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2018年度の団体交渉の、3月 12日の対面交渉の内容と 3月 11日に行った追加の申し入れに対する 3月 28日付

の文書回答 2の概要です。 

 

１.労働条件・職場環境 

１）定年一律 65歳 

（追加申し入れ） 

61～65歳の給与を下げることは教員については現状からの不利益変更になりますが，それにどのような合

理的な理由があるのか，お教え下さい。 

 

【文書回答 2】 

本学教職員の定年については，国家公務員の定年の引上げにかかる動向を参考に検討する予定です。 

人事院は，国家公務員の定年を段階的に 65歳に引上げ，60歳を超える職員の年間給与を 60歳前の７割水準に設

定することを示しています。 

実施されることになれば，運営費交付金の配分にも影響があると予想されますので，本学の財政状況を考慮の上，

大学教員を含む 60歳を超える教職員の給与制度の見直しを検討する必要があると考えます。 

【まとめ】 

教員の給与引き下げは不利益変更に当たるので、合理的な理由があるかどうかなど注視していきます。 

 

３）非常勤職員の労働条件 

（追加申し入れ） 

パートタイムの非常勤職員への期末・勤勉手当を求めたところ，「現段階では，予定していません」との回

答でした。 

 しかし，今年 2月 15日，大阪医科大学（当時）の元アルバイト職員に対して賞与を支給しないのは労働

契約法に違反する，という判決が大阪高裁で下されています。この判決を踏まえ，改めて要求への回答と

その理由を教えて下さい。 

参考記事 https://mainichi.jp/articles/20190215/k00/00m/040/201000c 

 

【文書回答 2】 

他大学における同一労働同一賃金の実現に向けた取組や，国家公務員の非常勤職員の給与の取扱い等を踏まえて

検討したいと考えており，現在はそれらの動向を注視しているところです。 

 なお，参考記事によると，大阪医科大学（当時）の元アルバイト職員は，フルタイム雇用であったとのことです

が，本学ではフルタイムの非常勤職員には，期末・勤勉手当を支給しています。 

 

【まとめ】 

 大学側は消極的な姿勢ですが、人手不足に伴って民間企業では非正規労働者の賃金などの待遇改善が進んでい

ます。昨年度実施の大学アンケートの結果などを踏まえ、今年度も引き続き待遇改善を求めていきます。 

 

（当初申し入れ） 

  改正労働契約法の施行に伴い、2018年 4月より「無期転換ルール」が適用され始めました。この間、文科

省は繰り返し国立大学に対し立法趣旨に基づく適切な対応を求め、中四国はもちろん全国の大学で恒常的業務

に就く非常勤職員の雇い止めを撤廃する対応が行われ、雇い止めを強行した大学では労働審判など訴えが相次

ぐ事態となっています。本学では、恒常的な業務にあっても採用年度によって一律 5 年未満で雇い止めする方

針を固持していま 
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【対面交渉】 

（1）・（2）（大学）雇止め問題に関する実態把握をするつもりはない。 

 

（3）（大学）現在の雇用ルールを変更する予定はない。非常勤職員の雇止め後に後任を雇用したら人件費は減ら

ないが「リフレッシュ」（？）の効果がある。正規職員の割合が他大学と比べて少ないので正規職員の一定の枠は

確保したい。よって、やみくもに無期転換を増やすことはしない。非常勤職員がそんな大事であれば事務からで

はなく，私学のように常勤教員を減らして非常勤職員を増やすという事を教員が納得するなら踏み切ってもいい。 

（組合）人が減ることで事務の負担が増えている中で，仕事のノウハウを覚えた非常勤職員がすぐ辞めてしまう

のは合理的ではないと考える。 

（大学）特段重要なものを非常勤職員に専ら任せているということはない。「いなくなると困る」ような人材には

正規職員登用試験で対応する。ノウハウの継承に関する問題は，勤続 40年の常勤職員の定年退職でも同様である。 

（組合）3年または 5年という非常勤職員の雇用上限に合理的な理由はあるのか 

（大学）「定年が 60歳」とか「成人年齢が 20歳」と同じようにあまりが意味ないことで（！！）それを前提とし

て粛々とやって行くだけ。とにかく予断をもって無期転換の可能性を非常勤職員に期待させてもいけない。 

 

