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団体交渉ダイジェスト
【日時】

平成 30 年 3 月 22 日（木）13：30～

【出席者】

大学側：中野理事，田中理事，川中理事，中村人事労務課長、久保木人事労務課長補佐、
佐伯人事企画係長、土井人事給与係長、加藤専門職員
組合側：山本副委員長，野崎副委員長，永井副委員長，水谷委員長

（このダイジェストは組合の責任で作成しました）

〇非常勤職員の雇い止め問題
組合は、アンケート結果で、雇用継続を求める非常勤職員が多いこと、雇用期間の制限を廃止した大学
があることなどを指摘し対応を求め、また、本学で現在３年あるいは５年となっているところ、少なく
とも３年の制限を廃止することを求めた。
大学は各部局の管理職等に聴取したうえで検討すると回答した。他大学の状況については大学側も調査
すると述べた。また、大学側は５年とすると無期転換についても考えなくてはならないが、期限つきの
プログラムなど適用が難しい場合があると主張した。組合は、まず専攻事務など恒常的業務について、
速やかに対応することを求め、さらに、継続的に交渉等の場を持つことを主張した。

〇裁量労働制・夜間手当
給与規程についてはこの交渉の場ではなく，その後の規程説明の場で話あうことになった．夜間手当の
原資を規定している部分について，こちらから提案があることを含め，後日，人事課とやりとりを行う
ことになった．また，既にこの評価は行われているが，夜間担当を行ったからこそ上がった人がいるか
どうかは手元に資料がなく，回答が得られなかった，後日，データをもらうことになった．

〇退職手当
今年度の退職者については突然の多額の減額になっている。
このことを緩和するために報奨金規定が使えないかについて議論した。組合は、報奨金規定の内容が曖
昧であることを指摘した上で、平成２５年度退職者について報奨金規定を適用した例があることを示し、
同様の措置を取ることを要求した。これについては学長の判断を待ち、これを受けた上で再交渉するこ
とになった。

〇大学会館
組合は、大学会館 1 階廊下の安全確保について一時的に改善は見られるが、恒常的な解決のための置き
場所について大学に検討するよう求めた。大学側は「学生課を通じて生協と協議しているので継続的に
見守る」と回答した。

〇現給保証
組合は、
「55 歳以上の方たちは本学において中心的な役割を担っている人たちが多いにも関わらず、こ
れまでの給与改正において給与が下がっている方が多く、大学の経営・運営の面からみてもマイナスに
なる」と主張した。

（次ページに続く）
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それに対して大学側は「人事院勧告に準拠する形で給与改正も行ってきている」と主張した。組合側か
ら「東大では別の形の手当がある、と聞いているがどうか？」という質問を行ったが大学側は把握して
いなかったため、確認することとなった。
人事院勧告に準拠する形で、Ｈ３０年３月をもって「現給保障」が廃止され、それに伴い、５５歳以上
の５０人以上もが４月から給与減額となる。これを受け、組合は、５５歳以上の人の果たす役割が民間
より大学の方が高く評価されているのだから、人事院勧告が民間と大学との差を根拠にしてやっている
とすれば、大学側はもう少し５５歳以上の人達を評価する形で何らかの手当をすべきだと求めた。大学
側は、人事院準拠でやって来ていること、地域手当引き上げとの関係で減額になる人が増えてしまった
こと、他大学に比べて給与面で配慮していることなどを説明したが、議論は平行線をたどり、最終的に、
この件を役員会に挙げることを約束した。

〇研究時間調査
大学が実施している授業時間の調査について実施の意図を質問したところ業務評価目的であると回答
した。組合はこれまでにも裁量労働制に関連して研究時間確保の状況把握について問うたときに大学側
が把握していないと回答したことを指摘して、裁量労働制の研究時間確保状況の観点からも調査するよ
うに求めた。大学は今回の調査は裁量労働制としての研究時間確保などいろいろな意味があると回答し
た。組合は授業だけで無く学生への指導時間などについても調査が必要だと主張した。大学は難しいが
これから実施方法を検討する回答した。

