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１．2009 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

7 月 12 日に行われた東京都議会議員選挙では、自民党が公示前の 48 議席から 38

議席へ大幅に議席を減らし、自民党と公明党を合わせた議席数は 61 議席に留まり、

都議会の過半数である 64 議席を割り込みました。これに対して民主党は、公示前

の 34 議席から 54 議席へと 20 議席を新たに獲得し、都議会第一党となりました。

また、8 月 30 日に行われた衆議院選挙では、これまでの政権運営に対する国民の

厳しい批判を受けた自民・公明政権は大幅に議席を減らしました。自民党は公示前

の議席の 1/3 である 119 議席、公明党も代表・幹事長が落選し、公示前の 31 議席

から21議席に議席を減らし、自民党は1955年以来初めて第一党から転落しました。

そして、民主党が 308 議席を獲得して第一党となり、第一党が入れ替わる戦後初の

政権交代が実現しました。 

2008 年秋のリーマンブラザーズの破たんに端を発した世界規模の金融危機は、

日本経済へも大きな影響を与え、トヨタをはじめとする大企業において派遣切りが

行われるなど、労働者を取り巻く環境は急速に悪化し、今なお回復の明確な兆しは

見えていません。2008 年 7 月の完全失業率（5.7％）と有効求人倍率（0.42 倍）は

ともに過去 悪を更新し、非正規労働者の雇い止めは全国 3592 事業所で 23 万 2488

人にのぼる（厚生労働省の調査）ことが明らかになっています。 

格差と貧困はさらに深刻なものとなりつつあり、経済格差が若者の教育にも大き

な影響を与えています。文部科学省が 5 年ごとに行っている 2008 年の全国調査で

は、今後生活が貧しくなると答えた人の割合は過去 高の 57％で、今後よくなる

と答えた人の割合は過去 低の 11％となっています。このような厳しい経済状況

の中で、労働者全体に占める非正規労働者の割合は 34％に達し、1000 万人を超え

る人々が年収 200 万円以下の「働く貧困層」となっています。また、2008 年の総

務省の調査によれば、国の非常勤国家公務員は 14 万人、自治体の臨時・非常勤職

員は約 50 万人にのぼっています。 

この間の石原都政では、累積損失が 1000 億円を超える新銀行東京への 400 億円

の追加投資やオリンピック招致活動への膨大な税金の投入、高齢者福祉の切り捨て、

日の丸君が代の強要などを行う一方で、16 の都立病院の削減および都立 3 小児病

院の廃止や安全性が十分に確保されない築地市場の豊洲移転の検討などを強引に

進めようとしています。しかし、先の都議会議員選挙で第一党となった民主党は、

強引な築地移転への反対、新銀行東京の早期撤退、後期高齢者医療制度の廃止を公

約に掲げるなど、石原都政に対して一定の歯止めとなることが期待されます。 

人事院は、内閣および国会に 2009 年度の国家公務員の月給を平均 0.22％、年間一
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時金を 0.35 ヵ月それぞれ引き下げるように勧告しました。この勧告により、一般

行政職の年間給与は平均で年 154、000 円（2.4％）の減額となりました。2009 年 5

月 15 日に東京都人事委員会は、民間企業における夏季一時金の減少傾向を根拠に、

暫定的な措置として 6 月期特別給の支給月数を一部凍結（△0.20 月）しました。そ

して 2009 年 10 月 9 日には、昨年に引き続き、公民較差に基づいて例月給の△1、

468 円（△0.35％）のマイナス勧告、さらに特別給（一時金）の年間支給月数を 0.35

月分引き下げる勧告（4.50 月→4.15 月）を行いました。例月給と特別給の同時引き

下げは平成 15 年以来 6 年ぶりのことであり、下げ幅は過去 大、年間給与も過去

大の減（△17.6 万円）となる勧告となりました。 

 

