
1 
 

組合 HP＝http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/ 

第 2699 号           TEL 042－677-0213 

２０１４年 ３月２０日            FAX 042－677-0238 

E ﾒｰﾙ union@apricot.ocn.ne.jp 

 

 

2014 年春闘方針（案） 
２０１４．３．２０  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

  

 

 

 

目    次 

 

Ⅰ．２０１４年春闘をめぐる情勢・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 Ⅱ．教員の要求と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 Ⅲ．職員の要求と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
 Ⅳ．組合組織の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

  

 

 

 

 

 



2 
 

Ⅰ．2014 年春闘をめぐる情勢 

 

○猪瀬知事の辞任と舛添都政の発足 

 石原知事の辞任を受けて 2012 年 12 月に誕生した猪瀬知事が、2013 年 12 月 19 日に辞任する異

例の事態が起こりました。そして 2014 年 2 月の選挙によって舛添都政がはじまりました。待機児童

対策を含む少子高齢化問題解決、予想される大震災に対する対策、国家戦略特別区域法に対する対

応、オリンピック・パラリンピックに向けた準備など、東京都がかかえている諸課題に向かうこと

になります。 

 

○第二次安倍内閣の政策動向 

 2012 年 12 月総選挙で発足した第二次安倍内閣は、2013 年 7 月の参議院選挙における自民党の大

幅議席増により、アベノミクス（大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦

略）でなおいっそう経済格差を拡大させる政策を推進する一方で、2014 年度からの消費税率の引き

上げを決定してしまい、2013 年の臨時国会では国民大多数の反対や危惧する声を無視して特定秘密

保護法を強行可決しました。同時に、安倍首相ほか一部閣僚が靖国神社に参拝し、中国･韓国との外

交関係に新たな亀裂を生じさせ、米国や EU などからも失望や遺憾の意が示される事態を引き起こ

しました。 

 また、2013 年 12 月、研究開発力強化法と大学教員任期法の改定が極めて短期間に行われてしま

ったことにより、改正労働契約法によって有期雇用者に保障されるはずの無期転換権取得が、大学

などにおいては 5 年から 10 年に延長されてしまいました。今後はさらに、労働者派遣法改悪など、

労働法制と雇用制度の改悪も重要な局面を迎えます。総人件費の抑制として公務員の給与体系を抜

本的に改悪させる動きや、「地場の賃金を公務員給与に反映させるための見直し」も目論まれ、閣議

決定されています。そしてまた、こうした規制緩和の拡大を強行する一方で、集団的自衛権の行使

容認や国家安全保障基本法案提出、教育委員会制度の改変など、現行憲法を根本的に変質させよう

とする政策が焦点となる情勢にあります。 

 アベノミクスによる円安・株高誘導政策は輸出型の一部大企業や公共事業増発による景気回復を

めざすものですが、その恩恵を受けることができているのは一部であり、またその効果にも陰りが

すでにあらわれ始めています。そして、内需を中心とする中小企業には厳しい状況が続いており、

消費税増税により廃業・倒産が増加することは必至の状況です。また、企業間・業種間の格差拡大、

ひいては労働者間の格差も拡大させています。 

 

○高等教育政策の動向 

 2013 年 11 月には、文部科学省から「国立大学改革プラン」が発表されました。「ミッションの再

定義」により、国立大学は「改革」の嵐にさらされており、その影響は本学を含めて他大学にも波

及し始めています。すなわち、大学の役割を３分類（世界 高の教育研究の展開拠点、全国的な教

育研究拠点、地域活性化の中核的拠点）として格差化させ、そのとりくみを運営費交付金の誘導に

よって各大学に「自主的・自立的」にとりくませようとする動きがすすんでいます。そこでは共通
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して、グローバル化対応（国際水準の教育研究の展開、積極的な留学生支援など）、イノベーション

