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2007 年秋年闘争方針（案） 
２００７．１０．１１  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１．２００７秋季年末闘争をめぐる情勢 
所信表明直後に首相が政権を投げ出すという前代未聞の事態の末、福田自公連立

政権が誕生しました。参議院を野党が多数を占めるという状況は新政権にとって従

来のような強引な国会運営を難しくなったことは事実です。そのため自民党は野党、

とくに民主党との融和的姿勢を強調し、小泉、安倍と二代続いた強硬路線の一定の

トーンダウンないしスケジュールの先延ばしを余儀なくさせられたようにみえま

す。 

しかし、「劇場型政治」と称された小泉内閣で、二年前に国民の重大関心事では

なかった郵政民営化一点を「争点」に仕立て上げてマスコミを操作し、衆議院の絶

対多数を握り、後継安倍首相の下でなりふり構わず強行採決を繰り返して、教育基

本法改悪、防衛庁の防衛省への格上げ、改憲のための国民投票法の施行など、「戦

争をする国」への法的準備作業はすでになされていることを忘れてはならないでし

ょう。 

また、地域的、階層的格差の増大に対する国民の不安、不満の高まりに言葉だけ

は配慮するとしているものの、大企業のための社会経済的な「構造改革」の推進の

姿勢はいささかも変わってはいません。 

強硬路線二代の後を継いだ福田内閣の役目は、ソフトムードで国民の不満をかわ

しつつ、より巧妙に既定路線を推進してゆくことにあると見るべきでしょう。 

石原都政は「オリンピックを梃子にさらなる自己変革を進める」と称してますま

す土建行政的色彩を強めており環状道路建設や臨海部再開発、米軍横田基地の「軍

民共用」に向けて、七兆円といわれる都の借金をさらに膨らませようとしています。

その一方で公務労働を破壊して都が率先して非正規労働者を増加させ、福祉を切り

捨て、義務教育や高校教育に「効率化」を持ち込んで来ています。 

大学では国公私学を問わず、「大学間競争」なる原理の下に、無原則的な地域貢

献、産学協同の推進が叫ばれ、基礎的運営費、研究費が削減されて外部資金への依

存度が高まっています。これと「大学全入時代」への過剰意識とが相まって、教員

に対しては営利企業ばりの「業績審査」が強化され「金になるテーマ」への研究誘
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導が進行して、精神的ストレスが増しています。職員に対しても、長期的戦略も必

要な人的、資金的裏付けを欠いたままで法人化に必然的に伴う業務量の増大、学生

サービスの向上、入試回数の増加が押しつけられるとともに、もともと非正規雇用

が多かった国公立大学では低賃金労働者がますます増え、また労働条件が悪化して

います。 

一方で、三年後にも予想される改憲の具体的動きひとつをとってみても、今後の

日本社会の行く末を決めるであろう、戦争と平和、国家主義と基本的人権、「構造

改革」と格差の解消をめぐるせめぎ合いの中で大学が果たす役割はますます重要と

なっています。大学の教育研究のあり方、教職員の働き方はそこに学ぶ学生たちに

大きな影響を与えずにはおかないはずです。 

 

２．2007 年秋季年末闘争を闘うにあたって 
都労連確定闘争と組合独自課題（法人との交渉事項）を結合して 

 都労連による賃金確定闘争は、直接には都派遣職員の労働条件を決定するもので

あるとはいえ、法人は今のところ、教員・固有職員の労働条件の多くについて、都

職員横引きとしています。したがって、組合はこれを都派遣職員だけの問題ではな

く、教員を含むすべての教職員の労働条件に直接かかわる課題として、全力を挙げ

て取り組みます。 

 法人化され、労使関係は民間労働者と同様の関係になりました。本来であれば私

立大学と同様に春闘で闘われる課題も、法人の設立者が東京都であり、東京都から

運営費交付金を受けている法人の予算は、これから決定されるために、この秋の闘

いが重要となります。 

この秋の重要課題は以下のとおりですが、教員の任期評価問題も職員の待遇改善

も、今後の大学のあり方にとって、極めて重要な課題であり、先送りできない問題

です。 

 

３．賃金・労働条件改善に関する課題と要求 
２００７年賃金確定闘争 

はじめに、国や地方の今年度の人事院勧告の状況についてみておきます。国家公

務員について人事院は、8月に「月例給の0.35%（1352円）引き上げと、特別給0.05

月増」の勧告を行いました。これは、6年ぶりの引き上げでしたが、昨年導入され

た官民比較方式(比較対象となる企業の規模を 100 人以上から 50 人以上に拡大)に
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よったため、民間賃金の実勢を適切に反映したものとは到底言えず、不当な勧告で

