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本号の主な内容
♦ 日大理事会と団交(3 面) ♦ 東大非常勤職員の無期転換(4 面) ♦ 科研費(8 面)

日大ユニオン準備会、はじめました！
大学には二重の「2018 年問題」があり

中です。日大出講者から組合への相談と

ます。一つは 18 歳人口減少と進学率上昇

新規加入が相次いでいます。

停止による学生数減少の開始。もう一つ

以下、活動報告です。

は改正労働契約法による非常勤教職員の
無期雇用転換の開始。これらに恐怖する

●2017 年 11 月 26 日

大学経営者たちが、各所でなりふり構わ

風雲急を告げる日大の情勢に対応するた

ぬ非正規切りを行なっています。

め、組合執行委員会において、日大出講

私学最大手の日本大学といえども例外

組合員からなるサブグループ「日大ユニ

ではありません。予定される雇い止めの

オン」設立の方針が決議され、「日大ユニ

規模も最大級となります。日大は本部方

オン準備会」として活動を開始。

針として総授業コマ数の 2 割削減と、そ

●12 月はじめ

れだけではなく、専任教員の授業負担数

「非常勤講師も私学共済に加入できま

の 6 割増を掲げています。専任と非常勤

す！」ビラを日大限定で配布。日大はマ

の担当授業数は現行でおおよそ 5:5 と推

ンモス大学なので、複数学部の合計で十

定されるので、専任が 6 割増の 8 となり、

数コマ担当する非常勤講師も少なくあり

総数も 2 割減の 8 となると、単純計算で

ません。すでに私学共済の加入資格があ

8:0 となり、非常勤の取り分はなくなっ

るのにそれを知らずにいた人も多いよう

てしまいます。「非常勤ゼロ化」ともいえ

です。講師の採用も給与支払いも学部ご

ます。このままでは、たとえ無期転換し

となので、大学本部も把握していません。

ても、その後に担当科目がもうなくなっ

日大で計 10 コマ以上担当している方は

たといってクビにされるでしょう。この

ご相談ください。

ような非正規切りの流れは、なんとして

●12 月 24 日

も押しとどめねばなりません。

日大ユニオン準備会ツイッター

すでに郡山の工学部で第二外国語全廃

https://twitter.com/nichidai̲union

にともなう非常勤講師全員雇い止め、三

開設。

軒茶屋の新設 2 学部で英語非常勤講師全

最新情報の発信はやはりこれが便

員雇い止め、船橋の理工学部で一般教育

利です。イベントや団交の告知も行

科目を中心とした大規模コマ減等が進行

なっています。みなさまもフォロー
1

2018 年 2 月 28 日発行
よろしくお願いします！

『控室』第 92 号
反対の声を上げましょう！

●12 月 26 日

●1 月 19 日のツイートより

「非常勤講師情報・意見交換会」を日大

日大本部の総授業数 2 割削減方針によっ

文理学部で開催。告知ビラには「日大で

て、いくつかの授業科目は消滅します。

働く非常勤講師ならどなたでも参加でき

工学部では第 2 外国語が全廃。文理学部

ます。ぜひご来場ください。雇い止め・5

史学科ではただ一人のドイツ史の専門家

年上限・コマ減・半期集約授業・定年引

(非常勤)が雇い止め等。

き下げ・年金・講師給引き上げやその他

日大は経営の安泰を優先して学生の学ぶ

の問題について、大いに語り合い、みん

権利を奪っています。

なで解決法を考えましょう。」

大塚学長、それが先生のなさりたいこと

主催は日本大学教職員組合文理支部さん

ですか？

が引き受けてくださいました。記念すべ

●1 月 19 日

き共闘の第一歩です。

「日大本部の非正規切り全学方針等説明

●12 月 30 日のツイートより

会」を開催。英語版ビラの配布も開始。

非常勤講師はボーナスがもらえません。

●1 月 20 日のツイートより

なぜでしょう？

大まかな計算ですが、本部方針に従えば

理由の一つは「要求しないから」です。

大体このようになります。

みんなで団体交渉して「わたしたちにも
ボーナスください！」と要求しません
か？
本当にもらえるかもしれませんよ。
●2018 年 1 月 2 日のツイートより
箱根駅伝は日大ぬきで行われていますが、
非常勤講師組合が現在あつかっている案
件は日大がダントツ 1 位です。
日大は今年もこのまま評判を落としなが
らトップを独走して大量雇い止めのゴー
ルを目指すのでしょうか？
それでいったい誰が幸せになるのでしょ

