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組合HP＝http://tmu-union.org/ 

第 2847 号           TEL 042－677-0213 

２０１９年１０月１０日           FAX 042－677-0238 

E ﾒｰﾙ union@apricot.ocn.ne.jp 

 

2019 年秋季年末闘争方針（案） 

 

２０１９．１０．１０  公立大学法人首都大学東京労働組合 

中 央 執 行 委 員 会 

 

中央執行委員会では、都労連の 2019 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。 

 方針は、10 月 24 日（木）の中央委員会で決定します。 
 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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１．2019 年秋季年末闘争をめぐる情勢 

【職場の状況】 

首都大学東京は地方独立行政法人法に基づき、設立団体である東京都から運営費交付金が措置さ

れていますが、通常の法人運営に充てられる標準運営費交付金が、自律的な経費削減と経営の効率

化を図るため、中期目標期間（6 年間）を通し交付額を毎年度 1.0%ずつ削減する方針が維持されて

います。その一方で、大学間の競争に勝ち、社会に大学の存在感をアピールすることも求められる

ため、あらゆる階層で競争原理が導入され、教職員の多忙と孤立がすすんでいます。制度や組織の

変更も定期的にあり、常に移行期の対応が求められ、研究教育のための理念の確立や長期的な将来

構想の検討が許されない状況が続いています。また、非正規の法人固有職員が補助的とは言えない

仕事につき、同一労働同一賃金の原則が守られない状況も改善されないままです。 
 

【大学・法人を取り巻く状況】 

2020 年度 4 月より大学の名称が「東京都立大学」に変更されます。現在の大学名である「首都大

学東京」は知名度が低く、名称が決まった経緯が不透明であることから組合は以前より名称変更を

要求していました。しかし、名称変更について事前に学内で議論されておらず、その手続きは、「首

都大学東京」に関わる教職員や学生、卒業生の意向や名称変更によってどのような影響を及ぼすの

かを配慮したようすはうかがえません。 

一方、名称変更に先だって学部再編が実施され、2018 年より新組織の学部編成がスタートしてい

ます。しかし、学部と大学院が同時に組織再編されたため、今年度、博士前期課程（修士課程）の

修了生は再編後の１期生になります。したがって、今年度の卒業・修了式は、学部と博士前期課程

修了生とが組織が異なるといった状況が発生しています。また、大幅な各部の組織再編に伴い、キ

ャンパスグランドデザインおよび施設の再配置等の検討がすすめられ、研究教育を取り巻く環境に

ついて先が見通せない状態が続いています。 

 
【高等教育政策をめぐる情勢】 

大学入試センター試験が今年度で最後となり、次年度から大学入学共通テストが始まります。入

学試験では、これまでの「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」に加え、「主体性・多様性・協

働性」を含めた「学力の3要素」が評価の対象となります。これに伴い、大幅な入試業務の負担増が

懸念されています。また、民間英語試験を大学入学共通テストに利用できるようになります。しか

し、地方の高校生と都市部の高校生では民間試験の受け易さが公平でなく、家庭の経済格差が民間

試験の受験回数に影響を与えることが指摘されています。全国高等学校長協会のアンケートでは、7
割の校長が民間試験の利用を延期すべきであると回答しており、文部科学省に民間試験利用の延期

と制度の見直しを求める要望書が提出されるに至っています。 
一方、文部科学省は、来年度より低所得世帯を対象にした就学支援制度を来年4月に施行し、授業

料の減免や給付型奨学金が実施されます。制度自体は望ましいものですが、これまで授業料減免を

受けていた学生はどのような扱いになるのかが不明なままであり、今後の運用を注視する必要があ

ります。大学院の学生が含まれていない点も問題と考えられます。 
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【都政・国政の情勢】 

