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＊不当労働行為認定に続き
勝利的和解。大学に財務資
料の提供等を求めます
＊日本学術会議推薦の新会
員任命拒否に抗議し、全員
の任命を求めます
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中労委で勝利的和解！

知史
片山
執行委員長

今期も委員長を務め
ます農学部支部の片山
知史です。
前期、前々期は、非
正規職員の無期転換問
題、およびその労働争
議に精力を注ぎこんで
きました。
その結果、２０１９
年 月には、宮城県労
働委員会が東北大学の
不当労働行為を認定し、
歴史的な勝利を得るこ
とができました。中央
労働委員会でも優位に
進めることができ、和
解を結ぶことができま
した。無期転換逃れの
雇い止めは認められな
いという流れができて
きており、訴訟も是が
非でも勝利したいと思
います。
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私たちの待遇改善に
ついては、前期は准職
員や時間雇用職員の休
暇の拡充や有給化を大
きく改善させることが
できました。それに対
しては非正規職員から
感謝の声を多くいただ
きました。このように
いろいろな成果が得ら
れているのですが、組
織拡大がなかなか進み
ません。組合員の減少
は組合財政を直撃して
おり、単年度赤字決算
が続いており、支部や
個人からの借り入れな
くしては成り立たない
状況です。
今期は、組織問題に
注力します。
まずは大学病院の看
護師さんを対象に、オ
ンライン宣伝・ウェブ
勧誘を開始します。
「組織率の高い単組は、
病院が強い」という傾
向があります。病院を
中心に、各支部５名以
上の新入組合員を獲得
することを目標にした
いと考えています。
各支部でも組織拡大

にぜひ取り組んでいた
だくことをお願いした

いと思います。

いきます。
なお、この和解勧告
書の末尾には、これを
もって「宮城県労働委
員会命令は失効する」
旨が記載されています。
失効というと、県労委
命令が無かったことに
なるようなイメージが
ありますが、そうでは
ありません。不当労働
行為を解消するための
県労委による具体的な
指示・命令の効力が無
くなっただけです。命
令書に書かれた不当労
働行為自体の事実は消
えませんし、判例のよ
うに公表され将来に残
るものです。
大学当局は、県労委
命令、中労委勧告を真
摯に受け止め、労使自
治の原則に則り、誠意
を持って十分に交渉を
尽くして合意形成に努
める必要があります。

中央労働委員会の和解について

中央労働委員会によ
る和解勧告を受け、２
０２０年 月７日、東
北大学職員組合と東北
大学は和解に至りまし
た。 この和解勧告は、
東北大学による不当労
働行為の法的な再検討
は不要であり、雇い止
め問題をちゃんと労使
で解決できますね、と
いう中労委からのメッ
セージです。すなわち
勝利的な和解といえま
す。
さらに重要なのは、
無期転換逃れの雇い止
めは通用しないという
流れを作ったことだと
思います。
組合は、労働委員会
争議を支援してくださっ
た多くの方々に対して
感謝の意を表するとと
もに、本訴にも勝利し
て、雇い止め問題の解
決にさらに取り組んで
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東北大学不当労働行為救済申立事件
労使関係の正常化で和解！
2020年10月7日
東北大学職員組合

2020年8月31日に中央労働委員会は、中労委令和元年（不再）第65 号事件(以下「本件」という)
に関し、申立人国立大学法人東北大学(以下「法人」という)と被申立人国立大学法人東北大学職員
組合(以下「組合」という)は、下記により和解することを適当と認め、和解を勧告した。
法人側、組合側の双方は、和解勧告を受諾することを確認し、和解文書に調印し、本日中労委に
おいて和解が決定した。
和解勧告の項目は以下のとおりである。
＊＊＊＊＊

