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控室  

首都圏大学非常勤講師組合  
TEL 045-201-3684(横浜地区労) FAX 03-6745-5622 

URL: http://hijokin.web.fc2.com/ 
e-mail: union_daigaku_hijoukin@yahoo.co.jp 

〒231-0062 

横浜市中区桜木町 3-9 

平和と労働会館 3F 

郵便振替口座 

00280-4-89943 首都圏大

学非常勤講師組合 

  

本号の主な内容 
♦ 36 協定締結交渉を通じ、非常勤講師ゼロ化計画の撤回を実現する(5 面) 

 
 去る 4 月 7 日、首都圏大学非常勤講師組合の第 24 回総会が都内で開かれました。

関西圏大学非常勤講師組合と横浜地区労働組合から来賓のご出席をいただいたほか、

大学等非常勤講師ユニオン沖縄、東ゼン労組、理化学研究所労働組合、UTU、東京大

学教職員組合、新しい日本大学をつくる会、また社民党副党首の福島みずほ参議院議

員、日本共産党の吉良よし子参議院議員からもお祝いのメッセージを頂戴しました。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【1】大学をめぐる情勢 

(1)教員の非正規化 

① 大学の講義の約半数が非常勤講師の

担当。非常勤講師の数、比率は、引き続

き増加。 

 1986年には非常勤講師は専任教員の

71.6％、2016年には114.6％(学校教員統

計調査より)。 

 本務校のない非常勤講師が約半数。本

務校のある非常勤講師の数を上回りつつ

ある。専任が減少し、本務校での労働強

化が進んでいるため、今後は本務校なし

非常勤講師が主流になっていくと思われ

る(学校教員統計調査より)。 

② 非常勤講師中の本務なし非常勤講師

の比率は、1986年には23％、2016年には

44％。 

③ 専任(常勤)教員の数は、設置基準があ

るので、あまり減らせないが、本物の正

規教員(常勤・無期・通常は年功制)の比

率は、低下しつつある。 

④ すでに専任教員(常勤教員)の4分の1

が任期付き(朝日新聞、2018年5月20日)。

期間満了で首に。 

⑤ 新規の常勤教員の募集は、任期付きが

多くなっているので、この傾向はさらに

進むであろう。〔補足 朝日新聞、2019

年6月19日によれば、専任の｢約60％が任 

期付き採用で、その4割超は2年以下の条

件で雇われている、とされている。現状

でも、大学の講義の約半数は非常勤講師

が担っているが、このままだと将来は講

義の約80％を非正規教員が担当すること

になる〕  

 

(2)非常勤講師の雇用はやや安定。逆

に、任期付き専任の雇用は極度に不安

定化 

 

首都圏大学非常勤講師組合第 24 回総会 
 

2018 年度活動報告・2019 年度活動方針[要約・補足版] 
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① 非常勤講師の雇用は、労働契約法第18

条に基づく無期転換が始まり、やや安定

化、週10回講義で年収300万円前後の待遇

はそのまま。 

② それでも、非常勤講師に対する雇い止

めは続いており、引き続き警戒を要する。 

・専任教員の労働強化を進め、非常勤講

師を減らす(日大・Ｒ大など)。 

・業務委託により外注化を図る(日大、国

学院、東京工科大、山野美容芸術大など)。 

・第二外国語などの科目そのものを廃止

したり、削減したりする(日大、昨年の杏

林など)。 

・非常勤講師の定年を引き下げる(日大な

ど)。 

③ 任期付き教員の無期転換と正規化を

恐れ、任期付き常勤教員の雇い止めが続

出(洗足、慶応、目白大、デジタルハリウ

ッド大など)。 

 任期付きの常勤教員の年収の相場は、

500万円前後。正規教員の年収は1000万円

前後。1人無期転換を認めると、生涯人件

費コストが約1億円増える計算。 

④ 安定して研究に取り組める正規教員

が減少している。 

・人数の減少(定年後の不補充) 