都知事任期満了が2020年7月30日と残りの任期が1年を切り、小池百合子知事の再選に向けた動き

が活発になっていると報じられています。当初は、都民ファーストの政治姿勢を打ち出し、絶大な

人気を誇っていましたが、2017年の衆議院選挙で代表を務めた希望の党の敗戦で勢いを失っていま

す。また、多くの公約違反や失政が指摘されるなか、本来の権力志向的な性格があらわれてきてい

ます。一方、国政では、安倍首相の自民党総裁が3期目となり長期政権となっています。7月に行わ

れた参議院選挙では、改憲勢力が改憲の発議に必要な3分の2には届きませんでしたが、政権を揺る

がすような事態には至っていません。一時、「忖度」ということばがはやるなど、長期政権の弊害が

指摘されるなか、10月の消費税増税や東京2020オリンピック・パラリンピック後に景気が後退する

ことが心配されています。 
 
【国際的な情勢】 

 北朝鮮を巡る非核化の問題、徴用工問題に端を発した日韓関係の悪化など、日本が関係する東ア

ジアにおいて国際的な問題が噴出しています。これらの国際情勢は、日本の経済活動に直接影響を

与えるため、国民のナショナリズム的な意識を過度に刺激する心配があります。このような問題に

対して、現政権はアメリカを頼らざるを得ず、それが日米間の貿易問題や基地問題に影響を与えて

しまうことが懸念されます。これらの問題以外では、米中の貿易摩擦や香港の民主化運動の混乱の

長期化が心配されています。また、軍事ドローンによるサウジアラビアの石油施設攻撃、イエメン

のフーシ派によるサウジアラビア兵大量拘束、イランとアメリカの対立など、中東の状況の不透明

性が増しています。また、英国では、EUの合意なき離脱を主張するジョンソン首相が選出され、ヨ

ーロッパの将来の動向も見通せない状況が続いています。 
 
【労働組合が果たしてきた役割とこれから】 

 労働組合では、雇用主との交渉によって組合員の要求を実現することをめざしています。しかし、

それは組合員個人の幸せだけを追求したものではなく、職場と生活環境の改善を通じて社会全体の

福祉と文化の向上をめざしています。そのような活動は、憲法25条の「すべて国民は、健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有する」で保障された国民の権利と言えます。 
  このような労働組合の趣旨を多くの人に理解してもらうことが、大学における組合活動の役割で

あり、果たすべき責務と考えています。 
 
 

２．2019 年秋季年末闘争のたたかい方 

都労連の賃金確定闘争について 

 8月7日、人事院は、国会と内閣に対して、国家公務員の給与に関する勧告及び公務員人事管理に

関する報告と定年引上げに係る意見の申出を行いました。 
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月例給で0.09%・平均387円、ボーナスで0.05月分、民間労働者を下回っているとし、民間との較

差を埋めるため、俸給表を改定し、6年連続で月例給、一時金を引き上げる勧告を行いました。しか

し、月例給については、一般職高卒程度の初任給を2,000円、総合職と一般職大卒程度の初任給を

1,500円引上げ、30歳台半ばまでが在職する号俸を改定するにとどまり、30歳台半ばを超える職員に

ついては、再任用職員を含め改定なしという据置勧告でした。ボーナス・一時金については、0.05
月引き上げて年間4.50月とするとしていますが、引上げ分すべてを勤勉手当に配分し、再任用職員