（4）（大学）今後必要性があれば身上調書なり意向調査なりにそういった希望を書く欄があるので、そういった

ことを盛り込むことは必要だと思う。 

 

（追加申し入れ） 

(5) 高知大学非常勤職員就業規則 7 条（4）に該当しないけれども，学長判断などで 2019 年度から無期転換

が認められる予定の非常勤職員の人数および所属部局を教えて下さい。 

 

【文書回答 2】 

 １名 地域協働学部    

【まとめ】 

 大学側は従来通りの不誠実な対応を変えませんでした。しかし人手不足が全国的に広がる中、原則 3年目での

機械的な雇止めは長期的に見て大学の効率的な業務遂行を妨げる可能性が高いと思われます。「部局推薦による

無期転換」および「就業規則の変更」という２方向からの制度改善を引き続き要求していきたいと思います。 

 

４）教員人事再開 

（当初申し入れ） 

今年度初頭には「昨年秋に行われる見込み」とされていた教員の人事ポイントの配分がいまだに行われておら

ず，今後の見通しも明らかになっていません。 

教員人事ポイント配分について，その時期，内容，運用方法に関する今後の見込みを教えて下さい。 

【対面交渉】 

＜（辻田理事；教員人事については以下同様）採用については、設置基準、課程認定、その他維持に限りそれ以

外は後任不補充のルールで第 3 期までやるということで合意されており，この前提で人事を考えている。 

昇任人事については、働く意欲・転出者の問題などがあり可能な限り予算を確保の上で再開したいという宿題を

すが、その弊害の声が組合には届いています。（詳細は資料 1参照） 

この問題につき、以下の点について質問・要求します。 

（1）一律 5年未満での雇い止めにより現場が被った影響についてどのような実態把握を行なっているのか、報告を求

めます。 

（2）上記の実態把握を踏まえ今後どのような対応を行なうのか、見通しをお示しください。 

（3）改正労働契約法の立法趣旨に基づき、非常勤就業規則にある更新上限 5年未満を削除し、希望者すべてに開かれ

た無期転換ルールを迅速に整備することを求めます。 

（4）改正労働契約法に基づき 2019 年 4 月から始まる無期転換対象者に関して配置転換が検討される場合は、対象者

への希望調査や話し合いなどの手続を実施することを求めます。 
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昨年 4月に理事になって引き取った。 

