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年末一時金要求提出 回答指定日は 11 月 16 日 

 退職手当改悪、今期に提案も 
 組合は、11 月１日に法人当局に対して、年末一時金の要求を提出する団体交渉を行いました。回答指定日は 11 月 16 日です。 
 組合は、この団体交渉のなかで、常勤契約職員の人事制度について、「平成 21 年度以前に採用された残りの任期が 5 年以内の常勤契約

職員を含めて、正規職員への転換を」求めました。教員人事制度については、「2 年 4 ヶ月後に雇い止めという不安を抱えている助教の立

場を踏まえて、検討のテンポを加速するよう求めます。今年度中に制度の骨格をまとめ、来年度は現行制度との接続を検討するとした法

人が示したスケジュールに遅れは許されません。とりわけ、助教の雇い止め回避については、一日も早く見解を明らかにするよう、」要求

し、非任期教員への差別賃金解消を求めました。 
 法人側は、「労働契約法の改正による影響を踏まえ」検討すると発言しました。また、法人教職員の退職手当について、「国、都はすで

に大幅な支給水準の引下げを伴う見直しを実施し、他の国公立大学においても国もしくは設立団体に準拠する形で、見直しを行っている

ところが多数を占めております。（中略）法人においても、退職手当の見直しについて、早期の成案化を図り、皆さんに提案を行ってまい

りたいと考えております。」と、改悪提案をする考えを示しました。 
 これに対し組合は。「大学教員は、そのキャリア形成に時間と費用を費やしており、一般の労働者と比べて就職年齢も高く、在職年数は

短くなっています。また、法人化後は国立大学法人へ転出した場合の退職手当の通算が行われなくなっており、こうした点について配慮

が必要だと考えています。職員の退職手当については、正規職員のみが支給対象となっており、内部登用選考で正規職員となったものに

ついては、法人での非常勤契約職員、常勤契約職員の勤務期間が全く考慮されていない問題こそ、まず改めるべきだ」と反論しました。 

 
【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 17 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。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・24 月でした。公立大学法人首都大学東京には、1,000 人

以上の教職員が働いており、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４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

50 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。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。 
 安倍政権は、デフレからの脱却を掲げています。この間の日本経

済の 大の問題は、1997 年をピークに、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。賃金下落の大きな要因は非

正規雇用者の増大とその低賃金にあることを指摘しておきます。 
 正規職員の賃金についても、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職員も存在する常

勤契約職員の待遇改善も急務です。 
  
 改正労働契約法が本年４月に施行されました。法の条文通り解釈

すれば、平成 21 年度以前に採用された常勤契約職員は、無期転換

権を得ることができません。組合の開いた職場懇談会でも、「雇い

止めの不安から、モチベーションが保てなくなりそうだ。」という

声があがっています。 
常勤契約職員は、学校基本調査でも正規職員と同様に「常勤職員」

とされており、就業規則上も同一の給料表を使用しています。しか

し、60 歳を超えて任用しない、制度として昇任がない、退職手当

が支給されないなど、改正労働契約法第 20 条の期限の定めのある

労働者に対する不合理な差別にあたると組合は考えています。本年

4 月に 2 期目の契約更新を終えた常勤契約職員及び本年 4 月に新た

に採用された常勤契約職員は、次の契約更新を終えれば、無期雇用

転換権が発生します。平成 21 年度以前に採用された常勤契約職員

を含めて、正規職員への転換を求めます。 
 

次ページに続く⇒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

退職手当削減問題     説明会 
日時：１１月１１日（月）１８：００～ 

場所：本部棟大会議室 

（南大沢キャンパス） 

緊急 

定年が近い方、 

とくに教員のみなさん、 

ぜひご参加ください。 

組合未加入の方もどうぞ！ 



 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。 
 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、これは当然のことです。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、給料表の上限に

達した職員が多数おり、足伸ばしが必要です。今期に解決をお願い

します。 
 
 都労連交渉では、あらたな高齢期雇用制度の確立が今期の重要要

求となっています。高年齢者雇用安定法では、定年を迎えたすべて

の労働者を高齢期雇用制度の対象者とするよう定めています。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

は当然です。当面、希望者全員が雇用される制度とするよう、また、

法人を都派遣職員の再任用・再雇用の設定職場とすることについて

も、法人からも東京都に働きかけてください。 
 事務、入試事務、法人会計事務、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 9 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。 
  
 次に教員の賃金および人事制度についてです。任期を採らない教

員の賃金については、先般の交渉において、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、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

の間の昇給格差は到底容認できない金額となっています。非任期教

員にも職務基礎額の定期昇給を適用することを改めて強く要求し

ます。 
 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。 
 5 月に理事協議会の下に、作業部会（教員人事制度）が設けられ

