
1 

 

手から手へ 
 

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

第 2600 号 
２０１１年９月３０日 

 

2011 年秋年闘争方針（案） 
２０１１．９．３０  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

 組合の第９６回定期大会以降およそ３ヵ月が経過しました。 

 都労連の２０１１賃金確定闘争や、教職員の労働条件等、この秋から年末に

かけてのたたかいの方針について、以下のように提起します。 

 方針の決定は、１０月１３日（木）の中央委員会で行います。 

 組合員のみなさんの熱心な討議をお願いします。 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１．2011 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

本方針は、首都大学東京労働組合の 2011 年度秋季年末闘争にとりくむべき運動

方針を提起します。 

 世界経済の動きは 2008 年の世界同時不況以降、欧米諸国の財政赤字の累増と景

気の失速、新興国でのバブル崩壊の兆し、これらを背景としたわが国での超円高と

景気後退など、世界中で金融・経済・財政全般にわたる不況「二番底」の圧力を増

し、危機の様相をいっそう深めています。3・11震災復興の遅れが目立っています。

福島第一原発事故の収束の見通しはたっておらず、放射能汚染による被災地住民の

被曝や大気・土壌や河川海洋など自然環境の破壊が深刻化していて、いまなお危機

的状況を脱していません。 

 2009 年夏に政権交代を果たした民主党政権は、震災復興・原発事故対応をめぐ

って指導力を発揮できず、マニフェスト公約の不履行とあいまって国民の失望と批

判を招き、選挙で敗北を重ねています。8 月には政権 3 人目の野田内閣に交代し、

内政・外交にわたって古い保守政治への回帰、大連立の志向を強めています。国民

生活面では、年収2百万円以下の給与所得者が5年連続で1千万人にのぼる（国税

庁調べ）など、生活の貧困化がますます際立ってきています。景気の低迷のもとで

所得格差の拡大は収まらず厳しい雇用環境が続いています。 

 政府は東日本復興構想会議の「提言」（6月 25日）をもとに、国の責任を曖昧に

したまま被災地住民の要求に耳を傾けず、特区構想や TPP(環太平洋戦略的経済連

携協定)を軸に被災地への投資拡大と貿易自由化を狙って規制緩和手法を推しすす

めようとしています。景気回復と復興財源確保とを口実に、法人税減税の大企業優

遇策の推進、消費税の庶民大増税などの具体化を図ってくることは必至の状況です。 

 とりわけ政府は国家公務員の給与削減を打ち出し、５％から 10％の範囲で実施

する法案を国会に提出しています。この公務員の賃金引き下げ法案と並んで、国家

公務員の組合に対して労働協約締結権を付与することなどを内容とする労働基本

権を一部回復させる法案とがセットで提出されています。これらの法案内容は、地

方自治体ならびに国公立大学法人の賃金・雇用のあり方に直接影響の及ぶものです。 

 この秋季年末闘争では、公務員賃下げ法案の廃案を迫りつつ、公務員労働者の労

働基本権の回復への動きを確実なものにするとともに、現行の人勧制度のもとでの

しっかりした対応を迫るという、これまでにない状況下でのとりくみ課題が背景に

横たわっています。震災復興に名を借りこれに乗じて、新自由主義路線を復活させ、
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国民の負担増で乗り切ろうとする政府・財界の姿勢や手法は、厳しく批判されなけ

ればなりません。 

 首都大学東京法人は発足して7年目、法人中期計画も2巡目を迎えました。昨年度

末には、助教の任期を10年まで延長しその制度上の観点を「育成支援」の強化と改

めさせ、また任期を選択しない教員の基本給の昇給停止を撤回させる成果をかちと

りました。いま都による効率化係数に基づく運営費交付金の削減などを理由に、教

員ポストの削減・再編を柱とした「組織・定数の見直し」計画がすすめられようと

しています。この計画が、法人の教員任期制と連動して任期切れを迎える教員の「雇

い止め」に実質的に結びつくのではないかと不安がふくれあがっています。法人発

足以来、組合は教員任期制・評価制度問題では、粘り強い交渉で一歩ずつ前進を積

み重ねてきましたが、この時期にこそ抜本的改善への見通しをかちとるべく奮闘す

る必要があります。 

 私たちの秋季年末闘争の課題は、法人独自の課題とともに、都労連に結集して秋

季年末賃金確定・諸要求実現の闘争をたたかい抜くこと、です。働く職場から、賃

金確保と雇用安定化をかちとって、生活の充実と、誇りと愛着をもって働き続けら

れる教育・研究の職場づくりを実現することをめざします。 

 

