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の減額に係る大学当局
との団体交渉の再開に

向けて、三者連絡会は今日も大学当局の扉をたたき
続けています。なぜなら、就業規則の変更は労働者
の合意が大原則、まして一方的な不利益変更は違法
だからです。 
 働く私たちのごく基本的な権利を守るために、ま
た、琉球大学が法を遵守する大学であることを願う
からです。労使関係がこれほどまで捻れて損なわれ
てしまった原因はどこにあるのか、今、真剣に問う
ことに、大学の未来が懸けられています。 
 
 2月22日、棚上げにされてきたこれまでの申し
入れ事項と、その後の経過に従って累積した問題を
点検し、改めて団体交渉の議題を、次のように整理
して事務折衝に臨みました。 
 

●○●○● 
 

1. 退職手当減額について組合との交渉を再開す
ること。交渉の再開に当たっては、事務折衝を行
い議題を整理して、組合の要求に誠実に回答する
ための準備を整えて団体交渉に入ること。 
 
2. 沖縄県下でも有数の雇用規模を持つ民間企業

と同等の重責を自覚し、重大な不利益変更の団体
交渉には、最高責任者である学長が出席すること。
労使交渉に対する全権を委任した担当理事が招
いた混乱は、任命責任を持つ学長によって収拾す
ること。 
 
3. 国立大学法人である琉球大学の退職金は、教職
員の既得権であり、勤続年数にかかる調整率を遡
及する算定方式は不利益変更の遡及措置にあた
り、労働基準法24条（賃金の不払い）に抵触し、
違法である。そうではないと主張する場合は専門
家による典拠を挙げて反証せよ。 
 
4. 退職手当減額について、違法な手続きを重ねて
拙速な就業規則の変更手続きを実施しようとす
れば混乱を招くばかりである。2013年1月1日
施行をまず見送ること。 
 
5. 就業規則の変更には、労働者の合意が原則であ
る。また就業規則の変更による一方的な不利益変
更は、労働契約法第 9 条によって違法である。
しかしながらなおも、不利益な変更が行われる際
には、合理的説明と高度の必要性についての説明
が不可欠であるとの限定条件を設けたものが第
10条である。 

退職手当 
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  琉球大学は、団体交渉を数回行い、マニュアル
化されたような説明を繰り返して第10条の要件
を満たしたかのように回数を記録すれば、すなわ
ち形式的に書類を整えれば、不利益変更を行って
も構わない、と解釈しているようであり、これは
法の本旨を転倒した暴挙である。昨年 7 月の給
与削減に続いて、再びこのような違法行為を繰り
返すことは到底許されることではない。 
  沖縄県下において、法科大学院を擁し法令の守
護者と法を遵守する市民を涵養する名誉ある地
位を築こうとする琉球大学は、その資質を社会に
対して示すべき指導的役割を担っている。労使関
係を破壊的に損壊する姿勢を改め、労働法の精神
に照らして、当該琉球大学として相応しい説明の
義務を、使用者が主体的に果たすことを強く求め
る。 
 
  4 回の団体交渉と付随する事務折衝において
大学当局が繰り返した「国家公務員」についての
説明や、文科省から渡されたコピーのような形式
的説明は、「必要性」のごく一部を言い得たに過
ぎない。引き続き相応しい調査を行い、琉球大学
としての根拠ある回答を準備し、誠実な態度で団
体交渉に臨み、充分な説明によって労働者の合意
を得る努力を行うこと。 
 
  労働契約法第10条が求める「合理的説明と高
度の必要性」、殊に退職手当の減額という重大な
不利益の程度に充分に見合う説明とは、例えば、
以下に列挙するような内容について根拠を示し
て充分に説明することである。 
(1) 国家公務員について検討した人事院勧告
の調査が、琉球大学として適切と判断した
のはなぜか。データに基づいて具体的根拠
を提示すること。 

(2) 一般的な「官民格差」の統計は大学という
教育研究の現場に馴染まない。ましてや
「官」ではない国立大学法人としての琉球

大学は、いかなる「格差」をどれほど解消
すべきなのか。実情に即して統計的な説明
を行うこと。 

(3) 予算ではなく具体的な財務執行状況のデ
ータを示して説明すること。また運営費交
付金のうち「減額された金額」だけを示す
のではなく、それは大学予算のどの程度に
相当するのか、財務についての全体像から
「どうしても人件費に回すお金がない」事
実を数値をもって説明すること。大学全体
の収益に対して、なぜ人件費の激減に対し
て少しの緩和措置も行えないのか、根拠に
基づいて合理的に説明すること。 

(4) 全国の国立大学法人のなかでも賃金水準
の低い琉球大学において、国家公務員と同
様の減額率を強要することには、「社会一
般の情勢」に対してどのような合理性・適
合性があるのか。 

(5) 12月21日付で変更された役員退職手当規
定とも関連付けながら、今回の退職手当減
額に係って、管理運営者のいかなる努力が
あったのか説明すること。使用者として労
働者の手当削減を少しでも緩和するため
の努力と、それによって緩和可能な財源の
金額を明示せよ。 