〇技師待遇調査回答
大学側は「心証という発言」があったことを前提としつつ、その上で昇任・昇格時の評価が「心証」によっ
て行われた事実はないと回答をした。業務評価の正常化についても、業務評価が行われていないことを認め
た上で、業務評価のやり直しに値しないと回答した。繰り返された異議申し立てへの対応は技師部に伝える
とし、直接の回答はなかった。さらに技師部長との交渉については、できないと回答した。
なお組合は、参考となる者を交渉に出席させ意見を述べることについて弁護士と事前に相談し、弁護士から
は何ら差し障りはないとの回答を得ていることを大学側に伝えた。

以上
★☆

【趣味の囲碁・将棋

★☆

★☆

問題】

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆
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２０１８年４月１１日
選挙広報第１号
組合員各位

公

示
電気通信大学教職員組合
選挙管理委員会
委員長 肖

鳳超

電気通信大学教職員組合規約第８条・１８条にもとづき、２０１８年度の組合役員の選挙を、下記の
とおり行います。
立候補しようとする組合員は、書面（メールを含む）をもって選挙管理委員会（東９号館１階組合事
務室

内線５０２７、e-mail

senkan@uec-union.org）に届けてください。

記
公示（スケジュール）

４月１１日（水）

立候補受付期間・ブロックからの役員候補者の推薦期間
（互選・投票）
４月１８日（水）～５月

８日（火）

役職の調整協議期間

５月 ９日（水）～５月１８日（金）

立会演説会

５月２２日（火）

期日前投票期間

５月２３日（水）
11:00-13:00,13:30-14:30
５月２４日（木）
11:00-13:00,13:30-14:30
投票場所：東９号館１階組合事務室）

役員投票期間

５月２５日（金）～６月８日（金）

開票

６月１３日（水） 午後５時３０分から
開票場所：東９号館１階１０４室）

結果報告

６月１４日（木）
以上

投票は早めにお願いします。
----参考：（期日前投票）
電気通信大学教職員組合選挙規則

第１１条

有権者は、やむを得ない事情により投票期間に投票が出来ない場合は、選管委員会で定めた期間・場
所において期日前投票を行う事が出来る。
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退職にあたって
学生時代を含めて電通大暮らし 47 年に、ようやく区切りをつけて、卒業のときがやって参りました。
瀬尾さんと同じ講座に在籍していたことから、助手採用と同時に組合に入らせて頂きましたので、40 年と
いう長い間、様々な面でお付き合いただきましたこと御礼申し上げます。
特に胃ガン手術に当たっては、教職員共済が支えとなり、非常に助かりました。先週は、研究室の片づ
けで、大昔の組合ニュースの綴りを見つけて、懐かしく読み返してしまいました。退職後も引き続きお付
き合いのほどよろしくお願いいたします。今後の皆様のご活躍を外野から応援させていただきます。
冨澤一郎（宇宙・電磁環境研究センター）
★☆

★☆

★☆

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

【寄稿】

不満ではなく不安
奥

浩昭（教職員組合員）

生命誌（Biohistory）研究者の中村桂子氏（1936－）に「不満でなく不安」という小文がある（『いの
ち愛づる生命誌―38 億年から学ぶ新しい知の探究―』（2017）所収。執筆は 1999 年）。そのタイトルを見
て、
「臨時給与減額措置」をめぐる数年前の本学の全学集会で、職員の過半数代表として私が発言した際
に、
「不満ではなく不安」ということばを使ったことを思い出した。
中村氏は述べる。
「エネルギー多消費型の物の溢れた社会は、環境・エネルギーの面からも不安だ。。。。
科学技術は不満の解消への努力を続けてきたので、その延長上での活躍は得意だが、不安の解消には慣れ
ておらず、とまどうところが多い」と。夏の暑さや冬の寒さ等の不自由（不満）からの開放を科学技術は
次々と実現してきた。しかし、生命の誕生以来 38 億年、生（ゲノム）を共にしてきた動植物たちとの乖
離に次ぐ乖離の行き着く先（快適な生活の追求の果て）に氏は不安を抱いている。1993 年に JT 生命誌研
究館（http://www.brh.co.jp/about/）を起こした氏は、
「生きものとしての人間、自然のなかに生きる人
間」と人間が作り出す人工物（制度、社会、製品等）との「あるべき関係」を一貫して追い求めている。
生命誌の理念は、梶谷誠前学長の提唱する「総合コミュニケーション科学」のめざすものと通い合ってい
ると思う。
「臨時給与減額措置」に対し私は、
「不満ではなく不安」と発言した（「不満以上に不安」と言うべきだ
った）。働く者に突然突き付けられた「給与減額と退職金減額」。これを皮切りに、同種の措置が繰り返さ
れるのでは。老後の生活を思うと不安だ、と私は述べた。その思いは今も変わらない。
そして今、別種の不安を感じる。それは、
「雇い止め」の憂き目に会う人たちの境遇だ。すべての国民
が活躍できる社会を、と現政権は唱える。それを受けた（であろう）改正労働契約法の主旨からすれば、
（恒常的業務職にあっては）安定した雇用関係の中での活躍が、労使双方に取って望ましいことではなか
ろうか。私は 5 年（あるいは 3 年）の期限付きで職に就いたことはなかった。仮にその立場に置かれたら、
日々の職（業務）に深い意味を見いだし、工夫や上達を思うだろうか。職場に愛着を見いだせるだろうか。
いずれ次の職を探さねばならない不安とどう向き合うのだろうか。
★☆

