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自衛隊の明文化の意味は
–新年のあいさつにかえて–
教職員組合委員長

水 谷 孝 男

安倍首相は、
「多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が今なお存在しています。
『自
衛隊は、違憲かもしれないけれども、何かあれば、命を張って守ってくれ』というのは、あまりにも無
責任です」として、自衛隊の明文化を主張しました。
憲法や法律上で組織を明文化することによってどのような変化が起きるでしょうか。当然組織をしっ
かりと運営する法や規則がその下に作られるか改正されるでしょうし、組織を維持するために徴兵制に
ついての議論が出てくることになりますし、巡航ミサイルや攻撃型空母の導入など、強化された装備を
もつ設備が多く導入されることになるでしょう。これまで以上に国と国との関係を武力に頼って維持す
ることが正当化され、前面に出てくることになるでしょう。
平和憲法を示した９条１項、
「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する」とは明らかに矛盾することになり、次の段階ではこれを改正する議論も出てく
るかもしれません。
今、地球上に核兵器が多数存在する中で、核戦争が始まったらそれを止める術はありません。この観
点からも昨年７月核兵器禁止条約が国連で多数の国によって採択されたことは意義あることです。また
ノーベル平和賞を ICAN が受賞したことは世界の願いであることを示しています。核兵器が存続する中
にあって、核兵器を無くすことはたやすいことではありませんが、戦争で被害を受けるのは常に弱い立
場の者です。これはどの歴史からも明らかです。そうならないために武力に頼らない国と国の関係、人
と人の関係をつっていくことがますます求められているのでしょう。大学はこれを実践できるところで
もあります。
そんなことを思いながら年が始まりました....。
今年１年がみなさま方にとって幸多き年となりますように、教職員組合としても取り組みを進めてい
きます。ぜひ組合への加入をご検討ください。

２０１８年１月２６日（ 金 ）

第５号

通算１７８０（2）

団体交渉記録要約 ２０１７年１２月１３日
大学側 川中理事、田中理事
中村 人事労務課長、久保木職員係長、加藤専門職員
組合側 水谷委員長、山本副委員長、野崎副委員長、永井副委員長
（この文書は組合の責任で作成しました。
）

１． 人事院勧告の給与改定と現給保障
大学側から、給与引き上げ、退職手当減額の両方について国に準拠する方針が提示された。これに対
して組合側は、人事院勧告に基づく給与引き上げについては合意するが、同時に現給保障が打ち切られ、
実質的に下がる人が出てくる場合は、緩和措置として現給保障を１年延長することを提案したいとした。
大学側から、ほとんど差は無いと思うが、地域手当や５５歳以上減額の廃止などが絡み、確かなことは
即答できないという発言があり、それに対して組合側から、現給保障を打ち切った場合と１年延長した
場合の比較調査を大学側に依頼した。

２． 退職手当
12 月に成立した国家公務員を対象とする改正退職手当法に準じると、今年度退職する教職員の退職金
は、平均 78 万円、最高 100 万円ほど減額させることが大学から説明された。組合側から、退職金の減額
について、大学との交渉の余地を尋ねたところ、大学側から、自己収入の過去の財源などに基づき、交
渉の余地があると説明があった。組合側から、今年度退職する教職員について、緩和措置として何らか
の形で退職金減額を緩和する手当の支給を要求した。それに関して、公平性の担保という点で議論があ
った。
大学は東日本大震災時の減額の後、H27 年に独法の通則法が「社会一般の情勢に適合」から「国家公
務員の給与、民間企業の給与等を考慮」して定めなければならないと変わったと主張した。組合は人事
院勧告に従う方針は改正前後で変化なく、そもそも人事院の公務員と民間の比較の仕方が恣意的で不満
であると表明した。さらに、退職金減額の緩和措置としては規則変更のタイムリミットでおわりではな
く、3 月の退職までにプラスアルファの支給することの検討を求めた。さらに、組合は公平性の担保で
きないことは緩和措置を実施しない理由として認めることはできないと主張した。
★☆

