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2017年度教授職員会総会 2016年度総括・2017年度方針

を採択、新執行部の信任、決議 2本を承認 
  

2017年 7 月に実施された役員信任投票により全員が信任され、2017年度の三役・執行部員・監査委

員は下記のとおりです。各ブロックで選出された代議員を加わって会運営を進めていきます。 

 これを受けて、去る 8 月 8 日に第 56 回定期総会が農学部内で開催されました。総会では、2016 年

度活動報告、2017 年度活動方針、2016 年度決算・監査報告、2017 年度予算が、活発な質疑応答のの

ち、いずれも全会一致で採択・承認されまし

た。また、各ブロックの代議員から、選挙管

理委員が全会一致で全員信任されました。 

さらに、2本の決議が全会一致で採択され

ました。今号では、新役員と活動総括・方針

を紹介します。 

活動総括では、2016年度に取り組んだ 36

協定締結交渉などについて詳細に記述しまし

た。この間、そのご報告が十分できておりま

せんでしたので、ぜひお目通しください。 

 

 

 (1) 大学運営改善のための取り組み 
 前回定期総会において、大学運営改善のための取り組みに関わる 2016 年度活動方針を次のように立

てた。 

 

ア) 学校教育法、国立大学法人法が「改正」されたが、それを受けて制定された学内規則については、

教授会の権限が維持されるよう、引き続き適正な運用を強く求める。また、いずれの部局においても

教授会への全教員参加の実現を要求する。併せて、増加してきた非部局所属教員について教育研究、

大学運営への参加等について実態を把握し、今後の方針を検討する。 
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イ）役員会、経営協議会、教育研究評議会などの民主的運営とともに、職責を果たす公務の証となる詳

細な議事録の作成と公開を引き続き強く要請する。併せて、運営費の公正な配分と支出についても継

続的に監視する。 

ウ）学長はもちろん、各理事等の役員の責任を明確にし、役員解任請求制度の「実質化」を求める。 

エ）本年度は学長選挙が予定されていることから、立候補者の大学運営に対する方針を聞き、意見を交

換する機会を設け、学長選出における学内意思の尊重を求める。 

オ）「総合的教員ポスト運用戦略」について、その執行が教育研究環境および労働条件にどのような影響

を及ぼすであろうかを調査しつつ、大学当局に対して必要な要請を行っていく。 

カ）大学予算の抜本増額を要求すること、および学長経費の吸い上げによる各部局の窮乏を転換させる

ことを求める。 

キ）本年度からの第三期中期計画とそれに伴う文教政策に対応した取り組みを行う。 

ク）すべての人が自由で伸びやかな教育研究環境を確保できるよう、ハラスメントなどの人権問題に取

り組むとともに、大学当局には教育研究機関たる大学に相応しい自治的管理を求める。 

ケ）戦後沖縄の教育の原点である生命および個人の尊厳の考え方を根本におく「慰霊の日」を、それに

ふさわしい休日扱いとするよう要求する。 

 

 2016年度の教授職員会の大学運営改善のための取り組みの中心は、方針エ）であったと言っていいだ

ろう。2016 年 11 月 17 日に公示された学長選考には、その時点で現任の学長であった大城肇氏と山崎

秀雄氏（当時及び現在理学部長）の 2名の立候補があり、12月 8日実施の意向投票の結果どおり、大城

氏が次期学長予定者に選考された。教授職員会は、琉大労組・琉大病院労組とともに、これまでの学長

選考の時と同様に、候補者宛に公開質問状を作成し回答を求め、公聴会を開催して主に公開質問状への

回答をめぐる質疑応答を行い、その公聴会の記録を配布するなどを行った。それらを通じて、“「安全保

障技術研究推進制度」にもとづく研究成果の軍事利用は「差し控えるべき」であり、学内規程としての

明文化が必要である”、“学費値上げはせず、困難を抱える学生への支援により教育の機会平等を実現す

る”、“ナショナリスティックな教育を大学はすべきではない”など、次期学長としてのいわば「公約」

の意味をもち、かつ規約や総会議決などに示される教授職員会の立場と一致する見解の表明を、大城氏

より得ることができた。現学長に就任した大城氏には、それらの遵守を求め、今後の履行状況を見守っ

ていく必要があるだろう。 

 エ）以外の方針については、ア)、イ）、ウ）、オ）、ク）に関わることがらを、上記の公開質問状の質問

事項として盛り込んで、それらへの回答として示された候補者の見解を周知し、またク）、ケ）について

(3)で後述する取り組みを行ったが、それらの諸課題の重要度に見合うだけの十分なものであったとは必

ずしも言えないかもしれない。 

 

