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片山知史さん
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不当判決、そして「

判決後、初の宣伝行動

を声明として発表しま
した。

10

執行委員長
０２２年度の期末手当
が０．１５月分引き下
げられることになりま
した。労働者の雇用を
守り待遇を向上させる
取り組みがさらに重要
な状況です。
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7

２０２１年期は、新
型コロナウィルス感染
拡大が学内外で継続し
ていることに加え、２
０２２年２月にロシア
がウクライナに侵攻し、
現在でも戦禍が続いて
います。
社会経済は混乱し、
物価は高騰、労働者の
実質賃金は減り続けて
います。一方、私たち
の給与については、２

10

東北大学は、無期転
換逃れのための雇止め
方針を見直そうとはし
ていません。毎年５年
上限の雇止めが行われ、
目的限定職員の解雇も
続いています。そして
新たな雇止めとして、
年特例の方々が２０
２３年３月末に雇止め
される 年問題が明ら
かになってきました。
組合からのデータ提出
要求に対し、２０２２
年１月 日に当局から
「令和３年 月 日現
在で、来年度末に 年
満了となる見込みの人
数は、特定有期雇用職
員で 名、非正規職員
で１４２名」との返答
がありました。その後、
理化学研究所では約３

００名が雇止め対象と
なっているなど、全国
で約３０００名が雇止
めされる可能性がある
ことがわかりました。
私たちは、国会議員
やマスコミに働きかけ、
衆・参委員会での国会
質問、報道が数多く行
われました。広範な運
動を展開しているとこ
ろですが、控訴におけ
る逆転勝訴を勝ち取り、
我が国および東北大学
における「５年・ 年
雇止めが普通」から
「無期転換が普通」へ
と転換させていく必要
があると考えます。

10

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、
多くの加入者
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、支部や個

人からの借入やカンパ
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、
私たちの必須課題とな
ります。

２０２１年期には、
組合の骨太方針となる
「要求と提案」を作成
し公表しました。２０
２２年期は、当局回答
に対する対応を含め、
要求を具体化していか
なければなりません。
雇用安定・待遇改善、
要求実現、働きやすい
職場作りのために、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。

第93回メーデー

非正規職員の
無期転換を！
発行・東北大学職員組合書記局

30
４年にわたる裁判
（地位確認請求を求め
る訴訟、２０１８年４
月４日）に対する判決
（２０２２年６月 日）
は、無期転換逃
れの雇止めの違
法性を看過した
不当な判決でし
た。私たちは本
判決を不服とし
て、控訴審では
必ずや本判決の
不当な判断を是
正させ、非正規
職員の無期転換
に向けた全面的
解決に臨む決意

3年ぶりに行われました

10
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＊不当な判決、逆転しよう
第283号・2022年7月29日（金）
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地位確認を請求した
訴訟（２０１８年４月
４日）に対し、２０２
２年６月 日午後、裁
判長から「原告の請求
をいずれも棄却する」
「訴訟費用は原告の負
担とする」と告げられ、
４年の裁判が一瞬で終
了しました。
大きな虚脱感に見舞
われたのですが、判決
文を読んでみると、法
や判例を踏まえておら
ず、多くの問題がある
判決だったことがわか
りました。
判決文は、労働契約
法に踏み込んだこんな
文章で締められていま
す。

する合理的理由は生じ
ていない。
・以前の３年上限ルー
ル時の例外規定につい
て、これが削除されな
かったとしても雇止め
時の合理的期待はない
ので、この削除が不利
益変更にあたるかどう
かは判断する必要がな
い。
・東北大学は３０００
名を超える有期雇用職
員を有し、人件費財源
の減少が見込まれるの
で、就業規則に通算契
約期間を５年以内と定
めることに合理性があ
る。
・労働契約法 条は、
５年以内の有期労働契
約を規制するものでは
ない。

18

総じてこの判
決は、原告の合
理的期待権を認
めないのみなら
ず、無期転換逃
れの雇止めの違
法性を看過した
不当なものであ
ると判断されま

す。原告、弁護団は、
２０２２年７月７日に
控訴しました。組合も
たたかいます。
私たちは、控訴審で
は必ずや本判決の不当
な判断を是正させ、非
正規職員の無期転換に
向けた全面的解決に臨
む決意を声明として発
表しました。
本判決に関する批判
に加え、 年問題に関
する報道も多くなって
くると思います。控訴
で逆転勝利するために
も、来春の大量雇止め
を阻止するためにも、
皆様には、引き続きの
ご支援をお願い申し上
げます。
片山知史委員長

来春の大量雇止め阻止！

「通算契約期間
を５年以内と定め、
無期転換申込権の
発生直前に雇止め
をするという意味
で、無期転換申込
権の発生を回避す
ることを目的とし
た雇止めをしたこ
とをもって、直ち
に同法（労働契約
法）に抵触するも
のではない」
司法が無期転換逃れ
を許容するとは、にわ
かに信じられません。

