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2010 年秋年闘争方針（案） 
２０１０．１０．１２  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１．2010 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

 本方針は、6月に開催された第95回定期大会で決定された2010年度方針を踏ま

え、2010 年秋季年末闘争と首都大学東京の任期制問題を闘うための課題を提起し

ます。 

 昨年 8月の総選挙では小泉構造改革路線を推進してきた自民党・公明党政権に対

する国民の批判と怒りが爆発して、民主党政権への歴史的な政権交替が実現しまし

た。しかし、普天間基地移転・辺野古新基地建設問題の迷走、民主党幹部の「政治

とカネ」をめぐる疑惑の中、鳩山首相が辞任に追い込まれました。これに代わった

菅首相の消費税増税発言に対する国民の強い反発は今年 7 月の参院選において民

主党に大敗をもたらし、参院で与党過半数割れのねじれ国会の状況が生まれること

になりました。9月には内閣改造が行われ、菅民主党政権は内政・外交にわたって

古い自民党政治への回帰の姿勢を強めています。6月に閣議決定された「新成長戦

略」では、「生活第一に。」も「政治主導」も投げ捨てて、財・官界の経済戦略（4

月日本経団連提言「成長戦略2010」）にすり寄るかたちで消費税増税、法人税率引

き下げを掲げて、「強い経済・財政・社会保障」の一体実現を前面に押し出そうと

しています。 

 これに対して国民生活面では、世界の経済・金融危機の圧力の下で急激な円高と

景気の二番底が危惧される中、所得格差の拡大がジニ係数0.5318（厚労省2008年

所得再分配調査）と過去 大に達し、8 月完全失業率 5.1％と高止まりする厳しい

雇用環境が続いています。民間企業における平均給与が対前年比で 23 万 7 千円

（5.5％）の減少で過去 大の下げ幅を記録し、また、民間労働者のうち年収 2 百

万円以下のワーキングプア（働く貧困層）が 4 人に 1 人を占め 1100 万人にのぼる

など、生活の貧困化が益々際立ってきています。雇用不安と貧困増大は国民生活を

困窮に陥れ消費を一層冷え込ませるだけでなく、景気回復にもマイナスで、日本経

済の悪循環を促すだけです。 

 都政においては、昨年の都議会議員選挙の結果、自民党・公明党が過半数を割り

込み、与野党が逆転する状況が生まれましたが、この間新銀行問題や築地市場移転
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問題等における鋭い対立から明らかなように、こうした議会の状況は都政全体にも

大きな影響を及ぼしており、来年の都知事選挙や地方議員選挙に向けて一層流動化

と緊迫とを増すことが予想されます。 

 この間私たちの闘いは、国・地方を通じた公務員に対する総人件費削減政策が一

層激しくなる下で、政治的に勧告制度を改変・利用し、また形骸化・空洞化して賃

金・労働条件を切り下げようとする攻撃に対して、生活と権利を守り、公共サービ

スの維持・拡充を図り、正当性ある要求の実現に向けて反撃していく闘いでした。

都人事委員会勧告の賃金切り下げ攻撃を許さず、私たちの働く職場から賃金確保と

雇用安定化を勝ち取って国民生活の充実を実現することを目指します。 

 

２．都労連 2010 秋季年末闘争に集結した闘い 

 情勢で述べたように、国レベル、東京都レベルでも政権や与野党逆転などの状況

が生まれましたが、国、地方自治体を問わず公務員総人件費削減政策は変わるどこ

ろかいっそう厳しさを増しています。国の人事院、地方の人事委員会制度による勧

告制度は形骸化、空洞化されて、公務員の賃金労働条件や労働実態を無視し、ただ

政治的な意図から切り下げる傾向が強まっています。 

 こうした中で、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闘いは、その重

要性をいよいよ増しています。 

 この闘いは、都からの派遣職員の労働条件を守る闘いであるだけでなく、その労

働条件が基準とされる法人固有職員にとっても、教員にとっても自らの賃金労働条

件の改善に直結する闘いです。 

 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て2010

秋期年末闘争を総力をあげて闘います。 

 （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） 

 