(2)教育研究環境の整備と改善 
 教育研究環境の整備と改善に関わる 2016年度活動方針を次のように立てた。 

 

ア）学問の自由・教育の自由が保障されるような教育研究環境の実現に取り組む。 

イ）不安と危険に脅えることのない教育研究環境実現のため、軍用機のキャンパス上空飛行禁止、オス

プレイ撤去、普天間基地閉鎖を求め、それに係る全県民的行動や、大学自治や学問の自由にも関わる憲

法の平和的民主的規定の擁護に係る国民的運動には、組合の特性をふまえつつ協力する。また、時宜を
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得た抗議など責任ある対応を大学当局に求める。 

西普天間地区への附属病院移転も進む中で、軍事に係わる研究教育・診療等が行われることのないよう

に大学当局には引き続き求めることとする。 

 

日本国憲法が保障する学問の自由、学術研究及び教育の自由が保障される教育研究環境の実現は、教

員組合の原点である。したがって、今年度も活動の基本としてきた。この点、これまでの組合活動では

ハラスメントや障がい者差別解消などの課題で、学内規程・運用の改善に取り組み、指針や規程の改善

に結びつけ、大きな成果を得てきたが、その成果に基づいて、本年度は組合主催のハラスメント研修の

充実に取り組んだ。特に第二回目のハラスメント研修会（2017年 6月 29日開催）においては、性的ハ

ラスメントの問題をとりあげ、大阪高等検察庁の田中嘉寿子検事に基調講演を依頼し、性犯罪の法改正

も含めた内容についての研修を行った。 

 平和的な研究教育環境の実現については、1950年創設の琉球大学においては、建学の精神を「自由平

等」「寛容平和」として、現在、琉球大学の基本理念に引き継がれており、さらには、2007年制定の大

学憲章においては、特別に平和的貢献という最終章が設けられている。この建学の精神と琉球大学憲章

にも明記された平和理念の実現は、本会の目的・事業の達成の基盤である。 

ところが、2015年度発足の防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」の公募を契機に、大学におけ

る軍事関連研究が多額の研究助成の元に推進されていく仕組みが整えられてきた。本学においてはさら

に医学部の西普天間地区への移転に伴い、米海軍病院との新たな関係が取りざたされるようになってき

た。 

したがって、2016年度第 56回総会決議において、軍学共同の拒否決議を採択し、同決議にもとづき、

学長懇談での要請を行った。三者連絡会主催の学長選考候補者公聴会では、安全保障技術研究推進制度

の利用は差し控えるべき、との回答を引き出した。また、学長は、防衛省が推進する安全保障推進技術

研究推進制度への応募は本学として行わないこと、医学部移転において軍学共同は行わないことを表明

したが、これらについての学長の原則的姿勢を評価し、その立場を堅持するよう求めた。 

2017年 4月には、学長は研究・企画戦略担当理事に対して「軍事防衛研究の取り扱いにかかる検討に

ついて（依頼）」と、諮問がなされ、「軍事防衛研究の取扱にかかる検討ワーキンググループ」が設置さ

れた。同ワーキンググループでは、検討の結果、「軍事的安全保障研究への対応についての本学の基本方

針（案）」及び「琉球大学における軍事的安全保障研究への対応に関する規則（仮称）の要綱案」の 2点

を新たに必要な規範規則等の案として学長に対して 7 月 19 日に回答を示し、それを受け学長はこの案

を全部局に対して示し、意見募集を行ったところである。教授職員会としてはこれまでの組合の要望が

どう基本方針案及び要綱案に反映されているかを入念に吟味しながら意見を申し出る準備を進めてきた

ところである。 

 

(3)労働条件の整備と改善 
 前回定期総会において、労働条件の整備と改善に関わる 2016年度活動方針を次のように立てた。 

 

