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第 2863号 
 

2020年 6月 3日 

 

6 月 30 日に 2.325 月相当を支給 ～ 夏季一時金交渉妥結  
非常勤契約職員にも、一時金支給が実現 

 

首都大学東京労働組合は、5 月 29 日（金）当局から、夏季一時

金についての回答を受け取りました。教員と正規職員について

は、2.325 月相当を、継続雇用職員と高齢者雇用型特定任用職員

については、1.225 月相当が支給されます。また、昨年の労使交

渉の結果今年度から、非常勤契約職員についても一時金が支給さ

れることになりました。就業規則上は、年間 2.6 月相当となって

いますが、今期については、4 月 1 日付で規則改正が行われてお

り、起算日が 4 月 1 日となることから、期間率が 40％となるため

に、1.3 月の 40％の 0.52 月相当が支給されます。 

これに先立ち、5 月 18 日に「夏季一時金に関する要求書」と

「東京都公立大学法人に働く教職員の賃金・雇用・労働条件・休

暇等に関する要求について」の二つの要求書を手交しました。例

年であれば、団体交渉を行うところですが、新型コロナウイルス

対策への対応から、例年と異なる交渉方法を取りました。 

組合は、29 日午後、今回の回答を受け入れることを当局に伝え

ました。（要求書と回答は、別掲） 

 

非常勤講師のオンライン授業に関わる費用負担について、抗議 

非常勤講師のオンライン授業に関わる費用について、人文社会

学部教員から教務課へ要望を行ったところ、人事課から「自宅等

からのオンライン授業発信の通信環境が良好でなければ、大学で

授業をやってください」との回答がありました。 

人文社会学部の組合員からの訴えを受けて、組合は次のような

抗議と要求を行いました。「そもそも、オンライン授業や在宅勤務

は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、通勤時等の３密を

避けるために行われている。人事課の回答は、そうした目的に反

している。また、オンライン授業に必要な費用は、給与や報酬で

はないので、人事課が回答するのは筋違いである。教務課が回答

すべき事案である。オンライン授業を円滑に実施するためには、

発信する教員側の通信環境の整備も必要である。」 

オンライン授業に関わる予算は、2 億 2000 万円計上されていま

す。当局は、その内訳について、東京都立大学分は 2 億円で、

Kibaco の機能強化（動画配信できるようにした）に 1 億 3400 万

円、テレビ会議システム等（Zoom のライセンス料、学生に対す

る WiFi ルーターの貸し出し費用を含む）に 6600 万円であると説

明しました。いずれも予算ベースであり、これまでにいくら支出

されたかについては、説明がありませんでした。 

明治学院大学などを始め多くの大学では、非常勤講師に対し

て、一定額を一律支給しています。一件ごとに適切な支出である

かを査定していては、事務量も増えます。ほとんどの人が初めて

オンライン授業の発信を行うのですから、必要な機材についての

知識も十分ではないため、購入してみたけれども、使えなかった

などの無駄な支出も考えられます。そうしたケースも踏まえて、

一律支給が行われているのです。組合は、「オンライン授業に関わ

る費用が足りなければ、追加の予算要求を行うこと。対面授業開

始に向けて、非接触型体温計や消毒用アルコール、フェイスシー

ルドなどの物品を確保すること」などについても要求しました。 

 

 

夏季一時金等要求書への回答時における法人発言 

  
それでは、「夏季一時金に関する要求」について、回答いたします。  

 

まず、教員につきましては、業績給の成績率の標準を、１万分の１，９３７（２．３２５月相当）と いたします。  

 

次に、正規職員につきましては、賞与として、成績率の標準を、１万分の２万３，２５０ （２．３２５月相当）といたします。  

 

また、継続雇用職員及び高齢者雇用型特定任用職員につきましては、賞与として、 成績率の標準を、１万分の１万２，２５０（１．

２２５月相当）といたします。  

  

さらに、非常勤職員については、今年度から賞与を支給することといたしました。６月期の 支給割合は非常勤教職員給与規則におき

まして、１００分の１３０（１．３月相当）と定めておりま すが、今回の夏季一時金に関しましては、この支給割合に、起算日を令和

２年４月 1 日とした ６ 月１日までの計２か月間にかかる期間率１００分の４０を乗じた、１万分の５，２００（０．５２月相当）と

いたします。   

 

いずれも、現行規則どおり６月３０日に支給いたします。  

 

