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歓迎のメッセージ

２０２１年人事院勧
告については、国家公
務員が２０２２年６月
期に前年度の引き下げ
分を期末手当で調整す
る見込みであることが
報告され、各大学でも
不利益遡及を許さない
取り組みが必要である
ことが示されました。
【労働条件に関する
全大教資料より】
国家公務員が法律改
正により、
・期末手当を６月、
月期ともに１．
２７５月から１．
２月へ引き下げる
（▲０．０７５月）
・見送られた昨年
月の引下げに相当
す る額 を 、令 和 ４
年 ６月 の 期末 手 当
から減額する
（▲０．１５月）
とい う扱 い にな り ま
した。
不 利益 不 遡及 は 大
原則 です の で、 こ の
理念 を当 局 がど う 認
識し てい る かど う か
を問 いた い と思 い ま
す。
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片山知史さん

まず情勢報告として、
「２０２２年度の国立
大学関連予算」「大学
改革の動向」「大学ファ
ンド」の内容が報告さ
れました。
運営費交付金予算は、
兆７８６億円で前年
度比４億円減にとどまっ
ています。また大学ファ
ンドや国際卓越研究大
学といった一連の動き
は、相変わらずの「選
択と集中」路線であり、
全大教は「政府による
「大学ファンド」「世
界と伍する研究大学」
の検討に関する見解
（２０２２年１月 日）
を発表しています。※
各大学からの報告で
は、私からは「訴訟の
結審予定」「雇い止め
と解雇の状況」「研究
特例 年雇い止め問題」
を報告し、特に 年雇
い止め問題に全国規模
で取り組む必要性を訴
えました。他大学から
は、休暇制度の改善、
協定の運用実態、ハ
ラスメント問題の報告
がありました。

※（https://zendaikyo.or.jp/）
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執行委員長

単組代表者会議（東北・九州合同）

不利益遡及は許さない

働ける職場作りのため
に、また私たちの待遇
を良くするために共に
がんばりましょう。

20

２月 日、オンライ
ンで全大教２０２２年
度春季・新歓期合同地
区別単組代表者会議
（東北・九州合同）が
開催されました。

1

36

安心して楽しく働くことのできる職場をつくろう

今春に新しく東北大
学の教職員として着任
された皆さんに心より
歓迎のメッセージを述
べます。
東北大学には教職員
で作る職員組合があり
ます。私たちの身分を
守り、待遇を改善する
ために日々活動してい
ます。
では、何故私たちが
組合を組織しているの
でしょうか。
まず、私たちの働き
方や待遇は、大学が一

農学研究科水産資源生産学教授

方的に決めるのではな
く、教職員の意見を聞
く必要があります。特
に不利益な変更につい
ては、職員組合との協
議を経なければなりま
せん。組合は職場のルー
ルを決め、職場を良く
する重要な組織なので
す。
一方、私たち労働者
は、雇われの身であり
弱い立場です。そして
孤独になりがちです。
皆さんご存知のよう
に、東北大学では２０
１８年春に非正
規職員の大量雇
い止めが行われ、
その後も雇い止
めや解雇が続い
ています。
ぜひ皆さん、
職場の仲間とス
クラムを組んで、
安心して楽しく

全大教春季・新歓期合同地区別
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係争３年間の論点と展望」

勾当台公園市民のひろば
※集会は短く、デモ行進はシュプレヒコールなし

側の主張に理があると
いえます。
６月 日午後に判決
が出されます。
それまで黙って見て
いるのではなく、無期
転換逃れの違法性を今
一度訴えて、社会の声
として高めていく必要
があります。
（片山 知史さん）

有期・短時間雇用の方も加入できます

０２２－２２７－１３１０

＊新終身共済 ＊交通災害共済 など

東北労働金庫本店営業部

＊年金共済＊団体生命共済・医療共済

詳しくは東北労金に
お問い合わせください。

＊総合共済＊火災・自然災害共済＊自動車共済

に取り組んでいます。

毎月２回昼宣伝を行っています

となりました。同じ職
場で同様の業務を担い、
何年も更新を重ねてき
た原告に当然期待権は
あります。一方、もし
期待権が十分ではない
ケースでも、「無期転
換権発生を回避するた
め」というような、客
観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当
でない理由での雇止め
は認められません。い
ずれにおいても、原告

「生活応援運動」「家計収支改善」

教職員共済の紹介

東北労働金庫では

27

５月１日（日）１０時～

報告集会「非正規職員無期転換裁判最終尋問

23

28

無期転換逃れの違法性を
今一度訴えよう

３月 日（木）仙台
弁護士会館において、
報告集会を開催しまし
た。２０１８年６月に
東北大学片平キャンパ
スで行った緊急報告集
会「東北大学では、な
ぜ大量雇い止めが生じ
たのか？」以来の開催
です。２月 日に最終
の書面での口頭弁論が
行われ、訴訟が結審し
ました。
非正規職員の無期転

