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Ⅰ．私たちをめぐる情勢 
【国内】世界同時不況がますます深刻になるなかで、とりわけ日本経済の落ち込

みの激しさが際立っています。昨年 10－12 月期の GDP 実質成長率は年率でマイ

ナス 12.7%となり、同時期のアメリカのマイナス 3.8%、ヨーロッパの 5.７％を

大きく上回り、今後さらにこの数字が伸びると予想されるところから戦後 大の
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不景気といわれています。日本の落ち込みが震源地のアメリカよりも激しい原因

に輸出依存の異常な経済構造があります。たとえばトヨタは販売台数の 3 分の 1

が北米で、日本での販売台数の 1.3 倍です。 

さらに、内需の弱さが落ち込みに拍車をかけました。この間、個人消費も急減し

ていますが、それは所得が減少しているためで、その背後に雇用の改悪がありま

す。 

 自公政府は労働法制を相次いで規制緩和し、不安定で低賃金の非正規雇用を蔓

延させてきました。このことが今年 3 月までに 40 万人に上るとされる、「派遣切

り」など雇用調整を容易にさせたのです。ですが、景気の悪化を受け、企業が「雇

用調整」に走っていることが個人消費を冷やし、企業収益にはねかえり、自らの

首を絞める結果を招いています。 

 いま必要なのは、外需から内需への経済の転換であり、雇用を守り、非正規社

員の正社員化をはかり、大幅な賃上げをかちとることです。そのためには輸出大

企業がためこんでいる膨大な内部留保のほんの一部を使うだけで済みます。また、

二度と派遣切りをおこさないための労働者派遣法の抜本改正も必要です。さらに

社会保障の充実や中小企業の経営を支えることも内需拡大に資するものです。 

 ところが政府の 2009 年度予算には、選挙目当てのばらまき「定額給付金」と

一時的な雇用対策があるのみで、大企業による首切りと経済の悪化を食いとめ、

くらしと内需の回復に役立つ方策はみられません。麻生内閣は周知のように支持

率１割台に落ち込み、自民党内にも「麻生首相では選挙を戦えない」の声が充満

しています。安倍、福田と政権が短命に終わり、麻生内閣も短期間に信頼を失っ

ているのは、今日の危機を生み出した構造改革路線にあくまで固執する自民党政

治そのものが窮地に陥っている証明といえます。 

【東京都】東京都が先に発表した 2009 年度予算案や都議会での石原都知事の施

政方針からうかがわれる限り、都税収入の大幅な減収にもかかわらず、都は 16

年オリンピック招致をてこにした 3 環状道路など大型開発を 優先とし、大企業

のためのインフラ整備に巨額の財源をつぎ込む方針をむしろ強めています。五輪

招致にかんしては 2006 年度から毎年 1 千億円積み立てている準備基金を 2009

年度も計上、招致への支持率が立候補 4 都市中 低のなかで 10 月の開催地決定

に向けててこ入れのために関連経費のバラマキに走っています。 

 移転用地に新たな汚染物質の存在が判明した築地市場の豊洲移転問題では、市

場関係者や消費者団体、有識者や都民の反対が広がっているにもかかわらず強引

に計画を推進し、09 年度は汚染調査費を 16 億円つけました。また、巨額の損失

を出した新銀行東京について今後も経営を支援する方針で、都知事の責任は一切
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不問に付しています。 

