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Ⅰ．私たちを取り巻く情勢 

１．全国的な政治・経済情勢 

［格差と貧困］ 昨年の参議院選挙が、与党勢力の大敗に終わり、衆参で与野党

の勢力が逆転したことは記憶に新しい。これは小泉内閣以来の「構造改革」路線

によって貧困と格差がひろがったことへの国民の厳しい審判を示すものでした。
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いまや、非正規雇用の割合は全労働者の 3分の１に達し(女性・青年では2分の１)、
年間を通して働いた給与所得者のうち年収が 200万以下の者が 1千万人、貯蓄ゼ
ロの世帯が全体の 2割に上っています。また、生活保護世帯は 100万世帯を越え、
授業料の免除・減額を受ける高校生は 23万人、全生徒数の 1割を数えています。
さらに地域格差もいっそう拡大し、たとえば、年間所得で東京の 455万円にたい
し、沖縄の 198万円と 2.3倍の開きがあります。 
 他方、企業側は 01 年からの 5 年間で収益を 1.8 倍に増大させ、株式配当 2.8
倍、役員報酬 2.7倍と大幅な伸びを示しています。その陰で、労働配分率はマイ
ナス 3.8%と減少しています。このような労使の対比から明らかなことは、企業が
労働者に我慢を強いる口実にしてきた、企業が潤えば、そのおこぼれで労働者も

潤うというトリクルダウン論の破綻であり、企業の繁栄は労働者に犠牲を押し付

けた結果にほかならないということです。 
 格差と貧困の背景に不安定で低賃金の非正規雇用の拡大があります。とくに派

遣労働の深刻な実態が問題になっています。派遣労働者は派遣先の正社員と同じ

仕事をしている場合が多いにもかかわらず、賃金、手当て、教育訓練、施設利用

等さまざまな面で差別的扱いを受けています。現行の労働者派遣法を抜本的に改

正し、派遣を臨時的・一時的業務に限定し、登録型派遣や日雇い派遣を禁止する、

均等処遇を実施する等が必要です。 
 非正規雇用は国や地方自治体の公務労働者のあいだにも急速に広がっています。

それは政府と財界が一体で進めている行革、総人件費削減政策によるものです。

東京都は国に先んじて職員のリストラ、人件費削減を行い、各職場で定数削減、

退職者の不補充を繰り返してきました。それは一方で正規職員の長時間過密労働

を産むと同時に他方で、非常勤職員、臨時職員(アルバイト)、業務委託などの非
正規雇用の激増をもたらしました。しかし、このために仕事内容の劣化、トラブ

ルの増大、サービスの低下などの問題が噴出しています。公立大学法人首都大学

東京は事実上これらのテストケースとされているともいえ、重大な問題です。 
 格差と貧困の解消のためには、ナショナルミニマム(最低限度の生活保障)の確
立が求められます。その基準となる最低賃金の抜本的な引き上げが、生活保護基

準の引き下げを許さないこととあわせて急務となっています。都職員の賃金・労

働条件については、公務員バッシングに便乗して都の人事委員会は毎年のように

マイナス勧告(月例給)を繰り返しています。ですが都職員の賃金・労働条件の改
善は、全労働者の条件改善につながる性格をもつもので、決して排他的な利益の

主張ではありません。 
 今日、生活が苦しいというだけでなく、賃上げをして個人消費を伸ばさなけれ
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ば、日本経済は立ち行かなくなるという声が国民的な世論になりつつあります。

