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中 央 執 行 委 員 会 

 

 

 組合の臨時大会が３月１０日（土）午後２時から開催されます。 

 従来、春闘方針（案）は中央委員会で審議していますが、今年は臨時大会

が開催されるということで、臨時大会の大きな目的である、支部編成・規約

改正とともに春闘方針（案）も審議することにしました。 

 組合員のみなさんの熱心な討議をお願いします。 
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１．私たちを取り巻く情勢 
私たちをめぐる情勢 

 ２００７年の春闘は、小泉構造改革の結果広がった格差社会、ワーキングプア

の増加などが人々にとって身近な問題となった中で行われます。春闘では、この

ような社会問題を克服する力を職場の中から築き上げる必要があります。 
 全労連は、１月に開かれた評議員会で春闘方針を次のように決定しました。①

働くルールの整備確立、労働条件の改善、②格差と貧困の拡大を許さぬ戦い、積

極的な賃金引上げ、③憲法改悪に反対する取り組みなどの課題とともに、月額１

万円，時給１００円以上の賃上げ、月額１５万円、日額 7400円、時給 1000円未
満の労働者をなくすことなどの目標です。 
 連合は、格差社会を問題にし、労働法の改悪に警戒するとともに、賃金の公正

な配分を要求しています。 
 
格差社会の現実 

格差社会の現実は、正規職員の減少とパート・アルバイト・派遣社員・契約社

員の増加の結果生じました。後者は、すでに雇用労働者の半数近くに迫っていま

す。1995年からの 10年間で２倍以上、214万人から 457万に増えました。正社
員と非正社員の格差は、年収で約 3．6 倍、生涯賃金で約 4 倍、年金で約 2.7 倍
もあります。日本の地域別最低賃金は平均 673円に過ぎません。これでは、年間
２千時間、一日 12時間働いても年収は２００万円程度にしかならないのです 
正規職員の減少とパート・アルバイトの増加は、日本経営者団体連盟の『新時

代の「日本的経営」』が具体化された結果でもあります。一方で大企業は空前の利

益を上げています。キャノンは、2006年 12月期決算で前期比 21．3％増、トヨ
タ自動車は、2006 年 9 月中間期の営業利益を中間期で初めて 1 兆円の大台に乗
せた。東証 1 部企業 765 社の昨年 9 月中間期決算の経常利益は前年同期比で
12.4％増でした。 
この利益の増大の一要因は、徹底したリストラと労働者の非正規化、あるいは

偽装請負という脱法行為などによる人件費の削減にあります。公立大学法人首都

大学東京は、2005年度決算で 17億円という「空前」の利益を上げました。これ
が、人件費の削減にあることは明らかです。 
 
賃金の低下 

また、人件費の削減により、労働者の賃金は 1995 年以来低下し続け、昨年 9
月の勤労者世帯の実収入は、前年比 0.5％減でした。民間労働者だけに限ると、
国税庁の「民間給与実態調査」によると、1997年に 46万五千円を超えていた賃
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金は、2005年には 45万円をきっています。こうして、労働者のなかに格差を伴
いながら、全体として労働者の賃金は低下し、生活の悪化を招いています。これ

に加えて、今年 6月から所得税は減少するものの住民税率の上昇により、平均的
サラリーマンの税金の負担は増えることになります。 
 

労働法制の改悪と憲法改悪の策動 

日本経団連は、労働条件の切り下げを提案、主張しています。政府与党、日本

経団連は、残業代をけちり、管理を強化するために、「ホワイトカラー・エグゼン

プション」制度をつくること、有期労働者の正規化を促す法規定を廃止すること

など労働法制の改悪をねらっています。 
 また、安倍内閣は憲法を改悪することにより、アメリカに協力して戦争の出

来る国へ、すなわち、国民を戦争へ協力させ、動員させることをねらっています。 
  
秋田国際教養大学における任期制問題―使い捨ては大学教員にも 

 大学教員の任期制が持つ問題が浮かび上がってきています。秋田県の国際教養

大学には、文部省から副学長兼事務局長が派遣されていました。この大学は 3年
任期制、年俸制をとり、今年度がその 3年任期の終わりでした。朝日新聞などに
よると任期満期になる教員 27人のうち 12人が再任を拒否されました。この数は
全教員の 4分の一に当たります。 
 この大学は、教授会には教員の選考権はなく、また評価権もありません。人事

