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１．名古屋大学の職員構成（2015年5月）

国立大学における
非常勤職員の雇用・労働条件
ー名古屋大学の事例を参考に
2016年９⽉29⽇
法学研究科 和⽥肇

２．非常勤職員の労働条件・勤務条件
①全職員共通
名古屋大学職員就業規則 名古屋大学職員給与規定 等
名古屋大学職員就業規則、名古屋大学職員給与規定
②名古屋大学契約職員就業規則
③名古屋大学パートタイム勤務職員就業規則
④名古屋大学契約職員、パートタイム勤務職員、
医員及び医員(研修医)の給与に関する規程 等
⇒合理的な労働条件ら労働契約内容となる（労契法7条）。
⇒合理的な労働条件ら労働契約内容となる（労契法7条）
⑤非常勤職員にとって重要なのは、公募規定、個別契約
就業規則より有利なら優先（労契法7条但書）
就業規則より不利なら、就業規則が優先（労契法12条）

正規職教職員（法人化の時の承継職員 定員管理職員）
正規職教職員（法人化の時の承継職員＝定員管理職員）
3 806人
3，806人
教員、付属学校教員、事務職員、技術職員、看護職員
内正規職教員
（1，677人）
任期付き正職員（G30､ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ､科研費等）
内教員

1，034人
（838人）

非常勤職員（契約職員、パートタイム職員：
病院を除く）
約2，000人
人件費の原資：運営費交付金、科研費間接経費
（本部取り分、学部取り分）／
委任経理金、科研費直接経費 ＝プロジェクト雇用

大学院理学研究科事務補佐員（パートタイム勤務職員）の募集について
生命理学専攻生体膜機能研究グループでは、下記のとおり事務補佐員（パートタイム勤務職員）を
募集します。
記
１．勤務場所 名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻生体膜機能研究グループ
２．職名 事務補佐員（パートタイム勤務職員）
３．職務内容 プロジェクト運営に関わる事務補助（出張手続き、会議運営補助、ホームページ の
更新等）
４．募集人員 １名
５．募集条件 １）学歴：高校卒業以上
２）必要な経験等：パソコン操作（Word、Excel）及びメール操作ができること。
６．雇用期間 採用決定後、応相談～ 2017年3月31日
雇用期間満了後、更新する可能性あり。ただし採用日から最長５年まで。
※最終雇用年齢は65歳に達した年度の３月３１日まで
７．勤務条件 １）勤務時間 月～金 週3~4日勤務、週30時間以下
２）休憩時間 12時～13時
３）休日 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～ 1月3日）
４）加入保険 健康保険、厚生年金（但し、週29時間以上）雇用保険、労災保険
５）有給休暇 年次有給休暇（雇用後６月勤務後）、夏季休暇（大学指定日）
６）給与 時間給1,020円
７）通勤手当 支給（支給要件有り、上限55,000円／月）
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３．雇用期限（期間）
(ｱ)非常勤職員は有期雇用（契約職員就業規則2条）
1年以下の期間とその更新
(ｲ)雇用上限（契約職員就業規則7条）
研究職員（博士号の取得者等）は10年
その他は3年プラス2年（最長5年）
＝Aタイプ非常勤職員 （約1740名）
(ｳ)(ｲ)の例外
①法人化前からの日々雇用職員・パートタイム職員／
法人化前まで会計雇い職員で法人化の際に雇用職員となった者
雇用上限無
＝Bタイプ非常勤職員 （約220名）

４．多様な非常勤職員の雇用タイプ
☆Bタイプ非常勤職員→労働契約法（労契法）18条、19条、
20条の適用
☆Aタイプ非常勤職員
5年超
→ 労契法18条、19条、20条の適用
5年以下
→ 労契法19条、20条の適用
☆プロジェクト型雇用非常勤職員
→プロジェクトと雇用上限が対応（採用時の条件）
例：3年間の科研費の直接経費で雇用されている事務補佐員、
技術補佐員 等
☆その他非常勤職員（本部雇い、部局雇い）
→必ずしも対応関係がない

３．雇用期限（期間）
(ｳ)(ｲ)の例外
②Aタイプ非常勤職員については、「部局の長が必要を認める場
合 年を超える雇用(更新)が可能 「人件費は部局負担
合、5年を超える雇用(更新)が可能」「人件費は部局負担」
＊H25.3.5部局長会の申し合わせ事項
2012年労働契約法改正時の取り決め
それまでは5年超は無し
←職員組合の交渉の成果
厳密には、 「１年の空白期間を経ることなく公募に
*厳密には
応募して再雇用可」
(ｴ)最終雇用年齢（契約職員就業規則10条）
63歳又は65歳