これは今回の春闘にとって追い風です。 
［憲法と平和］ テロ特措法が期限切れになり、一時的にせよ自衛隊がインド洋

から撤退せざるをえなかった背景には、イラク戦争やアフガン戦争などのアメリ

カの対テロ戦争が行き詰まり、国際的にも戦争反対の世論が広がるなか、日本の

自衛隊がいつまでもアメリカのいいなりになって戦争に協力していてよいのか、

という国民の声がありました。沖縄での米兵による女子中学生暴行事件、横須賀

の米空母を守るためのイージス艦の漁船との衝突事故も基地や自衛隊が国民との

あいだでかかえている問題性をあらためて私たちにつきつけました。 

安部内閣の退陣により後退を余儀なくされた改憲派は「新テロ特措法」の再議

決にみられるように巻き返しをねらっています。このような中、あまり一般のマ

スコミでは報道されませんが、今日、全国で 6 千 7 百を越える「9 条の会」が活

動しており、憲法と平和を守る運動は深く静かに広がっています。 

［教育］ 文部科学省は、10年ぶりに小中の学習指導要領を改訂しました。これ

は改悪された教育基本法にもとづいたもので、国民の教育への不安や願いにこた

えたものにはなっていません。教育の国家統制を強め、国際競争に勝つための人

材養成を求める財界の要請にそうものになっています。特に各教科の指導内容だ

けでなく、指導法まで細かく指示していることは、教師の自主性や創造性を奪う

ものとして厳しく批判されています。 

 

２．東京都をめぐる情勢 

 石原都政は国の「構造改革」を先取りし、都民と都職員犠牲の「都政リストラ」

を推進してきました。この流れは、第 3期に入って一層顕著になっています。石

原都政は、オリンピック開催年の 2016 年に向けて「10年後の東京」を打ち出し、

オリンピックの招致をテコにした、三環状道路建設、羽田空港の拡張、港湾機能

の強化など多国籍企業の国際競争力を支える大型開発、インフラ整備を優先する

政策を進めています。その一方で都民生活にかかわるサービスの切捨てや事業の

民営化につとめています。 

08 年度の都の予算案で具体的にみてみましょう。圏央道など大型道路建設に 7

千億円台が、オリンピック準備基金、インフラ整備基金に約 7千億円が当てられ、

こうした開発型基金はこの 2 年間で 2.6 倍、2 兆 9 千億円にふくれあがっていま

す。さらに、経営見通しについて計画段階から重大な疑問が出され、累積損失が

936 億円に膨れ上がるまで放置されてきた新銀行東京への 400 億円追加出資は、

とうてい都民の納得を得られるものではありません。 
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その一方で、選挙公約だった中学生までの子どもの医療費無料化が見送られた

のをはじめ、教育庁予算が減額され、中小企業対策予算もピーク時の 55%にとど

められ、9 年連続都営住宅の新規建設がゼロで、重要な課題である震災対策にみ

るべきものがないなど都民のための支出は極力抑えられています。 

 

３．全国の大学をめぐる情勢 

 小泉、安倍と続き、現在の福田内閣にも引き継がれている新自由主義的な大学･

大学院改革は、経済成長のための道具として大学を利用しようとするものです。

昨年 6月に閣議決定された「骨太方針 2007」によれば大学･大学院改革は、「成長

可能性拡大戦略」の中心に位置付けられています。そこでは国民の高等教育への

要求や教育権は少しも顧みられていません。 

政府与党は財政政策、財政誘導によって財界･産業界ののぞむ「改革」を大学に

押し付けようとしています。2004 年に法人化された国立大学では、現在、運営費

交付金の競争的経費化の動きがみられます(経済財政諮問会議等)。科研費獲得実

績に基づいて交付金を傾斜配分しようとするもの(財務省試算の手法)で、運営費

交付金は人件費、水光熱費などいわば大学の「生活費」であり、必要最低限の費

用であることを考えれば、この部分の破壊は大学の死に直結するといえます。 

  08 年度について国立大学法人予算案は、1.9%、230 億円の削減となっています。

法人化がスタートして以来、4 年間で 601 億円もの削減で、さすがに文科省も国

立大学の窮状を認めざるを得ず、今後の増額への努力を口にせざるを得なくなっ

ている状況です。全大教は削減の中止と増額を求めてたたかっています。 

 大学数で全体の 76.7%、学生数で全体の 73.2%を占める私立大学への私大経常費

補助は私大の基盤的経費として不可欠ですが、これが昨年に続いて 08年度も１%

削減されます。2 年連続で合計 64 億円もの大幅な削減は、私大の教育･研究条件

の低下をもたらすだけでなく、私大に学ぶ学生と両親の経済的負担をいっそう耐

え難いものにします。 

 今まで触れてきた政府の財政政策とのたたかいは、政府に対して、国際人権規

約の高等教育無償化条項の留保を撤回させること、教育予算の OECD 加盟国並みへ

の大幅増額を要求することなどの課題ともつながりをもっています。 

 