の決定権限は学長を含む理事（長）などによる運営会議の権限です。教授会は、

授業科目、学生の身分、賞罰，厚生補導、学位に関する事項の審議をする権限し

か与えられていません。学長が重要事項の直接の執行者です。また、教授会を主

宰し、議長になることが出来きます。評価は、まず課程長から提出された各教員

の評点を学長（＝理事長）が評価査定・調整を行い、運営会議に諮られます。運

営会議は理事長、理事及び理事長が指名する者 3人以内で構成されていて、名実
ともにトップダウン、理事長（＝学長）に権限が集中しています。 
 この体制の中で、今回の事態が起こったのです。この事態が不透明なのは、非

再任の理由が業績不足、博士号未取得があげられたにもかわらず、役職者は修士

号さえ持たない者も含め全員再任されたことに、端的に現れています。 
秋田国際教養大学では、業績評価は S,A,B,C,D,E,Xの 7段階からなっています。

このうち Sが期待値より想定外に良く、A,Bがプラス評価、Cが標準、D,Eがマ
イナス評価、X が D、E にも達していないという評価です。平成 17 年度の評価
では、Sは０人、Aが 4人、Bが 6人、Cが 29人、Dが 2人、Eと Xは０でし
た。標準とされる、C評価の内から再任拒否が多量に生まれたことになります。
しかも、平成 18年度の評価は出されていないのですから、2年間のみの評価で判
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定されたことになります。 
このような事態から言えることは、中期計画にある「人材の流動性を確保する」

目的があって、そのために一定の人数は再任が拒否されるという構図が見えてく

るということです。したがって、すべての教員が Aか Bの評価になっても（優秀
な人材を確保するといっているからそうなるのが法人にとって望ましい）、一定の

数は再任を拒否されるという仕組みということもできます。任期制と大学運営の

専制体制とが結びつくと、教員をとっかえ、ひっかえ変えることが出来ることを

示しています。教員は、単なるラインに過ぎないという、企業の労務管理方式を

そのまま持ち込んでいるのです。 
Chronicle Forumという英文のウェブサイトに、この大学についての情報が交
換されています。 
「学長は週 2日しか来ておらず、ひと月のうち数日ホテルに泊まる。」「二人の副
学長には学問的業績はない。」「図書館長は図書館員としての経験はないし、学士

号しか取得していない。」「大学の運営は、学長と学長のお気に入りで行われてい

る、」などなど。もし、これが事実だとすると、国際教養大学の業績評価自体にも

客観性が疑われることになるでしょう。 
  
都知事選をめぐる動き 

 石原の都政の私物化、公費の乱用がマスコミや議会で追及されています。知事

と側近による接遇飲食代が公費で 7年間 1615万円にのぼる一方で、福祉と保健
関係費を知事は450億円削減してきました。鳴り物入りで出発した新銀行東京は、
中小企業に役に立たず、莫大な営業損失が予想されています。五輪招致は、東京

再開発の手段でしかありません。 
 『都政新報』）による都の職員に対するアンケートでは、石原知事は３選へ出馬

すべきでないとの声が圧倒的でした。また、東京自治労連による都職員約 1万 5
千人にたいするアンケートでは、64％が石原都政都を評価しないと答えています。 
 都知事が法人の理事長を任命し、理事長が学長を任命し、学長の教職員による

公選制がないこの大学では、都知事を変えることにより、大学をよりよくしてい

く展望が開けてきます 
石原都知事は、早々と立候補を表明し、自民党の推薦を辞退しましたが、自民

党の協力を必要と自民党都連の会議で発言しています。一方、革新都政をつくる

会から立候補を表明している吉田万三氏にたいし、池辺晋一郎（作曲家）、酒井広

（元 NHKアナウンサー）、品川正治（経済同友会終身幹事）、中村方子（元都立
大教員、中央大学名誉教授）氏ら 12氏が支持アピールを出しています。 
石原都政の大学改革ばかりか、すべての知事提出議案に賛成してきた民主党に

よる都知事候補選びは難航しています。都知事候補として元宮城県知事の浅野氏
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をかつぐ動きがありますが、浅野氏は一旦は出馬しないことを表明しています。 
 石原都知事の「ババア発言」は有名ですが、柳沢厚生労働大臣による「女性は