判決文の多くの問題が指摘されました

%

関心の高さがわかります

意志で署名捺印された。
厳格な手続きを履践し
て締結された。
・プロジェクトが変更、
時間給単価が変更、勤
務時間数が変更したこ
とで、労働契約を締結
した回数や雇用の通算
期間のみを重視するこ
とは相当ではない。
・謝金業務期間は労働
契約ではない（謝金業
務の１年は、通算雇用
期間の中断）。
・誰も５年上限を超え
て契約更新されること
を示唆していない、雇
用継続の期待をもたせ
る使用者の言動がない
から、契約更新を期待

高等裁判所で逆転勝利し

多くのマスコミ関係者の姿が

その他、噴飯な文面
が多数あります。
・以前の３年上限ルー
ルを超えて更新された
職員は２８．
３ である。
つまり７割は
雇止めされて
おり、上限を
超えた雇用継
続は常態化し
ていたとはい
えない。
・労働条件通
知書（兼同意
書）は、自由
判決後の報告集会

10
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前代未聞の司法判断
「無期転換申込権の発生回避を目的とした雇止めは、
労働契約法に抵触しない」
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多く進行されました。
①国会報告
＊田村智子参議院議員

５８８
東北大学

２７５

京都大学

２５７

三重大学

２４９

名古屋大

２０６

浜松医大

１６０

大阪大学

１２６

新潟大学

１２２

滋賀医大

９９

信州大学

９８

千葉大学

９４

九州大学

８７

北海道大学

７２

雇止め対象者の悲痛
な訴えも多く出されま
した。また学内ルール
を勝手に変えて無期転
換させない大学、無期
転換後に科目開講せず
非常勤講師を解雇する
大学など、理不尽極ま
りない大学当局の対応
も紹介されました。
最後に、「マスコミ、
世論を巻き込み日本全
体で取り組む」との田
村議員による決意表明
で会を閉じました。

など課題がたくさん

）オ ンラ イン 開催

10年雇止め問題・大学ファンド問題

無期 転換ルール見直しと今後の運動の課題

全労 連・ 非正 規交 流集 会 （６ ／

全大教定期大会（7/23）オンライン開催
「大きく変える必要な
し」とのことで、小手
先の「十分周知・説明」
程度の対応で、根本問
題を放置する方針だそ
うです。
そのような中で、有
期契約から無期契約に
転換される場合の契約
通算期間を５年より短
くする、１年でいいの

ではないか、という提
案を検討しているとの
ことでした。
また、契約更新途中
（無期転換申込権を行
使する直前）
に行われる雇
止めは原則と
して禁止、有
期特措法によ
る無期転換の
特例の廃止と
いう、本質的
な提案も紹介
されました。
総合討論で
は、全国の民

間組合や地方労連での
現状課題について意見
交換し、今後の取組強
化の必要性を確認しま
した。

代議員（78単組）79名中、61名の出席でした。
オンラインでの大会も慣れてきたところですが、
資格審査で出席を確認した人数よりも、賛否投
票の人数の方が多くなることが続き、その対応
でしばらく時間を要しました（私は議事運営委
員だったので、結構大変でした）。
議案は、全て承認されました。
10年雇止め問題、10兆円ファンド問題、賃金
未払い問題、サービス残業問題に加え、組織拡
大等の課題を中心に議論しましたが、経験交流
や深い議論を行う時間はありませんでした。こ
れらの個々の課題については、９月中旬に開催
予定の交流集会で検討することになりました。
オンラインでだいぶ経費が削減されています
が、全大教も非常に厳しい財政状況です。各単
組が組合勧誘を強く進める必要があることを改
めて認識したところです。 片山知史委員長

【資料より抜粋】
無期転換ルールの施行実態
＊2018～19年の無期転換者
約118万人（企業独自含め158万人）
常用労働者の２．９％
＊上記年度で
無期転換ルールの内容を知っている
有期労働者３９％ 企業７８％
＊転換申し込み権あり
「権利行使」２８％「継続」６６％
「雇止」０．５％「退職」６％

②日本の研究を破壊す
る大量雇い止め
＊科学・政策と社会研
究室 榎木英介代表
③労働組合からの発言
＊理化学研労働組合
金井保之執行委員長
＊東北大学職員組合
片山知史執行委員長
＊関西圏大学非常勤講
師組合
新屋敷健執行委員長
＊全大教
笹倉万里子
中央執行副委員長

東京大学

19

国立大学・研究機関の大量雇止め

の恐れがある研究者数

④雇い止め当事者の発
言（理研研究員、国立
大学助教、非常勤講師
など多数）

基調報告が、全労連・
労働法制局長の伊藤圭
一氏から行われました。
現在、現行法（労働
契約法）に関する厚労
省「多様化する労働契
約のルールに関する検
討会」が行われている
ようですが、無期転換
妨害行為があるのを認
識しつつも、総論では
（田村さんの資料より）

