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2021年11月17日 

国立大学法人高知大学長 

櫻井 克年 殿 

団体交渉の申し入れ 

高知大学教職員組合 

中央執行委員長 岡田 健一郎 

 

 

平素より高知大学の教育研究環境の改善にご尽力くださっていることに敬意を表します。

以下の事項について団体交渉を申し入れます。 

 

 

１．新型コロナウイルス対応  

 

新型コロナウイルス感染拡大に対して、本学が私たちの要望も取り入れられたさまざま

な対応を実施されてきたことに敬意を表します。 

 一方、本学でも感染防止対策として在宅勤務（テレワーク）が進められてきましたが、現

在も部署によっては在宅勤務を申請しても認められにくい、あるいは申請しづらい、という

声が組合に届いています。出勤か在宅勤務かにつき、できる限り本人の意思で選択できるよ

うな仕組みの実現を求めます。 

 

 また、昨年度申し入れた以下の事項についても引き続き着実な取り組みを求めます（以下

の１）～５）に関するご回答は不要です）。 

 

 １）適切な業務負担と手当の支給について 

(1) 感染対策などによるさまざまな業務負担増の実態を把握すること。 

(2) 業務負担の偏りを是正し，必要な手当ての配分を行うこと。 

(3) 教職員の心身の不調に関する調査を行い，解決に必要な対応を行うこと。 

 

 ２）教育と学生支援について 

(1) オンライン授業の教育効果の検証，および学生の学ぶ権利の確保に関する調査を行い，

必要に応じて授業実施方法の改善，担当教員に対する指導，学習環境の整備などの対応を行

うこと。 

(2) 新型コロナの影響で困窮する学生に対して，必要な支援を行うこと。 

(3) 学生の心身の不調に関する調査を行い，解決に必要な対応を行うこと。 

 

 ３）感染対策の充実について 

(1) 感染対策の物品を十分に支給し，必要なすべての場所に設置すること。 

(2) 消毒液の配備に際し，アルコール過敏症等の学生・教職員へ配慮すること。 
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(3) 公共交通機関による通勤時の感染を防ぐために時差出勤を検討・実施すること。 

 

 ４）附属病院における労働環境の改善について 

(1) 感染対策の物品を十分に支給し，密を避ける環境を確保するなど，職員の安全を考慮し

た感染対策を病院全体で実施すること。 

(2) 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金など職員に対する給付金制度に積極的に

申請し，申請・交付手続きに関する状況を随時職員に周知すること。 

(3) 教職員が安心して利用できる休憩・昼食場所を確保すること。 

 

 ５）業務の見直し・簡素化について 

(1) 在宅勤務について，勤務の条件や時間などのルールを策定すること。 

(2) 在宅・時差・ローテーション勤務に対応できる業務の見直しを行うこと。 

(3) オンライン化による会議や決済などの簡素化を推進し，コロナ後も継続すること。 

 

 

２．労働条件 

 

１）定年一律 65歳 

 昨年度の団体交渉では「大学教員以外の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」との回答を頂きました。6月 4日に成立した改

正国家公務員法により国家公務員の定年は 2031 年までに段階的に 65 歳まで決まりました

が、本学ではどのような定年引上げを計画されているのか、お教え下さい。 

 

 ２）無期転換問題 

 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」が適用されています。

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の訴えが相次ぐ事態となっています。 

本学では事務職員の場合、恒常的な業務を担当していても一律 5 年未満で雇い止めする

方針を固持しています。しかし高知大学が 2018年度に実施した「高知大学における働き方

と生活に関するアンケート」では「3年ないし 5年を越えても就労を希望する人が働き続け

られるようにした方がよい」いう回答が 65.1％でした。 

すでに徳島大、室蘭工大、秋田大、埼玉大、東京大、東京農工大、信州大、愛知教育大、

三重大、京都教育大、奈良教育大などでは、非常勤職員の更新上限を撤廃しています。また、

例えば名古屋大では自己評価書と面接を用いながら、全学の配置転換や学内公募によって

解雇回避努力を行う仕組みが整備されています。 

 