●1 月 21 日

うか？

日大ユニオン準備会ツイッター英語版

●1 月 17 日のツイートより

https://twitter.com/UnionNihon 立ち

日本大学本部は大量の非常勤講師の雇い

上げ。

止め・コマ減を行い、空いたコマを他学

みなさんフォローと、外国人のお知り合

部の専任教員に肩代わりさせようとして

いへのご紹介をよろしくお願いします！

います。

The Union makes us strong.(日大ユニオ

非常勤講師には失業、専任教員には労働

ン準備会代表

強化(授業負担 6 割増)が待っています。
このような本部の方針に対して、一斉に
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日本大学理事会と 2 回の団体交渉
首都圏大学非常勤講師組合は、日本大

署で有期契約している場合、通算で 5 年

学理事会との団体交渉を 2017 年 11 月 28

以上継続して雇用しないと就業規則に規

日及び 12 月 27 日に行いました。その概

定されているのは、労契法に基づく無期

要を報告します。

契約への転換を避けるためであることが
明らかであり、教学上の理由で 5 年雇止

11 月 28 日の団体交渉

めを決めたという説明は、成立しないこ

組合側は、UTU のメンバー2 名を含む

とを組合側は指摘しました(大学側代理

14 名(非常勤講師組合日大出講者 9 名)が

人弁護士からは、一言の反論もありませ

参加しました(出席できなかったものの、

んでした)。

他に団交事項に係わる顕名 3 名)。日大側

③ 厚生年金の加入で不利益とならない

は、米崎人事課長らが対応しました。

よう適切な労働時間契約を行う問題につ

① 継続団交事項各項目についてはゼロ

いても、1 コマを週 1 時間半としか数え

回答。日大側は、年齢上限切り下げにつ

ない計算方法を変更しないという回答で

いては、不利益変更であることは認めた

したが、他大学の契約状況については、

ものの、顕名した組合員については、不

お互いに調査をすすめ、交渉を継続する

利益変更するなという組合側の要求に対

ことになりました。なお、組合側が、16

しては、雇用契約書での個別合意がある

名雇止め問題で顕名した井上講師は、日

として今回は要求を拒否しました。組合

大で 19 コマを担当しており、厚生年金加

側は、不同意の表明が契約の終了をもた

入要件を満たしているのに手続きが取ら

らす可能性がある状況で提出された雇用

れていないことを指摘すると、確認の上、

契約書の締結によって、労使の真の合意

速やかに加入手続きを取るとの回答が得

があったとは言えず、(労働組合法で保護

られました。

された労働組合を通じた)団体交渉で表

④ 緊急に申入れた雇止め事案について

明された不同意が、労働者の真の意思表

は、まだ調査中で回答できないという対

示であることを理解し、一方的不利益変

応でした。組合側は、新学部の 16 名の雇

更を行わないよう強く主張しました。

止めは、i.大学設置計画の誠実な履行と

② 5 年雇止めの導入経緯については、理

いう法令に反する雇止めである、ii.学部

事会議事録等の開示を拒否、教学上の理

完成年度の 4 年後まで継続して担当する

由としました(授業は専任が担当するの

ことを日本大学側が義務付けて採用した

が基本で、非常勤は学生の多様なニーズ

経緯から明確な契約違反の雇止めである

に応える役割があり、5 年で契約を打ち

こと、iii.三軒茶屋キャンパスの執行部

切る。これまでそうなっていなかったが、

のごく一部の判断で行われたことが窺わ

2016 年度以降変更した)。日大内の他部

れ、新学部内での手続きについても不明
3
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の個別案件については、永野講師の雇止

に撤回することを要求しました。日大側

めの撤回についてのみ取り上げられる形

は、事実関係の確認が取れておらず、学

で終了しました。その他の個別事案につ

部の意向も聴取できていないので撤回は

いては、まだ事実確認中とのことで、1

しないという対応でしたが、緊急に調査

月中に順次文書回答を行い、1 月中の団

等をすすめ、12 月 8 日までに回答を行う

体交渉で扱うことになりました。

ことを約束しました。

交渉内容は、①について、三軒茶屋キ

⑤ 組合側は、来年度の雇止め事案なので、 ャンパスの堀事務長と米崎人事課長が対
マスコミ等への情報提供を含め、直ちに

応し、

社会的なアピール等を行うことを通告し、 i.16 名の非常勤講師の雇止めについて
日本大学のためにも、速やかに撤回する

は、9 月 20 日に開催された三軒茶屋キャ

よう重ねて求め、団交を終了しました。

ンパスの臨時執行部会で決定された。そ

今回の理事会側の回答自体は、従来通

こで、英語科目について、科目として教

りでしたが、団交への当事者の参加も多

育する内容は変更しないが、教授法の変

く、組合側の論理も明確で、白熱した団

更を行い、5 名のスポーツ科学部と危機

体交渉となりました。各事項について、

管理学部の専任教員と他学部の専任教員

従来のような一方的な対応では乗り切る

(兼担)で担当することを決めた。教科書

ことが難しいということを日大側も理解

を統一し、専任教員が担当することで、1

したと思います。日大問題解決へ向けた

週 2 コマを同じ先生が教えるということ

第 1 回団交として、上々のスタートだっ

にした。

たと思います(個人的には早稲田大学と

(組合側の質問に答えて)

