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研究開発力強化法の改正騒動
首都圏大学非常勤講師組合
2013 年もそろそろ終わりに近づいた

委員長

松村

比奈子

顛末について報告したい。
昨年 10 月 19 日、読売新聞サイトに「研

11 月 27 日。いわゆる特別秘密保護法を
巡る与野党の攻防戦のまっただ中で、国

究者の有期雇用 10 年に

会内外では誰もが秘密保護法の功罪につ

に法案提出へ」という小さな記事が出た。

いて白熱していたわけだが、ここでひっ

それによると「自民党の科学技術・イノ

そりと 1 つの、そしてまたとんでもない

ベーション戦略調査会(塩谷立会長)は 18

自民、今国会

法案が突如として国会に登場したことを、 日、有期雇用の研究者の雇用期間を 5 年
知っていた人はどのくらいいただろう。

から 10 年に延長することを柱とする研

いわゆる「研究開発力強化法改正案」で

究開発力強化法改正案を、議員立法で今

ある。12 月 5 日には成立してしまったの

国会に提出する方針を固めた」とあった。

で、この法案は国民に公開されてから成

10 月 31 日の日本経済新聞もまた同様の

立するまでにたった 9 日の猶予しかなか

見出しを掲げ、今国会の提出を予告して

った。世論の形成どころか、議員の質疑

いた。

さえ満足にない法改正だったのである。

これだけでは、非常勤講師に何の関係
があるのかよく分からないかも知れない。

背景として、一昨年の労働契約法(以下
労契法)改正をきっかけに、それまで事実

だが大学で圧倒的に多い有期雇用研究者

上無期雇用されていた非常勤講師に対し

とは、実は非常勤講師、しかも語学系（人

て、逆に有期雇用に転換(？)させようと

文科学系）の講師である。非常勤講師は

する動きが、全国の大学に広がりつつあ

研究を業務として命じられていないが、

った。大学は、特殊な組織だとの錦の御

研究者でもある。しかもこの直前には「解

旗の下で、それまでずさんな労務・財務

雇は専門職限定、労働時間特例は先送

管理をほしいままに行ってきた。しかし

り・戦略特区案」との記事（朝日新聞・

それを棚に上げて労契法改正にパニック

10 月 5 日）で「国家戦略特区」の検討を

を起こした諸大学が、非常勤講師を切り

進める有識者ワーキンググループ（WG）

捨てようと企んだ「新たな騒動」の攻防

の八田達夫座長が記者会見し、「特区で

戦が、昨年 11 月から 12 月にかけてひそ

解雇などの規制緩和をする対象を『弁護

かに繰り広げられていた。今回は、その

士らの専門職と院卒者』に限る」として、
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いきなり「院卒者」が労働法規の適用除
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通告したために、組合の交渉要求により

