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今号は組合の紹介と加入呼びかけ特集号です
「専業」
専業」非常勤講師の皆さん、今こそ、
非常勤講師の皆さん、今こそ、
首都圏大学非常勤講師組合へ加入しませんか？
首都圏大学非常勤講師組合へ加入しませんか？
［組合要求１:非常勤講師給の改善に向けて］
《１》文科省の学校教員統計調査で、
《１》文科省の学校教員統計調査で、「
文科省の学校教員統計調査で、「専業」
専業」（本務無し）が
（本務無し）が非常勤講師の最大のカ
テゴリーに。もはや大学は講師給の位置づけを見直し、1
テゴリーに。もはや大学は講師給の位置づけを見直し、1コマ月5
コマ月5万円の水準を実現す
べきです。
べきです。
(1) 専業非常勤講師が大学の
専業非常勤講師が大学の標準
が大学の標準に
標準に

変不適切な水準ではないでしょうか。な

全国の大学における非常勤講師の本務

ぜなら、その給与で最低限度の生活を維

先別構成は、2001年から2010年で大きく

持できる(と見なされている)年収300万

変動しています。大学における非常勤講

円を得るためには、週10コマをこなし、

師構成別の最大のカテゴリーであった大

その上日常的に研究・調査・論文執筆が

学・短大に本務を持つ者は、2001年の約

不可欠ということになります。確かにこ

15万人中5万5千人から、2010年の約20

の頃ではたとえ本人が希望しても、週10

万人中5万6千人と構成を低下させ

コマを掛け持ちできる講師が多いとはい

（26.1％）、一方本務の無い者は、約5万

えませんが、その持ちコマで講義をし、

3千人から8万2千人と構成を大きく増加

かつ悠々と研究・調査・論文執筆をこな

させ（41.0％）、最大のカテゴリーとなり

せると思う講師は非常に少ないのではな

ました（「平成22年度確定版・学校教員

いでしょうか。従来の講師給の根拠は、

統計調査」）。以前は、他に本務を持つ非

本務を別に持つ非常勤講師を基本に組み

常勤講師が大多数でしたが、今や全国の

立てられてきました。今後は、そうは行

大学非常勤講師の4割強が、他に基本所

かない時代なのです。

得のない「専業」非常勤講師となってい
るのです。

(3) あるべき非常勤
あるべき非常勤講師給とは
非常勤講師給とは
そもそも非常勤講師給は、大学講師と

(2) 講師給だけでは生活できない
講師給だけでは生活できない

して要求される「研究・専門性」と生活

専業非常勤講師が非常勤講師の標準と

を継続できる最低限度に基づいて算出す

なる一方で、1コマ月額2万5千円程度と

る必要があります。週1回90分の講義に

いう首都圏の大学の標準的な講師給は、

対して、講義の準備、講義時間内外のレ

要求される業歴と教務内容に対して、大

ポートや小テスト採点、定期試験・追試
1
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ことを強調しています。今日、非常勤講

