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022-227-0671(FAX)
編集・コア編集委員会

いう方針が出されまし
た。このような不利益
変更を一方的に決定し
たことに対し、組合は、
申入書、団体交渉を通
して、高齢者雇用安定
法の潜脱であり、労働
契約法にも違反してい
ることを指摘し、方針
の撤回・見直しを要求
しました。
その結果、当局は
「４月の再雇用職員の
所定労働時間の短縮を
見送る」と方針見直し
を決定しました。組合
の画期的勝利といえま
す。当初の当局案は、
石嵜・山中総合法律事
務所の入れ知恵だった
のですが、それを大学
としての判断で覆した
ことは、今後の労働争
議にも大きな影響を与
えるでしょう。

有期・短時間雇用の方も加入できます

す（皆様からのカンパ
を引き続きお願いしま
す）。

＊新終身共済 ＊交通災害共済

など

目的限定職員の
継続雇用が
可能に

＊年金共済＊団体生命共済・医療共済

次期は、組合の骨太
方針となる「要求と提
案」の作成を提起しま
す。その素案を含めた
議案書を事前に送付し
ますので、支部におけ
る検討と、大会におけ
る積極的な議論をよろ
しくお願いいたします。
（委員長
片山知史さん）

＊総合共済＊火災・自然災害共済＊自動車共済

目的限定職員の解雇
問題についても成果が
得られました。これま
で目的限定職員は、採
用時の業務が終了する
と解雇されていました。
組合は、別の業務に移
行させることを可能に
して解雇回避努力を行
うことを再三要求して
いましたが、組合の提
案が反映され、継続雇
用が可能になりました。

一方、組合組織につ
いては、組織率減少が
継続しています。一部
の支部では、多くの加
入を得て、全体の減少
幅を最小限に抑えてい
るところですが、正職
員の加入が少なく、単
年度収支が赤字となっ
ています。現在、支部
や個人からの借入によっ
て予算を維持している
状態です。組合員拡大
と収入確保が、私たち
の大きな目標となりま

教職員共済の紹介

「歴史 的勝利 」から 「勝利 的和解 」
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撤回せよ！
発行・東北大学職員組合書記局

そして 「画期 的成果 」
できました。その後東
北大学は、中央労働委
員会に「再審査申立」、
すなわち不服申立を行
いました。しかし、中
労委では、和解を勝ち
取ることができました。
訴訟については、今年
９月末に証人尋問が行
われる予定であり、結
審が見えてきました。
完全勝利に向けて、も
う一踏ん張りです。
再雇用職員の
労働時間短縮案
見送り
当局から、再雇用
職員の所定労働時間
を、２０２１年４月
から上限週 時間と
し、２０２２年度か
ら一律週 時間（月
額約 万）にすると
10

２０２０年期の活動
は、新型コロナウィル
ス感染拡大への東北大
学全体および組合自体
の対策のため、大幅に
活動が制限されました。
しかし、私たちの取り
組みによって、今期大
きな成果が得られまし
た。
２０１９年期は、宮
城県労働委員会で歴史
的な勝利を得ることが

雇止め方針撤回の宣伝行動

＊雇い止め方針を
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その後各大学からは、
大学間統合時の就業規
則改悪問題、超勤問題・
労使協定違反の常態化
（多くの大学で）、ガ
バナンス崩壊といった
深刻な問題が報告され
ました。
特に、非常勤講師に
ついては、雇用期限、
有給休暇の取得、手当
等をめぐる問題に加え
て「業務委託契約」へ
の動きが広まりつつあ
るようです。これはい
わゆる「偽装請負」の
可能性があり、注視が
必要だと思われます。
（委員長
片 山知 史さ ん
書記長
千葉裕輝さん）

宮城県労働組合総連合第

回評議員会

策に求めること》とし
て ・６％の人が「消
費税減税」、 ・９％
の人が「生活支援特別
給付」と回答すると同
時に、回答者の ・７
％が《問題解決方法》
として「組合に頑張っ
てほしい」と回答して
います。
労働者の人権と生活
が、様々な局面で権力
によって脅かされてい
る今こそ、労働者の
「生存」を守るために、
組合の役割が強く求め
られています。
（執行委員
伴野文亮さん）
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０２２－２２７－１３１０
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東北労働金庫本店営業部

宮城はたらく女性のつ
どい」開催等各種取り
組みの実施報告、石巻
地方労連から全法務石
巻支部の加入などの発
言がなされました。
中間総括のなかで、
２０２１年４月に実施
した「コロナ禍での働
き方と暮らしに関する
アンケート」の集計結
果が報告されました。
そのなかで、《政府施

東北労働金庫では
生活応援運動
「家計収支改善」
に取り組んでいます。

56

お問い合わせください。

最低賃金いますぐ１０００円 に
２０２１年６月５日、
仙台市内のショーケー
ビルにおいて、宮城県
労働組合総連合第 回
評議員会が開催されま
した。
当日は、高橋正行議
長による挨拶のあと、
鎌内秀穂事務局長から
第１号議案「２０２１
年国民春闘中間総括
（案）」と第２号議案
「次期役員定数の提案」