２．東京都人事委員会勧告をめぐって 

 東京都の人事委員会勧告が 10 月９日に出されました。月例給 1468 円減（0.35％

減）、一時金 0.35 ヶ月分減という大変厳しいものです。このような人事委員会制度

の趣旨と意義を無視した勧告に私たちは断固抗議するものです。今年の５月 15 日

の勧告でも、勧告制度のルールを無視して、不当な一時金凍結が実施されましたが、

こうした不当な勧告を跳ね返し、一時金の年間支給月数を労使協議により解決する

闘いがいっそう重要になっています。年末一時金の支給をめぐっては、全国の多く

の自治体情勢からみても大変厳しい状況が報告されてきました。多くの自治体が人

事院の勧告を踏襲していることにその原因の一つがあります。 

 人事院は８月 11 日に本年度の国家公務員の給与に関して、平均改定率マイナス

0.22％（管理職層ではマイナス 0.3％）とする俸給表のマイナス改訂を実施し、一

時金の現行 4.5 ヶ月分を 4.15 ヶ月分へ（マイナス 0.35 ヶ月分）引き下げるという

大変厳しい勧告を行いました。それはさらに、自宅に係る住居手当（新築・購入後

５年間に限り、2、500 円支給）を廃止するという乱暴な勧告を伴っています。国

と地方とでは制度が異なり、東京都においては国に追随した廃止は絶対に認められ

ないだけでなく、改善こそが必要です。 

 今年の夏期一時金に関しては、全国の多くの自治体の人事委員会が、人事院に追

随した「勧告」や「意見」を出したことは記憶に新しいところですが、月例給及び

年末一時金（期末・勤勉手当）に関して、全国の自治体で厳しい勧告が相次いで出

されています。例えば、名古屋市（9 月７日）「月例給 2.99％減、一時金 0.35 ヶ月

分減」、福岡市（９月 9 日）「月例給 0.37％減、一時金 0.35 ヶ月分減」、さいたま市

（９月 10 日）「月例給 0.19％減、一時金 0.35 ヶ月分減」、静岡市（９月 14 日）「月

例給 0.98％減、一時金 0.35 ヶ月分減」、京都市（９月 15 日）「月例給 0.19％減、一
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時金 0.35 ヶ月分減」といった状況です。 

 東京都をはじめとして、人事院勧告に追随する各自治体のこうした勧告に断固抗

議するものです。本来、人事院勧告は、労働基本権制約の代償措置としての役割が

あるにも拘わらず、その機能が全く果たされていない状況にあります。そればかり

か、今や全ての労働者の生活実態を無視した人件費削減の手段として機能している

と言っても過言ではありません。私たちは人事委員会に対し、人事院勧告に追随す

ることなく、給与・一時金ともに改善勧告を行うように求めるものです。 

 本来、人事委員会はこのような政府の干渉に屈することなく、第三者機関として

の独立性を堅持し、労働基本権制約の代償措置という勧告制度の根本原理に立ち返

って、職員・教員の待遇改善に図るという使命があるはずです。 

 私たちは、人事委員会が中立機関としての独立性を堅持するとともに、政府の不

当な干渉に屈せず、人事委員会設置の趣旨を踏まえて、不利益・不遡及の原則を守

り、労使の合意事項に基づいて組合側の意見を十分に尊重することを求めるもので

す。また、勧告に当たっては、職員・教員の生活を維持し、防衛するという人事委

員会の本来の役割に基づいて、組合の要求に真摯に応えることを要求します。とり

わけ、首都大学東京においては、一時金については、就業規則に定められている通

りに支給すること、また、一時金が支給されていない非常勤契約職員にも支給する

ことを求めるものです。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今年の東京都の概要について、都労連が作成した解説を以下に掲げます。 