昨年秋をめどに人事ポイントを配分する，というのは誤解で，お金の見通しがたってから昇任人事を再開のやり

方を提案させてほしい，というのが年度当初の発言であった。その後，不安定要因（定年延長やプラスの人勧，

運営交付金の再配分分，働き方改革による超過勤務手当などの財政上の新たな支出）が次々と現れ提案が遅れた。 

人事審議会，実施検討本部でも申し上げた通り，昨年秋の段階で各部局から出た昇任者（A ランク：2019 年 4

月 1日、B ランク：第 3期中期目標期間中）のうちA ランク 30 名については，人事課と財務課に無理をお願い

して人件費を出して頂くことで前回の人事審議会で提案したが，今後の見通しや学部間の認識の差により合意に

至らず，人事審議会の総意で再検討し直して仕切り直しとなった。ただし、設置審，大学院の改組で申請書に職

階が必要な分（農林海洋，地域協働）は切り離して，他部局については原案をベースに再度調整し合意が得られ

れば，具体的な時期は分からないが，なるべく早い時期に昇任を決めたいと思っている。私としては，予算が不

安定な状況で事務局にもお願いして可能な限り出せる予算を確保して頂いた上，知恵出し合って一人でも二人で

も昇任人事を進めていきたいという考え。＞ 

（組合）人事審議会で 30名が認められなかった主な理由は何か。 

＜全部の部局で調整するはずだったじゃないかとか、そもそもポイント制はどうなったのかとか議論が出た。ポ

イント制は人事を停止している状況では機能していない。 

財政が厳しい中でとにかく予算確保して頂いてその分でどれだけの人が昇任できるかを学部で調整してもらうし

かない。改めて部局長から意見を伺って再提案する予定にしているが，予算はこれ以上増えないので 30 名を超

えると調整が必要になるだろう。 

 例えば今年は 5千数百万円であた運営交付金再配分分がどうなるかもわからず，また，病院からの財政支援が

打ち切られることが予想されており，財政が不安定な状態が続くことが予想される。そのような状況でポイント

制を続けることは難しく，基本的な考えとしては事務にも可能な限り頑張って頂き，確保できた予算の中で昇任

人事を 1歩でも 2 歩でも進めていきたい。＞ 

（組合）ポイント制は長く存在していたが、学部の中の人事構成が歪む原因にもなっていた。 

＜ポイント制で一番悪かったのは、上級職種のポイント使って若い教員を二人雇うなどにより下位職種が高齢化

しポイントに見合わない人件費に膨れ上がってきたこと。人件費の実費と合致するような計画を立てる必要があ

ると思っているが、現時点でそれを安定的に運用する条件にはないと思うので、3 期についてはこの基本方針で

やらせて頂き昇任人事については可能な限り進めていきたいと考えている。＞ 

 

５）長時間労働問題 

（1）教員の長時間労働について 

【まとめ】 

昨年に引き続き、団体交渉で教員の長時間労働問題について取り上げました。要求したのは 3点です。①大学

当局として教員の長時間労働について各事業場でどのような問題点があると認識しているのか示すこと、②「長

時間勤務者」となる裁量労働制適用者の定義を過労死ラインとみなされるほどの労働時間から短縮すること、③

裁量労働制適用者に「主として研究に従事する」労働環境を整備すること。 

これらに対する大学の回答の詳細は以下の交渉記録で確認していただきたいと思いますが、結論だけ述べれば、

①については二度の要求にもかかわらず回答がなく、②と③については大学の責任を認識していないまったく的

外れの回答がありました。 

現実には、2017年度の団体交渉で指摘したように、地域協働学部や農林海洋科学部をはじめ、教育業務に忙殺

されて研究の時間が取れない、振替休日さえも取ることができない、といった状況が各学部で生じています。大

学側がこれらの問題を十分に把握せず、自らの責任として認識していないことが大きな問題であり、引き続き教

員の長時間労働問題について取り組む必要があります。またその際、「長時間勤務者」の定義を「3ヶ月の超過勤

務時間 80時間以上」から短縮していくことも重要な点だと考えます。長時間労働の是正は、労働者の生命を維持

するためだけでなく、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスを実現し、ゆたかな生活を送るために必要

不可欠なものであるからです。この視点のもとに、引き続き教員の長時間労働問題に取り組んでいきたいと考え

ています。 

（追加申し入れ） 
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(1) 教員の長時間労働について 

（マル 1） 「現時点で，裁量労働制の運用にあたって各事業場でどのような問題点があると認識し，どのよう

な対処法を考えているのか示してください。」と要求しましたが，回答がありませんでしたので，改めて

回答を要求します。 

（マル 3） 「業務の遂行に支障がある場合には，各部局等において業務の見直しを検討，実行していただく必

要があると考えます。」との回答について，「主として研究に従事」していない教員に裁量労働制を適用す

ることは，そもそも法令違反であり「業務の遂行に支障」以前の重大な問題と考えます。「業務の見直し

を検討，実行していただく必要がある」とは，裁量労働制が適用される教員が「主として研究に従事」す

るようになるための「見直し」を含むのかどうか，お教え下さい。 

 

【文書回答 2】 

 大学教員の業務として，研究業務のほかに，講義等の授業や入試，管理運営に関する会議等があると認識してい

ますが，これら研究以外の業務によって「主として研究に従事する」ことに支障がある場合は，各学部等において

研究以外の業務の見直しを検討し，実行していただく必要があると考えます。 

 

６）男女共同参画 

（当初申し入れ） 

(1)正規職員と非正規職員の両立支援制度における条件格差の改善について 

【対面交渉】 

（1）について、「現状では志望するのはほとんどが女性で，採用にあたって男女を差別しているわけではなく，

実態に応じてそうなっている。試験受けて入ってくる常勤の事務系職員はほぼ男女均等か場合によっては年に

よっては女性の方が多いという状況である。 

【まとめ】 

大学が今年度実施した「高知大学における働き方と生活に関するアンケート」の結果の公開、その結果から大

学が見出した課題、そしてその課題に対する対策の具体化を、組合としては求めていきます。 

また、本学でも女性の管理職、研究者が増えており、意思決定の場に女性が就くことは大学の多様性（ダイバ

ーシティ）を促進すると思われますが、非常勤に女性が多いという問題自体は、社会構造的な問題として扱う必

要があります。例えば労働条件として、非正規雇用の職員が、3年の契約で働かざるを得ないという制限があり、

その多くが女性であるならば、一方の性にそのような状況を被っているという視点が男女行動参画を進める大学

としても必要ではないでしょうか。 

 

