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2018年1月31日 

国立大学法人高知大学長 

脇口 宏殿 

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 原崎道彦 

 

以下の事項について団体交渉を申し入れます。 

 

１．労働条件・職場環境 

 

１）定年一律 65歳 

高知大学の全ての職員の定年を一律 65歳とすることを求めます。 

 

２）退職金引き下げ補填 

退職金引き下げ分への補填を大学の予算でおこなうことを求めます。 

 

３）無期転換問題 

2016 年 12 月、文科省は国立大学に対し 2 度にわたって「貴学における無期転換ルールへ

の対応検討に関する再周知のお願い」とする事務連絡メールを送り、繰り返し「雇い止めに

ついては、個々の事案において、その必要性等について、各国立大学法人に説明責任が生じ

てくるところかと思いますので、都道府県労働局と相談の上、適切にご対応」を行うよう求

めています。 

 また、全国的に影響力のある東京大学では、2017 年 12 月、有期雇用教職員に対し通算雇

用期間について 5年を上限とする規定の削除・撤廃を決めました。報道によればその理由を

「安心してより高いパフォーマンスを発揮してもらうため、有期、無期を問わず全ての教職

員の働き方や雇用環境を改善することを最重要と捉えた」と述べています（朝日新聞 2017

年 12月 15日）。徳島大学や岡山大学など中四国でも無期転換ルールは進み、公共機関、教

育機関である大学法人等が果たすべきは改正労働契約法の立法趣旨に基づいた行動であるこ

とは論を俟ちません。 

 ところが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年未満で雇い止めを

する方針を固辞しています。大学の方針は、職場に不要な分断をもたらし、仕事へのモチベ

ーションを下げ、数年ごとにノウハウが流出して業務遂行上の弊害となっていることが、組

合のアンケートからも明らかになっています（非常勤職員 619名に配布、回収率は 51.5%）。 

 これまで組合は、2013年 4月に施行された改正労働契約法の趣旨を鑑み、恒常的な業務に

就く有期雇用職員希望者には一律に無期転換を行うよう求めてきました。しかし大学は「非

常勤職員には補佐的な業務しかさせていない」、「事務職員には正規職員が一定以上の割合

であるべきだが、無期転換したら簡単に解雇できず、結果的に正規・非正規の割合が逆転す

る可能性もある」などを理由として、従来の方針を見直す姿勢を見せてはいません。 

 この問題につき、以下の 2点について質問・要求します。 

 

(1) 5 年未満で雇い止めとなる個々の有期雇用職員に対する説明をどのように行うのか、報
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告を求めます。 

(2) 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）駐車場有料化問題 

朝倉キャンパスの駐車料金徴収について、以下の 2 点について回答を求めます。 

①「自己収入の拡大を図る方策」として有効であったかどうか、具体的な数値を挙げてお示

しください。 

②料金の引き下げ、徴収免除の範囲拡大など、今後の改善策についてのご意見をお答えくだ

さい。 

 