（参考）国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則 

7 条 1号「雇用期間は、当該年度の範囲内で定めることとする。なお、業務の都合上、やむ

を得ず雇用を更新する場合は、本学の業務見通し、当該非常勤職員の勤務成績、健康状況、
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給与等を考慮して行うものとする。ただし、当初の採用日より３年を超えて雇用することは

ない。」 

同条 3号「（略）学長が別に定めるところにより必要と認めた者については、３年を超えて

雇用することがある。ただし、当初の採用日より５年を超えて雇用することはない。」 

 

（1）国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則 7 条では、非常勤職員の雇用期間を原則 3

年、長くても 5年間としています。雇用期間を「3年」と「5年」に設定している理由を教

えてください。 

（2）上記アンケート結果や改正労働契約法の立法趣旨に基づき、既存の正規職員登用試験

とは別に、一定の基準を満たせば希望者が無期転換されるルールを速やかに整備すること

を求めます。 

 

３）人事院勧告への対応 

 人事院勧告（人勧）準拠の方針に基づき、未支出分の人件費や予備費を充当して増額に対

応する大学当局の努力は評価します。しかし、本学教職員の賃金は民間企業だけではなく私

立大学教員などに比べても低い水準であること、本学の運営に不可欠な人材確保のための

大きな要因であることを考慮し、組合では人勧の水準を本学教職員の給与の最低ラインと

して、増額のための最大限に努力することを求めてきました。 

 昨年度の団体交渉では「令和元年度の人勧への対応について、遡及分の支給、遡及しての

増額改定を行わなかったことに対する代償措置は行わない」との回答を頂きましたが、今後、

人勧準拠の給与増額がどうしてもできないという状況に陥ったときには、早急に勤務時間

の短縮や有給休暇の増設などの代償措置を講ずることを求めます。その際には必要に応じ

て、組合としても具体的な代償措置を提案させて頂きます。 

 

 ４）非常勤職員の処遇  

 政府は「働き方改革」の一環として、正規・非正規雇用の間の不合理な待遇差の解消を目

指す「同一労働同一賃金」の取り組みを進めています。 

（参考）厚労省「同一労働同一賃金ガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html 

 

 労働契約法 20条（現・改正パートタイム労働法 8条および 9条）における同一労働同一

賃金が争われた 2020 年 10月 23、25日の最高裁判決でも、非正規労働者に対する有給の病

気休暇および休職給、扶養手当、年末年始の勤務手当、お盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、

早出残業手当、住宅手当、褒賞などの支払いが使用者に命じられています。 

 2020 年度の団体交渉で大学からは「他大学の状況を勘案しながら、具体的な検討を行っ

ていく予定」との回答を頂きました。例えば、徳島大、茨城大、京大、東大、電通大、静岡

大、大分大、埼玉大などでは、非常勤職員にも有給の病気休暇が付与されています。 

本学でも全ての教職員が誇りとやりがいを持って働けるように、非常勤職員の労働条件

に関し、以下の点で改善を求めます。 

(1) 非常勤職員（フルタイムおよびパートタイム）へ有給の病気休暇を付与すること。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
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(2) 非常勤職員（フルタイムおよびパートタイム）へ有給の子の看護休暇を付与すること。 

(3) 非常勤職員（フルタイムおよびパートタイム）へ有給の介護休暇を付与すること。 

(4) パートタイムの非常勤職員にも期末・勤勉手当を支給すること。 

 

５）長時間労働問題 

 

