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Ⅰ．２０１１年春闘をめぐる情勢 

 

 東北地方太平洋沖地震に際し、その後の福島第一原発事故の深刻化に伴う被害を含

めて、被災された方々のご無事と地域のいち早い復興を祈念いたします。 

 2008 年の金融危機・世界同時不況の余波は、ギリシアはじめヨーロッパ諸国の金融・

財政危機に飛び火して、日本と世界で金融・経済危機の圧力を増しています。民主党

政権は、マニフェスト公約に掲げた外交・内政の重要課題について「生活第一に。」も

「政治主導」についても指導力を発揮できず、国民の失望と批判をかい、昨年 7 月の

参院選で敗北し参院での与党過半数割れをきたしました。今回の震災と原発事故処理

の対応でも、その危機管理能力と隠蔽体質とが疑われて国民の不安増幅と批判を招い

ています。 

 国づくり「新成長戦略」では、「強い経済・財政・社会保障」の一体実現を掲げ、財
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官界のシナリオにすり合わせる形で、いまやその政治姿勢が鮮明になってきました。

5％超の高失業率、年間給与の過去 大の前年比 5.5％下げ幅、また年収 2 百万円以下

のワーキングプアが民間労働者の4人に1人を占めるなど所得格差は過去 大に達し、

雇用状況の悪化と生活貧困化といった国民生活の根幹の矛盾が際立っています。他方

で、沖縄普天間基地「移設」問題や「思いやり予算」・米軍基地再編予算の維持、温室

効果ガスの 1990 年比 25％削減の消極的対応、後期高齢者医療制度の廃止先送り、庶民

増税とセットでの子ども手当の部分的実施、法人税減税・消費税増税とＴＰＰへの事

実上の参加表明など、アメリカ追随・大企業中心の古い政治手法への回帰を強め、同

時に働く者・国民にさらなる「痛み」を強要する「構造改革」路線を、むしろ加速さ

せようとしています。 

 2011春闘では、統一地方選挙が行われ、地方政治の転換をつくり出すチャンスを迎

えています。３期目を終える石原都政は総点検が求められ、都政は今こそ、都民の福

祉・暮らしを守り防災対策を確立するという自治体本来の立場が問われたはずです。

しかしながら、知事は定例都議会で、いま以上の雇用改善対策を行わず都民の福祉や

くらし、医療を切り捨てる姿勢を明らかにしています。その一方で、羽田空港整備へ

の146億円支出、有害物質に汚染された豊洲への築地市場移転準備の強行、広範なジャ

ーナリズム界の反対を押し切って漫画などの表現への行政介入の余地をひらく青少年

健全育成条例の改悪など、都民犠牲の「構造改革」路線に立った、大企業奉仕の再開

発事業を推し進めることを表明しました。都知事選挙では、民意を無視した強権的な

都政を転換させ、東京で安心して働き暮らしていける民主都政を実現することが重要

な課題となっています。 

 私たちの組合の 2010 年秋季闘争では、公務員の賃金・労働条件に対する攻撃が例年

にまして厳しい情勢のなか、都労連に結集して労使交渉で自主解決を図ることを目指

しました。結果は、業績給及び賞与については国や都と同様に年間 0.2 ヶ月相当の削

減、賃金については東京都職員の改訂水準と同様に平均 0.29％削減という妥結内容で

した。公務バッシングの厳しい風潮のなかで、勧告通りの実施に押しとどめたこと、

要求の正当性を確信して労使交渉の自主解決の道筋を掲げとおしたことは、労働組合

法に基づく今後の運動への一歩となるものでした。この課題では、都労連に結集して

要求を再構築することを期します。 

 任期を選択していない教員の差別的処遇を許さない課題の取組みでは、経過措置に

よる昇給の年度末期限での停止という事態への対応として、組合は 3月 21 日に法人と

の団体交渉をもちました。その結果、基本給の昇給を本則化することでいったん整理

したうえで、非任期教員のさらなる抜本的な処遇改善を引き続き求めていくことを表

明しました。組合の立場は、理不尽な教員任期制を撤廃し、非任期教員の不当な処遇
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を抜本的に改善することです。非任期教員の存在とその処遇の実態がようやく認識さ