 一方、福祉・医療関係では、都立病院の廃止や民間的経営手法の導入、老人医

療センターの独法化、障害者施設の民営化などがすすめられ、この結果、福祉・

医療関係の職員削減数は知事部局全体のそれの 8 割以上に及びます。また都営住

宅では各地の募集に都民が殺到する状況にもかかわらず 10 年連続で新規建設は

ゼロ、すでに全国の自治体で実施されている 30 人学級などの小人数学級も拒否

し、大企業には熱く、都民には冷たい石原都政の姿勢に都民の怒りがおさまりま

せん。 

【大学】麻生内閣の教育再生懇談会が第３次報告を発表しました(2 月 9 日)。そ

こには政府・財界の「高等教育戦略」が示されていますが、その内容は「大学の

危機」に便乗した「競争と淘汰」による大学支配の継続であり、大学版構造改革

路線のよりいっそうの推進にほかなりません。そもそも今日の大学の危機の元凶

は、国公立大運営費交付金や私立大一般補助などの基盤的経費を連続して削減し、

他方で競争的資金の獲得に向けて各大学を競わせてきた政府の構造改革路線その

ものにあります。このなかで大学の教育研究基盤が劣化し、大学間格差の拡大、

地方大学や教育系大学の疲弊はきわめて深刻化しています。報告はこのような危

機を逆手にとって、基盤的経費の配分さらには私大への国庫補助にまで評価によ

って格差をつける競争的資金化を導入しようとしています。評価によって取りく

み不十分とされた大学には公費を投入しないとも述べています。また学生への給

付型奨学金や授業料減免の拡大についても優秀な学生に限定するなど選別を助長

するものとなっています。こうした競争と選別の方向でなく、運営費交付金や私

大補助の削減をやめ、その大幅増額によって経営と研究教育基盤の充実を図るこ

とこそ危機打開の道にほかなりません。 

【学内】「首都大学東京の将来像( 終報告)」(2008 年 9 月)が「次期中期計画(2011

年度から 2017 年度)の策定を念頭に置き、10 年後を展望した大学の将来像を自ら

描いて対外的に明らかにする」目的で法人により発表されました。報告には組合

から見て看過できない問題点がありますのでその点を指摘しておきます。 

 組合は新大学以後、導入された教職員の不安定な雇用制度の非を再三、指摘し

てきました。すなわち、教員の大量流出を招き、優秀な教員の確保を困難にして

いる教員任期制と離職者が跡を絶たない職員の非正規雇用制度が、大学の持続可

能性の 大の障害となっているのです。しかし、報告はこの現実に眼をつぶり、

ひたすら既定の路線をつきすすもうとしています。いわく、10 年後には「教員人

事制度については、他大学に先駆けて導入した『任期制』『年俸制』『教員評価』

『柔軟な勤務体系』を 4 つの柱とするトータルシステムが完全に定着し┉」(p.6)
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と。報告がいうように 10 年後の首都大学が「世界の Top University の一群を形

成する大学」として「世界水準の研究」を行い、「国際的レベルで教育・研究活動

が評価され」ることをめざすのであれば、なおのこと優秀な研究者の確保が必須

の課題になってきます。法人が固執する人事給与制度と「将来像」との亀裂は、

時が立つにつれて深まらざるを得ないのではないでしょうか。 

 

Ⅱ．法人及び大学の改革と民主化 
 法人化後４年を経過して、2009 年度はさまざまな点で、法人と大学の今

後が決定づけられる年となります。 

第一に、第一期の中期計画、中期目標にたいする業務実績報告が作成さ

れます。そこに、この間露呈してきた法人化に伴う問題点や矛盾にたいす

る真摯な反省がなされなければなりません。 

第二に、多数の任期付き教員の 初の任期評価、再任判定の基準、方法

等が年度当初にも確定します。組合と当局の間で数年にわたって協議、交

渉してきた合意事項が正しく反映されるよう監視と働きかけを強めなけれ

ばなりません。 

第三に、首都大学学長と各部局長等が交代し、首都大学の教学面が新し

い執行体制となります。この執行体制は第二期中期計画等の策定と実行を

担うものです。これまでの組織上の不合理や欠陥を是正し、教職員が希望

をもち、長期的な視野に立った教育と研究の計画が作られるよう働きかけ

を行なう必要があります。 

 

