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2008 年秋年闘争方針 
２００８．１０．１６  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

***************************************************** 

１．2008 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

アメリカ発の金融危機が世界経済を脅かしています。金融機関が産業と経済の発

展のために資金を使うというその本来の役割から逸脱して投機に走る、いわゆる

「カジノ資本主義」のみじめな結末といえます。金融危機は、信用収縮によって、

実体経済に影響します。産業に資金が回らなくなれば、企業倒産、失業の激増など

の産業危機、ひいては国民生活の危機を引き起こします。この金融危機はアメリカ

が世界にモデルとして推し進めてきた市場原理主義、すなわち民営化、規制緩和の

末路です。現在、金融機関の行動にその本来の社会的責任と公的規制を求める国際

的な世論が高まっているのも当然のことです。 

このようなアメリカ経済の悪化は外需・輸出頼みの日本経済にも深刻な影響を与

えつつあります。小泉内閣以来の「構造改革」路線は強い産業、強い企業を強くす

れば、日本経済はよくなり、その恩恵はいずれ国民にもまわってくる、といって雇

用の破壊や社会保障の削減、増税を国民に強いるものでした。しかし、企業の好調

は家計に及ばず、輸出頼みの経済、格差と貧困、地域経済の衰退などを招いただけ

に終わってしまいました。 

政府の調査によっても生活苦を訴える国民が6年続けて増大し、6割近くに達し

ています。国民の所得は減り続けているのに、増税と投機マネーによる石油や穀物

の高騰、物価高、さらに年金、医療、介護などの負担増により国民の不安と苦しみ

は耐えがたいものになってきているのです。安倍、福田と二代続いた政権放棄の背

景には、このような国民の苦しみに眼を向けることなく「郵政選挙」での多数議席

にあぐらをかいて後期高齢者医療制度などの国民に痛みを強いる政治を強行しよ

うとした政府与党の政治的混迷、いきづまりがあります。この政治路線の転換をと

もなわない、単なる首相の首のすげ替えは、政府与党をけっして窮地から救い出せ

ません。 

貧困と格差をこれほどまでに深刻化させたおおもとにあるのは、雇用のルール破

壊と社会保障費の削減です。雇用法制の改悪により、この10年間に正規雇用が400
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万人減り、非正規雇用が600万人増えました。その結果、非正規は全労働者の3人

に 1 人、年収 200 万円に満たない人が 1000 万人を越えるにいたっています。公立

大学法人首都大学東京においても非正規雇用が約 6 割に達し、「官製ワーキングプ

ーア」では首都大は他に先んずる役割を果たしました。 

憲法問題では、麻生首相が集団的自衛権を公言していること、派兵恒久法案をめ

ぐる動きに注意が必要です。テロは軍事力や戦争ではなくせない、とはいまや世界

の常識になりつつあるにもかかわらず、自公政権はアメリカの圧力のもとで海外派

兵を繰り返し、古い軍事優先の枠組みから抜け出せないでいるのです。 

教育関係では、格差と貧困が広がる中で高校や大学の高学費が改めて問題になっ

ています。経済的理由での高校中退者がかつてなく増えています。日本の教育予算

の水準は OECD 諸国の中で 下位だという衝撃的なニュースが報じられました。日

本政府も加わっている国際人権規約では高校、大学の教育を段階的に無償化すると

いう、いわゆる無償化条項がありますが、日本はこれを留保しています。ちなみに

欧米のほとんどでは高校の学費は無償です。無駄な軍事費や公共事業費を削れば、

予算上は十分可能なのですが。 

石原都政はオリンピック招致をテコとした大型開発に巨費を注ぎこむ一方で国

の「構造改革」を先取りして福祉・医療の廃止や民営化を推し進めてきました。ま

た、新銀行東京への減資対策として540億円の補正予算を組むなど、撤退を求める

都民の声をよそに経営破たんした新銀行東京に相変わらず固執しています。築地市

場移転問題では、予定地(江東区豊洲)の高濃度汚染を故意に過小評価し、食の安全

と現地での再整備を求める都民の声を無視しています。さらに、先の都議会で都立

豊島病院の公社化、都立老人医療センター、老人総合研究所の独立行政法人化が決

まったことも見逃せません。 

 

