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勤勉手当減額3期分の 
追加支給が実現しました！ 
 
	 県大教では、2016年度12月期から翌年12月期までの

3 期にわたり、一方的に引き下げられた勤勉手当減額分

を追加支給するよう根強く交渉してきましたが、先日行

われた理事長交渉において、2018 年 12 月期に減額した

3 期分の勤勉手当を追加支給するよう準備を進めたいと

の回答を得ました！およそ1年間にわたって交渉を続け

てきた成果が実りました！	

	 以下、理事長交渉の結果について報告します。	

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

理事長交渉結果について 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
	 7 月 9 日（月）に大学へ提出した「滋賀県立大学の労

働、雇用、待遇および教育・研究環境の改善に関する要

求書」にもとづき、8月30日（木）15時より理事長交渉

が行われました。	

	 今年度は、廣川理事が出席くださり、冒頭に下記のよ

うな挨拶をいただきました。	

	

日頃より、滋賀県立大学	 教育・研究・社会貢献・大学運

営について色々と温かいご協力を頂きこの場を借りて厚く

御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ま

た先般、彦根の労働基準監督署の立ち入り調査がございまし

て、勤務実態あるいは裁量労働制について是正勧告あるいは

指導等を受けたところでございます。これについては県議会

で取り上げられる、あるいは新聞でも公表されまして、理事

長としましても非常に重く受け止めております。現在皆様に

お願いしまして、勤務の実態調査及び出退勤の時間について

報告をお願いしています。これにつきましては滋賀県立大学

教職員組合の執行委員長から 8 月 22 日付で、教員の裁量労

働制に関しての要求書を頂いております。これにつきまして

は実態調査を踏まえて対処していきたいという風に考えて

おります。よろしくお願いします。本日は7月9日付で頂き

ました「滋賀県立大学の労働条件、雇用・待遇および教育・

研究環境の改善に関する要求書」に対する回答という事で述

べさせていただきます。今後、18歳人口減少と大学にとりま

して非常に厳しい環境が将来予想されます。非常に我々自身、

気を引き締めて、本学の存在意義が問われると思いますので、

広く県民から支持される大学という形で努力していきたい

と思いますので、組合におかれましてもまたご理解ご協力を

頂きたいと思います。	

	

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

理事長交渉の成果と課題 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
	 理事長交渉において大学側から引き出した回答の概要