４．首都大学東京をめぐる情勢 

法人化３年を経た現在の大学と法人の状況を要約すると以下のようです。 

発足当初から予見されていたことですが、評議会を廃止し、教授会権限の多く

を剥奪した結果として、大学総体としての意思を審議し、決定することができな
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くなりました。 

また、再任、あるいは評価の基準が不明確な全教員一律任期制という枠組みの

下で、「テニュア・トラック」の制度化も進展せず、結果として、教員の流出が止

まらず、公募しても応募数の激減という事態となっています。 

一方、法人と大学の事務局では、社会的に是正の動きが強まっている非正規、

短期雇用に固執した固有職員制度のために、プロフェッショナルが育ちにくく、

また、東京都の人事政策に振り回される派遣職員配置、とくに毎年のようにくる

くる替わる幹部職員の弊害も各所に現れてきています。複数の大学、高専を有す

る法人でありながら、法人と各大学事務局の組織的な役割分担はようやく今春か

ら手が着けられる、という状況です。職員個々は働きすぎるほど働いているのに、

都立の大学時代から比べると、総体として大学事務局の知識、経験の継承が断絶

し、力量の低下が目立っています。 

これらの状況の主な原因が、法人と大学の運営のトップにあるのは明らかです。

総合大学である本学の、法人化で廃止、剥奪された機能を担うためには、超人的

な視野と判断能力をもつトップが必要なはずですが、法人は、定款を無視して副

学長もおかず、また、大学の諸機能に対する無知と不見識で設計された事務局組

織、職員雇用制度をあらためることなく３年が過ぎようとしているのです。 
 

Ⅱ．法人及び大学の改革と民主化 

１．教員の任期制に関わる問題 

 法人化３年を経過して、わたしたち組合が一貫して反対してきた教員の

一律任期制の矛盾、弊害があからさまに露呈してきました。 

① 職務、ポストにかかわらない任期制であるため、職務やポストを基準
とした合理性のある評価基準が作れませんでした。したがって、非任

期の教員とまったく区別なしの「年度評価」の積み重ねとしての「結

果評価」でしかありえず、教員は５年どころか１年単位の成果だけが

重視される息苦しい状態に陥っています。 

② この短期的成果主義の蔓延、「テニュア・トラック」導入への法人の
後ろ向きな対応に嫌気がさした教員の他大学への流出が止まらず、そ

の一方で、教員公募の応募者数に端的に現われているように他大学、

他研究機関の研究者から敬遠される大学になりつつあります。 

③ 本学の任期制が、職務、ポストに沿った明確な基準に欠けるものであ
ることは、本来、大学教員が当然の責務、職務の前提とみなしていた
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ものを、たんに評価項目のひとつにしてしまいました。「教育」や「組

織運営」が評価項目として入っていても、それらは多くの中のひとつ

でしかなく、他の、とくに研究成果で代替しうるもの、手を抜くこと

が可能であるものにおとしめられつつあります。 

④ 「テニュア」制度がないことは、科学技術振興機構などいくつもの公的
な競争的研究資金への応募資格そのものを、大学として放棄することにな

っています。このことはこの大学が、我が国の学術体制の常識から著しく

逸脱しているということを示しており、緊急の対応が求められます。 

 組合は、一律任期制から生じた、こうした状況を打破するために、昨年

末の秋季年末闘争の交渉において、法人当局から「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

任される」とういう明言を引き出しました。 
 しかし、現在の大学の抱える困難を打破し、教育、研究を活性化させるために

はさらに一歩前進し、「全教員任期制」という枠組みそのものを変えさせる必要が

あります。 

 したがって、次期中期目標・計画の策定作業が行われる今年度、組合は

あらためて「任期制」の根本的な見直しを要求します。 

また、ほとんどなんの根拠もなく任期制に付随するものとして行われて

いる年俸制に関しても、たんに非任期教員の給与を低めるだけでなく、扶

養手当、住居手当の撤廃などで、全教員の年収を他大学に比べて劣悪にし

ているだけであることも深刻な問題です。 

組合は任期制の是正とともに、年俸制の根本的見直しも要求します。 

ただし、以下の具体的要求は春闘時期に決着するものではなく、年度を

通して主張し続けることとし、今期の要求は第３項に掲げます。 

 