（１）2010賃金確定と給与水準引き下げに反対する闘い 

 去る 10 月 7 日、東京都人事委員会は、職員の給与について「例月給６年連続、

特別給２年連続引き下げ」の不当きわまる勧告を行ないました。具体的には、例月

給1235円（0.29％減）、一時金0.2月分減（4.15月から 3.95月へ）という大幅引

き下げで、このままでは一時金の支給月数で５０年前に逆戻りすることになります。 

 この勧告は８月に出された国の人事院勧告を上回る引き下げであり、総務省や都
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側の人件費削減の意向に沿ったもので、ストライキ権の剥奪と引き替えに制定され

た勧告制度を崩壊させるきわめて政治的な暴挙です。 

 また、公務員の賃下げと民間の賃下げを競わせ、消費を低迷させデフレを深刻化

させるものであり、とうてい容認できるものではありません。 

 都労連６単組の団結で、この不当な勧告をはね返し、あくまで労使協議による賃

金確定のルールを堅持した交渉を粘り強く進めなければなりません。 

 

（２）人事給与制度改善要求実現の闘い 

 都労連の人事給与制度改善要求は、行政系における一般職員への専門職あるいは

スタッフ職制度の創設、教員系における主任教諭の導入に伴う「２級給料表」の改

善や１級給料表水準の抜本的改善など、都職員が意欲を持って公務労働を行なって

ゆく上で切実かつ重要な内容であり、私たち法人職員も直接間接に大きな影響を受

けます。 

とくに人事考課制度の改善については、これを「労使協議事項」とすること、職

員の「納得性」「客観性」「公平性」「透明性」が得られ制度とすることが焦眉の課

題となっています。 

これらを今期交渉で明確な前進、成果が得られるよう力を尽くしていきます。 

 

（３）福祉関連、男女平等、セクハラ・パワハラ防止、現業賃金・給与制度の改善

等の諸要求実現の闘い 

 都労連は去る３月８日に「2010 年賃金・労働条件に関する要求」を提出し、ま

た９月24日に人事給与制度も含めて７つの要求書を都側に提出しています。現在、

とくに焦点となっている地域手当の問題点、矛盾点の解決をはじめとして、働きや

すい職場づくりのために、これら諸要求の実現をめざした闘いも正念場となってい

ます。 

 

３．教員の要求と課題 

１．非任期教員に対する差別的給与制度を改めること 

 平成 17年の法人化に際して東京都から押しつけられた「教員の全員一律任期制」

は、大学教員の教育と研究を阻害するものであるとし、私たちはあくまでこれに反

対をしてきました。本学の「全員任期制」は、あくまで新規採用の教員と自らの意

思で任期制を選択した教員に対して適用されるものであり、統合以前の都立の4大

学に在職し、自らの意思で任期制に同意しなかった教員は、現在でも任期の無い雇
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用形態（非任期）となっています。 

 平成 22年 4月時点で、全教員のおよそ25％の教員が任期のなし雇用形態（非任

期）を選択しています。この事実は、「全員任期制」を謳い文句に平成17年以降に

新規採用された教員には、十分周知されていないことでしょう。 

任期評価・再任判定と一体の問題として、組合が重点的に取り組まねばならない

のが、本学教員の1/4に上る任期なし教員の処遇、とくに給与格差の是正の問題で

す。任期の有無による昇給格差はすでに職務基礎額 19 号給となっています。この

ままいけば、第2期中期計画の始まる2011年 4月には29号給の差となり、年間で

二十数万円〜七十数万円の格差を生みます。 

これに加えて、現在の教員給与規則では、任期なし教員の唯一の昇給分、基本給

の 1 号昇給すらも 2010 年度いっぱいで停止されてしまうことです。一昨年の秋季

闘争で当局は、「任期の有無による働き方の差がないこと」を公式に認めています。

したがって、任期の付いていないことを理由とした、基本給と職務基礎額の差別支

給はなんの根拠もありません。組合はあらためて「再任時昇給」以外の給与の同一

化を求めます。 

この任期なし教員の処遇をめぐって、法人当局は今年度、「任期付き」への労働

契約変更の申出窓口を再開しました。しかしながら、現行の差別給与制度を改善せ

ず「全教員任期制」の枠組みを維持・拡大するのなら、とうてい受け入れることは

できません。私たちは、非任期教員に対する差別的給与制度を撤廃することを強く

求めて協議・折衝を行なっていきます。 

 