産む機械」発言は、日本の保守勢力に女性蔑視感が根強くあることを示したもの

です。国連などの国際機関は女性差別撤廃の運動をしており、日本においても不

十分ながらその到達点を示す男女共同参画社会基本法を制定されています。それ

を敵視する「新しい日本をつくる会」の賛同人に西沢首都大学東京学長が名を連

ねていることは、時代錯誤としか言いようがありません。 
 

２．大学改革問題 
１．大学をめぐる現在 

（１）広がる経営原理主導の大学運営 

国公立大学の独立行政法人化により、各大学が財務諸表や決算報告書を報告す

るようになっております。その報告書で強調されているのが、経費の節約による

支出の削減であり、その結果生じる法人の利益です。例えば、平成 17 年度の東
工大の決算では、収入が 524億 6千 9百万円、支出が 492億 7千 3百万円 で利
益は 31億 9千 6百万円となっています。平成 16年度東京大学の決算では、収入
が 2、067億 3千百万円、支出が 1、803億 1千 5百万円 で利益は 264億 1千 6
百万円となっています。このように、各大学において経費をいかに削減し、資金

を集めてくるかということが重視されている様子がわかります。各教員は、競争

的資金の獲得や外部資金の獲得、自己収入の増加に力を入れるように求められ、

これらの資金を得る書類作りに追われています。その一方で、非常勤講師枠の大

幅な削減を計画する大学もあり、学生の勉学条件も悪化しています。 
大学の実験施設に対する安全対策の遅れも深刻であるとの声もありますが、文

科省は与えられた運営交付金の予算内での改善が求めています。 
以上のように、現在の大学は経営原理が優先され、経営的な収支の改善に自己

努力が求められます。その中で本来の目的やモラルまで失われつつあるという危

機的な状況であるといえます。 
 
（２）教育基本法の「改正」 

このような経営原理が過度に重視される状況の中で、昨年末に教育基本法が「改

正」されました。教育基本法については、愛国心および道徳教育に関する規定が

新しく設けられたこと、教育における国の関与が教育の内容にまで関わることを

規定しているなどの問題点などが指摘されていますが、第２章第７条において、

大学の規定が新しく設けられている点に注意する必要があります。そこでは、 
「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く

削除: 報告が

削除: 「改正」
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真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供する

ことにより、社会の発展に寄与するものとする。」 
となっており、「成果を広く社会に提供」や「社会の発展に寄与」することが求め

られています。もちろん社会貢献は必要なものでありますが、学校教育法 第５章
第５２条において 
「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸

を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす

る。」 
となっていることと比較すると、学術的な研究・教育に社会貢献という一定の留

保条件がつけられたと考えなければなりません。このとき、「社会」の定義がどの

ようなものかは今後予想される教育関連法案の改正の中で議論されるものと思わ

れますが、地域や国家などその時代の政府の方針に影響を受けやすくなることを

懸念します。前項で述べたように大学は経営的な側面で追い詰められる一方で、

法的な位置づけでもその存立基盤が揺らいでおります。そのような厳しい状況の

なかで、いかに自主自立を保ち、人類の文化の発展や幸福と福祉の向上にむけて

本来の使命を果たせるか、その真価が問われているときといえます。 
 
（３）学校教育法改正にともなう助教制度の新設 

また、最近の大学に関連する大きな変化として学校教育法の一部が改正され、

今年の 4月 1日より「助教」という職種が新設され、これまでの助教授が「准教
授」となったことが挙げられます。助教はこれまでの助手相当職にあたるもので

すが、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」という職務内容

は教授、准教授、助教の三者ともにまったく同一で、「教育上、研究上又は実務上

の知識、能力及び実績を有する者」で「特に優れた」、「優れた」によってのみ、

三者が区分けされています。一方、「助手」という職種はそのまま残りますが、そ

の職務内容が「助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要

な業務に従事する。」となり、教育研究を主たる業務とする「助教」とは質的に異

なる補助的な職務として位置づけられます。 
従来は、「助手は、教授および助教授の職務を助ける。」であり、さらに教授は

「教授は学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。」なので、教

授を助けるという観点から教育研究が重要な職務となっていました。 
したがって、現在の助手相当職の教員が、今年 4 月 1 日づけで、「助教」にな
るか「新助手」になるかは、当人にとっては単なる呼称変更を越え、将来のキャ