した。国に続いて大都市でも勧告が出されましたが、やはりこれも、国に追随した

官民比較方式の影響できわめて不当なものとなっています。政令市についてみると、

9 月 21 日現在、14 市中、改定見送りが 8市、引き上げ 5市(微々たるもの)、引き

下げ1市(横浜市)という状況です。 

今年度の都人事委員会勧告（10月 12日予定）を控え、組合は都労連とともに数

度に及ぶ要請行動を行いました。この5年間、不当にも抑えつけられてきた賃金の

改善を図ることは切実かつ焦眉の課題となっています。都労連の要求は次の通りで

す。 

(1) 国に追随せず、比較企業規模を100人以上にもどすなど、官民比較方式を抜

本的に改善すること 

(2) 地域手当を本給に組み入れること 

(3) 増税や社会保障経費への負担増のなかで現行生活水準の確保、大都市東京の

生計費を踏まえ、平均19000円以上の引き上げを行うこと 

 

高齢者雇用制度 

都の再雇用制度は、第1に退職した職員の生活支援、第2に退職者の活用による

都民サービスの向上の二つの目的をもって労使の合意で確立されてきた制度です。 

今日ではさらに、年金満額受給年齢が 65 歳に引き上げられたために退職後の生活

保障としてなくてはならない制度となっています。また、行政のスリム化、効率化

を掛け声に過度の定員削減が行われてきた結果、定員外の再雇用職員は、それぞれ

の職場で日常的に不可欠な戦力として機能している現実があります。 

 ところが、都は 4 月、「再雇用制度の見直し」(案)を発表し、再雇用制度の廃止

と再任用制度への一本化を提案してきました。都の提案は再雇用職員のマンパワー

不足を口実としたものでしたが、それは 雇用職員が各職場で実際に果たしている

役割を過小評価しているだけでなく、再任用制度は再雇用制度と違って、選考(任

用)を伴い、希望すれば基本的に採用される制度ではないために職場から怒りと猛

反発が起こりました。 

 このようななかで都側は、再雇用制度廃止の基本線を変えないまま、13 日再雇

用を雇い止めにせず、16 日再雇用に切り替える旨の「修正案」を提示し、スケジ

ュールを口実にこの「修正案」の通告実施をにおわせました。だが、都労連に結集

した労働者の大きなうねりの前に(9 月 21 日第 2 波決起集会、要請行動)都は通告

実施を断念し、選考事務は「修正案」で実施するにしても、再雇用廃止にかんして

都労連との交渉継続を約束せざるをえませんでした。 
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 私たちは、再雇用制度と再任用制度の両制度を基本とした、希望者全員雇用を前

提とする高齢者雇用制度の確立をめざすものです。 

 現在、首都大学東京は、再雇用・再任用職場に指定されていません。近い将来、

都派遣職員の減員と固有職員によるその置き換えが急速に進むと見通されるなか

で、長年、大学事務に携わってきたベテラン職員も少なくない都派遣職員を再任

用・再雇用制度によって退職後も本学に確保することは、大学の事務機能を維持す

る上からも重要で緊急な課題となっています。このような理由から、組合は、首都

大学東京を再雇用・再任用職場に指定するよう強く要求するものです。 

 

４．教員の人事制度をめぐる課題と要求 
  教員人事制度をめぐっては、現在、任期制教員の再任基準の作成をめぐる課題が、

大の焦点となっています。組合は一貫して全員任期制には反対の立場を取ってお

り、あくまで任期の定めのない雇用を教員人事制度の原則とすべきことを主張して

います。しかし当面、都と法人に押しつけられた任期制の下におかれている多くの

教員がいる中で、組合は任期制教員の原則全員再任を求めて全力をあげます。 

 