の数々の団交、特に初期のそれを思い起

ii.9 月 20 日にこの方針を決定して以降、

こしました)。

三軒茶屋キャンパスの専任教員にも、他
学部の専任教員(兼担)にも、科目担当の

12 月 27 日の団体交渉

依頼はしていない。

組合側は、18 名の参加でした(今回は

iii.文科省の聴取を受けた 12 月 13 日の

UTU の参加なし)。

時点で、科目を誰が担当するかは白紙で

団体交渉は、4 つの事項について行わ

あった。外部委託の可能性も非常勤講師

れました。

が担当する可能性も含むあらゆる可能性

① 三軒茶屋キャンパス問題(新たな英語

を考えている。

科目運営方針の決定経過や内容)

iv.外国人教員のビザの取り消しの可能

② 科目・コマ 2 割削減＆5 年雇止め等非

性については、しっかり把握し、対応を

正規切り問題

考えたい。

③ 個別案件への対応

v.他のところからの(UTU か？)話もある

④ 継続事項(年齢上限切り下げの適用除

し、組合員でない講師からの個人的な相

外、非常勤講師への私学共済適用)

談もあり、それらとの話し合いもあると

理事会側の①、②の応答が出鱈目であ

ころで、組合側の 16 人雇止めの撤回とい

ったため、やり取りが長時間に及び、③

う要求で交渉はどうなのか、理事会側と
4
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②について

ついて協議したい。

i.主要な科目は専任が担当するが、主要

組合側としては、11 月初頭の雇止め通

でない科目は非常勤講師が担当する場合

告の際の説明とも、12 月の文科省の聴取

がある。

の内容とも、大きく食い違う説明である

ii.科目や科目担当者が一定期間で入れ

ことを指摘しましたが、理事会側は、こ

替わることが教育の質を確保すると考え

ちらはこのように説明したが、受け取り

ている。大学の科目が本来専任が担当す

方がそれぞれ違ったのだろうという説明

べきということと矛盾はない。

に終始しました。

iii.今回の 2 割のコマ減は、財務状況の

組合側は、現時点で科目担当者が白紙

悪化を理由にしたものではなく、教学改

なのであれば、雇止めの理由がなかった、

革、教育の質を確保するためのもの。

ということが明らかであることを指摘し、 iv.2 割のコマ減は、学生数が 2 割減った
雇止めの撤回を改めて要求しました。

からで、財務状況が悪化したからではな

(おそらく、9 月 20 日に、専任、兼担で

い。

従来と同じ科目を担当するということは

組合側は、2 割のコマ減が、財務状況

決めておらず、業務委託を軸とする改革

が悪くなったからではなく、教育の質の

が決定され、委託先との折衝等がすすめ

確保のためだというのであれば、履修学

られてきたのであろうと思われます。し

生数の減少などにより、少人数教育をす

かし、雇止め通告以降の非常勤講師組合

すめればよいのではないか、非常勤講師

の対応により、当初の業務委託化が断念

の大量雇止めは必要ないということだと

に追い込まれ、専任、兼担による科目担

主張し、科目・コマの 2 割削減方針自体

当を軸に、現状では雇止めを強行しよう

の撤回を要求しました。

としていることが考えられます。この場

③ 個別案件

合、どれだけ非常勤講師の首を切れるか

理事会側回答：永野講師の雇止めについ

は、他学部の専任教員がどれだけ兼担を

ては、教職課程の編成替えがあり、経済

了承し、担当を承諾するかにかかってい

学部で教職科目を教える専任教員 A を新

る、という状況にある可能性があります。

たに採用した。その結果、従来教職科目

だとすれば、日大全学部の専任教員に対

を教えていた専任教員 B が教職科目を外

して、次の②の事項で理事会側が答えた

れ、B の担当科目が 6．5 コマから 5.5 コ

内容を徹底して宣伝し、教育の質を確保

マに減少してしまった。そのため、来年

する立場から、日大本部が進めている 5

度から、この専任教員 B が倫理学概論を

コマから 8 コマへの責任担当コマの負担

担当することになり、玉突き的に永野講

増に抵抗し、教員としての当然の態度と

師の担当コマがなくなったと説明しまし

して、過重負担を拒否し、今まで担当し

た。

ている非常勤講師に任せればよいという

組合側：その教員は(5.5 コマで学部内の

立場で、コマ増、新科目担当依頼に対応

責任担当 5 コマを超えているのだから)、

することを呼びかけるべきではないか、

倫理学概論を担当させる必要はない。永

と思います。[今井])

