学法人首都大学東京に働く教職員の 

賃金・雇用・労働条件・休暇等に関する要求について 

 

Ⅳ．次世代支援対策に関する要求（男女共同参画社会をめざして） 

１．学内に保育所を設置すること。 

２．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。 

３．一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。 

とくに、非常勤職員については、以下の要求を実現すること。 

イ．出産休暇については、有給とすること。 

ロ．育児時間については、有給とすること。 

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。 

ト．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。 
 

７．首都大学東京学長選考について 

 原島現学長の任期満了に伴い、次期学長選考の手続きがすすめられています。すでに 9 月 26
日の教育研究審議会には、法人の髙橋理事長名で、学長選考会議の委員選出の依頼が行われてい

ます。 
 地方独立行政法人法では、学長選考について、第 71 条 3 項で選考機関の選考によると定めら

れ、その構成についても、経営審議会と教育研究審議会において選考委員を選出するとなってい

ます。 
 知事の任命によって決定された初代の西澤学長の後をうけた、前回の学長選考においては、「首

都大学東京学長選考会議運営内規」第 7 条によって、学長選考会議議長のみが候補者を推薦でき

るという定めに従って、西澤前学長と原島現学長を候補者として審議し決定されるといった、極

めて異例な選考が行われました。このような審議過程に対して、都市教養学部代議員会から、学

長選考会議議長宛の質問状も出されています。 
 組合も 2008 年 12 月 5 日の中央執行委員会声明で、その選考過程の問題点を指摘するととも

に、「首都大学東京学長選考会議運営内規」第 7 条の撤廃と任命前に学内の意向聴取を求めまし

た。残念ながら、内規 7 条はその後も改正されることなく、現在も有効な規定として存在してい

ます。 
 今回の学長選考においては、前回のように「選考過程や決定事項について、委員限りで口外し

ない」といった密室での審議ではなく、教職員、学生の総意が反映されるよう、選考過程を必要

に応じて公表しながら行うべきです。その際、多くの国立大学法人でも行われている意向投票の

実施なども検討が必要です。 
 学長選考に関しては、法人当局と組合との直接的な交渉事項ではありませんが、大学運営を民

主的にすすめるうえで、選考のあり方については重大な関心をもち、必要な意見表明を行ってい

きます。 
 


