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２００４．１０．１８ 東京都立大学・短期大学教職員組合 

中 央 執 行 委 員 会 

  

組合の第３９回定期大会以降およそ３ヵ月が経過しました。 

 ２００４賃金確定や新大学・法人化問題等、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２５日（月）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． 私たちを取り巻く情勢 
 ７月の参議院選挙の結果は自民党は得票数を大きく減らし、民主党は得票数と

議席をともに増やして「二大政党」の流れを作り出したといわれています。しか

し、選挙での論戦や政策で明らかになったことは、「構造改革」の推進、消費税の

増税や憲法改悪を競い合うなど、同じ政治的枠組みでの政権の維持と交替をあら

そっているだけの構図であるといわざるを得ません。その結果、国会での政策論

議の方向は広範な国民の怒りや要求とは全く異なる方向を向いているというねじ

れ現象がますます広がって来ています。私たちの要求を真に実現するには、広範

な諸団体・個人を結集した国民的運動と一体となった活動を広めて行く必要があ

ります。 

 沖縄県宜野湾市での米軍ヘリ墜落事故（８月 13日）は事故現場が大学のキャン

パス内ということ、住宅地にも被害が及んだことで私達に大きな衝撃をもたらし

ました。事故後の小泉首相や米軍の対応について、沖縄県民が強い憤りをもって

一斉に抗議を行い、また事故原因が解明されるまではヘリコプターの飛行訓練を

再開することがあってはならないと要求したことは当然です。ところが多くの市

民が墜落事故の恐怖から覚めやらない中（20 日）、米軍はイラク作戦遂行のため

に必要だとして事故機と同型のヘリコプターの飛行を再開させました。このこと

は市民・県民感情を無視したものであり、断じて許されるものではありません。

同時に、日本に駐留する米軍基地はイラクを戦場とする作戦を展開しているとい

う現実を直視せざるを得ません。最近、小泉首相は在沖縄米軍基地の本土移転を

進めると表明しました。このままでは、日本全土がアメリカの世界戦略の発信基

地となることを意味します。沖縄の人々とともに、米軍基地のたらい回しではな

く全面撤去を求める運動を強めていかなければなりません。 

 イラク戦争をめぐって、国連のアナン事務総長が「われわれ（国際社会）の観

点からも、国連憲章上からも、違法なものである」と述べました。米国のパウエ

ル国務長官は、イラクの大量破壊兵器について「発見することはありそうにない」

と認めるなど、イラク戦争がもともと違法であって「大義」などは無かったこと

が誰の目から見ても疑いのないものとなっています。イラク戦争支持の根拠が大

もとから崩れ、自衛隊派兵の「大義」も崩れたことが明白となっているにもかか

わらず、小泉首相は、「アメリカのイラク攻撃を支持したことは正しかった」と居

直るばかりか、さらに政府は、自衛隊の派兵期間を延長すると表明しました。 

これほどまでに日本の憲法が踏みにじられたことは無いのではないでしょうか。

これよりもさきに、日本の各界を代表する多くの著名人が、憲法９条を輝かせよ

うと「９条の会」を立ち上げて、全ての国民に、草の根からこれに応えることを

呼びかけています。私たちは憲法とりわけ第９条を守る運動を、職場から、地域 

からそして全国に作り上げていかなければなりません。 



 石原都政のもとで東京都教育委員会は、学校行事での「君が代」斉唱時に起立

しなかったなどとして減給や戒告の懲戒処分をした教職員対象に対して「服務事

故再発防止研修」を強行しました。また、「新しい歴史教科書をつくる会」の主導

で編集された歴史教科書を来春開校する都立中高一貫校の教科書として採択しま

した。このように、石原都政は「東京から日本を変える」という号令のもとに、

学校の現場で「日の丸・君が代」を強制し、子どもらには「愛国心」の育成を目

的とするなど、教育基本法の根幹をゆるがす策動を執拗に続けています。折しも

国会では、教育基本法の「改正」が声高に叫ばれている中で、憲法「改正」への

地ならしとする先導役を率先して果たそうとしています。来年の通常国会提出を

めざした準備は急ピッチですすめられており、各地に広がっている改悪反対の運

動も重要な局面を迎えることになります。私たちは、教育基本法改悪に反対して

全国各地で活動する教職員、市民とともに早急に運動を盛り上げて行かなければ

なりません。 

 