は次のとおりです。 
◎運営費交付金の適正額の確保について 

Ø H28年度から県と協議し、大学の財政運営のため
に目的積立金の取り崩しに依存しない安定した

財政運営と、運営費公費金額算定プロセスの明確

化、この2点が重要であると強く訴え、運営費公
費金の算定については大学運営に必要な経費か

ら自主財源を差し引いた不足分を交付するとい

う考え方を基本とされるように求めている。その

ためのルール作りについて平成 30年度中に県と
の協議を整える方針にある。 

Ø 本学建物の大規模修繕と設備機器の更新につい

ては、平成38年までの8年間で53.8億円が見込
み額として反映されたところ。 

◎事務職員の労働環境について 

Ø 毎年度業務量および内容に見合った人員配置と

なるよう、必要な措置を行う。 

◎労働条件不利益変更事案について 

Ø ２０１６年１２月期、２０１７年６月期・１２月

期の合わせて３期分の差額については、次の勤勉

手当支給時期である平成３０年１２月には支払

できるように準備を進めたい。 

Ø  
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◎有期雇用教職員の待遇改善について 

Ø パートタイム労働法改正による同一労働同一賃

金、地方公務員法の会計任用職員制度等の動きに

照らして本学制度が適切なものとなるよう検討

していく。 
Ø 再雇用された者の年次有給休暇の先行取得につ

いて、恒久的な制度となるよう就業規則を改正す

る。 
Ø 高年齢者雇用安定法の規定を踏まえて、まずは６

５歳までの継続雇用制度を設けたい。 
Ø 正規職員の欠員状況に応じて、契約職員の方を正

規職員に登用する任用替え選考を新たに行いた

い。 
Ø フルタイム勤務の特任職員については職員宿舎

に入居できるよう使用資格の緩和を図った。 
◎教員の労働条件について 

Ø 深夜勤務休日勤務を原則命じない事とするが、や

むを得ず命じた場合には休暇規定及び給与規定

に従い、適正な振替休日の取得もしくは割増賃金

の支給をする。 
◎生活困窮学生支援について 

Ø 今年度から所得基準を生活保護受給世帯所得の

１．５倍から国立大学と同程度となるよう１．８

倍まで緩和し、家計困窮度算出に関しては、昨年

度から学生本人のアルバイト代を授業料相当分

を限度として、家計収入から控除し、今年度から

は兄弟姉妹のアルバイト代全額を家計収入から

控除するなど、学生にとってより有利になるよう

な改善を図っている。 
Ø 授業料減免率については、少なくとも公立大学平

均を目指して予算要求していく。 
◎育児支援制度の拡充について 

Ø 学会参加ならびに研究調査の際のベビーシッタ

ー代や託児費用について、臨時的に必要となる休

日や夜間にかかる費用を支出できるように検討

している（10月1日施行決定）。 
	 以上のように、今年度の理事長交渉では、概ね前向き

な回答を得ることができました。 
	 しかし、他方で、事務局職員に対する成績評価制度の

導入が提案されるなど、新たな課題が浮上することにな

りました。県大教では、交渉の場において成績評価を給

与に反映させることには反対であると主張しました。と

くに、事務局職員の時間外労働が表面上は是正されつつ

あるとはいえ、未だ十分な職員定数が確保されない状況

下において安易な成績評価を導入することは、職員の士

気を下げることにしかならないことや、県でも成績評価

制度の導入の効用はとぼしいことなどを指摘し、反論し

ました。 
	 その他、有期雇用教職員の上限撤廃や待遇改善、育児

支援制度の拡充などについても、その実現に向けて、引

き続き要求しつづけていく必要があります。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

裁量労働制に関する要求書の提出 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
労働基準監督署の調査に伴い実施中の勤務実態調査に

関し、県大教は 8月 22日（水）に「教員の裁量労働制
に関しての要求書」を大学へ提出しました。	

勤務実態調査の結果によって労働者に一方的な不利益

変更を強いることのないよう、組合への情報開示と必要

に応じて協議を行うことを求めました。	

――――――――――――――――――――――――― 
教員の裁量労働制に関しての要求書  

 
6月21日の労働基準監督署の調査を受け、指導事項へ
の対応として裁量労働の対象となっている職員に対する

勤務実態調査が大学当局からの指示により実施されてい

ます。 
これに関して、助教の勤務実態が裁量労働の適用から

外れる可能性が浮かび上がり、職員からは戸惑いの声が

出ています。 
滋賀県立大学教職員組合（県大教）ではこの間、助教

の方からの聞き取りを実施したほか、現在、すべての教

員へのアンケート調査実施の準備を行っています。 
県大教としては、これら職員の意見・要望を集め、労

基法が求めるところの勤務のあり方を見定めながら、職

員が働きやすい環境づくりに向けて取り組みを進める方

針です。 
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ついては、この件に関しては当面、下記のことを要求

しますので、真摯にご対応いただくよう、お願いします。 

 
要求事項 

１． 現在行われている勤務実態調査の集約結果は、速

やかに県大教にも開示すること。 
２． 労働基準監督署からの指導事項への今後の対応に

ついては、事前にその内容を県大教に対して情報

提供し、必要な協議を行うこと。 
３． 現在締結している「専門業務型裁量労働に関する

協定書」について、今後、変更する必要が生じた

場合は、過半数代表および県大教と十分な協議を

行うこととし、一方的な方向付けなどは行わない

こと。 
４． 一定以上の授業数を担当する助教・助手に専門業

務型裁量労働制を適用できないことは、この度の

労基署の指導で明白となったが、助教・助手の公

募にあたり、担当科目を一定以上列挙しながら専

門業務型裁量労働制適用を待遇として明記した公

募要領を jREC-INに掲げている。これは改正職業
安定法における虚偽の求人広告にあたり、刑事罰

の対象となる可能性のある行為なので、即時に中

止し、助教・助手の待遇に関する方針が決まるま

では、今後も専門業務型裁量労働制の適用明記は

しないこと。 
５． その他、裁量労働制の問題を含め、本学における

教員・事務職員の働き方については、県大教の意

見・要望を尊重し、必要な協議や交渉を行うこ

と。 
以上 

――――――――――――――――――――――――― 
	 理事長交渉においても、勤務実態調査結果の情報開示

と労働条件変更については県大教と十分に協議や交渉を

行うことを求めました。今後、県大教では、勤務実態調

査の結果や組合アンケート結果等をもとに、助教・助手

の労働条件・待遇改善について要求をまとめていきたい

と考えています。 

	