★☆

【趣味の囲碁・将棋

★☆

問題】

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆
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技術立国日本とは思えない
国立大学技術者への賃金差別の実態
【電気通信大学の技術者は】
優れた技術で日本を支えてきた技術者。たゆま
ぬ研鑽の中で生まれた技術とその伝承。しかし技
術者を育ててきた電気通信大学の職場では、今も
技術者に対する差別が続いています。
大学院や学部の技術業務を担当し、大学で働く
技術者の扱いは余りにもひどいものです。52 歳以
上で、事務職は 77%が５・６級なのに、技術者は
27%です。
（右図は、給与級による格差の実態です。
級の数字は大きいほど待遇が良いことを示してお
り、同じ一般職（行政職(一)）でも事務職と技術職
に大きな格差があります(2017.4)。

【さらに技術者への 3 つの差別】
・業務評価差別 “もっぱら心証による評価”
・組合差別

“安全衛生業務は組合活動と主張”

・賃金差別

“定年直前でも４級に放置”

教職員組合は、申し出のあった技術者（学術技師）への組合差別があったとし、この間団体交渉で回
答を求めています。しかし、大学側は１年を経てもまともな調査もせず、交渉では実態を把握していな
い回答を続けています。これでは定年退職するのを待っていると言われても仕方ありません。また担当
理事は、直接の責任者である教育研究技師部長が組合と交渉することを拒否しています。そのような中
で技術者への組合差別が行われています。大学はこのような不誠実な対応を改め、組合に対し誠実な対
応をとることを求めます。
2018.1 電気通信大学教職員組合
★☆

★☆

★☆

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

退職手当、役員会(12/20)で決定
組合妥結せず、引き続き激減緩和措置を要求!
今回の退職手当規程の改正で、３５年以上勤務した教職員が定年退職する場合の退職手当の基本額は、
1.881 月分削減されることになります。これは、国家公務員と同様の削減で、平均７８万円、最高１０
０万円が削減となります。１ヶ月もない期間での退職金の激減は、退職後の生活設計の変更を強いられ、
問題です。
そもそも退職手当は最高裁判例（1978 年小倉電話局事件）でも賃金の後払いであり、労働条件の変更
となります。したがって、一般労働法が適用される国立大学職員が一方的に不利益変更されることであ
り、問題があります。使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、 次のことが必
要です。(労働契約法第 10 条)
～次ページに続く～
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1 .その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・ 労働者の受ける不利益の程度
・ 労働条件の変更の必要性
・ 変更後の就業規則の内容の相当性
・ 労働組合等との交渉の状況
２.労働者に変更後の就業規則を周知させること。
組合は、今回の改正にあたって１２月１３日、２２日に団体交渉を持ちましたが、妥結しておらず、
引き続き退職までに緩和措置の検討を要求しています。また改正前の年内に退職することを選択する期
間も、１２月２１日に改正の通知が出されてから出勤日として４日間(12/27 締切)しかありませんでし
た。これではあまりにも検討する時間がなく、退職者の都合を何も考えておらず、大学側の一方的な改
正であると言われてもしかたありません。それにも拘らず本年１月１日からの強行実施は労使関係に罅
をいれようとするものです。
組合は直前の退職金額の激減に対し、引き続き大学に激減緩和措置を要求しています。
大学側の真摯な対応を求めるものです。
2018.1.18 電気通信大学教職員組合執行委員会
★☆

★☆

★☆

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

改めて無期雇用の道の検討を
－非常勤職員の雇い止めについて－
電気通信大学教職員組合執行委員会
１年前、組合ニュースで非常勤職員の雇い止め問題を取り上げ、無期雇用の道の検討を求めました。
あれから１年、改正労働契約法が示す無期化の条件（契約期間が５年を超えた場合は本人からの希望で
無期化される）まであと数ヶ月を残すだけとなりました。この間、メディアでは徳島大、岡山大、名古
屋大、山形大、首都大、東大、室蘭工大等で改正労働契約法に基づき無期化の道が作られたことが報道
されています。特に東大では１２月までの交渉で、
◎無期転換権の発生を回避するために行われるクーリングの撤廃
◎５年雇用期限の撤廃
等が行われ、それまでの東大内ルールを改め、厚労省労働局が示す改正労働契約法の趣旨に基づく運用
を行うことになりました。
電気通信大学でも、この間非常勤職員の皆さんへのアンケートを行ったところ、短期間で６割を超え
る回答が寄せられ、そのうち雇用延長を望むという回答が８６％でした。以下参考までにご意見（一部）
を示します。
アンケート回収結果
◎配布数：115 枚
◎回答数：72 枚+Web 回答 3 枚
◎回答率：65%
業務の継続性や雇用延長の希望については、殆どの
方が恒常的な業務であり、雇用の延長を希望するとの
ことです。
意見欄から…（全部ではありません）
・ぜひ無期雇用を実現してほしいです
アンケート集計結果
・3 年でやっと覚えた仕事がある
・業務に慣れたころに退職になってしまう
・雇止めは大学にも損失
・3 年（本部事務）と 5 年（教室系）の違い、納得がいかない
・非効率：組織（大学）にとっても本人にとっても
・仕事を覚えたところで次の職を探さねばならない
仕事や組織（大学）に対する愛着（これは働く上で必要）が湧きにくい
～次ページに続く～