外のターゲットにされていたのである。

撤回させた事例も少なくない。昨年 3 月

根拠不明で乱暴なこの戦略特区構想はそ

には更新上限を設けて労契法を悪用する

の後すぐ実行保留となったが、有識者ワ

大学や研究機関の実情を報告する院内集

ーキンググループの 6 月の議事録を読む

会を開いたばかりである。再度院内集会

と、「…それから、『研究者等への労働契

を開こうと、8 月頃から関係方面に声を

約法をめぐる課題に関する検討』につい

かけ、12 月には労契法の第 2 回院内集会

て。四月からは、有期雇用は５年間で期

を開催する段取りまでこぎ着けていた。

限を切って、それ以上は終身雇用を希望

それと平行する形で浮上してきたのが、

する人達の希望に沿えないならやめてい

研究開発力強化法改正案（以下強化法改

ただくという制度になった。しかし、こ

正案）である。

の制度は研究者にとっては非常に困る。

11 月 1 日には塩谷立議員の国会事務所

それで、有期雇用を何度でも繰り返しで

に直に電話し、法案は見せてもらえるの

きるような方向に変えていきたいという

かと聞いたところ、担当者不在のため後

ことで議論してきた。…」という、赤裸々

ほど返信するとの回答後も返事無し。後

な欲望が述べられているではないか。こ

日再び問い合わせると、議員は法案を持

れほど労契法を曲解し、有期雇用研究者

っておらず、ではどこへ問い合わせれば

を奴隷扱いしたいなどと吐露する議事録

と追求しても「私は新人なので分かりま

が公開されているのだから、うわーこれ

せーん」という秘書（？）の返答だった。

はこのままでは済まないぞというのが正

再度余談だが、これで対応が勤まるのだ

直な感想であった。余談だが、このサイ

から、自民党（の少なくとも塩谷立）議

トには非公開の資料が多い。議事録の掲

員は官僚に丸投げで仕事をしていないこ

載もぐずぐずと遅い。税金で運用されて

とがよく分かる。

いる会議の内容が、税金の支払い主であ

その後ほどなくして某議員事務所経由

る国民に公開されないというのは全くお

で強化法改正案を入手できたが、唖然と

かしい。まさしく税金泥棒である。こん

する内容であった。合わせて文部科学大

なことが平気でまかり通るのが今の政府

臣への、大学経営側からの要望書も入手

なんですよ皆さん。

した（一部は既に入手済み）が、国立大

もちろん、このような欲望が大学にあ

学協会・公立大学協会・私立大学団体連

ることは認識していた。昨春、私と佐藤

合会といった大学関係諸団体による「若

昭夫・名誉教授が早稲田大学を労働基準

手研究者の人材育成」を名目にした労契

法 90 条違反で刑事告発（12 月 22 日に

法適用除外・特例措置の要求という、恥

不起訴処分が決定。詳細は後日。）したの

も外聞もない研究者「アパルトヘイト体

もその結果であり、関西圏大学非常勤講

制」化への要望を目の当たりにし、その

師組合委員長の新屋敷健氏が大阪大学を

傲慢ぶりに驚愕するばかりであった。こ

刑事告訴（告発として受理されたとのこ

の時点ですでに当組合では緊急院内集会

と）したのも同じである。水面下では複

を 11 月 27 日に開催する予定だったが、

数の大学が非常勤講師に更新 5 年上限を

テーマを急遽、強化法改正案に絞った。
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院の文教科学委員会に付託されたのは 4