れ、本則に記されることとなりました。組合の目指す要求にはほど遠い極めて不十分

な到達にとどまるものでしたが、今後の継続的な処遇改善の新たな基盤とし、現行の

教員人事制度の見直しの取組みに向けたスタートの契機にしなければならないと考え

ます。 

 法人の中期計画も今年 2 巡目を迎えました。昨秋の学長メッセージで言及されたよ

うに、教員組織をはじめとした「ダウンサイジング」と一層の効率化やむなしの見通

しの下で、第 2 ステージの大学運営や人事制度の改革に向けた新しい動きも兆しつつ

あります。組合はこれらの可能性や条件を大いに活かしつつ、法人に働くさまざまな

雇用形態の教員・職員一人ひとりが誇りと愛着をもって教育・研究の仕事に存分力を

発揮出来るように、諸要求実現のために取り組む決意です。 

 

 

Ⅱ．教員の要求と課題 

 

１．任期制の抜本的改善に向け、人事制度の更なる改革をおこなうこと 

 教員の任期制については、昨年から今年にかけて２つの大きな動き、①助教の任用

期間の上限の延長と、②人文・社会系と理工学系の教授会を中心とする任期制選択に

関する議論と教授層への任期制選択の働きかけ、がありました。 

助教の任用期間の上限の延長については、昨年の労使交渉を経て、法人は平成 23 年

4 月 1 日から任用期間の上限を 2 年延長し 10 年とし、また、観点の転換に関しては、

「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」へ転

換することを明確に表明しました。 

しかしながら、組合の基本的考え方は「教員の全員一律任期制」は、大学の教育と

研究を阻害するもので、あくまでこれに反対するものです。したがって、今回の交渉

で得られた成果はあくまで「任期制」の枠内での改善に止まったものですが、今後、

その変更された「観点」の実体化を求める運動を展開し、その過程で非任期教員の処

遇の改善を求める運動と結合させるなら、「教員人事制度」全体の抜本的改善の重要な

一歩となりうるものです。 

一方、人文・社会系と理工学系の教授会を中心とする任期制選択に関する議論と教

授層への任期制選択の働きかけについては、「少なくとも９割以上の教員が任期制を選
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択し、任期制が定着したと客観的に受け止められる状況になって、初めて制度改正の

向けた具体的な検討が開始できる」という法人側の意向を踏まえて、それぞれの教授

会が慎重に議論し、決定したことである以上、組合はこの方針を尊重します。 

しかしながら、「法人も教学も改革の必要性があると認めている現在の人事制度を、

改革を行なうために条件として定着させる必要がある」という明らかに矛盾した論理

は、今後の様々な制度改革について適用される可能性があり、本学の意思決定のあり

方に大きな課題を残していることを指摘しておきます。 

人事制度改革の機運が高まりつつあるこの機に、ぜひ組合内外のすべての教職員の

英知を集めて、あるべき教員人事制度の再構築に向けて活発な議論、検討を行なうよ

う強く期待します。私たちはその先頭に立って運動を進めることをあらためて表明す

るものです。そして、組合は法人が任期制の改善に踏み出すことを強く求めて協議、

折衝を行なって行きます。 

 

２．非任期教員に対する差別的給与制度を改めること 

任期制に関連する問題として、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。平成 23 年 4 月から非任期教員の昇

給が一切停止されることを阻止するために，平成 23 年 3 月 21 日に，組合は法人当局

と団体交渉を行ないました。法人からは，①停止される予定である基本給の昇給を今

後も継続する、②基本給昇給に関する本則の「任期制を適用されている教員」を「教

員」に変え、任期の有無による区別をなくす，との提案が行なわれました。 

法人からの提案は、「再任時昇給」以外を同等にせよ、という私たちの要求からすれ

ばほど遠い内容で、現状の改善にはなっていません。組合執行委員会は、４月１日が

迫るなか、この提案を受け入れるか否か、ぎりぎりの検討を重ね，その結果，組合員

の生活を守る責務を負っている組合として被害を 小限にとどめるとの観点からこの

提案を受け入れました。 

反面、組合員とくに非任期の教員からの強い期待は、非任期選択という当然の権利

を行使したことに対する長期にわたるいわれのない差別処遇を撤廃させ、意欲と誇り

を持って教育、研究に当たれる労働条件を獲得することです。その点からみれば今回

の提案内容は不十分きわまりないものです。 

非任期教員に対する差別的給与制度に関してまず指摘しなければならないことは、

当局の考えが法的根拠を有していない点です。「大学の教員等の任期に関する法律」の

第四条第２項には、「任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合

には、当該任用される者の同意を得なければならない。」と定められており、また、「地
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方独立行政法人法」の第五十七条（職員の給与）には、「１ 一般地方独立行政法人の

