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2013 年秋季年末闘争方針（案） 
 

２０１３．１０．７  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

 改正労働契約法が本格施行されて初めての秋季年末闘争方針（案）となります。 

中央執行委員会では、都労連の２０１３賃金確定闘争や教職員の労働条件など、

この秋から年末にかけてのたたかいの方針について議論を重ねてきました。その方

針を以下のように提起します。 

 方針の決定は、１０月１５日（火）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。 
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１．2013 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

 2012 年末に発足した第 2 次安倍内閣は、すぐさま経済財政諮問会議を復活させると同時に教育

再生実行会議を立ち上げ、より徹底した新自由主義政策を打ち出すとともに、教育については愛

国心教育とエリート教育を推進させようとしています。これらの政策は、自由民主党が 2012 年 4

月に発表した憲法改正草案に示された内容を先取りしようとするものであり、今後もさらに国民

主権・平和主義と基本的人権の尊重を土台とした現行の日本国憲法を形骸化させる政策が出され

てくることが予想されます。また、原発事故に対する対応のほころびがつぎつぎと明るみになる

なか、オリンピックが 2020 年に東京で開催されることが決まりました。安倍政権は平和の祭典

であるはずのオリンピックも、第 4 の矢として位置づけて東京を国家戦略特区として利用しよう

としています。さらに、日本政府が 2012 年 9 月にようやく保留を解除した、中等教育と高等教

育の漸進的な無償化実現も後退させようとしています。大学授業料の負担増と有利子奨学金の拡

大にも歯止めがかけられていません。 

 

 一方、非正規雇用の氾濫や格差の拡大に対する怒りの声は広がっており、また不法な働き方を

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。今年度から施行された

改正労働契約法は「有期労働契約が 5 年を超え、反復更新されれば無期労働契約に転換できる」

とするものであり、この法律の施行により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。そこに働く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。 

 

 国家公務員給与の削減と同程度の給与削減が各国立大学法人に一方的に押し付けられたことに

対して、8 単組・約 500 人が未払い賃金の支払いを求める訴訟を提起しました。この訴訟を起こ

すなかで、各国立大学法人に押しつけられた給与削減が根拠のないものであることが明らかにな

ってきています。この間に組合に寄せられた期待は大きく、非組合員からも激励やカンパがあっ

たと聞いています。各大学単組の奮闘は、組合の存在意義を改めて示すものといえるでしょう。 

 

 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

授に対する（厳正な審査の上の）テニュアの導入、准教授に対する（厳正な審査の上の）更新制

限の撤廃を認めさせました。助教についてはその任期を 10 年まで延長し、制度上の観点を「育成

支援」の強化と改めさせると同時にサバティカル制度を導入させたことは大きな成果です。また、

任期を選択しない教員の基本給昇給停止を撤回させる成果をかちとっています。その一方で、助

教に対する雇い止めの期限が迫ってきています。また、任期を取っていない教員への賃金差別も

そのままにされています。 

 法人発足以来、組合は一歩ずつ前進を積み重ねてきましたが、今こそ人事制度の抜本的改善へ

の見通しをかちとるべく奮闘する必要があります。 
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 大学職員については、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。この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。賃金確保と雇用安定化をかちとって、誇りと愛

着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。 

 