Ⅰ 給与改定について 

給与水準 

都人事委員会は「給与勧告制度は、公務員が労働基本権を制約されている下で、

その代償措置としての機能を有するものである。本委員会は、地方公務員法に基づ

き、職員の給与水準を民間従業員の給与水準に均衡させることを基本に勧告を行っ

ている」と冒頭に自らの役割を説明しています。また、この間の都労連要請に対す

る都人事委員会の説明は、均衡の原則、情勢適応の原則を強調し、精確な公民比較

を行うとして比較方法改悪を正当化し、給与水準の引き下げを進める意思を明らか

にしてきました。 

このように都人事委員会は、物価高、住居費高など東京の特殊性を踏まえた、生

計費原則をことさらにしりぞけ、民間給与との均衡が法の定めであるがのごとく描

き出しています。 

 しかし、地方公務員法の規定は第 24 条で「職員の給与は、生計費並びに国及び
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他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して

定められなければならない」と規定されています。 

 さらに、参考資料の末尾に掲載されている世帯人員別標準生計費は、一人世帯で

１５３１００円（昨年１１１９３０）、四人世帯では２８１２９０円（昨年２６４

０８０）となっており、首都東京で人間らしい生活を営むにはほど遠い水準ですが、

昨年と比べて一人世帯では 36.8％増、四人世帯では 6.5％増という結果が示されて

います。全国の標準生計費に都内の消費実態を加味したものと説明されていますか

ら、昨年との比較でも都内の消費実態、いわゆる生計費は大幅に増えていることが

証明されています。 

 しかも、例年のように調査結果が明らかにしているように、国家公務員を 100 と

した場合に、都職員の給与水準は 104.2 であり、民間賃金の地域差は全国を 100 と

すると、東京は 121.4 と相変わらず 20％を超える較差があります。 

 これらのことから、なぜ、都職員が例月給で△1、468 円（△0.35％）という、削

減勧告となるのか全く納得がいきません。 

給料表 

 今年も給料表の改定に当たっては、「昇給カーブのフラット化」「職責を反映し

た給与水準確保」を進めるとして、具体的には「若年層及び管理職層の引き下げを

緩和、高齢層の引き下げを強めることにより、公民較差を解消」と露骨なフラット

化を露わにしています。 

公民較差相当分の引き下げとあわせて行う、地域手当の支給割合引き上げに伴う

給料月額の引き下げは、初任給は現行給料月額を変更せず、0.0％～△1.5％ 

（平均改定率△1.2％）の範囲で引き下げを行うとしています。 

都労連は昇給カーブのフラット化を行わないように要請を強めてきましたが、都

人事委員会の姿勢は断じて許されません。さらに、管理職優遇は一般職との格差拡

大であり認められません。 

初任給 

 「給料表」で触れたように、初任給は現行給料月額を変更しないとしています。 

特別給 

 今年の夏季一時金支給については、人事院も都人事委員会も、政治的な圧力に屈

して、自らルール破りの不当極まりない一部支給凍結勧告を強行しました。 

 都労連は、都側との労使交渉で解決するとして、特別給の支給月数については引

き続き協議としています。 

 人事委員会は、年間支給月数を0.35月引き下げ、平成22年度以降、３月期の期末

手当を廃止することを勧告しました。また、引き下げ分全てを期末手当から引き下
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げるとしています。勤勉手当の支給割合を拡大する意図は、「給与構造・制度の改

