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誇りと愛着をもって働き続けられる 
首都大学東京をつくろう!! 

任期制・年俸制の抜本的改善を成しとげよう 

固有職員の賃金・労働条件を改善し、長期雇用を実現しよう 

都労連に結集し、都派遣職員の要求を実現しよう 

都民・国民の負託に応える大学運営への転換を求めよう 

全国の国公私立大の組合との共同闘争を強めよう 

格差と貧困の拡大を抑え、国民の雇用と生活を守る運動に合流しよう 

  

                                                                                       

第 99 回定期大会を 6 月 28 日 (土 )午後 1 時から南大沢キャンパス６号館４０１教室にお

いて開催します。  

 修正提案は大会前日の 6 月 27 日 (金 )までに文書で組合事務室にご提出下さい。  
 各支部、職場では、方針討議とともに大会代議員の選出をお願いします。大会代議

員は組合員 10 名に 1 名の割合で選出されます。  
代議員の届出は、各支部委員会でまとめ、6 月 25 日 (水 )までに組合事務室にお届け

下さい。  
 また、各支部委員会は、2014 年度中央選挙管理委員、支部選挙管理委員、および 2015
年度本部会計監査候補を支部総会で選出し、6 月 25 日 (水 )までに組合事務室に名簿を

提出して下さい。  
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Ⅰ 情 勢 
 首都大学東京が東京都の法人であり、また日本の大学全体が国の政策に大きく影響され

ている以上、首都大学東京労働組合は、経営サイドである法人と個々の労働条件について

交渉すると同時に、東京都や国政の状況を正確に認識し、さまざまな組織と連携して運動

をすすめていく必要があります。ここでは、2013～14 年における学内外の情勢について

概括します。  

  

【国政】 

 2012 年末に発足した第 2 次安倍内閣は、2013 年 7 月の参議院選挙において「大勝」し

ました。公明党を含めた与党の議席は、改選前から 32 議席を増やして 135 議席となり、

過半数となる 121 議席を大きく超えました。この結果は、国民の期待を裏切った民主党に

対する批判票が流れたことが大きな要因であって、必ずしも積極的に現政権を支持した結

果ではありませんが、衆参両院で過半数を獲得した第 2 次安倍内閣はその後、強権的な国

会運営を行って数々の政策を強引にすすめようとしてきています。  

 特定秘密保護法は、国民の多くが危惧し、また憲法学者やマスコミ関係その他からも幅

広い反対が起こっているにもかかわらずこれを押し切って、2013 年 12 月に可決されてし

まいました。  

 現在もまた、集団的自衛権を憲法の解釈で実現しようと、なりふり構わぬ強引な政権運

営を強行しようとしています。そのために内閣法制局長官の人事を変えるだけではなく、

武器輸出を禁止してきたこれまでの原則を閣議決定で変えることによって、武器の研究開

発と輸出を行えるようにしてしまいました。  

 2012 年 4 月に発表された自民党の憲法改正草案は、権力者を規制する憲法を、逆に国民

を規制するものに変える視点に立ってつくられており、まさに人類の英知を重ねて確立さ

せてきた立憲主義を否定するような内容を組み込んでいます。また、憲法の中身を議論す

る前に、まず 96 条を変えて憲法改定のハードルを下げるというやり方は許されるもので

はありません。現政権の強権的な姿勢は、立憲主義を否定するこの憲法改正草案の内容を

先取りして実現させようとするものであり、東アジア情勢をますます不安定化させるもの

でしかありません。  

 

 現政権の労働政策は、規制緩和･構造改革路線の復活が基調となっています。過去、この

路線により正規雇用から非正規雇用への転換がすすみ、それによって一部のものが大儲け

する一方、貧困層は爆発的に拡大しました。非正規雇用者自身の貧困とその固定化は深刻

な問題です。それに加えて、非正規雇用者をバッファと考える経営者の存在は、正規雇用

者に対する待遇悪化も引き起こし、社会全体のブラック企業化ともいうべき事態を招きま

した。また、非正規雇用者の不満は正規雇用者、とりわけ公務員や教員に向けられました。

そして、公務員バッシングの「空気」を背景に、定数や給与の削減が全国ですすめられて

います。東京都においても、給与削減の根拠は「都民の厳しい目」という正体のわからな

いものでしかありません。このような理不尽な攻撃をはね返すために、公民の労働組合は

力を合わせ、知恵を出してたたかっていく必要があります。  

 労働組合は経営者と対等な立場で交渉する権利を法律により与えられています。全国的

に労働者の権利が侵害されているいま、労働組合のはたすべき役割はますます大きくなっ

ています。一昨年、国立大学法人に対して大幅な給与削減が押し付けられたとき、各大学
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単組はこれに抵抗し、多くの大学で削減幅の圧縮をかちとりました。組合を無視して一方