野講師に担当させるべきと強く主張しま
5
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答でしたが、今後の組合活動の方向を決

非正規切り、困難の非常勤講師へのしわ

定するために十分な情報が得られたと思

寄せの方針の結果、必然的に生じたもの

います。また、三軒茶屋キャンパス問題

であることから、元凶であるこの本部方

も、当初の計画が挫折し、大本の本部方

針の撤回を重ねて求めました。

針そのままの、純粋な非正規切りとして
の性格が顕わになろうとしている状況と

2 回の団体交渉を通じて、嘱任年齢上

も考えられます。日大の非正規切りの不

限の切り下げ、5 年雇止め、三軒茶屋キ

当性、無慈悲さを日本と世界に発信し、

ャンパス問題、カリキュラム改革による

日大改革をすすめる出発点が確保された

雇止め、専任教員の採用による雇止めな

と考えます。(首都圏大学非常勤講師組合

ど、一連の問題が同根であることが明瞭

副委員長・日本大学ユニオン準備会事務

になりました。回答自体は、ほぼゼロ回

局次長

今井 拓)

東大の非正規職員の無期転換権獲得は
非常勤講師にとってどのような利益なのか
昨年 12 月 12 日、当組合と共同で団体

組合史上初の、専任教職員組合との共同

交渉を行ってきた東京大学教職員組合

団交によって得たものであるということ

(東職)から連絡が入った。それは東大が

も付け加えておかなければならない。ま

前日の科所長会議で、短時間雇用職員に

たこの団交には、全国大学高専教職員組

かけられていた 5 年上限の規定を外し、

合(全大教)もオブザーバーとして常に参

全ての非正規職員の無期転換権を認める

加していた。それも今までになかったこ

方針を決定したという内容だった。東大

とである。その経緯を記録として留める

のこの決定は、当組合が取り組んできた

ため、以下に少し述べたい。

様々な 5 年上限問題の交渉のうち、早稲

東大は 2013 年春に労契法改正が施行

田大学に匹敵する巨大な成果である。現

された時点において、非常勤講師を労働

在、規模の大きい国立大学で非正規教職

者として認めず、就業規則も作成してい

員全員の無期転換権を無条件に認めてい

なかった。それは当組合の大学アンケー

るのは東大だけである。

ト調査で明らかであったが、私たちがあ

この科所長会議の決定の前、すでに昨

えてその問題を昨年まで追求しなかった

年 10 月には、東大の非常勤講師が今ま

のは、労働者ではないために 5 年上限も

で業務委託扱いされていたが、今後は労

存在せず、不利益の出る組合員がいなか

働者として扱うという回答を得た。東大

ったからである。しかし 2017 年 3 月、

の非常勤講師たちのあいまいな労働環境

東大の某非常勤職員に関する団体交渉の

が改善されたこともまた大きな成果であ

席上で非常勤講師の話に議論が及んだと

った。そしてそれらの成果は、当組合が

き、東大側の代理人弁護士が非常勤講師
6
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は実態からみて労働者と考えるほかない
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い非常勤講師の処遇については比較的早