については改定なしとしています。 
 6年連続となるベースアップ勧告は、民間労働者と公務員労働者が一体となって2019春闘のとりく

みをすすめ、民間労働者の賃上げをかちとったたたかいの反映ですが、その水準は、国家公務員の

生活を改善するには程遠いものであると言わざるを得ません。これまで、若年層の改定に重点を置

きながら、その他の職員については号俸に関わらず一律の改定を行ってきた人事院でしたが、今回

の勧告では、官民較差が小さかったことを理由に俸給表全体の改定を見送り、中堅・ベテラン職員

の賃金改善を行いませんでした。このことは、実施時期は違うものの、初任給と初任層の改定のみ

を行った昨年の東京都人事委員会勧告に通じるものがあり、現場の第一線で行政を支え、重責を担

っている中堅・ベテラン職員の生活を顧みない極めて問題がある勧告です。ボーナスの引上げにつ

いて、勤務実績に応じた給与を推進するためとして、全職員に反映しない勤勉手当のみの改善とな

っていることも同様です。また、再任用職員のボーナスが改善されなかったことは、再任用職員の

賃金水準の引上げを求めてきた労働組合の要求に背を向けたもので、そもそも再任用職員のボーナ

スが、定年前職員のおよそ半分であること自体が問題であり、職務給の原則に反しており、同一労

働同一賃金の観点からも認められないものです。 
 初任給については、今回も一定の改善が勧告されましたが、未だに民間企業の水準に届かないこ

とや、2,000円引上げ後の高卒初任給を時給に換算すると897円となり、最低賃金の全国加重平均に

も達しないばかりか、首都圏の東京、神奈川、埼玉、千葉の最低賃金を下回ることになるとの指摘

があり、さらなる改善が必要です。 
この他にも、非常勤職員の処遇改善について、抜本的な改善が勧告されていないことなど多くの

問題があり、人事院は、国家公務員の労働基本権制約の代償措置を行う第三者機関としての責任と

役割を果たしているものとは到底言えません。東京都人事委員会に対しては、人事院に追随するこ

となく、都職員が安心して仕事に専念できるよう、賃金・労働条件の改善を勧告するよう求めます。 
 都労連は賃金改善について次の4点について、東京都人事委員会に対して改善勧告を要求していま

す。 
 第1に、今年こそは、職責や年齢層に関わりなく、全ての職員の生活改善につながる賃上げを勧告

することです。東京都人事委員会は、この間、人事院勧告を下回る低率・低額の公民較差を示し、

事実上3年連続の据置き勧告を繰り返してきました。中堅・ベテラン職員については、4年連続のベ

ースアップなしでした。今年の人事院勧告が、昨年を大きく下回る官民較差であったことから、不

当な据置勧告が今年も行われるのではないかとの懸念もあります。社会保険料の増などにより職員

の可処分所得が減り、実質賃金が下がり続けている状況のもと、10月から消費税率の10％への引上

げが強行されているなかで、職員の生活を悪化させる据置勧告は許されません。都内民間労働者の

賃金水準を的確に反映し、首都圏で暮らす職員の生計費を考慮し、この間の据置き分を取り戻す、
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全職員一律の大幅な賃上げ勧告を行うことです。また、初任給についても、国との格差を速やかに

解消する改善を行うことを求めています。 
 第2に、ボーナスについては、東京都に相応しい規模の都内民間企業の支給状況を精確に反映した

支給月数の改善を期末手当で行うこと、全職員に反映しない勤勉手当への配分は行わないことを求

めています。 
 第3に、再任用職員の賃金水準を抜本的に改善する勧告を行うことです。昨今、職場では、豊富な

知識や経験・技能をもつ再任用職員の役割が年々高まっており、定年前よりも負担が増えている状

況にあります。そのような状況のもと、定年前に比べ大幅な引下げとなる再任用職員の賃金水準は、

職務給の原則や同一労働同一賃金の観点からも許されません。 
 再任用職員が職場で担っている仕事と責任に見合う給料月額の改善とボーナスの支給月数の改善、

定年前職員と同様の生活関連手当の支給を勧告することを求めています。 
 第4に、今年の勧告意見では人事委員会が4年にわたり課題認識を表明してきた行（一）１・２級

の給与水準の見直しなど制度改変については、一切言及しないことを求めています。職場の6割以上
にあたる１・２級の職員は、まさに都政を根底から支えている職員です。この職員の賃金水準を見

直すことなど、許すことはできません。都労連は、賃金の生計費原則を蔑ろにし、職責によって賃

金格差を拡大するこうした勧告を行わないよう、人事委員会に強く求めています。 
 
 東京都人事委員会勧告は、10月中旬に出される予定です。都労連は10月3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しました。 
 東京都人事委員会勧告は、法人教職員に直接反映するものではありませんが、教員・法人職員の