２．２００８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─ 

都労連による秋期確定闘争は、本組合においては、直接には都派遣職員の労働条

件を決定するものですが、法人は教員・固有職員の多くについて都職員横引きとし

ています。たとえば、都労連の２００８年度重点要求である１日当たり１５分の勤

務時間短縮は、これが実現されれば、法人に働くすべての教職員に適用されること

になるでしょう。したがって組合は秋期確定闘争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。 
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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。 

この秋の闘いは以下のとおりですが、教員の給与問題も職員の正規雇用化、待遇

改善も今後の大学のあり方にとってきわめて重要な問題であり、先送りできない問

題です。 

３．都派遣職員の賃金・労働条件に関する課題

と要求 
 2008年度賃金・労働条件確定闘争 

 ８月 11 日に出された人事院勧告は、月例給と特別給の双方とも、公務と民間の

水準がほぼ均衡しているとして、改定は行わず、医師の給与についてのみ、勤務医

の確保を理由に初任給調整手当の引き上げを行いました。また、給与構造改革の一

環として導入された、地域手当に伴う俸給表水準の引き下げ分を原資として、平成

21 年度から本府省業務調整手当を新設するというものです。 

一昨年導入された新しい官民比較方式（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）は、公務員給与水準をより低きに導こうとするもので、民

間賃金の実勢を適切に反映する方式とはいえず、これに基づく今回の人事院勧告は

不当な勧告と言えます。 

政令市についてみると、9 月 29 日現在、勧告がすでに出た 13 市のうち、残念な

がら引き下げが 5 市、改定なし 8 市、一時金は全市で改定なし、となっており、た

いへん厳しい状況です。    

勤務時間については、人事院勧告は、民間企業の所定労働時間との均衡を図る観

点から、1 日あたり 7 時間 45 分、1 週間あたり 38 時間 45 分とすることを勧告しま

した。こうした時短の流れは、すでに時代の流れとなっており、全国の政令指定都

市 17 市のうち、すでに 7 時間 45 分となっているのが 10 市、今年の勧告でさらに

5 市(さいたま市、静岡市、堺市、広島市、北九州市)が勤務時間短縮の勧告を行っ

ています。 

 今年度の都人事委員会勧告（10 月 16 日予定）を控え、組合は都労連とともに数

度に及ぶ人事委員会要請行動を行ってきました。主な要求は以下の通りです。 

 

 (1)比較企業規模を 50 人以上とした官民比較方式にもとづく今回の人事院勧告に

追随せず、給与水準を引き上げること。官民比較方式の規模を 100 人以上に戻
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すこと。 
 (2)現業系職員の賃金水準引き下げを行わないこと。 