・正規教員の担当講義数の増加 

・教育研究以外の業務の増加 

[補足 ｢教育に特化する｣として、｢『研

究者教員』を望む人は、今後、本学との

マッチングはない｣と宣言する大学も現

れている。これは、大学としての責 

任の放棄であり、専任教員の給与半減ま

たは担当講義数倍増＋非常勤講師大量解

雇につながることが容易に予想される] 

 

(3)職員の非正規化 

① 私立大学では、職員の非正規化・派遣

化(または業務委託化)が進行している。 

② 非正規職員の雇用がさらに不安定に。 

 労働契約法第18条に基づく無期転換に

よって東大など一部の大学では非常勤職

員の雇用が安定した。他方で、東北大学

のように無期転換を恐れて、5年を超える

前に雇い止めにする動きが広まった。 

 

【2】この1 年間の活動の成果 

(1)非常勤講師の無期転換問題での前

進 

 大半の大学は、2018年の4月以降、非常

勤講師の無期転換の申込権を認めた。 

今年度だけで20以上の大学が10年ルール

を撤回または凍結した。とりわけ、3月に

入ってから一斉申し入れを行いし、大き

く前進した。10年ルールを撤回または凍

結した大学(獨協大、大東文化大、聖学院、

武蔵野大、東京理科大、成蹊大、桐朋学

園、流通経済大、横浜国大、文教大、東

京農大、東邦大学、神奈川大学、お茶の

水大、東大、高崎大、フェリス、東京家

政、日本工業大、二松学舎、清泉女子大、

埼玉学園、東経大)〔補足 総会後に、東

京都市大、川村学園、神奈川工科大が撤

回〕〔現在も数大学が見直しを検討中であ

り、いまだに10年ルールを固執している

のは、10大学以下である〕 

 

(2)非常勤講師の労働者性を認めさせ

る問題 

① 東大で非常勤講師2800名を業務委託

扱いから雇用扱いに変更させた。 

② 東工大も2019年4月1日から雇用扱い

になる予定。 

③ 藝大も半年をめどに雇用扱いを検討

すると約束した。 
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④ 千駄ヶ谷日本語学校 直接雇用化、大

幅待遇改善実現。 

⑤ ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 

労災払わせる。 

 

(3)雇止め・コマ減問題〔主要な成果

のみ〕 

 今年度は、後半になって、初めてほぼ

全ての労働相談に対応可能な体制を確立

した。 

 國學院、東京工科、武蔵野大、千駄ヶ

谷日本語学校などで組合員を拡大し、顕

名することで大きな成果を挙げた。 

① 信州大学非常勤講師クーリング事件 

全面勝利 

② Ｍ大非常勤講師大量雇止め、とりあえ

ずもう2年継続。祝賀会に14名参加。 

③ ＹＢＧ大准教授解雇 金銭解決。 

④ Ｙ国大准教授 雇用継続。 

⑤ 法政嘱託職員の雇用問題(5年上

限)[総会後の交渉で、雇用継続] 

⑥ 業務委託扱いの相模女子大カウンセ

ラー雇い止め問題〔総会後の交渉で解決〕 

⑦ 東京工科大大量雇い止め 10数名の

顕名組合員全員雇用継続。 

⑧ 明治学院非常勤講師2名雇い止め、コ
マ減問題。19年度については金銭補償 

⑨ Ｋ大非常勤講師雇い止め 金銭解決。 

⑩ Ａ女子大非常勤講師雇い止め 金銭

解決。 

⑪ Ａ女子大准教授解雇事件 雇用継続。 

⑫ Ｓ女子大非常勤講師パワハラ解雇 

契約期間中の地位保全。 

⑬ Ｋ學院雇い止め 6名が顕名し全員雇

用継続。 

 

(4)待遇改善の闘い 

千葉工業大 1コマ月2000円賃上げ。 

【3】組合員の拡大と組織の構築 

 無期転換相談会を毎月開催し、相談者

数十名。毎回のように、組合加入者があ

った。 

 組合費を長期間滞納している組合員を

100名以上整理したため、組合員は90名ほ

ど減少したが、実質的には引き続き増加

し、現在530名に達している。 

 この1 年間は、組合通信をほぼ毎月、

機関紙『控室』を3回発行した。役員の拡

充をすすめ、16名の強力な三役体制を確

立した。三役会議や事務作業の場所も確

保した。 

 