＜経過＞ 

 法人化と新大学発足の際、東京都は公立大学法人首都大学東京に勤務する教員全

員に対し、全員任期制などの不当な人事制度を押しつけてきました。これに対して

組合は、未組合員も含めた多くの教員とともに全員任期制に断固として反対して闘

ってきました。そのなかで、任期制に同意しない引き継ぎ教員にきわめて差別的で

あった 2005 年４月からの人事・給与制度は、制度設計そのものの杜撰さもあり、

わずか１年足らずで改訂せざるをえなくなりました。改訂をめぐる組合等の取り組

みの中で、2006年度からの制度にでは、「ステップアップ型」と称して基本的には

継続雇用の制度であることを、事実上認めました。また給与体系も、一部に差別的

な部分が残されているとはいえ（職務基礎額昇給部分）、任期の有無にかかわらず

同一のものとなりました。しかし法人は全員任期制という立て前を依然として堅持

し、しかも再任基準も明確に示さぬまま、2006 年 4 月より再び新たな制度のもと

での任期制を発足させました。さらに、任期評価との関係も明確にされぬまま、年

度評価の試行実施を開始しました。そしてすでに多くの任期制教員が任期2年目を

迎えた今年度になって、ようやく再任基準についての検討を、人事制度等検討委員

会に提起しました。 
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＜教員人事制度等をめぐる要求＞ 

(1) 基本的に全員が再任可能な任期評価制度を 

 大学における教育・研究の性格からして持続性継続性が必要であり、助教等の若

手教員を含めて、基本的には任期の定めのない教育・研究スタッフによって構成さ

れるべきです。したがって全員任期制については反対の立場を堅持します。そのよ

うな立場から、たとえ任期制であろうとも、少なくとも再任の権利のあるもの全員

が基本的に再任されることを要求します。また、多くの任期制教員が再任基準が明

示されないまま、1年半以上にわたって放置されている事態は異常であり、早急に

再任基準を明確にすることを求めます。 

 再任基準の作成にあたっては、「任期評価の検討開始にあたっての組合の見解と

要望」（2007年 8月１日中央執行委員会声明）に示したように、「通常の勤務成績・

業績を上げていれば再任は可能」との言明を具体化し、基本的に全員が再任可能な

ものとすることを求めます。具体的には、以下のことを要求します。 

 

①「普通に働いていれば再任」される分りやすい基準を具体化すること。 

②基準もないままに経過した時期の長さを考慮し、任期付教員の第1回目の再任は

原則 的に可とし、例外的に再任されない場合の客観的基準を示すこと。 

③長期的な視点に立った再任基準、判定方法については、時間をかけて教員組織で

検討すること。その際に、全学画一的な「大学院審査」を義務化せず、部局、分野

の教育研究 の多様性、特徴を活かすことを第一とすること。 

④助教に対する「研究員型」任期制は「使い捨て」にならぬよう、とくに慎重に検

討する こと。また、助教の定義上、独立したスタッフとして「ステップアップ型」

に含め、昇 任機会を保証するものに変えること。 

⑤試行の総括がなされていない年度は反映させないことを前提に、年度評価との関

係を分りやすく明示すること。 

 

(2) 年度評価の今年度本格実施に反対 

 年度評価は全教員を対象に、昨年度試行実施され、その結果の概要が今春、人事

制度等検討委員会を通じて各教授会等に報告されました。各部局から伝わる昨年度

試行実施の状況からは、部局間の評価基準等のばらつきに加え、様ざまな問題点が

出ました。例えば、大学院・学部によって所属のずれる教員らの場合の年度末申告

提出先に混乱があったり、法人の示す評価項目が、教員の所属先によっては重大な

不公平を招いている（人文科学科所属の OU 教員のほとんどが、人文・社会系教員

と同じ程度の学部・大学院教育を負担しながらOU所属であるため、OU講座担当は
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社会貢献と見なされないなど）など、とうてい公正として信頼できるものでない点

が、多々あります。そうしたことから、年度評価については本年度も本格実施は見

送るべきとの意見が、人事制度等検討委員会でも多数でたと伝えられます。それに

もかかわらず法人は、本年度の実施が引き続き暫定なのか否かも明確にしないまま、

7月に、本年度自己申告の提出を、各教員に求めました。教員が教育・研究等、そ

の責を十分に果たしていることを、社会的にわかりやすく説明することを組合はも

ちろん否定するものではありません。しかし教員評価を給与や再任と直接結びつけ

ることは、教育・研究と大学運営に求められる教員間の同僚性を破壊するものです。 

 組合は以下の点を要求します。 

 

①本年度も年度評価は暫定実施として来年度給与（業績給）に反映させないこと。 

②暫定実施中の年度評価について、任期制教員の再任評価に反映させないこと。 

③教員評価のあり方について、教授会等の教員組織において十分な再検討を行うこ

と。  

 

(3) 専任教員の65歳までの定年延長を 

 年金制度との整合を図るため、すでに多くの民間企業・国公私立大学等において

は専任教職員の 65 歳定年制が実施されています。組合は固有職員の定年も合わせ

て、専任教職員の定年の65歳までの引き上げを要求します。 

 

(4) 「テニュア・トラック」の検討をはじめよ 

 「全員任期制」という、国内はおろか国際的な大学標準からさえ大きく外れた異

常な制度は、首都大学東京の信頼度・社会的評価を著しく損なっています。現行制

度への改訂をめぐる 2005 年 11 月の交渉の中で法人は、「テニュア・トラック」の

検討について言及していました。検討の開始を早急に要求します。 

 