だろうと明言した。そこで 4 月に、大学

く労働者性を認めて就業規則の作成を約

がそれまで公開してこなかった非常勤講

束したが、短時間雇用職員の 5 年上限は

師の総数と、大学による非常勤講師への

最後まで抵抗した。

無期転換権の説明、さらに労働者として

11 月 27 日、この膠着状態を突破する

労働条件通知書を 5 月中に出すよう大学

ため、当組合と東職と全大教の三団体で

に要求した。このとき私たちは初めて、

共同記者会見を行い、東大との交渉の現

この団交要求を東職との共同要求として

状を公開した。さらに 12 月 4 日には同

行っている。

じく三団体共催で参議院会館で院内集会

しばらく待ってほしいとの東大の要請

を行い、東大を中心とする国立大学の非

により、4 か月後の 8 月 7 日、短期間雇

正規教職員の 5 年上限問題を議員にも訴

用職員の 5 年上限と 6 ヵ月クーリングを

えた。12 月 9・10 日には日本科学者会

撤廃させるべく、東職との初めての共同

議の第 19 回東京シンポジウムにおいて、

団交を行った。しかし東大は短時間雇用

東職の佐々木彈委員長と私がそれぞれこ

職員の 5 年上限もクーリングも見直さず、 の問題と経緯を報告した。そしてついに
嫌なら新制度の職域限定職員(＝フルタ

12 月 12 日、東大は短時間雇用職員の 5

イム)に応募すればよいとし、また非常勤

年上限とクーリングを完全に撤廃するこ

講師の総数も調査中であるから、それが

とを決定したのである。12 月 19 日、そ

終わるまでは労働条件通知書も出さない

の成果を私たちは再び三団体合同記者会

という回答だった。

見で公開した。

そこで 8 月 23 日、当組合と東職の合

東大の非正規職員、特に短時間雇用職

同で、これまでの交渉経過を厚労省の記

員の 5 年上限とクーリングを撤廃させる

者会で公表し、高等教育の代表的存在で

ことは、東職にとっては当然に意義のあ

ある東大が労基法・労契法脱法的行為を

る目標といえる。しかし私たち非常勤講

強行していると訴えた。直後から、大学

師組合もまた、この問題の完全解決に最

には多くの電話が殺到し、東大の代表番

後まで力を注いだ。数回の記者会見や院

号がしばらくつながらない状態になった

内集会、シンポジウムでの報告など、交

と複数の記者が教えてくれた。この記者

渉外での様々な手段を駆使して東大を揺

会見は東大にそれなりの影響を与えたよ

さぶり続けることは、今振り返っても膨

うであった。

大な労力であったと思う。にもかかわら

9 月 12 日の事務折衝で、大学は少なく

ず私たちがそれに取り組んできたのは何

とも短期間雇用職員の 6 ヵ月クーリング

故か。

については廃止の方向で検討していると

私たち非常勤講師組合は、常に正規と

回答した。9 月 21 日の第 2 回目の団交で

非正規教員間の差別と闘ってきた。私た

は、それが回答されたのみである。ただ

ちの目標は、正規と非正規という身分に

し 10 月 10 日の大学回答によれば、非常

よって行われる差別的処遇を改善するこ

勤講師の就業規則の作成も検討するとし、 とである。しかしこの 5 年上限問題を解
総数も公表された。東大は、違法性の高

決していく過程、例えば「早稲田闘争」
7
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において、私たちは大学における非正規
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これ以上劣悪な処遇の存在を作らないこ

間にもいくつかの階級があり、差別的処

とである。非正規間に格差があるなら、

遇が同様に存在することに気づいた。こ

その中の一番弱い立場の味方になること

の格差に目を向けずに専任と非常勤講師

は、私たち非常勤講師の処遇改善にも大

の格差だけを不当だと訴えることに説得

きな意義がある。中世の階級社会を否定

力はあるのか。私たちの交渉が正当だと

して成立した民主主義社会の目標は、特

自他共に認められるためには、非正規間

権を否定することであり、それが人権の

の格差も認めない姿勢が重要ではないの

誕生につながった。私たちの目標もまた、

か。それがこの問題に当組合が力を注い

格差解消という人権の原理に基づいてい

だ理由である。

る。その自信が私たちの組合活動の推進

当組合の精力的な交渉によって、首都

力であるから、今後も可能な限りこのよ

圏のほとんどの大学は非常勤講師の 5 年

うな格差の解消に力を注いでいきたいと

上限を撤回したが、非常勤職員は上限付

思う。(首都圏大学非常勤講師組合委員長

きのところが多い。非常勤講師の処遇を

松村比奈子)

これ以上劣悪なものにしないためには、

非常勤講師と科研費
2004 年秋、非常勤講師も専任と同じ枠

研究代表者として科研に応募でき、他の

で科研に応募できるよう制度が改訂され

研究者(同一の研究機関に所属していて

た。以来、非常勤講師としてＡ大学とＢ

も、そうでなくてもよい)を研究代表者と

大学、任期付教員としてＣ大学から「基

する科研の研究組織に研究分担者・連携

盤研究(C)(期間 3 年から 5 年、限度額 500

研究者(これらについては後述する)とし

万円)」という種目に応募し、計 4 回採択

て参加できるための必要十分条件である。

され、現在も科研費の補助を受けて研究

応募資格は研究者が所属する大学が与

に取り組んでいる。「基盤(C)」と 2003

えるが、そのための条件は、まず

年までに 3 回採択された「奨励研究」し

研究機関に、当該研究機関の研究活

か経験はないが、複数の大学で科研にか

動を行うことを職務に含む者として、

かわった非正規教員として、知りうる情

所属する者(有給・無給、常勤・非常

報をお伝えしよう。組合員のお役にたて

勤、フルタイム・パートタイムの別

ば幸いである。

を問わない。以下省略)

