県大教ニュース

を受け、今年度の過半数代表については、急遽、

滋賀県立大学教職員組合

～22 日に実施されています）
、次年度以後は最初か

信任投票の手続きがとられることとなり（12 月 11

ら非常勤職員も含めた職員全体から公正に選出す
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る方法を検討することとなりました。

◆ 理事長交渉の結果報告（簡略版）

 要求項目 19 有期労働契約の契約期間の取り扱

去る 11 月 28 日（火）に、A1 棟 208 会議室において、

いの変更について

「滋賀県立大学の労働、雇用、待遇、および教育・研

有期雇用教職員のうち、非常勤講師、臨時雇用職

究環境の改善に関する要求書」をもとに、理事長交渉

員、非常勤実習助手については無期転換を検討する

を行いました。

との回答を得ました。また、特任職員については、

県大教は、事前に本学代表者である廣川理事長の出

個々のケースごとに無期転換への変更も含めて検

席を強く求めましたが、今回も出席はかないませんで

討する可能性が示されました。

した。前理事長時代からの悪しき慣行が踏襲されたか
たちで非常に残念です。組合に対しても、日頃から「積

他方で、引き続き交渉すべき課題として挙げられる

極的なコミュニケーションを図り、風通しのよい職場

のは下記の点です。

風土づくりに努めて」いただきたいものです。
さて、本号では、理事長交渉の成果と課題について

 要求項目 8 法人職員の人事評価について

簡単に報告したいと思います（要求書に対する詳細な

評価結果の給与反映は当面行わないとの回答を

回答については、後日特集号を発行する予定です）
。

引き出しましたが、勤勉手当の支給率を一方的に引

今回の理事長交渉によって得られた成果は、下記の

き下げたことについては言及がありませんでした。

点です。

そのため、県大教は、これは不利益変更であること
を指摘し、従前の支給率・計算方法で支給するよう

 要求項目 1 運営費交付金について

求めました。

大学は、滋賀県に対して必要な財源の確保を強く
要請し、基準財政需要額に則って運営費交付金の

 要求項目 9 超過勤務問題

算定プロセスを明確化するよう交渉中であるこ

今年度 10 月までの実績で既に 36 協定に定めた特

とが明らかになりました。

別延長の上限を上回る違法な超過勤務があること
がわかりました。
「重要な課題だという認識」
「削減

 要求項目 2 生活困窮学生支援について

に努めたい」との回答でしたが、現状は 36 協定違

大学は、困窮学生への支援は教育を受ける権利の

反であり、早急に是正が求められます。また毎年慢

保障の問題であるとし、設置者である滋賀県にも責

性的に労使協定違反を繰り返している状態ですの

任ある財源措置を求め、今年度 543 万 9 千円の予算

で、職員の定数を増やすという抜本的な方法以外に

措置を行なったこと、授業料減免率を公立大学平均

改善策はありません。

並みになるよう予算要求を行なっているとの回答
を得ました。

 要求項目 10 図書館人員削減と土曜閉館
「現状の人員の確保に努める」
「拡充は考えてい

 要求項目 16 過半数代表の選出について

ない」との回答でした。現状は従来より減員された

非常勤職員が過半数代表の選出プロセスから除

状況です。超過勤務の改善とあわせて、適正な人員

外されている問題について県大教が指摘したこと
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７．地方公務員の「給与の総合的見直し」に係る本