２．２００４人事委員会勧告と秋季年末闘争 
 組合は、２度にわたる人事委員会要請を行い、東京都における大学教員の賃金

較差を解消するよう働きかけを行いました。特に、来年法人化される場合、今年

の勧告が法人化後の運営費交付金の算定基礎となることから、初任給の較差や私

立大学との一時金の較差などを具体的に指摘しました。 

東京都人事委員会は 10 月 7 日、公民較差が月例給で 729 円（0.17％）の較差

があるにもかかわらず、「0.1％台の極めて低い較差」、「国及び他団体では給与改

定の見送り状況を考慮し」、特別給も民間が 4.42 月で 0.02 月の較差を「民間や国

と概ね均衡している」として勧告を見送り、職責や業績などを反映できる給与構

造への転換を全面に打ち出し、「新たな給料表の検討」「査定昇給制度への転換」

などを内容とする報告を行いました。この東京都人事委員会の勧告は、政府・与

党が強引に推し進めようとしている「公務員制度改革」を先導する役割を果たす、

極めて政治的な勧告と言わざるを得ません。またこの報告は、労使協議事項であ

る人事任用制度に当局の立場から一方的に踏み込むに留まらず、人事委員会の報

告は、日経連の調査や春闘共闘の集計にも反するきわめて不当なものです。また、

他の自治体の勧告では、わずかな較差であっても、手当の改定などの勧告を行っ

ています。 

都労連は、10 月 8 日に東京都当局と団体交渉を行い、04 東京都人事委員会勧

告に対し「較差があるにもかかわらず給料表の改定を行わなかったことは問題で

あり、厳しく批判されなくてはなりません。都労連としては。この較差は当局が

責任をもって解消すべきと考えています。今後要求していきますので、重く受け

止めていただきたいと思います」と、東京都が責任を持って、較差の解消を図る



ことを求めました。 

今次、確定闘争の主な課題は、次の通りです。 

１） 人事委員会が行った民間調査に表れた較差を東京都の責任で解消させる。 

２） 能力・業績主義のベースである人事考課制度の改善を求める。とりわけ、

昨年来、「人事考課制度検討会」で協議されている、評定結果の本人開示

と評定結果に対する苦情処理機関の確立の問題です。 

３） そのほか、福祉関連要求や時短要求などの諸要求の実現です。 

これらの要求実現のために、都労連に結集して闘います。 

 