【4】闘いの方針 

(1) 雇用の安定のための闘いの方針 

① 無期転換申込の闘い ほとんどの大

学では、5年で無期転換申込を認めている

が、まだ申し込みは少数にとどまってい

る。無期転換申込の運動を引き続き強化

する。 

② 雇い止めや｢解雇｣との闘い 

 引き続き非常勤講師に対する不当な雇

い止めと闘う。また、無期転換後の非常

勤講師に関しては、雇い止めはなくなる

が、解雇の可能性は残っている。無期契

約であることを活用して、不当な解雇と

闘う。 

③ 5年上限の廃止 

  ほとんどの大学では、5年上限を廃止し

たが、後から採用した非常勤講師に対す

る5年上限は、まだかなり残っている。日

大、上智、駿河台大、駒大、成城、青山、

明学などと交渉し上限を完全に廃止させ

る。 

④ 10年上限(または10年継続で無期転換

可能)とする大学との闘い 
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 慶応、中大、東海大、東洋大、専修大

など残る10数大学と交渉し、5年で無期転

換を認めさせる。後から採用した非常勤

講師にのみ10年ルールを課している早稲

田・法政などにも5年で無期転換申込権を

認めさせる。 

⑤ 半年空白のある場合も、5年で無期転

換申込権を認めさせる。 

⑥ 引き続き大学非常勤職員の雇用上限

の廃止に取り組む。 

法政大学、東京外語大、東京藝大などで

非常勤職員の5年上限を廃止させる。 

⑦ 定年引き下げを認めず、現在定年が70

歳未満の大学には定年の引き上げを求め

る。 

 

(2) 業務委託(個人委託・語学学校に

よる偽装請負)との闘いの方針 

① 政府や財界の一部には、2035 年まで

に全員を個人委託にする構想がある。非

常勤講師の労働者性を認めさせることは、

この前哨戦で勝利することになり、全労

働者に影響する。すでに、東大、東外大

非常勤講師の労働者性を認めた。今後は

まず藝大、海洋大、東京医科歯科大など

の個人委託を一掃する闘いに取り組む。

河合塾に関しては、非常勤講師の労働者

性を愛労委が認めたが、河合塾の抵抗が

続いているため、中央労働委員会での河

合塾ユニオンの闘いを支援していく。 

② 日大、早稲田のような偽装請負による

教育を問題にし、偽装請負の拡大を阻止

し、直接雇用に戻すことを求めていく。 

 

(3)待遇改善の闘いの方針 

① 無期転換による雇用の安定に基づい

て、千葉工大に続き、大幅賃上げを目指

す。特に大手の私立大学では、早稲田並

みにまず1 コマ月4 万円の引き上げを直

近の目標とする。 

② 講義回数が増えているにもかかわら

ず、賃金が上がっていないのは事実上の

賃下げであり、少なくとも授業の増えた

分の支給を求める。 

③ 労働契約法第20条などを活用し、非正

規教職員に対する一時金(ボーナス)、退

職金支給を各大学に要求する。 

④ 休暇に関しては、年次有給休暇、産休、

育休など国立大の非常勤職員並みの休暇

を獲得する。 

⑤ 日大などの大規模大学には組合事務

所を要求する。 

 

(4) 奨学金問題 

① 岩波書店から発行したブックレット

を普及する。 

② 奨学金問題の解決のための政策を立

案する。大手の大学には自校出身の非常

勤講師の奨学金返済問題への対応を求め

る。 

 

(5)本格的なアンケート活動 

① 非常勤講師アンケートに関して実施

の時期・方法を検討する。 

② 2019年度には、大規模な大学非正規教

職員のアンケートを行う。 

 

【5】組織建設の方針 

(1) 無期転換相談会の継続 

相談会を今年度も最低数回は実施する。 

(2) 組合ニュースと『控室』を定期発行

する。 

(3)組織の確立と1000名の非常勤講師組

合の建設 

① 非常勤講師組合を単組化し、東京公務

公共一般から独立する。 
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② 年内に組合員数 1000 名を目指す。  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 2018 年度活動報告と会計報告、2019 年度活動方針と予算案が賛成多数で採択され
た後、本年度の執行委員を選出し、閉会後、全国障害者総合福祉センター戸山サンラ