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・法人職員にとっても自らの賃金

労働条件の改善に大きな影響を与えるたたかいです。 
 
対法人賃金交渉 

 「アベノミクス」による円安、株価上昇の恩恵は大企業の内部留保は増やしたものの、設備投資

には回っておらず、庶民に届いていません。この間の個人消費の低迷、可処分所得の減少がしめす

通り、実質賃金は下がっており、私たちの生活環境はいっそう厳しくなっています。東京都人事委

員会の勧告がどのようなものであっても、10月1日に強行された消費税引上げと物価上昇分に加えて、

生活改善につながる賃金改善を要求します。 
 法人教職員の給与については、国や東京都のように地域手当という考え方はとっていません。ま

た、法人は、教員については、交通費を除いて、生活関連諸手当は年俸に含まれていると説明して

きました。しかし、このことが国立大学等と比べて、世帯形成期の若手教員の賃金格差となってい

ます。扶養手当や住居手当の支給を要求します。 
 教員新人事制度移行にあたって残された9号の賃金格差については、一切の差別をなくすよう求め

ていきます。 
正規職員、非常勤契約職員の賃金についても、改善を求めます。 

 10月1日付で東京都の最低賃金が改定されました。引き続き、臨時職員の賃金単価改善を求めてい

きます。合わせて、臨時職員の定年を70歳に引き上げることや2017年度以降に採用された臨時職員
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の雇い止め問題についても、改善を求めていきます。 
 法人の独自課題とも結合させて、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、2019
秋季年末闘争をたたかいます。 
 都労連闘争についての行動形態については、都労連の機関決定を考慮して提起していきます。法

人独自課題については、要求項目を明確にしてたたかいます。 
 
 

３．労働条件改善を求めて 

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。 
この改正法をもう一つの契機として、組合は法人と交渉を重ね、常勤契約職員制度については2014

年度をもって廃止させ、無期転換ルールによらず、正規職員へ一括転換させるという成果をあげま

した。2018年4月以降は、司書、看護師、技術の非常勤契約職員が無期雇用への転換を順次、求める

ことができるようになりました。 
改正労働契約法第20条では「期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止」しており、

非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。また、正規職員についても、常勤契約職員を経て正規職員なった場合、常勤契約

職員であった期間は、退職手当の勤務期間としておらず、期間の定めがあることによる不合理な差

別として、改善を求めています。 
退職手当については、時効が5年と定められており、すでに退職した組合員も存在することから、

早急に改善させる必要があります。 
臨時職員の雇用期間について、昨年度の交渉で2016年度以前の採用者については、雇用期間60月

を超えた場合には、無期転換が可能となりました。しかし、定年を70歳とするなど、さらなる改善

が必要です。 
教員についても、2015年4月以降採用の教授・准教授については採用時より、無期雇用とし、助教

については5年＋5年の任期が残ったものの審査を経て無期雇用とする新たな人事制度がスタートし

ました。在職教員についても、教授・准教授については無期雇用とし、助教については、採用後10
年目で無期雇用とする審査を行うことになりました。法人は、交渉の過程で「教員公募における応

募者の母数を増やす」ことを制度改正の理由としてあげました。全員任期制について、異を唱え続

けてきた組合の主張を全面的に認めたものです。また、助教の無期雇用への移行についても、改正

労働契約法の無期転換ルールに添ったものではなく、従来の年度評価の積み重ねと任期評価に基づ
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いて行われます。交渉のなかでは、無期雇用への移行のための審査については、これまでの再任基