創出（大学発ベンチャー支援、理工系人材の戦略的育成など）、人事・給与システムの弾力化（年俸

制の導入など）、ガバナンス機能強化（学長によるリーダーシップ強化＝どこで決定されたのか不明

確な意志決定、教授会の権限縮小）などが起こってきています。 

 こうした政策動向は、第二次安倍内閣によって設置された教育再生実行会議が、2013 年 5 月に発

表した「これからの大学教育等の在り方について(第 3 次提言）」によって示されたものを具体化し

てきているものであり、今後もこの内容がつぎつぎと政策化されていく情勢にあります。なお、教

育再生実行会議の第 3 次提言には「学生を鍛え上げ」ることも盛り込まれており、大学には「教育

方法の質的転換」のため、「学生の学修時間確保」「教育課程の体系化」などが今まで以上に求めら

れる情勢にもあります。 

 

○国民と都民の声 

 一方、非正規雇用の拡大や格差の拡大に対する怒りの声は広がっており、不法な働き方を労働者

に強要するブラック企業に対する監視の目も広がってきています。また、強行採決されてしまった

特定秘密保護法に対する批判の声、そして原発再稼働に突き進もうとする政権に対する抗議のとり

くみも続いています。 

 不安定雇用に歯止めをかける労働組合などのとりくみがなおいっそうその重要性を高めています。

とくに私たちの職場である公立大学法人首都大学東京は都民の大きな財産でもあります。そこに勤

めるすべての人々の権利を守り、大学における研究と教育の自由を守ることが、大学の価値を高め

ることにつながるということを学内・学外に発信していくことは重要です。 

 

○組合の役割 

 首都大学東京は発足して 9 年目になりました。この間、組合は法人と粘り強く交渉を行い、教員

と職員の人事制度を抜本的に改善するための道筋を確実なものとすべく奮闘してきました。その結

果もあって、大学の教育と研究の自由を危機におとしいれてきた全員任期制・年俸制という教員の

人事任用制度を、助教に任期制がいまだ残されてはしまうものの、無期雇用を原則とするものに戻

す段階を迎えるまでになってきました。 

 大学職員についても、無期雇用を原則とするよう確実に転換させるとりくみが求められています。

都派遣職員が順次大学の固有職員におきかわるなか、組合は非正規職員の正規職員への内部登用を

制度化させ、アルバイト職員の時給を上げさせるなど、非正規職員の待遇改善に大きな役割を果た

してきました。 

 こうしたとりくみを引き続き行うことによって、安定した雇用が質の高い教育と研究を生みだし、

都民からの信頼を得ることのできる公立大学づくりにつながることを証明していきます。安定した

雇用が大学の価値を高めることを証明することは、社会問題化している非正規雇用問題解決の実践

例としても大きな意義があります。 

 私たちの春季闘争の課題は、法人独自の課題とともに、都労連に結集して諸要求実現の闘争をた

たかい抜くことです。賃金確保と雇用安定化をかちとって、誇りをもって働き続けられる教育・研

究の職場実現をめざします。 
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Ⅱ．教員の要求と課題 

 