 2017 年度初頭から導入された朝倉キャンパスの駐車料金徴収については、自動車を使用す

る教職員及び学生から多くの不満が出ています。不満の主たる原因は、常勤の教職員からは

一月 3,000 円、一度入構する毎に 500 円という料金設定です。この額は全国の諸大学に比べ

ても高いものです。首都圏や関西圏などと異なり、公共交通機関の利便性が低い当地では、

自動車はほとんど必需品となっています。それを鑑みれば、本学の料金設定は極めて高額だ

といわざるを得ません。 

 また、カーゲートの導入により、キャンパスの出入りがこれまでよりも不便になったとい

う声も多いようです。全般的に、教職員と学生、そして学外から本学に訪れる方々にとって

便利で快適なあり方に変えていくことを求めます。 

 駐車料金徴収を導入する際の説明（第 281 回役員会〈2016 年 12 月 14 日開催〉審議資料

「高知大学キャンパス駐車料金の徴収について」による。以下同じ）では、その目的の一つ

に、「駐車料金を徴収し、資産の有効活用に繋げ、自己収入の拡大を図る方策とする」ことが

挙げられています。導入以降、駐車料による収入はどのような状態にあるでしょうか、具体

的にお教えください。その上で、駐車料徴収が、「自己収入の拡大を図る方策」として有効で

あったかどうかについてのご意見をお答えください。 

 この質問に答える際には、次のことにご留意ください。駐車料は純粋な収入ではありませ

ん。ゲートの設置費やそれを管理する職員の人件費などの諸費用がかかっているはずです。

また、この方式が導入される際、自動車通勤をあきらめ、公共交通機関による通勤に切り替

えた教職員がかなりの数いるはずです。公共交通機関を使った際の通勤手当は、自家用車に

よるものよりも大きな額になります。関係諸費用、通勤手当の支出の変化について具体的な

金額を示した上で、「自己収入の拡大を図る」ことができたのかについてお答えいただきたい

と思います。 

 最後は、今後の改善策についておうかがいいたします。先に述べたように、現在の価格設

定は高すぎると思われます。この額を引き下げることは不可能でしょうか。 

 また、徴収の免除の範囲を拡大する予定はないでしょうか。前述のように、自動車の有効

性が都市圏に比べて高い当地では、さまざまな用務で自動車を使わざるを得ない場面が多く

あります（諸調査、学外での会議、非常勤講師など）。現在の制度は、このような活動を妨げ

る側面が強いと考えます。 

 また、自動車通勤をしていない教職員は外部の人間と全く同じ扱いになっています。その

結果、家庭の事情（例えば、幼稚園・病院などへの子供の送り迎え）による自動車使用など

も非常に難しくなり、移動時間の増大によって本務に割ける時間を浪費することになってい

ます。 
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 さらに、現状の方式では、一度の出入りで 500 円かかってしまうため、日に複数回出入り

するとそのたびに 500 円かかってしまいます。せめて、「1 日 500 円」ということはできな

いものでしょうか。 

 料金に関しては、自動車を使う学生にも、要件が厳しすぎるとの不満が強くあるようです。

全体的に徴収免除の対象を広くする必要があると考えます。 

 上記のような点を踏まえた上で、今後の改善策全般についてご意向をお答えください。 

 

５）教員人事再開 

各学部における中長期的な人事（昇任、採用）が可能となるような人件費の見通しを示す

ことを求めます。 

 

６）男女共同参画 

 本学の男女共同参画の取り組みについて、現状の報告を求めます。 

これまで本学には男女共同参画担当理事が置かれてきましたが、次期理事には男女共同参

画担当がなく、代わりにワークライフバランス担当が置かれることになっています。 

本学では平成 24 年に男女共同参画推進室が設置され、男女共同参画の推進に向けた取り

組みを進めていますが、非常勤職員の女性比率の高さ、役職者における女性比率の低さなど

を鑑みれば、職場における男女共同参画が十分に実現しているとは言えません。 

本学は「高知大学における男女共同参画の基本理念」において、「学知の探求の拠点として、

次世代育成の母体として、さらには地域社会の発展の基盤として、大学は、男女共同参画社

会を実現するための先進的なモデルを提示すべき立場にあります」と自らの立場を示し、「基

本方針」において、男女がともに能力を発揮できる職場環境・教育環境の構築に加え、男女

共同参画教育を充実させること、大学での実践を社会に向けて発信することを掲げています。

これらの点をふまえて、下記の通り質問・要求します。 

 

(1)男性教員が育児休業をとりやすくするための取り組みについて報告を求めます。 

(2)教職員が仕事と育児・介護を両立しやすい環境を求めます。具体的には以下を求めます。

①仕事と育児・介護の両立支援制度の充実に向けた取り組みの報告 

②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をどのように改善するのかにつ

いての報告 

(3)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。 

(4)本学における男女共同参画の達成状況と課題について、①職場環境、②男女共同参画教育、

③社会への発信、という観点から示してください。 

(5)なぜ次期理事を「男女共同参画担当」ではなく「ワークライフバランス担当」としたのか、

その意図を示してください。 

 

７）ハラスメント対策について 

 2012年 3月、厚労省は労働局への相談増を踏まえ「職場のパワー・ハラスメントの予防・

解決に向けた提言」をとりまとめ公表しました。職場におけるハラスメントとは「同じ職場

で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正

な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」であり、こ

れによる精神障害等での労災保険の支給決定件数が高水準で推移している現実から、経営責

任者には予防・解決を徹底するよう求められています。 
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 本学にもハラスメント対策マニュアルやフローが整備されていますが、予防と解決を図る

にはより一層の改善が必要だと考えます。「大学におけるハラスメント」研究の知見によれば、

ハラスメント行為認定の有無にかかわらず就労環境を整えるために救済はすぐに行うことが

重要だとされています（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』など）。しかし組合に寄せられている相談からは、被害の事

実認定がされるまで被害者救済がなされていない現状が窺えます。さらに「ハラスメント等

相談の流れ」では、「救済方法の検討・解決」で各部局に必ず戻されるフローとなっており、

部局内の問題解決にハラスメント問題の当事者（上司等）が含まれる点で、問題があること

を指摘せざるを得ません。 

組合にはこの間、ハラスメントを受けていても大学に相談できずに一人で悩みを抱えてい

る教職員や、職場での相談対応に不信感を募らせている教職員など、複数の相談が寄せられ

ています。本学の構成員が、個人として尊重され、互いの信頼のもとに教育研究や業務の遂

行をできる、ハラスメントのない環境をつくり維持していくためにも、以下を要求します。 

 