３．新大学発足後の大学自治・研究条件を守る

たたかい 

＜大会以降の闘いと現在の情勢＞ 

  四大学教職員・学生・院生や全国の大学関係者らの厳しい批判にもかかわらず
東京都が新大学の設置申請を強行する中で、大学設置・学校法人審議会の審査に

対して教職員組合は、その問題点を指摘するとともに、慎重な審査と必要な指導

を行うよう、大会以降も引き続き、文科省・設置審や国会議員などに働きかけを

繰り返し行ってきました。そうした中で設置審は、就任承諾書不提出者が多数に

のぼることなどを理由に、七月末に予定されていた早期認可を見送る決定を行い、

継続審査となりました。９月の審査では、教育課程の系統性や学部名称、現大学

教職員との協議、新大学院の分野バランスなど、数多くの意見が付されたものの

認可が決定されました。文科省や設置審に問題点を明らかにしていくという点で

は組合の取り組みは大きな影響力を発揮しました。しかし、規制緩和などの大き

な圧力を跳ね返して、文科省や設置審に不認可をも含む強力な指導力を発揮させ

るという点にまでは残念ながら到達することができませんでした。そうはいえ設

置審の付した意見の多くは、これまでに私たちが指摘してきた新大学の重大な問

題点をついているものであり、今後、４月までの新大学設立準備過程において、

大きな武器になるものです。 

 ６月以降、学則案、法人定款たたき台、事務組織など、新大学と法人の運営を

めぐる骨格が大学管理本部より示されてきました。詳しくは次項に述べますが、

それぞれに大学の自治や新大学の性格をめぐって重大な問題を含んでいます。定

款や事務組織等については、すでに都立大学総長をはじめ４大学教職員から公式

非公式に様ざまな問題点が指摘されています。組合も団交の場などで折に触れそ



の問題点を指摘するとともに、事務組織の在り方に関しては、８月に大阪府大・

立命館大の事務組織等について調査団を派遣し、大学管理本部が事務組織・固有

職員雇用形態などで主張している「他大学モデル」なるものの虚偽について明ら

かにするなどしてきました。 

 ４月以降都立大総長らの教学準備会議への参加、管理本部幹部職員の異動など

の中で、大学管理本部の昨年８月以来の強圧的姿勢には一定変化したものの、現

大学との協議は行わない、決定はすべて管理本部の一存で行うというその姿勢の

基調は基本的に変わりません。そのもとで、新大学のカリキュラム・時間割など

の教務、入試などの準備には重大な遅れが生じています。 

 一方、６月末の就任承諾書をめぐっては、組合は雇用・勤務条件など新大学へ

の就任を判断する上で重要な問題が依然として不明確な中では、就任承諾書を出

す場合も出さない場合も、一人ひとりの教員の意思表示はあくまで暫定的なもの

で、これらの条件が確定した時点でその判断を変更する権利が保留されていると

の立場を表明してこれに対応しました。その下で、６月末の就任承諾書提出にあ

たっては、これまでに非就任表明をしてきたものに加え 20 数名の現大学教員が
提出を拒みました。 

 また助手の問題に関しては、本人の意思に反した再配置を行わないことや現大

学に残留することを含め助手の権利を不当に侵害しないよう、助手会などとも協

力しながら取り組みました。 

 設置認可が下りたことで、新大学設立をめぐる問題は新たな段階に入ったとい

えます。そのもとで教職員組合は、新大学・現大学の大学の自治と民主主義を守

り、教職員・学生・院生らのこれを新大学と現大学の今後に十分に反映させてい

くこと、そして教職員と学生・院生の権利を守ることを基本に、引き続き取り組

みを強めていく必要があります。とりわけ教職員の中では、新大学への就任意思

を表明している者と現大学への残留を表明している者などの間で、大学改革をめ

ぐる課題への意見やスタンスに若干の違いなども生じています。しかし組合は、

こうした様ざまな意見の違いを超えて四大学教職員が引き続き団結を強められる

よう、一層の努力をするとともに、新大学就任者・現大学残留者、助手、職員な

どすべての立場の教職員一人ひとりの権利を守るため闘います。 

 

＜新大学・法人発足後の大学の自治と民主主義、教育・研究条件と教職員・学生

らの権利を守る闘い＞ 

(1)現大学・新大学の自治と民主主義の確立を目指して―学則・定款（たたき台）



をめぐる問題点と課題 

 現大学と新大学において、大学にふさわしい自治と民主主義を確立していく上

で、学則及び定款を中心とした法人・大学の運営に関わる基本骨格は重要な位置

を占めています。 

 学則については、最近になって大学管理本部より大学設置認可に際して文科省

よりの指導により修正が加えられたものが各大学に公表されました。そこでは６

月段階の案で多くの批判が集中した「大都市の現実に立脚した教育研究」に限定

された新大学の「目的・使命」（第１条）について「広い分野の知識と深い専門の

学術を教授研究する」という文言が加えられるなど若干の修正がありました。し

かし例えば教員人事に関しては、本来は法人機関であるはずの教育研究審議会（第

８条）の審議事項に「教員の採用及び選考等に関する方針に係る事項」が記載さ

れているのみで、教授会（第９条）の審議事項には人事に関する記載が一切なく、

採用選考に関わる審議をどこが行うのか、この学則には一切明記されていないな

ど、重大な問題がそのままにされています。さらに教育課程についての審議は教

授会が行う（第９条）とされていますが、このことと現在提案されている「学位

設計委員会」「科目登録委員会」との関係など重要な事項が不明なままとなってい

ます。 

 