的に給与削減をすすめた法人に対しては裁判が始まっています。この裁判を通じて、公務

員バッシングの異常さが明らかになることが期待されます。  

 

【東京都】 

 2012 年 12 月の都知事選挙で 433 万票以上を獲得して誕生した猪瀬都政は、2013 年 12

月には辞表願を都議会に提出してあっけなく終わってしまいました。医療法人徳洲会から

の 5000 万円をめぐる疑惑がそのきっかけでした。そして、2014 年 2 月に行われた都知事

選挙により、石原元都知事が支援した候補は落選し、舛添都政が 211 万票をとって発足し

ました。新都知事の政策がどのようなものになるのか、注意深く見守る必要があります。  

 都知事選において、組合は有力候補者に対し首都大学東京の理念などについてアンケー

トを行いました。当選した舛添候補を含めて 2 候補から回答がありました。  

 私たち組合の 2013 年秋季年末賃金確定闘争では、公務員の賃金・労働条件に対する攻

撃が厳しい情勢のなか、都労連に結集して労使交渉で自主解決を図ることをめざしました。

最近の公務員たたきの風潮のなか、恣意的な基準で算出された公民較差を理由とした給与

引き下げを阻止できなかったことは残念です。給与交渉には都労連対東京都、首都大学東

京労働組合対法人という二重構造があり、両者は密接に連動しています。今日、労働者の

待遇という観点に限っても、大学独自の問題が多くなってきましたが、組合としては都労

連との関係が引き続き重要であるという認識に立ちながら、独立法人の組合として連携を

すすめていきます。  

 

【教育・大学】 

 ”知の大競争時代”に勝ち残るための大学「改革」が、安倍内閣によってすすめられよ

うとしています。教授会権限を大幅に縮小させる学校教育法改定案が、すでに国会に提出

されました。これは、学長と事務長などが学内からの信任を得ることなく、トップダウン

によって大学を経営できる仕組みを導入しようとするものです。文部科学省も、国立大学

の種別化（世界トップレベルの研究大学院づくり、専門職養成大学の再編、地域貢献型大

学の育成など）を、財政誘導などによって実現させようとしています。これに対して、国

立大学法人の側も「自主的」に、「改革」提案を執行部が主導して提出しあう「改革」提案

競争がすでに起こっています。これらの高等教育政策は、第 2 次安倍内閣によって発足し

た教育再生実行会議の提言がその土台となっており、文部科学省の高等教育政策はこの提

言を具体化させるものにすぎません。今後ますますグローバル化する社会において、多文

化多民族に対する相互の理解と信頼が求められる状況に対して、政権による政策を先取り

して生き残ろうとする動きが、学内でも不透明な形ですすむ危険性が高まっていますが、

全構成員に対する情報公開と開かれた討論による合意がないままにすすめられるとりくみ

は、学内に混乱と疲弊を生み出すだけであることは、首都大学東京がこの 10 年間ですで

に経験したことです。都民に信頼されながら、創造的な研究と教育が展開される大学は、

開かれた大学づくりによってこそ実現されるものです。  

 

 昨年 4 月に改正労働契約法が完全実施となり、5 年を超えて雇用契約の反復更新がなさ

れている労働者は、無期労働契約転換の権利をもつことになりました。この改正は、全員

任期制として発足させられてしまった首都大学東京のような雇用制度のもたらす「雇い止

めに対する不安」の解消が改正の趣旨（厚生労働省労働基準局長「労働契約法の施行につ
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いて」2012 年 8 月 10 日）とされる点で、私たちの職場環境にとっては画期的な面をもっ