１．教員の任期評価、再任判定の確定期にあたって 

 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おり、その職が不当に剥奪されない

こと、また安定した教育がなされる必要性から、一昨年、昨年の秋季闘争の中

で、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。 

 現在、具体的な任期評価、再任基準の検討が「人事制度等検討委員会」で行な

われる段階になりましたが、わたし達組合の基本的要求は以下のとおりです。 

① 「再任に基本的考え方」が「大学教員としてふさわしい能力を有し、

意欲を持って職務に取り組んでいる者については、原則として再任さ

れます」であること、「再任基準」は「再任される基準は、任期評価
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を実施した結果、総合評価が４段階のＣでないこと」であるというこ

とを改めて強調しておきます。これらを各部局の教員組織が責任をも

って具体化するよう要請します。組合がとくに重視するのは、評価の

考え方や基準、手続き等に関して文字通り部局のすべての教員の間で

共通認識、理解が形成され、周知されるよう、主として管理職教員が

努力することです。 

② 任期問題で忘れてはならないのが、たとえ立派に再任を果たしても、

任期付き助教の任期はその後３年（プラス求職期間＝特例任期）だけ

だということです。現実の問題として、ポスト管理がなされている以

上、いくら努力し、成果を上げても昇格が果たせずに大学を去らなけ

ればならい事態が起こる可能性があるのです。組合は「任期評価」「再

任判定」の議論と並行して、優秀な若手教員の長期安定雇用に向けた

方策の検討を始めることを法人に要求します。また、大学の新執行部

がこの問題について積極的な姿勢をとるよう強く要請します。 

③ 任期評価、再任判定と一体の問題として、組合が重点的に取り組まね

ばならないのが、任期なし教員の処遇、とくに給与格差の是正の問題

です。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。これに加えて、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。昨年の秋季闘争で当局は、

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。したがっ

て、任期の付いていないことを理由とした、基本給と職務基礎額の差別支

給はなんの根拠もありません。組合はあらためて「再任時昇給」以外の給

与の同一化を求めます。 

④ 任期なし教員の処遇をめぐって、法人当局から、「任期付き」への労働契約

変更の申出窓口を開く提案が行なわれようとしています。しかしながらす

ぐわかるように、これは、差別給与制度を改善せず逆に利用して、本法人

の 大の問題点である「全教員任期制」の枠組みを維持、拡大するもので

す。この４年間の任期制が、本学の教育研究、社会的評価、労働環境・条

件に与えた影響を、法人当局が真摯に総括し、「だから全員任期制が優れて

いる」という論拠を示さない限り、私たち組合はこの提案には反対せざる

を得ません。少なくとも、「優れた教員が長期に腰を据えた教育、研究に取

り組む」ための措置および上記③の是正と一体のものとして提案されるべ
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きです。 

 

２．法人と各大学等の組織の改善 

 昨年末にきわめて不明朗な形で首都大学の次期学長が選考されました。選考会

議委員の指名や規則の制定なしに選考会議の内規だけで事実上密室裏で選考が終

わってしまい、わたし達が要望していた学内意向投票は行なわれませんでした。

そのようにしなければならなかった理由は未だに明らかではありません。わたし

達組合はこの選考過程に大きな不満を持っていますが、個別の事件、事態より、

それを生み出してしまう根底的な組織上の欠陥を懸念しています。それは、法律

上でも、本法人の定款上でも教学の 高決定機関である教育研究審議会が機能し

ていないことであり、また機能しうる構成になっていないということです。 

 この他にも、昨年の春闘要求で指摘したように、法人としての首都大学が運営

する大学では教授会等大学の意志決定組織の権限を剥奪し理事長に権限を集中す

るという旧大学管理本部の行った組織設計の結果、本来、自律した教育研究機関

として個々の大学等の所管となるべきものが法人組織のもとに直接おかれるなど、

様ざまな矛盾と問題が生じています。昨年、今春と少しずつ法人事務局の整備が

行われてきましたが、学生サポートセンター、オープンユニバーシティー、図書

情報センター等が有名無実の責任体制のままであること、法人と格大学の事務局

の組織と教学組織との対応が不整合などの問題が残されているなど、組織原理上

の重大な問題が未解決のままです。 

 昨年４月からは産業技術高等専門学校も法人のもとに加わり、法人は都立大・

科技大・保科大の残存部分を除いても、総合大学と大学院大学、高専と性格の異

なる教学部門を複数抱えた、非常に複雑な組織です。第１期中期計画終了を期し

た抜本的な組織改善、とくに各大学等の教学機能を十全に果たすための組織改善

が求められています。 

 