革」の項で、「今後、勤勉手当の割合を国と同程度まで引き上げる」として、特別

給への業績反映の度合いを高めることを強調しています。 

民間における特別給の支給状況を見ると、1000人以上規模では年間4.44月分と

なっており、同等の比較を行えば現行支給月数を減らす必要はありません。さらに、

全額期末手当での支給を求める都労連要求からも、断じて容認できません。 

地域手当 

 本年の改定は支給割合を１ポイント引き上げ、17％としています。 

 島しょや都外公署で起きている矛盾の解決については一切触れず、不満なものと

なっており、労使協議で解決をはかります。 

Ⅱ 給与構造・制度の改革 

住居手当 

 「都と国では、手当の趣旨や支給要件、職員の住宅事情が異なる」として、本年

は見直しを行わないと判断しています。しかし、見直しがほとんど行われていない

こと、国が見直したことを契機に、今後の制度のあり方を検討していくと表明して

います。 

 都労連は、都職員が東京であるが故の、住居費にかける出費が大きく、都内に居

住することが困難で、通勤圏が国・他団体と異なり広くなっている実態などに着目

して、改善を求めていく決意です。 

医療職給与の見直し 

 医師について給料表の引き下げ改定を行わず、適切な処遇を確保するとしていま

す。 

 看護職については、「人材確保の観点から、職務の専門性をより重視したフラッ

トな昇給カーブへ転換する」と、行（一）に比べ、専門性をより重視したフラット

な昇給カーブへ転換を図るとしています。現行給料表でも、行（一）と比べて早期

立ち上がりとなっていますが、高齢層のカーブを行（一）と同様でいいかとの検討

を示唆するものとなっています。 

教員の給与への職務・職責の反映 

 昨年導入した主任教諭など、「導入目的にかなうよう、教育委員会において実証

的な検証を行いながら効果的に運用されることが重要」として、職務・職責をより

一層反映する観点から改定を行うこと、今後も給与構造・制度改革に努めることを

明らかにしています。 

 さらに、国の人材確保法に基づく優遇措置見直し、義務教育等教員特別手当及び

教職調整額の見直し検討が進められていることをあげて、都も国の動向を注視し、
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対応を検討する必要があるとしています。 