(1) これまでの「任期制」のあり方を総括し、「全教員任期制」の原則

を撤廃すること。 

(2) 新規採用教員の任期付採用を撤廃し、原則、任期なし採用とするこ

と。 

(3)「全員任期制」を前提とした給与構造を改め、職務と職階に応じた

合理的な給料表とすること。 

(4) 扶養手当、住居手当を復活すること。 
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２．法人と各大学等との間の組織整理 

 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。例えば科研費等の外部資金のほとんどは、大学等個々

の教育研究機関に対して交付されるものであり、これらが機関単位で管理される

ことなどは必須の条件ですが、大学組織はこれに十分に対応できるものとはなっ

ていません。今春ようやく一部の整理が行われることにはなりましたが、依然と

して、各大学等の所管であるべき学生部機能が法人組織である学生サポートセン

ターに残されているなど、組織原理上の重大な問題が残されています。 

 さらに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５大学

（都立大・科技大・保科大を含む）１高専を抱えることになります。したがって、

法人と各大学・高専との関係を組織的に整理することはきわめて重要かつ緊急の

課題です。 

 

(1) 教育・研究等に係わる意志決定を、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。 

(2) 個々の大学・高専等の自律的運営を保証する事務組織体制を整備するこ
と。そのために必要な人員を確保・配置すること。 

 
３．首都大学学長および各部局長の民主的選出 

 来年度いっぱいで理事長と学長の任期が終了します。組合は、少なくと

も学長職は大学に根を置いた職務であるべきと主張してきました。全国の

国立大学法人でも定款上は「学長選考委員会」での選出となっていても、

ほぼ例外なく学内の教職員による意向投票を実施しています。重要なのは、

投票行為だけでなく、それ以前に行われる候補者の所信表明です。運営方

針が教職員の共感を得て選出されてこそスムーズな組織運営が可能である

ことは明らかです。 

 学長公選、少なくとも意向投票実施は、大きな困難を抱えている首都大

学、産業技術大学院が、組織一丸となって対処するための必要最低限の手

続きではないでしょうか。 

 組合はこの問題は、基本的に教職員組織で判断する問題であると認識し
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ていますが、大学の民主的発展を担う一翼として、敢えて、全学の真摯な

検討を期待して、問題提起します。 

 

Ⅲ．雇用・賃金・労働条件 

１．教員の賃金・労働条件 

 Ⅱで根幹的要求を示しましたが、教員の任期制とそれにしたがった年俸制を軸

とした給与制度は早急に是正すべき多くの課題を露呈しています。 
組合は、以下について、緊急要求として法人当局に求めるものです。 
 
(1) 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。任期切れが再来年に

迫っている今、直ちに導入の検討を開始しなければなりません。 
 

(2) 教員新規採用に「任期なし」公募を開始すること 

 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論を

またないでしょう。優秀な教員の確保と同時に、安心して働ける環境作りの

一環として、組合も強く要求します。 

 

(3) 非任期教員に対する差別的給与制度を改めること 

 同一の職務を行い、同じ年度評価を受け、同じ構造の年俸制であるにもか

かわらず、非任期の教員の給与は、年を追うごとに任期付教員と比べて差が

大きくなっています。法人は、非任期の教員が任期付教員と比して「働きが

悪い」と判定する根拠を出せない以上、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。 

 

(4) 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 19年度 20％カット

されました。その額は平均して、１人あたり５万６千円に上っています。現

行人事制度発足時の交渉で、法人当局は、これらカット分は「職務の困難性

に応じた手当に充てる」と言明しましたが、いまだその具体的方法は示され
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ていません。20 年度には、カット分は１人あたり 11 万２千円になります。

課題を持ち越すことなく、年度内清算を行うよう強く求めます。 

 

 

