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※不当労働行為の救済命令を受けた、三者連絡会の声明を発表しましたのでご紹介します。 
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2014年3月4日 琉球大学教授職員会 （内線 2023） 

E-mail: kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp  http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/�
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①大学は団体交渉の開始当初から国家公務員
に準じて退職手当削減の方針を固めていた。 

✔根拠 1：大学は、教職員の退職手当につい
て、国家公務員退職手当法改正案の閣議決定
を受け、2012 年 11 月 7 日の役員会の時点に
おいて大学もこれに準じて退職手当を削減
するという方針を決めていたこと。 
✔根拠 2：西川理事が当初これを労働条件の
不利益変更には当たらないと考えていたこ
と。 
✔根拠 3：国家公務員退職手当法の施行に大
学の就業規則の変更時期を合わせるべく、団
体交渉継続中に、選出規則の規定よりも公示
期間を短縮して過半数代表者を選出するよ
う求めたこと。 

②組合からの質問や要求を受けても、回避した
り緩和したりするといった措置について十
分な検討をしていない。 

③第 4回団体交渉までに、大学の主張の根拠と
して必要かつ十分な説明を尽くし資料を提
示したとまではいえない状況であった。 

④4 月の予算案を基に説明を尽くしているとし
て、新たに、具体的な予算の執行状況、積算
に基づいた説明を行おうとしなかった。 

⑤組合が求める緩和措置等についても、国家公
務員と同時施行するしかないなどと、当初か
らの回答と同じ内容の回答に終始し、組合か
らの質問、要求に応じた詳細な説明や検討を
行おうとしないまま、以後の団体交渉を拒否
した。 

⑥大学の対応は、組合から退職手当削減に係る
説明を具体的に求められているのに対し、自
己の主張の根拠としては必要かつ十分な説
明を尽くし資料を提示したとまではいえず、
団体交渉は継続の余地があり、行き詰まって
いるとはいえない状況にあった。 

⑦その後、組合が団体交渉を求めたことに対し
て、大学にはこれに応ずべき義務があり、大
学が第4回団体交渉をもって交渉が決裂した
ことを理由に退職手当削減に関する団体交
渉に応じないことについて、正当な理由は見
当たらない。 
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①過半数代表者選出に係る大学と組合の意見
の対立は、4 回の団体交渉をもって選出規則
に係る労働協約上の義務は果たしていると
した大学と、協約上、労使の合意を得なけれ
ば選出することはできないとする組合との
意見の相違によるものである。組合に対する
威嚇ないし強制とみることはできず、組合の
自主性を阻害しその運営を支配介入する行
為には当たらない。 

 
②2012 年 12 月 25 日教育研究評議会での西
川理事の発言について、第 4回団交の終了を
もってこれが法的には団体交渉の行き詰ま
りとは評価できないとしても、大学としては、
評議会当時、団交は決裂したと捉えたもので、
当時の経緯についての大学としての立場か
らの報告ないし意見表明の域を出るもので
はない。 

 
③2013 年 1 月 24 日付け学長公印文書は、組
合らが退職手当削減に係る団体交渉を求め
ていることを捨象して、過半数代表者の選出
のみを約したかのような表現をしている点、
また、これを教授職員会副会長[当時]個人の
発言に帰責している点において、これらの表
現は相当でないものといわざるを得ない。 

 しかし、記載内容、文書の宛先、本件文書の
与える影響を考慮しても、組合員に対する威
嚇的効果を有したり、組合らの組織及び運営
に影響を及ぼしたりするものとまではいう
ことはできず、支配介入には相当しない。 
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①組合らは、不当労働行為が認定された事実に
ついて、大学内の掲示板等への掲示及び外部
への公表を求めているが、両当事者の今後の
労使関係を考慮して、その必要を認めないも
のとする。 

 
②大学に対しては、国家公務員の支給基準がそ
のまま準用されるものではないことに鑑み、
国からの運営費交付金削減額、大学全体にお
ける予算の具体的な執行状況等を踏まえつ
つ、退職手当削減の根拠、緩和措置ないし代
償措置の可否等について、より具体的かつ丁
寧な説明をすることが望まれる。 