 これらの動向は全て都労連要求と真っ向から対立するものであり、都労連は教員

人事給与制度改善要求を掲げてその実現を求めていきます。 

Ⅲ 人事制度及び勤務時間等に関する報告（意見） 

１．今後の人事制度のあり方 

 今年も「個」に着目した人事管理が強調されています。公務労働に対する基本的

な認識が間違っています。都労連は、７月22日に実施した都人事委員会への要請の

中で、「公務員労働者、とりわけ地方公務員労働者は、住民の命と生活に密接に関

わっており、多面的で、且つ専門化されています。従って、画一的な基準で評価す

ること自体なじまず、長年にわたり査定による賃金が実施されて来なかった理由も

ここにあります。そして何よりも公務労働は形式的な効率主義ではなく、住民の

種々雑多ともいえる多面的な諸々の要請、要求に応えながら遂行されなければなら

ないものです。職員間の競争ではなく、信頼と協働、援助と連帯によって、より良

い仕事を遂行したいと願う職員の意欲に基づいて行われることが望まれる公務労

働です。憲法の様々な規定は、公務労働の役割が国民の命と生活など諸権利を守る

ことを義務づけていますが、それらの権利は同時に、公務員労働者にも与えられて

いることを忘れてはなりません」と主張したように、公務員に対する人事管理の考

え方が真逆です。 

 都労連は引き続き、職員への個別管理強化に反対して闘い抜きます。 

1) 多様で有為な人材の確保に向けた取組の推進 

ア 今後の都政を担う人材の確保 

 昨年度の採用試験制度の改正が、「多様な人材の応募・受験に結びつけることが

できた」として、今後も労働市場の変化や社会情勢に即応した採用制度の見直しを

行っていくことを明らかにしています。 

イ 看護人材の確保に向けた取組 

 平成22年度実施に向けて、看護師・助産師採用試験制度を、採用区分の統合、受

験資格の拡大、試験・選考内容の簡素化など、抜本的に見直すとしています。 

2) 「個」に着目した人材の育成・活用 

「個」に着目した人材育成・活用について、「若手職員の育成の充実」や「技術

系職員の専門性を有する職員の育成」は、ＯＪＴや職場外研修などで育むとしてい

ます。 

この問題は、技術系、行政系に止まらず、現業系職員の技術・専門性の継承も重

要な課題となっており、新規採用の復活や退職補充が求められています。 

 また、「主任級職選考のあり方」について、申し込み率が低迷していることに対



 7

して、職種ごとに主任級職として求められる知識・能力を分析・検証し、制度の更

なる見直しを進めるとしています。ここにも当局が個別管理を強化して、チームで

協力・協働して業務を執行する公務労働に、職責に応じた処遇を無理矢理導入し、

職員間の信頼と協働、援助と連帯を壊してきた人事管理の矛盾が現れています。 

 さらに、「管理職選考等のあり方」として、少数精鋭による組織運営が進められ、

組織の中核を担う管理職の役割は一層重要であるとして、能力・業績主義に基づく

人事管理の一層の推進が求められるとして、競争性が低下している選考区分の見直

しなどの検討の必要性を指摘し、外部からの専門性の高い人材活用など制度の見直

しを検討するとしています。 

行き過ぎた「能力・業績主義」が管理職選考にも矛盾を来していることを真摯に

みつめ直し、公務労働にふさわしい管理職選考のあり方を、一般職員の立場からも

検討することが求められています。 

 国が定年年齢の延長を検討することとなって注目されている「高齢職員の活用」

については、具体的な意見はなく、現行の再任用制度の運用状況を踏まえつつ、国

や他団体、民間の動向を注視しながら研究を進めるとしています。 

再任用職員の活用については、本人の適性や職歴を考慮し、能力発揮に適した職

場への配置、次世代への知識・技術の継承の重要性を指摘しています。 

２ 職員の勤務環境の整備 

1) 超過勤務の縮減 

 労働基準法の改正趣旨を踏まえ、都においても来年度から、月60時間を超える超

過勤務に係る超過勤務手当の支給割合の引き上げを行うとともに、長時間労働を行

う職員に対し休養を与える仕組みについても検討する必要性を指摘しています。同

時に、超過勤務の縮減を強力に進める努力の必要性を強調していますが、「効率的

な業務管理」「行政コスト」からの視点にとどまり、職員の健康問題、人間らしい

生活の確保、業務量の限界を超えた実態など、本質的な縮減に向けた視点に欠ける

ものとなっています。超過勤務の縮減は、行き過ぎた定数削減が物理的にもたらし

ていることを避けては解決しません。 

2) 仕事と子育ての両立支援 

 育児休業等について、関係法令の改正動向を注視し、仕事と子育ての両立支援を

一層推進するため、国の改正内容を踏まえて検討を進める事が必要であると指摘し

ています。また、「東京都職員次世代育成支援プラン」の「後期行動計画」とあわ

せ、職員の仕事と子育ての両立を積極的に支援する実効ある取組の必要性を強調し

ています。 

 都労連は、改めて福祉関連要求の実現に努力するものです。 
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3) 職員の健康保持 

