
任期なし教員の賃金差別解消は来年度の最重要課題に 

法人当局との 08 賃金確定交渉妥結 

ストライキ体制を解除 
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 組合は 11 月 25 日午後２時から法人当局と団体交渉を行い、08 賃金・労働条件交渉について妥結し、

26 日午後の中央委員会で妥結事項を承認し、批准しました。これに伴って、ストライキ体制を解除する

こととしました。 
 任期なし教員に対する賃金差別解消については、当局に「任期制に同意していない教員におかれまし

ても、任期制教員と同様に日々職務に取り組んでおられることは十分認識しています」という認識を表

明させましたが、来年度に向け引き続き交渉を行うことになりました。 
 
教員の定年を６５歳に 
 教員の賃金・労働条件では、①教員の定年を段階的に６５歳に延長する、②大学院入試手当を創設し

今年度から支給する、③2009 年度の業績給の成績率を 上位 15％、上位 5％、 下位マイナス 5％とす

る、④職務基礎額を改訂し、若年層の助教については増額し、高年齢層の教授については減額する「昇

給カーブのフラット化」を実施するなどの回答を得ました。 
 
司書、看護師、技術職員も内部登用選考を実施 
アルバイト賃金も改善 
 法人固有職員の賃金・労働条件では、①非常勤契約職員の常勤契約職員への内部登用選考を司書、看

護師、技術職員についても 2009 年度から実施し、一般事務については今年度から実施する、②アルバ

イト賃金の時給単価を区分ごとに 20 円～5 円引き上げる、③常勤職員（正規職員・常勤契約職員）の賞

与に成績率を導入し、業績評価の結果を昇給に反映させる、④常勤職員の業績評価結果の本人開示と苦

情処理制度を実施する、⑤都労連と東京都当局の交渉で妥結した福祉関連事項を法人でも実施するとい

う回答を得ました。 
勤務時間短縮は都に遅れることなく 
 勤務時間短縮について、当局は「勤務時間に関する要求につきましては、今後都の動向を十分見極め

ながら、検討してまいります。」と回答しました。これに対して組合は、「東京都の実施に遅れることな

く、試行が行われる場合も想定して準備を行うよう」重ねて申し入れました。 
 

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

[総務部長発言] 

それでは私から申し上げます。 

これまでの間、首都大労組の皆さんから各種要求を承り、また、私どもからも検討状況をお示ししな

がら、専門委員会交渉で精力的に議論を重ねてまいりました。前回の団体交渉の場でも申し上げたよう

に、金融危機や株価下落による企業収益の落ち込みや個人消費の冷え込み等、昨今の経済情勢、都人事

委員会のマイナス勧告等、法人を取り巻く環境は急激に厳しさを増しております。 

本日は、これまでの交渉の経過及び皆さんからのご意見や要請を踏まえ、私どもとして、ギリギリの

判断をし、別紙のとおり最終案として取りまとめましたので、提案いたします。 

詳細については資料をご覧いただき、この場では提案内容の概要等について申し上げます。 

 

