
1月30日(木)、15：30～本部事務局共通打合室（２）

において、第2回団体交渉を行いました。

法人からは、下敷領人事労務担当理事、大森総務

部長、松下人事課長、穴田給与システム課長、生田

労務管理室長、大森労務管理課長補佐

組合からは、末岡委員長、入

江副委員長、池田書記長、中村

書記次長、野澤書記次長、木村

執行委員、高瀬書記が出席しま

した。
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℡ ０７６－４４５－６０２３(FAX兼用)

ﾒｰﾙ： toyama@tu-union.org

振替と代休のちがい(第2回団交報告より）

○振替休日とは：あらかじめ休日と労働日を取り替えること

→代わりの休みを事前に指定。

→休日に労働することにはならないので休日労働としての割増賃金は不要。

振替休日が同一週外の場合は週40時間を超えるので、超えた部分の時間外労働として25％の割増賃金が必要。

〇代休とは：休日に労働した場合に、その代償として、以後の特定労働日の労働を免除すること

→代わりの休みを事後に指定。

→法定休日に労働した場合は35％の割増賃金が必要。

代わりの休みを事前に指定し「振替休日」となっていて、同一週内で取れない場合、週40時間を超える部分については25％。

第2回団体交渉を行いました
〇入試手当について…事前に振替が取れない場合は「代休」になる

〇子の看護休暇等に関する上限日数の改善について… なるべく公務員と同じ条件にしたい



５． 教員ポイント移行問題について

９．都市デザイン学部、教養教育院設置など
本年度からの制度改革にともなう要求

組合：〇学部からのポイント移行の問題。５と９を両方

一緒に回答を頂きたい。役員会の議事録が残っていない

という報告だったが、その後どの程度までわかったか。

組合：役員会決定ということだったが、それが見つから

ない。

法人：役員会決定というのは、だれが？

組合：本人から。

法人：平成30年にポイントを決めたというのは議事録に

残っている。30年1月18日の評議会。 終的な決定。おそ

らく〇学部の先生が言っているのはその前の段階。そこ

は議事録という問題ではなくて、学部に伝えたというこ

と。それが27年のものでは。役員会は 終的な決定機関。

プロセスのすべてを役員会にかけるわけではない。議事

録を探しても無いというのはおそらくその通りで、学長、

役員の共通認識を〇学部に伝えたということ。それを経

て、30年に各学部のポイントが決まった。

組合：30年にポイントが決まったというのは確認した。

法人：実際に動き始めたのは3，4年前。当初は29年に

（都市デザイン学部を）発足させようとしたので。その

手続きの一環で、学部にいろいろお願いしたりした。

組合：そこで決定したのはわかったが、△氏が言うのは、

そのプロセスがおかしいということ。約束が違う。プロ

セスが上手くいっていたのかどうか。こちらとしては本

人の意見を信じるしかない。そこに問題は残っている。

法人：我々としても具体的な検討は学部に任せたので、

正確には話せない。

組合：□理事のやり方(言い方)に問題があったのでは無

いか。28年3月の役員会決定では無く30年に決定された事

を確認した。

法人：その都度学長が判断して進めていくことなので…

…。

教教分離の資料提供について

法人：大学改革推進本部が立ち上げられている。先日、

そこで、現時点の方針が決まった。来月、部局長会議で

意見をうかがう。そこで資料が出れば（これは 終調整

中なので出せない）、それを見てほしい。学部長から手

に入らなければ、我々に言ってもらえれば良い。

組合：機密度２になっていると、学

部によって配らなかったりする。で

きるだけ早く資料をもらって、組合

員に周知したい。

法人：学内教職員向けの説明会も準

備している。その前の段階は部局長

に意見を聞いているので、反対され

て変わるかもしれない。説明会まで待ってもらえれば、

教職員には伝えられる。部局長懇談会で出すものは渡せ

る。部局長に意見を聞いている途中の段階であるという

点は留意してもらうかもしれない。その場合、ばらまい

てもらっては困る。

組合：評議会にかけるのはいつ？

法人：説明会で認めてもらえれば、評議会、役員会と進

められるが、まだわからない。順調にいけば2月の部局長

会議、年度末までに説明会だが、このあたりの話は状況

次第。不確定。できるだけ今の執行部で決めてというの

が、ここまで議論しているので、そこは筋だと思う。

８． 入試業務の手当ておよび負担の公平性の

実現

組合：振替休日は、前回の事前

折衝で「同一週内に取らなけれ

ばならないのでは？」と伝えて

いたが、必ずしもそうではなく

て、弁護士等に相談したところ

「就業規則に『原則として同一

週内』でとあるので例外もありうると言う」回答だった。

原則として同一週内だが、出来るだけ近い週に」という

ことだった。問題は、事前に振替休日にしてくれと命令

しているから、あとで振替休日を取るときに一ヶ月ある

いは二ヶ月のときに、そちらの言い方としては1年以内に

振替は取ると言うことですかね？事前に振替を取ってく

れと言う問題。

もう一つは、健康確保の観点から言うとなるべく近い

ところで休日を取るべきで、原則として。だから、1年以

上あとでも大丈夫だというのは意味がないのではないの

か。その観点からすると、振替休日は近くでとるのが原

則だが、当面、1月は忙しくて取れない場合もある。その

ときはどうするのか。1カ月以上離れると代休になるので

は？代休の扱いが正当では無いか？

法人：社労士に相談したら、できるだけ近いうちと言う

話はされて、たとえば翌週、翌々週にあらかじめにです

ね、そこがポイントになるが、そこに振り替えた場合は

代休ではなくて休日振替となる。と言うことを確認した。

あらかじめ、事前でなければ代休になる。ということも

確認した。

組合：事前にということがポイント。

法人：そうですね。そこがポイント。そこは社労士に言

われた。

法人：できるだけ早く、近くというのは柔軟に考えてい

る。我々としては計画的に休んでいただければいい。原

則論としてはしっかり休んでもらいたいというのが根本

にある。

組合：問題が生じるのは「事前に」ということ。事前に2ヶ

月後に取る場合では振替可能なのか。期間が離れてしま
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う。事前では無くあとで申告した振替を取った場合に、同