応募資格とは

であることとなっている。ただし、その

科 研 費 に は い く つ か の 種目 が あ る 。

人が「研究活動を行うことを職務に含む」

「専任と同じ枠で科研費に応募できる」

のか否かは当該研究機関＝以下大学とす

ことを「科研の言葉」では「応募資格が

る＝が判断する規則になっている。

ある」という。応募資格があることが、

この判断の背景には、非常勤講師を研
8
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究者として認めるかどうかという、「理

『控室』第 92 号
なかった)になってくれる専任教員から

念」の問題だけでは片付かない現実があ

の承諾書が求められた。学内での審査が

る。科研が採択されれば、大学の研究力

通らなかった人もいたようだ。科研費の

の評価が高まるのみならず、科研業務の

不正使用があれば、その大学としても処

ための間接経費として、大学にもお金が

分を受けるのだから、応募する人物のこ

入ってくるという利点がある。一方、科

とを直接知っている専任教員の承諾を求

研費の財源は税金だから、適切な使用が

めるのは、むしろ当然だろう。

なされていることを大学として厳格にチ

応募資格を与えると決まったら、大学

ェックしなくてはならず、大変な労力が

はその人に研究者番号を付与することを

かかる。非常勤講師に応募を認めると科

文科省に求め、その大学に所属する研究

研業務も多くなるから、その負担が問題

者として登録する。研究者番号は終身有

となってくる。このような状況から、非

効で、大学を移ったら、その番号で、新

常勤講師に対しては「認めない」・「申し

たな大学で研究者登録をする。応募資格

出があったらその時考える」・「認めるが

を認めない大学・身分へ移ったら、研究

そのことを積極的に広報しない」・「通知

者番号を持っていても、応募資格はない。

を出し応募を勧める」という判断が、大

これが、研究者番号と応募資格の関係で

学ごとになされているのが現実である。

ある。なお、複数の大学で研究者登録を

しかも、この対応は毎年見直されている。

することも状況に応じては認められるよ

科研の業務が落ち着く 5 月か 6 月頃、

うだが、それは例外と考えておいてもま

各大学の科研の取り扱い窓口に行って、

ず不都合はないだろう。

非常勤講師の扱いの、正確なところを尋

応募資格が得られなかったら

ねてみよう。応募書類の締め切りは、10

科研には「応募資格がないこと」を応

月末から 11 月の初めが多いが、非常勤講

募のための条件とする「奨励研究」とい

師の場合は、応募書類作成以前にさまざ

う種目がある。期間は 1 年間、上限は 100

ま準備が必要だからである。

万円で、お金は自分で管理する。しかし、

非常勤講師の応募の実態

申請書類も、採択後の諸雑務も他の種目

非常勤講師に応募資格を与えると明文

に比べてかなり簡単である。2003 年に採

化している大学であっても、無条件で応

択され 63 万円受け取ったが、海外出張 1

募を認めないのが現実である。Ａ大学で

回と物品購入でかなり助かった。応募を

は、専任教員と一緒に研究をした実績が

一考する価値はある。

あり、(その人でなくてもいいが)専任教

「研究協力者」という位置づけで、科

員を研究分担者に加えることが条件だっ

研の研究組織に参加することもできる。

た。採択後のお金の出し入れに関する手

研究代表者は必要に応じて、研究分担

続きは、分担者となった専任教員経由で

者・連携研究者・研究協力者という、位

行った。Ｂ大学では、応募資格を与える

置づけの異なる3種類の研究者で研究組

学内での審査があり、A4 版 2 ページの申

織を組む。研究分担者・連携研究者のみ

請書を作成したうえで、学部長と「受け

が、応募書類に所属先大学・研究者番号

入れ教員」(研究上のつながりは求められ

とともに業績を記し、採択のための審査
9
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の対象となり、その研究組織に入ったと
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いていけないからである。過去に、求め

