
『手から手へ』第２６４１号（2012 年 10 月 30 日） 
 

10 月 30 日に団体交渉 

4.5 月分（年間）の一時金を要求 

「改正労働契約法」の完全適用 

非任期教員への差別賃金撤廃 
 
 
 

組合は、10 月 30 日に法人に対して、年末一時金要求の団体交渉を行いました。年末一時金を昨年と同様の 3.95 月に据え置くなど、第

三者機関の責任を放棄した東京都人事委員会の不当勧告が出されるなかでの交渉でした。 

年末一時金（教員の業績給・法人職員の賞与）については、年間で例月給の 4.5 月分相当を、非常勤契約職員を含めて支給するよう要

求しました。 

また、「改正労働契約法」の完全適用、非任期教員への差別賃金撤廃、助教のサバティカル制度の早期実施、すべての職種での内部登用

選考の実施、法人独自の高齢者雇用制度の確立、アルバイト賃金の改善、業務委託労働者に対する労働条件の公正な基準の確立などを併

せて要求しました。 

東京都人事委員会は、昨年冬と本年夏の都内民間企業の特別給支給状況についての調査結果を明らかにしましたが、企業規模 1,000 人

以上では、4.21 月でした。また、現行の公民比較方式は、2006 年に「企業規模 50 人以上、事業所規模 50 人以上」へと公民格差を不当

に高く見積もることを目的に改悪されたものです。「同種・同等」の比較を行うのであれば、企業規模 1,000 人以上の支給月数に基づくの

が道理というものです。 

回答指定日は、11 月 16 日です。 

 
【組合】 本日は、年末一時金の要求書を提出します。要求につい

ては、書記長が説明します。提出にあたり、今交渉に臨む組合の決

意を述べます。 
 まず、一時金についてです。10 月 12 日に東京都人事委員会は勧

告を行いましたが、一時金については、総計 3.95 月に据え置くと

しました。ところが、人事委員会は、昨年冬と本年夏の都内民間企

業の特別給支給状況について調査結果を明らかにしましたが、企業

規模 1,000 人以上では、4.21 月でした。人事委員会の調査は 898 事

業所、うち 1,000 人以上規模が 276 事業所 30.73％（昨年 33.07％）、

100 人未満規模が 128 事業所 14.25％（昨年 14.14％）となっていま

す。さらに、現行の公民比較方式は 2006 年に「企業規模 50 人以上、

事業所規模 50 人以上」へと改悪されたものであり、「同種・同等」

の比較を行うとすれば、1,000 人以上の規模の支給月数に基づくべ

きです。 
 一時金については、この 3 年間で 0.55 月分引き下げられ、厳し

さが増している状況にあります。一時金が年間で 4 月を下回るのは

49 年前の水準で、とりわけローンなどを抱える教職員にとっては

深刻です。 
 この間の日本経済の 大の問題は、この 10 数年間、労働者の賃

金が下がり続けていることにあります。また、非正規雇用者数は今

や 3 人に 1 人に上る一方で、正規雇用者数は 500 万人も減少してい

ます。このような常軌を逸した雇用状況からいち早く脱却し、人間

らしい道理にかなった雇用ルールの確立、労働者の賃金の引き上げ

による内需拡大こそ、グローバリゼーションの嵐が吹き荒れる中で

も、足腰の強い確かな経済の確立のために必要です。また、震災復

興のためにこそ、内需拡大が必要であることはいうまでもありませ

ん。 
 少なくとも年間 4.5 月相当の一時金の支給を要求するとともに、

一時金が支給されていない非常勤契約職員に対しても支給を要求

します。 
 正規職員の賃金については、都派遣職員との均衡待遇を求めます。

また、時給換算で非常勤契約職員の時給を下回る常勤契約職員の待

遇改善も急務です。 
 非常勤契約職員から常勤契約職員への内部登用選考に関しては、

事務職だけでなく、図書館司書、看護師、技術職員についても実施

するよう要求します。 
 人事院は、今年の「国家公務員制度改革等に関する報告」の中で、

再任用を基本とする高齢者雇用制度を設けることとしています。組

合は、年金支給開始年齢との接続を図るために、段階的に定年を延

長することが必要だと考えます。 
 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。発足 8 年目の法人は、時間をかけて