問題点は多々あるが、今回は省略する。

日の夜遅くで、翌 5 日には田村智子議員

元々強化法の趣旨は、企業の商品開発を

の質疑のみのおよそ 30 分で可決され、

国・地方公共団体・大学等が支援するた

同日参議院本会議で可決、法案成立とな

めのものであるから責務は組織にあって

ったのである。特定秘密保護法をめぐる

個人にはない。法改正の問題点は、①労

紛糾のさなか、その法案より後の改正案

契法の特例を挿入して研究者・技術者個

が、最大の（？）当事者である多くの非

人に労働者の権利制限を強制し、②法律

常勤講師の知らないところで、さっさと

の規定する「開発研究」が「人文科学の

成立していた。

みに係るものを除く」にも関わらず、労

もちろん非常勤講師組合として手をこ

契法の特例だけ人文科学のみに係る研究

まねいていたわけではない。既に首都

者を適用させ、③この法律の効力を事実

圏・関西圏・東海圏・ユニオン沖縄と共

上遡及させていることである。さらに④

同で 11 月 22 日には緊急反対声明を出し

政府の重要な諮問機関である労働政策審

ており、衆参両院の委員会所属の委員名

議会による審査もない、という異常な法

簿を作成し、協力しつつ FAX やメール

案だった（労契法は審査あり）。しかし最

で反対声明文を送付した。その効果かど

大の謎は、強化法改正案にある労契法の

うか、法案成立後に「文科省の担当者か

特例が「誰に適用されるのか」が具体的

ら」と称する怪文書（メール）※が私の

に分からないことである。

ところに送られてきた。「次善の策とし
て、緊急措置的に、雇用の課題を抱える

法学的に見ても、実務的に見てもあり
得ない差別的な内容のため、本当にこん

有期労働契約の研究者達を救うためには、

な改正案が国会に提出されるのか疑問だ

今回の特例措置は必要だったと確信」し

った。しかし厚労省に電話して強化法改

ているそうだ。言っておくが、もし本当

正案の存在を確かめたところ、既知であ

に非常勤講師が適用対象ならば、最大の

るばかりか対象者には非常勤講師が入る

当事者、特に「人文科学のみに係る」語

と文科省（と立案者）が説明している、

学系の講師らの主張を無視して成立させ

とのことであった。なお法案には、「非常

た法律のどこに正当性があるというのか。

勤講師」という名称は使われていない。

再々度余談だが、立法運動等をすると必

11 月 27 日、予定通り院内集会が開催

ずこういう怪文書や怪電話が飛び交うの

されたが、その正午、強化法改正案が国

がこの世界のお約束である。結局その法

会に提出されたとの情報を得た。しかし

案は、本当は議員立法ではなく政府の法

委員会の付託先で迷走し、結局 28 日に

案だったのであろう。こういう茶番劇が

文部科学委員会に落ち着いた。初めて国

明らかになったのも、我々の抵抗運動が

民に公開された強化法改正案は、入手済

意に反して大きかったということなのか

みのものとは若干異なっていたが、概要

も知れない。

に大きな変化はなかった。29 日には、た

さて成立した強化法改正であるが、委

った 4 時間程度で質疑が終了して可決さ

員会質疑でも厚労省への問い合わせでも

れ、12 月 3 日に衆議院を通過した。参議

「非常勤講師は対象」と言われてきた。
3
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が、それでも大きな疑義が残る。
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なのか最後まで不明のまま、法改正がさ

対象者について、例えば 11 月 29 日の

れたのである。

文部科学委員会で、宮本岳志議員の非常

この改正案については、全国大学高専

勤講師は含まれるかとの問いに、立案者

教職員組合（全大教）、東京地区大学教職

側の大塚拓議員は含まれると答えている。 員組合協議会（都大教）、ほか日本私立大
しかし吉川元議員の質問に対し文科省の

学教職員組合連合（日本私大教連）まで

担当者（科学技術・学術政策局長土屋定

もが反対声明や見解を公表した。文部科

之氏）は、「網羅的なデータを把握してい

学大臣への大学側の要望と呼応するよう

ない」が１０万人規模と答えている。そ

に、全国の大学の主要な教職員組合がこ

して把握している限りでの内訳は、①内

ぞって反対声明を出したのである。さら

閣府所轄・研究開発法人の任期付研究員

に、弁護士の団体である民主法律協会が

が 7000 人、②放送大学・短大を除く大

11 月 29 日、自由法曹団が 12 月 2 日に

学の任期付本務教員が 4 万 3000 人、③

それぞれ反対声明を公表している。要す

医局員その他の研究員が 2 万 7000 人(無

るにこの法改正は、当事者の観点からも

期・有期を含む)、④研究開発法人・大学

専門家の観点からも、極めて異常な内容

等の技能者が 1 万 7000 人(無期・有期を

であり、このような手続きでの改正が許

含む)、⑤リサーチ・アドミニストレータ

されるならば、法の下の平等という、民

ー(研究管理の専門人材)が 200 人、⑥民

主主義の根幹を破壊する危険性を秘めて

間の大学等との共同研究従事者が 3000

いる。少なくとも非常勤講師組合の強化

人(無期・有期を含む)、であるから「対

法と差別への闘いは、まだこれからも続

象となる可能性のある方々は、少なくと

くと考えている。

も 10 万人規模」だというのである。
文科省の上げた①から⑥までを合計する

----------------------------------

と 9 万 7200 人である。しかしその類型

※以下、資料として、「文科省の関係者か

に非常勤講師は入っていない。文科省の

らの怪文書」を転載する。発信者は政府

2011 年度分の学校基本調査によれば、大

関係の仕事もしている既知の某研究者か

学（短大を除く）の兼務教員（非常勤講

らのもので、「以下のようなメールを入

師、特任教授その他）ののべ人数は 18

手しましたので、転送します。文科省の

万 8220 人である。文科省の把握してい

担当者からのメールだそうです」とあっ

るデータならば、委員会で回答した数値

た。

以外に、少なくとも 18 万 8220 人（のべ

----------------------------------

人数）の該当者がいるはずなのである。

各位へ

どれほど少なく見積もっても 10 万人規

いつも大変お世話になっております。

模であるはずがない。文教科学委員会で

報告ですが、例の労働契約法の特例の

唯一質疑に立ってくれた田村智子議員の

件ですが、先週木曜日（１２月５日）に

具体的な事例の追求においても、立案者

参議院で可決・成立（衆議院は１１月２

側の伊藤渉議員は、何一つ明確に答えよ

９日に可決）しました。法律の公布日は

うとはしなかった。結局、誰が適用対象

１２月１３日の予定で、来年４月１日か
4
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だから、その仕組みは堅持し、無期ポス