２．2013 年秋季年末闘争のたたかい方 

 来年 3 月までの 2 年間の予定で国家公務員の平均 7.8％の賃金削減が実行されています。そう

したなかで、8 月 8 日に国の人事院は、削減後の比較では、29,282 円、7.78％の官民較差がある

としながらも、削減前の俸給表との比較では、76 円、0.02％の較差はあるが、俸給表の改定を行

う程の較差は認められないとして、勧告を見送りました。一時金については、民間の支給月数と

均衡しているとし、改定を見送りました。給与勧告を行わないという異例の報告でした。その一

方で、給与削減終了後に向けて、「給与制度の総合的見直し」に着手することを報告しています。

具体的には、官民比較方法改悪、給与の地域間格差の拡大、世代間配分の見直し、人事評価の給

与への反映、現業職定数と給与の見直しなどで、いずれも給与制度の改悪につながるものです。 

 雇用と年金の接続については、再任用制度を活用し、確実な接続を図る必要があるとしながら

も、給与水準については、再任用職員の職務や働き方の実態等をふまえて検討するとして先送り

し、現行の水準のままとしました。定年延長については、年金支給年齢が 62 歳となる 2016 年ま

でに段階的引上げについて再検討する必要性を報告するに留まりました。 

 都労連と組合は、人事院勧告直後の 8 月 12 日と、東京都人事委員会勧告を目前に控えた 9 月

27 日に、東京都人事委員会に要請を行いました。人事委員会は「公民比較の調査対象企業規模は、

広く民間の給与実態を把握して勧告に反映させる必要がある」として、企業規模 50 人以上の事業

所を調査対象とし、公務には同種の業態のない宿泊業や飲食業などの業種も対象に加えるなど、

勧告制度を変質させています。 

 都労連は 10 月 11 日に秋季年末闘争方針を決定する中央委員会を開催し、この秋の方針を確立

することにしています。高齢期雇用制度については、定年延長を基本に、多様な働き方を求めて、

現行の短時間勤務を含めた再任用制度の改善、とりわけ、来年 4 月から年金がまったく支給され

ないなかでの給与水準の改善を要求しています。労使交渉は継続中ですが、来年度の再任用募集

作業は始まりました。当局は、フルタイム勤務と現行給与水準を基本とする制度の押しつけを図

ろうとしており、今期の重要課題となっています。 
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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、多大な影響を及ぼすことから、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。 

労働契約法が改正され、5 年を超える反復更新された労働契約は申出により、無期労働契約と

なる仕組みや、期限の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止などが規定されました。 

 今年度は、「労働契約法改正」をふまえて、再任後の任期制教員を期限の定めのない労働契約と

することや非任期教員に対する差別賃金の解消を含む人事制度改善が大きな課題です。5 月法人

理事協議会の下に作業部会（教員人事制度）が発足し、「包括的見直し作業」が始まりました。組

合は 9 月 18 日に解明要求を提出し、とくに 2 年半後に迫る助教の雇い止めに対する不安解消の

ために、早期の意志表示を求めています。 

 非常勤契約職員や常勤契約職員の期限の定めのあることによる不合理な労働条件改善も重要な

課題です。労働契約法改正に伴い、常勤契約職員は、再任されれば無期転換を申し出ることが可

能になりました。組合は、「常勤契約職員の制度は歴史的役割を終えた」ことから、速やかに正規

職員化をはかり、登用選考については、非常勤契約職員から正規職員への選考に切り換えるよう

要求しています。非常勤契約職員を対象とした登用選考は年明けにも予定されています。大学の

教育・研究支援体制を確立するために、法人職員の労働条件や待遇改善は先送りにできない問題

であり、この秋の重要課題です。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、2013 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、行動形態については、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。） 

 

３．労働契約法改正を労働条件改善の手だてに 

2012 年 8 月に労働契約法が改正され、2013 年 4 月から全面施行されました。この改正法は、

これまで積み重ねられてきた雇い止めの法理（判例法理）を制定法化することで、有期労働契約

を長期にわたり反復更新している（有期労働契約が 5 年を超える）場合、無期労働契約に転換す

るものであり、無期転換ルールが労働者の権利として認められました。その意味で、極めて画期

的です。また、この間の有期労働契約の濫用がもたらした弊害を鑑みれば、大変意義あるもので

す。さらに、「無期転換ルールは正社員化推進の基盤になる」（衆議院厚生労働委員会、平成 24

年 7 月 25 日）とも国会で答弁されており、「雇い止めに対する不安」の解消にとどまらず、より

いっそうの安定した雇用条件の確保に向けた第一歩ともなるものです。 

このたびの改正法を契機に、法人職員については、この間、内部登用選考が一定の定着をみせ、

その成果を確実にあげてきていることをふまえれば、内部登用選考のよりいっそうの拡充ととも

に、正規雇用につなげていくことが大変重要です。また、「期間の定めがあることによる不合理な

労働条件を是正する」（厚生労働省労働基準局長「労働契約法の施行について」平成 24 年 8 月 10
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日）ことが求められている以上、非常勤契約職員・常勤契約職員の労働条件についても、期間の