  (3)学校現場に新たな混乱をもたらす「主任教諭給与表」の導入を断念すること。 
  (4)労働時間を 7 時間 45 分に短縮すること。 

  
 賃金・職の差別化をもたらす仕組みの提案を行わせないために 

 2006 年の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針（骨太方針）」以来、都は、

現業系職員の賃金引き下げが必要であると主張を繰り返し、減額給与表の提案を行

う構えを見せています。職員団体の多くは、一般行政職員と技能労務職員が混在し

て形成されており、そこで技能労務職員の給与水準を引き下げることは、差別と格

差を職場に持ち込むことに他なりません。 

 また、都は、教育現場においては教員給与制度改革を行い、「主任教諭給料表」

の導入を行おうとしています。これは、「職務の困難度や責任の度合いに大きな違

いが生じているにもかかわらず、採用時の級のままで年功的・一律的に処遇される

仕組みに強い問題意識を持っている」と主張する都が、学校現場に「主任教諭」と

いう新たな格付けを設けようとするものです。これに対して、都労連は、一般教諭

が集団の中でそれぞれ役割分担を担い、協力し合って教育労働に従事してきている

実態を踏まえ、この制度を新たな差別化と混乱を教育現場にもたらすものとして導

入反対しています。 

 首都大への都派遣職員のほとんどが一般行政職員であり、「主任教諭給料表」の

導入も直接的には大きな影響はないとはいえ、都による、こうした差別的で賃金水

準低下をもたらす新たな制度の導入には反対して、都労連に連帯して阻止していく

ことが、長期的には首都大の職員給与制度の地盤固めに重要と考えます。したがっ

て、都労連と連帯して導入阻止の闘いを強めます。 

 
 労働時間短縮を求めるたたかい 

 労働時間を現行から 15 分短縮し、7 時間 45 分にすることは、今年の重要課題の

一つです。平成 18 年から始まった都人事委員会の所定労働時間に関する調査でも、

民間企業は平成 18 年 7 時間 38 分、平成 19 年 7 時間 40 分となっており、その差は

15 分以上となっています。 

これに加えて、昨年より、「休息時間の廃止」「休憩時間の見直し」が行われ、首

都大では昼休みが 45 分となり、ゆっくり食事ができないなど、職員の生活に大き

な影響が出ており、一日も早い時間短縮と休憩時間の見直しが求められています。 
首都大労組は、都労連はとともに人事委員会に対して労働時間短縮の要請をおこ
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なってきましたが、組合員の強い要求を力に今年こそは、「7 時間 45 分」の実現を

勝ちとります。 

 

４．教員の人事・給与制度をめぐる課題と要求 

 昨年の秋期年末闘争では、任期付き教員の再任審査基準の策定に関して「原則全

員再任」を 重要課題として位置づけ、基本的に達成できました。組合は一貫して、

「全員任期制」という雇用制度そのものに反対していますが、現に任期を付されて

いる教員が多数を占めている以上、その職が不当に剥奪されないことを優先させた

のです。 

 しかしながら、任期付き教員の処遇を改善すればするほど、現行の人事給与制度

での任期なしの教員の処遇の劣悪さが際だってきています。しかも、任期なし教員

の処遇改善の課題は先延ばしできない時間的リミットが迫っています。したがって、

今期、秋期年末闘争では任期なし教員の処遇の根本的改善要求を第一に掲げます。 

また、諸手当のカットや不支給によって、年収ベースでの他大学教員との賃金格

差は広がっており、その是正も必要です。2006 年度起算の任期付き教員の任期は

あと２年に迫っています。とくに、再任 1 回だけの助教の処遇をどうするのかは、

大学の今後を左右する緊急課題です。さらにまた、63 歳定年の延長も社会的要請

であるだけでなく、本学では教育研究体制の維持そのものに関わる課題になってい

ます。そして、今年初めて実施された「年度評価の業績給への反映」は検討を要す

る問題点を露呈しています。 

組合は、これらの課題とその他の緊急性のある要求と結合させて闘います。 

 

（１） 任期なし教員の給与格差の是正を求める 

 現行人事制度発足から３年が経過し、任期の有無による昇給格差はすでに職務基

礎額４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。 

 それに加え、任期付き教員は再任時に助教で 6 号、准教授以上で 10 号の「再任

時昇給」がありますから、ほぼこの数字の倍の格差となってしまいます。 

 この昇給格差を「再任されるかどうかのリスクに対する報酬」という見解は、す

でに法人自身が現行任期制発足時から「再任を前提としたステップアップ型」と明

言しているので理由付けとしては成立しません。 

何よりも、試行も含めて２年行われた「年度評価」で、事実として、任期の有無

による職務遂行に差がないことは明らかです。また、事実として、任期の有無によ
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る職務負担の差もありません。職責も実績も差がない教員の給与制度、昇給制度は

