＊「学長による大学の
私物化」を防ごう！
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発行・東北大学職員組合書記局

去る 月 日（土）、
東北大学職員組合２０
２１年度定期大会を開
催しました。今期の定
期大会もハイブリッド
形式を採り、対面参加
者を最小限にして開催
しました。
ＢＣＰレベルの引上
げ等もあり、今期も組
合活動を大幅に制限せ
ざるを得ませんでした。
特に組合員の拡大運
動や親睦を深める活動
を行うことは、ほとん
どできませんでした。
しかしながら、大きな
成果がありました。
第１に、不当労働行
為を宮城県労働委員会
に訴え、勝利命令を得
て、当局が中央労働委
員会に「再審査申立」
をするも、勝利的和解
を勝ち取ることができ
たことです。これは、
歴史的な快挙です。
第２に、当局は２０
２０年 月に再雇用職
員の待遇改悪案を示し
ましたが、団体交渉を
通じてその導入を見送
りさせることができま

した。当局の原案通り
に所定労働時間が短縮
されれば、２０２２年
度には一律週 時間労
働で月給 万円程度に
切り下げられるところ
でした。当局の決定は
「見送り」なので、将
来「復活」してくるか
もしれません。今後も
注視していきます。
また、議案書の記載
には一部誤りがあった
ものの、限定正職員制
度に関する当局との交
渉を引き続き行ってい
ます。当初の制度では、
目的限定正職員は採用
時の業務が終了すると
解雇されていましたが、
現在ではかなり柔軟に
運用されています。
今後は、希望者全員
の無期転換の実現とと
もに、限定正職員に随
時申請可能にすること
や名古屋大方式のジョ
ブマッチングの仕組み
の導入を要求していく
予定です。
（今期の執行委員名は
２面で紹介）

Ｃｈａｎｇｅ５００をご利用の方

住宅関連費用のみご利用の方

黒瀬一弘さん
副委員長

無期転換の道は、
ＳＤＧ ｓの道 「使 い
捨て」はもうやめて！
＊
〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目１-１
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コロナ禍で活動に制限

その中で大きな成果！
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組合員限定

変動金利型 住宅ローン ＮＥＷ！

基準金利（年２．４７５％）より 基準金利（年２．４７５％）より
年１．７７５％引下げ
年１．５７５％引下げ
適用金利 年０．７％
適用金利 年０．９％

商品の概要など詳しくは東北ろうきんホームページをご覧ください

しなかったのか、といっ
た追及がありました。
石垣さん（元執行委
員・経済学部）

たことが、益々明確に
なっています。この流
れで必ずや勝利判決が
得られるものと思いま
す。
最終準備書面の提出
を経て、来年１月 日
時半に最終尋問で結
審の予定です。
引き続きご支援、よ
ろしくお願いいたしま
す。

執行委員長
片山
副執行委員長
黒瀬
田嶋

裕輝

一弘
玄一

書記次長

執行委員

井口 弘章
後藤 洋子
千葉まさ子
伴野 文亮
中村
達
二井 勇人

知史

千葉

大介
京

書記長

鈴木
高橋

執行委員名簿
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用継続、また労働条件
通知書の記載根拠につ
いて問いましたが、
「聞いていました？」
と声が大きくなりすぎ
る場面も。

佐々木さん
（元経済学部・原告）

雇用されてから雇止
めの前年まで、雇用財
源・雇用ルール・更新
の根拠について、大学
側からは全く説明がな
かったこと、（原則の）
雇用上限が３年から５
年に変更された制度変
更などを全く認識して
いなかったことを、一
つ一つ説明しました。
菊地氏が主張する「理
解を得た」と実態とが、
乖離していることが明
らかになりました。

本証人尋問を含め、
一連の主張・尋問を通
して、東北大学におけ
る大量雇止めが無期転
換逃れであったこと、
原告の雇用継続に対す
る期待権が存在してい

13

雇止め裁判の最終局面！

大学側・佐藤課長
（現本部人事給与課）

証人尋問が行われる
（仙台地裁 号法廷）。
これまで書面中心の
手続きが続いていまし
たが、まさに最終段階
となりました。以下
（証人ごとに）簡単に
報告します。
田嶋副委員長

原告の雇用、更新、
また手続きについて、
また業務の継続性につ
いて詳細に説明しまし
た。さらに、採用され
てから雇止めされるま
で、何とか雇用を継続
するために種々の形態
を変えながら工夫して
いたことを述べました。
被告側からは、就業規
則の変更で原告の雇用
が２０１８年まで延び
たことを浮かび上がら
せようとしましたが、
そのような認識はなかっ
たと述べました。
大学側・菊地係長
（元経済学部）
雇用上限や大学のルー
ルを、石垣さんや佐々
木さんに再三説明し理
解を得ていたと主張し
ました。原告側は、平
成 年度や 年度の雇
26