２０１８年１月２６日（ 金 ）

第５号

通算１７８０（5）

・法律の意図が活かされていない
・契約上限年数が決まっている人ばかりが働いている現場では、なかなか
業務の引継ぎがなされず、ムダに思う
・雇用が切れると保育園の継続利用ができなくなる
・慣れてきた頃に辞めなくてはいけない優秀な非常勤職員がたくさんいる
職場にとっても損失
・年齢を重ねると次の就職先を見つけるのが困難になる
・担当教員（現場）も継続を望んでいるのに
・事務仕事は私がやめたあとも続けてあるように思います
・おなじような仕事があるのに人だけ替えるのはおかしいのではないでしょうか
なお、アンケートの実施にあたり、諸般の事情でアンケートが配布されなかった事務室等がありまし
たことをお詫びいたします。アンケートは現在も下記の組合ホームページからも回答いただくことが可
能です。引き続き回答をお願いします。
文科省はこの間、厚労省労働局の示す改正労働契約法の趣旨に基づく運用をすることを求めています。
東大もそれに基づいて規則を見直しました。
教職員組合は、引き続き交渉で改正労働契約法の趣旨に基づく運用がされるように求めて行きます。
最後になりましたが、労働条件について法に基づいて大学と交渉ができるのは組合だけです。組合は
労働環境の悪化を防ぎ、明るく働きやすい職場になるよう大学との団体交渉を行っています。団体交渉
で労働環境の改善をしていくためにも、当事者からの具体的な要求（個人は特定されません）が必要で
す。パートタイム職員のみなさんもぜひ組合への加入をお願いします。そしてご意見をお寄せください。
【参考資料】
●教職員組合ホームページの「非常勤・雇止め防止」
http://uec-union.org/nc/?page_id=53
●労働契約法改正のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html
●有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
●有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
http://muki.mhlw.go.jp
●労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet03.
pdf

★☆

★☆

★☆

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

【意見投稿】

大学会館の１階の廊下、なんとかなりませんか？
食堂や店舗、床屋さんが入っている大学会館。いつも利用してい
るのですが、その１階の通路は、今は資材ラックなどが常時置かれ
ていて、すれ違うこともままなりません。これでは通路としてもま
ともに使えません。また、避難路としても問題があるのではないで
しょうか？
なんとか改善してもらえないでしょうか。
★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆
【趣味の囲碁
・将棋 解答】
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【執行委員会の活動】教職員執行委員会は、月 3 ないし 4 回の会議(木曜日昼休みの執行委員会など)
や不定期に随時に開催するセミナーなどを通して活動しています。なお皆様からのご意見は随時受け付
けております。ぜひ組合(<voice@uec-union.org>内線 5027)にお寄せください。
12/14(木)
12/21(木)
1/ 4(木)
1/11(木)
1/18(木)
2/13(火)

第 19 回執行委員会
第 20 回執行委員会
第 21 回執行委員会
第 22 回執行委員会
新年会
第 23 回執行委員会
電気通信大学教職員組合未払賃金等請求事件訴訟控訴審第二回口頭弁論