(1) 教員の長時間労働について 

教員の長時間労働問題に関して、大学が「高知大学における働き方と生活に関するアンケ

ート」（2018年度）、部局長へのヒアリング（2019年度）、各部局における課題への対応状況

（2020年度）など現状把握と対応を進めている点は一定程度評価しています。しかし 2018

年 1 月の団体交渉申し入れ文書に記したように、教員の長時間労働問題は各部署で状況や

その背景が大きく異なっています。大学側の事業所ごとの抽象的な総括では各部局の抱え

る問題点、必要な対応策が十分に明らかになっていません。 

また教員の長時間労働の問題として大きな点は、長時間労働者が多いにもかかわらず、そ

れが「長時間勤務者」として問題にならない点です。本学で「長時間勤務者」となる裁量労

働制職員は、超過勤務時間が 3か月平均で 80 時間以上の職員とされています。複数月の超

過勤務時間が 80 時間以上というのは過労死ラインとして認められるほどの労働時間です。 

そもそも専門型裁量労働制が「学校教育法に規定する大学における教授研究の業務」に適

用される際には、「主として研究に従事するものに限る」という但し書きがついています。

「主として研究に従事する」とは、「講義等の授業や、入試事務等の教育関連業務の時間が、

多くとも、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、そのおおむね 5

割に満たない程度であることをいうものである」とされています。現実には、各部局での業

務の見直しによって対応することは不可能なほど研究以外の業務は多くあります。 

また本学では「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定」を締結しましたが、これに

よって教職員の休暇取得促進がかえって妨げられたという声も組合には届いています。 

これらをふまえ以下の点を求めます。 

 

① 教員の長時間労働問題に関して各部局（各学部）の問題点を洗い出し、それに対して適

切に対応すること。 

②「部局におけるワークライフバランスに関する課題の対応状況まとめ」に書かれているよ

うにすでに一部で対応が進められているのであれば、その結果どれだけ長時間労働が改善

されているのか現状を示すこと。 

③ 裁量労働制職員の健康と福祉を確保するため、時間外労働の限度を事務職員と同じ基準

とするなど、より短い時間での基準を採用すること。 

④ 大学教員に裁量労働制を適用するのであれば、教員に「主として研究に従事する」こと

ができるような労働環境を整備すること。またそのための人員配置を行うこと。 

⑤ 休暇取得について目標を設定し達成程度を公表するなど、有給休暇の取得を促進するた

めの取り組みを実施すること。 

 

（2）事務系職員の長時間労働について 
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 昨年度における事務系職員に支払われた超過勤務手当，休日給について，人数，時間，日 

数および金額を教えて下さい。 

 

６）教員人事  

 長期に及ぶ教員人事の凍結の影響で、教育業務や運営業務による教員の多忙化が問題と

なっており、学部よってはぎりぎりの状態で何とか業務を回している、という問題を抱えて

います。本年 7月 28 日に決定された「第 4期中期目標期間教員人事基本方針」では教員人

件費の学部への配分が半減されることが示されていますが、学部が疲弊しては「学長のリー

ダーシップを支える」ことさえ難しくなります。行き過ぎた教員の業務負担を招くことを避

けるため、学長に配分された教員人件費の「学部等へ配分」は、まず、学部の健全な運営を

確保するために配分することを求めます。 

 

 

３．職場環境 

 

 １）ハラスメント対策について  

ハラスメント対策をめぐり、前回回答では、これまでの不誠実との誹りを免れない回答に

比して改善が見られたことを評価します。引き続き、大学が問題解決に向けた個々の申し入

れに関する検討状況の詳細を組合に対して説明するとともに、この間繰り返し提示してき

た要求に対し誠実な回答に徹することを求めます。 

 

(1) 過去 5年にわたり申し入れを行ってきたハラスメント相談件数とその処理状況につき、

昨年 12月にようやくガルーンや KULASで周知されました。相談対応と対応をきちんとして

いると客観的に判断できる状態で周知すること自体にハラスメント抑止効果があることは、

これまでの申し入れでも再三お伝えしている通り、専門家の間では常識です（北仲・横山

2017『アカデミック・ハラスメントの解決』、2013『現代思想 特集 ハラスメント社会』）。

昨年 10月 16日付回答で「組織として、ハラスメントのない大学を目指して取り組」んでい

ると標榜する高知大学において、情報の開示につきなぜこれほどまでに時間を要したのか

につき説明を求めます。また、今後は毎年度２回（各学期ごとの）相談件数と処理状況を公

表することを求めます。 

 