１．任期付き助教の人事制度を速やかに抜本的に改善し、テニュアトラック助教につい 

ても組合と話し合うこと 

 法人発足時の人事制度にはさまざまな問題がありましたが、その中でも助教については「人材流

動化の観点」から制度設計がなされ、初任時 5 年、更新時 3 年、合計 8 年で雇い止めという、極め

て不安定な制度が押しつけられました。これに対して組合は一貫してその不当性を訴え、教授会な

どからもその不合理性が再三再四指摘されてきました。こうした働きかけのなかで、助教任期の上

限年数が 10 年に延長され、制度上の観点も「一定の流動性を確保し大学の活性化を図るとの基本的

な考え方は維持しつつ」と留保条件をつけながらも、「助教の育成支援を強化し、優秀な人材を確保

する観点」へと転換することとなりました。 

 現在「新しい人事制度」が当局より示されましたが、助教についての「人材流動化の観点」は外

されることなく、教授、准教授の任期制は完全に廃止されることが示されるなかで、助教には依然

任期が残され続けています。研究開発力強化法および大学教員任期法の改悪で 10 年までの任期が認

められていても、教授、准教授の任期制をやめることとしたのは優秀な人材確保の観点が大きく働

いているからです。助教に対して「人材流動化の観点」がたとえ置かれるとしても、「優秀な人材確

保の観点」がこれよりも低くなることはあってなりません。 

 当初、東京都から一方的に押しつけられたこれまでの「助教任期制」は、准教授以上に適用され

る「ステップアップ型」とは基本的な観点を異にしており、あくまで「流動化」=「雇い止め」を前

提としたものであっただけに、法人がその制度上の観点を転換したことは極めて画期的であったと

私たち組合は評価しております。また、こうした新たな観点のもとでの「育成支援」を具体化する

一つとして、サバティカル制度が助教に適用されることになったことは、任期付き助教と任期なし

助教との間に、その取得条件として不可解な区別が設けられているという問題が未だに残されてい

るとはいえ、ひとまずは大いに評価されるべきことです。こうしたこれまでの経緯を踏まえれば、「新

しい人事制度」での助教に 5 年を単位とする任期が置かれても、真に優秀な人材である場合には 2

回目の更新である 10 年を待たずに、 初の更新で無期雇用に転換することを組合は強く要求します。

優秀な助教を、1 回目の更新で無期雇用に転換することは、決して「人材の流動化」に対立するこ

とにはなりません。若い研究者が、優秀な業績をあげていくには、安心して研究できる環境が望ま

れることは言うまでもありません。このことは 近の理研における小保方事件を見ても明らかです。

一定の業績をあげて優秀な人材と外からも認められている助教が、内部で准教授への昇進の見込み

がとくになければ、他大学・他研究機関の准教授・教授ポストに異動していくことは当然のことで

す。「人材の流動化」に真に必要な条件は任期を付けることではなく、優秀な人材に安心して業績を

積む機会を与えることのはずです。 

他方で、5 年後に准教授にステップアップすることを前提とした再任なしの 5 年任期で新たにテ

ニュアトラック付き助教が設けられることが、新人事制度のなかに示されています。しかし、この

テニュアトラック付き助教が 5 年後に准教授ポストに就くには、厳しい人件費の抑制が続くなかで

は、5 年以内に退職者が出なくてはならず、そのためこの制度での助教を置けるところは近々に退
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職する者が出る分野・学域に限られることが予測されます。また、テニュアトラック付き助教につ

いては「流動化の観点」ではなく「育成の観点」とされていることからも分るように、研究に従事

する時間の確保が要請されることから、これまで助教が行ってきた各分野・学域の運営に支障が出

て、そのための人員を必要とする事態が発生することも強く懸念されます。そのため、組合はテニ

ュアトラック付き助教の制度が始まる前に、この制度について組合とも運用のあり方を話し合うこ

とを要求します。 

 

私たち組合は次のことを要求します。 

① 「優秀な人材の確保の観点」から、助教に任期を置くことを当初より撤廃することを求めます。 

② 当初 5 年の任期を置くとしても、優秀な人材については、「優秀な人材の確保の観点」から 1 回

目の更新時に無期転換することを求めます。 

③ テニュアトラック付き助教の制度について、その運用のあり方を組合とも話し合うことを求め

ます。 

 