イズで懇親会が行われました。 
 

 

36 協定締結交渉を通じ、非常勤講師ゼロ化計画の撤回を

実現する―労働者代表選の新たな争点― 
 

今井 拓(副委員長・日大ユニオン事務局次長) 
 

 

 6 月 20 日、日本大学経済学部の 2019

年の労働者代表選挙が終了し、教職員組

合・経済支部の候補者が労働者代表とな

った。私と教職員組合の候補者との一騎

打ちとなった第 1回投票で、私が 51 票、

教職員組合の候補者に128票、無投票332

票で、選挙の帰趨は決し、第 2回投票、

信任 103 票、不信任 6票、無投票 404 票、

第 3回投票、不信任 0票での選出となっ

た。2018 年度の労働者代表選は、1回の

信任投票だけで選出されたが、私への信

任が 186 票、不信任 142 票、無投票 169

票だったので、今回の結果の最大の特徴

は、投票率が 35.9％と低かったというこ

とに尽きる。前回私を信任した非常勤講

師の皆さんを投票動員できなかったこと

が、私が選出されなかった原因である。

今回の労働者代表選が低調で終わった要

因は、非常勤講師全員へ所信表明文等が

届けられることがなく、選挙の争点が十

分に明らかにならなかったことに加えて、

2020 年度の労働者代表が 12 月に選出さ

れるため、今回選出される労働者代表は、

36 協定の締結等の権限の行使が予定さ

れていない、つなぎの労働者代表であっ

た、ということも関係している。要する

に、本年度の日本大学における労働者代

表選の本選は 12 月に行われるのである。

そこで、次回の労働者代表選に向けて、

争点を広く明らかにするために、また、

日本大学に出講している非常勤講師の多

くの目に触れるよう『控室』の紙面を借

りて、今回の選挙戦で私が打ち出した、

表題の新たな争点について、本稿で説明

しておくことにしたい。 

 

1.36 協定の従来の位置づけ―非常勤

講師の解雇や雇止め、コマ減を強行す

る場合には 36 協定の締結を拒否する 

 

 前回労働者代表選において、私は、5

年雇止め等を含む就業規則の制定・施行

に反対して行動することを公約して信任

されたが、36 協定の締結については、教

職員組合の候補の判断に従う立場に立っ

た。これは、前回の労働者代表選出過程

では、候補者を一人に絞り込む互選会議

が行われ、その場で、教職員組合の候補

が信任投票を辞退するよう促すためだっ

た。36 協定の締結と引き換えに、教職員

組合と日大ユニオンの協力関係の構築を

めざしたのだった。しかし、前回の労働
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者代表選では、教職員組合のメンバーを

含む専任教員の投票者のほとんどが、私

に不信任投票を行うなど、事実上協力関

係が破たんしていたにもかかわらず、非

常勤講師の信任票により、私が労働者代

表に選出された。そのため、今回の労働

者代表選においては、教職員組合の意向

を踏まえて協力関係の構築のために譲歩

するということをせず、当初からゼロ化

計画を強行するなら 36 協定を締結しな

いという我々の立場を明確に打ち出した。 

 

｢理事会方針に経済学部長が追従して非

常勤講師の解雇や雇止め、コマ減を強行

する場合、過半数代表者のすべての権限

を行使して反対します。具体的には、36

協定の締結を拒否します。｣(2019 年度労

働者代表選候補者所信表明 今井 拓) 

 

 現状では、日本大学の各学部において、

36 協定は職員を対象として締結されて

おり、それを踏まえると、さしあたり、

この公約は、非常勤講師の雇用を守るた

めに、職員の 36 協定を人質に取る戦術と

いうことになる。この公約を表明した上

で、各学部で労働者代表を確保すること

ができれば、ゼロ化計画の実施を断念に

追い込む、決定打と言えるだろう。ただ、

この公約だけでは、ゼロ化計画の実施を

断念させるために、職員の労働条件にか

かわる事項を非常勤講師が利用した、と

いうことにもなりかねない。しかし、こ

の公約は、次に説明するもうひとつの公

約と合わさると別の意味も持つことにな

り、全学的な合意形成という意味では、

より説得力のある主張になると考えられ

る。 

 