職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。２ 一般地

方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれ

ぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これ

を変更したときも、同様とする。３ 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の

基準は、当該一般地方独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に

適合したものとなるように定めなければならない。」と定められています。 

つまり、任期制を選択するかどうかの判断は、法的に保障された権利として教員に

与えられており、また、法人の給与は、「勤務成績を考慮し、かつ社会一般の情勢に適

合したもの」となるように定めなければならないことが法的に明確に定められている

のです。従って、任期制を選択していない教員の給与制度は、そもそも任期制教員と

の比較で行なわれるべきものではありません。 

前者の「勤務成績の考慮」の観点からは、法人は既に「任期制を適用されていない

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

分認識しております」と発言し、任期制を選択していない教員が大学の教員としての

十分な職責を果たしていることを公式に認めています。 

さらに、後者の「社会一般の情勢に適合したもの」の観点を踏まえれば、任期制を

選択していない教員の給与制度は、我が国で圧倒的多数である、国公私立大学におけ

る非任期制教員（任期制が適用されていない教員）との正当な評価・比較に基づいて

決定しなければならないのです。 

上述の法的根拠、本学における任期制を選択していない教員の勤務の実態、国公私

立大学における給与制度の状況を正当に評価・考慮した上で、本学における任期制を

選択していない教員の給与制度を、地方独立行政法人法で定められた「勤務成績を考

慮し、かつ社会一般の情勢に適合したもの」へと改正することが必要なのです。 

私たち組合がこの問題を極めて重視しているのは、任期制を選択していない教員に

対する昇給停止問題（差別給与問題）の本質が、「法人の意に沿わない人達に対する差

別」であるからです。 

現代社会は、思想信条、国籍、性別、障がいの有無、さらには職位の違いを理由と

した、さまざまな差別や人権侵害をなくすことを目指しています。知の拠点である大

学は、まさにこのような社会や組織の実現に率先して取り組む必要があります。教員

の差別給与問題は、公立大学法人としての本法人が率先して正当に解決すべき課題な

のです。 

組合は、任期制を選択していない教員の差別賃金をなくし、さらに、任期制を選択
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していない教員が非任期のまま昇任できるように強く求めます。 

 

３．任期評価、再任判定を公正に行なうこと 

 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、法

人との交渉で基本的に達成できました。 

 現在、具体的な任期評価、再任基準が行なわれる段階になりましたが、私たち組合

の基本的立場は以下のとおりです。 

「再任の基本的考え方」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。 

 

 

４．カットした扶養手当、住居手当を確実に清算するとともに、これらの復活を行な

うこと 

 平成 17 年度末まで支給されていた扶養手当、住居手当が逓減措置によりカットされ

ています。しかしながら当局はカット分を「職務の困難性に応じた手当」として支給

する、という約束を果たしていません。その一方で今年度は全く根拠の薄弱な「社会

情勢に適合」という理由で賃金カットを強行しました。私たちは約束どおりのカット

分を「職務の困難性に応じた手当」として還元することを求めますが、より根本的に

手当の復活を改めて強く求めます。 

 

５．年度初めに約束した「年俸」は、年度途中での変更を行なわないこと 

 今年度、東京都の人事委員会勧告を受けて、「年俸制」のはずで、しかも公務員でも

ない教員にも「期末手当カット」「ベースダウン」がなされました。しかも、都職員に

は支給されている扶養手当、住居手当はカットあるいは支給しないままなのです。 

もともと、本学教員の基本給、職務基礎額を合計したものは、基本的に国立大学法
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人の給与表と共通性を持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、本学の教員、とくに扶養家族を抱え