リアプランにまで影響を与える重大な変更となります。しかし、その切り替えに

関して文科省は明確なガイドラインを示さないため、各大学で混乱がおこってい

ます。 

削除: る
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例えば、制度の変更を悪用し、任期制の同意を「助教」になるための条件とす

る例が京都工芸繊維大学や九州大学でありました。これに対しては、全大教が「助

教への任期導入問題等に関する要望書」を提出することによって、文科省から、  
「教育研究を主たる職務の者が新助手となれば法改正の趣旨に反する」 
「任期という別の要素によって現職助手で助教となるべき職のものが新助手

となることは学校教育法の趣旨に反する。」 
という発言を引き出し、各大学当局側の一定の方針転換を引き出しているとの報

告を聞いております。 
  その他にも、助教に授業を持たせるべきかどうか、待遇はどのようにすべきか
など、問題は山積しております。文科省は学校教育法の一部「改正」という制度

変更に乗じて労働条件の不利益変更が起こらないように監視する責務を忘れては

いけないと思います。 
 
２．首都大学東京の現状 

（１）任期制の現状 

現在の人事給与制度は、昨年１１月 30日に当局側から示され労使合意した「教
員の新たな人事給与制度」に基づいています。 そこでは、任期制の選択は、本人
の自由意志であることを確約し、任期制を選択しなくても、基本給については昇

給を行うこと（2010年までの時限つき）、業績評価に基づく年俸制を全教職員に
導入することは合意するが、業績評価の基準の選定については、各部局の判断に

任せることなどが確認されています。しかし、新規採用の教員は、任期制に同意

することを採用時の条件にすることはこれからも続けていく姿勢を変えていませ

ん。 内部昇格については、審査段階では任期制に同意していない教員も応募でき
ること、さらに、学内審査を行う段階においては任期制の同意書を提出しなくて

も良いことになっていますが、内部昇格を最終決定する法人内部で組織された「人

事委員会」には、任期制同意書を提出する必要があるとしています。 
教職員組合では、人事委員会の段階で任期制同意書を提出していないことを理

由に昇任を拒否された事例が出た時点で交渉を行うとしていますが、これまでそ

のような事例はなく、実質的には任期制に同意することなく昇任することがきわ

めて難しい状況になっています。  
 
（２）業績評価制度の検討状況 

業績評価制度については各教員に今年度の取り組み目標について記した自己申

告書を提出させ、次年度の 4月～5月に年度評価を行い、その年の業績給（ボー
ナス）に反映させるという案が検討されています。年度評価は、Ｓ（特に優れた

水準にある）、Ａ（優れた水準にある）、Ｂ（改善の余地があるが、一定の水準に

削除: 「助教」への切り替え時

に
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ある）、Ｃ（水準に達しておらず、相当の改善を要する）で最終的に判定されます。 
今年度は試行ということで、一連の評価手順を遂行してみて、評価の本格実施に

向けて問題点を検証することだけを行いますので、次年度については評価結果を

業績給に反映させることは行われません。 また、業績評価の評価基準については、
各部局で設けられた「人事制度検討委員会」で評価基準を設けることになってい

ます。 また、評価結果に対して不服申し立てを行う制度を設けることも検討され
ています。 
しかし、専門分野が混在する部局という大枠の中で、公正な評価ができるので

しょうか？ 逆に、良心的な部局長や学科長が公正に判定しようと努めるほど、本
務の教育・研究以外のストレスが増大するのではないでしょうか？ 現在のトップ
ダウンによる部局長および学科長の選出方法では、評価する部局長がさらに上か

ら評価されるという関係が維持されるからです。  
本来、研究者は、論文の公表や研究発表などで常に評価されており、学術的な

業績がどの程度あるのかは、対象教員の所属する学会や信用のおける専門家に照

会するのが最も正確です。 各教員の大学内でのつながりが、組織運営や学生の教
育に関わることが主なものだとすると、教員評価は組織運営への貢献や教育に関

わるものに限定し、待遇への反映は調整手当等の付加的なものに限定するのが妥

当と考えられます。 研究面まで評価範囲を広げると、年度ごとの評価では公平な
評価を実施することは望めません。 
また、任期制を選択した教員には、任期評価も同様の手順で行われることが示