〈①労働条件について〉 

ア）団体交渉の正常化と適切な運営については、大学当局に対し強く要求する。特に給与、時間外労働

等労働条件をめぐる諸問題について、妥結に向けて取り組みを強化する。また、労働条件の切り下げ

が予想される中、効果的な代償措置案についても引き続き検討する。 
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イ）ハラスメント規程の適切な運用を求めるとともに、引き続き病院労組や琉大労組と協力して、ハラ

スメント防止への啓発活動に努める。 

ウ）学問の自由が保障されるような労働条件の整備に取り組む（任期制への反対、教員活動評価の人事

評定との分離、研究分野の実態に即した労働時間等）。 

エ）年次有給休暇・産休・育休・介護休暇の取得が保障されるように取り組む。 

オ）センター入試やオープンキャンパス時の時間外労働に対する手当支給等、時間外手当について、所

要の時間外労働の実態に即した制度設計がなされるよう、改善させる。 

〈②労使関係について〉 

ア）労働法規を遵守する大学運営を強く求め、運営責任について追求する。第三者機関への訴えはもち

ろん、スト権の行使も含めた効果的な手段を追求する。自主的・自律的な労使関係構築に努め、全学

説明会の手続や団体交渉のルールなどについての労働協約づくりを進展させる。 

イ）非常勤講師への組合員資格拡大に伴い、非常勤講師の処遇にまつわる諸問題に取り組む。 

 

 2016年度に教授職員会は、従来と同様に琉大労組・琉大病院労組とともに三者連絡会として、団体交

渉、事務折衝、文書による申し入れ等の機会を通じた大学との間の協議を中心に、労働条件の整備と改

善のための取り組みを進めた。主として次のような協議が行われた。 

 

(a)2015 年度 36 協定をめぐる協議の中で発生した労使間の不信を正し双方の信頼関係を再構築すべく、

団体交渉ルールを定めるための交渉が前年度より行われてきたが、そのルールが労働協約として締結

された（2016年 11月 16日団体交渉にて）。その内容は、団体交渉開催の手続き、団体交渉前の事務

折衝開催の手続き、交渉内容の確認・記録の手続き等に関するものである。 

  なお、この団体交渉ルールは、締結時点での現学長の任期限りとの適用期限が付けられるという問

題を孕んでいたが、締結の経緯や運用の実績を踏まえて尊重継続すべきものとして次期学長に申し送

る旨が確認されたため、三者側も締結に合意した。 

【資料】団体交渉ルール 

（本文のみ掲載。ルール制定の経緯やルールの意義については、三者連絡会ニュース第 80号(2016年 11月 25日発行）

を参照下さい。教授職員会のウェブサイトに掲載されています。) 

１ 団体交渉の依頼 

（１）団体交渉を要求する際には、事前に議題を明示した文書で行うものとする。 

（２）組合執行部以外の者又は、大学役員、総務部長、人事課職員以外の者を出席させたい場合は、事前に相手方の了解を

得ることとする。 

２ 事務折衝 

団体交渉前に議題の確認や事前の説明が必要であると、どちらかが要求した場合は、事務折衝を行うことができる。 

３ 団体交渉 

（１）団体交渉は、勤務時間外に行い、1回の交渉時間は概ね2時間以内とする。 

（２）団体交渉は、双方が協力しながら、円滑な議事の進行に努めるものとする。 

（３）団体交渉の最後に、当日、双方が了解した事項を口頭により確認し、後日速やかに文書化した記録（別紙様式）を作

成するものとする。 

ただし、労働協約とする必要がある場合には、別途、学長と組合側の代表者により取り交わすものとする。 

（４）団体交渉の議事録を確認書として、双方協力の上、次回の団体交渉までに作成する。 

４ 本ルールの取扱い 

   本ルールは、大城学長の在任中のルールとする。なお、本ルールの改正が必要な場合は、いずれか一方の提案により、

双方が誠実に協議するものとする。 
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(b)上記 2015年度 36協定をめぐる協議の中での双方の主張・論点を確認し、それを踏まえながら 2016