た若手教員の年収は、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。 

今期の民間企業の春闘の状況をみると、昨年同様、「民間賃金が下がっている」→「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きわめて高いと思われます。し

かしながら、東京都と法人が押しつけた「年俸」の趣旨も無視した賃金削減をふたた

び許すことはできません。来年度は年度当初に約束した年俸を保障するよう要求しま

す。 

 

Ⅲ．大学にはたらく職員の要求と課題 

 2010 年交渉の結果 

 すでに 2008 年の団体交渉で、これらの非常勤職員の内部登用選考の整備と平成 21

年実施の労使合意が成っているにもかかわらず、今年度は事務職員、図書館司書につ

いては、内部登用選考が実施されましたが、看護師、技術職員の内部登用選考を行わ

ない、という極めて納得しがたい当局回答になりました。 

組合は 11 月 15 日の団体交渉で、「東京都の状況をみると、消費者相談の窓口の職員

や児童相談所のカウンセラーなど、高い専門性ゆえに人事異動が困難な職種が専務的

非常勤とされ、常勤職員と比べて劣悪な労働条件におかれています。法人においては、

技術職員や看護師、司書などが同様の立場に置かれています。図書館司書については、

2009 年の団体交渉で図書情報センターを知の拠点と位置づけ、登用選考も十分とはい

えませんが行われています。技術職員や看護師も同様に高い専門性を有した職種です。

とりわけ技術職員は、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。当局はこうした状況を強く認識して

いただきたいと思います。」との見解を示し、引き続き看護師、技術職員の内部登用選

考の実施を要求していきます。 

2009 年 12 月に開かれた国の「官民競争入札等監理委員会」では、国立大学法人の

「施設の管理運営」「事務」が見直しの対象とされています。施設管理業務や図書館運

営を含む事務が「市場化テスト」の対象としてあげられたのです。本学においては、

昨年の労使交渉で、図書館の「運営を支える執行体制の充実」を当局が表明していま

す。 
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今後はこれらの表明の実質化を迫り、着実に内部登用選考を実施させる働きかけを

行ってゆかなければなりません。 

今交渉では、看護師、技術職員、とくに技術職員についても強く内部登用選考の実

施、正規職員化を求めましたが、交渉過程で明らかになったのは、これらの専門的業

務についての法人の認識が極めて低いことでした。したがって、今後の重要な課題は、

たんに交渉に頼るのではなく、技術職員を抱える各部局から、その教育研究上の重要

性を明らかにし、ノウハウの継承や事故や危険に対して十分に保証される雇用形態の

必要性を訴える声を大きく起こして、法人の認識の転換を促すことです。 

この点について、各部局の教員組織に議論、検討を呼びかけます。 

 法人職員の賃金決定に係る問題では、当局は相変わらず、粗雑な「情勢適応」論で、

東京都が職員に押しつけた賃金、一時金のカットを横並びで提案してきました。こう

した提案に対して私たちが問うた、「教員や固有職員の賃金が『民間』より高いのか」

「年俸の途中カットはおかしいのではないか」といった疑問への回答は、今回もなさ

れませんでした。 

 ただし、今回の法人提案が、相対的に被害の大きくなる若年層や常勤契約職員への

配慮していることを評価し、また、今後の教員の給与制度の抜本的改善の交渉に応じ

ることを確認して、不満ながら受け入れました。 

 私たちは今後、非任期教員の差別賃金打破と常勤契約職員の勤務実態と乖離した賃

金の改善、給料表の足伸ばしなどを重点的な課題として、取り組みを強めていかなけ

ればなりません。 

 

〈都派遣職員について〉 

 昨年の東京都人事委員会勧告は、月例給と一時金の両方を削減し史上 悪の勧告」と

なりました。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、日本全体の労働者の賃金水準を引き下げる役割を積極的に果た

す、不当な政治的勧告です。今年度の勧告に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、引き続き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。 

 「公務員制度改革」の中では 2013 年度までに公務員の定年延長を行う方向で議論が

すすんでいますが、一方で公務員の人件費削減も謳われています。再雇用制度が廃止

されたことから、年金支給までの雇用保障については、再任用制度だけとなりました。
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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、５年の派遣期限が終了し、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

りません。 

 

都派遣職員の賃金・雇用に関する要求 

 都労連が提出した、2011 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。 

 