されています。任期当初に任期目標シートの提出が求められ、最終年度でＳ、Ａ、

Ｂ、Ｃと評価を行われます。 Ｃの判定内容が、「教育、研究内容に著しく改善を
要し、社会貢献や組織運営にも消極的である等、総合的にみて本法人の教員とし

ての能力と意欲に欠けている」 ので、Ｃ判定となると再任不可につながることが
予想されます。 しかし、任期評価については、大体の評価手順は示されましたが、
部局ごとの評価基準などの議論は進んでいないというのが現状です。 
昨年の労使合意で、昨年度に任期付きを選択した教員にかぎり今年、非任期を

選択できることになっていますが、このような措置は「教員評価の本格実施に向

けて更に制度を精査する必要があること」を理由としておりました。しかし、1
年経過しても任期評価につながる教員評価は一向に明らかになりません。 
立場の弱い新規採用した教員に任期制を強要し、内部昇格や年俸などの露骨な

利益誘導を行って任期制の同意を取り付けることは熱心ですが、再任の評価基準

については詳細が決められていない。 この点にも任期制導入に理念がないことが
明白にあらわれています。 
 
 

削除: また，C判定の教員を一

定割合必ずつくること，といっ

た圧力が当局からかかる可能性

も否定できません． 
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（３）改革加速アクションプログラム 

法人は昨年 6月 30日に 17年度の決算の概要を示すとともに「大学改革を加速
する新たな取組 －改革加速アクションプログラム－」を発表しました。決算では
「法人化のメリットを活かし、業務コストを最小限に抑制するなどの経営努力に

努めた結果、17億円の節減効果による利益を計上しました。」となっています。 
そして、「経営努力の成果は大学改革の一層の推進のために活用する」として、

「プロジェクト型人材登用ファンド」創設および「大型外部資金受入研究拠点」

整備などを予定しているとしています。これら一連の法人の動きについては、以

下のような問題があります。 
１．発表の仕方 
上記の発表の内容について、内部の一般教員に広告したり、意見を求めたりす

ることは一切おこなわれませんでした。教員が大学改革の方向性に賛同し、粉

骨砕身して積極的に取り組まなければ本当の意味での大学を改革は実現できま

せん。 
したがって、ここでの発表はマスコミ向けの表面的なものと評価せざるを得ま

せん。 
２．17億円の利益とその使い方 

17 億円の利益が教員の人件費が業務コストを最小限に抑制するなどの経営努
力に努めた結果と発表されていますが、教員人件費の 12億円の削減、研究費・
図書費などの教育研究経費が 7。4 億円削減しているなど、教育研究の質の低
下を引き換えにリストラを強行に行った結果であることが、大学の新しい風を

第 11号および第 12号に詳しく分析されています。さらにその 17億円の使い
かたとして、「プロジェクト型人材登用ファンド」創設および「大型外部資金受

入研究拠点」整備など、どのような経緯で決まったのかすらわからないなかで、

プレス発表されています。 
教員を削減した事や研究費・図書費を削減したことによる影響は個々の教員に

負担としてのしかかってきます。利益の出た 17 億円はそのような教員のため
に使われるべきものです。 

 
以上のように、法人が発表した「大学改革を加速する新たな取組 －改革加速ア
クションプログラム－」はお手盛りの大本営発表にすぎません。 大学の現状の問
題点を客観的に評価して、その評価に基づいて今後の課題を明確化することが今

まさに求められています。 
 
（４）キャンパス間移転の問題 

今年度中に、総勢 94 名の教員の移転が行われます。そのうち、南大沢キャン
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パスと日野キャンパスに 23名、日野キャンパスから南大沢キャンパスに 15名で、
両キャンパス間を移転する教員の数自体はそれほど多くないのですが、南大沢キ

ャンパスから移転する 23 名および日野キャンパスから移転する 15 名のうち 11
名は工学部に所属する教員で、大型の実験施設の移転も同時に行う必要がありま

す。また、現在日野キャンパスでは科技大時代の本館本棟が耐震構造上の問題か

ら取り壊され、新館新棟の建設が進められていますが、この新館新棟の面積は約

4、000㎡で旧本館本棟の約 10、000 ㎡の 4割程度しかなく、研究室や実験室な
どが非常に不足するという状態にあります。さらに、そのような混乱の中で、来

年度 4月には首都大学東京 システムデザイン学部 1期生が 3年生となり、日野
キャンパスで専門科目の授業を受けることになります。また、教員の移転にとも

ない都立大学工学部精密工学科や電子・情報工学科の 4年生および院生や都立科
学技術大学 工学部機械システム工学科の 4 年生および院生がキャンパス間移転
しなければなりません。 
組織を再編することにともなう引越しにある程度、教員や所属の学生、担当事