 職場におけるメンタルヘルス対策を継続的かつ計画的に行っていくことの重要

性を指摘し、「パワー・ハラスメント」問題について、職員の心の健康保持の観点

から認識を深めることが大切として、そのための研究や検討を進めることの必要性

を強調しています。 

 「パワー・ハラスメント」については、都労連がメンタルヘルス対策として重要

な課題であると指摘してきましたが、人事委員会として初めてこの問題を取り上げ

ました。 

 いずれにしても、メンタルヘルス対策は、使用者の責任だけでは解決できない課

題であり、都労連は労働組合として協力する立場で、職場全体で取り組む課題であ

ることを要求しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

３．教員の人事・給与制度をめぐる課題と要求 

(1) 任期付き助教の８年雇い止め制度の撤廃 

 助教の任期は現在、5 年プラス 3 年と限定されています（都からの引き継ぎの場

合は、5 年任期更新２回まで）。したがって、明年いっぱいで、2005 年、2006 年採

用の助教の 初の任期が終わり、残り任期 3 年で雇い止めという状況になります。

さらに、その後も毎年多数の助教が意識を次の職場探しにおいたまま働かなければ

ならないという立場におかれます。「全員任期制」の 大の被害者がこれらの助教

層なのです。さらに、将来のスタッフとして構想している部局、学科、コースにと

っても大きな打撃です。 

 任期制押しつけを行なった東京都担当者が「優秀なら全員教授でもいい」と放言

しましたが、現実には職位のポスト管理が行なわれており、「優秀でも去らねばな

らい」のです。 

 来春には、再任判定が確定します。一昨年、昨年の組合交渉を経て、原則再任が

達成される見込みですが、もっとも基本的な、この８年雇い止めの撤廃、あるいは

抜本的な改善がなされなければ、本学の将来を担う若手教員の確保は望めません。 

 組合や教員組織からの粘り強い要求、要請の結果、現在、法人の「人事制度等検

討委員会」で若手教員の育成・サポートに関する方策の検討が始まっています。組

合は中長期的な方策は「任期制の撤廃」を行なうべきであるという立場ですが、助

教に残された時間は切迫しています。 

この課題は、大学と法人の教員雇用方針の根幹に関わる問題ですが、多くの若手
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教員が他大学、あるいは他研究機関に去ってしまわないうちに、落ち着いて教育・

研究に打ち込めるために、次のような制度改善を要求します。 

① 助教の８年雇い止め制度の撤廃に向けた検討を開始すること 

② 少なくとも、当面、「助教型」の任期制を准教授と同様の「ステップアップ

型」にすること 

 

(2) 任期なし教員の2011年度以降昇給停止措置撤廃と差別賃金の改善 

 試行を含めて３年間行なわれた年度評価結果をみても、多くの部局運営や学内委

員会等で任期なし教員がリーダーシップを取っているという事実をみても、「活性

化のためには不可欠」という任期制の根拠は崩壊しています。実際、すでに当局は、

任期の有無による働き方の差がないことを公式に認めています。 

にもかかわらず、都からの引き継ぎ教員で、法律にも明記されている「本人同意

の権利」を行使して任期制を選択しなかった教員に対しては、懲罰的に、現在、職

務基礎額の昇給がない上、基本給の昇給も 2011 年度以降はなくなってしまいます。

つまり、それ以降は一切の昇給がなくなってしまうのです。 

すでに、任期の有無による昇給格差は職務基礎額８号給となっています。このま

ま行けば、第２期中期計画の始まる 2011 年４月には 10 号給の差となり、年間で十

数万～三十数万の格差を生みます。これに再任時昇給の差が加わるのです。このよ

うに異常な給与制度は、任期付き助教の 8 年雇い止め以上に、優秀で意欲的な教員

を大学から去らせてしまいます。 

 地方独立法人法第 51 条において、「（法人）職員の給与は、その職務の内容と責

任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければな

らない」とされており、上述の実態を考えれば、現行給与制度は明らかに違法です。 

この問題は教員の雇用労働条件の、もっとも緊急かつ 重要問題として、今期必

ず決着を付けなければならない課題です。 

組合は、現行任期制の下であっても、少なくとも「再任時昇給」を除く昇給制度

は任期の有無にかかわらず同一とすることを要求します。 

 

(3) 第２期中期目標・計画を見すえた、教員の人事・給与制度の抜本的改善 

① テニュアトラック導入、ポスト管理の見直し等、教員人事制度の抜本的改善 

「テニュア・トラック」導入については2006年秋闘時以来、引き続き協議

事項であることが確認されています。組合は、この措置は任期制の全般的見

直しに先行して実現可能な制度だと考えています。また、任期付き教員が意

欲と目標をもって働けるよう、そして競争的資金獲得等で異常に多忙となっ
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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。 