年度 36協定締結に向けて誠実な交渉を行うことを謳った「合意書」を労働協約として締結した（2016

年 10月 24日）。 

(c)2016年度 36協定の締結について合意した（2016年 11月 16日団体交渉にて。合意内容は 2015年

度 36協定とおおよそ同じ）。合意に至るまでに大学側との間で、主として次のような点について協議

を行った。 

・時間外・休日労働の命令について（命令の際には命令を受ける側に対する十分な配慮を行い、事

実上の同意を必須とする旨が盛り込まれた） 

・割増賃金率の引き上げについて（労使間の主張は平行線に終わり今後も協議を続けることになっ

た） 

・時間外労働の抜本的縮減策について（特に問題が大きい附属病院において、出退勤時刻の正確な

測定を行い、勤務実態が現状の記録方法とかけ離れないようにするための対応の検討を、大学側

は約束した） 

・教員の時間外の会議等について（平日の時間外についての手当等の対応をめぐって協議を始める

ことが確認された） 

(d)2017年度 36協定について合意した（2017年 2月 7日団体交渉、2月 15日事務折衝にて）。合意に

至るまでに大学側との間で、主として次のような点について協議を行った。 

・時間外・休日労働削減について（協定文面の一部を修正し「学長は、時間外・休日労働は原則と

してあるべきではないことと認識し、職員に可能な限り行わせないように努め、例外的・緊急的

範囲を超えてこれが行われている実態がないかどうかを絶えず点検をする」と追記することを三

者側は要求し、大学側は今後の検討を約束した） 

・教員の時間外の会議等について（(c)に記したことの確認） 

・附属病院のハラスメント解消及び出退勤時刻の正確な測定把握について（大学側は、前者につい

ては新設されるハラスメント防止対策委員会の広報・研修専門委員会での検討を約束し、後者に

ついては何が有効な方法となるかを検討している旨を報告した） 

(e)職員給与規程等の一部改正に伴い配偶者分の扶養手当について減額となり不利益変更に該当する者

がいることに対する代償措置として慰霊の日を休日とすることを、三者側は提案した。大学側は、不

利益変更が発生する点は認めた上で、そのような対応が可能かどうか検討する旨を表明した(2017年

2月 7日団体交渉にて)。 

(f)改正労働契約法の特例に係る関係規程の見直しをめぐる協議を行い、この規程見直しが教員の任期付

きポストを前提としたものであるゆえ従来からの立場に照らして認められない旨を、三者側は表明し

（なお三者側は、外部資金に基づくプロジェクトに関わる任期付きポストに限ってはやむを得ず認め

る旨を、かつてより表明していた）、交渉決裂となった(2017年 7月 13日団体交渉にて)。 

(g)上記の改正労働契約法と関連して、2013年 4月 1日以降採用の非正規事務職員について 5年の雇用

期間を経ずとも本人が希望すれば無期転換可能とするように三者は要求し（2013 年 3 月 31 日現在

雇用されている非正規職員については、同様の措置が既に合意されている）、継続して協議すること

になった(2017年 7月 13日団体交渉にて)。 

(h)入試手当を若干増額する規程改定に合意した。大学側は、財源の状況を見ながらさらなる増額を検討

していく旨を表明した(2017年 4月 25日団体交渉にて)。 

(i)職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について協議し合意した。その中で、対象となる「子」
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を職員が実質的に養育をしているあらゆる子どもを含むものとして解釈する方向が確認された(2017