配置を引き続き求めていきたいと思います。

学における「現給保障」を継続すること。
 要求項目 19 有期労働契約の契約期間の取り扱

８．労働時間の客観的把握を行い「未払い残業」を
無くすと共に、業務に見合う人員を配置すること。

いの変更について
本学の運営を支えている短時間契約職員を無期

上記のうち、最初の 4 点については、早急に団体交

転換の対象から除外する大学の姿勢が明らかにな

渉の場を設定するよう要求しています。

りました。堺井副理事は「職務の性格上長期的は雇
用は必ずしも必要とする職ではない」
「当初から５

日時が確定次第、ご案内しますので、組合員・非組

年間を上限ということで、雇用契約を締結しており

合員問わず、上記の問題に関心のある方々はぜひご参

ますので、これは従前どおり進めていきたい」と発

加ください。

言し、無期転換を認めない姿勢を示しています。
県大教では、契約職員についても無期転換を認め

【特集】有期契約教職員雇い止め問題（3）

るよう交渉していきます。詳しくは、後述の【特集】

◎契約職員の任期は「職務の性格上５年が適

有期契約教職員雇い止め問題（3）をご一読くださ

当」？！

い。

11 月 28 日の労使交渉で、大学側は非常勤講師、臨
時雇用職員、非常勤実習助手については、無期転換の

組合の提出した要求書に対する大学側の回答につい

方向で検討していると言いました。まだ確実ではあり

ては、次号で詳細に報告します。

ませんが、県大教の要求が受入れられる見通しです。
特任職員についても、一律で 5 年雇い止め方針を変

◆ 団体交渉の申し入れ

更する予定のようですが、詳細は不明ですので、具体
的な方針が出てから改めて説明します。

過半数代表から既報のとおり、退職手当の減額とい
う不利益変更が示されています。県大教では、退職手

他方、大学側が 5 年雇い止めを今後も続ける方針だ

当の引き下げをしないこと、有期雇用教職員の 5 年雇

と明言したのは、短時間契約職員（以下、契約職員）

い止めを撤廃することなどを求めて、12 月 8 日に下記

です。そこで、今号でも前号に引き続き、契約職員に

要求事項について団体交渉を申し入れました。

ついて書きます。
交渉の場で副理事長は、契約職員の任期は「職務の
性格上５年が適当」と言いました。次項で紹介するア

要求事項
１．退職手当の引き下げは行わないこと。

ンケート結果を読めば、このような言葉がいかに実態

２．労働契約法改正の趣旨に従い、有期雇用職員の

を無視しているか、ご理解いただけると思います。

無期雇用転換を促進すること。とりわけ短時間契約

◎契約職員アンケート結果

職員、特任職員の「5 年雇い止め」を撤廃すること。
３．一方的に引き下げた２０１６年１２月以降の勤

前号でお知らせしたとおり、県大教では、契約職員

勉手当の支給率について、復元し追加支給すること。

に関するアンケート調査を実施しています。現在まで

４．現在支給されている期末手当の月数を引き上げ、

の回答結果を中間集約した結果を県大教 HP に掲載し

契約職員にも支給すること。

てありますのでご覧下さい。ご協力いただいた皆様、

５．今年４月に遡り賃金「誰でも月額 20,000 円以

ありがとうございました。

上・時間給 150 円以上」引き上げること。

トップページ（http://www.ex.biwa.ne.jp/~usp-union/）

６．
「県職員に準ずる」としながらその水準に達し

⇒「県大教ニュース」⇒「第 3 号添付資料」

ていない、事務職員の賃金を早急に改善すること。

回答いただいた 23 人の中には、
現在の雇用の前にも
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◎他大学の事例

契約職員として雇用されていた方が 5 人もおられ、法
人化後、
「クーリング期間」を除いてほぼ継続して在職

前号で、他大学では契約職員（名称は大学によって

し、現在は 3 度目の雇用という方も 2 人いました。

違う）の無期転換を実現したり、選考を経て「限定正

大学は、それらの方々の経験や能力が必要だから採

職員」に転換する制度を設けた大学があると述べまし

用したのではないのでしょうか？昇給もボーナスも退

た。今号では具体的に 4 つの国立大学の例を紹介しま

職金もない有期雇用で、
「クーリング期間」まで強いら

す。

れながら、本学で働き続けて下さっている方々を目の
前にしても、副理事長は「5 年が適当」と言い放つの

【名古屋大学】

でしょうか。

働く側からみて最も評価できる方向に進んでいるの

雇用期間の上限が 5 年に定められていることにはほ

は名古屋大学です。以下の記事に詳しく紹介されてい

ぼ全員が「不満である」とし、無期転換ができるよう

ます。
佐々木康俊「雇止め問題～名古屋大学の場合」
『全
大教時報』41-4（2017.10）
（http://zendaikyo.or.jp/?page_id=106）