【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。
2/29(木)
3/ 1(木)
3/ 5(月)
3/ 8(木)
3/15(木)
3/22(木)
3/29(木)
4/ 5(木)
4/12(木)
4/24(火)

第 29 回執行委員会
第 30 回執行委員会
歓送会 18 時から生協食堂 会費：組合員・椎の木会員 1,500 円、未組合員 2,000 円
第 31 回執行委員会
第 32 回執行委員会
第 33 回執行委員会
第 34 回執行委員会
第 35 回執行委員会
第 36 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三回口頭弁論 PM2:30～

【編集子の独り言】
＜What may the Linear Chuo Shinkansen Line bring to us? I am thinking in Matsumoto of Shinshu.＞
一瞬春が退いた冬寒の日（3 月 17 日）
、久々に守屋山に登った。起点（杖突峠 1246m）から急坂を淡々と登る中、
標高約 1400m の地点を境に単調な冬枯れの景観は霧氷の世界へと一変した。青く抜ける空へ広がる枝先に煌めく霧
氷、霧氷のトンネルの奥へと消え入る山道、霧氷の彼方に連なる八ヶ岳連峰（写真）等々、信州山域の新しい表情
に魅せられた。もとより信州とその周辺の山域は我が国屈指の貴重な自然の大宝庫であるし、既に沿岸周辺に 50
基余の原発が乱立する現実を思えば、残された山岳地帯の自然環境の重さは計り知ることができない。しかし今、
こんな思いを打ち砕く驚くべき事態が進行している。リニア中央新幹線（東京品川・神奈川県駅・山梨県駅・長野
県駅・岐阜県駅・名古屋：全長 286 ㌔㍍、内 246 ㌔㍍がトンネル）開設工事だ。表向きは民間企業としての JR 東
海が、工事事業を強引に進めている様相だ。JR 東海は、東京・名古屋・大阪の巨大三大都市圏を誕生させる、ある
いは、大規模災害への抜本的備えとも謳うが、深部長距離トンネルの掘削工事はが沿線住民の生活や貴重な自然へ
深刻な影響をもたらす恐れ無しとは言い切れず、とりわけ南アルプスを貫くトンネル工事は環境破壊の深刻な懸念
を抱かせる。また、技術的にも無謀なトンネル掘削で予想もしえぬ大災害を誘発する恐れも否定できない。実際例
えば、準備工事の段階で斜面崩落事故も既に起きている（
「信毎」3 月 31 日）。そもそもリニア計画は 2014 年 10 月、
国交省の認可を取りつけ、2016 年 6 月には安倍首相肝いりで財政投融資を受け（つまり税金をつぎ込む）
、半ば国
策事業として性急に進められてきた。
折しも、リニア推進工事を巡りゼネコン「談合事件」が発覚し、国会審議も
経ていないリニア計画推進事業の実態がようやく広く国民の耳目を集める事態
となった。計画の意義、沿線住民の生活や自然環境への影響、工事の技術的困
難さ等々、先ずは沿線住民への十分な説明・討論の場が持たれて然るべきであ
ろう。
（参考資料として、樫田秀樹『リニア新幹線が不可能な 7 つの理由』岩波ブ
ックレット／『前衛－特集：リニア中央新幹線の工事中止、計画撤回を求める』
日本共産党委員会、2018.4.pp.105-142／服部隆：リニア・トンネル掘削による
大井川上流部の生態系の破壊について『登山時報』日本勤労者山岳連盟、2018.1,
pp.12-13 など多数）

【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。