一週内の労働時間、38.45時間を超えた場合は割増賃金が

発生するので25％増しになる。それがどこまでの範囲なの

かが分からない。日曜日に働いているので休日労働になる。

代休だと35％。たとえば、1か月以内に取れれば振替にな

り超えた場合は代休扱いになるとか。そういうことがあれ

ば納得できる。今は、その基準が無い。労働者の不利益に

なる場合、代休の場合は10％違ってくるので。その点を確

認したい。

法人：先生方の一年間のスケジュールというのは、授業や

海外出張も早くから設定されていると思って、そういう手

続きを踏んでもらえればと言っている。学部の違いはある

かもしれないが。ある程度計画的にやっていただきたいと

言っている。社労士の意見では、2，3か月あいてはいけな

いという話ではないので、できるだけ計画的にやってほし

い。

組合：事前指定ができない場合は代休になりますね？

法人：そうです

組合：そうなると休日労働になるので35％になりますね。

法人：我々としては、なるべく先でも、計画的にやってい

ただきたい。例えば、夏休みにまとめて休みたいという方

がいらっしゃるかも知れない。あらかじめ計画を立てて出

していただければ。

組合：健康確保の観点からなるべく近いところで取ると言

うことなので、計画的に近いところで取っていただくのが

筋だと思う。

法人：それは否定はしません。それは個人の状況によると

思う。我々は事前指定を推奨するが、限った話でも無いの

で、柔軟に対応している。期限についてはです。

法人：休みたいんですよね。でも、土日に出勤しているか

ら、出勤を認めてくれと言うように聞こえるのですが。

法人：近いところで体を休めることは大事だけど、それだ

けに限定してはいない。そこは幅広く運用させていただけ

れば、そういう制度なので。

組合：何日に休むと指定して振替をとった人はどれくらい

いる？給料が発生しているからわかるはず。こちらとして

は代休にしてくれと言っている。

法人：それは照会しないと分からない。

法人：手当と振替は違うので

組合：入試手当に一貫しているはず。

法人：そういう実態があれば是正してほしいと言っている。

組合：1月だと来年度のことはわからない。

組合：1，2月だと予定も急に入ってくるので。

法人：だからこそ、期限をずっと先に設定してどうぞ休ん

でくださいと言っている。

組合：分会代表者会議でも、いきなり

手当てが減ったという不満があった。

話は違うが、入試手当が他大学よりも

低い。他大学では10000円以上の入試手

当がでている。本来、センターからお

金が出ているという不満もある。

組合：事前の説明が十分にされていない。

法人：DNCはどういう認識ですか？やらされているもので

すか？自らがやっているというご理解はありますか？法律

で、各大学が実施する共通の試験であって、本学の試験で

ある。なので、自らがやっているものと認識してもらわな

ければならない。それを、大学がやらされてるという認識

になっているのではないか。2次試験と何も変わらない。

組合：教員数も減っている。

組合：個別試験とはずいぶん違う。

14．疾病･介護･育児等のための、失効年休積

立制度の導入を要求します

組合：事前折衝では情報収集しているということだった。

法人：山口大学では31年から。規則だけでまだ運用はない

ので、中身がよくわからない。今後も情報収集していく。

向こうもまだ始まったばかりなので、

てんやわんやだろう。

法人：この制度のメリットはどこにあ

る？

組合：本来繰り越さずに消えてしまう

ものもある。

法人：それを加えると、年休は各段に

増えるのか？

組合：いざというときに使える。

組合：去年病気をしたが、その時に使えたら良かった。

法人：そういう時のために繰越制度があるので、それをさ

らに繰越となると。そのための制度もあるのだから。

組合：病休を使うとボーナスが減ったり評価がプラスにな

らなかったりする。できるだけ年休で取りたい。

法人：そうとう日数を休めるのに……。

組合：介護などをすると突然休まなければならない日が増

えるので。民間では多いものだが、大学で始めたのは山口

大が 初。

法人：そもそも休暇日数そのものの規模は？ 民間と比べ

ると。そういうところが小さいがために、ということでは？

法人：民間では23.4％がやっている。

17．育児中の教員等へのヘルンシステム、物

品入力システムへのVPN接続の許可を求めます

法人：まず教えてほしいのですが、

どういう状況の時に必要なのでしょ

うか？

組合：どうしても手が離せない時に

も家で仕事ができる。

組合：保育園へ迎えに行く時間があ