準を変更しないことを繰り返し確認しています。 
非常勤講師についても、5年を超えて継続雇用された場合は、無期転換が可能で、定年65歳、無期

転換しなければ年齢制限は設けないこととしています。 
裁量労働制を実施している事業所について、労働基準監督署は全事業所の立ち入り調査を行いま

した。法人事業所に対しては、勤務時間の把握方法、超過勤務手当の支払い、裁量労働制からの離

脱規定の整備などの7項目について、指摘事項がありました。今後は、大学教員にとって、働きやす

く、長時間労働に歯止めがかけられる労使協定となるよう、組合員の意見を聞きながら、改定交渉

を行います。 
 労働組合は、労使交渉を通して労働条件の改善を図ることのできる組織です。法の定める最低条

件をも上回る要求を実現するために、組合員の要求の集約に務めていきます。 
 
 

４．教員の要求と課題 

＜給与・研究費に関わる要求＞ 
1． 従来の「任期なし教員」の差別的処遇の撤廃 

2015 年 4 月より、教授・准教授は任期の定めのない教員となり、法人発足時の異常な人事制度が

一定程度、健全化したものとして評価できます。しかしその一方で、以前のいわゆる「任期なし教

員」が受けてきた給与差別は 9 号給の格差が依然として残されました。これは将来受け取る退職金

や年金にも影響することになります。組合はこのような給与格差の早期撤廃を求めます。 
 
2． 住居・扶養手当・単身赴任手当を復活すること 
本学の年俸制は、扶養、住居、単身赴任手当、地域手当を含むものとされていますが、年俸に対

する諸手当の割合は明らかにされていません。本学の年俸制に対する諸手当の割合を明らかにし、

そのうえで、国立大学法人との給与差について追求していく必要があります。また、本学教員は国

立大学法人と比べたときに、住居・扶養手当がないことにより、とくに子育て世代の手取り額を低

くしています。優秀な若手教員の確保と育成の観点からも、住居・扶養手当の復活を求めます。 
 

3． 地域手当→国家公務員の定年引き上げに対応した給与及び退職金の減額は認めない 
人事院は 2018 年 8 月に国家公務員の定年を 65歳に引き上げる意見の申出を国会と内閣に対して

行いました。この申出の中で人事院は定年延長に伴う措置として、60歳以上の給与を 50歳代後半
の 7割水準に設定するよう求めています。2019 年度の通常国会において、定年延長に向けた法案の

提出は見送られましたが、2019 年 8 月にも再度定年の引き上げが要請されました。これによって国

家公務員の今後の定年引き上げは確定的といえます。また、政府はこの公務員定年引き上げについ

て、地方公務員も巻き込んで行う方針を示しています。これによって、退職日の俸給額が直接的に

反映される退職金が大幅に減額となる恐れがあります。本学教員の定年は既に 65歳となっています

が、上記の動向に合わせ 60歳以上の教員給与の減額が行われないよう、求めていきます。 
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4． 年度当初に示した年俸を下回らないこと 
公立大学法人首都大学東京は年俸制をしいている関係で、年度当初に当該年度の年俸が示されま

す。組合は、この年度当初に示された年俸を下回るような俸給にならないことを強く要求します。 
 
＜人事制度に関わる要求＞ 
5． 助教の人事制度の改善 

2015 年度より、任期 5 年目の審査を経て再任、10 年目の審査を経て任期の定めのない雇用とな

る制度となりました。また、助教にも特別研究期間（サバティカル）制度が設けられました。従来

の「流動化＝雇い止め」を前提とした人事制度から、育成支援・優秀な人材の確保という視点への

転換は、これまでの組合交渉の成果といえます。ただし、無期雇用への移行については、改正労働

契約法の無期転換ルールに添ったものではなく、従来の年度評価の積み重ねと任期評価に基づいて

行われているという課題を残しています。また、助教のサバティカル期間は、学長が特段の事情が

あると認める場合を除き、原則 1 月以上 6 月以内となっており、教授・准教授の原則 6 か月以上 1
年未満と比べ短い期間となっています。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必要ですが、優秀な人材の確保とい

