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2017/8年度第 11号 2018年 1月 31日発行 

 

組合の1.19申し入れを受けて 

2月 2日の団交に向けた 

事務折衝が行われました 

県大教ニュース第 10号（1月 22日）でお知らせし

たとおり、1 月 19 日付で、大学の 1.15 回答を受けた

照会をするとともに、団体交渉を申し入れました。 

 団体交渉の日時・場所は下記のとおりです。 

日時 2月 2日（金）16:30～ 

場所 A1-208 
 今回の交渉対象の事案は、(1)退職手当制度の見直し

についてと、(2)有期労働契約の契約期間の取扱いの変

更についての 2点のみです。 

 団交に先立ち、1 月 30 日（火）13 時から約 1 時間

の事務折衝が行われ、1月 19日付で照会した内容への

回答等を得ましたので、その概要をお知らせします。 

 

大学はあくまで 5年上限維持の方針 

 前回のニュースでも述べたとおり、当組合では、恒

常的業務に従事する有期雇用職員（短時間契約職員、

特任職員）については、厚生労働省のハンドブックに

あるとおり、5 年の上限があること自体が改正労働契

約法の趣旨に反するので、5 年上限撤廃をするべきだ

と主張しています。 

 これに対し、大学側は、あくまで 12月 27日付で示

した「新提案」を変更するつもりはない、労働基準監

督署にも問い合わせており問題ない、他の公立大学で

も上限を撤廃しているようなところはほとんどない等

の認識を示しました。1月 30日は労使交渉ではなく事

前折衝ですので、お互いの見解を述べるに留めました

が、2 月 2 日の労使交渉において最大の焦点となる部

分です。 

 

「後任」の公募を含む今後の進め方 

 労使交渉の後、なるべく早く具体的な就業規則等の

改正案を過半数代表に示し、2 月下旬まで意見聴取期

間とし、3 月上旬に必要な審議機関での審議に間に合

わせたいとのことです。 

組合からの申し入れを受けて、現時点ではまだ「後

任」の公募手続きには入っていないとのことですが、

例年だと公募手続きに入る時期なので、早く交渉を終

わらせ公募を開始したいとの認識を示しました。 

 また、「後任」の公募にあたっては、業務経験を特に

重視するつもりはなく、業務経験の有無にかかわらず

応募された方の中から優秀な方を採用するとの考えも

示しました。 

 それでは不当な雇い止めが生じかねず、改正労働契

約法の趣旨に反すると述べたところ、5 年上限を撤廃

した東大などでも一定の選考は行うことになっている

と承知しているとの返答がありました。 

これに対し、組合側では次の趣旨のことを述べまし

た。 

 

5 年上限を撤廃した大学においても、5 年に達

するまでの間に、一定の勤怠評価のような評価を

して、問題のある人は途中で更新をしないという

ような仕組みになっていると当組合でも承知し

ているが、そのことと本学のように一律に5年で

雇い止めして再応募をさせることとは全く違う。

労働契約法が改正されたあとに厚労省が無期転

換ルールを整備しろと啓発していたのは、そのよ

うな人事の仕組みを整えることだったはずだが、

本学は何も整えなかった。従来どおり一律に 5年

で雇い止めをして再応募させることを、選考の必

要性をもって正当化することはできない。 

 

これについても、2 月 2 日の労使交渉で大きな焦点

となる部分です。その他、確認できたポイントを以下

にお知らせします。 

 

「通算して 5年を超える」の数え方について 

 年度途中採用で、通算の雇用期間が満 5年に達して

いなくても、5 年をこえることとなる契約期間の初日

から、無期転換申込権を行使できると確認しました。 

 例えば 2013 年 10 月採用、2018 年 3 月 31 日上限

満了（通算 4 年 6 ヶ月）の人が、2018 年 4 月 1 日付

けで再度採用された場合、2018 年 4 月 1 日から無期

転換の申込みが可能となります。 

 これは、短時間契約職員だけでなく、すべての有期

雇用職共通です。 

 

「必要な要件」について 

「1.15回答」では、「必要な要件を満たした方には、
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無期雇用契約への転換を認める」としていますが、こ

の「必要な要件」とは何かを確認しました。通算の雇

用期間が5年を超えるということのみ
、、

を意味するとい

うことです。 

 