本件では、非常勤講師組合が大規模な

トの拡大こそやるべきこと」ということ

反対運動をされており、国会の混乱もあ

でして、その主張自体は、全く正しいも

り、その成立にはかなり綱渡りの状態で

のと思います。

したが、当初予定通りに、大学の研究者

ただ、上記の通り、大学が無期ポスト

等に対しては、有期労働契約５年のとこ

の拡大を行うのであれば、大学予算の大

ろを１０年とする旨の特例を法律上設け

半が学生からの授業料収入と国費による

ることが認められたところです。

補助金であることを考えれば、必然的に

この件に関しては、本来は、無期契約

授業料の増額又は税金の増額に行き着く

ポストを拡充することが先ず第１にある

話であり、そのいずれも、各家計負担の

べきことで、そのためには、いかに今後

増大をもたらすこととなるため、現実的

とも恒久的予算の確保・拡充していくの

にも、賢明なことではありません。

かがカギとなります。また、学内リソー

そして、もし、その授業料増額又は税

スの配分の在り方も考えなければなりま

金の増額について、それこそ「強行」し

せん。例えば、各大学とも高齢（かつ高

て行ったとしても、それ自体が時間がか

給）の教職員を多く抱えておりますが、

かることであり、非常勤講師にその利益

その配分を変えれば、例えば、１名の高

がもたらされるためには相当の時間を要

齢の教員に対して２名の若手が採用でき

することが考えられます。そして、おそ

るということもありえます。その一方で、

らく、その間に、現在いる有期労働契約

これらのようなことには時間がかかりま

の非常勤講師の多くの人達が、無期労働

す。

契約に至らずに解雇されるだろうと思わ
れます。

政府においては、国全体の厳しい財政

以上のようなことから、次善の策とし

状況の下で、大幅に高等教育予算を拡充

させていくことはとても難しいことです。 て、緊急措置的に、雇用の課題を抱える
また、各大学においては、まさに大学の

有期労働契約の研究者達を救うためには、

中心的存在となっている高齢の教職員自

今回の特例措置は必要だったと確信して

身が、自らの身を削って対応する必要が

おります。いつか、今回のことに反対の

あることなので、あまり多くを期待でき

立場だった方々に、その趣旨が伝われば

ません。さらに、授業料を増額すれば対

と思います。

処が可能でしょうが、それでは、そもそ

ところで、先生方のお知り合いで、有

も貧しい家庭の学生が大学にさえ来るこ

期労働契約にある非常勤講師の方で、非

とができなくなってしまうので、本末転

常勤講師組合にいらっしゃる方はいらっ

倒です。

しゃいますか？

もし、いらっしゃった

本件に関し、反対の立場であった非常

ら、上記の旨お伝え頂ければ幸いです。

勤講師組合の方々の主張は、「労働契約

今回の件では、色々とお世話になり、
ありがとうございました。

法が、せっかく有期労働契約が５年を超

今後ともよろしくお願いします。

える場合には無期労働契約への転換をす
る仕組みで雇用の安定化を図っているの
5
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早稲田ユニオンの現況とこれから
早稲田ユニオン代表