２．任期なし教員の新人事制度への接続に当たって最大限の努力をすること、サバティ 

カルの制度の充実を図ることおよびディスティングイッシュトプロフェッサー、研 

究専念教授の設置について組合とも話し合うこと 

私たちが繰り返し指摘し、当局も認めたように、任期なし教員は任期付き教員に勝るとも劣らな

い業績をあげ、職責を果たしています。それにもかかわらず法人発足以来これまで、首都大学の全

教員の約１割を占める任期なし教員は、給与上の重大な差別を受けてきました。また任期付きに移

ることなしには昇任が認められませんでした。この間、組合と教授会の努力もあって基本給の昇給

を給与規則の本則に入れるという改善が、ようやくなされました。しかし、職務基礎額の昇給につ

いては、依然として任期付教員のみという差別的給与制度は残ったままです。また昇任問題も未解

決のままです。 

新しい人事制度で、教授及び准教授については当初より任期のないものとなります。これはこれ

まで組合が主張してきた、任期付きを強制的に選択することを要求する制度の下で、大学の教育と

研究の質を維持していくに必要な人材を確保することは不可能であることを当局もまたずいぶんと

遅れてではありますが認識するようになったと、組合は考えています。組合は、これまで任期なし

教員への差別をなくすよう要求してきましたが、すべての教授、准教授から任期が消える今回の新

人事制度の適用に当たって、これまで差別されてきた任期なし教員が不利益を受けることのない接

続の仕方を、改めて強く要望します。接続に当たって、具体的な接続方法の検討に入る際には、任

期なし教員の不利益が解消されることを前提に、労使交渉事項として交渉します。 

首都大学東京では、教員の研究力の高さを維持するための制度的保証としてサバティカルが設け

られています。現状のサバティカル制度の下では、一人の教員のサバティカル期間中の代替教員人

数が固定されてしまっています。教員がサバティカルをとった場合に、何人の代替教員を必要とす

るかは個々のケースで異なっています。これを制度の趣旨に合わせて、サバティカルに当たった教

員が持っていた授業の数に合わせることを要求します。 

さらに新人事制度では、これまでなかったディスティングイッシュトプロフェッサーや研究専念
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教員が設けられるとなっています。どちらにも、通常の教授・准教授に比し何段階も高い給与が支

払われることが予定されています。組合は新しいディスティングイッシュトプロフェッサーや研究

専念教員が開始されることによって、通常の教授・准教授の賃金が抑えられたり、研究に専念する

者が出ることによって組織運営のための負担がいっそう増加したりするのではないかと強い疑念を

もっています。大学の研究力増加は、組織のなかで闊達な議論が行われることによって可能になる

ものと組合は考えています。組合はディスティングイッシュトプロフェッサーおよび研究専念教員

の設置と運用に当たって、法人は組合とも話し合うことを要求します。 

 

私たちは以下の 3 つを法人当局に要求します。 

① 任期なし教員の新人事制度への接続に当たって、これまでの不利益に十分配慮しそれを補償す

る形での接続を行うこと。 

② サバティカルを取得した教員に割り当てる代替教員の人数を実態に合わせること。 

③ ディスティングイッシュトプロフェッサーおよび研究専念教員といった新しい制度については、

組合とも話し合いの機会をもつこと。 

 

３．住居・扶養手当を復活し、カット分を回復すること 

 本学の基本給、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もたせ

て設定されていますが、扶養・住居・単身赴任手当が付かない、あるいはカットされていることに

より、本学教員、とくに扶養家族を抱えた若手の年収は、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。また、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

ます。これまで一貫して要求してきましたが、扶養手当・住居手当を復活させること、少なくとも

カットの被害が大きい若手教員層の年収を改善する方策を講じることを求めます。 

また、組合は、「職務負担状況に応える仕組みについてさらに充実させることが必要」（2007 年 11

月 26 日）との認識に基づいて創設された大学院入試手当を、一昨年の団体交渉によって、増額させ

ました。しかし、未だ十分とはいえず、職務負担に応える手当の増設について、引き続き要求して

いきます。 

 

４．年度評価の業績給反映のあり方を再検討すること 

 年度評価については、その具体的な行動例が示されるなど一定の改善がみられますが、評価基準

の曖昧さを排し、全教員に説明可能な評価基準を改めて求めます。組合は年度評価が行われること

自体を否定しませんが、評価の結果が給与に反映されることには反対してきました。ともすれば、

法人は「勤務態度」なる怪しげな評価基準を設けたがるものですので、引き続きこの点は、団体交

渉だけでなく「解明要求」等を通して、恣意的な評価が絶対になされないようにこれまで以上に努

めます。 

 