 また定款たたき台については、以下のような重大な問題を含んでいます。 

① 第１条（目的）では、本来都政が取り組むべき課題のみが並べられ、大学本

来の普遍的性格が記載されていません。 

② 理事会の設置が規定されておらず、理事長が絶対的権限を保持するものとな

っています。 

③ 教員人事や教育課程編成方針、学生への指導・援助など、学校教育法上の教

授会審議事項であるべき重要事項が、法人組織である教育研究審議会の事項とさ

れるなど、教授会の権限と大学自治を大きく侵すものとなっています。 

④ 学生の進路相談や健康相談、学外と連携した研究、公開講座の開設など、大

学の業務であるべき事柄が法人業務とされています。 

⑤ 付則の「経過措置」では法人の下におかれる現大学について、学長を知事指

名とするなど、現行学則を無視した規定が盛り込まれています。 

 

 さらにこの間の経営準備室運営会議についての団交での大学管理本部からの説

明によれば、定款や学則に明記されない部分での、法人と大学の運営に関わる基

本骨格上の重大な問題が存在しています。 

① 教員人事や教員の業績評価等の事項が、定款にも規定されないまま法人の下

におかれ事務局長の主催する人事委員会の事項とされています。 



② 「学位設計委員会」や「科目登録委員会」、さらに現在各大学にある諸委員会

も整理統合した上で、「法人の意思決定組織」として位置付けるとしています。 

③ 事務組織案では現大学学生部の業務及び教務関係業務の一部が法人組織であ

る学生サポートセンターにおかれることになっていますが、これも教授会の権限

を侵すものです。 

④ これらを含め、峻別されるべき法人と大学との間の重大な混同があります。 

 

 教職員組合は、こうした重大な問題を含む新大学及び法人の仕組みについて、

大学の自治と民主主義という点から以下のことを強く求めて、教授会等とも協力

しながら取り組みます。また法人認可にあたって、文科省・設置審に対して慎重

な審査と必要な指導を求め、働きかけます。 

１）学則及び定款に示される目的には、地域貢献とともに大学本来の教育研究の

普遍的性格を明確に盛り込むことを強く求めます。 

２）大学の自主性・自律性が十分に確保される仕組み、とりわけ教授会の人事・

教育課程編成に関わる権限を学校教育法等に基づき明確に示すこと、及び教職

員・学生院生ら全構成員が大学自治に参加できる仕組みを求めます。 

３）学長・学部長等の選任について、全教職員による投票と学生院生らの意思表

明の仕組みを求めます。 

４）理事会の設置や理事の過半数を学内教員で構成するなど、大学の教育研究の

自律性を保障できる法人の仕組みを求めます。 

 

(2) 新大学の設計過程に教職員・学生・院生らの声を反映させるために 
・ 新大学設計・準備をめぐる現大学機関との正式協議など、準備過程の民主主

義の回復を大学管理本部・新学長予定者などに引き続き強く求めていきます。 

・ 「単位バンク」など設置審からも指摘された構想内容にある問題点の是正、

憲法・教育基本法などに示された大学の自治と教育・研究の自由を保障できる教

学上の仕組みを強く要求します。また 2006 年度発足予定の新大学院の設計にあた

って、四大学のこれまでの教育研究を十分に継承し、基礎研究を含む学問分野の

バランスの十分にとれたものとなることを求めます。 

・ 学生・院生らの要求を新大学設計に反映させるよう求めるとともに、そのた

めの学生・院生らの取り組みを支援します。また「都民の会」など市民や卒業生

らから出されている要求についても十分に耳を傾けるよう求めます。 

 

(3) 現四大学の学生・院生の学習権を守るために 
・ 現在四大学に在籍する学生・院生の入学時学則などによって約束された教育



課程・在籍年限・学習研究条件が十分に守られるよう要求します。 

・ 新大学発足後も四大学の教育課程が十分に実施できるための人員（非常勤講

師を含む）、予算、学習研究スペースの確保を求めます。 

・ 四大学学生・院生の教育・研究指導に十分な責任を持つ教員組織、事務組織

の整備を求めます。 

 

(4) 現四大学の研究の切り捨てに反対するために 
・ 「傾斜的配分研究費」など不当で差別的な配分に反対し、適正で透明かつ民

主主義的な研究費配分を求めます。 

・ 新大学発足後も現四大学に残る教員の研究条件（予算・スペース等）を十分

平等に保障することを求めます。 

 