大野

英士

これまでの運動の成果

幻の過半数代表選挙

3000人の非常勤講師を全員5年で辞め

今回の早稲田問題は、3月19日に行わ
れた首都圏大学非常勤講師組合との団体

させれば早稲田のカリキュラム自体が崩

交渉において、早稲田大学（清水敏常任

壊します。当初早稲田理事会はこの問題

理事）は、非常勤講師の契約更新上限5

をクーリング（半年間の休職期間をおき、

年と、非常勤講師の持ちコマを4コマに

継続契約年数をリセットすること）によ

制限する内容を盛り込んだ就業規則制定

って解消しようとしました。しかし労契

を計画し、それに添付する「意見書」の

法脱法を目的としたクーリングはそれ自

意見を聴取するための過半数代表選挙を

体、労契法の脱法に当たります。組合は、

2月14日公示、28日投票締切という日程

7月に、早稲田法学部の一部教員が理事

で実施したことを明らかにしたのが発端

会の意向を受けて2014年度から18年度

です。

の前後期で授業担当の希望を聞き、半年

早稲田大学は、もともと、大

学の経営者団体である私大連盟を通じて

間の自発的な休職を求めるアンケートを

労働契約法制定前から、大学の有期雇用

実施するというフライングがあったのを

労働者については同法の適用除外とする

捉えて記者会見を行いました。これによ

よう政府に働きかけを続けてきました。

り早稲田はクーリング計画の全面的な撤
回に追い込まれました。

もともと早稲田は専任約2000人に対

組合は、こうした対外活動の他に、3

し非常勤約3000人と非常勤への依存度

月以来、7回の団交を行い早稲田大学の

が高く、また、一部の非常勤は専任より

はるかに多い授業数（4コマ以上が200人、 立場を徹底的に追求し、その結果、クー
10コマ以上が20人）を教えていました。

リングの撤回の他、当初4コマに制限す

労契法の実施に伴い早稲田が恐れたのは、 るとしていた非常勤講師のコマ制限を、
非常勤をはじめとする有期雇用教職員が、 語学・実験等に限るという条件付きなが
有期から無期に転換されると、これまで

ら8コマまで認めるという譲歩を引き出

のように自由に雇い止めが出来なくなる

しました。これによりコマの削減対象と

こととともに、平均８コマを教えて年収

なる非常勤は現在21人にまで減ってい

1500万という専任教員と、8コマ教えて

ます。

も300万にしかならない非常勤の圧倒的
な待遇格差が「不合理な労働条件の相違」
として問題化することでした。
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不安定な非常勤講師の生活をますます圧
迫していくでしょう。

こうして組合の攻勢により窮地に陥り
クーリングの断念に追い込まれた早稲田

早稲田の逆襲 ?

大学は、10コマ以上を担当する非常勤講

早稲田大学側は12月に入ってから矢

師のコマを「カリキュラム改編」を口実
として10コマ以下に削減しようとしま

継ぎ早に対抗手段を打ち出し劣勢の挽回

した。商学部でビジネス英語を担当して

に乗り出しました。一つは12月6日に急

いた非常勤講師のコマを（株）早稲田イ

遽国会に提出され強行採決された「研究

ンターナショナルという早稲田の系列会

開発力強化法改正案」。これについては

社に丸投げすることで減らそうと目論ん

松村委員長の記事をご参照下さい。
また早稲田は10月以来、非常勤組合が

だのです。早稲田インターナショナルが
行うチュートリアルイングリッシュは

専任教職員組合、職員組合と「民主的な

「必修」で、授業の評価は早稲田インタ

手続きに則り健全な労使関係」を構築す

ーナショナルのチューターが行いますが、 べく話合いを続けてきた労働者による自
単位は早稲田が認定します。しかし、請

主的な「過半数代表選挙」の手続き改正

負会社が元請けである早稲田の専任教員

の努力を無視する形で、12月10日、突然

から指揮命令を受ければ、それは派遣法

三組合にFAXで、理事会が作った規則に

が禁じる偽装請負ということになります。 基づいて新たに過半数代表選挙を行う旨
を通知してきました。

また、厚労省管轄の派遣法だけではなく
文科省管轄の学校教育法、大学設置基準

それによれば2013年4月に施行した

の規制も受ける大学の授業でこうした授

「非常勤講師就業規定」および「早稲田

業の丸投げは許されるのでしょうか ?