	

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

裁量労働制に関する組合アンケート 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□	

県大教では、8月17日より教員を対象に裁量労働制に

関するWebアンケートを実施しました。	

8月27 日の第一次集約締切までに61名から回答を得

ました。特に助教は50名中23名に回答いただきました。	

中間集計の結果の要点は次のとおりです。詳細は、別

添えの資料をご覧下さい。	

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜	

１．エフォート配分	

学期中は、「研究2.5：教育 5.5：校務 2」が多くの

教員の配分である。	

休業中は、「研究5：教育3：校務2」が多くの教員

の配分である。	

２．労働時間	

「みなし労働時間」と比べて平均的労働時間が長い

教員が多い（65％）。	

「みなし労働時間」内で十分な研究時間が確保でき

ない教員がほとんどである（97％）。	

研究時間が確保できない要因としては、「担当授業数

が多い」、「委員会など大学運営に関する校務負担が多い」、

「学生数や業務量に見合う教員定数になっていない（少

なすぎる）」が多く挙げられた。	

自宅等、大学以外の場所で仕事をする教員が8～9割

を占める。	

担当コマ数は、8コマが 頻値であるが、11コマ以

上担当する教員も相当数（半数以上 31/61）存在する。

実習、合宿、学生指導でコマ数に換算しにくい労働時間

もある。	

３．助教の勤務状況	

教授・准教授と比較して、担当授業数については「だ

いたい同じ」が約5割、「少ない」が3割。	

教授・准教授と比較して、校務負担については「だ

いたい同じ」が約4割、「少ない」が約4割。	

４．希望する働き方	

裁量労働制適用希望がほとんど。ただし、同時に、

研究以外業務の適正化、時間外手当の支給希望も多くあ

る。	
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助教のみ裁量労働適用の基準が異なる点については、

助教の講師または准教授への昇格（実態に職階を合わせ

る）への賛成が も多い。	

５．自由記述より	

教員の自宅や学外での労働について正当に認めてほ

しいとの希望がある。	

定員、設備が現状のままでの労働のあり方の改善努

力については、逆効果が懸念されている。	

具体的提案がいくつかあった。	

エアコン運転の弾力化	

在宅勤務を可能にする	

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜	

組合では、引き続きアンケートへの回答を募っていま

すので、下記よりご回答をお願いします。	

https://goo.gl/forms/XnbIxywW6r5HuumK2 
特に、大学運営上からみても、助教職階のあり方が問

われていますので、助教の皆様は、ぜひアンケートにご

協力いただき、忌憚ないご意見を組合にお寄せください。	

	

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

総会は10月1日に開催します 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
2017／8 年度総会ならびに懇親会を下記の日程にて行

います。組合員のみなさまはご出席をよろしくお願いし

ます。	

やむを得ず欠席される場合は、必ず委任状をご提

出ください。	

 
《総会》 
日時：１０月１日（月）17：30～19：00 
会場：人間文化学部D0棟２階会議室 
《懇親会》 
日時：10月1日（月）19：00～ 
会場：クラップダイニング 
参加費：組合員無料/非組合員１５００円 
 
何卒ご理解ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

◆ 事務局より 
◎役員会議について	

役員会議は月一回開催しています。次回 10 月の役員

会議の日時は、後日お知らせいたします。	

役員会議には、役員以外の組合員の方も参加できます。

活動にご意見またはご相談のある方はお気軽にご参加く

ださい。	

	

◎組合室について	

	 組合室の場所は、下記のとおりです。	

	

	

■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■ 
発行：滋賀県立大学教職員組合 
〒522-8533 
滋賀県彦根市八坂町2500 滋賀県立大学内 
滋賀県立大学教職員組合員室 
TEL 内線	 2513	 ／	 携帯	 090-8160-9330 
mail	 usp-union@ex.bw.dream.jp 
Web	 http://www.ex.biwa.ne.jp/~usp-union/ 
Facebook	 https://www.facebook.com/USPunion/ 
■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■	