１ 法人と組合は、本件が本和解の成立により円満に解決したことを確認する。
２ 法人と組合は、労働組合法・その他諸法令を遵守し、相互理解と尊重の精神に従い、
健全な労使関係の構築及び維持に努める。
３ 法人と組合は、労使自治の原則に基づき相互に誠意を持って交渉をする。
４ 組合が平成30年1月5日に法人に提出した質問要求書について、令和元年7月10日
の団体交渉において回答がなされたものとする。
５ 法人は組合に対し、今後の法人における准職員、時間雇用職員及び限定正職員の雇用
と待遇に関わる組合から出される要求（財務資料の提供を含む）については、誠意をも
って交渉する。
＊＊＊＊＊
本件は、宮城県労働委員会が2019年11月14日に、東北大学に対して具体的な資料を示す等して
誠実に対応することを命じる命令を出したことについて、法人が再審査を中央労働委員会に申し立
てたものである。県労委命令では、法人の不当労働行為が認定され、「非正規雇用職員の希望者全員
を無期転換した場合の財務の見通しなどに関する質問に対して、無期転換を希望する人数を踏まえ
るなどした資料を提示した上で、人件費や財務への影響について具体的に説明し、誠実に対応しな
ければならない」とされた。
中央労働委員会での審理にあたって、組合は申立当時の理事が交代しており、現状を、比較的正
常な交渉が可能となっていると評価して和解の道を探ることを考えて臨んだ。一方、法人側は、第
１回期日で代理人弁護士が不当労働行為の法的な定義に踏み込む書面を提出したいとして、紛争長
期化の姿勢を見せた。しかし中労委は、組合の姿勢を評価し、法人と組合が労使自治の原則に基づ
いた健全な話し合いができると判断し、そのための和解を勧告したという経緯である。中央労働委
員会の賢明な判断と、教育・研究・医療を担う東北大学における法人と組合の信頼関係と建設的な
労使関係を重視した姿勢に敬意を表する。法人側代理人弁護士の姿勢については，今もなお疑問を
ぬぐいきれないが、最終的に和解を受け入れた法人の姿勢については評価したい。
私達組合は、今後、宮城県労働委員会で不当労働行為と認定されたような不誠実交渉が二度と行
われないよう法人に求めるとともに、東北大学の教育・研究の発展，民主的な職場作り、教職員の
待遇と勤務条件の向上のために、法人と協力して取り組んでいく所存である。そして、本件に係る
改正労働契約法に基づく非正規職員の無期転換を実現し、非正規職員の大量雇止め問題の早期に全
面的解決を図ることを引き続き要求する。
組合は、宮城県労働委員会および中央労働委員会での争議を支援してくださった弁護団、ストッ
プ雇い止めネットワークみやぎ、さらに激励をいただいた多くの方々に対して感謝の意を表すると
ともに、現在仙台地裁で係争中である、雇止め無効を求めた訴訟での勝利を、改めて決意するもの
である。

緊急声明

２０２０年 月 日
東北大学職員組合執行委員会

（「声明」２面に掲載）
東北大職組が加盟し
ている宮城県労働組合
総連合（県労連）の第
回定期大会は、コロ
ナ対策として、単組代
議員２名の場合は１名
のみ出席（１名が委任
状）とし、スケジュー
ルもコンパクトにして
開催されました。
地域の問題として、
最低賃金の１０００円
への引上げ（結局１円
増えて８２５円）に重
点的に取り組んだこと
などが報告されました。
「東北大での雇止め

を許さないとりくみ」
も県労委の命令書が大
きな成果として紹介さ
れました。
ほとんどの病院が赤
字になったが経営支援
はないこと、保健所の
統合の計画があること、
東陵学園（気仙沼）に
おける組合員を狙い撃
ちした給与減額など、
コロナ禍の２０２０年
度も宮城で取り組むべ
き課題が多くあること
を相互に確認しました。
最後に、学生がほと
んどいないキャンパス
の東北大生協のパート
さん 名が、
みやぎ生協
に出向して
いることを
初めて知り
ました。助
け合いです
ね。
（執行委員
長
片山知史さ
ん）
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本部執行委員会は、今回の日本学術会議の任命問題に対して左記の緊急声明を首相官邸他関係各所に送りました
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日本学術会議推薦の新会員任命拒否に抗議し、
その撤回を求めます

