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 3 月23 日の団体交渉の概要を掲載します。なお、男女共同参画については内容を修正して申し入れました。 

 この概要は組合がまとめたものです。 

 

 

１．労働条件・職場環境 

１）教員以外の職員の定年を一律 65 歳とするこ

とを求めます。 

【団体交渉】 

大学：これまでの団体交渉でも話したとおり、国家公

務員の定年に合わせるのが高知大学の基本方針だ。

国家公務員の定年の動向に注目している。 

 

２）文部科学省が昨年 12 月、有期労働者が 5 年

の継続雇用で無期雇用に転換できるルールにつ

いて、無期転換を避けるために雇い止めをするこ

とは労働契約法の趣旨に反するとの事務連絡を

国立大学に出していたという報道がありました

（2017 年 1 月 12 日付『しんぶん赤旗』）。報

道内容は以下の通りです。 

「事務連絡では、「無期転換を避けるための雇い

止めは労働契約法の趣旨に反する」「雇い止めを

した場合は労働局が啓発指導に取り組む」とした

厚労省の国会答弁を紹介し､｢5 年到来前の雇い

止めには説明責任が生じるので適切に対応いた

だきたい｣と求めています｡ 

 さらに、5 年目の契約更新を迎える今年 4 月

には「対応方針を示す必要がある」として、(1)

無期転換ルールへの対応方針を決めたか(2)就業

規則をどう変更したか(3)対応方針について労働

組合に説明したか―などについて報告を求めて

います」 

 この問題につき、以下の 3 点について質問・要求

します。 

（１）本学の教職員および各部局に本件事務連絡

を周知して下さい。 

（２）事務連絡に従い、5 年到来前の雇い止めに

ついてどのように「適切に対応」する予定でし

ょうか。 

（３）2013 年度以降に採用された非常勤職員の

常勤職員登用のためのオープンな制度の整備

を求めます。 

 

【団体交渉】 

（１）について。 

大学：（事務連絡の内容は、文科省から各大学への

調査依頼なので）教職員に周知する予定はない。 

（２）について。 

大学：現状（原則 3 年で雇止め）で法的に問題ないと

考える。 

組合：現状は二つの点で問題と考える。第一に、改

正労働契約法の趣旨は、労働者の生活の安定のた

め、有期雇用は（期間限定のプロジェクトのような）一

時的な業務に限定し、恒常的な業務には無期雇用

を原則とするものである。だが本学は恒常的な業務

にも有期雇用職員をあて、「原則 3 年雇止め」によっ

て無期雇用への転換を回避しようとしている。無期

転換の回避以外に、なぜ「3年」なのか合理的な説明

ができるのか？ 本学の現状は労働契約法に反す

るものと考える。 第二に、機械的に 3 年で雇止めし

ても業務はなくならないので、再び有期雇用職員の

募集・教育を行うコストがかかる。業務のノウハウを

積んだ職員を無期雇用化することは、尊厳とやりが

いを持って働くことを可能にし、より良い大学運営に

つながるはずだ。以上の理由から、機械的な雇止め

の中止と、有期雇用職員の無期化を求める。 

大学：社会保険労務士と相談する。 

（３）について。 

大学：正規職員への登用試験は、各部長の推薦に

基づき実施する。したがって、非正規職員に案内を

通知する必要はないし、今後もその予定はない。 

組合：現状では、登用試験は秘密裏に実施され、大

部分の非正規職員は試験が実施されたことすら知ら

ない。これでは登用試験が公正に行われているか疑

心暗鬼にならざるを得ない。登用試験が実施される

ことを非正規職員に周知することと、登用基準を明

確化することを、引き続き求める。 

大学：常勤職員への登用にさいして非常勤職員に手

をあげさせるつもりはない。登用はごく少数だ。手を

あげさせては、かえってかわいそうではないか。 

組合：現行の制度では、推薦する（推薦書を書く）の
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も部長、面接審査をおこなうのも部長だ。これでは、

登用の公平さに疑問をもたれてもしかたない。 

 

３）第 4 期中期目標期間をも展望した長期的な計

画にもとづく安定的な人事（採用・昇任）をおこ

なうことを求めます。 

【団体交渉】 

大学：今月中に経営推進企画機構から提案がある

はずなので、そちらを見てほしい。 

 

４）人事院勧告に伴う給不規則の改正により扶養

手当が減額となるものへの代償措置を求めます。 

【団体交渉】 

大学：お金がかかることはできない。組合からもアイ

デアがほしい。 

 