定めがあることによる不合理な労働条件を是正することは当然です。 

「大学の教員等の任期に関する法律」の適用を受ける教員も、今回の改正法は判例法理の制定

法化である以上、原則としてその完全適用を受けることはいうまでもありませんが、前述の国会

の衆議院厚生労働委員会においても、当該法律改正の適用について「研究職とか、そういった職

種による例外は設けていない」（厚生労働省）、「研究職とか教員といったような例外というのは設

けられていない」（文部科学省）と明確に答弁されています。 

組合は、2012 年 9 月 24 日に文部科学省、同 12 月 10 日には厚生労働省に、今回の改正法が公

立大学にも完全適用されることを求める要請行動を行いました。その際の意見交換の席でも、「改

正法が原則として大学にも適用される」ことを確認しています。すでに横浜市立大学では、希望

により 5 年を待たずに無期労働契約に転換できるなど、ポジティブな変化も現れています。 

しかし、今回の改正法は、無期転換ルールが労働者の権利として認められたとはいえ、「別段の

定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件」を保障するものに過ぎず、未だ不

合理な点も認められます。非常勤講師の契約期間を通算 5 年までとするような、改正法の立法趣

旨に反する運用が行われているケースも見られます。このようなことがないように、法人に強く

求めていくことが重要となります。法人は、作業部会を設けて教員人事制度の見直しを行ってお

り、今年度中に新制度の骨格を固めようとしています。労働条件改善に向けて、全大教、私大教

連、公大連とも連絡・連携を取りながら、厚生労働省をはじめ、公立大学協会など各方面への働

きかけが大変重要になります。 

 公立大学法人首都大学東京が、前述の国会答弁でもいわれる「無期転換のモデル事例」の優れ

た事例となるように全力でとりくみます。 

 

４．教員の要求と課題 

１．任期付き助教の人事制度を抜本的に改善すること 

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

材流動化の観点」から制度が設計され、初任時 5 年、更新時 3 年、合計 大 8 年で雇い止めとい

う極めて不安定な制度を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、助教任期の上限年限が 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

点から」へ転換することとなりました。 

 当局がこれまでの「流動化」＝「雇い止め」を前提にした「助教型任期制」を改めて「助教の

育成支援」の観点を位置づけたことは重要な転換です。その結果、助教サバティカル制度が導入

されることになりました。当局は当初この制度に対して、「勤続 10 年未満」という条項を設け、

一部の助教を対象外とする方針を出してきました。組合はこの制度の瑕疵を速やかに修正し、遅

滞なく実施するよう訴えてきた結果、この制限の撤廃が実現し、すべての助教がサバティカルを

取得できることとなりました。助教サバティカル制度は 2013 年後期より実施されます。部局の
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中には勤続 10 年以上の助教がサバティカルを申請しづらい課題が残されており、今後運用してい

くなかで改善していく必要がありますが、助教が調査研究に専念し、教育研究能力を向上してい

ける大きな一歩を踏み出します。 

 昨年度の人事制度等検討委員会を引き継いで今年度設置された法人の作業部会（教員人事制度）

においても、「助教の職は、流動性が重視される職として検討する」「また、一定の流動性を確保

しつつ、優秀な教員については、育成を通じて引き続き活躍できる任用制度の検討が必要である」

として、助教の任期については留保した見解のまま議論をすすめていこうとしています。 初の

助教雇い止めが 2 年半後に迫ってきました。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、助教任期の上限を撤廃することを要求します。 

 

２.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、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。 

 3 年ほど前に、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いますが、組合はその措置がただ規則の変更というだけでなく、

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、依然として任期付き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。今年の 4 月から施行されている労働契約法を考えれば、

すべての任期付き教員がいずれは任期なし教員にならなければならないことは必然であり、今後

全教員が任期のない教員に一本化されることになります。 

 法人当局が任期制に基づく給与制度に固執することが、法人化をめぐる混乱の も悪しき遺産

です。労働契約法の改正を受けて当局もうようやく人事制度の抜本的な改革にとりくみ始めまし

たが、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、職務基礎額の昇給を認めないといった

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 も大きな障害です。この問題に対しては、多くの

部局からも反対の声があがっています。なぜなら任期をとっていない教員は働かないというロジ

ックは既に破綻しており、当局もそれを十分承知しているはずだからです。 

 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直ちにやめること（改正された労働契約法との関係からも、任期制の

強制は既に意味のないものになっている）。 

③ 労働契約法の改正の趣旨をふまえるならば、すべての教員を直ちに任期のない教員とするこ

と。 
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３.テニュア・トラック制度を含めた教員人事制度の抜本的改善を継続すること 

 法人当局は「テニュア・トラック」の制度を含め、教員人事制度を抜本的に見直すことを表明

しました。東京都が押し付けた「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、各部局から共通に指摘されてきました。また、労働契約法の改正により 5 年を超えて繰り返