る)、また講義時間外の学生質問に対する

師給を適切な水準へ改定していくことは、

調査・回答等の多様な時間外労働を考慮

大学存続と教育の質を確保する上で、本

すれば、大学教員としての担当コマ数は

質的に重要な課題ではないでしょうか。

週に5コマ程度が妥当であることを多く

大学の全ての教員が、研究と教育に必要

の講師経験者が感じています。実際、全

かつ充分な意欲を持ち続けるためには、

国の専任教員の週平均担当授業時間は、

合理的で納得のいく教育研究環境が不可

平成22年度で9.0時間(90分授業で換算す

欠です。また研究者を維持・再生産する

ると6コマ)です。ゼミや演習等専任教員

という観点からも、標準となった専業非

特有の授業もあり単純換算はできません

常勤講師への処遇の抜本的な改善は急務

が、昨年12月9日の中央教育審議会・大

です。大学のあり方が問われている今こ

学分会会議で配布された資料によれば、

そ、大学関係者全体を巻き込んで合意形

「日本の大学教員の１学期当たりの担当

成を行い、非常勤講師給の改善を実現す

コマ数は8コマ。アメリカでは4コマが標

べきです。首都圏大学非常勤講師組合は、

準」と示され、「(日本の)大学教員は非常

非常勤講師給の適正化を活動の基本課題

に働いていて、授業数も多い」と指摘さ

として位置づけ、取り組みを進めていま

れています。また、研究を前提としない

す。

高校専任教員の週平均授業時間は、平成
22年度で15時間(10コマに相当)ですから、 (5) 参考資料：文科省の非常勤講師１コ
マあたりの労働時間計算式

教育と(同等の)研究の継続的両立に適切
な講義担当数は、週5コマといえるでし

文科人第 242 号（平成 13 年 3 月 26

ょう。もちろん、専任教員でも非常勤講

日）文書「非常勤教員の給与について」

師でも、担当授業に対する責任と手間は

では、「講師である非常勤職員について

同じですから、専任・非常勤に関係なく、

は、その者を常勤の講師として採用した

大学教員の妥当な週
大学教員の妥当な週担当コマ数は5
担当コマ数は5 コマ

場合に受けることになる俸給月額および

が基本と考えられるのです。
が基本と考えられるのです。

調整手当の額を基礎として次の算式によ

であれば、大学における適正な非常勤

り算出した額の範囲内の額を持って時給

講師給は、週5コマで最低生活の維持が

とする」として、以下の式が掲げられて

可能であることが基本になります。5コ

いました。
(俸給月額＋調整手当）×12
俸給月額＋調整手当）×12／
12／52×
52×10

マで最低生活、即ち年収300万円になる
ためには、1コマ5万円が専業非常勤講師

分子は、常勤講師の年標準報酬であり、

にとっての最低基準です。

分母は、時給換算のための年総契約時間
数となります。この算式では常勤講師の

(4) 非常勤講師給
非常勤講師給の改定に向けて
講師給の改定に向けて

年標準報酬を 52 週で除した週標準報酬

2012年度、私立大学の定員割れは45％

を表示し、それを 1 コマ 2 時間と見なし

を超えました。大学経営はいっそう厳し

た週 5 コマ・10 時間の契約時間数で除し

さを増しています。一方で文科省は審議

て、講師給の時給を算出しています。つ

会等で大学教育の質の保証が課題である

まり、非常勤講師の週 5 コマの労働を常
2
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げる要求の正当性を認め、そ
る要求の正当性を認め、その実現へ向
、その実現へ向

のです。

け、全学合意の形成に努力せよ
け、全学合意の形成に努力せよ
②各大学は、1
各大学は、1 コマ月 3 万円を非常勤

(6) 組合の要求項目

講師の最低賃金とする労働協約を締結

①首都圏の各大学は、生活と研究を支

し、月 5 万円へ向け、講師給の大幅引上

えられる講師給 1 コマ月 5 万円に引
万円に引き上
に引き上

げを開始せよ
げを開始せよ

［組合要求２
組合要求２:厚生年金加入に向けて］
《２》厚生年金加入条件の引き下げ、適用拡大の法改正の趣旨に沿い、大学は私学共
済等の加入条件を週 3 コマ以上とし、専業非常勤講師の年金権を保障すべきです。
労働」という特殊性から、専任教員の 3/4