同一とするのが当然です。 

 これに加え、緊急に是正させなければならない問題点は、現在の教員給与規則で

は、任期なし教員の唯一の昇給分、基本給の 1 号昇給すらも 2010 年度で停止され

てしまうことです。 

 つまり、2011 年度に、任期なし教員は、「同じ職務を果たし、同じ義務を負い、

同じように評価されながら」任期付き教員より職務基礎額で20号（ないし16号）

低い給与となり、それ以降は一切の昇給がない、という状態にされてしまうのです。

果たしてそのような状況下で働き続けられるでしょうか。 

 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。 

 この不当な昇給制度の是正を求めることは、あまりにも当然の要求ですが、これ

までの３年を超える交渉でも、実現できていません。本法人が掲げる「全員任期制」

と衝突する要求だからです。 

 しかし、なんとしても 2010 年度末までの実現をめざして、 終的には来年度の

決着をも覚悟しつつ、今から協議、交渉を開始しなければならない課題です。 

［要求事項］ 

① 任期なし教員の昇給を任期付き教員と同一にすること。 

② 2011 年度以降の給与制度について直ちに組合との協議、交渉にはいること。 

 

（２） 教員の年収を東京地区の国立大学と同程度にアップさせる 

 国立大学法人では法の規程により、この７月に教職員の賃金の現状について公表

しています。教員については職位（教授、准教授、講師、助教、助手）ごとに、人

数、平均、分布などが示されています。大学ごとに多少の差はありますがおおむね

職位ごと平均賃金は共通しているようです（もちろん、扶養手当等は含まれていま

せん）。一方、本学は、地独法に規程がないからということで、教職員の賃金の現

状について公表していません。 

 ただし、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おり、法人化直後にはさほどの差はなかったはずで

す。 

 しかしながら、現行給与制度発足から３年を経て、任期の有無による不均等な昇

給状況、多数の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

ること、そして、何よりも、扶養、住居、単身赴任手当が付かない、あるいはカッ
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トされていることにより、本学の教員の年収は、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。 

 経営が苦しく、人件費削減を検討せざるをえなくなっている国立大学法人にたい

して、本法人は人件費は余裕があるとしているのですから、少なくとも年収ベース

で東京地区の国立大学と同等にするよう求めていく必要があります。 

［要求事項］ 

① 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、当面の措

置として、削減額に相当する給与増額措置をとること。 

② とくに諸手当カット、廃止で国立大学との差が大きくなっている若手、中堅教

員層の年収を改善する方策を講じること。 

③ 本学の教員の職位ごとの平均年収、分布等を国立大学法人と同程度に公表せよ。 

 

（３） テニュアトラックの導入に向けた具体的検討を開始させる 

 文科省は大学教員の団塊世代の大量退職に備え、また、若手教員の流動性が過剰

になり、不安定雇用に危機意識を持ち始め、科学技術振興調整費を使って、「若手

研究者が自立して研究できる環境の整備を促進するため、世界的研究拠点を目指す

研究機関において、テニュア・トラック制に基づき、若手研究者に競争的環境の中

で自立性と活躍の機会を与える仕組みの導入を図る」（若手研究者の自立的研究環

境整備促進）ことを各大学に促し始めています。テニュア・トラックとは、一定期

間（３年ないし５年）後の審査をパスすれば、テニュアの資格を得て、長期的な教

育研究スタッフとして採用される制度です。文科省自身が推進した任期制が若手研

究者自身だけでなく、研究組織としての大学の基盤を切り崩してきている事態への

対応策で、より根本的な若手研究者の待遇改善が不可欠ではあるとはいえ、一定の

評価が与えられる方策です。 

 しかるに、本学では、「国が研究費も人件費も出してくれる」この制度に応募す

らできません。テニュア・トラック制度が存在しないからです。 

 他大学がテニュア・トラックを拡充していくことが必至となるこれから、若手の

優秀な教員を新規採用する上で、少なくとも各部局に特例的なテニュア・トラック

制度を設ける必要は切実です。 

［要求事項］ 

① 首都大、産技大にテニュア・トラックの導入に向けた検討を直ちに開始するこ

と。 

② テニュア・トラックには現在、助教の職にある教員が応募可能とすること。 
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（４） 専任教員の定年を６５歳に引き上げさせる 