詳しくは東北労金に

70

が提出され、その後２
０２０年度の一般会計
報告が行われました。
春闘の中間総括（案）
では、「最低賃金いま
すぐ１０００円」の実
現を目指す取り組みや
年金引き下げ違憲訴訟、
三病院の移転・統合問
題や水道事業民営化問
題への取り組みなどが
報告されたあと、夏期
闘争と当面の運動方針
についての
提案がなさ
れました。
その後の
質疑・討論
では、宮城
私教連から
東陵高校裁
判の背景に
ついての説
明や、県労
連女性部か
ら「第
回

今年のメーデーの様子

30

全 大教 東北 ・近 畿 地区 単組 代表 者会 議報 告

18

非常勤職員への期末手当
支給実現の大学あり

標記会議が、３月
日にオンラインで開催
されました。地区別会
議が離れた地区と合同
で開かれるのはオンラ
インならではでしょう。
全大教執行部からは、
全国動向の報告として、
まず人事院勧告（期末
手当引き下げ）への対
応状況について、「引
き下げなし・圧縮」が
北大、岩手大、福島大、
海洋大など 大学で行
われたことが報告され
ました。さらに労働条
件の改善状況について、
コロナ対応への一時金、
特別手当、非常勤職員
への期末手当等の支給
等、組合の要求が実現
していることが紹介さ
れました。

70

[2]
第２７８号

東北大学職組新聞コア
２０２１年７月２０日（火）

22

24

求められそうです。
（執行委員
酒井義文さん）

15

分に始業打刻し 時
分に終業打刻した人と、
８時に始業打刻し 時
分に終業打刻した人
は、１時間近く労働時
間に差があるにもかか
わらず 同じ 労働時
間数働いたと処理され
ます。逆に同じだけの
労働時間とした場合、
一方には超過勤務手当
がつき、もう一方は何
の手当てもつかない場
合があります。この前
後 分の取り扱いにつ
いて、「契約上の終業
（始業）時刻の後（前）
分間に打刻した場合
には労働時間にカウン
トしない」と勘違いし
ている時間管理（監督）
者も多くいることは事
実です。
45

30

17

"

17

関係性が労働環境に直
接的・間接的にどのよ
うな影響を及ぼすのか、
今後も注視することが

30

15

・就業時間は始業打刻
から終業打刻までで
取り扱う
・敢えて遅刻を認める
ような時間設定のま
るめを行わない
という、恐らく勤怠管
理システムとしての標
準的な設定にすること
で、このような勘違い
をなくす事は可能だと
思います。
また、人件費削減の
しわ寄せから、係長ク
ラスの深夜にかかる超
過勤務も目にします。
法人側は、「サービス
残業はない。適正に行
われている」と言って
いますが、 時過ぎに
灯りの付いている事務
室を目にすることは稀
ではありません。
大学は、「超過勤務
を減らすように」と言っ
てきますが、その前に
「超過勤務を行わなく
てよいだけの員数の充
実」を行ってほしいも
のです。
（書記長
千葉裕輝さん）
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超過勤務時間の
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総長裁量経費問題学習会

隠蔽の構造」が掲載されています。

適正管理について
東北大学における教
員を除いた職員の勤務
時間は、勤怠管理シス
テムを利用して管理さ
れていることは周知の
とおりです。
しかし、このシステ
ムの時間管理設定には、
いわゆる「サービス残
業」を強いる設定がな
されていることはご存
じでしょうか。
このシステムの設定
では、一般職員の場合
８時から８時 分まで
の始業打刻は８時 分
（始業時刻）に打刻し
たものと、 時 分か
ら 時 分までに打刻
した場合には 時 分
（終業時刻）に打刻し
たものと取り扱われま
す。という事は８時
45

秘め られた 巧みな 部局支 配構 造

「東北大学総長裁量経費と研究不正

た。
東北大学には総長裁
量経費と称する巨額の
予算が存在しています。
主な原資は運営費交付
金や外部資金からの吸
い上げであり、年度に
より変動するものの総
額は数十億円を誇り、
その規模は他大学の同
予算と比較して著しく
突出しています。
また使途についても
特異的であり、他大学
では主に教育／研究プ

「日本の科学者5月号」に

大村泉氏（東北大学
名誉教授）に話題を提
供いただき、６月 日
「東北大学総長裁量経
費と部局支配の構造」
と題してオンラインに
て学習会を開催しまし
た。マスメディアから
の複数の参加も含め総
勢 名の参加があり、
詳細な解析に基づく報
告の後に質疑において
活発な議論がなされ、
問題の本質に迫る意義
深い学習会となりまし

ロジェクトや若手研究
者のスタートアップ経
費であるのに対して、
東北大学では各部局か
ら申請される営繕事業
（例えば、建物の雨漏
り補修など）にも数億
円規模の予算が配分さ
れます。
さらには、毎年度な
ぜか十数億円規模の繰
越金を残しつつも、部
局からの教育／研究に
対する新規の予算申請
について採択数は絞り
込まれています。営繕
費用や教育／研究プロ
ジェクトの予算が喉か
ら手が出るほど欲しい
各部局にとっては、総
長裁量経費の配分を無
視することは非現実的
ともいえるでしょう。
予算配分の裁量権を
持つ総長サイドと部局
との間のこの非対称な
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