(1) 勤労者なのに自営扱いの年金制度
勤労者なのに自営扱いの年金制度
専業非常勤講師の多くは、国民年金に

以上の業務を大学に任されることはない

加入し強制徴収されていますが、老後の

ため、厚生年金に加入できないとされま

保障は月6万数千円程度で、とても保障

す。

と呼べるものではありません。そもそも

しかし、その規定は法律で決まってい

国民年金制度は、本来、店舗などの土地

るわけではなく、昭和 55 年 6 月 6 日、

や資産を持つ自営業者のための年金制度

当時の厚生省から各都道府県保険課（部）

として発足しました。勤労者(パート労働

長宛への「内簡」(ないかん：単なる行政

者を含む)は、そのような資産がありませ

文書)が今も運用されています。当時の政

んから、雇用者と被雇用者が共同で掛け

策方針でしかないため、現在でも法改正

金を納める厚生年金制度に加入するもの

をすることなく非常勤講師が厚生年金に

とされ、その掛け金は国民年金よりは低

加入することは可能です。法違反にはな

額で、保障は国民年金より高額です。で

らないため、事業所(＝大学)が了承すれ

はなぜパート労働者である専業非常勤講

ば、例えば私学共済に加入させることも

師が、厚生年金制度に加入できないので

可能なのです。事実、ボイラーマンのよ

しょうか。

うな特殊業務においては、複数事業所で
の労働時間の合算により厚生年金への加
入が行われています。ただしそのために

(2) 厚生年金の適用除外
厚生年金の適用除外

は、政策を転換させる原動力が必要です。

端的に言うと、厚生年金の適用除外と
されているからです。厚生年金の適用除

(3) 厚生年金への明確な意思表示を

外というのは、いわゆる「3/4 要件」の
ことで、通常勤務の正社員に比べ、週の

2007 年の被用者年金一元化法案に盛

労働日数・時間が 3/4 未満の場合、厚生

り込まれ、衆院解散のため廃案となって

年金の適用から外れるというものです。

いた短時間労働者に対する厚生年金・健

非常勤講師は、いわゆる「細切れパート

康保険の適用拡大（週 20 時間以上、月
3
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案の廃案によって引き伸ばされてきた経

週 20 時間以上、月額 7.8 万円以上とし、

緯も踏まえ、各大学は法改正を待たず、

適用賃金額を引き下げた新たな法案を提

非常勤講師の私学共済加入基準の適正化

出する方針を決定・表明しています（3

を直ちに行うべきです。首都圏大学非常

月 14 日、前原政調会長の記者会見・民

勤講師組合は、私学共済の加入基準の適

主党ＨＰ）。「一体改革」をめぐる政局の

正化を各大学に求めていきます。

混乱から、未だ法案は提出されておらず、
(4) 組合の要求項目

法案の提出・審議は、遅れる情勢ですが、
短時間労働者への適用拡大と適用賃金額

①各大学は私学共済等の加入条件を

の適切化という社会政策の展開方向は明

開示するとともに法改正に沿った加入

確です。専業非常勤講師への被用者年金

条件是正を検討せよ

の非適用は現行制度の欠陥であり、本来

②各大学は週 3 コマ以上を担当の非常

大学は独自の対応を行うべき事柄でした。 勤講師の私学共済ないしは厚生年金へ
また、厚生年金の適用拡大は、2007 年法

の加入を認めよ

［組合要求３:奨学金返還の猶予に向けて］
《３》日本育英会・日本学生支援機構から借りた奨学金の返済にについて、
日本育英会・日本学生支援機構から借りた奨学金の返済にについて、返せる額
について、返せる額
と返せる方法に向けて「奨学金の返済手段の改善」を訴えます。
(1) 奨学金返還困難の背景

済に追われるだけという状況は、政策の

大学非常勤講師の殆どが大学院卒であ

失敗によるものであり、個人の努力で解

り、いわゆる「高学歴ワーキングプア」

決できる問題ではありません。

の代表といえます。しかし大学非常勤講
師のこのような状況は今に始まった話で

(2)救済制度の不平等
救済制度の不平等

はなく、また個人的な問題でもありませ

昨年 3 月の東日本大震災では多くの

ん。大学院に進学するにあたり、多くの

人々が生活困窮に直面したため、政府は

学生は高齢の親を頼らず日本学生支援機

「個人債務者の私的整理に関するガイド

構（元日本育英会）等の貸与奨学金を受

ライン」で被災者の債務免除を打ち出し、

給することを選択しましたが、卒業後に

奨学金返還者を免除の対象としました。

大きな負債となってのしかかっています。

しかし債務は、震災によってのみ発生

1991 年以降の政府の無計画な大学院

するわけではありません。現在の奨学金

増設計画により、大学院卒の就職率は急

返還困難者の多くは、
「震災の影響」とい

速に下がり、非常勤講師どころか最近で

う要因がなくとも、ある時点からガイド

は大学院を卒業しそのまま生活費困窮者

ラインの 7 項目全てに該当しています。

となることも珍しくなくなりました。能

日本学生支援機構は、被災者の対応に

力ある若者の未来が、生活費・奨学金返

ついては 2009 年度の貸与分から導入し、
4
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い返済制度、すなわち「所得連動型返済
「所得連動型返済