(5) 賃金ベース・諸手当の改善を、 任期無し教員の職務基礎額昇給を認めよ 

教員の賃金・諸手当等に関しては、全体の賃金ベースが近年の民間賃金動向に追

いついていないことに加え、様ざまな矛盾、問題点が存在しています。 

第一に、扶養・住宅等の諸手当について法人はこれを一方的に打ち切りました。

しかし都からの引き継ぎ教員には、現在、移行措置として法人移行時実績に基づい

た額が移行措置として支払われています。その結果、諸手当については幾重もの不

公平が存在しています。そもそもこれらの諸手当は、各教員の生活実態に即して東

京都時代から支払われてきたもので、全国ほとんどの私立大学でも同様の手当が支
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払われています。したがって、扶養・住宅等の諸手当ないしはそれに替わる措置の

早急の復活と、それによる不公平是正が必要です。第二に、昨年4月からの給与制

度では、それ以前の任期の有無による露骨な差別的制度は解消しましたが、いまだ

に、任期無し教員については職務基礎額の昇給はなしとされたままです。そのほか、

法人後採用の若手教員の中での前歴換算等をめぐる不公平感などもうったえられ

ています。こうした給与関係の諸問題の早急な解決を求めます。 

 

①教員賃金ベースを大幅に引き上げること「 

②全教員を対象にした扶養・住宅手当の復活、またはそれに替わる給与措置を行

うこと。 

 ③任期無し教員の職務基礎額の定期昇給を行うこと。 

 

５．大学で働く職員の待遇改善・職務改善 
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は急務です。 

組合は、2006 年の５月 30 日に「固有職員に関する要求」を、2007 年３月 22 日

に「2007年度賃金労働条件に関する要求書」を、2007年８月４日に「2008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を求めてきました。 

 

これまでの到達点 

昨年 11 月 27 日に出された「法人職員の新人事制度」では、「①非常勤固有職員

に昇給制度を設ける。②年次有給休暇の取得単位を時間単位とする。③週５日勤務

者のみに付与されていた法定外休暇（慶弔休暇・妊娠症状対応休暇・早期流産休暇）

を週 3 日以上勤務者にも付与する。」に加え「④現在勤務している非常勤固有職員

を対象にした、常勤契約職員への登用選考を実施する。」などを実現しました。上

記の「①非常勤固有職員に昇給制度を設ける。②年次有給休暇の取得単位を時間単

位とする。③週５日勤務者のみに付与されていた法定外休暇（慶弔休暇・妊娠症状

対応休暇・早期流産休暇）を週 3 日以上勤務者にも付与する。」という回答は、ま

ず、非常勤職員の待遇改善が前提で、常勤化はその上で行なうべきという組合の姿

勢を当局が認めたものです。 

④の「現在勤務している非常勤固有職員を対象にした、常勤契約職員への登用選考

を実施する。」という回答についても、2007年問題と言われる団塊の世代の退職と
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都派遣職員の減少が予想される中で、都派遣職員と同等の仕事を担っている非常勤

職員の経験や能力を活かすべきだという組合の主張に当局が応えたものです。 

 

常勤契約職員制度がスタートしましたが 

 組合は、文系事務支部が主催した固有職員との懇談会を通して、職場で抱えてい

る問題や要求の集約に取り組みました。その中で明らかになったことは，次のよう

なことです。 

① 常勤契約職員、37.5時間勤務の非常勤契約職員、32時間の非常勤契約職員と

労働条件が異なる職員が混在しているが、その職務内容に大きな差異はなく、

都派遣職員と同等の仕事を行っている事実は変わっていない。 

②常勤契約職員となって責任は重くなっても、月例給は増えておらず、看護師や

司書に至っては月例給は減少している。 

② 32時間の非常勤契約職員は週休日が一日多く、５日分の仕事を４日間でこな

すよう求められている一方、週休日の仕事をフォローする職員が必要である。 

③ 昨年行われた常勤契約職員への登用選考で、なぜ不合格とされたのか知りた

い。選考基準を示してほしい。 

総じて、現在の職務内容に比べて待遇が良くないことという不満、職務に関する

引き継ぎや研修がないことへの不安や有期雇用であることから将来への不安が

語られました。 

組合は、都派遣職員との格差解消を求め、要求します。 

１）非常勤職員・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）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。 

５）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。 

６）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。 

７）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。 

８）アルバイト賃金を改善すること。 

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、
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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、登用選考を行うこと。 

12) 2007 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。 

 

都派遣職員に関する要求 

 都労連が提出した要求が実現できるよう、法人が東京都に対して働きかけること

を求めます。また、法人を再任用・再雇用の設定職場とすること、再雇用制度を現

行のまま存続させること、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を創設することを要求します。 

 

勤務時間に関する要求 

 東京都では、休息時間を廃止することを決定しています。これまで通り、１時間

の昼休み（休憩時間）を確保し、拘束時間が延長されないよう、１５分の勤務時間

の短縮を要求します。昨年の東京都人事委員会の調査では、都内の民間企業の所定

内労働時間は７時間38分であり、私たちの要求には、十分な根拠があります。 
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