① 首都大学次期大学執行部が、任期制や中期計画等の 重要課題に関し

て全学の教職員に対して見解を公表し、オープンな議論を先導するこ

とを要望します。 

② 教育研究等に係わる意思決定を、個々の大学・高専の基礎的教職員組織を

もとに行えるよう、法人と大学等との間の組織整備を行うこと。とりわけ

学生サポートセンターなど学生の厚生・補導などについてそれぞれの教育

研究機関の責任で遂行する体制を整えることを要請します。 

③ 大学の安定的運営と機能強化のために、引き続き、法人固有職員の重心を
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正規職員にシフトしてゆくことおよび内部登用制度の拡大充実を求めま

す。 

④ 第１次中期業務報告作成、第３者評価、次期中期計画策定などが重な

り従来年にもまして業務量が増えることが予想されます。事務局業務

の見直しの過程で、常態化している長時間残業職場の一掃を要求しま

す。 

⑤ 法人内の各大学等の性格の違い、また各キャンパスの状況の違いが、

教職員の勤務条件を複雑化させている現状があります。通勤時間など

も考慮して、きめの細かい労働環境の整備を要求します。 

 

Ⅲ．雇用・賃金・労働条件 
１ 教員の賃金・労働条件 

(1) 任期評価、再任判定の部局ごとの検討をオープンに行なうこと 

 具体的な任期評価、再任判定基準の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。 

 

(2) 非任期教員に対する差別的給与制度を改めること 

法人は、非任期の教員が任期付教員と同等の職責を担い、同等の働きを

していることを認めている以上、直ちに同一の給与、同一の昇給基準に改

めなければなりません。今年度中の協議と決着を求めます。 

 

(3) 年度評価の業績給反映のあり方の再検討を求める 

 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。継続協議事項と

なっている、年度評価の業績給反映のあり方について、あらためて協議、交渉を

求めます。 

 

(4) 若手教員にたいする「テニュア」制度の導入 

 実質上、１年単位でしか教育、研究のプランが立てられない状態を改めること

は、今後の大学存続のための必須条件です。とくに、助教、とりわけ新任の助教
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は、准教授以上のポスト管理がなされている以上、年を追うごとに「次」をめざ

すための成果主義にならざるを得ません。任期評価、再任判定の検討と同時に導

入の検討を開始するよう求めます。 

 

(5) 教員新規採用に「任期なし」公募制度を作ること 

 例外のない「任期付」が教員の公募で大きな桎梏となっていることはこ

こ数年で明らかとなっています。優秀な教員の確保と同時に、安心して働

らける環境作りの一環として、組合も強く要求します。 

 

(6)今年度カットした扶養手当、住居手当を確実に清算すること 

 平成 17 年度末に支給されていた扶養手当、住居手当が 20 年度 40％カッ

トされました。その額は平均して、１人あたり 11 万 2 千円に上っています。

今年度から大学院入試手当が措置されましたが、このままではとうてい精

算されません。当局は諸手当を復活しないなら、さしあたり約束どおりカ

ット分を「職務の困難性に応じた手当」として支給するよう強く求めます。 

 

２ 大学にはたらく職員の要求 

 ０８賃金交渉にあたり、組合は法人職員の将来像を示すよう求めてきました。

11月に当局が示した法人職員の人材像―「人材育成プログラム」については、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、組合は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。団体交渉では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との意見表明を行っています。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。ま

た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い

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ています。 

 