（1）ハラスメント解決に向けた取り組みすべてについて報告を求めます。 

（2）2017 年度までのハラスメント相談件数の推移について報告を求めます。また、毎年の

相談件数につき教職員や学生がアクセス可能なかたちで公開することを求めます。 

（3）被害者救済を迅速に行うための学内規則の現状と見通しを示してください。 

 

 

８）長時間労働問題 

①職員の長時間労働の問題全般について 

本学には様々な職種、勤務形態で働く職員がいます。組合には、部署や職種によって、長

時間労働が慢性化している、特定の時期に業務が集中して深夜 0時を超えて業務を行ってい

るなどの情報が寄せられています。長時間労働の問題は、安全衛生管理の問題のみならず、

職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスに関わる問題でもあります。これらを踏まえ、

職員の長時間労働の問題全般について、以下を質問・要求します。 

 

（1）部署ごとあるいは職種や勤務形態ごとの勤務時間の実態把握をどのように行っているの

か、報告を求めます。 

（2）現時点で認識している部署ごと（あるいは職種／勤務形態ごと）の長時間労働の現状に

ついて、それぞれ報告を求めます。 

（3）大学として、職員の長時間労働にどのような対応を行っているのか、示してください。 

（4）ライフイベントに直面する職員への取り組みはもちろんのこと、すべての職員に対し、

大学がワーク・ライフ・バランスの観点から長時間労働問題への対応を行うことを求めま

す。 

 

② 専門業務型労働制を適用している職員に関する問題について 

専門業務型労働制を適用している職員では、本学において裁量労働制従事者が「長時間勤

務者」として抽出されるには、「3 ヶ月間の勤務時間が平均 240 時間以上」であることが条件

となっています。「時間外労働の限度に関する基準」（平成 10 年労働省告示 154 号）では、

時間外労働の限度は 1 ヶ月 45 時間とされており、本学でも裁量労働制が適用される職員を

除いては「3 ヶ月間の超過勤務時間及び休日勤務時間が月平均 45 時間以上」、「年間の超過勤
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務時間及び休日勤務時間が 360 時間以上」の場合に長時間労働者として抽出されることにな

っています。 

なお、専門業務型裁量労働制の対象業務である「学校教育法に規定する大学における教授研

究の業務（主として研究に従事するものに限る。）」において、「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

が要件とされています。この要件が遵守されているとは言いがたい現状が各部署から報告さ

れています。たとえば地域協働学部では、通常の講義に加え、実習に向けた現地との度重な

る打合せやチームティーチングのための打合せ、学生の進級要件となっている学期ごとの論

文執筆支援など、学部教育に則った授業を行ううえで必須の調整・対応のため、研究の時間

はおろか振替休日さえ取ることができない状況があります。また農学部（農林海洋科学部）

では、実験・実習を実施するための準備・後片付けの時間に忙殺され、さらには担当カリキ

ュラム次第では実験が 3 週間毎日継続し、1 日 8 時間超を連日教育業務に宛てざるを得ない

状況が常態化しています。くわえて、周年的な卒業研究の指導や卒論発表前の指導が佳境に

入るタイミングで入試業務が加わるために「この多忙な状況は尋常ではない」と現場からの

悲鳴が組合に届いています。これらを踏まえ、以下を質問・要求します。 

 

（1）専門業務型裁量労働制を適用している職員の長時間労働の実態をどのように把握してい

ますか。 

（2）労働者の健康と福祉が確保されるには、裁量労働制従事者であっても、「3 ヶ月間の勤

務時間が平均 240時間以上」という条件は長すぎると考えますが、それについてどのよう

に考えますか。 

（3）専門業務型裁量労働制の適用要件に合わない勤務実態が明らかになった場合の対策につ

いて、報告を求めます。 

 

③明らかになった勤務時間管理体制の不備への対応について 

本学では、2017 年 10 月の高知労働基準監督署による立入検査において、医学部・病院事

務部の職員等の適正な勤務管理が行われていないことが明らかになり、労基法違反として是

正勧告が行われました。労基署による是正勧告を受けて、適正な勤務時間管理のために就労

管理システムの改修が予定されていると 2017 年 11 月人事課より示されています。 

組合にはこの間、複数の他部署からも勤務実態と勤務実績報告とが乖離しているとの声が

寄せられるなど、病院事務部で露呈した問題は本学全体の氷山の一角でしかないことが窺え

ます。組合が非常勤職員に対して行ったアンケートでは、実態を反映した記録をせず短くす

るよう上司から求められるケースが複数あることが、明らかになりました。システムの整備

にくわえ、管理職にある職員らの意識改革などソフト面の対応を並行して行うことが急務で

はないでしょうか。この問題につき、以下 2 点を質問・要求します。 

 