年 4月 25日団体交渉にて)。 

(j)大学側と組合側の交渉事項は、基本的にいったんは団体交渉の議題に上せることが確認された(2017

年 4月 25日団体交渉にて)。 

(k)クロスアポイントメント制度の導入について協議し、三者側は、この制度は運用次第で様々な懸念さ

れる事態を発生させる危険性があるため、各学部で規程制定の是非自体を検討するプロセスを踏むべ

きであると主張し、最終的にはその主張がおおよそ認められた(2017年 7月 13日団体交渉にて)。具

体的には 2017年 7月 25日開催の教育研究評議会にて、9月 15日を回答期限として各部局等への意

見照会が行われることになったが、今後、その意見集約の結果を踏まえた制度導入をめぐる大学側の

最終決定前の段階で、再度の協議を行う必要があるだろう。 

(l)しかしこの案件についての協議の過程で、大学側は交渉中であるにもかかわらず制度導入の役員会決

定を行い、三者は、それは交渉の手続き上問題であると主張した。大学側もその点は認め謝罪を表明

し、(k)の合意が成立した。この点に関連して、大学側は、今後は三者側との間で協議中の案件を役員

会等での決定に付すようなことはしない旨の表明をした(2017年 4月 25日団体交渉、7月 13日団体

交渉にて)。 

(m)大学側はかねてより過半数代表者に任期を付けることを了承するように三者側に要請してきたが、

2017 年 5 月 12 日の事務折衝の際にも改めてその要請があった。三者側は従来この点について、大

学・組合双方の交渉を十分に行った後に過半数代表者の検討に付すという手続きを妨げる危険がある

ため反対であるとの見解をとってきた（2017年 2月 7日団体交渉の時にも同趣旨の見解を述べた）

が、上の要請を受けて改めて検討を行い、その結果、①過半数代表者選出は三者側・大学側双方にと

ってかなりの労力を要することであり、その労力を軽減するという点では任期付きで選出するという

方法は効率的ではある、②しかし懸念されるのは、上記のように、三者側との十分な交渉がなされて

いない段階で当該案件を過半数代表者に回すという事態が生じる可能性がある点である、③そこで、

三者と大学側との間で審議を尽くしたと双方が認めた場合にのみ過半数代表者に回すというルール

を明文化することを条件に、任期付き過半数代表者の選出という方法を認める、という結論に至った。

三者はその旨を大学側に伝え、今後③の方向でのルール作りに着手することが合意された(2017 年 7

月 13日団体交渉にて)。 

(n)団体交渉で合意に達した規程改定等について、その正式な改定以前に教職員に周知する方法について

合意した。 

(0)過半数代表者の意見とそれに対する大学側回答の公開の方法について合意した。 

 

 2016 年度は、36 協定が締結されないという極めて不正常な状況の解消に向けて、前年度からの努力

を継続し実現した点で、方針①ア）に関して小さくない成果を上げることができたと見ていいだろう。

また、(a)、(b)、(l)、(n)、(o)など、労使間の交渉のルール作りに関わる取り組みも一定の前進を遂げるこ

とができた。(m)についても、三者と大学とが交渉すべき事項について審議を尽くすことを促す可能性が

あるので、その可能性が実現するように今後の協議を行っていく必要があるだろう。 

 

 また、方針①イ）に関しては、述べてきたような大学側との協議とは別に、従来と同様に三者連絡会

主催で、ハラスメント防止への啓発を目的とした講演会を開催した（2016年 12月 20 日「琉大ハラス

メント相談支援センターの果たすべき役割」、2017 年 6 月 26 日「性犯罪法改正について～加害者も被
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害者も出さない環境を目指して～」）。 

 

 以上、先に列挙した方針のうち多くについて、何らかの取り組みを進めることができた。しかし、方

針②イ）に関しては、ほとんど取り組みができなかった。 

 

(4)組合活動の充実と発展 
〈組合活動について〉 

ア）ブロックごとに会員拡大に取り組んだ。単に親睦活動を行う団体ではなく労働組合である教授職員

会の役割を広く周知し、新たな組合員の獲得を目指した。 

イ）ブロック編成や会員資格について、具体的な案件については柔軟に対応しつつ、将来的な在り方の

検討については次期に持ち越す。 

ウ）Webサイト、e-mail、印刷メディアを有効活用し、広報、情報共有の充実に務めた。ニュースにつ

いては、会員の利便性向上と配布の労力軽減の観点から、電子データでの配布も併用した。 

エ）組合員の相互交流・親睦・情報交換が活性化、研究交流など組合員の教育研究等にも役立つような

組合活動についての検討は次期に持ち越すこととなった。 

オ）三者連絡会の連携を引き続き行い、36協定締結問題などの懸案にともに取り組んだ。 

カ）非常勤講師ユニオンとの連携や他大学労組との協力関係構築を目指したが、具体的な取り組みにつ

いては次期に引き継ぎたい。 

 

〈財政・組織基盤の見直しと強化について〉 

ア）健全な財政状況の維持に努める。組合費の未収金についても回収するべく努力した。 

前年度に引き続き、特別会計として「設備積立金」「裁判等運動基金」を各 10万円ずつ積み立てた。 

前年度に引き続き、過去の組合費の未収金のうち、3年度を超えたものは回収が困難なも 

のと認め、不良債権として整理することとして、予算案を立案した。 

イ）事務補佐員を雇用し、会務の効率化に取り組んだ。 

ウ）執行部体制の強化・効率化のため、役割分担を明確化するとともに、専門委員会（財務等、ハラス

メント対策、法規など）の機能強化に取り組んだ。 

 

 