(5) 学内共闘の構築 

教職員組合は，都立の 4大学廃止と新大学設立に伴うさまざまの問題の中でと
りわけ学内構成員としての共通する問題について、学内の学生諸団体（学生自治

会、体育会、院生会、助手会など）と現状分析や情報について協議を行ないつつ

協力関係を築いてきました。今後も特に現大学の学生・院生の勉学と研究条件に

かかわる問題について積極的に意見交換や助言をおこない、必要に応じて共同し

た行動を追究します。 

また、昨年 8月 1日の事態を多くの学内外の方々へ訴える活動の中から結成さ
れた「都立の大学を考える都民の会」の運動に積極的に協力していきます。具体  
的には 11月 14日の「都民の会」主催のシンポジュウムに積極的に取り組み、新
大学の定款や学則に関する都議会での審議日程に向けた企画づくりに加わります。 

 

４．教職員の雇用と労働条件を守りつつ、来る

べき法人化に備える 
 来年４月をもって、新大学および現四大学はひとつの公立大学法人のもとにお

かれようとしています。先の８９大会で指摘し、また前項で示したように、都当

局は、教育と研究の組織である大学の特性を無視して、この法人をたんに都政の

一機関におとしめるために地方独立行政法人法の不備を最大限利用していると言

わざるを得ません。組合は未決定事項は多々あるものの、これまで提示されてき

た法人計画をこのまま進めることに明確に異議を申し立てます。そして、現在の

四大学の教職員へのさまざまな攻撃や権利侵害のひとつひとつに対して、全教職

員の団結を図りながら全力を挙げて反撃していきます。 
 同時に、来るべき法人化での大学改革を推進し、働く意欲と権利が守られる職



場とするために、組合を公務員の「職員組合」から労働組合法に基づく組合に脱

皮させる組織的な整備を成し遂げていきます。 
＜課題と方針＞ 
(1) 働くものの権利を守り、大学の特性を生かした、就業規則、各種労使協定締

結に向けて 

 現在、教員の労働時間制度に関して、当局から基本的にすべての教員に対して

「専門業務型裁量労働制」を適用したい、という提示が行われています。この間

の交渉により、同制度の適用の可否も含めて、「教員の労働時間制度に関する専門

委員会」によって当局と組合が対等に検討することになっています。 
私たちは、「任用」の世界から「労働契約」の世界に移行することを十分認識す

るとともに、公立大学の教職員としての責務をあらためて自覚します。また先行

した国立大学法人で起きている教育研究環境の悪化をもたらしている様々な事態

もふまえて、今後運営が厳しくなることが予想される公立大学法人で、いたずら

な成果主義に基づいた競争的教員管理に反対し、自由で創造的な教育研究がなし

得る大学づくりを、労働条件をめぐる運動の中でも追求してゆかなければなりま

せん。具体的には、 
・ 新法人との労働契約にあたり勤務、労働条件を早期に、一人ひとりに明らか

にすることを要求します。 
・ 現四大学に在職している全教員の定年までの雇用と適正な評価に基づく昇任

と昇給の制度を要求します。とくに、「昇任・昇格」と「任期制」との連動に

反対します。 
・ 教員の労働時間制度をはじめ、就業規則、労使協定に関する、組合内外で広

範な討議と学習活動を呼びかけ、組織していきます 
・ 「裁量労働制」に限らず、当局との「専門委員会」を通して大学の特性に見

合った労働時間制度の提案を行います。 
・ 就業規則の当局案の早期提示を求め、また教育公務員特例法の精神を引き継

いだ就業規則を要求します。 