・違法行為は許されない！

６月４日夕刻に「国
立大学・研究機関の大
量雇い止め 違法行為
は許されません！」と
題した田村智子参議院
議員（日本共産党）緊
急オンライン懇談会が
開催されました。
これは２０２３年４
月に有期雇用期間が
年となる研究者が４４
８９人、このうち雇止
めの対象とされている
研究者が２５９４人と
いう事態を受けて企画
されたものです。たく
さんの関係者の参加が
あり、関心の高さがう
かがわれました。

今年度末までに雇止め

以下のような内容で、
特に現場からの報告が

10
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ひき
だし

プーチン大統領はた
だちに侵略戦争をやめ
るべきです。侵略戦争
は国連憲章違反です。
対抗軸としては、「自
由社会を守れ」と呼び
かけては世界を分断し
てしまい、むしろ侵略
者の外交政策を元気づ
けてしまいます。「国
連憲章を守れ」の一点
ならば、世界が団結で
きますし、プーチン大
統領にとっても義務で
す。そして、国連憲章

負担が２倍化するそう
です。「賃安・円安・
物価高」のもと、今は、
軍事力強化ではなく、
コロナ対策と庶民の購
買力の改善が大切では
ないでしょうか。憲法
９条は庶民の財布の味
方だと思います。

読者のこえ
６月４日、同志社大
学大学院ビジネス研究
科浜矩子教授の「貧困
低賃金問題 そして
政治を斬る」という講
演会に参加した。
私たちは経済活動と
は何なのかをしっかり
と捉えること、経済活
動とは人間の営みであ
り、人間を幸せにでき
なければいけない、人
権の礎でなければいけ
ない、従業員を牛馬の
ごとく働かせ、下請け
いじめをするような
「ブラック企業」は企
業ではない、そのよう
な集団を企業というと
ブラックな集団を企業
と認めることになる、

「ブラッ
ク」と
呼ぶべ
き、と
いう話
は痛快
であっ
た。
また、日本の貧困問
題にも触れた。最貧国
は国も貧しく、国民も
貧しい、みんなが貧し
いので一丸となって経
済成長を追求する連帯
感が生まれる。アメリ
カは１％の金持ちに
％の貧困者。 ％の連
帯が生まれる。日本の
相対的貧困率は ％、
あるまじき高さではあ
るが、 ％の前ではか
すんでしまう。立ち向
かうことは難しく、政
府にとっては都合がい
いとのこと。
％の消費税や毎月
の高い社会保険料の支
払いに頭を悩ませてい
る私だが、おそらくこ
の ％には入っていな
い。それほど日本は貧
しい国なのだと感じた。
（Т）

今後 の日程

８月４～９日
原水爆禁止世界大会
８月 日（月）
８． ふたたび戦争
を繰り返さない集い
９月３日（土）
宮城県労連大会
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今号作成中に、地位
確認を請求した訴訟に
対し、「原告の請求を
いずれも棄却する」と
の判決が出た。安倍元
首相の銃撃・殺害事件
が起きた。参議院選挙
が行われ、改憲勢力が
３分の２以上を占めた。
久しく名前を聞くこと
のなかった旧統一協会
（教会）の反社会的な
行為が大きく取り上げ
られている。
不当な判決を逆転さ
せ、でたらめな政治を
止め、平和憲法をまも
るたたかいに、これか
らも一段と忙しくなる。
（編 М）

編集後記

15

憲法９条は財布の味方
小野寺智雄 さん

有数の軍事力と軍事予
算をもち、海外の紛争
地への派遣も行い、２
０１５年には「集団的
自衛権容認」の閣議決
定と安保法制の強行へ
と、決定的に足を踏み
外していますが、それ
でも政府は「自衛隊は
最小限であって合憲だ」
という立場です。「野
放図な海外派兵を許さ
ない」という点で、憲
法９条がかろうじて歯
止めとなっています。
政府は、９条改憲によっ
て海外派兵を完全自由
化したいのです。
それにつけてもお金
は貴重です。改憲の動
きと軌を一にして、防
衛費を５兆円増やすと
のことです。仮にそれ
を我々の病院窓口負担
で捻出する場合、窓口

東北大学職員組合書記
を一歩進めたものが日
本国憲法９条です。こ
の９条の道をＡＳＥＡ
Ｎが歩いています。つ
まり、長年にわたり、
外交によって戦争を防
いでいます。ところが、
我が日本政府は、外交
をがんばるべきことに
一致はするものの、そ
こには本腰を入れず、
憲法に「自衛隊は合憲
だ」と書き込むことに
執着しています。
憲法上、「自衛隊は
違憲だ」という根拠が
あることは明確ですが、
それでも「自衛権自体
はある」と言われてい
ます。政府は長い間、
もっぱら自衛のための
最小限の備えは憲法違
反ではなく、それが自
衛隊だ、と言ってきま
した。現実には、世界
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