ていました。実際、この法改正により、横浜市立大学では全員任期制が事実上取り下げら

れるなどの変化も生まれました。一方、一部の大学では、非常勤講師を 5 年で全員雇い止

めにするという暴挙に出たことは周知の通りです。その後、2013 年 12 月に研究開発力強

化法と大学教員任期法の強引な改定によって、大学と研究機関については 5 年の期間が 10

年に延ばされてしまいましたが、これは不安定雇用の矛盾が先延ばしされただけでしかあ

りません。  

 「失われた 10 年」を取り戻すべく続けてきた組合のとりくみもあって、2015 年 4 月か

らは新人事制度が発足します。教授と准教授の任期制は廃止されますが、依然として助教

には任期制が残されてしまいました。助教が安心して研究を行える任用制度の実現が必要

です。  

 また、法人職員制度についても、常勤契約職員制度が廃止されることになったことは前

進です。法人の正規職員採用に際して、非正規職員の内部登用が引き続き行われているこ

とも評価できます。これらは基本的には組合が要求していた制度であり、実現したことは

大きな前進であると考えます。  

 

Ⅱ 運動の基調 
 2005 年 4 月に発足した法人と大学は、「教員全員任期制」や法人固有職員はすべて非正

規（ごく一部を除き非常勤）をはじめとして、教育・研究を最低限持続的に維持すること

も危ぶまれる状況で出発しました。さらに東京都から一方的に押しつけられた第一期中期

計画と法人・大学の仕組みのもとでは、大学と法人の意思決定に教授会やその構成員の意

志を反映させることすら容易にできない状態でした。日本国憲法 23 条で保障されている

はずの「大学の自治」を含む「学問の自由」がないがしろにされてきています。そのなか

で組合と教職員は、粘り強いとりくみを通して、教授の一部にテニュア制を導入すること

や准教授について更新回数の撤廃を行うなどの前進を積み上げてきました。  

 そして、2015 年 4 月からはいよいよ、新人事制度の導入が実現するところまではたどり

着きました。「失われた 10 年」がまだ取り戻せたわけではありませんが、10 年にわたり私

たち組合が果たしてきた役割は少なくありません。今後も引き続き、日本国憲法 23 条で

保障された「大学の自治」を含む「学問の自由」の重責を担う大学として、それにふさわ

しい民主的合意形成と意志決定のあり方を再構築しつつ、法人がさらなる自立性の回復に

向かうことをねばり強く求めていく必要があります。  

 今年度重点的にとりくむべき具体的な課題は、以下のとおりです。私たち組合は、大学

が大学としてその名に恥じないあり方を求めて、引き続き、自由で創造的な研究と教育が

行える、都民に信頼される大学実現に、職員の労働条件改善を通してとりくんでいきます。  

 

《今期の重点課題》 

１．2015 年 4 月からの新人事制度導入までに、任期なし教員への給与差別をなくすとりく

み 

 組合が繰り返し指摘し、これまで法人も認めてきたように、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、職責をはたしています。にもかかわらず、法人発足以

来、これまで任期なし教員は給与上の差別を受けてきました。また、任期付きに移ること

なしには昇任すらも認められてきませんでした。2015 年 4 月からの新人事制度導入は、こ



5 
 

うした負の遺産を解決するための重要な機会です。期限の定めの有無を理由に給与差別さ

れるなどということは許されるものではありません。組合は、任期なし教員への給与差別

を撤廃することを求めてとりくみます。  

 

２．固有職員の労働・雇用条件を改善すること 

 現在、法人の固有職員については、正規職員（正規雇用）、常勤契約職員（3 年×2 回更

新まで）、非常勤契約職員（1 年×2 回更新まで）、および派遣労働職員ならびにパートタ

イム雇用を含め、多様な雇用形態が混在しています。組合は、このような職員の任用制度

は大学のあり方としてふさわしくないとの認識のもとに、職員制度を整備・改善するよう

求めてきました。その意味で、2015 年度から常勤契約職員の制度を法人が廃止することを

決定したことを評価するとともに、組合は引き続き、非常勤契約職員の内部登用制度を改

善させるなど、法人の固有職員全体の労働・雇用条件改善にとりくみます。  

 