大学における有期雇用者の契約年限に関

組合は12月27日に東京労働局に調

する規定」制定に関する意見の再聴取も

査・是正勧告を行う申し立てを行うと共

すると謳っています。つまり大学側は、

に、広くマスコミ等を通じてこの問題を

昨年の「幻の過半数代表選挙」で違法性

追及していく構えです。

の問われたこれら二つの就業規則の法的

早稲田インターナショナル方式の語学

正当性を確保し、「5年上限」「4コマ制

授業丸投げは、ここで止めなければ、早

限」という理事会の決定をそのまま認め

稲田の他学部、さらには他大学にも広が

させようとした訳です。これを認めてし

っていくことが予想されます。チュータ

まえば、非常勤組合が従来から専任教職

ーの時給は非常勤講師と比べても半分程

員組合にも呼び掛けていた「非常勤講師

度で、経営側は、この安上がりな「早稲

就業規則」の撤廃が予めブロックされて

田方式」を活用して経費の削減を目論ん

しまうことになります。さすがにこの企

でいます。すでに文学学術院などでも、

ては余りに粗雑すぎると気づいたのでし

チュートリアルイングリッシュの導入が

ょう、理事会はこれをすぐに撤回しまし

秘かに話し合われているという噂もあり

たが、早稲田理事者に対して行われた告

ます。この段階で止めなければ、この動

発・告訴は残念ながら12月23日付で不起

きはさらに他大学にも拡大し、いまでも

訴となりました。
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さらに、今回、新たに早稲田理事会が

9月21日、非正規労働者による職域組

持ち出してきた一方的な過半数代表選挙

合としては全国でも空前の102名の参加

については、抗議・撤回を求めるのは当

により、首都圏非常勤講師組合早稲田ユ

然として、専任教員組合・職員組合とも

ニオン分会が誕生しました。現在その数

引きつづき協力を呼び掛け、共に、民主

は120名を越える規模に成長してきてい

的な諸原則に則った健全な労使関係が早

ます。

稲田大学で成立するよう、理事会に強く
迫っていく覚悟です。

非常勤講師組合・早稲田ユニオンは、

ただし、これは組合運動の鉄則ですが、

この短期間に７回に及ぶ団体交渉におい
て早稲田理事会の主張の不当性や矛盾を

最後に力を持つのは数の力です。早稲田

徹底的に暴くと共に、労働委員会や裁判

大学に所属する非常勤講師の方々はもと

などあらゆる手段を通じて、早稲田を追

より、その他の大学で教える組合員の方

い詰め、組合員の利益を守ろうと決意し

も、回りの方に広く呼び掛け一人でも多

ています。すでに、

くの非常勤講師に組合に加入していただ

①

けるよう、お声を掛けていただくようお

早稲田大学の団交における不誠実な

願いします。

姿勢や専任の教職員組合との組合間差別

もう一度繰り返しますが、早稲田で止

などを糾弾する労働委員会への救済申し
立て。

めなければ、その悪影響は他大学にも波

②

労働基準法に定められた就業規則に

及します。早稲田がこれほど悪辣な手段

よらず、また個別合意もないままに理事

を繰り出してくるのは、彼らが極めて不

会側から一方的に５年上限をつけられ、

利な状況に置かれている証左に他なりま

来年3月で雇い止めを通告された日本語

せん。組合員の皆様のご支援・ご協力を

インストラクターの地位保全をもとめる

お願いします。

労働委員会への救済申し立て。
③

早稲田インターナショナルによる偽

装請負によってコマ減を通告された外国
人非常勤講師の不利益変更撤回を求める
裁判。
の三件について、近日中に提起すること
が決定し、すでに、必要な書類の準備が
整っています。
またこの裁判については、労働契約法
20条で新たに定められた「有期雇用と無
期雇用の間の不利益な待遇格差の禁止」
を根拠に、専任と非常勤の6倍もの給与
格差、年金・保険・福利などを含めれば
20倍もの待遇格差の是非が争われる画
期的な争いになります。
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厚労省作成リーフ手渡しで「クビ！」
～知らせるな、という支配～
河合塾ユニオンからの報告(4)
書記長 佐々木信吾(数学科)
【団交権・組合活動の全否定】