101

従来の更新上限３年
ルールが、協議延長だ
けではなく、様々な形
で３年を超えて更新さ
れてきたことを、証拠
書面を基に説明しまし
た。被告側は、当時検
討されていた部局で優
れた方を無期化するこ
とについて、限定正職
員制度と絡めて尋問を
進めようとしましたが、
田嶋証人は「全然違う！」
と一蹴しました。

東北大学における更
新上限ルールについて、
法人化前からの経緯を
説明するとともに、安
定した雇用財源がなく
５年を超える雇用は難
しいと判断したと説明
しました。ただ就業規
則の変更でそれまでの
３年から５年にしたこ
とについて、労働契約
法改正を考慮と述べた
ものの、５年以下の雇
用上限は法的に問題な
いこと、同時に協議延
長制度を廃止したこと
も労働者の権利ではな
いと主張しました。原
告側から、原告の雇止
めに関して財源確認を
したか、なぜ２０１８
年３月の雇止めを回避

25

私たちが継続して取
り組んできた、東北大
学における無期転換逃
れの大量雇い止め問題。
組合員であった１名が
２０１８年４月に、雇
止め無効を仙台地方裁
判所に提訴していまし
たが、２０２１年９月
日に、５人の方の証
人尋問が行われました
30
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片山知史委員長
学が専門で、まだ 代
なのですが、国立大学
法人法の一部を改正す
る法律案の国会審議の
際には、衆議院の文部
科学委員会（２０２１
年４月）の参考人とし
て意見陳述された方で
す。
以下、国立大学のガ
バナンスに関する経緯
です。
・２００４年に国立大
学が法人化され、意思
決定のトップダウン化
が学長の「独善化」
「独裁化」 を呼び込み、
学長が各学部や病院に
おける 教育・研究 ・
診療の内容や研究者人
事に対して直接介入す
るようになり、その結
果、教職員と学長・大

学経営陣との間で、軋
轢や対立、相互の信頼
関係が喪失された。
・２０１４年の学校教
育法 条改正が悪用さ
れ、学長や理事会が、
憲法 条等で保障され
た最低限の大学自治の
原則（教育・研究事項、
教育組織・研究組織事
項、研究者人事にかか
る自治）を無視して、
トップダウンですべて
を決定できるという
「法解釈」が浸透した。
・２０１７～１８年、
文科省幹部の天下りや、
幹部職員による度重な
る不正によって、文科
省が弱体化し、教育・
科学・文化政策の権限
が官邸によって回収さ
れた
・２０２１年の国大法
改正。学長選考・監察
会議に学長自身がなれ
ないこと、また学長が
指名した理事を加える
ときは、教育研究評議
会によって選出された
者に限ることなどは、
学長による私物化を防
ぐことにつながる。し

かし、学長の推薦を踏
まえて文科相が任命す
る監事に、学長の不法
行為や不当な権力行使
の監視を任せられるの
か、国立大学の国家統
制が少人数の監事を通
してさらに強まる危険
性がある。
そのような経緯と現
状を踏まえ、守るべき
大学自治のラインとし
て 、「 学長 ・ 大学 執 行
部に研究者人事を一元
管理させない」「全教
員任期制の導入の阻止」
「教育組織と研究組織
の分離による分断統治
の抑止」「学長選考に
おける教職員投票の意
義を適切に再評価」
「教職員による学長リ
コール制度を整備」が
示されました。これら
のことは、東北大学に
おいても徐々に脅かさ
れています。しっかり
大学自治に関する意識
を深め、学内議論を広
めていく必要があると
思いました。

宮城国公第

10

16

回定期大会

るよう要請があり、デ
ジタル化を進める方針
になっているそうです。
これまでの慣習の変更
作業が膨大であるだけ
でなく、日本の裁判所
全体のネットワーク環
境が劣悪だとのことで
した。デジタル化やオ
ンライン会議を導入し
た裁判所では混乱して
審理が進まなくなった
ところもあるそうです。
大会としては、続く
コロナ禍における国公
労働者の待遇を改善す
るために結集し取り組
んでいくこと、また女
川原発再稼働、水道事
業の民営化、４病院の
移転統合等の宮城県の
方針を見直す県政を求
めていくことが確認さ
れました。
（片山知史委員長）