短時間契約職員 

契約職員就業規則第 5条第 1項に「契約職員の採用

は、選考または競争試験によるものとする」とあるこ

とについて、「選考または競争試験」は公募による必要

があるのか確認しました。 

公募によらなければ就業規則違反になるわけではな

いが、「公平・公正な採用選考を行うためには、これま

でどおり公募を行う必要がある」との認識が示されま

した。 

これについては、5年上限が撤廃されないとしても、

継続雇用を希望する短時間契約職員を対象に、公募に

よらない内部での選考を行う可能性があるかどうかを

確認するために行った照会でした。大学側はあくまで

公募によるとの認識ですが、内部選考も規則違反では

ないことは確認できました。 

また、契約職員就業規則第 5条第 2項に「契約職員

の採用に関し必要な事項は、別に定める」とあること

について、その「別に定め」たものを提示するよう求

めたところ、「別に定め」たものは無いとの回答でした。 

「公平・公正な採用選考を行う」としながら、何ら

基準が明文化されていないというのは、理解に苦しむ

ところです。無期転換を避ける目的で不採用とするな

どの恣意的な採用が行われるのではないかという疑念

を抱くことにもつながるので、問題にしていきたいと

思います。 

 

特任職員 

 特任職員について、1月 19日付けの照会の結果、さ

らに詳しいことがわかりました。 

(1) 短時間契約職員同様に、5 年（特任研究員の場合

は 10年）満了までに再度の採用選考への応募は可

能で、採用され、通算契約期間が 5年（特任研究

員の場合は 10年）をこえる場合は無期転換ができ

ることを確認しました。 

(2) 特任相談員や、障がい学生支援コーディネーター

など、専門性と継続性が求められる職を 5年上限

の例外扱いにしないことについては、人材の確保

が困難でないので例外扱いにしないとの回答でし

た。どちらも学生との人間関係が重要になる業務

内容であり、同じ方が続けるほうが良いとは考え

ないのかと問いましたが、例外の要件はあくまで

人材確保の困難性だけだとの回答でした。引き続

き問題にしていきたいと思います。 

(3) 1.15回答で「例外」扱いとなっている全学共通教

育推進機構所属の特任教員については、次のこと

を確認しました 

① 今年度に 5年満了を迎える方から「例外」の

適用対象とする。 

② 「例外」を適用して 5年を超えるにあたって

「選考」は行わない予定。 

③ 現行の就業規則を改正して「例外」規定を盛

り込む予定。 

 

非常勤講師に無期転換を知

らせるチラシを配付しまし

た 
 後期の授業が最終週なので、まだ最終確定には至っ

ていませんが、非常勤講師が5年で無期転換される見

込みという内容を、チラシにして今週から配付してい

ます。 

 
 非常勤講師控室への備え置きやメールボックスへの

投函でしかお知らせできませんので、教職員の皆様か

らもお心当たりの非常勤講師にお知らせいただけたら

幸いです（添付資料）。なお、非常勤実習助手、臨時雇

用職員も、同じ「非常勤職員」の扱いですので、同様

に 5年で無期転換になります。非常勤実習助手、臨時

雇用職員の方にもお知らせいただければと思います。 

 

退職手当制度見直しは 

あくまで年度内施行の方

針 
 県大教ニュース 10号（1月 22日）で、退職手当制

度見直しの2月1日付の施行は見送られたとお知らせ
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しましたが、1月 30日の事前折衝で、このことについ

てもいくつか確認できました。 

 2 月 2 日に労使交渉を行い、その後も必要なら誠実

に労使交渉には応じた上で、3月 5日の経営協議会、3

月 6 日の役員会で審議した後、3 月中の早い時期に施

行し、あくまで今年度退職者から適用する予定だとの

ことです。 

 退職直前になっての退職金引き下げは許されるべき

性質のものではありません。不利益変更に対し該当者

への説明義務も果たさないまま、非情にも引き下げを

強行しようとする大学の姿勢に抗議し、引き下げ強行

の撤回と、就業規則改定による労働条件の一方的不利

益変更はあくまで例外的にのみ許される最後の手段で

あることを踏まえた誠実交渉義務の徹底的な履行を求

めていきたいと思います。 

 

団体交渉へご参加ください 
 上述したように、2月 2日（金）16時 30分より団体

交渉を行います。組合員・非組合員を問わず、上記の

問題にご関心のある方はぜひご参加くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

◆事務局より 

 次回、役員会議は 2月 5日（月）17時より組合室（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。 

 

■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■ 
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