２．2011 年秋季年末闘争のたたかい方 

 東日本大震災の影響で、人事院の民間調査が例年より 2 ヶ月近く遅れて８月 10

日に終了しました。人事院勧告は、例年８月初旬に出されていましたが、早くても

９月下旬となる見通しで、合わせて定年延長についても、意見表明を行うことにな

っています。東京都人事委員会勧告も例年より遅くなることは必至です。 

 政府は、東日本大震災の復興財源として国家公務員の給与削減を打ち出し、５％

から10％の範囲で実施することとしました。連合系の組合は、「国家公務員の組合

に対して労働協約締結権を付与する」ことなどを内容とする公務員制度改革法案と

セットで給与削減に合意しています。一方、全労連系の組合は人事院勧告に基づい

た給与改定を主張しています。 

 国家公務員の給与の特例法案は、6月に閣議決定されていますが、先頃発足した

野田内閣は、延長された臨時国会会期中に給与法案の成立を表明しておらず、非現

業国家公務員に対して、「労働協約締結権を付与する」ことなどを内容とする公務

員改革関連法案と合わせて、審議の見通しすら明らかではありません。 
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 公務員賃金削減が国会で議論されれば、いっそうの公務員人件費削減攻撃が強ま

ることが予測されます。官と民との賃下げスパイラルを阻止し、公共サービスの維

持・拡充を図るためにも公務員の生活と権利を守り正当な要求を実現するたたかい

は、その重要性をいよいよ増しています。 

 都労連は、人事委員会勧告を待たず１０月７日に秋期年末闘争方針を決定する中

央委員会を開催するという、異例の事態となりました。国家公務員の賃金改定がど

のようなことになろうとも、人事委員会勧告を早期に出させ、震災復興を理由とす

る給与削減を阻止し、労使協議で解決するという方針です。定年延長については、

都労連はすでに「高齢者雇用制度の一層の充実を求める要求書」を都側に提出し、

そのなかで定年延長に関する要求も盛り込んでありますが、人事院の「意見申出」

の内容を踏まえて、人事制度対策委員会において各単組と協議を行い、必要な対応

をとることになっています。 

東京都人事委員会勧告は、法人職員に直接反映するものではありませんが、教

員・固有職員の労働条件の多くについては、事実上都職員横引きとなっており、教

員・固有職員にとっても自らの賃金労働条件の改善に直結するたたかいです。 

 今年度は、昨年の交渉を踏まえて、「テニュア制度導入」などの教員の人事制度

改善や「助教に対する育成・支援策の明確化」をはかる必要があります。「選択と

集中」の名のもとにすすめられようとしている教員定数削減についても、実施され

れば、任期付教員の雇い止めに発展することも考えられ、組合としても重大な関心

をもって議論の推移を見守っています。雇用にかかわる問題については、労使交渉

事項であり、法人は交渉に応じる義務があります。 

 また、大学の教育・研究支援体制を確立するために、事務職員の労働条件や待遇

改善は先送りにできない問題です。都派遣職員の賃金確定をはかる都労連闘争と固

有職員の勤務条件改善、教員の給与制度交渉を一体のものとして、この秋からの運

動をすすめていかなくてはなりません 

 したがって、私たちは都庁職、都教組など５単組とともに都労連に結集し、法人

の独自課題とも結合させて、2011秋季年末闘争を総力をあげてたたかいます。 

 （都労連闘争については、具体的な闘争形態、行動形態などは、都労連の各種機

関決定に応じて今後提起していきます。法人独自課題については、ストライキ権を

確立してたたかいます。） 
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３．教員の要求と課題 

１． 任期なし教員の処遇を抜本的に改善すること 

 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上げ、職責を果たしています。それにも関わらず法人発足

以来これまで、任期無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。 

 昨年度末、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。当局はこの間、「新しいステージ」という

ことばを使って、教員の人事制度を見直していくことを示唆しており、組合はその

措置がただ規則が変わったというだけでなく、このことを通して不断に教員の人事

制度を見直していくことの第一歩だと考えています。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。 

 法人当局がこの給与制度に固執することが、法人化をめぐる混乱のもっとも悪し

き遺産です。このまま放置するなら、優秀で意欲的な教員を大学から去らせてしま

います。組合は、今後も教員の人事制度の見直しを求めていきます。また、法で認

められているように、任期付きを選ぶか否かは完全に個々人の権利であり、選択を

強制するための差別はとうてい認められません。昇任に際して任期付きを強制する

ことが、いま、大学の活性化と教員の意欲発揮を阻むもっとも大きな障害です。 

以下の２つを法人当局に要求します。 

① 任期なし教員についても、職務基礎額の昇給措置を実施すること。 

② 昇任時の任期制強制をやめること。 

 