【編集子の独り言】＜What do you think about it? ／Let me think a minute.＞
ここは松本。新年の始まりは誠に穏やかな陽射しに恵まれました。正月 2 日目、凍てつく空
気の中、陽射しに誘われて近くのお城へと銀輪を繰り出しました。昼下がりのお城界隈は、案
の定、老若男女・国籍を超えた人たちで大賑わい。お城前のメイン道路ではそぞろ歩きの人た
ちの群れが歩道から車道へこぼれんばかりです。行きかう人の群れの間には、普段にも増して
ノンビリとしたホノボノ感が漂っています。
お城公園内に入り、散策する人たちの流れから分かれて、きょうも右手の市立博物館玄関前に向かいます。同館
は丁度正月の休館中でこの辺りだけは人気が絶えて静かです。玄関前の日当たりの良い石段に腰かけて、そこから
眺めるお城の姿は、背景左側に横たわる北アルプス常念山脈の風情とうまく調和して実に見事なものです。その頂
点に聳える天守閣（高さ 29.4 ㍍）の築造年代は 1593～1594 年。ちなみに当時の松本藩の藩主は石川康長だそうで
すが、実際に築造作業に汗を流した現場の職人たちが、ふと仕事の手を休めては現在と同じ北ア山脈の姿に眺め入
る、という瞬間はあったのでしょうか。あるいは、いまよりずっと豊かであったであろう自然の中に、自ら仕上げ
た築造物が聳え・佇む風景をどんな気持ちで眺め、観賞（？）したのでしょうか。あれやこれやと悠長に思いを走
らせるひと時です。そもそもお城は、戦に駆り出された武士たちが立て篭もって防御の戦をするための実用的な役
割と城主（藩主）が権力を誇示する象徴的な役割を担う、いわゆる〝平和〟というイメージからは外れたものに思
えますが、こうして観賞していると、このように〝美しくも複雑で均整のとれた建造物〟のデザイン・設計そして
築造などに携わった当時の人たちの感性と熱意には感動させられることしきりです。
ともあれ、今年の正月は如何にも平穏に迎えられましたが、2018 年は一体どんな年になるのでしょう。正月早々、
現首相が、年頭会見など折あるごとに、改憲に執念を滲ませる発言しているとの報に接しますが、やはり正月のこ
の平穏さは嵐の前の静けさと言うにふさわしいのかもしれません。あの「アベノミクス」から始まって、
「一億総
活躍社会」、
「女性が輝く社会」、
・・・
「教育再生」、
「人づくり革命」
、
「生産性改革」、
「働き方改革」
、そして「全世
代型社会保障」などなど、これまで打ち出されてきた一連のスローガン、果てには、北朝鮮の核・ミサイル開発問
題を「国難」などと喧伝しながら米国政治戦略の掌上でしゃにむに突き進める〝財源を問わない〟大軍拡路線・・・。
まあとりあえずは、このように連発される耳触りが良くかつ尤もらしく響く数々の誇大スローガンには、惑わされ
ることのないように、自らの行動を律していかねばと思いを新たにしています。

【組合活動支援（カンパ）のお願い】

皆さん、日頃から組合活動に対してご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。
ご存知のように、本学は、他の多くの大学とは異なり、平成 28 年度 4 月までさかのぼって人勧に従い、給
与が上がりました。これも、組合の地道な活動の成果です。皆さんの労働環境を改善するため、組合はこれか
らも努力いたします。是非、組合の活動が継続できるようカンパをお願いします。組合に加入されない方でも、
カンパをしていただける方は、いつでもお時間のあるときに東 9 号館１０３の組合事務室にいらっしゃって、
ドア横にありますメールボックスの下に用意いたしました封筒においくらでもいいですから入れていただき、
メールボックスに入れていただけると大変ありがたいです。

【執行委員会より組合加入の訴え】
電気通信大学教職員組合は、電気通信大学に勤務する教職員の労働組合です。給与や福利厚生を含む
労働環境の改善に取り組んでいます。黙っていると労働環境はますます悪化します。他大学や企業に比
べて電通大の労働環境は悪く、将来に不安を多く持っている教職員も多くなっています。組合は皆さん
の声をもとに交渉して行きます。
組合活動は皆様の参加によって成り立っています。組合に是非加入してください。
悩み事があれば、加入は決めていなくても、まずご相談ください。ご希望なら弁護士を
紹介できます。
Web サイト http://uec-union.org/ の「ご意見・労働相談・加入」
「連絡先」をご利用
ください。