４．多様な非常勤職員の雇用タイプ
★国立大学の非常勤職員には、こうした多様なタイプが
混在しており、タイプによって労働条件が異なる。
このことが問題を複雑化させているし、改善の余地がある。
かつての経験＝日本語教師雇用上限撤廃
1年雇用で長い人では契約更新を続け20年近く勤務
研究科長から突然提案
雇用上限を5年とする、クーリングオフを半年設ける
数名が職員組合に加盟 ⇒当局（大学と部局）と団体交渉
➣研究科長は提案を撤回
現在は雇用上限は無し
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５．Bタイプ非常勤職員について

②労働契約法19条

＊有期雇用が10年以上継続している
➣労契法19条1号が適用
その結果 正規職員とほぼ同じように雇い止め（実質的解
その結果、正規職員とほぼ同じように雇い止め（実質的解
雇）規制が加わる
➣Aタイプ非常勤職員と同様の雇用上限を設けることはできない
∵労働条件の不利益変更になるため、労働者の同意が必要
（労契法8条）
➣労契法18条が適用
2018年4月以降、無期雇用を希望したらそうなる（大学は
拒否できない）
ただし、注意して欲しいのは正規職員となるわけではない
➣労契法20条がより強く適用

６．Aタイプ非常勤職員のうちプロジェクト
雇用型について
＊クーリングオフ期間なく他のプロジェクトに雇用､その結果、
雇用全体が5年を超過
➣労契法18条が適用
2018年4月以降、無期雇用を希望したらそうなる（大学は拒否
できない）
ただし、プロジェクト雇用という性格は変わらないために
（勤務先・職種限定職員）、次のプロジェクトが終了すると、
原則として雇用は終了する。
＝一種の整理解雇
大学側に配転先を探す義務はない。
次のプロジェクト公募に応募することは可能。優秀な人なら
他のプロジェクトからの引きがあり得る。

①労働契約法18条

＜特例＞
★高度専門職労働者（博士号取得者、弁護士など専門職）につい
ては5年が10年に
★定年後の再雇用労働者については、雇用期間無期転換権がない
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６．Aタイプ非常勤職員のうちプロジェクト
雇用型について
＊雇用上限期間がプロジェクト存続期間と合致
例：科研費で雇用
公募要件で、更新可でも雇用の上限期間が設定されている場合

労契法18条による無期転換の効果
➣期間の定めはなくなる
➣他の労働条件はそのまま
★パート⇒パート
★時間給⇒時間給
★職種限定⇒職種限定

７．Aタイプ非常勤職員で非プロジェクト型
（業務継続型）について
＊現在の規定では雇用上限は5年、部局判断で5年超があり得る
＊5年超となった場合
➣労契法18条が適用
2018年4月以降、無期雇用を希望したらそうなる
＊このタイプの場合、Bタイプ非常勤職員との関係で、雇用上限規
定（契約職員就業規則7条、最大5年）が有効か、という法律問
題が出てくる。私は、この規定は労契法18条、20条違反で合理
性がない（労契法7条）と考えている。
同じ職場で、同じ仕事をしていながらBタイプとこのタイプが一
緒にいるケースを考えてもらいたい。

➣プロジェクトの終了と同時に雇用が終了
←労契法19条1号、2号は適用されない
更新の期待権はない

＜質問１＞
法人化前から雇われていますが、2018年3月に雇い止めになりますか？
⇒なりません
⇒なりません。
雇用上限の取り決めがないからです。
定年年齢（60歳～63歳）まで雇用が継続します。
⇒この時点で無期雇用に転換して欲しければ、その旨を伝えれば
無期雇用になります。（労働契約法18条）
ただし、期間の定め以外の労働条件はそのままです。
、
その限りで無期雇用に転換するメリットは小さいです。
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＜質問２＞
A教授の科研費の事務補佐員として雇用されています。
１年雇用で、雇用上限は３年となっています（公募要領）。
３年経ったら、雇い止めになるのでしょうか？
⇒雇い止めになります。労契法19条の更新の期待権がないからです。
他のプロジェクトへの応募は可能でしょうか？
⇒可能です。
その場合に、残りの雇用期間はどうなるでしょうか？
⇒大学側は２年といってくるでしょう。名古屋大学の雇用上限が５年となって
る ら す 、部局長 判断
年を超え 雇用 可能 す ら、科研 費
いるからですが、部局長の判断で５年を超えて雇用が可能ですから、科研の費
用負担する教員がどうしても期間を延長したいと言ったら、できるはずです。
その場合には、全体で継続して5年を超えた時点で無期雇用の申し込みができ
ますが、プロジェクトの満了に伴って雇用は終了します。
勤務場所がなくなったことを理由とする解雇となります。
名古屋大学に配転先を求めることはできません。

＜質問３＞
５年を超えて雇用しても良いと部局が判断したのに、本部からは
だめだと言われています。どうしたらよいでしょうか？
部局が良 と言 て るのに、本部はそれを断る とは、
⇒部局が良いと言っているのに、本部はそれを断ることは、
制度（規定）上できません。本部には、その判断権（裁量権）
がないからです。
＊部局長会取り決め参照
それでも本部は、労働契約書を締結しないと言っていますが？
⇒本部の横暴です。
本部 横暴 す。
本部は盛んに科研費や外部資金を獲得しろと言っています。
その人を雇い続けないとプロジェクトが成功しない人材なのに、
それに反する対応をすることは、自己矛盾です。
この点を主張して交渉するしかありません。

