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2008 年度 新組合執行部役員の紹介
3 月 31 日に旧役員との引継ぎを終え、4 月 4 日には新人に対する組合説明会
を行いました。昨年の取組みにも増して、積極的な活動を、以下のメンバーで
推し進めていきたいと考えています。

○執行委員長

布川日佐史（人文学部支部）

私は人と争うのは好きではありませんし、人前に出るのは得意ではあり
ません。とはいえ、財源がないのだからどうしようもないという風潮が強
まり、職場の労働条件の悪化をずるずると受け入れたり、非正規雇用で働
いている人にしわ寄せがいくのを他人事だと見逃してしまうことはしたく
ありません。社会を見渡せば、ワーク・ライフ・バランスの実現や、非正
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規雇用の均等処遇や正社員化を目指す動きがでています。
研究者として大学の外できれいごとを言うのは簡単ですが、自分の足元
で新しい可能性を見つけ、実際に具体化するのは難しいだろうと思ってき
ました。しかし、いつまでも避け続けるわけにもいかず、やれることをや
ろうと思い委員長に立候補し、「晴れて」就任したしだいです。どうかよ
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ろしくお願いいたします。
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○副執行委員長 中山 顕（工学部支部）

E-mail

工学部機械工学科の中山です。しばらくぶりの役員で、皆様にはご迷惑

suu-seibu@vcs.wbs.ne.jp

をお掛けすことになるかと思いますが，この１年間よろしくお願いします。
○書記長 丹沢哲郎（教育学部支部）
４年ほど前に執行委員を経験し、今度は書記長として早々返り咲いてま
いりました。こう言うと、熱心な活動家のように誤解されますが、そんな
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こういう仕事を任されると、経済や法律、政治といった学問知識の有用
性を痛感します。私も確か中学生の頃は社会科学系を進路として希望して
いたのになぁ。人文学部の先生方は、今でも私のあこがれの対象です。
ともあれ、弱者にしわ寄せが行く組織や社会には強い抵抗感を持ってい
ます。そのようなことを少しでも食い止められるよう１年間努めてまいり
ます。
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○組織法制担当 恒川隆生（人文学部
支部）
法科大学院に所属しています、恒川
隆生です。いろいろな意味で、仕事の
しやすい職場であることを目指してい
きたいと思います。よろしくお願いし
ます。
○組織法制担当 増田健二（工学部支
部）
法人化のもとでの人件費抑制の影響
として「給料があがらない」「非常勤
職員の雇用不安」などの問題が深刻となっています。まずは、現状認識を踏まえて、職場を良
くするための先駆け的存在として尽力したいと思います。
○調査情宣担当 飛騨健一（教育学部支部）
組合との関わりはおそらく人並みですが何事によらず学習効果が乏しく、新入生に毛の生え
た程度の状況です。諸先輩のご指導を頂きながら責務を果たせるよう努めて参りたいと存じま
すのでよろしくお願いします。
○調査情宣担当

西野 肇（教育学部

支部）
今年度執行委員を務めさせていただ
きます、西野です。学部では社会科教
育に所属しており、経済学を担当して
おります。支部委員に就任した新任 1
年目から、今年で 5 年目を迎えること
になりました。
実際にはまだまだわからないことばか
りなのですが、そうも言っていられな
いような立場になりつつあります。微
力ながら、組合活動を通じて職場環境の改善に取り組んでいきたいと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。
○教育文化・福利厚生担当 池津 國樹（情報学部支部）
情報学部所属で、浜松キャンパスの英語を担当しています。執行委員はおよそ２０年ぶりで、
浦島太郎のような気持ちですが、若い３役の足手まといにならないようにと思っています。教
育文化部と福利厚生部の担当ですが、当面は、９月の教研集会開催に向けて準備作業を進める
ことになります。なにとぞ、皆様のご協力をお願いいたします。
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○教育文化・福利厚生担当 篠原和大（人文学部支部）
人文学部で考古学を担当している篠原です。妻と小３の息子、保育園年長の娘の４人で三保
の宿舎で暮らしています。執行部は、2000 年にお世話になって以来です。もう少し余裕がある
時に御奉公をと思っていたのですが、この御時勢なかなかそうはいかないようです。でも、そ
んな時のほうがいろいろな課題が見えてくるのかもしれません。ともあれ、できる限りみなさ
まにご迷惑をおかけしないように、何とか責務を果たして行きたいと思っています。よろしく
お願い致します。