(5) 他大学の教員との給与格差をなくす方策を示すこと 

 本法人の教員給与表は、国立大学法人と同等となっています。したがって、

「年俸制」を根拠として、扶養手当、住居手当を削減することで、他大学で

のプラス分が本学ではマイナスされていることになります。とくに扶養家族

を抱え、東京という全国一家賃の高い地域に暮らす若手教員の年収は、他大

学や研究機関の研究者に比べて劣悪になりつつあります。法人は、若手教員

の年収を改善する方策を、直ちに示す必要があります。 

 

２．大学にはたらく職員の要求 

［都派遣職員］ 

 昨年の人事委員会勧告は、国の人事院勧告がプラス勧告であったにも関わらず、

マイナス勧告でした。これは、地方公務員給与、とりわけ大都市の職員給与削減

という国の方針に追随した不当な政治的勧告でした。今年度の勧告についての動

きですが、一昨年引き下げた比較企業規模をさらに引き下げて、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。 

 昨年の確定闘争では、現業賃金と教員賃金については改悪を許しませんでした。

都労連 6単組の団結の力が発揮されたものですが、当局は現業賃金と教員賃金の

改悪をあきらめたわけではなく、ことしの最大の課題です。 

 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３年が経過し、当初３年で派

遣された職員の派遣期限が終了する時期になりました。派遣に関する取り決めで

は、最長２年の延長ができることとなっています。派遣期間の延長については、

改めて同意書を得ることや東京都へ戻ることを希望している職員については、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ゆきます。大学特有の仕

事を継承してゆくためには、長く大学で働いてきた職員の経験を引継いでゆく必

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
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りません。 
 組合は以下のことを要求します。 
 
(1) 都労連が提出した、2008 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。 

(2) 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］ 

 昨年度に続いて常勤契約職員への登用選考が行われ、８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。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の常勤契約職

員の採用枠を増やすことや、一般技術職員にも常勤契約職員への登用の道を拓く

ことも重要な問題です。職種にふさわしい賃金に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。 
 組合は以下のことを要求します。 
 
＜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の昇給額を改善すること。 

(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) 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
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用を希望するものについて、雇用を継続すること。 

 

＜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］ 

 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いえません。将来、大学の中心となって支えてゆく職

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。 

 組合は以下のことを要求します。 
 
＜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。 

 

＜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。 

 
[臨時雇用職員（アルバイト等）] 

 臨時職員の賃金等の問題については、昨年秋闘でも重点課題の一つとして取り

上げ、一定の成果を上げました。しかしその後、研究費等不正防止対策に係わっ

て、臨時職員雇用のあり方等が検討される中で、いくつかの重要かつ緊急に解決

すべき問題が浮かび上がってきました。 

 研究費等不正防止対策は、他大学における科研費等の不正使用などが取りざた

されるなか、一昨年秋より文科省が各大学に対して、その管理の徹底を求めてい

ることに対応して、昨年より、学内に研究費等不正防止対策委員会が設置され、

対応の検討が進められています。 本学では現在、事務室や各研究室などで、様
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ざまな業務に携わるための臨時職員（アルバイト）が雇用されています。しかし、

東京都時代は、東京都の臨時職員雇用に関する規程により、大学の実状に合わな

いきわめて窮屈な制度のもとに行われてきました。法人化後、一定の制度変更は

行われましたが、近隣の国私立大学などに比べて時給単価がきわめて安く、しか

も通勤費が支払われないなどの条件はほとんど変わらず、また、制度運用につい

ても多くのところで、ほとんど東京都時代と変わらない運用形態が続いてきまし

た。そのもとで、制度上の不合理さに対応するため、実際には様ざまな「柔軟な

運用の仕方」が、現場の工夫によって慣行として行われてきています。 

 しかしこうした「柔軟な運用」は、今後求められる研究費管理等のあり方に照

らした時、問題や誤解を生じる恐れも少なくありません。また実際の多様な必要

性に十分に対応できる制度が整備されない場合、今後も必要に駆られてやむを得

ず「柔軟な運用」を行わざるを得ない事態や、そのことについての責任を担当し

た教職員が問われるなども生じる可能性があります。 

 したがって組合は、以下の改善について、緊急要求として法人当局に求めるも

のです。 

 

