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第１回財政問題検討ワーキング開催 

定期大会で承認された財政問題検討 WG が今月 4日に開かれました。第 1回と

いうことで、まず議長として橋本誠一（人文社会科学部支部）組合員を選出し

ました。 

その上で、現在の財政状況がきわめて困難なものとなった背景について確認

し、今後の課題について議論を進めました。財政状況の悪化は、ひとえに組合

員数の減少の問題です。2005 年時点を 100 とすると、現在 75%を切ってしまい

ました。WG としては、今後の退職による自然減を踏まえながら、いかにこれか

ら 5年、10 年先を乗り切るのかを厳しく検討することがまず求められるところ

です。また、組合員の拡大方策についても、短期的・中期的な取り組みに関し

て検討ができればという意見もありました。今後も議論を継続し、9 月末には

検討結果を執行部に報告する予定です。 

6/14 女性部懇談会開催（浜松キャンパス）

 ６月１４日（金）の１２時３０分～１３時３０分まで久しぶりに女性部の懇

談会を開きました。組合大会の前だったので、大学側への要望や情報交換、顔

合わせを兼ねて、組合に入っていらっしゃらない方にも声をかけ、１０人ほど

の女性が集まりました。 

 給料が安くなったことや、工学部の改組の影響で職場の様子が変わったこと、

多忙化や残業のこと、また任期後の仕事のことや雇止めの不安などいろいろな

話が出ました。またここ数年続けられてきた学童の費用が今年は非常に高くな

ったことなどの話題も出ました（これについては後日、新副学長で男女共同参

画担当の中野先生に笹原が問い合わせをしました。詳しくは次頁の追記をご覧

ください。） 

 昼休みの時間帯が職員と教員でずれていたり、学部によって昼休みの時間が

違うなど、なかなかスケジュールが合いま 

せんが、やはり顔を合わせた意見交換の時 

間は貴重なものです。 

今回参加できなかった皆さんもぜひ次の 

機会はご参加ください。 

 なお法人化前からのパート職員の時給の 

東西格差問題、学童保育の費用の問題など 

は、後日の組合定期大会でもアピールしま 

した。 

 



 

  