[都派遣職員について] 

 昨年都労連は、東京都人事委員会勧告に対し、「史上 悪の勧告」と糾弾しまし

た。これは、地方公務員給与、とりわけ大都市の職員給与削減という国の方針や

都当局に追随した不当な政治的勧告を行ったことにあります。０９年度の勧告に
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ついての動きですが、世界的な経済危機、企業収益の悪化に伴う税収不足などを

口実に、一層の削減を図る動きがあり、都労連は早い段階から人事委員会に対し

て、要請行動を展開することにしています。 

 民間賃金の削減や公民比較方法を見直すことで公務員賃金を削減し、そのこと

がさらに民間賃金引き下げる、賃金削減スパイラルを断ち切ることが 大の課題

です。 

 また、再雇用制度が廃止されたことから、定年後の雇用保障については、再任

用制度だけとなりました。大学の職場を再任用設定職場とさせることを含め、大

学で定年後も引き続き働きたいと希望する職員の雇用確保のため、法人独自の高

齢者雇用制度の実現が重要な課題です。 

 法人派遣職員固有の問題としては、法人化されて４年が経過し、５年の派遣期

限が終了する時期になりました。東京都へ戻る職員については、できるかぎり希

望に即した措置をとるよう当局に要求していきます。大学特有の仕事を継承して

いくためには、長く大学で働いてきた職員の経験を引継いでいく必要があります。

大学に留まって、引き続き働く意欲の持てる職場にしなければなりません。 

Ⅰ．都派遣職員の賃金・雇用に関する要求 

 都労連が提出した、2009 年度賃金労働条件に関する要求を実現するよう、東京

都に対して働きかけること。 

 法人を再任用設定職場とすること。また、法人独自の高齢者雇用制度を創設し、

定年後も引き続き働きたいと希望する職員を採用すること。 

 

[非常勤契約職員について] 

 今年度の交渉の結果、常勤契約職員への登用選考が制度化されました。司書、

看護師、技術については、来年度から選考が行われます。事務については、２月

６日に合格者が公表され、10 名が常勤契約職員として引き続き勤務することにな

りました。一般公募選考の合格者の中にも、非常勤契約職員や人材派遣職員が含

まれているようです。しかし、残念ながら雇い止めとなる職員も少なからずいま

す。固有職員との懇談会でも、非常勤契約職員が都派遣職員と同等の仕事をして

いる実態に変わりがないことや、32時間の非常勤契約職員にとっては、５日分の

仕事を４日でこなすことが求められる一方で、週休日のフォローが５日勤務の職

員のあらたな仕事となっているという問題もあります。非常勤契約職員の仕事は

補助的業務に限るべきで、都派遣職員と同等の仕事を求められる職員については

常勤契約職員とすべきです。図書館司書と看護師、技術職員の常勤契約職員の登

用選考採用枠を確保することも重要な問題です。また、職種にふさわしい賃金に
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することも大切です。 

 当面、都派遣職員と同等の仕事をしている非常勤契約職員の労働条件のさらな

る改善も必要です。佐賀大学では、事務職や技術職を含めて、「人材活用を優先す

る」という理由で非常勤職員の３年雇用制を全廃することを決めました。私たち

の大学の中にも非常勤契約職員で、働き続けることを希望している職員もいます。 

非常勤契約職員に関する要求 

Ⅰ．賃金・雇用に関する要求 

１． 同一労働、同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

２． 契約更新された非常勤契約職員に対して、昇給額を改善すること。 

３． 司書、看護師、技術職員の給料表の足伸ばしを行うこと。 

４． 有期雇用の非常勤契約職員を期限の定めのない雇用に変更すること。当

面、一般事務職について、更新回数に制限を設けないこと。 

５．すべての非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

６．居手当、扶養手当、単身赴任手当を支給すること。 

７．常勤契約職員への登用選考の採用枠を増やすこと。司書、看護師、技術職

員の採用枠を確保すること。 

８．2008 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、引続き雇用

を希望するものについて、雇用を継続すること。 

Ⅱ．休暇に関する要求 

１．都派遣職員との均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

 