う観点からすれば、1 期目（5 年目）の審査において無期雇用へと転換する制度の導入、教授・准教

授と同じサバティカル制度への改正、そして長期的には助教任期の撤廃を求めます。 
 
6． 高等教育の無償化に伴う教員配置の変更に反対します 
政府は、2017 年 12 月に新しい経済政策パッケージにおいて、「高等教育の無償化の支援措置の

対象となる大学等の要件」として、「社会のニーズ、産業界のニーズも踏まえ、学問追求と実践的

教育のバランスが取れている大学等とする」としています。また、今年 6 月に高等教育段階におけ

る負担軽減方策に関する専門家会議の報告では、無償化の対象となる大学を「卒業に必要となる標

準単位数の 1割以上、実務経験のある教員による授業が設置されていることを要件」とするとされ、

これは高等教育の無償化を引き換えにした大学人事に対する明らかな干渉と言えます。組合は、高

等教育の無償化に対してはその意義を認めますが、それに伴う偏った教員配置への変更に対して強

く反対します。 
 

＜大学の置かれた状況に関わる要求＞ 
7． 学問追求の場としての大学の位置づけを明確にした定款への変更を求める 

2018 年 7 月 12 日の小池百合子都知事の発言後、法人は、教員への意見聴取、及び学生団体への

アンケートを実施、その後、東京都立大学への 2020 年度からの学名変更への手続きが開始されまし

た。組合ではこれまでも、大学名称の変更について教職員間で議論を深めていくことの必要性を訴

えてきました。ただし、この間の十分な議論を尽くさないままで強引に決定するという法人の姿勢

は看過できません。また、組合はこれまで関係者全員が同意できるようなかたちに定款および学則

の改正を要求してきました。とくに、大学法人定款において抜け落ちた、普遍的学問追求の場とし
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ての大学、学問の自由・大学の自治を踏まえた大学の位置づけを明示する定款への変更を要求しま

す。 
 

 

５．職員に関する要求 

2015 年 4 月に常勤契約職員制度が廃止され、正規職員１級へ一括切替が行われました。組合が、

改正労働契約法が禁止している、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違」にあたる

として、法人に対して是正を求めた結果です。組合はこれまでも、法人職場の問題点として、都派

遣職員、正規職員、常勤契約職員、非常勤契約職員、特定任用職員という多様な労働条件の職員が

混在していることを指摘してきました。とくに常勤契約職員は、実態として正規職員と何ら変わる

ことのない仕事を求められており、有期雇用であるが故に雇い止めの不安を抱え、その待遇も退職

手当が支給されないなど、正規職員に比べ、低く抑えられてきました。常勤契約職員の賃金は時給

換算では、非常勤契約職員を下回る場合もありました。今後は、1級格付けの正規職員を速やかに 2
級へ昇任させるため、法人に研修の実施等を求めます。また、1級格付けの正規職員には時給で週 4
日勤務の非常勤契約職員を下回るケースもあり、早急に改善を求めます。 
また、正規職員の退職手当については、非常勤契約職員、常勤契約職員の在職期間が通算されて