急速に進むデジタル化
の中での職場の混乱

60

月 日（土）、
名の代議員定数のうち、
名が現地出席、６名
が委任状という状況で
開催されました。
特にコロナ禍におけ
る職場の問題として、
在宅勤務の労務管理問
題、またテレワーク拡
大による地方事務所等
の行革の問題、デジタ
ル化の加速に関わる問
題が報告されました。
特徴的なのが裁判所。
現在は全て紙ベースな
のですが、経済界から
電子データを可能とす
14

全大教教研集会

11

93

23

大学ガバナンスの

12

危機と自治のゆくえ
２０２１年９月 ～
日にオンラインで開
催されました。隔年開
催の教研集会ですが、
前回は２０１８年に岡
山大学で開催しました
ので昨年開催予定だっ
たのですが、今年に順
延した次第です。オン
ライン開催となり、岡
山大開催の際よりも参
加者が大幅に増加した
ようです。
私は、初日の石原俊
氏（明治学院大学）に
よる基調講演「大学ガ
バナンスの危機と自治
のゆくえ――政官財界・
市民社会・メディアと
の関係において――」
のみ参加しましたので、
その内容を報告いたし
ます。
なお、石原氏は社会

25

提案する中川委員長

40
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大学教員とＰＴＡ

業された方ももし若い
方から「今日はＰＴＡ
で・・」という話があ
りましたら、快く送り
出してもらえるとうれ
しいです。
このような些細なこ
とで未来が変わるとは
思えませんが、それで
も「先ず隗より始めよ」。
東北大の精神かと思っ
ています。

回宮城県労連大会

の女性教職員の皆さん
も同じように「負担」
され、女子学生も将来
この役割を「自動的に」
担うことになるかと思
うと・・。
男性教職員の皆さん！
朝の見守りとかできる
範囲でちょっと参加さ
れてみてはいかがです
か？男子学生も将来ぜ
ひ！すでに子育てを卒

第

コロナ感染拡大の中

式での開催となりまし
た。
提案された各議案に
ついては全て承認され
ました。また、役員の
改選についても常幹候
補を推薦できなかった
単産があったものの、
総て承認されました。
（書記長
県労連事務局次長
千葉 裕輝さん）

拡大常任幹事会形式で開催
９月４日（土）、ショー
ケービルに於いて宮城
県労連（以下、県労連）
第 回定期大会が行わ
れました。
今回の定期大会は、
コロナ禍の中という事
もあり、常任幹事が出
されている単産につい
ては常任幹事が代議員
を委任されたとした拡
大常任幹事会という形

今後の日程

＊ 月 日（土）
第 回日本母親大会
＊ 月 日（水）
憲法９条を守り生かす
みやぎのつどい
＊ 月 日（日）
第 回宮城県母親大会
＊２０２２年１月 日
（予定）

雇止め裁判がいよい
よ最終局面です。来年
１月 日の最終尋問ま
で一致団結して頑張り
抜き勝利を勝ち取りま
しょう。誰もが安心し
て働き続けられる職場
をめざしましょう。
コロナ禍で、あらた
な業務が押し寄せたり、
労働環境が激変した職
場があります。コアで
はできるだけ多くの現
場の情報をお届けした
いと思います。（編）

編集後記

新春交流会
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理学部支部 中村 達さん
施しました。児童から
感謝のことばをもらい、
信頼関係の積み重ねで
子どもの体験の場が守
れるという私自身の誇
れる経験となりました。
気のせいかもしれませ
んが、研究者としても
プラスに働いている気
がしています。
巷でＰＴＡ不要論を
目にしますが、私とし
ては今日ＰＴＡが一定
の役割を担っているの
は紛れもない事実であ
り、子どもたちのため
に快く参加される方々
の活動を尊いものと思
います（ムダや本来無
償では済まない活動も
ありますが・・・）。
「当たり前」ですが
ＰＴＡの大部分の活動
が女性によって担われ
ています。きっと多く

33

ひき
だし

ひょんなことから子
どもの小学校のＰＴＡ
会長を２０１９年から
２年務めました。
それまでは細かいこ
とを言わなくても子ど
もは勝手に育つと気楽
に思っていましたが、
子どもは勝手に育たな
い！今の小学校生活で
は毎日の提出物とか行

事の準備とか本当に細
やかな注意とサポート
が必要とされています。
登下校の安全確保、
運動会（仙台では地域
との共催の場合が結構
あります）や防災訓練
が細やかなノウハウを
引き継ぎながら行われ
ていました。
コロナ禍の２０２０
年夏、多
くの行事
を失った
子どもた
ちへの想
いから学
校と保護
者の皆さ
んの創意
工夫のも
と「ミニ
ミニ夏祭
り」を体
育館で実

創意工夫のミニミニ夏祭り
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