(1)大学運営改善のための取り組み 

 

ア) 学校教育法、国立大学法人法が「改正」されたが、それを受けて制定された学内規則につ

いては、教授会の権限が維持されるよう、引き続き適正な運用を強く求める。また、いずれ

の部局においても教授会への全教員参加の実現を要求する。併せて、増加してきた非部

局所属教員について教育研究、大学運営への参加等について実態を把握し、今後の方針

を検討する。 

イ) 役員会、経営協議会、教育研究協議会などの民主的運営とともに、職責を果たす公務の

■ 2017年度活動方針 
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証となる詳細な議事録の作成と公開を引き続き強く要請する。併せて、運営費の公正な配

分の支出についても継続的に監視する。 

ウ）学長はもちろん、各理事等の役員の責任を明確にし、役員解任請求制度の「実質化」を求

める。 

エ) 前年度の学長選挙において、学長が公約した大学運営に対する方針の適切な具体化に

ついて継続的に監視するとともに、必要に応じて意見を表明する。 

オ)「総合的教員ポスト運用戦略」について、その執行が教育研究環境および労働条件に及ぼ

す影響を調査するとともに、大学当局に対して必要な要請を行っていく。 

カ) 大学予算の抜本増額を要求すること、および学長経費の吸い上げによる各部局の窮乏を

転換させることを求める。 

キ) 前年度から始まった第三期中期計画とそれに伴う文教政策に対応した取り組みを行う。 

ク) すべての人が自由で伸びやかな教育研究環境を確保できるように、ハラスメントなどの人

権問題に取り組むとともに、大学当局には教育研究機関たる大学にふさわしい自治的管理

を求める。特に、パワハラの問題が学生に与える影響が深刻であることを考慮して、十分な

対策を講じるとともに、速やかな解決を図る努力を求めていく。 

ケ） 戦後沖縄の教育の原点である生命および個人の尊厳の考え方を根本におく「慰霊の日」

を、それにふさわしい休日扱いとするよう要求する。 

コ） いわゆる任期制教員の実態を調査し、その問題点を明らかにして、必要に応じて団体交

渉の議題とする。 

 

(2)教育研究環境の整備と改善 

 

ア) 学問の自由・教育の自由が保障されるような教育研究環境の実現に取り組む。 

イ) 不安と危険に脅えることのない教育研究環境実現のため、軍用機のキャンパス上空飛行

禁止、オスプレイ撤去、普天間基地閉鎖を求め、それに係る全県民的行動や、大学自治や

学問の自由にも関わる憲法の平和的民主的規定の擁護に係る国民的運動には、組合の特

性をふまえつつ協力する。また、時宜を得た抗議など責任ある対応を大学当局に求める。 

 西普天間地区への附属病院移転も進む中で、軍事に関わる研究教育・診療等が行われるこ

とのないように大学当局には引き続き求めることとする。 

 

(3)労働条件の整備と改善 

 

（労働条件について） 

ア) 前年度の団体交渉の正常化合意を誠実に履行することを大学当局に対し強く要求す

る。特に、給与、時間外労働等労働条件をめぐる諸問題について、妥結に向けて取り

組みを強化する。また、労働条件の切り下げが予想される中、効果的な代償措置案に

ついても引き続き検討する。 

イ) ハラスメント規程の適切な運用を求めるとともに、引き続き病院労組や琉大労組と

協力して、ハラスメント防止への啓発活動に努める。 

ウ) 学問の自由が保障されるような労働条件の整備に取り組む（任期制への反対、教員
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活動評価と労働条件（人事評定）との明確な分離、研究分野の実態に即した労働時間

等）。特に、教員活動評価が人事評価に反映され、労働条件の不利益変更につながるお

それがある動きについて、不当労働行為の問題として団体交渉の議題とするよう努力

する。 

エ) 年次有給休暇・産休・育休・介護休暇の取得が保障されるように取り組む。 

オ) センター入試やオープンキャンパス時の時間外労働に対する手当支給等、時間外手

当について、所用の時間外労働の実態に即した制度設計がなされるよう、改善させる。 

 