いません。正規職員１級の位置付けは旧常勤契約職員と何ら変わりがなく、職務内容、給与なども

変わりがありません。正規職員 1 級（無期雇用契約）としての勤務期間が退職期間算定の基礎とな

り、旧常勤契約職員（有期雇用契約）としての勤務期間が退職手当算定の基礎とならないとすれば、

労働契約法第 20 条に定める「有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることに

より不合理に労働条件を相違させることを禁止する」というルールに相違していることになります。

法人発足当時に非常勤契約職員として雇用され、内部登用選考により常勤契約職員、正規 2 級職員

へ登用された職員も大勢います。都派遣職員や正規職員と同様に法人の運営を支えてきたのですか

ら、その期間も算入するよう要求します。 
 法人では、毎年多くの非常勤契約職員募集を行っています。一般事務については、3 年で雇い止

めということに加えて、中途退職者も多く、今年度も非常勤契約職員を中途採用しています。事務

系の非常勤契約職員は実質、毎年半数を公募採用しています。「大量採用・大量離職」はブラック企

業の一つの特徴ですが、法人の職場を「ブラック企業化」させないために、安心して働ける職場と

するために、組合の役割は小さくありません。 
地方公務員法、地方自治法改正に伴い、2020 年 4 月から、会計年度任用職員制度が発足します。

これまでの臨時職員、非常勤職員の大半が会計年度任用職員となります。この法改正に伴い、会計

年度任用職員には、一時金(期末手当)が支給されることになりました。 
法人の非常勤契約職員や臨時職員については、一般職地方公務員とはならないため、東京都がこ

うした制度を設けても、直ちに同様の処遇改善は行われません。組合は、設置者である東京都の制

度に遅れることなく、非常勤契約職員や臨時職員に対して、一時金の支給を要求します。 
 東京都の職場でも、ベテラン職員の大量退職、新卒採用の抑制等により、仕事のノウハウの継承

が困難となっていることが問題となっています。法人の職場では、それに加えて、有期雇用による
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雇い止めという問題も抱えています。 
 私たちの職場では、周りの職員の信頼も厚く、都派遣職員や正規職員と遜色のない職務をこなし

ている非常勤職員がたくさんいます。こうした非正規職員を雇い止めにすることは、大学にとって

大きな損失です。 
組合は、次のことを法人に求めます。 
① 正規職員（1級）に移行した常勤契約職員を早期に 2級に昇任させること。 
② 非常勤契約職員の正規職員への登用選考を実施すること。 
③ 更新回数に制限のない技術職員や司書、看護師の給料表の足伸ばしを行うこと。 
④ 更新回数に制限のない技術職員や看護師の正規職員への内部登用試験制度を恒常的に実施する

こと。 
⑤ 正規職員が 65歳まで働けるよう定年を延長すること。 
⑥ 退職手当の勤続年数に、非常勤契約職員と常勤契約職員の期間を算入すること。 
⑦ セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを根絶するために職員研修を徹底して実施し、

安心して働ける職場環境とすること。 

 
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 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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 

⑧ 有期雇用を改め、期限の定めのない雇用とすること。一般事務について、当面 5 年間、勤続で

きるようにすること。 
⑨ 司書、看護師、技術職員の採用枠を確保すること。    

⑩ 2019 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。 

⑪ 職務に必要な研修を時間内に行うこと。 

⑫ 32時間勤務非常勤契約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。 

⑬ 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。 

⑭ 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。 



11 
 

 

引き続き、登用選考の実施を求めます 

2017 年度から、非常勤契約職員の正規職員への内部登用選考制度がなくなり、非常勤契約職員が

正規職員へ昇任するためには、一般の正規職員採用選考（30歳の年齢制限は外す）を受験しなけれ

ばならなくなりました。法人内で既に業務経験があり業務にある程度精通していながら、その実績

を反映できない選考試験では多くの貴重な人材が退職せざるを得ないこととなります。組合は、こ

れまでのように、その実績を反映することができる内部登用選考を実施するよう強く要求します。 
法人は、2012 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 2016 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正規職員への登用選考

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。2016 年 4 月からは、常勤契約職員を正規職員１級に一括して切替

えました。このことは、雇い止めの不安を解消し、退職手当が支給されるようになるなどの改善が

なされましたが、職の位置づけは常勤契約職員の時代と同様です。 
 また、36協定の特例を超える超過勤務を非常勤契約職員が行うなどの問題は、正規職員と非常勤

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、非常勤契約職員は雇い止めを恐れ過

剰な業務を断ることができないという「弱み」に法人が甘えていることも要因です。 
 組合は、5 月 17 日に「賃金・雇用・労働条件・休暇等に関する要求書」および「夏季一時金に関

する要求書」を、7 月 31 日に法人と東京都総務局首都大学東京調整担当宛へ「2020 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、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。 
 