はじめに、教員人事制度に関する事項について申し上げます。 



まず第一に、教員の定年の引き上げを行います。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正によ

り、65 歳までの雇用の確保が義務付けられたことも踏まえ、優秀な高年齢の教員を確保し、知識・経

験及び能力をさらに発揮できる仕組みとして、教員の定年を 65 歳に引き上げます。実施時期について

は、年金支給開始年齢の引き上げに合わせて、平成 25 年度までに段階的に実施いたします。 

第二に、「いわゆる昇給カーブ」の見直しを行います。勤務条件を取り巻く諸状況や定年の引き上げを

踏まえ、優秀な教員を確保し、教員一人ひとりの意欲と能力をより一層引き出せる給与構造の構築に、

着実に取り組んでいく必要があると考えております。具体的には、より一層職務・職責に応じた年俸制

を構築するために、「いわゆる昇給カーブ」について、昨年度に引き続き若年層の立ち上げを進めるとと

もに、高年齢層のフラット化を行っていきます。平成 21 年度は、職務基礎額について改定いたします。 

第三に、大学院入試手当の導入についてです。大学院入学者選抜業務は、学部における一般選抜業務

と同様、大学運営において重要な位置を占めるものと認識しております。また、近年大学院入試の内容

が多様化し、当該業務従事者には大きな責任と業務負担が一層求められていることから、職務実績手当

として大学院入試手当を措置します。実施時期については、当初案を修正し、平成 20 年度から適用い

たします。 

第四に、業績給の成績率についてです。教員の意欲と努力に応じて職務・職責、業績を年俸に的確に

反映するため、平成 21 年度に適用する成績率については、標準に対して最上位 15％加算、上位５％

加算及び下位についてはマイナス 5％といたします。 

なお、今後教員評価制度の仕組みやその運用において、より一層、公正性・公平性が高まるよう、必

要な工夫に努めてまいりたいと考えております。 

 

続きまして、法人職員人事制度に関する事項について申し上げます。 

言うまでもなく、大学間の競争は年々激しくなってきております。この淘汰の時代を生き抜くために

は、教職員が車の両輪となり、互いに協力し合い、新たな困難課題にも戦略的に、かつ効果的に取り組

んでいかなければなりません。そのためには、高い専門性と経営的視点を持ったプロ人材の育成こそが、

喫緊の課題であると認識しております。こうした観点から、法人が求める人材像を示すとともに、採用、

研修、任用、人事考課、給与制度等を有機的に連携させた体系的な職員育成プログラムである「人材育

成プログラム（仮称）」を、今年度中に策定いたします。本日ご提案させていただく以下の事項につきま

しても、人材育成の視点から実施するものです。なお、「人材育成プログラム（仮称）」の具体的検討に

あたっては、例えば、職員からアンケート調査等の手法により意見を聴取するなど、工夫してまいりま

す。 

第一に、内部登用制度についてです。平成 18 年度以前に採用された事務の非常勤契約職員につきま

しては、時限的に内部登用選考を実施してまいりました。今回、引き続き優秀な人材の確保と、職員の

キャリア形成に資するため、非常勤契約職員のうち、選考年度の前年度までに採用された事務、司書、

看護師及び技術職員を対象に、制度を整備します。実施時期は平成 21 年度からといたしますが、平成

19 年度採用の事務の職員については、採用年度による不公平が生じないよう今年度から実施いたしま

す。 

第二に、常勤職員、いわゆる正規職員、常勤契約職員の職務給の昇給幅にかかる付与率についてです。

常勤職員の勤務成績を職務給に適切に反映させるため、来年度から昇給幅で最上位の 6 号昇給を「10％

程度の者」、上位の 5 号昇給を「30％程度の職員から、最上位の職員を除いた者」に付与いたします。

実施時期は、平成 21 年４月１日といたします。 

第三に、常勤職員の賞与の成績率についてです。職務の評価に応じた支給とするため、職級ごとに増

減幅を設けるとともに、付与率を最上位で「10％程度の者」、上位で「40％程度の職員から、最上位の

職員を除いた者」といたします。平成 21 年６月期の賞与から適用いたします。 

第四に、常勤職員の業績評価制度について、評定の公正性・透明性・納得性を確保するため、評定結

果の本人開示制度及び苦情相談制度を整備し、今年度の業績評価から実施いたします。 



 

このほか、給与に関する取扱いに関し、設立団体である東京都の基準や地域別最低賃金の動向等を踏

まえ、臨時職員の賃金水準等を改定するとともに、介護休暇取得に係る昇給基準、子どもの看護休暇、

及び業績給又は賞与における在職期間からの除算制度について、それぞれ見直しを行います。 

 