言うまでもなく、法人の教職員の給与は、地方独立行政法人法に定めるとおり、社会一般 の情勢に適したものとなるよう、法人にお

いて、自主的、自律的に定めるものです。  

私どもとしましては、現下の厳しい状況を十分に考慮し、慎重に検討を重ねた上での判断 でございますので、御了解いただきたいと

思います。  
 

 

裏面に続く⇒ 

 



なお、都派遣職員につきましては、職員派遣に係る取決め書に従い、東京都の条例及び 規則どおり、支給することとなります。  

 

このほかに、皆さんからいただいている教職員の賃金・雇用・労働条件・休暇等に関する事 項についても、現在、真摯に検討を進め

ております。 

  

引き続き、内容を精査し、教職員一人ひとりが、自らの能力をより一層発揮できる体制を構築する観点から、検討を重ねてまいりま

す。  

  

私からは、以上です。 

 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

夏季一時金要求および春闘要求は、以下の通りです。 

 

 

２０１９組発第５号 

２０２０年５月１８日 

 東京都公立大学法人 

   理事長 島田 晴雄 殿                 

               公立大学法人首都大学東京労働組合 

                     中央執行委員長 増田 士朗 

 

    

 夏季一時金に関する要求書 
 

新型コロナウイルス感染の拡大が続き、都内は感染者の増加に一定の歯止めがかかり始めていますが、まだまだ安心できない状況が

続いています。日々切迫の度を高める新型コロナウイルス感染症への対応に加えて、オンライン授業や在宅勤務というこれまで経験し

たことのない事態のもとで、教職員は日夜懸命に働いています。 

日本で一番の高物価である首都圏で生活する教職員は、生活改善につながる大幅賃上げを切実に求めており、夏季一時金の支給月数

増は、職場組合員の強い要求です。 

 首都大学東京労働組合は、一時金について、さらなる支給月数増を求めるとともに、最低賃金引き上げ、非常勤契約職員、非常勤講

師、臨時職員の格差是正・均等待遇を求め、特任教員を一時金の支給対象とすることも求めています。 

 新型コロナウイルス感染の拡大防止の配慮しつつ、困難な事態の中で奮闘している教職員が安心して仕事ができるよう、夏季一時金

を下記のとおり支給することを要求し、誠意ある回答を求めます。 

 

 

 

記 

 

 

１． 教員、正規職員については、賃金 2.5 月以上を６月３０日までに支給すること。 

２．非常勤契約職員、特任教員についても、同様に支給すること。 

３．以上の回答を、５月２９日までに行うこと。 

 

 

  
２０１９組発第６号 

２０２０年５月１８日 

東京都公立大学法人 

  理事長 島田 晴雄 殿 

                       公立大学法人首都大学東京労働組合 

                           中央執行委員長 増田 士朗 

 

 

東京都公立大学法人に働く教職員の 

賃金・雇用・労働条件・休暇等に関する要求について 
             

東京都公立大学法人で働く教職員の労働環境や生活を左右する未解決の問題が多くあります。 

 私たちは、従来から要求していた課題の中で、緊急に解決を要する事項について、改めて以下のように要求し、当局の真摯な対応を

求めます。 

 

 

 

次ページに続く⇒ 



 

記 

 
Ⅰ．教員の賃金・労働条件について 

１．新しい人事制度への接続に当たっても残った旧「任期なし教員」の号級俸上の差別を解消すること。 

２．助教の人事制度を抜本的に改善すること。 

「優秀な人材確保の観点」から、助教の任期を撤廃すること。 

当面 5 年の任期を置くとしても、優秀な人材については、「優秀な人材確保の観点」から 1 回目の更新時に無期転換すること。 

３．扶養手当・住居手当を年俸とは別に支給すること。 

４．産休・育休制度、一時保育施設を必要に応じて拡充すること。 

５．テニュアトラック付き助教、特別栄誉教授、先導研究者、研究重点教員支援制度の運用及び、新たな人事制度の策定にあたっ 

ては、組合と話し合いの機会をもつこと。 

６．サバティカルの要件を満たしている教員がすべて取得できるようにすること。 

  取得した教員に割り当てる代替教員の人数を実態に合わせること。 

７．任期評価、再任判定について、2007 年 12 月 18 日の確認事項を遵守すること。 

８．特任教員、非常勤講師にも、一時金を支給すること。 

９. 非常勤講師に対する報酬制度の見直しを行い、受講生不足などで開講できない授業に対して、休業手当を支給すること。 

 １０．年度初めに約束した「年俸」を下回らないこと。 

 １１．法人カードで購入した航空券のマイルを加算できるようにし、職務に有効に活用できるようにすること。 

１２. クロスアポイントメント制度で出向した場合、不足分のエフォートの代替措置をとること。 

 