(2) 昨年 10 月 16 日付回答で、ハラスメント問題の迅速な解決への具体的な「改善に向け

た検討を行ってい」る旨が記されています。一方で、回答では具体的な対策までは示されて

いません。組合には、解決に至るまで相変わらず長期間を要している、調査委員会の調査結

果と幹事会との判断とが一致しないことがある等の情報が寄せられています。どのような

検討を行っているのか、まずはお示しください。くわえて、数々の実例で抑止効果の期待さ

れている外部委員の招致など、これまで組合が提起してきた案をどれほど真摯に受け止め

検討しているのか、具体的かつ詳細にご説明ください。 

 

 (3) 昨年度の団交では、組合がハラスメント被害・加害の実態調査を求めたところ、大学
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からの回答は「実態調査の実施は考えておりません」というものでした。しかしながら、本

学で公表された 2019 年度のハラスメント相談件数は 48 件とされ、残念ながらまだ多くの

ハラスメントが起こっている模様です。ハラスメントの予防のためにも、やはり実態を把握

することが重要ではないでしょうか。改めて、全学におけるハラスメント被害・加害の実態

調査を求めます（必要があれば組合もアンケート項目の作成などにご協力したいと思いま

す）。 

 

 ２）男女共同参画  

(1) 2020年度、男女共同参画に関して高知大学でどのような点が改善されたのかを教えて

下さい。 

 

(2) 育児や介護以外で、家族に看護が必要になった際に取得できる休暇制度の導入（看護休

暇の対象を、子どものみならず配偶者や親などの家族に広げること）を求めます。 

 

(3) 人事課から提供していただいたデータを分析した結果、約 20年前に比べて男女間の昇

進の差は減っているものの、①常勤職員に比べて不安定な労働条件で働く非常勤職員で女

性の割合が非常に高いこと、②課長補佐級以上の事務職員では女性が少なく到達年にも差

がみられること、が明らかとなりました（『こぶし』2021 年度第 3 号）。この結果を大学は

どのように受け止めているのか教えてください。 

 

 ３）ダイバーシティへの対応について  

 昨年の団交ではガイドラインの策定を着実に進めていることが窺えましたが、策定およ

び事項の検討に際して大学の構成員全ての意見を反映する意思は薄弱と言わざるを得ない

状況で進捗していることも明らかとなりました。 

 周知の通り、改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）により、事業主は、性的指向や

性自認に関する侮辱・アウティングもパワハラの一環として措置義務が課されるようにな

りました。実効性あるガイドラインの策定および対策を講じこの問題への積極的な取り組

みを継続することは、高等教育機関に対する社会からの要請と認識すべきものと考えます。

ガイドライン策定の進捗状況および上記の問題をどのようにクリアしたのか、回答を求め

ます。 

 

（参考）他大学での取り組み例 

筑波大学「LGBT等に関する筑波大学の基本理念と対応ガイドライン」 

https://diversity.tsukuba.ac.jp/?page_id=9492 

筑波大学「LGBT支援」 

https://diversity.tsukuba.ac.jp/?page_id=7156 

広島大学「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン―LGBT等の学生の修学のために―」 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/55095 

ICU（国際基督教大学）「ジェンダー・セクシュアリティとキャンパスライフ Vol.1： でき

ることガイド in ICU（ver.1）」 

https://diversity.tsukuba.ac.jp/?page_id=9492
https://diversity.tsukuba.ac.jp/?page_id=7156
https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/55095


7 

 

https://subsite.icu.ac.jp/cgs/resource/gscl01v1.html 

 

 

４．軍事研究 

 

 高知大学で 2018 年 3 月に制定された「『軍事的安全保障研究』への応募等に関する基本

方針」の 1（「研究の公募（あるいは契約）が軍事的安全保障研究に関わる可能性がある場

合は、高知大学研究推進戦略委員会において応募（契約）の是非を決定する」）に基づき、

今年度において高知大学研究推進戦略委員会が開催されていましたら、その応募件数と審

査結果を教えて下さい。 

https://subsite.icu.ac.jp/cgs/resource/gscl01v1.html