② 「年俸制」の抜本的見直しと住居・扶養手当分の復活、カット分の回復 

すでに、６月の「業績給 0.2 ヶ月（？）凍結」で、教員の「年俸」の意味

が混乱してきています。「昨年度の勤務業績によって決定される給与」が、な

ぜ年度途中で変更されるのか、なぜ東京都職員の給与と連動するのか、なぜ

同一の職務を行なっている教員同士で職務基礎額に差があるのか、等々、教

員の「年俸制」は形式と実態との矛盾が大きくなっています。 

東京都の人事委員会勧告を受けて、公務員ではない教員にも「期末手当カ

ット」「ベースダウン」の提示がなされようとしています。しかしながら、都

職員には支給されている扶養手当、住居手当はカットあるいは支給しないま

まで、正体不明の「年俸ダウン」に応じることはできません。 

もともと、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持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。 

教員年俸のカットをしないこと、および、これまでも一貫して要求してき

た扶養手当、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あ

らためて要求します。 

③ 任期評価、再任判定基準の原則の徹底と年度評価の業績給反映のあり方を再

検討すること 

今年度に、任期評価、再任判定基準の具体的な検討が各部局ごとに行なわ

れます。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なうことを求めます。

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。 

同時に年度評価については、昨年の秋季闘争において、年度評価Ｃの場合

の成績率が－15％から－5％に縮減することが合意されましたが、本格実施さ

れた 初の時期に、すぐにＣ評価をめぐって苦情申し出がなされる、という

事態も起こっています。再任判定に影響を及ぼす年度評価はもう一度、総括

を徹底し、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。 
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４．大学で働く職員の待遇改善・職務改善 
登用選考の実施を求めます 

 例年は、一般公募と同時に実施されてきた正規職員への登用選考は、本年度はそ

の要項すら明らかにされていません。昨年、当局が発表した「人材育成プログラム」

では、常勤契約職員から正規職員への登用選考は６月から８月に実施することにな

っています。 

 常勤契約職員の一般公募や内部登用選考はこれからですが、この４月の非常勤契

約職員の採用にあたっては、７倍を超える応募者がありました。募集要項に「内部

登用制度」があることが書かれていたという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２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２１１名から９５名に削減する解消計画を

持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、今年度、正規職員への応募資格のある司書や今年度から実施予定の司書、

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。 

 

常勤契約職員から正規職員への登用選考を実施 

すべての職種で非常勤契約職員から常勤契約職員への登用選考が可能に 

 組合は固有職員との懇談会などを通して、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。 

(3)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。 

(4)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。 

常勤契約職員から正規職員への登用選考で、合格者が半数に満たなかったこと
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は当該職員ばかりか、管理職、係長からも怒りと驚きの声が組合に寄せられてい

ます。 

 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十分で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。 

 

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、職種と

学修カウンセラー、就職カウンセラー、産学公連携コーディネーターなどの職との

関連などは曖昧で、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 協定の特例を越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、2009 年 5 月 19 日に「2009 年度賃金労働条件に関する要求書」を、2009

年 7 月 31 日に「2010 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きました。 

 

これまでの到達点 

「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現在勤務している事務、司書、看護師、技術の非常勤固有

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
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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。司

書、看護師、技術については、今年度、必ず実施するよう、強く要求します。 

 一昨年、昨年の組合の取組ではアルバイト賃金の改善も要求し、２年間で770円

から 850円に時給を改善させました。 

 

組合は、都派遣職員との格差解消を求め、要求します。特に、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 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 アルバイト賃金を時給換算で 30 円以上引き上げること。 

⑩ 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。 

⑪ 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。 

⑫ 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。 

⑬ 2009 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。 
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⑭ 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。 

⑮ 職務に必要な研修を時間内に行うこと。 

⑯ 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。 

⑰ 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。 

⑱ 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 

 

都派遣職員に関する要求 

 法人化後５年となり、「公益法人等への派遣法」の定めにより、順次、都派遣職

員は派遣期限を迎えます。大学が局相当であった時代から勤務する職員も徐々に減

少していますが、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。ここ数年で定年を迎える職員の多くは、「大学

に残れるのであれば、引き続き働きたい」という希望を組合に寄せています。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、再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、希望書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。 

 

勤務時間に関する要求 

 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

勤務時間の短縮の早期実施を要求します。 

 

 

 