(6) 大規模な手当の減額に係る変更に充分に
見合う、代償措置・緩和措置として、何を
行うのか。提示すること。 

(7) 代償・緩和措置について他大学の実施・交
渉状況を調査して示すこと。 

 
6. 沖縄を支える知を育ててきた教育研究の砦を
守り貢献して来た人々の数十年の勤労の成果を
横領して恥じ入ることがないならば、最低限でも
納得の行く説明の努力が必要である。また沖縄の
未来を担う学生のために留まるべきだと教育現
場で働く人々の良心に訴えた大学当局は、その行
為に使用者として応えるべきである。急激な不利
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益変更の取りやめが適わないという場合の次善
の措置として、例えば次のような対応を行うこと。 
(1) 今般の退職手当規程の変更の実施にとも
ない退職を希望する職員については、就業
規則に定められる退職手続きの期限を過
ぎても認められるようにすること。 

(2) 自己都合による退職者に対し、切り下げ前
に確定している支給額を保障すること。 

(3) 大学という職場環境の特性を重視し、3月
末日まで安心して職務に従事することが
できるよう、年度途中での退職手当規程の
変更や調整率の切り下げ等の不利益変更
は、決して行わないこと。 

(4) 退職金激減の緩和措置として、段階的削減
期間を延長すること。 

(5) 労働条件悪化の緩和に努め、有為な人材の
流出を食い止めるための琉球大学として
の具体的方策を提案すること。 

 
7. 労働協約と労使慣行に則って、団体交渉の議事
録を作成し、双方が確認し承認するための手続き
を適切に行うこと。 
 
8. 就業規則の変更に当たっては、新旧対照表の準
備を整えた上で、可能な限り多くの教職員が参加
出来る機会を設けて、全学説明会を開催すること。
説明会には学長が責任者として出席すること。 
 
9. 2012 年 12 月に提案された退職手当規程の改
訂案には附則として「退職手当法、退職手当法施

行令及び関係省令等に準じて取り扱う」とあるが、
国立大学法人は労働法の下に運営されており、雇
用体系の異なる国家公務員を対象とした法令に
準ずることは出来ない。附則とは必要性を根拠と
して付されるべきものであり、その意義に見合う
個別具体的内容が示されないこの項目は、不利益
変更に当たって規範として認めうる合理性を欠
いているので、削除すること。 
 
10. 就業規則の変更に当たっては、労働協約と法
令を遵守し、過半数代表者を選出して意見を聴く
こと。 
 
11. 労使対等の原則を今一度確認し、労使交渉が
相応しく尊重されるよう、団体交渉、事務折衝に
必要な事務連絡や合意事項の確認の手順など、こ
れまで積み上げて来た団体交渉のルールを遵守
すること。 
 
 以上のような説明を尽くして、琉球大学当局が使
用者としての誠実な交渉の義務を果たすよう、琉球
大学の組合三者は、退職手当減額についての就業規
則の不利益変更に係る団体交渉を求める。 
 最後に、琉球大学当局は、団体交渉拒否、交渉決
裂の強要、評議会や第三者機関にたいする労使交渉
についての不誠実な説明、労働者個人の名誉を毀損
する誹謗中傷など、労働者と労働組合の活動に対す
る不当な取扱いを厳に改めよ。 

以上。 
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 2 月 13 日、琉大病院パワハラ訴訟は第12 回目の期日を迎えました。原告は当事者の3名と代理人、
被告側は代理人と大学の担当者が出廷し、書面のやり取りと進行についての確認が行われました。 
 原告からは追加の意見陳述書が提出され、原告5名全員が陳述書の提出を終えました。 
 酒井良介裁判長は、被告側代理人に対して「従前以上の積極的な反論の予定はないということですね」
と念押しするように問うていたことが印象的でした。傍聴席からは、10 数名が駆け付けて、様子を見守
りました。 
 公判後に代理人の弁護士から解説を伺いました。「パワハラ裁判の原告となる人は孤立してしまうこと
が多く大変だが、この裁判は幸い5名で頑張っています」との激励の言葉もあり。長引く裁判を持ちこた
えるために、支援や協同、友情の重要さを改めて思いました。 
 人事異動の季節は、当事者のみならず裁判所にも例外なく訪れます。酒井良介裁判長を含む3人の担当
裁判官すべてが異動となることが判り、交代を前に3月に「進行協議」が持たれることになりました。こ
れは通常の公判とは区別して、非公開で当事者と裁判所が、今後の進め方について協議する場です。裁判
が長期化するとは、このように不確実性、不安定性を高めてしまうことにつながります。 

詳細は「琉大医学部附属病院パワハラ訴訟を支援する会」blogでも報告されています。 
http://ryudaishienkai.blog.fc2.com/ 

 
 琉球大学が、すべての人々にとって、活き活きと能力を発揮できる職場であるように、組合三者はサポ
ートします。ハラスメントについてのご相談、安心して働ける職場づくりのためのアイディアなど、皆さ
まのご意見を、どうぞお寄せ下さい。 
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