10

10

菅首相は 月１日、日本学術会議が推薦した新会員候補の一部６名を任
命しませんでした。
日本学術会議は、日本の全分野の科学者によって構成され、政府から独
立して職務を行う国の特別機関であり（日本学術会議法第３条）、また政
府に勧告をすることができる（同法第５条）学術機関として規定されてい
ます。
今回、新会員候補６名が不透明な形で任命されなかったことは、日本学
術会議の独立性が損なわれることを意味し、政府による学術研究への事実
上の介入であると言わざるを得ません。
日本国憲法第 条が保障する「学問の自由」への明白な侵害であり、日
本における学協会や大学、さらには科学者個人の今後の学術活動全般に大
きな否定的影響を及ぼすものです。この６名が任命されなかった理由が説
明されないことは重大です。学術会議会員を政府が任命するという制度は、
その活動を公的に支えることを示すものであり、任命を通じて学術会議の
活動内容に政権が口を挟もうとするのは、学術研究に対する政府の責任を
取り違えたものです。
また、労働組合としては、このような政治姿勢のもとで労働政策審議会、
中央労働委員会など大臣任命となっている労働関係の委員人事に、時の政
府の恣意が働き、政策決定への参加の保障や中立性が損なわれることを強
く危惧します。
私たちは学問の自由を守る拠点である大学の職員組合として、日本学術
会議の新会員６名が任命されなかったことに対して強く抗議します。そし
て、菅首相に対して、速やかに今回の決定に至った理由を説明するととも
に、任命拒否の撤回を行うよう求めます。

報告する鎌内秀穂事務局長
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病院の赤字経営・保健所統廃合・組合員攻撃
取り組むべき課題がたくさん

県労連定期大会（2020年9月5日）
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に組合に加入しました。
その時期、組合の人
たちには本当に助けら
れました。
相談に応じて親身に
なって話を聞くだけで
なく、当局との交渉に
も尽力いただきました。
組合は本部執行委員長
の名で会議資料の開示
要求を行い、それが私
たちの立場を守る上で
決定的な効果を発揮し
ました。
結果として、私を含
め５人の日本語教育担
当教員は１年間の国際
交流センター在籍を経
て２００６年度に高等
教育開発推進センター
（現在の高度教養教育・
学生支援機構）に異動
し、そこで日本語教育
に専念することが認め
られたのです。

退職者からの
メッセージ
記憶が定かでないの
ですが、組合に入った
のはたしか２００４年
のことだったと思いま
す。
当時独立法人化に伴
う改革で大学全体が揺
れていて、私が所属し
ていた留学生センター
でも、本来日本語教育
のために雇用されてい
た教員に国際交流の業
務を担当させるという
動きがありました。日
本語教育は「薄めて」
国際交流の仕事をする
ように、という大学当
局からの指令に私たち
日本語教員は猛反発し
ましたが、どうすれば
よいかわかりませんで
した。
その時組合のことを
教えてくれた人がいて、
もう１人の同僚と一緒

そんなわけで、組合
には、古い言い方です
が、「恩義」を感じて
きました。私が退職に
至るまで組合員であり
続けたのは、一つには
そのような経緯による
ものです。その間、文
科系支部の委員長も３
期務めました。微力で
根性無しの私には大し
た活動はできませんで
したが、少しは恩返し
ができたかと思います。
また、組合に入ると、
他部局の教職員とも交
流ができるので、学内
での分野を越えた人的
ネットワークを築くの
にも役に立ちます。組
合活動を通じて多くの
素晴らしい方々と知り
合えたことは、仕事を
する上でプラスになり、
また自分の人生をより
豊かなものにしてくれ
たと感じています。
長い間、大変お世話
になりました。
今後の東北大学職員
組合の発展を心から祈っ
ております。

片山 知史
黒瀬 一弘
田嶋 玄一
千葉 裕輝
高橋
京
井口 弘章
大月 義徳
後藤 洋子
酒井 義文
千葉まさ子
伴野 文亮
太田
宏
中野 俊樹

今後の日程

＊全大教
第 回定期大会
月 日（土）
＊宮城国公
第 回定期大会
月 日（土）
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菅内閣が発足した。
安倍首相とともに去っ
てほしかった「自助」
という言葉。よりによっ
て菅首相が言ってのけ
たのは「自助・共助・
公助」。「自助」が真っ
先に。さらに、政府が
決めたことに反対する
官僚は異動発言、以前
だったら辞職ものだっ
たのでは？学術会議の
任命問題然り。選挙で
選ばれたら、なんでも
自分の思うがままに行っ
ていいという勘違い議
員たちは、もっと謙虚
に、お仲間だけでなく
私たちの声にも耳を傾
けてほしい。（編・Ｍ）

編集後記
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今 期本部執行委員

委員長
副 〃
〃
書記長
〃次長
執行委員
〃
〃
〃
〃
〃
会計監査
〃

女性部の財政活動にご協力を
いわさきちひろカレンダー
１部 １，４００円

勢紀子さん
佐藤
文科系支部
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組合で築いた人的ネットワーク