＜質問５＞
＜質問４＞
私が採用されたのは、B教授の個人的なツテで、そのときには雇用期限
のことは何も言われませんでした。それでも5年上限は適用されますか？
⇒採用時の労働条件通知書を見て下さい。
労働契約内容は、それによって決められています。
もし上限が設けられていなければ、更新は可能です。
2018年4月以降に5年を超えたら、無期雇用を希望することも可能です。
ただし、プロジェクトの終了で雇用は終了します。
この点は プロジェクト型非常勤職員に共通です
この点は、プロジェクト型非常勤職員に共通です。

私の仕事は、会計の補助です。科研費申請の時期は本部詰めで働き、普
段は部局の会計で補助的な仕事をしています。この場合にも、５年上限
は適用されるのでしょうか？業務自体は、途中で終了するものではな
く、継続性があると思うのですが？
業務内容は 図書受入係 閲覧係 学部教務係 留学生担当業務
業務内容は、図書受入係、閲覧係、学部教務係、留学生担当業務、
総務担当業務、研究室事務等であっても同じ。
⇒部局の判断で5年を超えて更新が可能ですが、難しい問題があります。
労働契約上は5年が上限です。部局長も、財源のこと、途中での解雇
が困難になることを懸念して、延長には慎重になります。
しかし Bタイプ非常勤職員には 懸念するような問題は起きていま
しかし、Bタイプ非常勤職員には、懸念するような問題は起きていま
せん。このことをどのように説得的に説明するかがポイントですが、
個人的には難しいでしょう。私個人は、たくさんの裁判になると、
大学も考えざるを得なくなると思いますが、それも難しいでしょう。
結局、組合を通じて粘り強く交渉していくしか路はないと言うことに
なります。

5

9/26/2016

＜質問６＞
最初パート職員として採用され、その後有期雇用職員となり、
資金の出所も変わってきましたが、期間は通算されますか？
⇒通算されます。
⇒通算されます

＜質問７＞
５年を超えて雇うことができないので、半年間、派遣会社に登録して
派遣社員として勤務して欲しい。そうすると、半年間のクーリングオフ
期間が再雇用ができると言われました。どうしたらよいでしょうか？

③労働契約法20条
「有期労働契約者の労働条件が、期間の定めがある
「有期労働契約者の労働条件が
期間の定めがある
という理由により、無期労働契約者の労働条件と相
違する場合に、業務内容や当該職務の内容及び配置
の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認
められるものであってはならない。」

⇒派遣に変えても実態が全く変わっていなければ（派遣が偽装的）
クーリングオフにはなりません。（厚労省の通達・基発0810第２号）

労働契約法20条にいう「不合理な労働条件」の事例
＜事案＞
被告：物流大手「ハマキョウレックス」（浜松市）の滋賀県彦根支店
原告：契約社員＝有期雇用A（54） 2008年から運転手として半年ごとの雇用契約を締結、更新
☆被告では正社員に対して「通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、
家族手当」の７つの手当を支給／定期昇給／賞与・退職金
☆契約社員には 給与は時給制で手当は通勤手当の 部のみが支給／定期昇給無／賞与 退職金無
☆契約社員には、給与は時給制で手当は通勤手当の一部のみが支給／定期昇給無／賞与・退職金無
Aは労働内容が同一であるのに正社員と手当について格差があるのは労働契約法20条に反し、また契
約の違法部分は公序良俗違反で無効であるとして正社員と同じ手当の支給を求める。
＜判決＞
大津地裁彦根支部平成27年9月16日判決
通勤手当の格差のみ違法と認め、通勤手当の差額１万円分につき支払を命じる
←被告は従業員4500人を有する東証一部上場企業であり、正社員は業務上の必要性に応じて就
業場所や業務内容の変更命令を受けなくてはならず、出向先も全国に及び、将来支店長等の
責任者となる可能性を有している
責任者となる可能性を有している。
一方、契約社員は労働内容、労働時間、休息時間等の変更を受けるに留まるのであるから、
事業の中核を担う人材として育成されるべき立場にもない。７つの手当のうち通勤手当以外
については不支給でも不合理とは言えない。
大阪高裁平成28年7月26日判決
無事故手当、作業手当、給食手当及び通勤手当の相違は不合理である（←正社員か契約社員かで差が
出る合理性がない）。住宅手当、皆勤手当の相違は不合理とは言えない。賞与・退職金の扱いも
不合理とは言えない。

ご質問やご意見は

静岡大学職員組合へ
http://shizudai‐union.net/
非常勤職員の勤務改善はすべて職員組合の力！
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