（労使関係について） 

ア) 労働法規を遵守する大学運営を強く求め、運営責任について追求する。第三者機関

への訴えはもちろん、スト権の行使も含めた効果的な手段を追求する。自主的・自律

的な労使関係の構築に努め、全学説明会の手続きや団体交渉のルールなどについての

労働協約づくりを進展させる。 

イ) 非常勤講師への組合員資格拡大に伴い、非常勤講師の処遇にまつわる諸問題に取り

組む。 

 

(4)組合活動の充実と発展 

 

（組合活動について） 

ア) 会員拡大に取り組む。単に親睦活動を行う団体ではなく、労働組合である教授職員会の

役割を広く周知することで、各ブロックで過半数の組合員獲得を目指す。 

特に、新入会員の拡大を目指し、新任教員への勧誘を確実に行う。 

イ) Webサイト、e-mail、印刷メディアを有効活用し、広報、情報共有の充実を図る。 

ウ) 組合員の相互交流・親睦・情報交換が活性化するよう、ブロック活動などの企画提案を奨

励する。あわせて、今後の行事等のあり方について検討する。 

エ) 三者連絡会の連携を引き続き行う。 

オ) 非常勤講師ユニオンとの連携や他大学労組との協力関係構築に取り組む。 

カ） 退職記念パーティーを開催し、長年の貢献の労をねぎらう。 

キ） 教授職員会室の効果的な利用を図るべく、そのあり方について検討する。什器・備品類

の整備をする。 

ク） 教授職員会指定店の拡大とその利用の周知を図る。 

 

（財政・組織基盤の見直しと強化について） 

ア) 健全な財政状況の維持に努める。組合費の未収金について適切に対処する。 

引き続き、特別会計として「設備積立金」「裁判等運動寄金」を各 10 万円ずつ積み立てる

とともに、必要に応じて繰越金からの増額を行う。 

昨年度に引き続き、過去の組合費の未収金のうち、3 年度を超えたものは回収が困難なも

のと認め、不良債権として整理することとして、予算案を立案する。 

イ) 議事録作成の外注および業務補佐員雇用を継続し、会務のさらなる効率化を図る。 

ウ) 執行部体制の強化・効率化のため、役割分担を明確化して負担を分担し合うとともに、専
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門委員会（財務等、ハラスメント対策、法規など）の体制を確立し、執行部との連絡を密にし

て、その機能を強化する。 

 

 

 

 

7月15日 投票管理委員会　開票作業 1月6日 事務折衝

7月19日 2016年度第1回新旧合同執行部会 教授職員会ニュース　第186号発行

7月27日 2015年度会計　外部監査 教授職員会ニュース　第187号発行

7月28日 2016年度第2回新旧合同執行部会 1月11日 2016年度第6回執行部会

7月29日 事務折衝（総務課長） 2月7日 団体交渉

8月2日 2015年度会計　内部監査 2月15日 事務折衝

8月8日 2016年度　定期総会 2月16日 2016年度第7回執行部会

8月12日 三者連絡会　打ち合わせ 2月17日 事務折衝

8月22日 2016年度第1回新旧三役会議 3月8日 2016年度第8回執行部会

9月12日 2016年度第2回三役会議 3月15日 事務折衝

教授職員会ニュース　第184号発行 4月11日 2016年度第9回執行部会

教授職員会ニュース　第185号発行 4月20日 2016年度第4回三役会議

9月13日 学長懇談会 4月25日 団体交渉

9月15日 2016年度第3回三役会議 4月28日 三者連絡会ニュース　第81号発行

9月23日 事務折衝 5月9日 2016年度第1回代議員会

10月5日 2016年度第3回執行部会 5月18日 2016年度第10回執行部会

11月7日 三者連絡会ニュース　第78号発行 5月30日 三者連絡会ニュース　第82号発行

11月9日 2016年度第4回執行部会 6月8日 事務折衝

11月18日 三者連絡会ニュース　第79号発行 6月12日 2017年度第1回新旧合同代議員会

11月24日 三者連絡会主催　学長選考候補者公聴会 6月22日 2017年度第2回新旧合同代議員会

11月25日 三者連絡会ニュース　第80号発行 6月20日 2016年度第5回三役会議

12月5日 会費請求案内作成 7月13日 団体交渉

三者連絡会ニュース　号外発行 7月14日 投票管理委員会　開票作業

12月14日 2016年度第5回執行部会 7月18日 2017年度第1回新旧合同執行部会

8月3日 2017年度第2回新旧合同執行部会

■ 2016年度 活動記録 