務に負担がかかることは仕方がない面はありますが、今回のキャンパス間移転に

ついては、 
１）日野キャンパスがなぜスペース不足に陥ってしまっているのか？ 
将来的に施設整備される具体的な展望があるのか？ 

２）移転するすべての教員の研究環境が移転後も確保されているのか？ 
３）都立大学や科学技術大学の学部生が 4年生として残っているなかで、キャ
ンパス間移転を急ぐ必要はあったのか？ 

など、様々な問題が残されたままになっています。 
この問題は、現在まさに進行する問題で今後の推移を注意して見ていく必要が

あります。 
 
（５）浅薄な大学の目的 

定款第 1章第 1条において「公立大学法人首都大学東京」の目的として「大都
市における人間社会の理想像を追求」を使命とすることが定められており、さら

に中期目標において   
１）都市環境の向上。 
２）ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築。 
３）活力ある長寿社会の実現。 
を大都市に共通する重点課題として挙げられています。東京都が設立する公立大

学法人として特色を明らかにし、国立大学法人や他府県の公立大学法人、私学の

大学法人などと差別化していく必要はありますが、様々な知の体系を有する総合

大学の目的や中期目標として果たして適当なものなのか、教員のあいだで公的に
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率直な議論が交わされたことはありません。したがって、各教員のそれぞれの研

究目標に重ね合わせ、本当の意味で大学の目標として機能させることは難しいと

言えます。 
さらに、このような法人の目標を受けて、学内の傾斜配分研究費なども「都市」

というキーワードが求められます。平成 19年度の傾斜的研究費（特定）（全学分）
では、「都市形成に関わる研究」に総額 7、000 万円、「特徴ある教育プログラム
開発を目指す研究」に総額 1、000万円として、いずれも 1研究課題あたりの上
限額 500万円で募集が行われています。傾斜的研究費の目的を「首都大学東京の
特徴をアピールし、その強みを発展させる研究に重点的に配分すること」として

いるので、法人の目的や中期目標に沿って「都市形成に関わる研究」というキー

ワードが定められたものと考えられますが、どのような経緯でこのようなキーワ

ードが決まったのか一般の教員には知らされておりません。  
また、平成 19年 2月 2日に募集通知を行い、平成 19年 3月 2日に財務課に提
出を締め切る（各部局ではさらに締め切りが早い）ことを考えると、わずか 1ヶ
月弱でこのキーワードに限定した研究計画を提出することは限られた専門分野の

教員を除いてきわめて難しいことです。さらに研究期間も 1年となっており、す
ぐに成果が得られる研究が求められます。 
都立の大学法人として特徴をアピールし、その強みを発展させるためには、大

学の理念を各教員に浸透させ、それぞれの専門分野と時間をかけて融合させ熟成

させていく長期的な戦略が必要ではないでしょうか？ 傾斜配分研究費などもキ
ーワードの選定過程を明らかにして、早めにキーワードを明らかにする必要があ

ります。 
現状では、掲げている大学の目的は看板倒れになっており、実質的に機能してい

ない浅薄なものとなっています。 
 
３．主体的で民主的な大学運営の実現 

新大学の異常な構想やその後の混乱ぶりは、マスコミを騒がす事態になりまし

たが、その後、首都大学が発足して 2年、マスコミを騒がすような大きな問題が
起きなかったのは、教職員の献身的な努力によるものと考えられます。しかし、

これまでに述べたように数多くの問題が山積し、非常に危険な状況にあるともい

えます。これを打開するには、やはり現状の問題点を客観的に分析し、根本的な

問題を解決したうえで、本当の意味で都立の大学にふさわしい大学を主体的に構

想する必要があります。そのためにも、教員の意見を率直に反映できる民主的な

運営が不可欠です。  
しかし、現状では定款第 11 条にあるように 「理事長は、知事が任命する。」
となっており、さらに学長は定款第 12 条にあるように「経営審議会を構成する
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者の中から当該経営審議会において選出される者 3人及び教育研究審議会を構成
する者の中から当該教育研究審議会において選出される者 3 人をもって構成す
る」 選考会議によって選考され、理事長が任命します。 
さらに学長を選考する選考会議を構成する経営審議会は、「経営審議会は、理事