様の境遇にある人々に対する異なる扱い

制度」の創設しかありません。この見解
制度」の創設

は、法の下の平等に反します。

は、経済同友会の『経済格差を教育格差

もちろん、日本学生支援機構にも、奨

に繋げないために―高等教育の機会均等

学金の減免制度がないわけではありませ

に向けて―』（2010 年 3 月 26 日）の中に

ん。しかし 5 年の猶予期間を超えた場合、

もあり、給付奨学金の創設と「卒業後の

経済的理由による猶予は生活保護受給者

年収が低ければ返済額を減免する制度」

のみという条件に切り替えられます。つ

（所得連動型返済制度）の導入を提言し

まり 5 年を超えて払えなければ生活保護

ています。米国も、オバマ政権下におい

を受けよというわけですが、そのような

てローン型の強化から給付型へ移行しつ

論法は、生活保護法第 1 条の「その自立

つあり、世界の動向は人材育成の拡充に

を助長することを目的とする」に反し、

向けて無理のない教育体制を具体化して

生存権保障としての生活保護制度を悪用

います。

しているといえるでしょう。

優秀な若者に対する「いじめ対策」を

2009 年度からは 3 ヶ月以上の滞納者は

早急に軌道修正するためにも、日本には

民間の個人信用機関に通報する(いわゆ

「所得連動型返済制度」の早急な創設が

るブラックリスト化)という対策で、裁判

不可欠であり、奨学金制度の趣旨から見

所への提訴も始めました。しかし奨学金

ても、それが不可能ではないはずです。

が自分の安定した将来のみを担保にしか
(4) 組合の要求項目

借りられないのなら、単なる消費者金融

①本人の収入が最低額以下の場合、返

です。今後は経済的事情のために奨学金

済を猶予すること

すらあきらめて、学歴への努力を放棄す

② 収入における返済額の上限を設定

る者が増えるでしょう。

し、一定期間・年齢以上は返還免除とす
し、一定期間・年齢以上は返還免除とす
ること

(3)あるべき奨学金制度とは
あるべき奨学金制度とは

③所得の捕捉を前提とするため、徴収

奨学金制度の本来の趣旨を損なわずに、
現在の若手研究者たちの不安や生活困窮

方式は源泉徴収型またはそれに類似の

を減らすには、所得に対応した無理のな

方法とすること

非常勤講師組合のこれまでの成果の紹介
首都圏非常勤講師組合は、1996 年に結成されて以来、およそ 100 大学との団体交渉
に取り組み、多数の成果をあげてきました。
に取り組み、多数の成果をあげてきました
(1) 最初の壁は団交権

団交拒否でした。話し合いに応じない大

組合結成後に、最初に突き当たった壁は、

学に対しては、労働委員会などに問題を
5
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度から 2007 年度にかけて数十大学と交