2.36 協定の新たな位置づけ―ゼロ化

計画の根幹である専任教員の担当科

目数の増加自体が違法に残業を行わ

せる行為であり、36 協定の規制対象

である 

 

 今回の労働者代表選における私の 2つ

目の公約は以下であった。 

 

｢専任教員の基準授業時間数を超える教

育負担は、実態として残業となるので、

36 協定で制限すべきです。具体的には、

ⅰ．基準授業時間 5コマは、授業準備と

研究、および義務的大学運営業務等を考

慮して通年で週 40 時間の労働とみなす

こと。ⅱ．大学院を担当する等やむを得

ない場合にのみ認められる超過の授業に

ついては、1コマ 120 時間の残業と認め

ること。ⅲ．超過の授業科目については

超コマ手当でなく残業代を支払うこと。

ⅳ．36 協定の残業時間の上限は 360 時間

とすること。｣(2019 年度労働者代表選候

補者所信表明 今井 拓) 

 

 基準授業時間 5コマでフルタイム労働

とみなすというのは、日本の大学の専任

教員の労働実態を調査した以下のデータ

により、根拠づけることができる。 

 まず、文科省・学校教員統計調査の

2016 年データを見ると、本務教員(専任

教員)の平均授業担当時間数は 9時間、こ

の統計では、授業担当時間を 1分単位で

合計しているので、日本の大学専任教員

は、平均週 6コマの授業を担当している。

この統計に照らせば、日本大学の基準授

業時間は、1.5 時間×5コマの 7.5 時間と

いうことになる。さて、ところが大学教

員の研究活動時間の実態調査資料である
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｢大学等におけるフルタイム換算データ｣

の直近の調査(2012 年データ)で、専任教

員の労働実態を確認すると、年平均総職

務時間は、人文・社会科学系で 2369 時間

に及んでいる。内訳は、教育活動 794 時

間、研究活動 834 時間、社会サービス活

動274時間、学内事務等467時間である。

総職務時間 2369 時間を 52 週で割れば、

週 45.56 時間となり、毎週 5.56 時間の残

業が発生していることになる。6コマの

授業を担当する場合に、年 289 時間の時

間外労働である。また、教育活動時間は、

1コマあたり 132.3 時間となる。したが

って、担当授業時間 5コマ(10 時間)でフ

ルタイム労働とみなし、1コマ増加する

ごとに年間 120 時間の残業が発生すると

見なすことは、日本の大学の専任教員の

労働実態を踏まえた現実的な想定であり、

基準授業時間数を超える教育負担が、実

態として教員に時間外労働を余儀なくさ

せることは否定しがたい事実と考えられ

る。 

 

 専任教員の担当授業時間数を 5から 8

に増加させようとする日本大学本部の方

針は、すべての専任教員に長時間の時間

外労働を強いるものであって、教育活動

や研究活動の充実をもたらすものではな

く、まったく逆の結果を引き起こす、教

学破壊の方針、というべきである。 

 そして、日本大学の各学部が、36 協定

の対象を職員に限定し、専任教員を対象

としていない現状においては、専任教員

の授業担当科目を増加せるという本部方

針の実施それ自体が、労働基準法第 32

条 1 項｢使用者は、労働者に、休憩時間を

除き一週について 40 時間を超えて、労働

させてはならない｣に反する違法行為で

あることが疑われると言わざるを得ない

のである。 

 つまり、本部方針のこの部分を撤回さ

せることは、教学方針の正当性、合理性

を担保する為に不可欠な行為なのであっ

て、この立場は、全学的合意を形成しな

がら、まっとうな大学改革をすすめたい

と考えるすべての教職員の支持をかちと

る可能性があると考えられる。 

 