Ⅱ．職員の要求について 

 １）都派遣職員の賃金・雇用に関する要求 

１．都労連が提出した、2020 賃金・労働条件改善に関する基本要求を実現するよう、東京都に対して働きかけること。 

２．都労連要求をふまえた、定年延長を含む、高齢期雇用制度を確立すること。無年金期間の再任用職員の賃金を改善すること。 

３．制度の国準拠を排して、地域手当を本給に繰り入れること。 

４．法人を再任用設定職場とすること。また、法人独自の高齢者雇用制度を創設し、定年後も引き続き働きたいと希望する職員を

雇用すること。 

２）法人職員全般にわたる要求 

１．すべての職員に業績評価を開示すること。 

２．当面、業績評価の開示申請については、すべての職員に直接、書面で通知すること。 

３．業績評価の分布率を開示すること。 

３）非常勤契約職員に関する要求 

（１）賃金・雇用に関する要求 

１．同一労働同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

２．契約更新された非常勤契約職員に対して、昇給額を改善すること。 

３．司書、看護師、技術職員の給料表の足伸ばしを行うこと。 

４．有期雇用の非常勤契約職員を期限の定めのない雇用に変更すること。当面、一般事務職について、更新回数に制限を設けな 

いこと。 

５． すべての非常勤契約職員に一時金を支給すること。 

６．住居手当、扶養手当、単身赴任手当を支給すること。 

７．2015 年度限りとされていた正規職員１級への内部登用選考を復活させること。看護師、技術職員についても実施すること。 

８．更新回数満了前の雇い止めについては、苦情処理の制度を設け、十分な説明責任を果たすこと。 

（２）休暇に関する要求 

１．都派遣職員との均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

２．夏季休暇をまとめて連続して取得できる環境とすること。 

４）正規職員に関する要求 

（１）賃金・雇用に関する要求 

１．退職手当算定期間に、非常勤契約職員や常勤契約職員の期間を含めること。 

２．都派遣職員を下回らない賃金とすること。 

３．中途採用者の前歴換算を改善すること。 

４．同一労働同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

５．１級の正規職員を 2 級正規職員に転換すること。 

６．定年延長を行うこと。無年金期間の継続雇用職員の賃金を改善すること。 

（２）休暇に関する要求 

１．都派遣職員との均衡を失しないよう、休暇制度を改善すること。 

２．夏季休暇をまとめて連続して取得できる環境とすること。 

 ５）臨時職員について 

１．同一労働同一賃金の原則に則り、賃金を改善すること。 

少なくとも高卒初任給の時給相当額を下回らない額とすること。 

２． 業務の停滞を生じないよう、雇用期間について上限を廃止して柔軟な対応を行うこと。 

３．定年年齢を少なくとも７０歳とすること。 

 

Ⅲ．図書館の開館等に関する要求 

１．開館時間延長に必要な人員を確保すること。 
 

 

裏面に続く⇒ 



 

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。 

４．産業技術大学院大学図書館の業務委託は夜間開館時間に限ること。 

 

Ⅳ．次世代支援対策に関する要求（男女共同参画社会をめざして） 

１．一般事業主行動計画の作成と実施にあたっては、組合の要求を踏まえるとともに、組合と協議すること。 

２．キャンパス内に保育園を設置するなど、子育て、育児を支援する方策を実施すること。 

    これまでの休日一時保育制度を存続させつつ、新たに開設した一時保育施設の充実をはかること。 

３．非常勤契約職員については、以下を要求します。 

イ．出産休暇については、有給とすること。 

ロ．育児時間を創設すること。 

ハ．早期流産休暇および妊娠症状対応休暇を有給で認めること。 

ニ．育児参加休暇を創設すること。 

ホ．出産支援休暇を創設すること。 

ヘ．産休・育休代替については、アルバイトではなく非常勤契約職員をあてること。 

ト．その他、都派遣職員との均衡を失しないよう、労働条件を整備すること。 

  

Ⅴ．公契約条例の制定について 

公契約における適正な労働条項を義務づけるILO94号条約を批准するように、国に働きかけること。東京都に対しては、工事・業

務委託・管理会社などのさまざまな公契約で適正な賃金の支払いを義務づけ、これを遵守しない業者などを排除するシステム等を内

容とする公契約条例の制定について働きかけること。 
 

 