２．任期付き助教の人事制度を抜本的に改善すること 

 法人発足時、助教については「人材流動化の観点」からと、初任時５年、更新時

３年、合計 大８年で雇い止めという制度が押しつけられました。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指摘されてきました。こうし

た働きかけのなかで、昨年度の交渉では、平成 23 年度より助教の任期の上限年限

を 大で10年に延長するとともに、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から」へ転換することとなりま

した。 
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 東京都から押しつけられたこれまでの「助教型任期制」は、准教授以上が適用さ

れる「ステップアップ型」とは基本的な観点が違っており、あくまで「流動化」＝

「雇い止め」、を前提としたものでした。その意味で今回の観点の転換は重要です。

またこうした新たな観点のもとでの、「育成支援」の具体化が急がれます。例えば

現在のサバティカル制度からは助教は除かれていますが、上記のような変更があっ

た以上、当然助教も含めるべきです。 

しかしながら、今年度の法人人事制度等検討委員会では、未だに助教の問題はほ

とんど議論がされていません。助教のおかれた状況や制度運用などは、部局等ごと

に異なる面があり、教授会を含め部局内部での具体化に向けた議論も重要です。 

私たちはつぎのことを要求します。 

① 育成支援策を今年度中に具体化すること。 

② 全教員の意欲と能力を引き出すために、助教型任期制をステップアップ型に

統合させること。 

 

３．テニュア導入等、教員人事制度を抜本的に改善すること 

昨年度末、法人当局は組合や教授会に対して、テニュアの導入を含め、教員人事

制度を見直すことを表明しました。東京都が押しつけた「全員任期制」が、優秀な

教員の流出や人材確保の困難など、大学の教育研究にとって重大な桎梏となってい

ることは、これまでの人事制度等検討委員会などでも、各部局から共通に強く指摘

されてきたことで、その見直しは当然です。 

しかしながら、今年度に入って、この問題を放置したまま、学長を中心に「ダウ

ンサイジング」計画を各部局に強いることが急速に進行しています。人事制度の安

定化を図ることは、「組織・定数見直し」の大前提であるはずです。人事制度等検

討委員会は法人組織ではあるものの、各部局から委員が出ており、教授会などへの

フィードバックも一定あることから、組合はその議論を尊重する立場を取ってきま

した。しかし依然として「見直し」の具体的な案の検討に踏み出さない委員会の議

論のあり方については、強く批判せざるをえません。 

団塊世代教員が大量退職を迎えているいま、優秀な若手教員の確保と定着が差し

迫った課題となっています。そのことからして、期限付き雇用である任期制から終

身雇用に至る資格、条件、人数等を定めたテニュア・トラックの制度が必要です。 

当局は、各部局から寄せられている意見などもふまえ、早急にテニュアを含む人

事制度見直し案を提示し、組合との交渉に臨むことを求めます。 
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４．雇用を脅かす「組織･定数見直し（ダウンサイジング）」を行わないこと 

 現在その計画策定がすすめられている「組織･定数見直し（ダウンサイジング）」

は、「任期制」の改善見通しも未だ不明確ななか、多くの教員に不安を与えていま

す。人員縮減は「定年（任期制教員の定年年齢到達時を含む）退職不補充」で行う

としているものの、組織再編のなかでポストが失われる不安は解消されていません。

とりわけ現行制度のままでは５年後に大量雇い止めの生じる助教ポストがどうな

るのか、まったく不明なままです。 

 また組織の見直しは、少なくない教員に部局や専攻・コース・教室などの異動な

どを強いる可能性があります。本人の意向の尊重や十分な教育研究条件の保障など、

異動ルールの明確化が必要です。 

 私たちは以下のことを要求します。 

① 現在勤務する教員の雇用を脅かすような定数縮減を行わないこと。 

② 組織の見直し、とりわけ配置換えの必要が生じる場合、本人の意向を尊重し、

教育研究条件確保を十分に行うこと。 

 

５．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。 

これまでも一貫して要求してきましたが、扶養手当、住居手当、単身赴任手当を

復活させること、少なくとも、カットの被害の大きい若手、中堅教員層の年収を改

善する方策を講じることを求めます。 

 