３．助教任期制を改善すること 

 2015 年 4 月からはじまる新人事制度においても、助教に対してだけは任期制度が残され

てしまいました。任期の更新はこれまでの基準を変えるものでなく、また 10 年を超えて

からは任期の定めのない任用に変わるとしても、任期制のような不安定な身分のままでは

自由で創造的な研究は生み出されにくくなってしまいます。組合は引き続き、助教の任期

制、研究条件を抜本的に改善することを求めてとりくみます。  

 

Ⅲ 今期の課題とたたかい方 

１．首都大学東京を働き続けられる職場に変えるたたかい  

（１）教員の任期制、年俸制の抜本的改善をめざすたたかい  

 3 月 28 日の団体交渉で教授・准教授については 2015 年 4 月採用から無期雇用となりま

す。助教については、5 年＋5 年の任期の後、審査を経て無期雇用とするという労使合意

が成立しました。この間の交渉の中で、全員任期制が公募人事の大きな障害となってきた

事実を当局も認めざるを得なかったのです。今期は、新人事制度と在職教員との制度上の

接続が大きな課題となります。とりわけ、非任期教員に対する賃金差別の撤廃が最重要課

題であり、この問題を抜きにした解決はありえません。また、法人化以前から在職してい

た任期付助教については、2014 年度中に無期転換への審査を実施することになっています。 

 組合は、新人事制度での助教の再任基準は、現行の基準と 1 期目も 2 期目も変わらない

ことを確認しています。無期転換となるからといって、あらたなハードルを設けないとい

うことであり、このことは 2014 年度中に行われる審査でも、同様の扱いとすることを確

認しています。  

 組合は、次のことを当局に求めます。  

①  新人事制度への接続にあたっては、非任期教員への差別賃金を撤廃すること。  

②  非任期教員に対して、将来にわたって在職期間の不利益を回復すること。  

③  引継ぎ教員で任期付助教の無期転換への審査については、現行の再任基準で行うこと。 
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（２）固有職員の賃金・労働条件改善をめざすたたかい  

3 月 28 日の団体交渉で常勤契約職員の制度の今年度での廃止が決定しました。組合はこ

れまでも、法人職場の問題点として、都派遣職員、正規職員、常勤契約職員、非常勤契約

職員、特定任用職員という多様な労働条件の職員が混在していることを指摘してきました。

とくに常勤契約職員は、実態として正規職員と何ら変わることのない仕事を求められてお

り、有期雇用であるが故に雇い止めの不安を抱え、その待遇も退職手当が支給されないな

ど、正規職員に比べ、低く抑えられてきました。常勤契約職員の賃金は時給換算では、非

常勤契約職員を下回る場合もありました。組合は、改正労働契約法が禁止している、「期間

の定めがあることによる不合理な労働条件の相違」にあたるとして、当局に対して、是正

を求めた結果です。今後は、1 級格付けの正規職員を速やかに 2 級へ昇任させるため、当

局に研修の実施等を求めます。  

 法人は、毎年多くの職員募集を行っています。「大量採用・大量離職」はブラック企業の

一つの特徴ですが、法人の職場を「ブラック企業化」させないために、安心して働ける職

場とするために、組合の役割は小さくありません。内部登用選考の採用枠は少ないために、

惜しまれて退職する非常勤契約職員も数多くいます。  

 東京都の職場でも、ベテラン職員の大量退職、新卒採用の抑制等により、仕事のノウハ

ウの継承が困難となっていることが問題となっています。法人の職場では、それに加えて、

有期雇用による雇い止めという問題も抱えています。  

 私たちの職場では、周りの職員の信頼も厚く、都派遣職員や正規職員と遜色のない職務

もこなしている非常勤契約職員がたくさんいます。こうした非正規職員を雇い止めにする

ことは、大学にとっても大きな損失です。  

組合は、次のことを当局に求めます。  

①  正規職員に移行した常勤契約職員の早期に 2 級昇任させること。  

②  非常勤契約職員の正規職員への登用選考を実施すること。  

③  更新回数に制限のない技術職員や司書、看護師の給料表の足伸ばしを行うこと。  

④  更新回数に制限のない技術職員や看護師の正規職員への内部登用試験制度を恒常的に

実施すること。  

⑤  一般事務職の非常勤契約職員の見直し検討を開始すること。当面５年間、勤続できるよ

うにすること。  

⑥  正規職員及び常勤契約職員が 65 歳まで働けるよう定年を延長すること。  

⑦  退職手当の勤続年数に、非常勤契約職員と常勤契約職員の期間を算入すること。  

⑧  セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを根絶すること。  

 