次に、皆さんからいただいた要求事項に関して何点か申し上げます。 

はじめに、年末一時金につきましては、冒頭にも申し上げましたように、現下の諸情勢を勘案し、教

員の業績給については、現行どおり、標準の場合の年間支給割合を 4.5 月相当、半期では 2.25 月相当

とし、12 月 10 日に支給することといたします。 

都派遣職員は、現行の都の条例・規則どおり、期末手当 1.65 月分、勤勉手当 0.5 月分、合計 2.15

月分を支給いたします。常勤職員については、賞与として、2.25 月分を、非常勤契約職員のうち賞与

の支給対象となっている事務職員については、0.5 月分を支給いたします。支給日はいずれも 12 月 10

日といたします。 

次に、「任期無し教員の職務基礎額の定期昇給」に関する要求についてです。任期制に同意していない

教員に係る基本給の昇給については、平成 22 年度までで終了することとなっております。私どもとし

ましては、任期制は教員人事制度の根幹であり、任期制適用の促進を図っていきたいと考えております。

こうした中、昨年度は再任判定に伴う基本的な考え方を示したところですが、平成 17 年度の任期制に

係る意向確認以降、任期制へ移行する機会を設けていなかったことから、今後は任期制適用の申出に随

時対応できるようにしていきたいと考えております。 

なお、任期制に同意していない教員におかれましても、任期制教員と同様に日々職務に取り組んでお

られることは十分認識しています。今回、経過措置終了後の対応について、組合からも強い要求がある

ことから、今後検証を行った上で、必要に応じて協議をしてまいりたいと考えております。 

最後に、勤務時間に関する要求につきましては、今後都の動向を十分見極めながら、検討してまいり

ます。 

私からは以上です。 

 

[組合側発言] 

 まず、教員の賃金・雇用条件に関する事項です。 
 組合は本交渉期の重要課題として、①任期制並びに業績評価に関する現状の問題点を労使双方が共通

認識を持ち、その改善に向けての具体的な一歩を踏み出すこと、②専任教員の定年年齢を６５歳とする

こと、③教員の現行の賃金・諸手当に関して、これまでの協議・交渉を踏まえて一定の決着をつけるこ

と、とくに、事実として何らの差異がないにもかかわらず昇給差別を受けている任期なし教員の待遇改

善、を目指してきました。 
 これらに関して、当局の回答についての組合の見解は以下のとおりです。 
第一に、ご存じのとおり組合は「全員一律任期制」については、永続的な教育・研究を行う機関であ

る大学にはふさわしくない、と一貫して主張してきています。法人化後４年を経て、教員の新規採用に

おける競争力の低下、「テニュア」がないために国レベルの若手研究者支援プログラムに応募できない等

の問題が顕在化しています。何よりも本学が優秀な若手教員が腰を据えた教育・研究の目標を立てにく

い職場となっていることへの危機感、問題意識が、当局回答には希薄なことは非常に残念です。 
第二に、任期の有無による賃金差別の解消に関して、「任期制適用にかかる申し出」の腹案が示されま

したが、組合の要求は「差別をなくせ」というところにあり、そのような対応の前に、まず現状の改善

を行うべきであることを再度強調しておきます。 
第三に、定年年齢の６５歳延長に関しては、段階的実施時において、新規採用枠の削減がなされて大

学の将来的な発展を阻害することがないように定数管理の改善等の措置がなされることを要望したうえ

で、すっきりした形での延長提案について歓迎し、了解するものです。 



第四に、懸案である扶養手当、住居手当等のカット分の職務実績手当への振り替えに関しては、今年

度から大学院入試手当の支給を行うことを了解します。ただし、昨年度カット分については、来年度以

降の若手層を中心とした給与制度の引き続く改善の中で回復させられるものと了解しています。 
第五に、教員の年度評価と成績率に関しては、組合側の認識では今年度の数字は決して大きすぎるも

のではなく、現実に苦情申し立てが出ている実施方法等について、十分な検証がないままに、 大限の

差をつけることについては容認しがたいところです。しかし、C 評価のマイナス 15％を変更して、マイ

ナス 5％に縮減する、という提案については、組合の要求にこたえた重要な改善として評価します。し

たがって、今後も引き続き制度の検証と改善を行うこと、2010 年度以降の各段階の数字については改め

て労使協議を行うこと、の２点を前提とした上で当局提案を了承します。 
 以上、教員に関しては、任期の有無による差別賃金の解消、「全員任期制」の建前による弊害の改善等