５）男女共同参画 

  ワーク・ライフ・バランスについて 

（1）ライフイベント（結婚・妊娠・出産・子育

て・介護等）との両立で苦慮している教職員の声

が組合に挙がっています。ライフイベントを理由

とした教職員の丌本意な離職を防ぐために、どの

ような取り組みをしているのかについて、報告を

求めます。 

また、平成 25 年度に実施された『高知大学に

おける男女共同参画における意識調査報告書』で

は、男女を問わず、教職員から「仕事と育児・介

護の両立」への丌安が報告されています（同報告

書 P16－21）。具体的には、家族の世話をする

中で困っている事として「子どもが病気になった

時に仕事を休みにくい」(同報告書 P47)や、（介

護のために）「休暇が取りづらい」（同報告書 P20）

を挙げる教職員もいます。この調査の実施から３

年が経過しました。仕事とケアの両立の丌安を抱

える教職員について、どのように対応したのかの

報告を求めます。 

【文書回答】 

ライフイベント（結婚・妊娠・出産・子育て・

介護等）と仕事の両立は我が国全体の課題であり、

本学においてもその重要性を認識しています。そ

のため、男女共同参画推進室ではワーク・ライ

フ・バランス講座を毎年度実施し、ライフイベン

トと仕事の両立に関する意識啓発活動を行って

います。平成 28 年度はワーク・ライフ・バラン

ス講座として「認知症サポーター養成講座」を開

催しました。 

 研究者の両立支援として、ライフイベント中の

女性研究者及び配偶者がライフイベント中の男

性研究者に対して研究支援員の配置を実施して

おり、平成 28 年度は前期 8 名（うち男性 2 名）、

後期 7 名（うち男性 3 名）が利用しました。 

 また、年度報告書及びニューズレターで、ワー

ク・ライフ・バランス、ライフイベントと仕事の

両立に関して、学部長インタビューを掲載し、各

部局の管理職からのメッセージを紹介していま

す。 

平成 28 年度に育児休業法の改正等があったた

め、変更点を反映させた改訂版「仕事とプライベ

ートのハーモニー」の作成を予定しており、全教

職員に育児・介護休業等の諸制度について改めて

周知するとともに、これらの制度が使いやすい職

場環境の実現を促していきます。また、本学の育

児・介護休暇は１時間単位での取得を可能として

おり、法を上回る制度（法は半日単位）となって

います。 

（2）公的な会議を原則 17 時迄とする取り組みの

現状報告と、取り組みの定着を求めます。 

【文書回答】 

定例会議を原則 17 時までとする取組として、

男女共同参画推進委員会でポスターを作成し、各

部局へ配布し活用を促しました。平成２８年度の

実施状況を検証し、ポスターや周知方法について

見直しを行い、来年度以降も引き続き取り組んで

いきます。 

 

【団体交渉】 

組合：制度がつくられても育児・介護休業等がとりに

くい職場が学内にまだまだ存在する。大学トップから

すべての職場に直に周知を図ってほしい。 

大学：担当理事とも相談しながら積極的な対応をお

こないたい。 

組合：育児・介護休暇法では子の看護休暇は「小学

校就学の始期に達するまで」となっているが、小学生

の場合でも看護休暇をとることができるようにしてほ

しい。中四の大学でそれをおこなっているところはま

だないが、ぜひ高知大学に先駆けてほしい。 

大学：先駆けとなる積極的な対応をおこないたい。 

 

６）ハラスメント対策について 

（1）第三者（目撃者など）によるハラスメント

相談について、相談後の経過および結果が知らさ

れていないとの声が上がっています。ハラスメン

ト相談員からも、現状のマニュアルでは問題解決

のための対応が丌明瞭だと指摘する声がありま

す。第三者によるハラスメント相談への対応につ

いて、現状の報告を求めます。また、相談にのみ

止めず解決するための筋道をどのように考えて

いるのか、明示してください。 
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【文書回答】 

相談員が相談を受けた内容は、相談者の了解を

得た場合のみ各地区対応窓口で受理する流れと

なっておりますが、本年度、各地区対応窓口で相

談員から受理した案件の中には、第三者である相

談者からの相談案件はありません。第三者から相

談があった場合も、相談後の経過等はお知らせす

ることになっています。マニュアルについては、

相談員の意見も確認のうえ、倫理・人権・苦情処

理委員会が策定したものであり、これまで相談員

から対応が丌明瞭との指摘等は受けておりませ

ん。解決するための道筋は、大学ホームページ等

でも公表しております。 

(2)ハラスメントの防止に関する研修・啓発・広

報・調査研究について、2016 年までの活動内

容の実態および活動の成果について報告を求め

ます。 

【文書回答】 

ハラスメントの防止に関する研修については、

毎年、ハラスメント防止委員会で審議のうえ各キ

ャンパスで講演会等を開催しており、アンケート

調査では例年８割以上の参加者が「意識が向上し

た」と回答しています。またリーフレットについ

ても毎年内容の見直しを行い、新入学生、新規採

用職員等に配付を行い、大学ホームページ上でも

ハラスメント情報の掲載を行う等、啓発・広報活

動を行っております。また、併せて、毎年相談員

研修会も開催し、相談体制の充実を図っています。 

 