 年金制度との整合性を図るために、民間企業も国公私立大学でも６５歳に満たな

い定年制を採用している職場では、６５歳まで働き続けられる制度の導入が義務と

なってきています。本法人でも、何らかの方策が求められており、組合は一昨年か

ら「専任教員の６５歳定年制」を要求してきました。教員の年齢構成のあるべき姿、

必要な人件費の見積もりなど、直ちに具体的な検討を開始しなければならない時期

になっています。 

 同時に、組合は法人固有職員の定年も６５歳にそろえるべきであると主張します。 

［要求事項］ 

① 法人の専任教員の定年を６５歳に引き上げること。 

② 少なくとも、直ちに検討を開始し、方策の具体像について組合と協議、交渉を

行うこと。 

 

（５） 年度評価の業績給反映のあり方の再検討を求める 

 今年度から教員の「年度評価」を業績給に反映させることが始まっています。 

 組合は、年度評価とそれに基づく業績給の相対的傾斜支給は、東京都と法人が発

足時に問答無用で決めた、教員の競争的人事管理法の問題として、「評価の正当性、

公平性が確保され、傾斜支給の方法や額が、全学で合意され、納得が得られない限

り、反対」の立場をとっています。とくに今年度は、今問題となっている不平等給

与制度が未解決に放置されたままなのですから、法人はその解決を先行させるべき

だったのです 

 したがって、組合は「もらえるものはもらっておくべきだ」という観点をとらず、

法人提案の、 上位15％、上位5％の上乗せ支給を交渉で、８％、３％に圧縮させ

ると同時に、単に数字の問題だけでなく「年度評価とそれに基づく業績給の相対的

傾斜支給」のあり方、また、年俸制との関連も、継続協議事項とさせました。 

 また、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、という事態も起こりました。 

 春闘で確認された継続協議を行うとともに、法人当局に本格実施の詳細な点検と

総括を求め、とくに不利益な判定が不当になされないような是正措置を求める必要

があります。 

［要求事項］ 

① 「年度評価の業績給への反映」のあり方について、再度協議、交渉を行うこと 

② 昨年度の「年度評価」がその趣旨、実施要領どおり行われたか、改善すべき点

はないか、のチェックを行うこと 
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③ 当面、「Ｃ評価」を業績給に反映させる成績率「－15％」を「－15％以内」に

あらためること。 

 

 

 

５．大学で働く職員の待遇改善・職務改善 
基幹業務は正規雇用職員で 

法人職員制度の将来像を示せ 

 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

ったために起ったものです。 

 組合は、これまでも 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」、2008年８月４日に「2009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
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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

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。 

 昨年は、アルバイト賃金の改善にも取り組み、770円から 790円に時給を改善さ

せました。 

 

常勤契約職員制度がスタートし、正規職員が採用されました 

 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。 

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 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。 
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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、登用選考を行うこと。 

⑬ 2007 年、2008年採用の非常勤契約職員の常勤契約職員への登用選考を行う

こと。 

⑭ 2008 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。 

⑮ 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。 

⑯ 職務に必要な研修を時間内に行うこと。 

⑰ 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。 

⑱ 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。 

⑲ 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 

 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、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。 

 

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

勤務時間の短縮を要求します。既に７つの政令指定都市で１日の勤務時間が７時間
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45 分となっており、残る政令指定都市でも今年の人事委員会勧告で、浜松市を除

き 15 分の勤務時間短縮を勧告、意見で改善を求めています。国の人事院勧告でも

時短を勧告しています。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、早期

の改善を要求します。 
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