７）駐車場有料化問題 

（追加申し入れ） 

(1)「駐車料金徴収制度導入以降の収益について，支出も含めて，具体的かつ詳細な数値」を要求しましたが，

それが示されていませんので，「具体的かつ詳細な数値」を示して下さい。 

(2)「学外者等の放置・不法等駐車が激減したことにより，真に必要な学内利用者の駐車スペースが確保でき

たこと，また，入構車両の抑制を図ったことにより，構内での交通事故が減少した」とありますが，それぞ

れ具体的なデータを示して下さい。 

 

【文書回答 2】 

 依頼のあった「具体的かつ詳細な数値」及び「具体的なデータ」については，これまで個別事項の数値を公表し

てきておらず，また，組合側から学内外へ適切な説明がないまま公表されることによって，数字のみが独り歩きす

ることも懸念されるため，回答は差し控えます。 

【まとめ】 

（問題 1）状況が改善されたという当局の見解は今回初めて示されたものであり，「これまで公表してきてい

ない」ことが具体的な数値やデータを示さない理由にはならない。引き続き要求してゆく。 

（問題 2）「組合側から学内外へ適切な説明がないまま公表されることによって，数字のみが独り歩きするこ

とも懸念される」とはどういうことか。不誠実交渉（「根拠を示さずに自己の主張に固執する」こと；判例あ
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り）の可能性もあり，組合としてはこの回答について再考を求めたい。 

８）ハラスメント対策 

（追加申し入れ） 

(1) 回答に示された，平成 23年度に作成された「ハラスメント等相談員対応マニュアル及びハラスメント相談

後の対応ステップ等」とは次のサイトで公開されている「ハラスメント等相談の流れ」のことでしょうか？別

の文書等があれば示して下さい。 

https://www.kochi-u.ac.jp/campus/life/sonota/sonota_harasu 

 また，12月 6日の人事課との懇談において説明があった「相談に対する対応に要する期間は原則 2ヶ月

以内としている」ことについて，また，ハラスメント相談員の選定の方法や基準について，それらを定め

た内規があれば示して下さい。 

 

【文書回答 2】 

 ハラスメント等相談員対応マニュアルおよびハラスメント相談後の対応ステップ等は平成 23 年度に作成してい

ます。ハラスメント相談後の対応ステップ等は上記のサイトに掲載しているハラスメント等相談の流れのことで

す。 

ハラスメント等調査委員会規則に，「調査委員会は原則として 2か月以内に調査を終了するものとする」とあり

ます。また，ハラスメント等相談員については倫理・人権・苦情処理委員会規則にあります。 

 

（追加申し入れ） 

(2) 「調査委員の負担の緩和，迅速な解決等のための方策について，今後検討する予定です。」との回答です

が，緩和・解決の程度と時期について，具体的な目標を示して下さい。 

 

【文書回答 2】 

 調査委員の負担の緩和等については，予算の措置を必要とする場合も考えられますので，そういった点も踏まえ，

今後検討する予定です。 

 

（追加申し入れ） 

(3) 「毎月のハラスメント相談件数とその処理状況の周知」について，現時点での検討状況，および周知を開

始する時期の見通しを示して下さい。 

 

【文書回答 2】 

（2019年 1月 29日の申し入れに「ハラスメント予防を促すためにも，毎月のハラスメント相談件数とその処理

状況についてガルーンや KULAS等で本学の構成員に周知することを求めます。」とあり） 

 毎月のハラスメント相談件数とその処理状況の公開については，ハラスメント予防を促すための有効な手段かど

うかということも含めてこれから検討する予定です。 

 