６．年度評価の業績給反映のあり方の再検討を求める 

年度評価については、その過程にすべての教員が参加して、基準や手続きに関し

て認識を共有するよう、全学ならびに各部局が細心の工夫を行うことを求めます。

とくに、不再任となるＣ評価については慎重かつ明確な基準設定を求めます。 

同時に、継続協議事項となっている、業績給反映のあり方も含めて、あらためて

協議、交渉を求めます。 

 

 



8 

 

７．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 

昨年度、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」が再びなされました。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。今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。 

 

４．職員の待遇改善・職務改善 

 

登用選考の実施を求めます 

 一般公募と同時期に実施された正規職員への登用選考は、受験者の半数にあたる

１３名が合格し、４月から期限の定めのない正規職員として採用されます。また、

一般公募で１８名を採用予定で、合わせて３１名が正規職員として採用されること

になります。 

 正規職員への登用選考で、合格者が受験者の半数であったことは、これまでの組

合の要求を一定反映させたものと考えています。しかし、常勤契約職員のほとんど

は職場での信頼も厚く、正規職員と遜色のない働きをしていることは多くの人が認

めるところです。少なくとも、 初の任期が満了する3年目までに、誰から見ても

ふさわしくない場合を除いて、希望者全員を正規職員として採用することを原則と

するよう、組合は要求します。 

 常勤契約職員の一般公募や内部登用選考はこれからですが、非常勤契約職員の採
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用にあたって、募集要項に「内部登用制度」があることが書かれていたということ

が志望の動機となったという人が多くいます。当局は、「法人データブック」の中

で、第二期中期計画が終了する平成２８年度の職員数を計画として示しています。

現状とほぼ同数の非常勤契約職員が１４３名という計画で、組合として認めること

のできないものですが、この計画を実施するための都派遣職員を現行の２１１名か

ら９５名に削減する解消計画をもっているのですから、内部登用選考を含めた今後

の採用計画や人員配置計画を明らかにすべきです。 

 組合は、事務職の他、司書、看護師、技術についても非常勤契約職員から常勤契

約職員への登用選考の実施を早急に明らかにするよう求めます。 

 

常勤契約職員から正規職員への登用選考を実施 

すべての職種で非常勤契約職員から常勤契約職員への登用選考を実施せよ 

 組合は固有職員との懇談会などを通して、職場で抱えている問題や要求の集約に

とりくみました。そのなかで明らかになったことは、次のようなことです。 

(1)常勤契約職員、37.5時間勤務の非常勤契約職員、32時間の非常勤契約職員と

労働条件が異なる職員が混在しているが、その職務内容に大きな差異はなく、都

派遣職員や正規職員と同等の仕事を行っている事実は変わっていない。 

(2)常勤契約職員となって責任は重くなっても、月例給は増えておらず、看護師

や司書に至っては月例給は減少している。 

(3)32時間の非常勤契約職員は週休日が一日多く、５日分の仕事を４日間でこな

すよう求められている一方、週休日の仕事をフォローする職員が必要である。 

(4)昨年行われた常勤契約職員への登用選考で、なぜ不合格とされたのか知りた

い。選考基準を示してほしい。 

総じて、現在の職務内容に比べて待遇が良くないという不満、職務に関する引き

継ぎや研修が十分でないことへの不安や有期雇用であることから将来への不安が

語られました。 

 

基幹業務は正規雇用職員で 

 2006 年 11月 27日に出された「法人職員の新人事制度」では、法人事務組織にお

ける職員区分として、正規職員、常勤契約職員、非常勤契約職員、特定任用職員、

職種としては、一般事務、技術、司書、看護師と区分しています。しかし、司書を

正規職員とする内部登用選考を実施したことにもみられるように、正規雇用か非正

規雇用（期限の定めのある雇用）とするかなどについて、明確な考え方を示してい
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るわけではありません。多くの法人職員は非正規雇用（期限の定めのある雇用）で

あるために、雇用不安を感じながら働いています。 

また、36 協定の特例を超える超過勤務を非常勤契約職員や常勤契約職員が行う

などの問題は、正規職員、常勤契約職員と非常勤契約職員の職務や役割が明確に区

分されてこなかったことや、非常勤契約職員や常勤契約職員は登用選考を控え、過

剰な業務を断ることができないという「弱み」に当局が甘えていることも要因です。 

 組合は、5 月 19 日に「2011 年度賃金労働条件に関する要求書」を、8 月 9 日に

「2012 年度人員・予算に関する要求書」を提出し、永続的な教育・研究支援体制

の確立のために大学で働く職員の待遇改善と職務改善、基幹業務については正規雇

用とすることを求めています。また、できるだけ早期に、都派遣、正規職員と定型

的業務に特化された非常勤契約職員の2区分とすること、そのため常勤契約職員に

ついては一般公募を取りやめること、非常勤契約職員から正規職員への登用選考の

実施の検討などを要求していきます。 

 