になれば、継続して県立大学で働きたいと回答しまし
た。しかし今年度末で任期満了し退職を余儀なくされ
る方も（回答者中に）6 名おられます。

名古屋大学では、原則選考なしの無期転換で、選考

自由記入欄には、使い捨てられている気分だ、悔し

を経てより待遇の良い職への転換の道も用意されてい

い、という心情や、5 年で人が入れ替わるので業務の

ます。つまり人件費増を伴う措置です。

効率が上がらない、契約職員が 5 年で入れ替わるので

県大教では、名古屋大学を一つのモデルケースとし

法人職員も結局苦労している、培った人脈など引き継

て交渉を進めていきます。

げないものがある、結局、学生がしわ寄せを受けてい

【東京大学】

る、というように 5 年雇い止めの非合理性を指摘する

東京大学は、東北大学と並んで非常勤職員の 5 年雇

意見、地域住民としてこのような人を使い捨てるよう

い止めの方針が示され、大学の規模が大きく対象人数

な大学に子どもを行かせたいと思わない、脱法的な行

が多いこともあって国会でも取り上げられるなど注目

為をするのは大学の知名度にも関わる、というように

をあびていました。

大学としての姿勢を問う意見もありました。

問題にされていたのは、希望者全員の無条件の無期
転換をせずに、選考等を行って限られた人のみ別途の

◎アンケートにご協力ください！

職で無期雇用とするという方針でした。また無期転換

アンケートにまだ回答されていない契約職員は、是

を避けるために「東大ルール」と称して 6 ヶ月のクー

非ご回答お願いします。契約職員以外の教職員への質

リング期間を設定する方針などを示していましたが、

問項目もありますので、共に働く立場として 5 年雇い

これも批判を浴び、組合との交渉の末、9 月に先行撤

止めをどう考えるのか、アンケートを通じてご意見を

回されていました。

お寄せ下さい。組合員／非組合員問いません。下記の

ところが去る 12 日、これも労使交渉の末、クーリン

入力フォームをご利用いただくか、メールで県大教

グ期間だけでなく、すべての有期雇用教職員に対する

（usp-union@ex.bw.dream.jp）までご連絡ください。

5 年上限の完全撤廃が決まりました。詳しくは以下の
記事を参照してください。

 契約職員に関するアンケート
滋賀県立大学教職員組合のトップペ
ージから入るか、QR コードでアクセス
して下さい。
（http://www.ex.biwa.ne.jp/~usp-union/）
スマホでも入力できます。匿名の入力も可能です。
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・田中圭太郎「東京大学がついに「雇い止め撤回」
を決めた、二つの事情」
（2017.12.14)
（http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53833）
・
「東大「５年契約上限」削除 無期雇用実現へ 組
合の要求実る 8000 人に“朗報”
」赤旗(2017.12.14)
(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-1214/2017121401_04_1.html)

県立大学は、これらのどの大学よりも改正労働契約
、、、
法の趣旨に反する方針を堅持しています。滋賀大や東

【山形大学】
山形大学も労使交渉の末に、
大学の方針を転換させ、
無期転換を認めさせました。山形大学職員組合と東北

大のように別途の正規職に選考を経て転換する道もあ

非正規教職員組合が作成した以下のビラに、簡潔に情

りません。山形大のように恒常的な業務を行う場合は

報が整理されているので是非ご覧下さい。

無期転換するという方針すらありません。さらに、世

http://tohokuhk.exblog.jp/28785136/

間的にも大変な批判の的となった「東大ルール」と同

山形大学の場合、無期転換後に別途の職に転換する

じように、クーリング期間を空けてリセット雇用を事
実上繰り返している現状があります。

のではなく、５年の雇用更新上限のある職にクーリン
グ期間なしで就くことが認められ、結果として通算 6

上記に紹介した中では、山形大が、改正労働契約法

年目以後は無期転換されるということのようです。た

の趣旨に従って当然に行うべき最低限のラインです。

だし、滋賀大学同様に雇用の財源が外部資金である場

就業規則の大幅改定も必要ありませんし、必要な人件

合は対象とならず、300 人が雇い止めとなる恐れがあ

費も変わりません。その最低限のラインを下回る脱法

るなど、課題が残っています。

的状態が本学の現状であり、それを今後も継続すると

・
「山形大が 300 人雇い止め 有期教職員を来年
以降、組合側は批判」河北新報,2017.12.13
(http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201712
/20171213_53034.html）

いうのが現在の大学の方針なのです。

◆ 組合への加入を！
上に紹介したどの大学についても、組合によるねば
り強い労使交渉の結果で勝ち取った成果です。県立大
学も後に続くためには、県大教の組合員が増えること
が最も大きな力になります。ぜひ県大教に加入してく
ださい！加入のお問い合わせは、末尾の連絡先までお
願いします。

一方で、担当業務の恒常性が無期転換の基準として
位置づけられていることも注目されます。
本学の場合、
契約職員が担っている業務のほぼすべてが恒常的なも
のであり、その恒常的な業務を有期雇用で人を入れ替

◆ Facebook ページの運用開始

えて回しているという実態がそもそも法の趣旨に反し

県大教の Facebook ページの運用を始めました。
https://www.facebook.com/滋賀県立大学教職員
組合-1786537004972331/
県大教の活動報告のほか、
新聞記事、
他大学の組合、
全大教等の関連情報のシェアなどの情報発信を行って
いく予定です。
ユニーク URL をまだ取得できていません。
「いいね！」
をよろしくお願いします。

ているのです。
【滋賀大学】
滋賀大学は、本学の契約職員にあたるパートタイム
職員は、無期転換されると特定雇用職員に転換すると
いう制度を今年度から整備しました。それぞれの就業
規則は以下のとおりです。

◆ 事務局より

・滋賀大学パートタイム職員就業規則
http://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/20
13/02/H290317parttime.pdf
・滋賀大学特定雇用職員就業規則
http://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/20
13/02/H290401tokuteikoyosyugyoukisoku.pdf

次回の役員会は、1 月 15 日（月）17 時頃より組合室
（A5 棟 1 階作業室内）にて開催いたします。役員以外
の組合員の方も参加できますので、活動にご意見のあ
る方はぜひお気軽にご参加ください。
また、1 月 17 日（水）の昼休みに、契約職員の方々
を対象とした勉強会・交流会を開催予定です。詳細が
決まりましたら、改めてご案内します。
■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■
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ただ、雇用の財源が外部資金である場合などは対象
にならないこと、無期転換は無条件ではなく、試験な
どによる選考が行われることなど、名古屋大学の場合
に比べると問題点があります。
それでも、5 年で雇い止めになる県立大と、無期転
換の道が用意されている滋賀大、大学という場での仕
事に意欲を感じる方がどちらを職場として選ぶでしょ
うか？答えは自ずと明らかです。
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