・ 新大学非就任教員への差別を許さず、教育と研究の権利を守ります。 
 
(2) 労働組合法に基づく過半数組合への組織的整備と建設 

 来年度以降、私たちの組合も公務員法に基づく「職員団体」から、労働組合法

に基づく「労働組合」に脱皮しなければなりません。その要件である自主性（使

用者から独立していること）と民主性（組合員の平等な権利が保障されているこ

と）を実体化するために、当局と交渉しつつ、新規約の検討を含めて組織整備を

行う必要があります。新しい規約案は中執および賃対部の検討を行い、臨時大会

に正式に提案します。 
また、就業規則に対する発言権、各種労使協定の締結における組合のリーダー



シップを確保する上で、各キャンパスでの組合員の拡大は死活的に重要な課題で

す。新組合の正式な発足は法人化と同時になりますが、過半数組合を実現すると

りくみは早急に開始しなければなりません。同時に、最終的に労使協定を結ぶ際

の「労働者の過半数代表」が真に教職員の利益を代表する者として選出されるよ

う、とりくみを開始しなければなりません。 
これらについては、事業場の確定をはじめ、来年度から所属部局変更となる教

員の扱いなど当局との交渉が必要であり、また派遣職員の確定時期によっては実

際の選出は今年度の遅い時期になる可能性がありますが、就業規則や労働時間制

度の学習宣伝活動、組合員の拡大運動と結びつけて準備していきます。留意事項

は次の通りです。 
・ 労基法、労組法では、アウトソーシングによる派遣社員以外は非常勤職員も

含めて基本的に組合員となる資格があります。 
・ 「使用者の利益を代表する者」は加えてはなりません。この範囲を確定する

必要があります。 
・ 就業規則は基本的にはキャンパスごとに締結されますから、各キャンパスで

組合組織を確立しなければなりません。 
・ 「過半数代表」は各職層の要求を正しく反映できる選出方法を工夫しなけれ

ばなりません。 
・ 非公務員の教員と都からの派遣になる職員との相互理解と協力体制を築き上

げるための交流と協議を組合の内外で組織することが重要です。 
 
(3) 意欲をもって働ける職員派遣制度とするために 

大学管理本部は、法人化後は、職員については「派遣法」に基づく都からの派

遣とすることとし、９月 21日には、その概要を明らかにしています。ここに示さ

れた労働条件は、児童手当の申請方法が異なる他は、概ね現行と異なるものはあ

りませんが、定年退職後、再任用・再雇用職員として、大学に留まることが保証

されているとは言えない内容となっています。また、病気休職者や、育児休業取

得者などの派遣のありかたなど、当局と協議が必要なものもあります。組合は、

異動希望調書を兼ねる自己申告の中間申告以前に、職員が「派遣法」による派遣

制度を十分に理解するために、当局に説明会の開催を要求するとともに、本人の

同意書提出に至までの一連のスケジュールを明らかにするよう求めています。 

新大学発足以降の事務体制については、先頃、都に対する人員要求の内容が明

らかにされました。大学管理本部の説明によると、現行の４大学の組織をベース

にしたものであるとのことですが、言い換えれば、新大学の事務体制の設計が遅

れており、制度設計を先送りして、当座を乗り切ろうとするものです。現行四大

学も存続するなか、事務に支障をきたさず、異常な超過勤務が発生しない人員を

確保するよう、管理本部案を組合の立場から検討して、必要な改善を管理本部に



求めてゆきます。 

 