〈法人固有職員について〉 

 2006 年の交渉で 3 年間の時限措置とされていた内部登用選考については、2009 年

の団体交渉で「翌年度の人員配置計画」によって実施を決めるという制約はあります

が、常勤契約職員への登用選考が制度化されました。今年度は事務職員に加え、司書

職が事務職員の定数と同一の枠内で実施されました。しかし、看護師、技術について

は、選考が行われませんでした。事務・司書については、２月４日に合格者が公表さ

れ、事務５名、司書１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。

若干名とされた事務職員の登用選考について、司書を含めて６名の合格者となったこ

とは、組合の要求もあったからです。常勤契約職員の正規職員への登用選考は４名が

合格しました。しかし、残念ながら３年で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することも大切です。 
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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． 住居手当、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． 2010 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。 

 

正規職員について 

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。採用については、年齢要件だけを設けていますが、18 歳の

高校卒業見込みの正規職員採用も含めた、多様な採用を検討すべきではないでしょう

か。 

正規職員の語学研修、東京都への派遣研修がはじまります。派遣された職員に不利益

が生じないよう、法人との間でルール作りに取り組みます。 
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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． 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 

 昨年はアルバイト賃金については改善させることができませんでした。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。次世代育成支援対策法は 10

年の時限立法であり、来年度は７年目となります。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。 

「ダイバーシティー（多様性）推進」に立場から、学内に保育園を新設することも検
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討課題となっています。組合は、こうした状況について、当局との交渉や懇談の場を

設け、実現に向けて、働きかけを強めてゆきます。 

 

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。 

３． 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。 

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。 

〈勤務時間短縮と年次有給休暇問題、震災対応〉 

 2010 年４月１日から、１日の勤務時間を７時間 45 分とし、休憩時間を１時間とする

ことになりました。しかし年次有給休暇については、労働基準法の改正を根拠に時間

単位で取得出来る日数が５日と制限されました。育児．介護、通院などで問題が発生

するようであれば、制度改善について他の休暇制度の運用も含めて交渉してゆきます。

また、東北東日本大震災の影響で、交通機関の運休や計画停電の影響で、職場へ出勤

できない、あるいは業務を早めに切り上げて、帰宅しなければならない場合について

の、服務の取扱いについて、必要な交渉を行います。 

 

帰宅困難者に関する要求 

1. 震災や計画停電の影響による交通機関等の運休によって、帰宅困難となる場合の

早退については、出勤困難者と同様に事故扱いとすること。 

2. 上記のことができない場合は、震災や計画停電の影響による交通機関等の運休に

よって、帰宅困難となる場合の特別有給休暇を３月 11 日に遡って設け、時間単位
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の取得を認めること。 

 

Ⅳ．組合組織の強化 

 

１． 退職や転出に伴う人員減を倍加する組合員の拡大に向けて 

 春は人事異動の季節です。退職や転出に伴って組合員も減少することになりますが、

こうした人員減を倍加する組織活動が緊急の課題となっています。 

 その際、未加入の教職員に対する働きかけだけでなく、組合員の退職・転出後に入

ってくる新規採用者（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）に対する加入の働きかけを強めます。 

 

２． あらゆる職層での組合員の拡大に向けて 

 「2010 年度運動方針」に提起されているように、あらゆる職層での組合員の拡大に

向けて引き続き活動を強化します。 

 首都大学東京は、多様で複雑な雇用形態や労働条件の教職員によって担われていま

す。これらの教職員は数的にも職務内容においても、それぞれが重要な役割を担って

おり、どの層が主でどの層が従という違いはありません。私たち組合は、これらのす

べての職層の期待や要求に応え、労働条件の改善をめざすものでなければなりません。 

 とりわけ、声の上げにくい非常勤契約職員や常勤契約職員、また法人化以降の新任

教員を組合に迎え入れることが急務となっています。 

 

３． 多様な要求に応えられる支部活動の強化に向けて 

 多様な雇用形態や労働条件におかれた教職員の期待にきめ細かく応え得る組合活動

を実現するには、中央執行委員会等の取り組みだけではなく、職場に根を張った支部

活動の強化が重要です。 

 

 

 

 

 

 