【団体交渉】 

大学：委員会にあげて調査等をおこなうことを望まな

い相談者もあり、相談員の判断で、委員会への報告

がない場合もある。第三者からの相談への対応につ

いては、今後、どのような工夫が必要かを検討した

い。 

組合：委員会にあげ調査等をおこなうことを望まない

相談であったとしても、その相談の内容や件数につ

いて委員会として把握しておくべきだ。委員会にあが

り調査等をおこなうことになった相談が、どのくらいあ

るか教えてほしい。 

大学：ここ数年、年に５ないし 6 件ほどだが、相談に

ゆくことをためらい相談員に相談にゆかないままにな

っているケースはそれよりずっと多いと考えられる。 

組合：被害が重くならないうちにハラスメントへの対

応ができるようなシステムの整備が大切だ。まずは

ハラスメント相談員に第三者の相談も対応できる旨

を周知してほしい。 

 

 

５．軍事研究 

2015 年度に、いわゆる軍学共同（軍事技術に

関する防衛省と大学の共同研究）を目的とする防

衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」が始まり、

年々予算が拡大しています。 

他方、日本学術会議は 1950 年と 67 年に軍学

共同を行わない趣旨の声明を出し、今も堅持され

ています（現在、学術会議では「安全保障と学術

に関する検討委員会」で議論中）。また、大学によ

っては学内規則などにより、軍事研究を認めない

ところも複数存在しています（例えば、長崎大学

共同研究規程 3 条、新潟大学科学者行動規範・行

動指針 4 など）。さらに全大教（全国大学高専教職

員組合）中央執行委員会は 2016 年 12 月 27 日

に声明「軍事目的のための研究を大学に行わせる

政策に反対し、すべての大学・大学人が学問の自

由を擁護する立場から議論し行動することを呼び

かける」を発表しました。いま、各大学が軍学共

同にどう対応するか、社会から注目されています。

そこで以下の 4 点について質問します。 

１、高知大学では防衛装備庁「安全保障技術研究

推進制度」をはじめとする軍事研究が行われたこ

とはありますか（各種研究制度の公募への申請は

ありましたか）。 

【文書回答】 

軍事研究に関する各種研究制度の公募への申

請はありません。 

２、高知大学の研究者が軍事研究制度への申請の

意向を示した場合、大学はどのように対応します

か。 

【文書回答】 

外部資金等の受け入れに関する関係規程に基

づき機関決定を行います。 

３、高知大学には軍事研究の是非に関する学内規

定は存在しますか。 

【文書回答】 

軍事研究の是非に関する学内規定は存在しま

せん。 

４、上記３で述べた学内規程が存在しない場合、

今後策定する予定はありますか。 

【文書回答】 

現時点では、策定する予定はありません。 

 

【団体交渉】 

大学：軍事研究そのものについての判断基準は高知

大学に存在しない。 

組合：学内規定は必要だ。学内規定の策定を求めた

い。 

 



4 

 

 

高知大学教職員組合 

新採用者歓迎 BBQパーティー 

 

 

日 時    2017 年 4 月 23 日（日） 

    12：00 高知大学朝倉キャンパス正門に集合 

会 場    鏡川紅葉橋 

（朝倉キャンパスから車で約５分） 

       ※雨天時は、朝倉キャンパスの組合室で開催（図書館の東裏） 

参加費    無 料 

 高知大学に新しく入ってこられる教職員の方をお迎えして、新採用者歓迎バーベキューを開催する

ことにしました。 

 職種や職場を越えた、同じ職場で働く仲間作りをお手伝いし、そのことが新しく入ってこられる教

職員の方たちがスムーズに職場に馴染むことにつながり、みんなが気持ち良く働けることになるので

はないかと考えました。 

 どうぞお誘いあわせのうえ、ご参集下さい。新採用者以外の方のご参加も大歓迎です！ 

 

 

 当日参加も大歓迎ですが、ご参加いただける方は、組合へ 4 月 19 日（水）までにご連絡下さると

準備の都合上助かります。 

 

 

 

高知大学教職員組合 

〒780-8520 高知市曙町 2-5-1 

TEL＆FAX 088-844-1489 

朝倉物部地区内線 1159 

E-mail：union@mb4.seikyou.ne.jp 

http://kuunion.cocolog-nifty.com/ 
 

組合非公認ゆるキャラ 

カワウソさん 

 

 

 