し任用される者を有期雇用のままに一方的に置き続けることができなくなったいま、人事制度の

抜本的な改善が行われなければならないことは当然のことです。 

 新しい労働契約法の施行に伴っていずれは全教員が任期なし教員になりますが、それまでの移

行期については、これまでの組合との交渉で当局も導入することを認めた「テニュア・トラック

の制度」を、たとえ任期制から終身雇用に至る資格、条件、人数等を定めなくてはならないとし

ても速やかに実のあるものにしなくてはなりません。この制度の趣旨が、一部の特権的教授をつ

くるものではないことを確認します。 

 

４.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、単身赴任手当がつかない、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

齟齬をきたしています。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

任手当を改善する方策を講じることを求めます。 

 

５.年度評価および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、現在実行している B を起点とする評価基準の曖昧さを排し、全教員に説

明可能な共通の評価方法の確立を求めます。とくに不再任につながる評価については、評価者に

よる恣意的な運用がなされないように慎重かつ明確で、誰が見てもふさわしくない教員以外に行

わないことを求めます。さらに、苦情処理制度についても厳格に運用されることを求めます。ま

た、助教のサバティカル制度との兼ね合いで、B を標準とする部局では助教のサバティカル取得

に著しい困難が発生しております。全学的に一律にルールを課す助教のサバティカル取得制度と、

部局毎で評価の独自性・自律性を認めている年度評価がクロスして制度の運用がはかられていく

ことに反対します。 

 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。 

 

６.退職手当問題 

 退職手当は現在 大 59 カ月となっていますが、東京都が 45 カ月となっているため、これに近

づけることには断固反対します。教員では 30 代半ば、または 40 代近くになってから職に就く者

が普通にみることができるように、キャリア形成に多くの時間と金銭をかけてきました。生涯賃

金としてみれば、現在の水準での退職手当も特段に高いものではなく、優秀な教員を今後も確保
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し続けるという観点からも現在の水準を維持し続けることが重要です。 

 また、総額人件費の抑制のために、基本給部分の引き下げを行うと退職手当に大きな違いが発

生することになります。毎月の給与部分については、職務基本額の設定の仕方いかんによって、

減額することがないとしても、基本給の引き下げは退職手当に大きな影響を与えます。地方自治

体及びその関連団体に国からの引き下げ要求が突きつけられていることは承知しますが、一方的

な基本給の引き下げには断固反対します。 

 

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 

 昨今の民間企業の春闘の情況をみると、「民間賃金が下がっている」→「都の職員も下げなけれ

ばならない」→「法人教職員も下げなければならない」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付けた「年

俸」の趣旨も無視した賃金削減を再び許すことはできません。年度当初に約束した年俸を保証す

るよう要求します。 

 

５．職員に関する要求 

改正労働契約法の適用に関する要求 

 労働契約法一部改正が昨年 8 月に国会において成立し、今年 4 月 1 日に全面施行されました。

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について、無期労働契約転換が権利とし

て認められました。この法改正について組合は、不安定雇用の氾濫がもたらした弊害の是正にむ

けた、大きな前進であると評価しています。とりわけ改正趣旨が、更新を前提としながら有期雇

用を繰り返すという、雇用制度のもたらす「雇い止めに対する不安」の解消及び「期間の定めが

あることによる不合理な労働条件を是正する」（厚生労働省労働基準局長「労働契約法の施行につ

いて」平成 24 年 8 月 10 日）ことにある点は大変画期的です。 

 常勤契約職員は、3 年任期、更新 2 回とされていますが、改正労働契約法によって、 初の任

期評価に合格すれば、2 期目には無期転換権を得ることができます。 

 給与上１級に格付けされている常勤契約職員と、給与上2級に格付けされている正規職員とは、

職務上は大きな相違がないことからみても、無期転換後も常勤契約職員に留めておく理由はあり

ません。 

 文部科学省の学校基本調査では、公立大学法人首都大学東京の常勤職員として、都派遣職員、

正規職員、常勤契約職員、特定任用職員の合計人数を報告しています。また、超過勤務縮減のた

めの「三六協定実施に係る検討委員会」の資料でも、「都派遣職員」「正規職員・常勤契約職員」

「非常勤契約職員」の3区分で超過勤務の実態を委員に報告しています。以上のような点からみて

も、組合は今後も常勤契約職員として雇用し続けることには無理があると考えています。 

 そうした観点から、今年度実施される非常勤契約職員を対象とした常勤契約職員への内部登用

選考については、正規職員への登用選考に切り換えることなどの見直しは必要です。 

 組合は、法改正を受けて、法人当局に以下のことを要求します。 
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1. 5 年を超えて反復更新がなされている職員のうち、無期労働契約への転換を求める者について