組合説明会の場で 10 名が加入！
－退職者数を上回る新入組合員を－
４月４日（木）、大学主催で実施された新任教員研修会の昼休み約３０分間を利用して、弁
当付きの組合説明会を開催しました。静岡大学教職員組合では、初の試みです。実現にこぎ着
けるまで、前執行部（特に伊東前書記長）が大学側とねばり強く交渉を重ね、説明会の開催に
こぎ着けました。私たち新執行部は、その路線に乗って行動したまでであり、前執行部の努力
には敬意を表したいと思います。
さて当日は、新旧執行部から 5 名と、
東西の書記 2 名の、計７名が研修会場の
外に待機し、午前中の研修が終わるやい
なや、弁当をのせた台車と共に会 場に一
斉になだれ込みました。席を立ちそうに
なる出席者たちを、「弁当が用意してあ
るから是非話を聞いてくれ」と引き留め、
その結果、特別な用事のある方を除いて
ほぼ全員が会場に残ってくださりまし
た。
組合説明会では、活動の概略、組合の
社会的意義、加入のメリット等々について、伊東前書記長、丹沢現書記長、久保前執行委員長
の 3 名が説明をしました。労働金庫からも職員の方に説明をいただきました。終了後は何名か
の方から質問や相談なども受けました。結果として、「研修会参加者４８名中、１0 名」の方
がその場で組合に加入してくれました。この数を多いと見るか少ないと見るかは議論の分かれ
るところですが、静岡大学では、今年度退職した組合員数が２６名であることを考えると、こ
の数は決して小さくありません。
全国的に見ると、看護師さん対象のこういった取り組みはこれまで数多く報告されています
が、静岡大学のように、大学全体の規模での取り組みは極めて珍しいという現状にあります。
全大協としてもこの点を高く評価しており、私たちも大いに励まされました。
今後は、今回加入いただいた方たちへのフォロー（支部単位の歓迎会なども含めて）と、加
入してくれそうな方たちへの勧誘活動を、各支部単位で、あるいは個人レベルで、是非強力に
進めていただきたいと思います。皆さんの努力に期待しています。
（文責） 書記長 教育学部 丹沢哲郎
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メーデーのご案内
静岡大学教職員組合公式ＨＰも
ご覧ください。（随時更新中）
http://www.jade.dti.ne.jp/~suu/

工学部支部のページが新設
されました。組合トップの
「支部のページ」から
お入りください。随時 up 中！

働きやすい職場を
実現したいと思いませんか？
ともに、静岡大学を明るく、
働きやすい職場に
していきましょう！
ポスター・パンフレットなど、必要
な方は書記局までお申し出下さい。

新しく着任された方に
加入のよびかけを
お願いします。

5 月 1 日（木）は第７９回メーデーです。
静岡

：

浜松

：

駿府公園・東御門前広場
９：００集合 ９：３０開始
浜松城公園・中央芝生広場
９：３０集合 １０：００開始

組合からのご案内
○第 1 回代表委員会を開催します。
日時：５月９日（金）12：10～
場所：静岡 理学部事務棟３F 中会議室
浜松 情報学部 TV 会議室
代表委員の皆さま、よろしくお願いいたします。
○無農薬新茶を販売します。
とても美味しい安全なお茶です。ぜひご利用ください。
・榛原茶（大石さん）
高尾みどり：100ｇ 900 円 ５月中旬頃
手作り紅茶： 100ｇ 800 円
〃
サンみどり（二番茶）：100ｇ 500 円 ６月下旬頃
〃
サン紅茶（二番茶）：100ｇ 550 円
ほうじ茶
：100ｇ 550 円
〃
・川根茶（小原さん）
高級茶 ： 200ｇ 1900 円 ５月下旬頃
普通茶 ： 200ｇ 1300 円 ６月上旬頃
300ｇ 1800 円
〃
※ 申し込み〆切は 5 月 8 日（木）です。
○静岡県母親大会のご案内
「子どもたちに希望ある未来を！くらし、いのち、平和を私たちの力で」
とき：５月１１日（日）10：00～16：00
ところ：静岡県立浜名高等学校
JR 浜松駅下車 遠州鉄道乗り換え小林駅下車 徒歩３分
分科会：10：00～12：00
子ども・教育、くらし、男女平等社会など２６テーマ
全体会：13：30～16：00
記念講演 湯川れい子さん（音楽評論家 作詞家）
「音楽から見えてくる平和 ～子どもたちの未来は？」
協力券 １０００円
※ 組合から補助がありますので、参加希望者は書記局へ
お知らせください。