（３）都派遣職員の賃金・労働条件改善をめざすたたかい  

5 月初旬から人事院は地方の人事委員会と共同で民間賃金調査を開始しました。人事院

は昨年の報告の中で、地方における官民格差や高齢職員の給与の見直しを検討するとして、

今年の勧告にこうした内容を盛り込もうとしています。  

 組合は、国による給与削減の押しつけを許さず、争議権の回復や定年延長を柱とする高

齢期雇用制度の確立、人事考課制度を労使交渉事項とするなどの要求を含め、都労連に結

集して、14 確定闘争をたたかいます。  

 法人は再任用職場の設定とはなっておらず、法人で定年を迎える都派遣職員は他局で再
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任用職員となる道しか残されていません。  

東京都と法人に対して、次のことを要求します。  

①  賃金削減強制や諸制度の改悪に反対すること。  

②  地域手当を本給に繰り入れること。  

③  法人を再任用設定職場とすること。  

④  法人で退職した職員の経験や能力を活かすために、短時間の再任用制度を法人独自の

制度として創設すること。  

⑤  定年延長については賃金を抑制することなく実施すること。  

 都労連は、非現業職員、現業職員、教員の賃金を含めて、東京都と賃金交渉を行ってい

ます。現業や教員の賃金を分断して、公務員賃金の削減を狙っていることは明らかであり、

組合は都労連に結集して、都派遣職員の賃金・労働条件の改善をめざします。  

 

（４）都民・国民の負託に応える法人と大学をめざす要求と提案  

教授会を学長の諮問機関と位置づける学校教育法改悪がおしすすめられようとしていま

す。大学の自治の破壊は、憲法で保障された学問・研究の自由を脅かすものです。また、

法人と大学のあり方は、そこに働く教職員の労働条件や仕事の質ややりがいに深く関わる

問題です。私たち組合は、これらの問題にいっそう関わりを強め、都民・国民の負託に応

える大学づくりにとりくみます。  

 

２．格差と貧困、教育の改悪政策、 

集団的自衛権・武器輸出にともなう 

海外派兵と憲法改悪に反対するたたかい  

（１）震災復興、消費税の増税が格差と貧困のさらなる拡大とならないように、 

国民の雇用と生活を守る運動との連帯 

組合は首都大学東京を職場とするすべて労働者について、その待遇改善を要求してきま

した。その結果、いままで非常勤契約職員の賃下げを許さず、パート労働者の時給を上げ

させるなど、学内における低賃金問題の緩和を実現してきました。アルバイトの通勤費支

給（上限 2,600 円まで）や、常勤契約職員制度を廃止し正規職員化への道筋をつけること

も実現してきました。いま、私たちの組合では常勤契約・正規雇用の教職員が多数を構成

しています。非組合員が多い非常勤契約職員や、交渉相手が異なる委託労働者の待遇改善

に積極的にとりくむことは、組合としての倫理に準拠した活動ですが、非正規雇用者の待

遇が正規雇用者の待遇に直結しているという現実的な背景もあります。さらに学外に目を

向ければ、さまざまな場所で格差と貧困が拡大し、大量の非正規雇用者の存在により正規

雇用の労働者の権利が実質的に奪われてきています。これは特定のブラック企業だけの問

題ではなく、社会全体のブラック企業化という、深刻な現象です。現在すすめられようと

しているホワイトカラーエグゼンプションの導入などはこうした傾向を示す典型的な問題

です。  
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非正規労働者やワーキング・プアの増大、格差と貧困の拡大は大きな社会問題となって