の記録が残る。前者には、所属機関を通

た手続きは無視する、研究活動の足を引

じて分担金が渡される。後者には、代表

っ張る、そのくせお金は恥ずかしげもな

者が自分の所属大学で手続きをして、旅

く要求するという人物を科研組織に加え

費を出したり必要な物品を購入して渡し

てしまったことがあった。この人物は、

たりするが、研究協力者に対しても連携

自分は非常勤講師組合員だといっていた。

研究者と同じ措置をとれる。代表者はと

悲しいことだが、この「実績」は内々に

にかく、分担者や連携研究者になったと

広く知らせている。血税を使っていると

ころで、「業績」とされた例はあまり聞か

いう意識の乏しい研究者は、このような

ないから、研究協力者として研究組織に

形で科研から締め出されることは常に念

加えてもらうのも悪くない。しかも、研

頭に置いておこう。

究協力者は採択後でも比較的容易に追加

まとめ

できる。研究代表者に直接お願いしてみ

応募資格を認めない大学に所属する非

よう。ただし、その科研課題に心底惹か

常勤講師でも、将来の採択に向けて、や

れるという気持ちが不可欠で、自分の関

るべきことはある。団交を続ける一方で、

心は科研課題となんとか結び付けられる

現状でも使える制度を活用し、したたか

から補助金を、では失敗する。代表者(が

に研究を続けよう。非常勤ゆえの制限が

所属する大学)から求められた事務的な

乗り越えられるよう、専任教員との関係

手続きは案外大変だし、研究協力者にも

を作っておこう。ひとたび申請が認めら

手当ができるような高額の補助金をもら

れれば、私の経験した限りでは、非常勤

っている研究組織は概してレベルも高い

講師という身分が、採択のための審査で

から、生半可な気持ちでは研究活動につ

不利益を招いたことはない。(A.I.)

小さな大学の大きな事件
小生が経済学の専任教員として、北見

も暑かったのは北見市であった」などと

工業大学に赴任した 2010 年 4 月から,退

報道される。30 度を超す日が 2 週間ぐら

職し、再び非常勤講師組合に戻る 2017

い続き、オホーツク海にある常呂海岸で

年 3 月までの 7 年間に大学で経験したこ

海水浴ができる。しかし、冬の北見は、

とを記しておきたい。

マイナス 20 度を超し、11 月半ばから 5

北見市は、北海道の中心点から北東の

月初めまで雪景色になる。ちなみに日本

方向にあり、オホーツク海に面した網走

で一番寒いところは、北見の近くの陸別

からは JR で 1 時間の内陸にある。人口は、

というところで、マイナス 40 度になる。

12 万人。細長い地形で 100 キロもあり、

雪にとざされると、車道の雪かきが優先

市としては日本 1 長い。北海道にありな

される一方、歩道は放っておかれ、歩く

がら、夏は暑く、6 月ごろに「日本で最

のが困難になる。北海道出身者に、寒さ
10
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と雪といずれがいやかと問うと、雪とい
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大学の授業は前期は週 4 コマ。後期が