(4) 法人移行と現大学の教育研究条件の確保に見合った来年度予算を要求する 

 すでに８月に当局に対して「2005年度大学関係予算・人員に関する教職員組合
要求」を提出していますが、そこで指摘しているように、法人発足と現行４大学

とは整合しない教学組織を持つ新大学の開学を同時に行うことは、先行した国立

大学法人の発足に比べて非常に複雑かつ膨大な移行に関わる作業を教職員に押し

つけることになります。 
法人の財政問題に関してとくに強く要求しなければならないのは、来年度は通

常の法人の運営費交付金に加えて、移行時の臨時的経費をきちんと措置させるこ

とです。国立大学法人では、法人経営に付随する経費の甘すぎた見積もりや、「大

学間競争」と称した無謀な「戦略的経費」「学長裁量経費」の留保に起因して、多

くの大学で基本的な研究費や学生経費が実質的に大幅に減少し、また、種々の労

働法規や安全法規に照らした違法状態が生まれ、労働基準監督署の立ち入り検査

や不当労働行為の申し立てが相次いでいるありさまです。 
 私たちがとくに懸念しているのは現行４大学に在籍する学生、院生の教育と研

究の保障と新大学に移籍しない教員の研究教育環境の確保です。これらは、現在

の設置者である東京都が、一方的に構想を押しつけ、基本的な教学組織に断絶を

持ち込んだことに起因する問題であることは明らかです。したがって、東京都と

大学管理本部が責任をもって、組織体制も教学関係も整合しない５大学の併存と

いう状況を勘案し、なおかつ、国立大学法人の実態を十分に精査して予算措置を

行うことを強く要求します。また、大学関連予算は 10 パーセントシーリングの
対象外とするよう財務当局に働きかけることを大学管理本部に強く要求します。 
 
Ⅰ．運営費交付金に関する要求 

１．教職員人員および人件費 
   １）教員については現４大学に在籍する全教員の現給料表に基づく定期昇

給分を見込んだ額を確保すること。 
   ２）理事給与は現学部長と同程度に抑えること。 
   ３）少なくとも第１期中期計画期間は教員定数は現員数を基準として人件

費を算定すること。 
   ４）サバティカル休暇を可能とするだけの教員数を前提とすること。 
   ５）現大学および新大学の教育課程完全実施に必要な非常勤講師数（予算）

を確保すること。 
６）事業執行に支障を来さない事務（技術）職員を確保すること。そのた

めに必要な経費を計上するとともに、事務（技術）職員の派遣条件を早

期に明確にすること。職員の派遣条件を早期に明確にするとともに、十



分なインセンティブを持たせること。 
２．教育研究経費 
１）従来の個人研究費に相当する各教員の基盤的研究費を 1997 年度の水
準に戻し確保すること。 
２）2004年度に「試行」された「傾斜的配分研究費」は停止し、基盤研究
費とは別枠で措置すること。 
３）外部資金を導入するためにも新規研究設備を恒常的に設置、更新する

ための資金を新たに確保すること。 
４）減価償却を正確に算定し、常に現有の設備、備品と同程度以上の水準

が維持されるだけの設備・備品費を確保すること。 
５）「戦略的経費」あるいは「新分野創設経費」の類の将来用の経費は基盤

的研究費とは別枠で措置すること。 
６）労働安全衛生法を十分に満たすだけの経費を措置すること。その際に、

教職員だけでなく学生の安全にも配慮するものとすること。 
７）傷害保険、損害保険など各種保険料を新たに確保すること。 
８）図書費、とくに雑誌費については、早急に現状を調査し、現在購入し

ている水準が下がらないように共通的経費として措置すること。 
９）ＴＡ、ＲＡを大幅に増員し、恒常的経費として確保すること。 
10）学生経費を 1997年度の水準に戻して確保すること。 
11）学費の値上げをしないこと。 
12）南大沢キャンパスでは、履修する学生の増加に見合った教室、実習お
よび実験の設備を確保すること。 

３．その他 
１）生協施設等への援助を施策化し、賃借料等を値上げしないこと。 
２）すべてのキャンパスに労基法に基づく組合事務室を設けること。 

 
Ⅱ．移行に関わる臨時的経費について 

１．人員について 
 １）新旧大学が併存し、また法人の発足時の事務作業量の増加に見合う、追 
加的な職員の確保を東京都の責任で行うこと。 

 ２）法人発足時の事務量の増加にたいして「サービス残業」を押しつけない 
こと。また残業手当を全額支払うこと。 

 ３）短期大学および都立大Ｂ類については、正規在学生の授業を完全に保障 
する教員数を確保すること。 

  ４）新旧大学のカリキュラムが並行する期間は、追加的な非常勤講師の確保 
を東京都の責任で行うこと。とりわけこの間他大学に移籍した教員担当科 
目についての専任教員および非常勤講師の手当を十分に行うこと。 



２．教育研究条件について 
１）現４大学の学生の教育、とくに学位論文指導のために特任教授制度を臨

時的措置として設けること。 
２）移行に伴う教員組織の改変によって生じる、研究室、実験室の移動、機

器の移設は運営費交付金とは別枠で措置すること。 
３）複数キャンパスで教育を行わざるを得ない教員のための居室、機器を整

備し、また、移動に伴う経費を全額保障すること。 
４）短期大学および都立大Ｂ類については、正規在学生の学習権を完全に保

障する予算を講じること。 
５）老朽化した設備、建物の改修、更新は東京都の責任で行うこと。 
６）新旧カリキュラムの並行期間の学生経費を正確に見積もり、通常に追加