おり、これらの問題に対する労働組合の果たすべき役割がこれまで以上に大きくなってい

ます。全労連調査局の資料によれば、この 20 年間で賃金が下がり続けている主要国は日

本だけです。雇用の非正規化や賃下げにより企業は莫大な内部留保をため込みました。「そ

れは我々の金である！」と労働者は主張する権利があるはずですが、この間にボロ儲けを

しているのは一部の経営者や投資家・株主だけです。国全体の財産が減っているわけでは

なく、一部の人間がそれを掠め取っているために、大多数の人間が収入を減らしている、

といういまの状態は極めて不健全です。賃金が下がっている大多数の労働者にとっても、

その下がり方は一様ではなく、過労・パワハラなどによるうつ病の発症や、失業・再就職

に伴う非正規化により一気に貧困状態に陥るというケースも多発しています。  

格差と貧困の拡大の定量的な尺度は、低所得家族の増大です。国税庁民間給与実態調査

によれば、1 年を通じて勤務して年収が 200 万円以下という労働者の割合は、1997 年の

17.9％から 2011 年の 23.4％に増えています。格差と貧困の拡大を招いたのは、1990 年代

後半から行われた派遣労働の拡大、裁量労働制の導入・拡大、有期雇用制の拡大といった

一連の労働法制の規制緩和です。労働者派遣は、労働者からの「ピンハネ」を防ぐため、

職業安定法で禁じられていましたが、その例外として、1985 年に労働者派遣法がつくられ、

26 業種に限定されていた派遣労働が、1999 年の改悪で原則自由化されたのです。それが

今日の 1700 万人を超える非正規雇用を生みだし、格差・貧困拡大の引き金となりました。

何時間働いても労使が決めた時間しか働いたとみなさない裁量労働制と期限付きで自由に

解雇できる有期雇用制は、1998 年及び 2003 年の労働基準法の改悪によって、すべてのホ

ワイトカラーに拡大され、有期雇用を 5 年に引き延ばすなど、ただ働きを合法化し、雇用

の保障のない無権利な労働者を大量に作りだしました。労働市場の自由化を推進した一部

の学者は、非正規雇用の蔓延に歯止めをかけるべく施行された改正労働契約法に対して敵

意をむき出しにし、限定正社員制度なるヌエ的な新しい雇用セグメントを作ったり、大学

関連では改正法を理由とした非常勤講師雇い止めを行ったりしています。首都大学東京に

おいて、改正法の趣旨に沿った雇用ルールを確立し、公務労働のモデルを提示することは、

労働運動全体にとっても大きな意義があります。私たちは自分たちの雇用ルールの確立を

めざすとともに、非常勤講師組合をはじめ、理不尽な攻撃にさらされている全国の労働者

と連帯し、そのたたかいを支援していきます。  

オリンピック招致のプレゼンテーションでは、猪瀬知事は東京都の財政は極めて健全で

あるとアピールを行いました。一方で、東京都の職員給与は何年も続けて引き下げられて

います。予算は潤沢ではあるが給与は引き下げる、という東京都の奇妙な政策を後押しし

ているものは、公務員に対する漠然としたフラストレーションであり、その背景には非正

規雇用や格差・貧困の問題があります。格差の広がりが労働者の団結を阻害し、相対的に

少し恵まれているように見える、少なくともそう喧伝されている公務員や正規雇用者に賃

下げ圧力をかけるという構造は、真に非難されるべきものにとって、実に都合のよい仕組

みであり、これを打ち破らなくてはいけません。格差と貧困の問題が解決されなければ、

少なくともそれが改善の方向に向かわなければ、公務員に対する賃下げ圧力は果てしなく

続くでしょう。いまこそ、勤労者の生活を破壊するこうした政策をストップさせ、国民の

雇用と生活を守る運動と連帯することが求められています。格差と貧困の拡大を抑え、健

康で文化的な生活を営むささやかな勤労者の権利を守るたたかいに立ち上がろうではあり

ませんか。  
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（２）大学の改悪政策に反対し、大学の自治を守り、 