長、副理事長、理事及び理事長が指名する法人の役員又は職員以外の者（以下「学

外委員」という。）をもって構成する。」 
となっています。また、教育審議会も「教育研究審議会は、学長、学長以外の副

理事長、理事及び学長の指名する教育研究組織の長をもって構成する。」となって

います。 
結局、理事長は知事が別の人を任命することがない限り変わることはありませ

ん。また、学長も経営審議会や教育審議会のメンバーからなる選考会議によって

選考されるので、理事長や理事長を任命する知事周辺が任免を実質決定している

といってよいでしょう。 
さらに部局長は公立大学法人首都大学東京 部局長等任命規則により 
第４条 部局長等の選任は、学長が選任し、理事長が任命する。 

      ２ 学長は、部局長の選任にあたって、当該組織の意向を聴取することがで 
きる。  

となっていますので、学長が当該組織の意向を聴取しない限り、学長が選任し、

理事長が任命することになります。 
 
このように、現状では理事長、学長、部局長とすべてが知事の意向に沿う形で

決定される組織となっています。 知事に選出・任命されていることだけを理由に
安閑として当事者意識も危機感もない理事長・学長がトップにいるかぎり、首都

大学の根本的な解決は望めないでしょう。 
 

３．賃金・労働条件 
教員の賃金・労働条件の改善 

昨年度の戦いで、次の点が確認を確認されました。第一に、基本給に限って、

また平成 22 年度までですが任期なし教員の昇級を認めさせたこと、第二に、今
年度に限って、昨年度に任期制を選択した教員の非任期への復帰です。 
しかし、次の点の課題が残されています。①職務基礎額昇給の平等化、②任期

なし教員昇給の時限撤廃、③すべての教員に扶養手当、住居手当を復活させるこ

とです。これらの点を引き続き要求します。その理由は次の通りです。 
①、②については、この 1年有半の教育・研究活動および学内運営活動で任期

の有無にかかわらず教員は同等の仕事、責任を果たしているからです。特に非任
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期教員のこうした仕事なしに共学体制は維持できません。③については、扶養手

当、住居手当、単身赴任手当がないことは、実質的に旧都教員時代より賃金低下

を招くからです。また、扶養していた子が、成人となって扶養の要件がなくなっ

ても、経過措置で支払われる一方で、新たに結婚したり、子どもが生まれても支

給されないなどの矛盾もきたしています。 
さらに、次の点を要求します。 
① 職務基礎額の改善―賃上げ、賃上げ額については都内私立大学の水準及び

春闘アンケートの結果を参考にします。 
② 少なくとも 65歳までの定年の延長、 
教員にとって、教育・研究費の配分も重大問題です。現在教育・研究費が減少

していることの原因は次の点にあります。①実験講座を大幅に減少させたこと。

②職務別基礎研究費単価が少ないことです。これらの改善を要求します。 
当局が主張する「全員任期制」については、大学を安定的に運営するうえでも、

大学で学ぶ学生の勉学条件の保障の点からも、そして雇用というもっとも重要な

労働条件の面からも、絶対に容認できません。今回の制度選択で、なお多くの教

員が給与上の不利があっても、「任期無し」を選択したことからも、職場の世論は、

組合の主張を支持していることがはっきりしています。任期制については、「プロ

ジェクト研究」などの限定したポストに限るべきです。 
業績給については、業績評価に基づく成績率を導入することとなり、任期制教

員の再任基準を含めて、業績評価・年俸制検討委員会で、その基準が検討され、

今年度は試行されています。教員の業績評価について、組合はこれまで直接的に

関与してきませんでしたが、任期制教員の再任という雇用問題に関わることから、

この試行の結果及び業績評価・年俸制検討委員会での検討状況を見守り、必要な

提言や要求を行います。また、業績評価制度が大多数の教員に納得できる制度と

ならない限りは、成績率の導入については、その実施を急ぐべきではありません。 
 

固有職員の労働条件改善 

 組合は、５月３０日に「固有職員に関する要求」を提出し、その労働条件の改

善を求めてきました。現在勤務している非常勤職員が、都派遣職員と同等の仕事

を担っているにもかかわらず、待遇が極めて劣悪であるという事実を当局に突き

付け、交渉を行なってきました。 
６月 27 日の団体交渉では、当局より「法人運営を支える事務組織体制の整備
が重要な課題であり、とりわけ、法人運営の中核を担うにふさわしい人材の確保・