【何が何でもクビ！】

はじめは「施設管理権を侵害した」と

学校法人河合塾とその関連法人は私に
対し、2013 年 11 月 22 日付で「次年度

して厳重注意の書面が自宅に来たのです

契約を締結しない」旨の通知を自宅に送

が、あれよあれよという間に、契約非締

付してきました。理由とされたのは、同

結の通知に変わりました。

年 8 月 8 日に河合塾の施設内にて「無許

使用者側が主張する事実関係は、真実

可文書配布」を行ったから、とのことで

とは大きく食い違い、中には、「作り話」

す。河合塾での勤務歴は２４年で、毎年

としか思えないようなことまで書かれて

契約を更新してきました。

います。
しかも、組合が団交で反論したこと自

【顔見知り数名に厚労省作成のリーフレ

体までも処罰の理由としています。（私

ットを手渡し】

自身は団交には出席しておりません）

河合塾内では、改正労働契約法の正確
【本人聴取なしの処分】

な内容が周知されず、現場の過半を占め
る３年有期雇用の若い人たちの間で不安

なお、私はこの処分にあたって、何一

が拡がり、組合に相談が寄せられていま

つ事前の事実確認の聴取を受けておらず、

した。「更新歴のある人を雇えなくなる

弁明の機会も一度も与えられていません。

法律ができた」など間違った説明をする

団交での組合からの指摘に、使用者側は

管理職さえいたと聞きます。

「今回は必要ないと判断した」と回答し
ています。

私たちは厚労省等が作成した「改正労
働契約法のポイント」と題するリーフレ
ットが最も分かりやすいと判断。厚労省

【組合側の譲歩案を蹴る。何としてでも

に直接確認した上で、休憩中に、校舎責

クビ！】

任者も傍らで見る中、組合活動であると

使用者側は、当初、「今後、同様の行為

告げて、記名封筒入りで、顔見知りの該

が行われる場合」や「これが繰り返され

当者２名に手渡しました。もう一つの校

る可能性がある場合」には、契約非締結

舎では、預かると言ってくれた校舎スタ

もあり得るとして、私の次年度出講スケ

ッフに数部を預けました。ただそれだけ

ジュールを保留していたに過ぎません。
そこで、組合側は、紛争解決のため、

のことでした。
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障する表現の自由など基本的人権そのも

論の外において、当面の間、施設内での

のを脅かす姿勢と言わざるを得ません。

文書の手渡し等を自粛するという譲歩案
【萎縮効果、という怪物】

を団交の場で示しました。
しかし使用者側は、突如、11 月 11 日、

使用者側が、明らかに真実に反する根

「当塾の信頼を裏切るもの」「違法行為」

拠を持ち出してまで私を排除しようと躍

と一方的に断定した上、それまでの団体

起になるのは、

交渉の経緯も覆して、組合側の譲歩案を

①私が組合の書記長であること

一切拒否する文書回答を送付してきまし

②現在、愛知県労働委員会で、不当労働

た。

行為救済申立の調査が佳境に入っている
こと。
だけでなく、

【団体交渉の一方的打ち切り】
さらに、11 月 14 日の団体交渉で使用

③手渡した物が、「無期雇用への転換

者側は、自らの事実誤認や手続き上の不

（18 条）」や「期待権（19 条）」につい

備等について誠実に回答せず、組合が提

て書かれた、改正労働契約法のリーフレ

示した譲歩案に対しても一切対案を示さ

ットであったことも関わりがあるのでは

ないまま、ことさらに議論を紛糾させた

ないかと組合では考えています。
事実、私の手渡し時に傍にいた校舎責

挙句、「本件行為に関することはもうこ

任者は「今さらこんな権利を知らされる

れで打ち切り！」と宣言。団交でこの問

題を扱うことさえ拒否するに至りました。 と不快に思う人もいる」など、まったく
ちなみに、使用者側によると、私は「労

理解に苦しむ発言もしています。また、

働者」でないから、その去就は「団交議

手渡し当日に出勤していた若い職員さん

題にならない」とのことです。その一方

は本件に関し、後日全員が長時間にわた

で、団交の場で私の考えを再三尋ねるな

る聞き取り調査を人事部と法務部から受

ど、明白に私を「労働組合員」として扱

けたそうです。

ってきています。なお、これまで 14 回

一連の事態が進行する過程において、

の団交で、理事職が出てきたことは一度

それまで軽口を交わしていた人たちが私

もありません。

を見る目には、明らかに恐怖が宿るよう
になりました。皆がこの件を語ることを
自粛しているかのようです。そうなると、

【施設管理権は万能か】
今回の手渡しは何ら職場内秩序を乱す

通常業務でさえこちらからなかなか話し

ものではなく、一般にだれもが普通に行

かけられません。これは、「見せしめ」的

う手紙等のやりとりと変わりません。事

な処罰をもって言論が封殺されるという

実、「忘年会のお知らせ」等は普通に飛び

萎縮効果によるものであり、「知る権利」

交っています。団交では「個人の自由は

がさらに侵害されるものと言えます。

認めるが、組合だけは規制させて頂く」

（その後、更新歴のある有期の職員さん

と言い放つ使用者側出席者もいます。こ

たちは、現形式では契約非更新と伝えら

れは、組合敵視にとどまらず、憲法の保

れて正社員試験を受けないかと誘われた
10
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と聞きましたが、組合が入手した情報の