大学の存立と発展を求める国公私立大の組合との連携  

競争や市場原理を教育現場にもち込んだ新自由主義的な教育改革は、初等、中等教育の

現場を荒廃させ、社会の知的基盤を支える全国の大学を疲弊させています。研究の現場に

おいても、運営費交付金の削減と競争的資金依存の拡大が行き過ぎた競争につながり、学

術の健全な発展を歪めています。  

 運営費交付金は、「日常的な研究の実施に最低限必要な基盤的経費」であり、一部で言わ

れている「運営費交付金の不足は、他の文教予算や科学技術予算などの補助金・外部資金

の獲得により補えばよい」という考え方は、直接応用に結びつかない基礎的な研究は消滅

しても構わないというまさに暴論です。一方、比較的外部資金の獲得実績がある研究者に

とっても、運営費交付金は命綱です。競争的資金が途切れる年度があれば、研究の継続性

を運営費交付金によって守る必要があるからです。  

 競争的資金は「獲得のために相当の努力が必要で、経費毎に研究成果が求められるため、

大学の負担が重くなっている」と文部科学省も、その偏重の問題性を認めています。組合

は、その時々で重点的な分野に予算や研究者が集中することを否定するものではありませ

んが、過度の集中が生む歪みは、すでに看過できない水準にきています。政府に対して、

運営費交付金の削減と競争的資金の重点化を改めさせ、「日常的な研究の実施に最低限必要

な基盤的経費」を充実させるとともに、欧米に比べて半分に過ぎない大学関連予算の大幅

増額へと舵を切らせることが、喫緊の課題となっています。  

 首都大学東京労働組合は、大学の担うべき教育・研究体制の維持発展のために、全国の

教職員組合と連携し、大学の窮状を広く社会に訴えるとともに、学術のあるべき姿につい

ての合意形成をめざします。  

 

（３）集団的自衛権・武器輸出に伴う海外派兵、  

憲法改悪に反対する市民の運動との連携  

私たち組合は、自衛隊の海外派兵や憲法改悪の動きに反対します。  

一昨年 12 月の衆議院議員総選挙により自民党が与党に返りざき、第二次安倍内閣が成

立しました。今回の安倍内閣の狙いが 9 条の改正にあることは明らかです。しかし、姑息

にも憲法改正手続きを定めた 96 条を先行させて改正しようとしています。これは「国民

からの国家への命令」である憲法の立憲主義の原則を踏みにじるものです。「国家権力は縛

られなければならない」からこそ憲法はその改正手続きとして特別多数決を定めているの

であり、それを単純多数決に改めようなどというのは、立憲主義への無知・無理解に基づ

く暴挙としかいいようがありません。ちなみに憲法改正が行われているとよく引き合いに

出されるアメリカやドイツにおいても、憲法改正手続きは特別多数決を採用しています。

しかも今回の 96 条の改正を国権の最高機関である議会ではなく、その執行機関に過ぎな

い内閣主導ですすめようなどというのは、憲政の常道からの逸脱も甚だしいものです。こ

の間、安倍内閣は 96 条の先行改正に反対する各種の世論調査の結果を受け、憲法改正問

題について憲法解釈を変更することで集団的自衛権の行使を可能にしようとしています。

この問題を扱った首相の私的諮問機関である安保法制懇は、集団的自衛権の行使を容認す
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る委員で占められており、最初から結果ありきでした。しかも、その結果もずいぶんと前

に出ていたのに、国会の状況を見てからの発表という極めて政治的な集団的自衛権のなし

崩し的容認を求めるものでした。  

改めて歴史の反省のうえに出発した戦後日本の戦争放棄・平和主義の原点に立ち返り、

進行しつつある海外派兵や憲法改悪の動きに反対する市民運動、また沖縄・辺野古新基地

建設反対、普天間基地撤去の運動との連携を強めることが求められています。組合は「首

都大教職員九条の会」や地域の「九条の会」との連携を強化し、引き続いて憲法擁護の草

の根の運動をすすめ共闘の輪を広げます。  

 

Ⅳ 法人に働くすべての教職員の要求を結集できる 

組合建設  

１． あらゆる職層での組合員の拡大 

この大学（法人）は驚くほど多様で複雑な雇用形態、労働条件の教職員によって担われ

ています。このようなさまざまな職層に分かれた教職員ですが、数的にも職務内容におい

ても、どの層が主、どの層が従という違いはありません。私たちの組合の活動内容も、そ

れらすべての職層の期待や要求に応え、労働条件を改善することをめざします。そのため

には、これらすべての層に組合員を拡大することが不可欠です。とくに、有期雇用のため、

相対的に矛盾が強く、声をあげにくい非常勤・常勤契約職員、法人化以降に採用された教

員を組合に迎え入れることが急務です。  

①  「賃金ハンドブック」を武器に、賃金、労働条件、雇用条件の実態を知らせる活動を強

めましょう。  

②  あらゆる機会に「だれもが入れる組合」を宣伝しましょう。  

③  すべての支部で組合員の拡大計画を立て、継続して働きかけを強化しましょう。  

④  すべての支部で組合を紹介する催しを企画し、非組合員に組合加入を促しましょう。  

⑤  職場の不満や不安を聞き逃すことなく、要求につなげて、非組合員に組合加入を促しま

しょう。  

⑥  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。  

 