５．年度初めに約束した「年俸」は、年度途中での変更を行わないこと 

東京都人事委員会の勧告に法人がそのまま従う昨今の状況をみると、意図的に公民較差を演出す

る比較方式（比較対象の企業規模 50 人以上、事業所規模 50 人以上）を使って、「民間賃金が下がっ
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ている」→「都の職員も下げなければいけない」→「法人教職員も下げなければいけない」という

論法で、法人が教員年俸のカットを提案してくる可能性は極めて高いと思われます。提示した年俸

額を守ることは、年俸制という契約制度の根幹でなくてはなりません。ただでさえこの年俸制は東

京都と法人が押し付けたものであるにもかかわらず、押し付けた側が「年俸」の趣旨を無視し契約

違反ともなるような賃金削減の実施をすることを組合は許せません。年度当初に約束した年俸につ

いては保障することを要求します。 

 

 

Ⅲ．職員の要求と課題 
 

制度疲労が起きている法人職員の労働条件と人事制度 

 法人には、次のような労働条件で働いている職員がいます。 

都 派 遣 職 員 ・期限の定めのない正規雇用  

・公益法人等への派遣法の定めにより 3 年の期限で法人に派遣され、更新は 1 

回までで 大 5 年（東京都からの引継ぎ職員の更新は 3 回までで 大 10 年 

ですが、2014 年度が 10 年目にあたる）勤続が可能  

・週 5 日フルタイム勤務 年 2 回一時金支給 

正 規 職 員 ・期限の定めのない正規雇用 

・週 5 日フルタイム勤務 

・年 2 回一時金支給 

常勤契約職員 ・3 年任期で更新 2 回まで 大で 9 年勤続可能の有期雇用  

・週 5 日フルタイム勤務  

・正規職員への登用選考は勤続 2 年目から受験可能 

・年 2 回一時金支給 

非常勤契約職員 ・1 年任期で更新 2 回まで 大で 3 年勤続可能（司書・看護師・技術は更新回 

数に制限なし）の有期雇用  

・原則週 4 日フルタイム勤務（その他次ページの表のような勤務体系の職員も） 

・常勤契約職員への登用選考は前年度勤務していれば受験可能（看護師・技術 

はこれまで選考が実施されたことがない） 

・一時金支給の支給なし 

特定任用職員 ・高い専門性を有する職員 

・任期 3 年以内の有期雇用 

・更新は職に応じて設定 

・年俸制の職員については、一時金は年俸制に含まれている 
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非常契約職員の勤務時間 （事務・技術・看護師．司書） 

 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 

４時間 50 分 - - - - 24 時間 10 分 

5 時間 50 分 - - - 23 時間 20 分 29 時間 10 分 

6 時間 50 分 - - - 27 時間 20 分 - 

７時間 45 分 ７時間 45 分 15 時間 30 分 23 時間 15 分 31 時間 - 

７時間 15 分 - - - - 36時間15分 

2014年3月1日現在の公立大学法人首都大学東京の職員数は、都派遣145人、正規職員149人、常勤契約

職員39人、特定任用職員19人、非常勤契約職員129名、人材派遣19名、（以上、定数上の人員）その他ア

ルバイト職員や業務委託の会社の労働者も多く働いています。 

 