う答えが返ってくる。幼少時に雪かきを

院生のゼミが入り週 5 コマであった。研

手伝わされたからである。ついでながら、

究費は、工学部の単科大学であることか

寒さのせいか北見にはゴキブリがいない。 ら、理系の水準にあわせ 80 万から 120
5 月には、春を待ち焦がれた花たちが

万に達した。人文社会科学系での論文の

一斉に咲く。チューリップ、桜，つつじ、

オブリゲーションは、5 年で 3 本であり、

その他紫のパンジーや名前がわからない

多くは任期制を取っているため、4 年半

花たちが、花火大会の最後を飾るように、

で更新チェックが入る。この場合、最低

咲く順番など関係ないとばかりに咲き乱

2 本以上がもとめられる。工科系は、学

れる。

科によって異なり、人文系よりかなり多

北見の特産物は、玉ネギ。戦前はハッ

い。ただし、工学系の教員を含めた大学

カであり、生産量は世界 1 であった。ブ

全体の准教授、教授で論文数が満たなく

ラジルとの競争に負けて、今や見る影も

て首になった人はいない。業績がなくて

ないが、ハッカ羊羹やハッカの香りがす

も、「総合的に判断して」という文句が更

る酒その他多種類のハッカ製品が昔の面

新規程にはいっていて救われる。一方、

影をとどめている。飲み屋街といえば、

助教にはこの文言は適用されず、5 年で

北見は外国人宣教師が赤線廃止に熱心だ

准教授に昇格できなければ、1 回更新し

ったことで怪しいネオン街がない。

ても、3 年で首になる。人文系には助教

小生の日常生活は、官舎と大学との往

はいないが、工学系はかなりいる。組合

復であり、大学まで徒歩で 30 分くらいで

で 3 人の助教の雇用問題を扱ったが押し

あった。官舎は 1965 年に建てられ、5 階

切られ結局退職した。

建ての 3LDK で、エレベータがない。家賃

任期制は、2004 年の法人化以後進めら

7400 円で極端にやすい。暖房費は、11

れた。当時、任期制か非任期制かを選択

月から 3 月まで月 1 万 4000 円の補助がで

し、3 分の 2 くらいが任期制を選択した

た。暖房なしだと、気密性のない部屋の

ようだ。任期制のほうが不安定な反面、

温度は 2 度になる。12 月からは風呂の釜

賃金が高い。期末手当と勤勉手当とから

が凍って、風呂に入れない。煙突を兼ね

なるボーナスをみると、勤勉手当が 5 段

る中空の柱には大きな亀裂が走っていて

階にランク分けされるうち、任期制の最

怖い。7400 円のわけである。下級公務員

低ランク 1 が非任期制の最高ランク 5 と

住宅とはこのようなものである。退職す

同じになる。期末手当と、勤勉手当は大

るまでの 2 年くらいは温暖化の影響か 6

体 1 対 1 くらいである。従って、ボーナ

度であった。したがって、暖房しなけれ

スに相当の開きが生じている。

ば全室冷蔵庫となり、ありがたいことこ

ところで北見工大は白樺の樹が南面に

の上ない。とはいえ夏は冷蔵庫がないと

あり、教職員 250 名、学生数 2000 人ほど

かなり苦しい。小生は冷蔵庫が 1 年で壊

の、国立大学法人では最も北にある小さ

れたので、原始的な水冷式「冷蔵庫」す

な大学である。ここでとんでもないこと

なわち、鍋に水をためるだけのしろもの

が行われたので記しておく。それは、学

を工夫して過ごした。

長選をめぐる事件である。東日本大震災
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こった。北見工大では、選考会議が規程

学長選が 12 月に行われることになり、

に従った形式的な手続きで、候補者の資

選考委員会が学長候補の資格を審査する

格をはく奪し、意向投票を信任投票にし

ことになった。選考委員会が 11 月 11 日

てしまった。

に開かれ、そのときまで学長であった体

規程上、選考会議の委員 11 名のうち 7

制派の A 教授と、全構成員の要求を尊重

名は、執行部側の委員で、残る 4 名が評

しようとする O 教授のそれぞれの経歴や、 議会のメンバーから選出される。したが
業績，方針、プレゼンが審査され、採決

って、学長が有利であることは疑いない

に入った。A 教授は、賛成 10、白票 1 で

が、常識的には、二人しか立候補してい

適格とされたが、O 教授は賛成 5、白票 5、

ないのだから、二人とも資格ありで、意

棄権 1 で過半数に達せず、2 回目の投票

向投票に移ればよいだけなのであるが、

にはいったところ、賛成 5、白票 6 で過

意図的に一人を排除してしまった。組合

半数とならず、残る 1 回の投票で過半数

は、A 教授に学長の責任でどう考えるか

に届かなければ、O 教授は候補者から外

を問い質したが、独立の機関が決めたこ

され大事件が起こることを選考会議の全

とだから責任はないと強弁した。12 月 16

メンバーが気づいたに違いないが、投票

日の「意向投票」では、A 教授 113、白票

の結果、白票の 6 人は誰一人態度を変え

89、無効 2 であった。

ず、2 回目と同じであった。O 教授は、前

これは、マスコミで報道されていない

の学長下で副学長、理事、図書館長を務

が、人格を否定する許しがたいこととし

め、研究業績も申し分なく、プレゼンテ

て記録されなければならないと思う。

―ションにも問題はなかった。

非常勤職員の労働条件は悪くないとい

かくして、O 教授が外され、「意向聴取

う認識で専任組合の課題にならないし、

の投票の公示」がなされ、「候補者は現学

非常勤講師の控室の充実を上司に提案し

長(当時の学長)1 名である」ことが示さ

ても、非常勤講師は研究者ではないので

れるとともに所信が公表された。意向投

必要ない、と斥けられる。文科省に尻尾

票は、「参考扱い」であるが、それに従わ

をふって、任期制をいち早く導入したが、

なければ紛争になる重要な制度である。

何らいいことはなかったとぼやく現学長。

北海道教育大では、選考会議が意向投票

こういうところですごした 7 年間であっ

2 位の候補者を学長に指名し、裁判が起

た。了(斎藤正美)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
続・非常勤講師の無期転換 Q&A【前号の訂正】
前号の記載で、一部不正確なところがありましたので、訂正します。
Q: どうすれば無期転換できるの?
A: 大学ごとのルールに従います。 2013 年 4 月またはそれ以前から勤めてきた人の無
期転換の申し込みは 2018 年 4 月 1 日以降可能で、 2019 年 3 月 31 日までに申し込む
と、2019 年 4 月 1 日から無期になります。勤務開始から 5 年経過後に権利が生じ、そ
こから 1 年間の申し込み期間を経て無期契約に転換します。転換は自動的で、大学は
申し込みを断れません。
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