職務遂行に必要な知識や技術の継承を行う必要があります。法人と

しても段階的に定年を延長することや東京都の再任用制度に準ず

る法人独自の高齢者雇用制度を確立するなどの措置を講ずる必要

があります。 
 こうした高齢者雇用制度を設けるに当たっては、「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ものとしな

ければなりません。 
ここ数年で定年を迎える都派遣職員の多くは、「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。

法人特有の事務が円滑に継承・執行できるよう、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。 
 多くの常勤契約職員は、正規雇用を求めています。常勤契約職員

の多くが実際には基幹的業務を担っており、その要求は当然です。

そして、この当然の思いを先般の「改正労働契約法」は労働者の権

利として承認するものでした。施行後 5 年を待つことなく、できる

だけ速やかに有期労働契約を無期労働契約に切り替えることを求

めます。加えて、毎年多額の黒字を計上している法人は職員の正規

雇用化を進め、「官製ワーキングプア」の解消を行う責任がありま

す。そして、そうすることこそ、「改正労働契約法」の立法趣旨に

かなうものです。更新回数に制限のない非常勤契約職員の司書、看

護師、技術職員についても同様に無期労働契約への切り替えを求め

ます。さらに、この中には、給与表の上限を迎えた職員が多数おり、

足伸ばしが必要です。できるだけ早期に解決をお願いします。 
 また非常勤契約職員については、無給とされている出産休暇など

の休暇についても、改善を要求します。「改正労働契約法」は「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」ことを求