これまでの到達点 

「法人職員の新人事制度」では、「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現在勤務している事務、司書、看護師、技術の非常勤固有

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。」などを実現しました。

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、常勤化はそのうえで行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、都派遣職員の減少が予想されるなかで、

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。司書、看護師、技術については、今年度、

必ず実施するよう、強く要求します。 

 

組合は、都派遣職員との格差解消を求め、要求します。とくに、内部登用選考を

確実に実行させること、および５年分の昇給しか考慮していない非常勤契約職員の
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司書、看護師、技術職員の給料表の足伸ばしを重点要求とします。 

① 非常勤職員・常勤契約職員の賃金を、同一労働、同一賃金の原則に則り、

大幅に改善すること。 

② 非常勤職員の給与表の号級を先延ばしするとともに、契約を更新した職員

の昇給額を改善すること。 

③ 司書、看護師、一般技術の常勤契約職員の給与表を新設すること。 

④ 常勤契約職員の経験年数換算を改善すること。加算上限年数を改善するこ

と。 

⑤ 扶養手当、住居手当、単身赴任手当を都派遣職員と均衡を失しない額で支

給すること。 

⑥ 退職手当を支給すること。任期を満了した非常勤契約職員に精勤手当（退

職手当）を支給すること。 

⑦ 一時金を支給されていない非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

⑧ 一時金は都派遣職員と均衡を失しない額で支給すること。 

⑨ 都派遣職員と均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

⑩ 有期雇用を改め、期限の定めのない雇用とすること。当面、一般事務につ

いて、更新回数に制限を設けないこと。 

⑪ 引き続き、常勤契約職員への登用選考を行うこと。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、登用選考を実施するこ

と。 

⑫ 2011 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、引き続き雇

用を希望するものについて、雇用を継続すること。 

⑬ 常勤契約職員から、正規職員への登用選考受験資格を在職１年とすること。 

⑭ 職務に必要な研修を時間内に行うこと。 

⑮ 32 時間勤務非常勤職員の仕事量を勤務日数に見合ったものとすること。ま

た、週休日の代替措置をとること。 

⑯ 仕事と家庭責任を全うできるよう、子育て支援、家族介護支援の制度を創

設、拡充すること。 

⑰ 出産休暇、育児休業取得者の代替制度を確立すること。代替は非常勤契約

職員を原則とすること 

 

アルバイト職員に関する要求 

 東京の 低賃金が16円あがり、837円と答申されました。しかし、この金額は標
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準生計費を下回るものです。アルバイト職員には、交通費が支給されていません。

交通費の支給を要求するとともに、時給1000円の支給を求めます。 

 

都派遣職員に関する要求 

 「公益法人等への派遣法」の定めにより、順次、都派遣職員は 大５年の派遣期

限を迎えます。特例で 10 年まで派遣が可能な大学が局相当であった時代から勤務

する職員も徐々に減少していますが、教務事務、入試事務、技術職場などでは、知

識や技術の継承が十分に行われているとはいえません。ここ数年で定年を迎える職

員の多くは、「大学に残れるのであれば、引き続き働きたい」という希望を組合に

寄せています。大学特有の事務が円滑に継承・執行できるよう、法人独自の高齢者

雇用制度（週４日勤務）を創設することを要求します。法人を再任用・再雇用の設

定職場とすることを要求します。 

 そもそも法人は、退職から年金が満額支給される期間について、職員に対して①

定年を廃止する。②定年を延長する。③再雇用制度を設ける。等の措置を講じなけ

ればなりません。都派遣職員だからといって、東京都にこうした措置を委ねるので

はなく、法人の責任で行わなくてはなりません。また、高齢者雇用制度を設けるに

あたっては、「余人をもって代え難い」といった高い選考基準を設けるのではなく、

誰から見てもふさわしくない場合を除いて、希望者全員を採用する制度とすること

を本年度の重点要求とします。 

 その他、都労連が提出した要求が実現できるよう、法人が東京都に対して働きか

けることを求めます。 

 

 