換・大量雇い止めに端
を発した本裁判におい
て、原告（組合員）と
被告（東北大学）はど
のような主張を展開し
たのか、また、裁判所
はどのような論点に注
目しているのか、弁護
団から解説していただ
きました。
また、大量雇い止め
後も続く、東北大学に
おける解雇や雇止めの
実態と現場の声を基に、
今後の取り組み
を議論しました。
裁判において
は、原告（ 年
間務めた有期雇
用職員、２０１
８年３月に雇い
止め）の契約更
新の合理的期待
があったかどう
かが最大の論点

第９３回メーデーのご案内

[2]

一連の争議において弁護団を
牽引している野呂圭弁護士
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厚生部より お得なご案内
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（２／２３）

講師：上野千鶴子さん

痛快な講演

第３１回宮城はたらく女性のつどい

（東京大学名誉教授）

今、コロナ禍で起き
ている、はたらく女性
を取りまく現状として、
特に女性が多くを占め
る非正規雇用者の厳し
い現実となされていな
い対策、深刻化する母
子世帯の暮らし、また
世帯主の男性がいても
給料が上がらない状況、
貧困がゆえに非婚率が
上がっていることを挙
げ、 年代以降の「官
製ワーキングプア」や、
職場や地位におけるジェ
ンダーバイアスなどに
ついて書籍を紹介しな

東北大学職組新聞コア
２０２２年４月１３日（水）
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がら解説されました。
「日本型雇用」は、
①終身雇用②年功序列
給与体系③企業内組合
の３点セットで、しか
も岩盤であり、それに
性差別の定義があるこ
とを述べ、「おっさん
粘土層」を崩さなけれ
ば女性の職場環境は変
わらない、と持論を展
開されました。
そして紹介された著
書「２億円と専業主婦」
の見出しにある「共働
きでリッチに暮らすか？
“下級国民”予備軍に
なるか？１００年生き
てしまう時代、あなた
はどちらを選びますか」、
これにはドキッとする
ものがあり・・・。２
０２１年のジェンダー
ギャップ指数は、世界
１５６ヶ国中１１０位。
日本のジェンダー意識
の低さをもっと国民は
感じて学ばなければな
いと痛感しました。終
始辛口でスカッとする
講演会でした。
（多元研支部
後藤洋子さん）

しわ寄せは女性と若者
「女性がいきいきと
自分らしく働くために」
のテーマで講演した上
野千鶴子さんは女性学・
ジェンダー論を研究す
る社会学者です。講演
内容は、このコロナ禍
で浮き彫りになった格
差についてと、その格
差が今始まったことで
はなく現政権が推し進
めてきた構造改革の結
果であり、この改革を
すすめる政権を選んで
きたのは、まぎれもな
く私たち国民であると
いう内容でした。
日本の女性の非正規
率の高さ、オンライン
化できにくい対人サー
ビス就業率の高さにつ
いてふれ、もともと脆
弱だったところにしわ
寄せがきていることを

話されました。シング
ルマザーの窮状相談、
ＤＶ相談件数が３割か
ら５割増えている実態
があると言います。コ
ロナ禍で何が起きたの
かきちんとした調査研
究の必要を説かれまし
た。
女性の地位は、国際
ランキングで１１０位、
構造改革で公務員が削
減されたが仕事は減ら
ないから非正規で対応、
女性と若者は使い捨て
の労働力のように扱わ
れているのが日本の現
実です。
生産の論理・効率の
論理でなく、再生産
（ケア）の論理・分配
の論理が求められてい
ると言われました。
今の不条理な社会を
あらゆるデータを示し
てわかりやすく話され
興味深く聴きました。
こんな社会にしたの
は、私たちに責任があ
るというのは痛烈でし
た。著書も読み解きた
い気がしました。
（編 ナカ）

国際女性デー第

回 宮 城 県 集会 （ ３ ／ ８ ）

弁護士として離婚や
ＤⅤ問題を抱えるクラ
イエントと向き合う太
田啓子さんが、日々感
じているジェンダーの
問題を憲法とのからみ
で講演した。
太田さんは子育てを
する中で、性差別を無
くすために公教育でジェ
ンダー平等をすすめる
必要性・重要性を感じ
ていた。そして著書
「これからの男の子た
ちへ」で、「男らしさ」
の呪いから自由にいき
てほしい。また性差別
構造の中では「男性」
というマジョリティと
しての特権を持ってい
ることを自覚し、マジョ
リティとして性差別・
性暴力に積極的に抗っ
てほしい。自分がマジョ
リティ側であるときほ
ど、その問題が見えづ
らいことの自覚が必要

だと述べている。公教
育に期待できるかは大
きな問題だとも思うが、
今ここで努力しないと
ますます世界の国から
置いて行かれることは
間違いない。
資料の最後にあった、
「ひとりひとりが、主
権者として！」はこれ
から自分が何をしてい
けばよいか示していた。
このような集会に参加
するだけの人は初心者。
知人・友人を誘って一
緒に参加するのは中級。
今日の参加者を見ても、
顔見知りがほとんどで
初参加の人はわずかで
はなかろうか。初心者
から中級者へステップ
アップしないと運動の
広がりは期待できない
だろう。
（病院支部
千葉まさ子さん）