は、正規職員として雇用すること。 

2. これまで実施してきた内部登用選考を当面実施するとしても、合格者については原則として

正規職員として雇用する制度とすること。 

3. 現在の非常勤契約職員、常勤契約職員の労働条件について、期間の定めがあることによる不

合理な労働条件を是正すること。 

 
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 非常勤契約職員・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 非常勤契約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 非常勤契約職員から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。 

⑫ 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。 

 

引き続き、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 3 分の 1 にあたる 7 名が合
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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 24 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。 

 今回の正規職員への登用選考で、合格者が受験者の 3 分の 1 にとどまったことについて、大変

遺憾です。昨年、一昨年と受験者の約半数が合格していました。この数字は、 初の任期が満了

する 3 年目までに、大半の常勤契約職員が正規職員に登用される可能性を示していました。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。 

 常勤契約職員への内部登用選考はこれからですが、非常勤契約職員の採用にあたって、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、昨年の「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。この計画を実施するための都派遣職員を現行の 148

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。 

 徳島大学では、労働契約法改正を機に、約 1000 名の非常勤職員の雇用期限を撤廃し、無期雇

用とするなどの成果をあげています。 

 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。 

 

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、司書の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、三六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 15 日に「2013 年度賃金労働条件に関する要求書」を、8 月 8 日に「2014 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今後も一般公募を取り止めること、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。 
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アルバイト職員・業務委託職員に関する要求 

 東京都の 低賃金が答申され、10 月 19 日から、19 円上がって 869 円となります。しかし、こ

の金額は生活保護基準の標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。 

 また、業務委託業者のもとで働く労働者については、法人が直接雇用していないためこれまで

組合員とする方針はとってきませんでした。業務委託業者のもとで働く労働者の労働条件につい

ては、 低賃金を下回っていないか、労働基準法が守られているか、労働者の権利行使が妨げら

れていないかなどの調査を行い、違反があった場合には法人を通して是正を求めていきます。 

 

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、残り 1 年半で法人

の職場からすべて異動することになっています。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。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

制度とするよう本年度の重点要求とします。 

 その他、都労連が提出した再任用制度要求、地域手当の本給繰り入れ、昇給カーブの改善、住

居手当改善等の要求が実現できるよう、また労働条件引き下げを行わないよう、法人が東京都に

対して働きかけることを求めます。 

 

図書館開館時間の延長問題と産技大図書館の委託問題 

 南大沢キャンパスでは、前期試験期間中（試験 1 週間前から試験終了まで）の開館時間延長が

試行実施されました。組合は試行に際し、次の要求をしました。 

  １．必要な人員を確保すること。 

２．警備員による巡回など、安全確保の措置をとること。 

  ３．午後 10 時以降、及び日曜日の勤務については、割増の賃金を支払うこと。 

当局に対して、試行の結果について開示を求めるとともに、問題点の検証を行います。また、

「図書館は知の拠点」とする方針を堅持させるとともに、産技大図書館司書の業務委託について

は、夜間の開館業務に限定することや、南大沢キャンパスの司書の人材派遣については早期に解

消することを要求します。 
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６．働きやすい職場環境の確立をめざして 

法人は、組合の要求を受けて、平成 24 年 12 月に一般事業主行動計画の策定をしました。 

この前文には「教職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用関係の整

備を行うため、次のように行動計画を策定する。」とあり、 

１、計画期間は平成 25 年 1 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までの 2 年 3 カ月間 

２、内容は（１）育児をする従業員等の職業生活と家庭生活の両立支援策の整備 

（２）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

の 2 つを柱として 5 つの目標 14 項目からなる対策を掲げています。 

また、法人は「妊娠・出産・育児・介護のための両立支援ガイドブック」を作成配布するとと

もに、平成 25 年 9 月上旬には「職員の仕事と子育ての両立支援に関するアンケート」をとりまし

た。 

こうした当局の動きに対して、組合の要求を反映させるよう働きかけを強めていきます。 

子育て支援について、休日に授業が行われる日に、法人は試行として一時保育を実施していま

す。実施の結果について法人に情報提供を求めるとともに、利用しやすい制度となるよう改善を

求め、職場内保育所の実現に向けて、働きかけを強めます。 

 

 