[常勤契約職員について] 

 登用選考で採用された常勤契約職員は、非常勤職員として１年以上の経験があ

り、常勤契約職員として採用されているのですから、期限の定めのない正規職員

として十分すぎる「試用期間」を経ているはずです。速やかに正規職員への身分

切り替えを行うべきです。正規職員の待遇も都派遣職員と同等とは言えません。

将来、大学の中心となって支えていく職員として位置づけているのであれば、大

学職員にふさわしい十分な知識や技術が得られるよう研修制度を充実させるとと

もに、私立大学の常勤職員の労働条件などを調査し、大学職員にふさわしい待遇

とすべきです。 

民間企業でも、優秀な人材を確保するために、非常勤職員を正規雇用に切り替え

ているところが増えています。 

常勤契約職員・正規職員に関する要求 

Ⅰ．賃金・雇用に関する要求 
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 １．同一労働、同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

２．有期雇用の常勤契約職員を期限の定めのない雇用に変更すること。 

３．正規職員への登用選考受験資格を在職１年とすること。 

Ⅱ．休暇に関する要求 

１． 都派遣職員との均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

 

[アルバイト職員について] 

 07年に続いて08年もアルバイト賃金については改善させることができました。

高卒初任給を時給に換算すると 1000 円ほどになります。大学で働く職員の 低賃

金として、高卒初任給の水準とするよう求めます。 

Ⅰ アルバイト賃金について、同一労働、同一賃金の原則に則り、賃金を改善す

ること。 

 少なくとも高卒初任給の時給相当額を下回らない額とすること。 

 

[人材派遣職員、業務委託職員について] 

 人材派遣会社からの派遣職員や業務委託職員については、法人が直接雇用して

いる職員ではないので、組合員とすることはできません。その労働条件について

も、人材派遣会社や委託業者の就業規則で決められているのが実情です。しかし、

同じ職場でともに働いている仲間であり、人材派遣職員の労働条件について、無

関心ではいられません。労働基準法が守られているか、賃金は適切か、交通費は

支給されているか、障害者雇用を法律の定めに従って行っているか、育児休業が

とれるか、労働組合と交渉して労働条件を決定しているかなどの情報開示を求め、

安ければよいという契約にならないよう、法人当局に求めていきます。 

 

[男女共同参画社会をめざして] 

 法人は、組合が要求しているにも関わらず、いっこうに次世代育成支援対策法

に基づく、一般事業主行動計画を作成しようとしていません。非常勤職員を含め

て、働きながら育児、介護などの家族責任を果たせる職場とするために、労働条

件の改善に取り組んでいきます。 

次世代支援対策に関する要求 

１．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。 

２．一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。 
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特に、非常勤職員については、以下の要求を 

イ． 出産休暇については、有給とすること。 

ロ． 育児時間を創設すること。 

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。 

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。 

 

[勤務時間短縮問題] 

 東京と都労連との交渉で、１日の勤務時間を７時間 45分とすることになってい

ます。婦人には、東京都に対して、速やかに実行するよう働きかけを求めるとと

もに、法人の勤務時間については、試行実施も含め、勤務時間短縮を求めていき

ます。 

 

Ⅳ．組合組織の強化 
１．組合員の拡大と非常勤・臨時教職員の組織化 

(1) 退職や転出に伴う組合員減を倍加する組合員拡大を 

春は異動の季節でもあります。退職や転出に伴う組合員減を倍加する組合

員拡大が必要とされます。 

 新規採用者（正規職員・常勤契約職員・新任教員）や転入者、未加入の教

職員に対する加入のはたらきかけを強めます。 

 

(2) 非常勤教員・臨時職員の組織化 

 大学に働く時間講師などの非常勤教員や臨時職員の組織化に取り組みます。 

 

 

 

 