について、今交渉期には、具体的な結論が出ていないことは極めて遺憾ですが、差し迫っている第２期

中期計画策定までに、いっそう具体的、建設的な協議・交渉を行うことを確認しておきたいと思います。 
 
次に、法人職員の勤務条件等に関する事項についてです。 
まず、今回示された法人職員の人材像―「人材育成プログラム」について見解を述べたいと思います。

法人がこうした形で法人職員の人材育成についての考え方を明らかにしたことは、法人内で議論をする

材料を示したという点で一定の評価をしています。また、「職員人事を取り巻く主な課題について」は、

その認識において組合の見解との共通点が多く見られます。課題の解決に向けて、組合の意見をも踏ま

えて取り組むことが必要です。組合はこれまでも、正規雇用職員と非常勤職員の職務上の区分を明確に

するよう求めてきましたし、基幹業務を非常勤職員に担わせることのないよう、正規雇用職員を増やし

てゆく必要があると主張してきました。また、常勤契約職員については、非常勤契約職員から正規職員

へのステップアップの過渡的雇用形態とすべきだとの意見を持っています。将来的には正規職員に整理

すべきだと考えます。 
業務実績報告書で 上位の評価を受けている図書情報センターは、その将来像も示されておらず、職

員が手探りで仕事を進めているのが現状です。人材育成と併せて、職場の将来像についても早急に明ら

かにすることを求めるものです。 
ワーキングプアという言葉に象徴される現在の雇用状況を変えてゆくために、組合はこれまでも、非

正規雇用職員を正規雇用とすることやアルバイト賃金の改善などを要求してきました。今回、来年度か

らではありますが、一般事務に加えて、司書、看護師、技術職員についても、非常勤契約職員の常勤契

約職員への登用選考を実施するという回答は一歩前進と受け止めています。 
しかしながら、非常勤契約職員である司書、看護師、技術職員の給料表の号給増設について今交渉期

で解決できなかったことは、まことに残念です。来年度には、頭打ちの問題が生じます。次回の交渉期

での解決をお願いします。 
常勤職員（正規職員、常勤契約職員）についての職務給の昇給にかかる付与率については、都派遣職

員との均衡を考慮して了解したいと思います。賞与の成績率については、東京都においては、係長級職

以上に導入されている制度であり、常勤職員の採用を始めて２年目の段階での導入は時期早尚の感は、

いなめませんし容認しがたい提案です。しかし、標準の成績の者の減額を前提としていない制度である

ことなどを考慮して了解したいと思います。実施に当たっては、目に見える成果をあげることが容易で

ない定型的業務を担当する職員の働きぶりなどもきちんと評価していただきたいと思います。また、苦

情処理が必要となるような問題が生じるようであれば、組合と協議をおこなうことなどを求めます。 
アルバイト賃金についても改善されましたが、組合は公務員の高卒初任給の時給相当額の１時間当た

り１０００円という水準に早期に近づけることを当面の目標にしています。近い将来、大学の職場から

時給１０００円以下の労働者をなくしたいと考えています。 
大学に働く委託業者の選定にあたっても、賃金水準はもとより、労働基準法をはじめとする諸法規を

遵守する業者であること、賃金については労働組合との交渉で決定する業者であること、仕事と家庭責



任を両立できる就業規則を有している業者を 低限の受注資格とすべきだと考えています。「官製ワーキ

ングプア」を許さないという組合の決意を表明しておきます。 
そのほか、東京都と都労連との交渉で妥結した福祉関連の事項についての提案についても了承します。

１日７時間４５分とする勤務時間の縮減についても、東京都の実施に遅れることのないよう、またいつ

でも試行実施に入れるよう、今から準備をお願いします。 
後に年末一時金についての回答についても、了承します。 

わたしからは、以上です。 
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