育成が急務であると考えております。こうした課題に対応するため、本年度中を

目処に新たな法人固有職員制度を整備し、早ければ一部来年度からの任用が始め

られるよう取り組んでまいります。また、現行の法人固有職員制度についても一
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定の見直しを行い、事務組織が担う基礎的部分を適切に分担できるよう、制度を

整理してまいります。」との回答がありましたが、組合はまず、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態度で、引続き交渉に臨みま

した。 
 11月 27日に行なわれた団体交渉で、「教員の新たな人事制度Ⅱ（最終案）」及
び「法人職員の新人事制度（最終案）」について、労使合意が成立しました。 
「法人職員の新人事制度」については、「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。」などが、主な内容となっています。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。 
 常勤契約職員への登用選考は、一次試験が終了し、今後は面接などが行なわれ

る予定です。組合は、登用選考が、公正で公平に行なわれるよう、注視してゆき

ます。今後に向けては、司書、看護師の募集人員を増やすことや一般技術職員に

ついても、常勤化を行なうよう要求してゆきます。 
組合は、都派遣職員と固有職員の間に、賃金や有給休暇の取得単位、昇給の有無

などの差があることが、職場での労働環境を悪くしていた原因と考えていました。

来年４月から、新たに常勤契約職員と 32 時間の非常勤契約職員が職場の加わる
ことになります。今回の合意で、一定程度の改善は勝ち取ることができましたが、

格差解消という点ではなお不十分な点が残されており、今後の闘いの課題と考え

ています。 
 
非常勤契約職員に関する要求 

１．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。 
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３）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。 

４）すべての非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

５）住居手当、扶養手当、単身赴任手当を支給すること。 

６）引続き、常勤契約職員への登用選考を行なうこと。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、登用選考を行なうこと。 

７）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、引続き雇

用を希望するものについて、雇用を継続すること。 

２．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。 

 

常勤契約職員に関する要求 

１.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）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。 
２．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。 

 

都派遣職員に関する要求 

都労連が提出した、2007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。 
 

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、次世代育成支援対策法に基づく、

一般事業主行動計画をいっこうに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。 

特に、非常勤職員については、以下の要求を 
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１）出産休暇については、有給とすること。 

２）育児時間を創設すること。 

３）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。 

４）育児参加休暇を創設すること。 

５）出産支援休暇を創設すること。 

６）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。 

 

４．組合の名称問題 
公立大学法人首都大学東京に働く教職員をもって、私たちの組合は組織されて

います。法人発足当初は、都の強権的な大学再編の手法や新大学の名称の決め方、

「首都大学東京」という名称そのものについても組合員からの批判があり、組合

の名称は法人化後も変更しませんでした。しかし、外部の人たちからみると、い

ずれは廃校となる大学の組合と見られたり、都立大学と短期大学の組合で、公立

大学法人首都大学東京に働く教職員の組合と理解されていないという問題があり

ます。また、法人化後に入学してきた学生からは、組合が法人化後の大学のあり

方を批判しているだけでなく、「首都大学東京」に学ぶ学生に対しても、教職員の

側から距離を置こうとしていると感じられているようです。 

 法人化後の大学のあり方の批判や改善要求は今後も続けていきますが、過半の

学生が「首都大学東京」の学生となることから、組合の名称についても、たとえ

ば「公立大学法人首都大学東京教職員組合」といった、実態に即したものとすべ

きと考えます。臨時大会では、名称変更については、議案とせず議論を深めなが

ら、６月末の定期大会までには、一定の結論に達したいと考えています。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「労働法制問題」学習会のお知らせ 

◇３月５日（月）午後６時～ 
[南大沢キャンパス 本部棟１階大会議室] 

講師：江森民夫弁護士（東京中央法律事務所・組合顧問弁護士） 
◆裁量労働制について 
みなさんからの質問に答えていただき、また、組合として留意する点など

のアドバイスをお聞きします。 
◆今国会に上程されている労働法関連の解説と国会の審議の動向 
特に、パート、非正規雇用に関わるところについてお聞きします。 
◆ホワイトカラーイグゼンプションについて 