２．任期制および助教支援の抜本的改善を行うこと 

 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年としました。

また、「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」との考え方を表明しました。これに対して組合は、「助教任期の上限

を延長すること、助教の組織的な育成支援と優秀な人材を確保・育成する観点から

の見直しであること」に関しては、これまで組合が強く求めてきたところであり、

任期上限の延長年数に不満な点はあるものの、積極的な提案として受け入れました。 

 私たちが今回の提案受け入れに際して、とくに重視したのは、「助教型任期制」

に対する法人当局の考え方に重要な転換が認められることです。組合との交渉にお

いて法人当局は、「今回、皆さんからも強い要請もありました助教の任期について

は、人事制度等検討委員会での議論も踏まえ、助教の人材確保、育成・支援の観点

から、2年間の延長を行うという、一歩も二歩も踏み込んだ見直しを図った」と表
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明しています。 

法人化に際して東京都から押しつけられた現行「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。当局はなお明確な表現を行なってい

ませんが、今回の見直しは助教も「一定の流動性を確保し」つつも、人材確保、育

成・支援の対象として実質的に「ステップアップ型」に統合される――もちろん、

そうさせるための今後の運動を前提としてですが――可能性を示すものです。 

しかしながら、任期の上限の延長が2年にとどまったこと、さらには助教の組織

的な育成支援と優秀な人材を確保・育成する観点からの人事制度については具体的

な姿は見えていません。私たちの基本的考え方は「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、併せて本学

の「任期制」そのものの抜本的な見直しに踏み出すことを強く求めて協議・折衝を

行なっていきます。 

 

３．任期評価、再任判定を公正に行なうこと 

 今年度、任期付き教員の 初の再任判定が実施されました。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。 

 今後も半年ごとに、任期評価・再任判定が行なわれますが、私たち組合の基本的

立場は一貫しています。「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実施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継続

的に努力することです。 

 

４．カットした扶養手当・住居手当を清算するとともに、これらの復活させること 
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 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22年度

80％カットされました。その額は平均して、１人あたり 22 万 4 千円に上っていま

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、昨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 

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。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．大学で働く職員の待遇改善・職務改善 
登用選考の実施を求めます 

 例年は、一般公募と同時に実施されてきた正規職員への登用選考は、本年度はそ

の要項すら明らかにされていません。昨年、当局が発表した「人材育成プログラム」

では、常勤契約職員から正規職員への登用選考は６月から８月に実施することにな

っています。 

 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、この４月の非常勤契



 7

約職員の採用にあたっては、７倍を超える応募者がありました。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２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

持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、今年度、正規職員への応募資格のある司書や今年度から実施予定の司書、

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が可能に 

 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

取り組みました。その中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。 

常勤契約職員から正規職員への登用選考で、合格者が半数に満たなかったことは

当該職員ばかりか、管理職、係長からも怒りと驚きの声が組合に寄せられていま

す。 

 総じて、現在の職務内容に比べて待遇が良くないことという不満、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
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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、職種と

学修カウンセラー、就職カウンセラー、産学公連携コーディネーターなどの職との

関連などは曖昧で、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、36 協定の特例を越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、2009年 5月 19日に「2009年度賃金労働条件に関する要求書」を、2009

年 7月 31日に「2010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きました。 

 

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、常勤化はその上で行な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、団塊の世代の退職と都派遣職員の減少が予

想される中で、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。特に、内部登用選考を確
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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 アルバイト賃金を時給換算で30円以上引き上げること。 

⑩ 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。 

⑪ 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。 

⑫ 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。 

⑬ 2009 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。 

⑭ 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。 

⑮ 職務に必要な研修を時間内に行うこと。 

⑯ 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。 

⑰ 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。 

⑱ 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 
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 低賃金が改正され東京では 30 円あがって、821 円となりました。まアルバイ

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、新

たに発生した雇用保険料の本人負担分を含めて、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、再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、希望書全員を採用する制度とするよう本

年度の重点と要求します。 

 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。 

 

 

 