めている以上、これも当然のことです。 



 冒頭にも発言しましたが、非正規雇用の増大は雇用不安を生み出

し、日本経済全体を冷え込ませている大きな要因の一つです。年収

200 万円以下の労働者が 1,070 万人、24 歳以下に限れば女性労働者

の半数、男性労働者でも 4 割以上が非正規雇用という実態は、「自

己責任」とばかりはいえません。職場の中に、多様な労働条件の職

員が存在すること自体は、一概に否定すべきではありませんが、賃

金や休暇制度などで大きな格差が生じている実態は職場の働く意

欲を損ねており、早急に改善しなければなりません。 
 組合は、大学に働く非正規雇用労働者の待遇について、同一労

働・同一賃金の原則にのっとり、改善を求めます。 
 
 次に教員の賃金および人事制度についてです。 
昨年度の交渉で、教授については厳正な審査を経て、「テニュア

制度」が導入されることになったことは、一定の評価をしています。

「改正労働契約法」が大学教員に対しても原則適用となる可能性が

高いことから、職員と同様に有期労働契約を無期労働契約に転換す

べきものと組合は考えています。人事制度等検討委員会での検討を

始めるよう求めます。 
 任期をとらない教員の賃金については、一昨年度末の交渉におい

て、昨年 4 月以降も基本給の昇給を引き続き実施することが確認さ

れ、そのことが大学教員給与規則本則にはじめて位置づけられまし

た。しかしながら、教員給与のおよそ半分を占める職務基礎額の昇

給は依然認められていません。そのため任期付き教員と非任期教員

とのこの間の昇給格差は 7 年の累積で職務基礎額で 31 号分となっ

ています。「改正労働契約法」により無期労働契約に転換される教

員については、職務基礎額の昇給が行われるのであれば、これまで

の非任期教員に対する職務基礎額の昇給なしという制度も見直さ

なくてはなりません。 
 また住居・扶養手当分の不支給が、国立大学等に比べてとりわけ

若手・中堅層で大きな年収格差となっていることを改めて指摘し、

その復活を引き続き求めます。 
 助教については、一昨年度の交渉で、2 期目任期が延長されまし

たが、任期延長があったとはいえ、助教は依然として雇止めを前提

とした制度となっており、任期制をとる助教の多くが不安を抱えな

がら日常業務にたずさわっています。助教任期の上限を撤廃するこ

とを求めます。助教にも、「育成・支援」の観点から、サバティカ

ル制度の適用について、検討が進んでいることは評価するべきもの

と考えております。早急に実施できるよう、一層の努力をお願いし

ます。 
 「教員組織・定数の見直し」について、一言申し上げます。私た

ちの解明要求に法人当局は昨年 7 月、この見直しと任期制の運用・

検討とを連動させる意図はないと回答しました。「教員組織・定数

の見直し」が結果として助教の雇い止めで解消することのないよう

重ねて要求します。 
  
次にアルバイト職員の待遇改善です。 
11 か月雇用も可能となり、雇用保険への加入が必要になりまし

た。また、アルバイト職員には、交通費が支給されておらず、交通

費を差し引くと 低賃金を下回るケースもあります。交通費を実費

支給すること、雇用保険の本人負担分で実質賃金が減少しないよう

改善を求めます。 低賃金法が改正され、東京都は 13 円上がり、

850 円となりました。高卒初任給の時給相当額の 1,000 円以上への

引き上げを改めて求めます。 
  

後に、業務委託で働く職員の問題について、述べます。 
 法人が発注する業務に係る労働者の賃金および労働条件が十分

に確保されるよう受注業者に義務付け、劣悪な賃金・労働条件の改

善を図り、社会的な責任が果たせる基準を設けることを求めます。

また、受注業者が変わった場合にも、それまで問題なく業務に従事

していた労働者を、以前の労働条件を下回らない待遇で引き続き雇

用するよう受託業者に働きかけることを求めます。東京都に対して

は、「公契約条例」を制定するよう働きかけてください。 
 
私からは以上です。 

 
 
【当局】 ただ今、「年末一時金に関する要求書」を承りました。

また、これまでに皆さんから、人事、給与制度に関する要求をいた

だいております。  

要求については、現在、真摯に検討しているところでございます

が、現時点での私どもの基本的な認識をいくつか申し上げます。  

 

まず、教職員の給与についてです。  

民間の厳しい賃金情勢を反映し、都の人事委員会の勧告では、例

月給は8年連続でマイナス勧告、特別給は改定が見送られるなど、

法人を取り巻く賃金情勢は依然として厳しい状況にあります。  

 

言うまでもなく、法人教職員の給与は、法人として自主的、自律

的に決定するものですが、その前提として地方独立行政法人法が定

めるとおり、民間企業の賃金情勢や国、都等の動向など、社会一般

の情勢に適合したものでなければなりません。  

御承知のとおり本法人の運営はその大半を都からの交付金によ

り支えられています。  

今後とも引き続き、東京都の理解と支援を得ながら自主的、自律

的経営を行っていくためには、教職員の給与について、十分に社会

的な説明責任を果たせるものでなければなりません。  

 

現下の民間企業の賃金情勢や、人事院勧告、都の人事委員会勧告

等を考慮すると、地方独立行政法人法で求められる社会一般の情勢

への適合の観点から、教職員の年間給与水準について、適切な措置

を講じなければならないと認識しています。  

 

また、今回都の人事委員会勧告では、「職責・能力・業績の給与

への反映の一層の徹底」と「生活関連手当の見直し」という観点か

ら、昇給制度及び住居手当の見直しについて言及しているところで

あります。これらの観点については、法人としても課題認識を有し

ているところであります。  

 

私どもといたしましては、給与制度の検討にあたり、これらの課

題認識に加えて、これまでの法人の取り組み、教職員の構成等の状

況を踏まえていく必要があると考えております。  

なお、東京都派遣職員については、東京都において、職員の給与

に関する条例の改正があった場合、職員派遣に係る取り決め書によ

り、東京都と同様の措置を取ることになります。  

 

