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☞琉大の大学教員 733 名（教育職のみ数）のうち、2013 年末で 236 名の教員が対象者です。 
☞ここが問題 
・矛盾した給与体系：真面目に働く「良好」な人が、
「良好でない」と同じ扱いで昇給なしになる。 
・契約違反：1年間の働きの成果として約束した 1
月 1 日昇給を、直前になって拒否するのは違法。 
・生活破壊：人事課が試算した影響額のサンプルが
右下の表です。 
今回の昇給停止の影響（サンプル教授▲280 万） 
+「特例法」給与削減（2012-13 年度教授▲9.8％） 
+ 退職手当減額（教授で▲400 万円との試算も） 
 ≒ 個人の影響額は生涯賃金▲1000 万円に！？ 
ちなみに、高校から大卒に必要な教育費は子供一人
当たり 1055 万円（日本政策金融公庫調べ）と言わ
れています。沖縄の次世代にも深刻な影響額。 
・意欲の破壊：ローンとバイトで学費を捻出、30 代
で就職、40 代後半からいよいよ教授に昇任、と思っ
たら 55 歳で昇給ストップだなんて！［次頁の資料：
琉大教員の学部別採用、昇任の平均年齢（琉大人事
課調べ、12 月 17 日団交資料）参照］ 
・そもそも減額の根拠がない：琉大の給与は低いう
えに、55 歳以上を狙い撃ちして給与を抑制するべき
理由も不明［3 頁：公開資料「国立大学法人琉球大
学の役職員の報酬・給与等について」参照］ 
 
☞琉大は無法地帯ですか！？ 
 現在、三者連絡会は退職手当減額問題で労働委員会に不当労働行為の救済申立、労基署には労基
法違反の告発中。まだ解決を見ていないうちから、本件でも①団体交渉継続中に「交渉終了」を一
方的に宣言、「改正しました」と発表（不当労働行為）。②1月 1 日実施を強行（労働契約法違反）。
③過半数代表者を選出せず（労働基準法違反）。  
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☞琉大の人件費にかかる影響額 

 
・定年を考量した対象年齢の緩和（北大，埼玉大、九大など）、実施の先送り（東大、金沢大、熊
大、福教大など）等、他大学では可能だった代償・緩和策を、なぜ琉大は検討しないのか。 
・いっぽうで、若手教員の条件が改善されるわけではない。現在、任期付きの「特命教員」を運営
費交付金に拡大しようという提案。不安定雇用の高学歴ワーキング・プア問題は深刻化するばかり。 
 
■資料：琉大教員の学部別採用、昇任の平均年齢（琉大人事課調べ、12 月 17 日団交資料）

 
 
☞さらに問題のある琉大当局の方針 
・基本給の削減と併行して、理事でない副学長・学長補佐に対する管理職手当の追加、しかも昨年
4月 1 日に遡及して手当すると発表。「管理職」の定義も不明なままで、ゴリ押し。 
・代償ないし緩和措置については、「言えない」の一点張りで、不誠実な対応に終始。 
・「大学構成員の声に耳を傾け意思決定のプロセスを透明化する」とした大城学長の公約は反故に。 
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■公開資料「国立大学法人琉球大学の役職員の報酬・給与等について」より教員部分のみ抜粋 
（2012 年度 http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/general/houjin_siryou/yakuin_housyu/） 
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䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛩䜉䛶䛾ᅜ❧Ꮫἲே➼䜢୍䛴䛾ἲே䛸䜏䛺䛧䛯ሙྜ䛾⤥Ỉ‽䠅䛻⨨䛝䛘䛯ሙྜ䛾⤥

䚷䚷Ỉ‽䜢㻝㻜㻜䛸䛧䛶䚸ἲே䛜⌧䛻ᨭ⤥䛧䛶䛔䜛⤥㈝䛛䜙⟬ฟ䛥䜜䜛ᣦᩘ䜢䛔䛔䚸ே㝔䛻䛚䛔䛶⟬ฟ

⫋ဨ䛸ᅜᐙබົဨཬ䜃䛾ᅜ❧Ꮫἲே➼䛸䛾⤥Ỉ‽䠄ᖺ㢠䠅䛾ẚ㍑ᣦᶆ䠄ົ䞉ᢏ⾡⫋ဨ䠋ᩍ
⫱⫋ဨ䠄Ꮫᩍဨ䠅䠋་⒪⫋ဨ䠄㝔┳ㆤᖌ䠅䠅

ᑐᅜᐙබົဨ䠄⾜ᨻ⫋䠄୍䠅㻕

ᑐᅜᐙබົဨ䠄་⒪⫋䠄୕䠅㻕
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