して措置すること。 
７）大幅に学生数が増える南大沢キャンパスの食堂、学生寮その他の厚生施 
設は、東京都の責任で拡充すること。 

 

 これまでの管理本部との交渉経過 
これまで、組合は 8回の団体交渉を大学管理本部との間で持ちました。労働条

件の問題を中心に、これまでの交渉経過を示します。 

 

第一回 2月 24 日 

・2月 13日に新大学設立本部経営準備室運営会議で提出した資料の説明 

主な内容 

●教員の人事・給与制度について 

●新大学における教員（研究員を含む）の任用制度について 

●新制度の職位の構成について 

●教員公募と審査体制 

●任期制の法的根拠 

●教員の年俸制について 

●退職手当について 

●平成１６年度研究費配分の考え方についての方針 

 

第二回 3月 29 日 

・3月 29日の新大学設立本部経営準備室運営会議で提出した資料の説明 

主な内容 



 ●新大学の組織概要 

 ●事務組織の主な構成や事務職員等の配置の考え方 

 ●運営費交付金についての考え方 

 ●任期満了後の求職期間の雇用継続についての提案 

 

第三回 5月 7日 

・「2004 年度賃金・労働条件改善に関する要求」、の提出 

[組合要求の提出] 

○2004 年度賃金・労働条件改善に関する要求について 

 

 

第四回 5月 24 日 

・５月 20日の新大学設立本部経営準備室運営会議で提出した資料の説明及び「都

立の大学の法人化に伴う教職員の身分・労働条件に関する要求」の提出 

主な内容 

 ●「研究員」の目標数の設定・配置等について 

 ●「研究員」の仮設定数と再配置 

 ●教員の昇任方針について 

[組合の要求提出] 

○都立の大学の法人化に伴う教職員の身分・労働条件に関する要求（第１次） 

 

第五回 ６月 28 日 

・「就任承諾書」「意思確認所」提出にあたっての５項目要求、新法人における雇 

用制度に関する緊急要求、助手再配置問題に関する緊急要求 

[組合要求の提出] 

 ○「就任承諾書」「意思確認所」提出にあたっての５項目要求 

 ○新法人における雇用制度に関する緊急要求 

 ○助手再配置問題に関する緊急要求 

 

第六回 ７月 15 日 

・第４回新大学設立準備室運営会議の資料の説明と提案 

 ●新大学の事務組織について 

 ●事務職員の派遣法に基づく派遣について 

 ●研究員の目標数の見直しについて 

 ●「准教授 B」の「一定の要件について」 

 ●新制度の教員の基本給・業務給・業績給について 

 ●新制度の教員の給与の支給方法について 



 ●新制度の教員の退職手当について 

● 定款の叩き台 

研究員の目標数を一定程度修正した。 

 

第七回 8月 16 日 

・第 5回新大学設立準備室運営会議の資料の説明と提案及び２００５年度大学関 

係予算・人員に関する要求 

主な内容 

 ●傾斜的配分研究費の最終審査結果 

 ●年俸制に関する前回会議資料の修正について 

  管理職教員の年俸についておよび任期満了による退職者の退職手当について

は、組合の指摘のとおり、提案を修正させた。 

 ●教員の勤務時間について 

[組合要求の提出] 

○２００５年度大学関係予算・人員に関する要求 

 

第八回 10 月 13 日 

・教員勤務時間制度専門委員会の設置についておよび第 7回新大学設立準備室運 

営会議の資料の説明と提案 

教員勤務時間制度専門委員会の設置について 

前回の団交の議論を踏まえて、教員勤務時間制度専門委員会を設置することで合 

意した。 

第 7回新大学設立準備室運営会議の資料の説明と提案 

主な内容 

 ●設置認可について 

 ●経営準備室の構成員について 

● 新大学の審議機関について 

● 人事委員会の権限及び構成と法人化後の教員採用について 

● 新大学の教員管理職について 

● 年俸制の適用範囲について 

法人の権限と大学との関係について、管理本部の見解を質した。 

 

 

 