（1）就労管理システムの現状はどうなっているか、報告を求めます。 

（2）適正な勤務時間管理のための研修・啓発・調査活動などの今後の見通しについて、報告

を求めます。 

 

９）非常勤職員の処遇 

本学で雇用されている非常勤職員のうち、フルタイム職員には退職金が支給されますが、
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パートタイム職員には支給されません。 

（１）この処遇の違いの理由を教えて下さい。 

（２）今後、パートタイム職員にも退職金を支給する予定はありますか。 

（３）本学でパートタイム職員として働いている人がフルタイム職員に転換することはある

のでしょうか。あるとすれば、その手続について教えて下さい。 

 

 

２.人事評価 

 

事務系職員について以下のデータの開示を求めます。開示にあっては、事務系職員全体の

データと合わせて、部局名を伏せた部局単位のデータの開示を求めます。 

①2015年の6月と12月、2016年の6月と12月、2017年の6月と12月の計6回期末手当をとおして、

「優秀」以上の期末手当の対象となることが0回だった者、1回だった者、2回だった者、3

回だった者、4回だった者、5回だった者、6回だった者の割合。 

②2015年1月、2016年1月、2017年１月、2018年１月の計４回の昇給をとおして、5号俸以上の

昇給の対象となることが0回だった者、1回だった者、2回だった者、3回だった者、4回だっ

た者のそれぞれの割合。 

③上記に関連して、2015年1月から2018年1月までのあいだ、「優秀」以上の期末手当ないし

５号俸以上の昇給のどちらの対象にもそれぞれ1回以上なった者、どちらの対象にもまった

くならなかった者の割合。 

  データの開示は、昨年の資料との連続性がわかるようにお願いします。 

 

 

３.学内意向投票 

 

（１）10月30日、学長選考会議によって高知大の次期学長候補者が櫻井克年氏に決定しまし

た。しかし、選考会議は選考理由を「本学が置かれている現状を踏まえ，各候補者の将来構

想，その実現のための方策，経歴及び学内意向投票の結果をあわせ検討し，合議の結果，学

長選考会議が定めた国立大学法人高知大学学長選考基準の『求められる学長像』に示された

資質・能力を有する最適任者として櫻井克年氏……を次期学長候補者と決定した」としか述

べていません。これでは説明としてあまりに不十分に思われます。 

学長選考会議は今後の学長選考において「国立大学法人高知大学学長選考基準」に照らし

てなぜ当該候補を選んだのか、大学構成員が納得できる説明を行うことを求めます。 

 

（２）従来から選考会議の議事録は概要しか公表されていません。選考会議は大学全体に関

わる問題を議論する場であり、今後の選考会議では全ての発言や資料等を公表することを求

めます。 

 

（３）学内意向投票の投票資格対象者を常勤職員・常勤的非常勤職員のすべてに拡大するこ

とを求めます。 

 

 

４.がんばる教職員の支援拡充 
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１）基礎的な研究経費の配分は低下を続け，常に獲得できるとは限らない外部資金頼みの状

況が続いている一方，外部資金獲得者への間接経費の配分が少ない，という現状を踏まえて，

外部資金が獲得できなかった時期や，もともと外部資金の獲得が難しい分野に対する財政支

援を，間接経費を財源として設計するように前回の団体交渉では求めましたが，「財政難の

ため困難」との回答でした。 

 現状では，間接経費の大半は電子ジャーナル維持，科研費インセンティブ経費などに使用

されていますが，それらの支出が本学教員の研究活動を活性化する目的に相応しい使途であ

るとする根拠について，利用状況や費用対効果をふまえた説明を求めます。 

 

２）事務職員の職場の現状とそれが抱える課題の把握について、2014年の『業務改善レポー

ト』に基づき2017年中にどのような改善が実際になされたか，また，職場の環境が年々変化

する中で，同様の目的の改善施策を改めて実施する予定があるかどうか，説明を求めます。 

 

３）再雇用職員の職名が「‥‥補佐員」であることに違和感を感じる，という意見が組合に

寄せられています。このような職名が当てられた理由について説明を求めます。 

 

４）一昨年の団体交渉での文書回答では「物件費に利用できる法人カード（コーポレートカ

ード）の平成28年度中の導入を目指して利用要領を現在作成中」とありましたが，その後，

旅費精算も含めた導入の検討状況がどのようになっていのか説明を求めます。 

 

 

５.軍事研究 

 

高知大学では昨年、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へ

の応募の是非などに関する学内ルールを策定するという発表がありました。現時点でのルー

ルの検討状況を教えて下さい。 