【まとめ】 

 大学側は、回答・対面交渉ともに、制度があればよしとしてその実効性は不問にする姿勢を貫こうとしていま

す。しかし、国内外で職場のハラスメントは問題視され、日本でも 2019年 5月末には職場のハラスメント防止対

策を義務化するハラスメント規制法が成立しており、実効性のあるハラスメント防止策を整備することは急務で

す。 

 組合では毎年、組合員・非組合員問わずハラスメント相談が寄せられています。いずれも深刻なものばかりで

すが、現状の大学の仕組みでは実態として「解決」までに 1年近くを要したり、基本的に相談者の部局に戻して

「解決」を図るなどの問題点があるため、ハラスメント対応として機能していないケースが複数あることが窺え

ます。 

 働く誰もが生き生きとその能力を存分に発揮できる職場環境にすることは、すべての労働者にとって共通の願

いではないでしょうか。大学には、ハラスメントを許さないという姿勢を明確化するとともに、ハラスメント被

害に対応するための制度の実効性を検証し改善し続ける姿勢が、強く求められています。最新の研究の知見や先
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進的な他大学の取り組み等を踏まえた実効性のあるハラスメント対策の強化を、今年度も引き続き求めていきま

す。 

 

３.頑張る教職員への支援充実 
（追加申し入れ） 

高知大学は，本学の「科学研究費助成事業（科研費）獲得向上のための取扱いに関する基本方針」は，「平

成 31来年度科研費公募要領」で記載されている「各研究機関において科研費に応募させることを目的化す

る」ことには該当していないと認識しているのか教えて下さい。また，もし「該当しない」と認識されて

いる場合，「各研究機関において科研費に応募させることを目的化する」とは一体どのような事態を指すと

認識されているかお示し下さい。 

 

【文書回答 2】 

 「科学研究費助成事業（科研費）獲得向上のための取扱いに関する基本方針」につきましては，以前回答いたし

ましたとおり，対象者である大学教員に対する責務を示した方針です。 

ご質問にある「平成 31 来年度科研費公募要領」に記載される抜粋の一文とで該当・非該当を回答できるものでは

ありません。 

【まとめ】 

 大学の回答は文科省や学術振興会の要請を無視するものです。科研費応募の義務化は、自発的な研究にとって

無意味かつ有害であり、引き続き見直しを求めていきます。 

 

５.運営費交付金の「評価配分」 

（追加申し入れ） 

 国大協の動きについては承知しております。 

 他方，国大協が出した声明などをもとに，本学のステークホルダーに対して現時点での高知大学の意見

を正式に表明し，理解を求める取り組みは行わないのでしょうか。例えば，2015 年 2 月 23 日に本学の学

外理事が出した「我が国の人材育成を支える国立大学法人運営費交付金の確保について（声明）」，および

同月 26日に脇口学長が出した「国立大学法人高知大学経営協議会外部委員からの「我が国の人材育成を支

える国立大学法人運営費交付金の確保を求める声明」（平成 27年 2月 23日）を受けて」のような取り組み

は行わないのでしょうか。 

https://www.kochi-u.ac.jp/information/2015022600075/ 

 なお，全大教では 1月 16日に文科省との会見を行って今回の問題に関する意見交換を行い，また「国立

大学の運営費交付金 1000億円「評価配分」の撤回を求める賛同署名＆メッセージ」をネットで募集し，集

まった署名とメッセージを財務省（財務大臣） ，文部科学省（文部科学大臣） ，国大協（山極壽一会長） ，

主要政党（7政党の文部科学部会長，もしくは政策審議会長） ，衆参両院の文部・文教科学委員会委員 ，

その他衆参両院の野党議員のうち文部科学関連に関係する委員（合計 64通）に送付しましたので，ご承知

おきください。 

 

【文書回答 2】 

 新しい評価・資源配分の仕組みの見直しを含め，中長期的な視点を踏まえて，第 4期中期目標期間における国立

大学法人の評価と運営費交付金への反映の在り方について，国大協において評価検討会を設置し検討しています。

その検討結果を踏まえ，本学のステークホルダーに対して理解を求めてまいりたいと考えており，現時点において，

質問の中の例にあるような声明等を出す予定はありません。 

【まとめ】 

 今回の運営費交付金問題は深刻であるにも関わらず、大学の姿勢は消極的です。今後もこのような制度改

悪が進む可能性は高く、引き続き大学に対して対外アピールなどの取り組みを促していきたいと思います。 

 

 
 
 