(1) 臨時雇用職員給与・待遇の大幅な改善 

 臨時雇用職員賃金を、近隣国私立大学等の水準まで引き上げること。 

  臨時雇用職員に通勤手当を支給すること。 
 関係諸法規と本人の希望に応じ、原則として雇用保険・社会保険等を臨時雇用

職員に適用すること。 

 賃金改善・有給休暇・社会保険雇用者負担分等に必要な経費増に見合った予算

措置を法人の責任と負担で行うこと。 

(2) 臨時雇用職員の雇用制度と運用の改善 

 多様な臨時雇用の必要性に照らして、必要な雇用形態に十分に対応できる雇用

制度とその運用方式にあらためること。 

 

［参考］近隣他大学の臨時雇用職員賃金 

 東京大学：事務補佐員・技術補佐員 

  都市手当を含め、高卒経験０年で時給 890円～大卒経験 0年 1021円～大卒 
経験 5年 1219円、通勤手当は別途支給 

 法政大学：資料室パート（研究室事務的職種）・作業員・パートタイマー等 

  時給 1130 円、通勤費実費支給、勤務継続期間により夏季・冬季一時金支給
（継続 1ヶ月以上） 
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［人材派遣職員、業務委託職員］ 

 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ます。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、法人当局に求めてゆきます。 

 

［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ゆきます。 

(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、以下の要求を実現すること。 

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。 

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。 

 

[昼休み問題] 

 全都的な休息・休憩時間の見直しに伴い、１月から昼休み（休憩時間）が４５

分間となりました。組合は、昼休みを従前の通り１時間確保した上で、拘束時間

が延長にならないよう、勤務時間を１日８時間から、７時間 45 分とするよう当
局に要求しています。今年の人事院勧告に勤務時間短縮が盛り込まれる可能性も

あり、東京都に対しても、都労連は３月に出す春闘要求でも勤務時間の短縮を求

めことにしています。 
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 組合では、新入生を迎える４月以降の昼休みのあり方について、皆さんの率直

な意見を伺うためにアンケートを行い、必要であれば当局と協議したいと考えて

います。 
 

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。 
 組合費については、非常勤講師は月平均報酬額の 1,000分の９，臨時職員
は６月の定期大会を経て規約に規定化されるまでは無料の扱いとします。 

 
(3) 法人固有職員、都派遣再雇用職員の組合費の経過措置を実質的に継続する

ために 

 現在、組合費は規約で本給の 1,000分の９となっています。このうち、法
人固有職員、都派遣再雇用職員等については、2005 年 4 日１日の規約改正
で３年間の経過措置が設けられ、2008年 3月 31日までは経過措置の最後の
年度として本給の 1,000分の 6となっています。 
ところで、法人固有職員のうちの非常勤契約職員、都派遣再雇用職員につ

いては、職務給や手当関係が支給されないため、本給＝使用者から支払われ

る給与のすべて＝となっています。また、法人固有常勤契約職員については、

職務給や手当関係も支給されていますが、職務給は都派遣（常勤）職員、教

員の手当に比べて相対的に低率となっています。 
このように、支払われる給与に占める本給の割合から、法人固有職員、都

派遣再雇用職員の組合費は、６月の定期大会を経て、経過措置の実質的継続

を内容とする規約改正が行われるまでは、４月からの本則適用のうち 1,000
分の３について、徴収を猶予する取扱とします。 
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２．組合財政及び書記局（組合事務室）の中期計画 

 再任用待遇で雇用してきた書記局（組合事務室）の職員（特別執行委員）が、

65歳となり３月で退職となります。当面は、アルバイト待遇で引き続き働いてい
ただくことになっています。早急に新たな職員を雇用し書記局（組合事務室）の

事務体制を維持してゆくことが必要です。 
 組合財政については、法人化後、教職員給与も年収ベースで減少しており、都

派遣職員と比較して賃金がかなり低い非常勤契約職員の割合が増えています。組

合員の減少傾向もあります。組合加入を促すポスターを執行委員がデザインする

などの工夫もし、組合員を増やす努力をする一方で支出をおさえることができま

した。法人職員の実態にあわせた組合費とすることとし、併せて、組合費に見合

う活動とすることが必要です。 