 法人の職場では、同じ課で働く人のほとんどは3年以内、3年以上同じ職場で働いている職員は、技術や司

書を除くとごくわずかです。しかも、3 年以内に大学に勤めはじめた人が半数近くいます。これが多くの職場

で現状です。都派遣職員が毎年 20 名近く解消され、新規採用の正規職員と内部登用選考に合格した常勤契約

職員が、中心の職場に変わろうとしています。特例で 大10年派遣可能の引継ぎ都派遣職員は、2014年が10

年目となるため、今後、都派遣職員は 長でも5年で派遣期間が終了してしまいます。法人の職場では、仕事

に必要な知識や技術の継承が大きな課題となっています。多くの職員が同一業務に3年未満の経験しかない実

情のなかで、超過勤務も増加傾向にあります。移転後 20 年が過ぎての施設の大規模改修や新しい事務システ

ムの構築、6 年毎の中期計画の作成などをまだ経験の浅い職員が担わなくてはなりません。そうしたなかで長

期の病欠をよぎなくされる職員も少なからず生まれています。 

 とくに常勤契約職員は、3年ごとの雇い止めの不安を抱え、月例給は週4日勤務の非常勤契約職員と大差な

く、超過勤務手当などの算出根拠となる時間単価は非常勤契約職員を下回っています。改正労働契約法によれ

ば、2 回目の更新を前に無期労働契約への転換の申し込みが可能となることからも、労働条件や人事制度の転

換は喫緊の課題です。 

 当局は、常勤契約職員制度について、2014 年度いっぱいで廃止を含む検討を始めています。組合の要求に

沿うよう交渉を進めていきます。 

 研修制度の充実はもちろん必要ですが、都派遣職員の解消がすすむなかで、正規職員、常勤契約職員、非常

勤契約職員という制度やその勤務条件を速やかに見直すことが求められています。 

  

正規雇用が当り前の職場に転換が必要 

 非常勤契約職員は、3 年以上勤続することができませんから、仕事に慣れて 1 年の仕事のサイク

ルを覚えたころに退職となります。組合が開く職員懇談会でも、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、週 4 日勤務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があげられています。非常勤契約職員の仕事は定型的補助的業務に限る

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正規雇用とすべきです。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
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す。速やかに正規職員への身分切り替えを行うべきです。 

また、技術職員は、大学や大学院の教育や研究と密接な関わりを有しており、時間をかけて育て

ていかなければならない職種です。看護師とともに技術職員の内部登用選考の実施を要求していき

ます。 

また、正規雇用であれば解雇に至らないケースでも有期雇用ゆえに発生する雇い止めとなるとい

う問題もはらんでいます。業績評価については、その分布率の開示を求めるとともに、雇い止めに

対する不服申し立てや苦情処理の制度を設け、当局に十分な説明責任を果たすよう要求します。 

 

雇い止めの不安をなくし、安心して働ける職場とするためには、正規雇用が当り前の職場に転換

させなくてはなりません。現在、組合は当局との間で、法人職員の人事制度改善について、交渉を行ってい

ます。とくに、現行の制度のままでは、2015年度末に雇い止めとなる常勤契約職員を雇い止めとさせないこ

とを 重要要求として、交渉に臨みます。 

 改正労働契約法は 2013 年 4 月に施行されました。5 年以上反復更新した有期雇用労働者が雇用主

に対して、無期労働契約への転換を求めることができるという内容の改正は、法人における人事制

度の制度疲労を解消するきっかけとなるものです。3 年任期で更新回数が 2 回とされている常勤契

約職員の場合は、2 度目の更新を前に無期労働契約への転換の申し込みが可能となるのですから、

更新 2 回まで、 大で 9 年勤続可能という制度の見直しは避けることができません。また、改正労

働契約法は有期雇用であることによる不合理な差別を禁止することを定めています。実態として，

職務内容や職責に大差のない正規職員と常勤契約職員の給与格差などは、許されるものではないと

組合は考えます。 

組合は、すでに、5 年を超えて働いている常勤契約職員や司書・看護師・技術の非常勤契約職員

については、速やかに無期労働契約への転換を求めていきます。また、その労働条件については、

正規雇用職員に準じたものとするよう要求します。 

非常勤契約職員については、更新回数を見直し、原則超過勤務が発生しない定型的補助的業務に

限定することを要求します。 

 