『控室』第 86 号
最新の早稲田大学問題解説

限りでは、現時点で、合格した人の報告
は入っていません）
今回の事件は、河合塾内だけにとどま

＊入江公康
「非常勤講師を五年で雇止め？
ブラック化する早稲田大学」
『週刊金曜日』
2013 年 12 月 13 日号（972 号）

らず、非正規・有期労働者全体の「働く
権利」につながる問題です。ここで退却
するわけには参りません。私は地に足を
つけ、揺るがず主張を続けていきます。

＊林克明
『ブラック大学 早稲田』（近刊）
つきましては、少しでも多くの方々に
同時代社、1500 円＋税
2014 年 1 月 25 日発行予定
河合塾ユニオンを支援して頂きますよう、
【皆様へのお願い】

切にお願いする次第です。

非常勤講師たちが早稲田大学・
鎌田薫総長らを怒りの刑事告訴！
明らかになる“大学内身分制度”
の構造

ご多忙のところ恐縮ですが、下記の通
り、仲間が企画してくれた「1 万枚はが
き運動」にご協力頂けたら幸甚の至りで
す。何卒よろしくお願い申し上げます。
同封の抗議はがきに、住所氏名をお書き
ください。はがきは１枚に１名ずつでお
願いします。空きスペースに、「佐々木先
生を辞めさせないで」など一言書き添え
ていただければ、なおありがたいです。
同封の愛知県労働委員会宛署名もお願い
します。足りなければコピーして頂けた
ら助かります。よろしければ同封の振込
用紙にて、カンパもよろしくお願いしま
す。
署名・はがきともに、数を数える都合
上、どうか河合塾ユニオンにお戻しくだ
さい。同封の返送用封筒を使っていただ
いてもけっこうです。封筒の切手はカン
パして下さると助かります。どうぞよろ
しくお願いします。
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アピール

私たちは学費値上げに反対します
首都圏大学非常勤講師組合
早稲田大学、明治大学などの主要私立

将来にわたり借金の枷をはめる最悪の制

大学（※）が来春より学費の値上げを行

度となっています。

うことが明らかにされました。私たち首

このような状態で学費値上げを公言す

都圏大学非常勤講師組合は大学教員とし

ることは、もはや家計への、さらには教

ての立場から、学生たちの学業や学生生

育への挑戦であり敵対行為であるとすら

活の維持に著しい支障をきたすおそれが

いわざるをえません。教育機関として教

あること、そして高等教育を受ける権利

育への責任を放棄した愚行であり、骨の

を毀損するおそれがあること等々を鑑み、 髄まで企業主義、利益主義が体質化した
この値上げにより結果する事態をつよく

大学の姿を世間に曝す恥を知らない決定

憂慮し、これに反対します。（※他、発表

であるといえ、また、主要私立大学が

されている大学は、日本大学、上智大学、

足並みを揃え、あたかも価格カルテルを

慶應大学、青山学院、成蹊大学等）

結んだかのようなこの値上げの仕方につ

誰もが感ずるとおり、現在、すでに日

いても、その社会的影響を考えるならば、

本の大学の学費は異常な水準にあり、学

まったく容認できるものではありません。

生たちの家計にたいし過重な負担となっ

教育機関としての矜持を持つのであれ

ています。また本来、その重い負担を支

ば、可能なかぎり学生の負担を減らす措

えてしかるべき日本学生支援機構の「奨

置を講ずるべきであり、値上げは徹底し

学金」はいまや悪質ローン以外の何もの

て回避されねばなりません。

でもなく、負担軽減どころか学生たちの

以上から首都圏大学非常勤講師組合は
この値上げに反対します。
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