２． 多様な要求に応えられる支部活動の確立 

多様な雇用形態、労働条件におかれた教職員の要求、期待にきめ細かく応えうる組合活

動を実現する鍵として、中央執行委員会等の中央役員のとりくみもさることながら、職場

に根を張った支部の地道な活動を欠くことはできません。文系・事務支部では昨年、職層

の垣根を取り払った職場懇談会を開催し、また文化交流活動を通じて、組合員・非組合員

を問わず、親睦の場と組合活動への理解の窓口を提供してきました。日常的に接する仲間

の状況を把握し、要求や不満・悩みを受け止める身近な存在となり、共に労働環境の向上

をめざす組合員の輪を拡げられるよう、持続的かつ積極的な支部活動を推しすすめなけれ

ばなりません。  

①  各キャンパス、支部の実情にあった多様で特色のある支部活動を展開しましょう。  
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②  『手から手へ』や『支部ニュース』などに各職場の状況や支部の活動を発信し、情報

交換と学びあいの場としましょう。  

③  集まり、話ができる機会と場をつくりましょう。  

３． 学習・情宣活動——きめ細やかな活動をめざして 

機関紙『手から手へ』の充実に努めるとともに、さまざまな問題に関する学習宣伝活動

にとりくみます。  

①  上部団体と協力して、学習・宣伝活動にとりくみます。  

② 多様で複雑な労働契約、雇用形態で働く仲間がいるなかで、労働条件をめぐる問題は、

誰もが身近に感じられるものではないでしょうか。誰もが働きやすい職場にするために、

ときには顧問弁護団に協力を求めながら学習活動、宣伝活動を行います。  

③  『手から手へ』の紙面充実と配布体制の整備に引き続き努めます。  

④  「賃金ハンドブック」の活用と内容整備に努めます。  

⑤  支部単位での学習会を活発に行いましょう。  

 

４． 文化・体育活動——多様な組合活動の展開をめざして  

ストレスが多く、時間に追われる日々が続くなかでの組合の文化・体育活動は、専門外

の知識を得、心身をリフレッシュするとともに、職場を超えて交流する機会として、重要

な意義をもっています。しかし、仕事も年々増加するなかで、レクリエーション活動に参

加するという気持ちの余裕もなくなってきているのではないでしょうか。各個人の余暇の

活用には多くの選択肢がありますが、多くの教職員が興味をもって参加できるような魅力

のある活動を企画し、組合活動の意義をアピールしていきましょう。  

①  従来から行われている本部主催の組合行事は継続して行います。  

②  支部単位での文化・体育活動を行いましょう。  

③  大学祭に参加し、法律相談会を行います。  

 

５．組織実態をふまえた共闘関係の構築を  

都労連への加盟形態について、今後は、都労連大会や都労連中央委員会では、議決権を

持たない特別代議員や特別委員として参加をし、これらの会議で決定された事項について

は単組として拘束されない参加形態とすることとし、5 月 29 日に開催された都労連代表者

会議で了承されました。都労連では、6 月 26 日に開催される第 69 回大会で報告事項とし、

承認を得ることとなりました。  

 このことは、都労連運動から離れることをではなく、教職員の大半が東京都人事委員会

勧告によって、給与勧告が行われない実態を踏まえて、首都大学東京労働組合の自主性を

尊重し、今後も共通の課題については共に活動してゆくということを決定したものです。  

組合は、今後も組織実態と要求に即した共闘関係について、検討してゆきますが、労働

者派遣法等の労働法制の改悪、教授会を学長の諮問機関とする学校教育法改悪、憲法改悪

などの動きが強まる中で、一層の工夫をしながら地域や全国の労働組合や各種団体との協

力、共同関係を構築し、私たちの権利と生活を守る必要があります。  

 