《具体的な要求課題》 

都派遣職員の賃金・雇用に関する要求 

 都労連が提出した、2014 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。 

 都労連要求をふまえた、定年延長を含む、高齢期雇用制度を確立すること。無年金期間の再任用

職員の賃金を改善すること。 

 法人を再任用設定職場とすること。また、法人独自の高齢期雇用制度を創設し、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。 
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法人職員全般にわたる要求 

１． すべての職員に業績評価を開示すること。 

２． 当面、業績評価の開示申請については、すべての職員に直接、書面で通知すること。 

３． 業績評価の分布率を開示すること。 

 

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． 5 年を超えて反復更新している職員について、期限の定めのない雇用とすること。 

６． すべての非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

７． 住居手当、扶養手当、単身赴任手当を支給すること。 

８． 正規職員への登用選考を実施すること。当面、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。 

９． 2013 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。 

１０．更新回数満了前の雇い止めについては、苦情処理の制度を設け、十分な説明責任を果たす 

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・正規職員に関する要求 

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． 常勤契約職員を正規職員に転換すること。 

３． 退職手当支給期間に、非常勤職員や常勤契約職員の期間を含めること。 

 

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 

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。 
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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、法人当局に求めてゆきます。 

 

次世代支援対策に関する要求 

１． 一般事業主行動計画の作成と実施にあたっては、組合の要求を踏まえるとともに、組合と

協議すること。 

２． キャンパス内に保育園を設置するなど、子育て、育児を支援する方策を実施すること。 

 

とくに、非常勤契約職員については、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。 

 

 

Ⅳ. 組合組織の強化 

 

１．組合員のさらなる拡大に向けて 

もうすぐ 2013 年度も終わり、退職・転出に伴って組合員も減少することになります。こうした人

員減を補って余りある組織拡大をめざします。 

4 月には新年度が始まり、多くの新規採用者（法人の正規職員・常勤契約職員・非常勤契約職員）

や転入者（新任教員・都派遣職員）を新た法人に迎えます。これら多くの人たちに対して積極的な

加入の働きかけを行い、組合加入者数の倍加をめざします。組合は、職員の新任研修の際に組合の

紹介を行っています。また、ここ数年、日野支部では、新入職員に呼びかけて春に懇談会を行って

います。こうしたとりくみを通じて、組合に加入してくださる教職員も増えています。身近な教職

員が、組合への加入を呼びかけることが成果につながっています。 

2015 年４月には教職員の新しい人事制度がスタートします。我々教職員をめぐる首都大の状況は

まさに激動しています。このような時にこそ、我々の意見・声を直に法人組織へと伝えることがで
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きる労働組合の活動は、組織の自己浄化を担う『 後の砦』です。好転も悪化も紙一重であるいま

こそ、我々の意思表示によって労働条件・環境の改善が可能となります。まだ加入されていない方

も、現在の労働条件・環境を守り、より良いものにするため、まずは組合への積極的な加入、参加

をお願いいたします。 

 

２．組合支部活動等の強化 

 首都大学東京には多様な雇用形態・労働条件の教職員が働いています。皆さんの幅広い意見を聞

き期待にきめ細かく応えるには、中央執行委員会だけでのとりくみではなく、職場に根を張った支

部活動の強化が重要です。 

 文系・事務支部では職層別懇談会など活発な支部活動のなかで教職員の意見や要求を幅広く集約

し、それを発信しています。こうしたとりくみが積極的に行われることで法人組織もその声に耳を

傾け、改善に乗り出します。逆に活動が行われないということは『教職員が現状に満足している』

という意思表示と見られてしまいます。 

 各支部の多くの活動と、そこから得られる意見や要求こそが組合の活動を支え、我々の労働を守

る原動力です。多忙化する職場のなかで、工夫しながら各支部の、さらなる活動発展をめざします。 

 活動を休止している女性部についても、ランチタイムミーティングなどの開催を追求しつつ、要

求の集約に努めます。 

 