続いて、退職手当について申し上げます。法人としては、昨今の

退職手当をめぐる非常に厳しい社会情勢については強く意識せざ

るをえません。またこれまでの交渉の場でも述べてきたとおり、法

人の退職手当については、職責、能力、業績の反映やその算定方法

といった点で、見直すべき課題があると認識しています。  

以上、給与について申し上げました。  

 

次に教員の人事制度について申し上げます。  

任期制・年俸制・教員評価制度については、大学の一層の活性化

を図るべく、法人化以降、人事制度の柱として運用するとともに、

これまで様々な制度の改善を行ってきました。  

現在も、人事制度等検討委員会において、議論が進められており

ますが、今後も引き続き、本制度の理念を踏まえつつ、より成熟し

た制度となるよう、適切な運用・改善に努めてまいります。  

 

次に、職員の人事制度について申し上げます。  

第二期中期計画を着実に実行していくためには、職員一人ひとり

が自らの能力を 大限に発揮できる体制を確立した上で、高い専門

性と経営的な視点を持ったプロ職員を育成していくことが極めて

重要な課題であると認識しています。  

こうした観点から、業務実態の的確な把握に努めるとともに、必

要に応じて見直しの検討を進めていきたいと考えております。  

 

以上、現時点での基本的な認識を申し上げました。  

いずれにしましても、これまで培ってきた労使の信頼関係をもと

に、誠意を持って、皆さんとの協議に全力で取り組んでまいりたい

と考えております。よろしくお願いいたします。  

私からは以上です。 

 



 

 ２０１２組発第５号

２０１２年１０月３０日

 
公立大学法人首都大学東京 

理事長 髙橋 宏 殿 
 

公立大学法人首都大学東京労働組合

中央執行委員長 城丸 春夫
 
 

年末一時金に関する要求書 
 

 大都市東京に働く私たちは、物価高、住居費や教育費の負担、長時間通勤、長時間労働など、厳しい勤務・生活条件におかれ、教職員

の生活事情は一層厳しいものとなっています。一時金については、この 3 年間で 0.55 月分引き下げられ、厳しさが増している状況にあり

ました。 
 10 月 12 日に東京都人事委員会は勧告を行いましたが、一時金については、総計 3.95 月と据置としました。ところが、人事委員会は、

昨年冬と本年夏の都内民間企業の特別給支給状況について調査結果を明らかにましたが、企業規模 1,000 人以上では、4.21 月でした。人

事委員会の調査は 898 事業所、うち 1,000 人以上規模が 276 事業所 30.73％（昨年 33.07％）、100 人未満規模が 128 事業所 14.25％（昨年

14.14％）となっています。さらに、現行の公民比較方式は 2006 年に「企業規模 50 人以上、事業所規模 50 人以上」へと改悪されたもの

であり、「同種・同等」の比較を行うとすれば、1,000 人以上の規模の支給月数に基づくべきです。 
 また、ほとんどの政令市でも国と同様の軒並み 3.95 月の支給月数となっており、それぞれの大都市では民間賃金水準も大きく異なるに

もかかわらず、一時金支給月数が横並びというのでは、人事院と各人事委員会の調査結果にまったく整合性がありません。 
 日本経済の 大の問題点は、この 10 数年、労働者の賃金が下がり続けていることにあります。他方で、非正規雇用が増大し続けていま

す。その低賃金構造からの脱却、人間らしい道理にかなった雇用ルールの確立こそが、こうした問題の解決策です。 
 公立大学法人首都大学東京労働組合は、本日、下記の通り要求書を提出しますので、回答指定日までに誠意ある回答をされるよう強く

要求します。 
 

記 
 
1．教員、正規職員、常勤契約職員については、賃金の 4.5 月分（年間）相当を 12 月 10 日までに支給すること。 
2．非常勤契約職員についても、同様に支給すること。 
3．すでに提出している組合の要求に基づいた改善を行うこと。 
4．以上の回答を、11 月 16 日までに行うこと。 

以上

 

 