ました。法人の教員人事制度を包括的に見直すというものですが、

２年４ヶ月後に雇い止めという不安を抱えている助教の立場を踏

まえて、検討のテンポを加速するよう求めます。今年度中に制度の

骨格をまとめ、来年度は現行制度との接続を検討するとした法人が

示したスケジュールに遅れは許されません。とりわけ、助教の雇い

止め回避については、一日も早く見解を明らにするよう、強く求め

ます。 
 組合は「全員任期制」という制度に一貫して反対してきましたし、

何より「改正労働契約法」を受け、全員任期制そのものからの脱却

が求められます。このたびの「改正労働契約法」は、雇止め法理の

制定法化である以上、公立大学法人にも完全適用されるべきもので

あり、国会答弁においても「研究職とか、そういった職種による例

外は設けていない」と明言されています。 
 教員の人事制度については、非任期教員への基本給昇給問題、教

授に対するテニュア制度導入、助教に対するサバティカル制度導入

など、これまでの労使交渉の積み重ねがあることを忘れてはなりま

せん。そうした延長線上に、作業部会の包括的見直し検討があると

組合は認識しており、その議論を注視しています。 
 
 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 19 円上がり、869
円となりました。高卒初任給の時給相当額の 1000 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。 
 
 
【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９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、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。 
 
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。 
 
以上、給与について申し上げました。 
続いて、退職手当について申し上げます。 
法人としては、退職手当への職責、能力、業績の反映や算定方法

の見直しといった点について、これまでも課題認識を示してきたと

ころです。また、国、都はすでに大幅な支給水準の引下げを伴う見

直しを実施し、他の国公立大学においても国もしくは設立団体に準

拠する形で、見直しを行っているところが多数を占めております。

法人を取り巻く情勢は非常に厳しい状況にあると言わざるをえま

せん。給与同様、退職手当についても、十分に社会的な説明責任を

果たせるものでなければならず、支給水準の見直しについても早急

に解決しなければならない課題であると認識しております。従いま

して、法人においても、退職手当の見直しについて、早期の成案化

を図り、皆さんに提案を行ってまいりたいと考えております。 
 
次に、教員の人事制度についてです。 
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、

適宜見直しを行ってまいりました。 
現在も労働契約法の改正による影響を踏まえ、理事協議会のもと

に設置した作業部会において２大学１高専の教員人事制度の包括

的な見直し検討を行っております。現行人事制度の理念も踏まえつ

つ、引き続き検討を進めてまいります。 
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次に、職員の人事制度について申し上げます。 
職員人事制度については、現在、労働契約法の改正による影響を

踏まえつつ、現行の職員人事制度の状況を精査しながら、必要な制

度改正を検討しております。検討にあたっては、これまで同様、高

い専門性と経営的視点をもったプロ職員の育成と、より強固な執行

体制を目指して取り組んでまいり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。 

 
【組合】ただいま、法人教職員の退職手当について、発言がありま

した。大学教員は、そのキャリア形成に時間と費用を費やしており、

一般の労働者と比べて就職年齢も高く、在職年数は短くなっていま

す。また、法人化後は国立大学法人へ転出した場合の退職手当の通

算が行われなくなっており、こうした点について配慮が必要だと考

えています。職員の退職手当については、正規職員のみが支給対象

となっており、内部登用選考で正規職員となったものについては、

法人での非常勤契約職員、常勤契約職員の勤務期間が全く考慮され

ていない問題こそ、まず改めるべきだと申し上げます。 
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年末一時金に関する要求書 
 

 

 わたしたち公立大学法人首都大学東京に働く教職員の生活は、これまで続いて来たベースダウンや来年４月に予定され

ている消費税増税によって一層厳しさを増すことは必至です。特に一時金が年間４月分を下回っている現状は早急に改善

する必要があります。 
 首都圏に暮らし働く教職員は、高物価・高家賃、長時間通勤など、他県・他都市と比べて、特別に高い経済的負担と厳

しい生活条件におかれています。また職員は、定数削減など勤務条件の厳しさが増す中にあっても、大学・高専の職務に、

日夜懸命に努力しています。 
教職員は、年末一時金の改善に期待を寄せています。本日、下記のとおり、要求書を提出いたしますので、誠意ある回

答を求めます。 
 
 
 

記 
 
 
１．年末一時金について、2.5月分を12月10日までに支給すること。 
 
２．非常勤契約職員にも一時金を支給すること。 
 
３．以上の回答を、11月16日（土）までに行うこと。 
 
 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊当面の主な日程＊ 
11/  7（木）    7:50  都労連早朝宣伝《都庁前》 

11/11（月）18:00 退職手当削減説明会 
11/14（木）        第６波総決起集会 

11/15（金）     8:00 １時間ストライキ 

12:30  第２回中央委員会 
※ 現在決まっている日程です。早朝宣伝などの追加・変更 

の際は、改めてお知らせいたします。 

 

恒例の大望年会は 

１２月１９日（木）

１８：００～ 
予定に入れてくださいネ！ 