その後、国会答弁でも、非常勤講師が一

渉し、賃上げを勝ち取りました。その後

人親方ではなく、パート労働者であるこ

も、明治、法政、早稲田などの主要大学

とが明確にされ、話し合いを拒否する大

で、賃上げ交渉に取り組み、着実に成果

学はなくなりました。最近では、東京都

をあげています。〔詳しくは組合 HP の

の労働委員会で大手予備校の河合塾に対

最低賃金比較表参照〕

して、講師が労働者であり、団体交渉に
応じなければならないことを認めさせま

(4) 国立大学法人化に伴う賃下げ阻止
国立大学法人化に伴う賃下げ阻止

した。

2004 年度には、国立大学の法人化に伴
い、非常勤講師に対して 20～30％の大幅

(2) 毎年数十件の雇い止めと闘う

賃下げが計画されていましたが、組合の

次に取り組んだのは、合理的理由のな

要請に応えて、文部科学省は賃下げに事

い不当な雇止めとの闘いです。毎年数十

実上ストップをかける通知（2004 年 3

件の雇い止め事件に取り組み、団体交渉

月 15 日付）を出しました。これによっ

や労働委員会での和解により雇用の継続

て大多数の大学は大幅賃下げを断念しま

や納得できる水準での金銭解決を実現し

した。また、組合は賃下げを断念しない

てきました。大半の事件は、円満に解決

大学には交渉を申し入れ、大幅賃下げを

していますが、裁判になった場合も、労

撤回させました。

働法の教科書にも載っている立教女学院
嘱託解雇事件・東京地裁判決など大きな

(5) 株式会社立大学 LEC を募集停止に

成果をあげています。

大学の規制緩和の最も極端な表れは株式
会社立大学です。たとえば、LEC（東京

(3) 私学助成の標準給与を 50％アップさ
50％アップさ

リーガルマインド） 大の場合、専任の教

せ、賃上げ交渉で成果をあげる

授・助教授の月給が 10 万円以下で、非

雇用が安定するにつれて、賃金など労

常勤講師並みである。教員は「業務委託」

働条件の改善に取り組みました。特に国

という名目で雇われ、専任も非常勤も労

会議員の協力を得て、文部科学省との交

働者として扱われていない。授業の多く

渉を数年間繰り返し、2004 年度予算に

は予備校講義のビデオで済まされるとい

おいて、私立大学助成金のなかの非常勤

う実態でした。組合は、マスコミや国会

講師補助単価（標準給与費）が実に 22 年

議員に働きかけ、実情を告発しました。

ぶりに 50％アップさせました。人件費の

その結果、さすがに文部科学省も黙認で

引き下げの流れが強まっているなかで、

きなくなり､是正勧告が出され、レックは

非常勤講師給与費への補助金が 13 億

募集停止に追い込まれました。

7100 万円増額されたのです。これは、全
国の非常勤講師組合の要請に応えて、文

(6) 奨学金の返済猶予に道を開く

部科学省が大学専任教員と非常勤講師の

非常勤講師は、大学院を出た人が大部分

「均衡処遇」の必要性を認めたものです。

なので、奨学金を 500 万円以上借りてい

首都圏大学非常勤講師組合は、2004 年

る人も珍しくありません。ところが、年
6
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学・明治大学は当該非常勤講師に不利に