り家に戻ってから入力したいと思う
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教員がいるはず。

法人：家で仕事をするということですか。

組合：育児などでやむを得ない場合、ということです。

法人：ヘルンシステムについては資料がある。あとは、

個別にシステム担当に問い合わせてもらえれば。情報漏

洩が一度起こると、すべてシャットダウンということも

ある。

組合：できる大学もある。

法人：どの大学かということを教えてもらえれば、比較

などできる。

組合：特定のIDを出すということなどもできる。

法人：IDを出してしまうと危ないですよね。

組合：そのあたりは専門家でないとわからない。

法人：セキュリティが行き過ぎるのも考え物だが。専門

家なのでよくわからないのだが。

組合：たとえば子供が熱を出したりすると、保育園に預

けられない。その時に在宅で雑務を済ませられると良い。

法人：出勤していないのなら、休暇を取るわけですよね？

組合：教員は裁量労働制だから、普通の勤務時間とは異

なる。

法人：我々も、外で仕事をするということを表向き認め

るかどうかは難しい。

法人：システムというよりは、たとえば在宅就労の制度

を変えなければならないのでは。

20．分野の特性を考慮せずに、科研費への申

請を一律に強制し、また申請しなかった者に対
して一律に研究費を削減するというような制裁

措置をとらないよう要請します。

組合：学術振興会が申請を無駄に増やすなと言った。そ

れと比べてこれで良いのか。

法人：現時点では変える必要はない。去年制度化して、

今年から始めたことなので、事情を考慮して免除される

こともある。

組合：分野によっては文献などがあればよくて、資金が

あまり要らないものもある。

法人：大学としてはいろんなことをやっ

てほしい。そのために外部から取って

ほしい。

組合：科研に通りそうな研究は非常に

狭い。

法人：今はいろんな細目がありますよ

ね。

組合：自分が本来やりたい研究と、共同でやる大型の研

究がある。それを評価する人がいて、後者ばかりに時間

を取られてしまう。科研費だけが研究ではない。

法人：だとすると、ほかに研究費を取ってこられるのを

示さなければならない。

組合：基盤研究費で十分という人もいる。

法人：そのうち基盤研究費がなくなるかもしれませんよ。

組合：私たちは大学予算のために研究しているわけでは

ない。

法人：組織として研究をする。だから中期目標にもそう

言っている。

組合：制裁が大きい。

組合：ただでさえ多様性がなくなる。マイナーな研究は

少なくなっている。大型科研費で評価するとなると。

法人：大型研究費だけを評価するわけではない。分野を

どうするかは学部で話し合ってほしい。

21．就業規則「国立大学法人に勤務する職員
の労働時間、休暇に関する規則」の改正につい

て、14条第2項の教育職員への定期用は行わな

いように要求します

法人：システム化されるまでは法律上の制約があり不便

をかけると思うが、4月から、しつかりやらないと、いつ

労基署から指導が入るか分からない状況になっている。

＊ 4月からガルーン又は、エクセルかペーパーで(エク

セルかペーパーの場合一ヶ月分毎）で、教員の勤務時間

管理を行うことになるだろう。2、3月に周知が必要だと

思っている

組合：誤解が多い。説明したといってもわかっていない

人が多い。なので、説明会だけでなくて、人事が教授会

で説明してほしい。かなり反発はあるはず。

法人：国の制度に反発されてもしょうがないが。

組合：国立時代のやり方の人に教えないとならない。

22．子の看護休暇等に関する上限日数の改善
について

法人：理解不足があったので、ご教示いただいてよかっ

た。なるべく公務員と同じ条件にしたいと考えている。
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＊ 子の看護休暇等に関する上限日数の取扱いの改善を求め

ました。子の看護休暇は、未就学児に対して５日（２人以上

の場合は 大１０日）が認められています。しかし、これま

での取扱いでは、小学校入学等により未就学児が２人から１

人となった場合で、１～３月に看護休暇を５日以上取得して

しまっていると、４月～１２月には全く取得できなくなると

いう問題がありました。国公労連等が人事院に対して粘り強

く改善要求を行ってきた結果、入学時点での、残日数（５日

を超える場合は５日）の休暇を取得できる様に改められまし

た。しかし本学では対応がなされていなかったため、改善を

求めました。