臨時職員・業務委託職員に関する要求 

組合の要求により、2018 年度より臨時職員制度が改正されました。旧制度では、2015 年 4 月以

降に雇用契約を結んだ臨時職員については、3 年間継続して雇用されたあとに 6 ヶ月間のクーリン

グ期間を設けなければならないという内容でしたが、このままでは 2017 年度末に、これまで法人で

長期に渡って継続して雇用されている大勢の臨時職員が雇い止めとなり、大学の業務に多大な支障

が出ると訴えた結果、2016 年以前に雇用履歴があれば、通算 60 箇月超で無期雇用に転換が可能な
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制度となりました。ただし、2017 年から雇用された臨時職員は 5 年間で雇い止めとなるという内容

です。また、定年制が導入され、65歳で定年退職となってしまいます。臨時職員の業務内容は、教

員や事務職員の事務補助ですが、長年に渡り教職員を支えてきた経験者を 65歳で雇い止めにするこ

とは大きな損失です。また、せっかく業務に慣れたころに雇い止めとし、また新しい臨時職員を探

して業務を教えなければならないということは、かえって教職員の負担が増えてしまうことになり

ます。 
東京都の最低賃金が答申され、2016 年から、毎年度改訂され、今年 10 月 1 日より、さらに 28
円上がって 1013円になりました。消費税が増税となっており、当面、時給 1500円の支給を求めま

す。 
組合は次のことを法人に要求します。 
① 臨時職員の 65歳定年制を見直し、年齢制限を撤廃すること。 
② 2017 年度以降に雇用された臨時職員の雇用期間制限制度を見直し、5 年間での雇い止めとしな

い制度へ改正すること。 
③ 臨時職員の一般業務区分の時給単価を 1500円の支給とすること。 
 
 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、

最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 

東京都当局は、地方公務員法改正を口実に、級格付についての問題意識を表明しています。地域

手当の見直しによって、高齢職員の給与は昨年の賃金改定分を帳消しにするなど、賃金改善は生活

改善につながるものとさせなくてはなりません。年金支給年齢の引上げに伴い、無年金期間の再任

用職員の給与改善や定年延長問題などは今期交渉の重要課題です。「公益法人等への派遣法」の定め

により、順次、都派遣職員は最大 5 年の派遣期限を迎えます。都派遣職員は最長でも 5 年で法人の

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。

高齢者雇用制度の拡充を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。 
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図書館開館時間の延長問題と産技大図書館の委託問題 

 図書館の試験期間中（試験 1 週間前から試験終了まで）の開館時間延長が実施されています。現

在の人員では、通常期でも、シフトを組むのがギリギリの常態ですが、試験期間中は、育児時間が

取れない職場が出るなど、さらに困難が増しています。組合は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。 
 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。 
 
 

６．誇りをもって働ける職場環境の確立をめざして 

組合は、かつて任期制を選択しなかった教員への差別賃金の解消と、常勤契約職員期間が退職手

当についての算入期間となっていないという差別の解消を求めています。いずれも、あらゆる差別

を認めないオリンピック憲章に反するものです。東京オリンピック・パラリンピックの開催を来年

に控える東京都が設置した大学・高専の職場で、こうした差別をなくし、誇りをもって働ける職場

としていきます。 
法人では、現職の教職員が亡くなる事例が、続きました。 
すべて、仕事が直接の原因であるとは言い切れないものの、これほど続く現状は危険信号なので

はないでしょうか。法人職場内、すみずみまで組合員を増やし、現場の労働実態の把握に努めなけ

ればなりません。過労死ラインを超える超過勤務や病気で休職する職員の情報をいち早くつかみ、

法人に改善を求めていきます。 
法人は、組合の要求を受けて、2012 年 12 月に一般事業主行動計画の策定をしました。2015 年 6

月には、5 年間の行動計画を策定しています。 
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 2015 年度から 2019 年度までの 5 年間 
２、内容は 
（１）子育て・介護を行う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。 
この計画に結果が伴うよう、組合は交渉を行うとともに、次の一般事業主行動計画の策定に向け

て、交渉を開始します。 
臨時職員を含む、すべての教職員の「働きやすい職場環境」をめざして、組合の要求を反映させ

るように法人へ働きかけを強めていく所存です。 
 