が返済できず取り立てに苦しめられてい

ならないように対応すると回答していま

る人がたくさんいます。組合は、文部科

す。

学省に対して、年収 300 万円以下の人は
返済猶予とするように働きかけてきまし

(8) 科研費(
科研費(科学研究費)
科学研究費)申請の実現

た。今年から、非常勤講師組合の主張が

非常勤講師も科研費申請ができます。日

一部認められ、今後学部で第一種奨学金

本学術振興会に書類申請して認められれ

を借りる人に限り、年収 300 万円に達す

ば、科研費として研究の金銭面のサポー

るまで、返済猶予が認められました。実

トが得られます。それを実現させたのは、

際に、今苦しんでいるのは、すでに何百

当組合の文科省との地道な交渉でした。

万円も借りてしまった人なので、返済猶

ただし科研費申請は大学を通して行うた

予の範囲を拡大するため裁判を起こすこ

め、非常勤も専任も同様に扱う大学は問

とも検討しています。

題ありませんが、そうでない大学も存在
します。後者の場合でも、非常勤講師が
科研費申請のため大学に「委任依頼願い」

(7) 公立保育所入所への要請

を提出し、大学が委任を不承諾すること

非常勤講師が勤務時間中に子供を公立
保育所に預けようとすると、その労働時

を記した書面を当該講師に提示した場合、

間の算定(講義時間のみの合算)が壁とな

非常勤講師自身が学術振興会に書類を直

って、公立保育所に入所できないという

接提出することができます。当組合との

事例が見受けられます。非常勤講師の労

交渉では、早稲田大学のように書類申

働時間は講義だけではありません。準

請・科研費管理を全て行うとの積極的回

備・採点・時間外質疑等、多くの時間外

答もありましたが、芝浦工業大学や聖学

労働が存在します。非常勤講師の給与の

院大学等、書類申請を非常勤でも受付け

算出基準に関しては、文科省の答弁で(第

るという程度の回答が一般的です。法政

156 回国会の内閣委員会(第 14 号)におけ

大学は「不承諾の書類」を出すとのこと

る河村建夫副大臣)、講義時間の 3 倍が非

です。

常勤講師の実質労働時間とみなされます。
[編集後記] ◇今号から、後継者育成・
多様な紙面への挑戦(？)により発行担
書類に、雇用主である大学が労働時間と
当者が時々変わります。今回は新人が慣
して講義時間の 3 倍量で記入することは
れない編集に悪戦苦闘中です。
何ら差し支えありません。またそれによ
◇今後も多くの非常勤講師の参加を支
ってようやく実質労働時間が認められ、
えに、多様な非常勤講師問題を国会・内
子供を保育所に入所させる正当な権利が
閣・裁判所そして各大学の担当者へ訴え
ていきたいと思っていますので、ぜひぜ
保障されます。当組合は各大学との交渉
ひ加入をお願いいたします！加入の申
において、この実質労働時間を講義時間
し込みは 1 ページの電話、E メールまた
の 3 倍で記入するように求めてきました。
はファクス 03-5395-5139 へ。
その成果として、昭和大学・芝浦工業大
ですから市役所等に提出する保育所関連

学は 3 倍を了承しました。また早稲田大
7
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秋入学への移行と
秋入学への移行と
大学改革実行プランについて考える
（Ｔ．Ｉ．）

昨年末以降、東大・一橋大学等が秋入

大学改革実行プランでは、大学教育の質

学への移行を検討・提案しており、少な

的転換（学修時間の飛躍的増加、参加型

くない大学が追随するのではないか、と

授業、教員の教育評価、カリキュラム等

見る向きもあります。秋入学への移行は、

の弾力化の検討）等、大学改革を「迅速

日本社会の人口構造の少子高齢化の下で、 かつ強力に推進する」としています。学
外国人留学生の獲得を大学の生き残り戦

修時間の飛躍的増加や参加型授業の拡大

略の柱に据えようとするものであり、カ

を軸に教育の質の転換をはかる方向が打

リキュラムの大幅な再編を含む大学改革

ち出されており、非常勤講師にも、従来

を加速する契機のひとつとなる可能性が

とは質の異なる、濃密な学生指導の展開

あるのではないでしょうか。

や授業改革・授業改善を要求されること

東大案は、在学期間が秋から４年間で

が予想されます。このような改革が、非

あり、秋入学が広がったとしても、すで

常勤講師の処遇の改善を伴わずに展開さ

にセメスター制への移行をすすめている

れていくならば、従来のように週 10 コ

私立大学に大きな影響はでない、とも考

マ以上を担当することで辛うじて生計を

えられます。しかし、春卒業を維持する

支える、という綱渡りも不可能となり、

一橋大の提案が広く受け入れられる可能

専業非常勤講師が文字通りワーキング・

性も否定できません。一橋大提案では、

プアに転落することが懸念されます。１

大学が入学前の導入教育に責任を持ち、

コマ月５万円の水準に講師給を引上げる

事実上春から４年間の在学期間となりま

ことはまった無しの状況と言うべきでし

すが、大学の正規カリキュラムは３年半

ょう。

で履修することになります。この場合に

秋入学への移行と大学改革実行プラン

は、秋入学への移行は、既存の語学科目

が連動し、既存科目・カリキュラムの大

や一般科目の大幅な再編・絞り込みとな

幅な再編・絞り込みが行われ、かつ大学

り、非常勤講師の間で大量の雇止めや大

教育の質的転換が進められていく事態は、

幅なコマ減が発生する事態となることが

非常勤講師が個別的に対応できる範疇を

懸念されるのです。雇止めや大幅コマ減

超えています。首都圏大学非常勤講師組

が大量に発生する事態を未然に防ぐため

合の団体交渉力を背景に、非常勤講師集

に、各大学で首都圏大学非常勤講師組合

団が大学運営に関与する仕組みを構築し

の組織を拡大し、改革の展開に備えるべ

ていく活動が求められる局面ではないか、

き時と考えます。

と考えます。（Ｔ．Ｉ．）

一方、６月９日に発表された文科省の
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