ジ ェ ン ダ ー 視 点で 憲 法 を

62

必要な時に行くこと
ができる、それが県立
病院の役割であり赤字
になるのは当たり前、
赤字の解消・地域医療
の充実の唯一の解決が
統合ではないはず、トッ
プダウンでなくみんな
で知恵を出し合って解
決策を考えよう、その
ためにも県はデータを
出してほしい、という
佐藤先生のお話だった。
県は一部の人たちだ
けで決めるのでなく、
研究者も含めていろい
ろな立場の人と話し合っ
て地域医療を充実させ
てほしいものである。
富谷市にも名取市にも
仙台市にも病院は必要
だ。
「病院をなくしてい
いの？いいわけないで
しょう。私たちは分断
することなく、県内の
医療体制をどう築いて
いくかを一緒に考えて
いきましょ
う。」との
あいさつで
閉会した。
（編 高）
19

地球はとり戻せるのだ
ろうか。
（病院支部 Ｙ／Ｋ）
日本の中で、この機
会に戦争をおこなう力
を強めようという動き
があるが、この侵略戦
争は、膨大な核兵器を
もつ国が他国を侵略し、
残虐な行動をおこない、
核兵器や原発をおどし
につかっている。そし
て、決して強くはない
国々と平和の世論がロ
シア・プーチン政権を
包囲している。日本は
すでに、強大な軍事力
をもち、軍隊が海外に
踏み込むことができる
法律ももってしまって
いる。現実の争点は、
それに火をつけてはな
らないということでは
ないか。平和憲法がそ
の歯止めとなっている。
核兵器を禁止し、廃絶
し、そしてどんな違い
があっても力でおどす
のではなく話し合いを
重ねていくという「憲
法９条の道」を、隣人
と各国が進んでいる。
（直属支部 Ｔ／Ｏ）

今後の日程

５月１日（日）
第 回メーデー
５月３日（火・祝）
５・３憲法集会

コロナ感染数は、一
向に減る様子をみせず
病棟看護師の中にも感
染者がでたり、濃厚接
触者がでたりで、一時
的に応援や、病棟縮小
など対応が、目まぐる
しく変化しています。
必死に今目の前の命
を助けるために苦労し
ている一方で、ロシア
ウクライナの戦争によ
る、殺戮、人殺しが、
行われていることは、
まったくもって許せま
せん。とにかく一刻も
早く戦いを止めるすべ
が必要です。いろいろ
な意味で混乱したなか
の、コア編集となりま
した。
（編 中）

編集後記
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読者のこえ
私が小さかった頃、
夜７時のＮＨＫニュー
スの冒頭は必ずベトナ
ム戦争の映像が流れて
いた。今般のロシアの
ウクライナ侵略は決し
て許されるものではな
い。他国の生活文化を
破壊しまくる映像を私
は見ていることができ
ない。もし、自分が、
家族が、日本がと重ね
た時、とてつもない恐
怖を覚える。９歳の時
体験した新潟沖地震の
恐怖は未だに残ってお
り、宮城沖地震、東日
本大震災、３月 日の
地震も同様、福島や女
川の原発は大丈夫かと
すぐさま思いがゆく。
人間が踏み込んではい
けない物に手を出して
しまった結果だ。地球
環境、異常気象、新型
コロナ感染症等と日常
が脅かされる問題の何
と多いことか。安心し
て生きていける社会・
16

「なくしていいの？
私たちの街の病院」
３／１２
市民のつどい

一部の病院は老朽化し
ているなどといってる
が、本当の理由は厚労
省のベッド数を減らし
ていく地域医療構想を
厳守すること、宮城県
の赤字を減らしたいこ
と、そして医師不足に
対応するためだという。
２０１３年から 年
までに病床数は全国で
なんと５万６千床も削
減されたとのこと。も
し削減されていなかっ
たら、コロナ患者への
対応の酷さはここまで
でなかったかもしれな
い。そのうえこのよう
な状況下でもベッド数
を削減する方針は撤回
していないのである。
ホテルや自宅での待機
を余 儀な くさ れ亡く な
られ た方 や、 いまだ に
後遺 症に 悩ま されて い
る人 を思 うと 怒りが 収
まらない。

いいわけないでしょう！

３月 日に、反対運
動が活発化している日
赤病院・労災病院の移
転問題を考える市民の
つどいに参加してきた。
講演は東北福祉大学
准教授の佐藤英仁氏。
東北大学経済学研究科
で、私たち職員組合の
先輩である日野秀逸先
生のもとで学んだとい
う医療経済学の研究者。
その研究者という立
場で常にアンテナを張っ
ている佐藤先生さえも
知らなかったという。
仙台赤十字病院と県立
がんセンターを統合し
て名取市へ、仙台労災
病院と、県立精神医療
センターを合築して富
谷市へという４病院の
再編構想。知れば知る
ほど大きな問題だ。
表向きは、より高度
な医療が提供できる体
制の構築を目指すとか
12
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