3.ゼロ化計画の撤回の為にたたかう

ことは、労働者代表の本来の責務 

 

 労働基準法の定める労働者代表の責務

は、大きく 2つある。第 1は、36 協定の

締結等の労働協約を締結する行為である。

第 2は、就業規則の制定や変更にあたっ

て意見書等を提出することである。昨年

度の日大経済学部の労働者代表選におい

ては、この第 2の責務を争点としてたた

かい、有権労働者の過半数の投票と多数

の信任を得て、私が労働者代表となった。

5年雇止めの就業規則の制定・施行が選

挙の争点となったこと、また、経済学部

の労働者の大多数が投票を行い、就業規

則の制定・施行に反対する候補を信任し

たこと、さらに、実際に労働者代表がこ

の就業規則の制定・施行に反対してたた

かったのであるが、これが危険タックル

問題による情勢の激変が起こる前に起こ

っていたことは特筆に値する。しかし、

労働者代表の意義、その実践的効力とい

う点から言って、本年度の第 1回目の労

働者代表選において、第 1の責務が争点

となった、ということは、事態が新たな

局面に入ったことを示している。なぜな

ら、労働者代表選において、36 協定の締

結を行わないという公約が掲げられた場
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合には、36 協定の締結を行うという明確

な公約を掲げた候補が、労働者の過半数

の支持票、あるいは信任票を獲得した場

合に初めて、労働者代表が 36 協定を締結

する正当性が担保されると考えられるか

らである。不信任投票による無投票のみ

なし信任票で労働者多数の支持を得たと

の強弁が容認されるのは、意見書の提出

や 36 協定の締結に対して、明示的な反対

意見が表明されていない場合であって、

今回のように、もう一方の候補者が所信

表明において、一定の条件を明示して 36

協定を結ばないことを公約し、無視でき

ない程度の得票を得ている場合には、36

協定の締結のためには、労働者の過半数

が間違いなく 36 協定を締結してもよい

と考えていることが明確に示されなけれ

ばならないだろう。民主的手続きによる

選出という労働者代表の適格性にかかわ

る事項は、従来より厳格に審査される必

要があるということである。 

 そして、12 月に日本大学の各学部で実

施される 2020 年度労働者代表選におい

ては、ゼロ化計画の展開停止の状況を保

持できる限り、単に、非常勤講師の解雇、

雇止め、コマ減が強行される状況下では

36 協定を結ばない労働者代表を選出す

るかどうかではなく、教学方針における

違法な部分、不合理な部分を是正させる

――ゼロ化計画自体を撤回させる――こ

とを責務とする労働者代表を選出するの

かどうか、が最大の争点となるだろう。 

専任教員に時間外労働を行わせること

により、非常勤講師を追い出すという教

学方針の違法な部分を是正することは、

過半数労働組合に代わって 36 協定を締

結する権限を持つ労働者代表の本来の責

務と言える。労働者代表が、この本来の

責務を担うことになれば、適切な労使関

係を形成する為に現行の制度を新たに活

用する可能性が拓かれたことなるだろう。

とりわけ、首都圏大学非常勤講師組合・

日大ユニオンの団体交渉による要求と各

学部労働者代表による 36 協定締結交渉

が連携する状況を実現することができれ

ば、日大改革も半ばまで達せられたも同

然と言うことができるであろう。そのよ

うな状況の実現へ向けて、引き続き、頑

張っていきたい。 

 

クリップボード  

 
(1)『控室』原稿を募集します 
組合員であるか否かを問わず随時原稿

を受けつけています。掲載段階での匿名

はかまいませんが、連絡先は明記してく

ださい。原稿は題字横のメールアドレス

までお送りください。短い記事や通信は

送信者に断りなく、匿名で掲載する場合

があります。 
(2) 『控室』を配布してくださる方を

探しています 
 勤務先のメールボックスなどに『控室』

を配布してくださる方を探しています。

お志のおありの方はぜひご連絡ください。

講師控室に直送も可。 
[編集後記 ]昨年は総会報告の見出しの
年号の誤りを見落とすという大ぼけをや

ってしまいました。私が編集するのも後

最大 3号です(行) 