第 4号                                       2013.7.16 不二速報 PAGE2 

子育て支援は一部の人のため？ 

 学童の件で、１４日（金）の夕方に、教育学部の

中野美恵子先生（副学長、男女共同参画担当）に電

話をかけ、今回の学童の保育料は高すぎるのではな

いかとお話ししたところ、下記のような情報を得ま

したので、お伝えします（後日、参画室から追加の

説明資料配付）。 

  １）学童の費用が「高くなった」理由は、第一に

大学側が昨年まで出していた補助費が打ち切られた

ことにあります。昨年度まで、大学側は、春休みの

学童に１００万、夏休みには２５０万円ほどの補助

をしており、そこに利用者の保育料を加えて運営費

としていたそうなのですが、今年度から外部に委託

し、「利用者負担」に切り替えられています（利用者

負担に切り替えるために外部に委託したという言い

方もできる） 

 どうしてこのようになったのかというと、役員会

レベルのようですが､｢一部の｣教職員のためにお金

を使うのはおかしいというクレームが出たからとい

うことのようです。 

 また、現在、静岡キャ ンパスで行われている一時

保育が利用者負担となっていることとのバランスも

あったようです（１時間 １０００円ということで、

利用者が少ないよう）。 

  ２）男女共同参画室としては安く設定したいと思

っていたそうですが、「予算がない」ために～正確に

は予算をカットする方向に 静大が舵をとったため

に～、今回の価格設定となったということでした。

以前と比べると高いが、それでも今回は浜松のＮＰ

Ｏが 委託を受けているので今回程度の「値上げ」で

済んでいるそう、春休みの委託先（民間）であれば

さらに高い保育料になったということでした。 

 「（静岡の場合）、大学外の施設を利用した時には、

１日３５００ 円ぐらいはかかるのだから、それに比

べて特に高いというわけ ではない」そうです。 

 これについては「学童」ではなく、未就学児のも

ののようです。  

 「利用者負担」では、「子育て支援」にはならない

と思います。 静大は、男女共同参画を推進するとい

う一環での子育て支援 をしてきたはずなのに、これ

ではだいぶトーンダウンしたと言わざるを得ませ

ん。 

 子育てをしている教職員の支援が「一部の人」と

言われるのも極めて遺憾です。大学にはさまざまな

年代の人 がいるので（子育てが終わった人も、これ

からの人も）、全員が 子育て世代でないことはいわ

ば当たり前のことで、そのための 経費の支出がこの

ようなことで退けられるのは遺憾です。 

 ただこちらの異議申し立てに対して、男女共同参

画室として 速やかに補足説明の書類を出してくだ

さったこと、誠意を感じられ、とてもよかったと思

っています。 

 浜松キャンパスからみると、どうしても静岡（東

部）は遠く感じられますが、私たちの声を直接届け

るために、８月以降に、中野先生を囲んだ会を開き

たいと思いますので、また改めてご連絡したいと思

います。 この件についてでも、また他の件について

でも、ご意見がある方は是非   

組合にお寄せください。少しずつでも、大学側に働

きかけていきたいと思います。       

女性部 笹原恵（情報学部支部） 

火曜日お昼の会･･ 
記念すべき第 1 回開催！ 

      次回は 7 月 23 日

6 月 25 日火曜日、西部書記局で「お昼の会」を

やりました。各自、お弁当や飲み物を持ち寄って、

一緒にお昼を食べる会です。 

参加者は数人でしたが、教員、職員、情報学部、

工学部、組合員、非組合員とバラエティに富んだメ

ンバーがそれぞれ都合のよいタイミングで順次集

まりました。ふだん職務を離れてお話することのな

い教職員同士で、静大の今昔について、組合の活動

について、 近の政治状況について、地域の話など、

お昼をしながらお話ししました。 

書記局に顔を出すよい機会にもなると思いまし

た。 

これからも毎月機会を持ちたいと思っています。

ぜひ誘い合わせの上、気楽にお越しください。 

（情報学部支部長 吉田寛）
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前代未聞の大幅賃金カットの強行に対して、全大教と単組は未払い賃金請求訴訟を闘っています。

現時点で、全大教高専協議会、福岡教育大学教職員組合、高エネルギー加速器研究機構職員組合、山

形大学職員組合、富山大学教職員組合、京都大学職員組合、新潟大学教職員組合の７組合が裁判を起

こしました。 

 この訴訟の目的は、今回の賃下げが法人制度の下での労働条件決定のルールからみて明らかに違法

であるため、未払い賃金を請求するとともに、国立大学等法人の運営に関する自主性・自治の確立、

労使自治の確立、今後の不利益変更に対する予防的抵抗措置、組合組織の強化、高等教育の充実の必

要性を学内外に広くアピールすることにあります。 

この一連の裁判は、国立大学法人・国立高等専門学校・大学共同利用機関で働くすべての教職員の

賃金と労働条件決定、国立大学等法人の制度の運用の行方を左右する大変に重要なものです。 

 そのため全大教は、裁判所に対して公正な判決を求める署名運動に取り組むこととし、その第 1 次

として、来年 3月までには結審が予測される全大教高専協議会、福岡教育大学、高エネルギー加速器

研究機構についての署名を全単組で取り組みます。  (全大教) 

 

臨時特例法による未払い賃金を請求する全国の動き 

【未払い賃金請求訴訟の公正な判決を求める署名運動】 

署名用紙が届きましたら、ご協力ください 

6/13 工学部支部大会 

5/18 団体交渉に向けて教職員集会(浜松キャンパ静大教職組の幟旗を持って
デモ行進に出発！ 
5/1 メーデー 
(浜松城公園) 

5/31 汗だくの立て看板設
置作業(工学部支部委員) 

6/13 情報学部支部総会 

支部総会など、支部の活動から・・ 

5/19 シニア会総会 原田委員長も出席 

6/13 人文学部支部総会6/10 教育学部支部総会

※ 写真はありませんが、農学部支部も 6/17 に支部総会を行いました。
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 未組合員の皆様へ 

  組合加入を 

    お誘いください！ 

参加ご希望の方は、
組合書記局まで 

大学の財務に 

強くなろう！ 
 
佐藤誠二先生 

（人文社会科学部） 

による大学財務関係 

についてのレクチャー 
 

✿7 月 19 日（金） 

10：00～ 

✿組合書記局（静岡） 

第 59 回日本母親大会 in 東京  
 
✿８月２４日(土) 12：30～17：00 全体会 （幕張メッセ) 

   記念講演「憲法のいきづく国に―私たちにもとめられるものは」 

伊藤 真さん（伊藤塾・塾長 弁護士） 

   文化行事 朗読劇 劇団 前進座「死んでもブレストを」 
 

✿８月２５日(日) 10：00～15：00 分科会  (日比谷公会堂・二松学舎大学ほか) 
 

子どもと教育、くらしと権利、女性の地位向上、平和と民主主義など、35 テーマ 

気が早いですが 

今年も行きます 

組合スキー 
 
志賀高原スキー場 
 
12/20 夜 

～12/23 夜 
  

を予定！ 

全大教第 25 回教職員研究集会（9/21～9/23）ご案内 
  

今年の全国教研は、京都工芸繊維大学で開催されます。 

全体企画、分科会のテーマなど、詳細は決まり次第お知らせします。 
 
✿日程・・全体日程  9 月 21 日(土)午後 1 時開会～23 日(祝)正午閉会(予定) 

   1) 全体集会          9 月 21 日 午後 1時～3時 

   2) A 分科会（主にテーマ別） 9 月 21 日 午後 3時 30 分～9月 22 日午前 11 時 30 分 

   3) 学習講座        9 月 22 日 午後 1時 30 分～3時 

   4) B 分科会（主に職種別）   9 月 22 日 午後 3時 45 分～9月 23 日午前 11 時 30 分 

   5) C 分科会（自由セッション）9月 22 日午前 11 時 45 分～同日午後 1時 15 分 

   6) 閉会集会             9 月 23 日 午前 11 時 45 分～正午 

   7) 全体交流会             9 月 21 日 午後 6時～7時 30 分 
 

✿会場・・京都工芸繊維大学 

「青空の下でピース」2013 年企画・・・・・ 

みんなで読もう！ 「「自自民民党党憲憲法法草草案案」」 
 

✿日時 ７月１９日（金）17：00～19：00 

✿会場 共通教育Ｐ棟１０１教室（注：会場が変更されました）
 

近、憲法問題が政治の世界で話題になっています。とりわけ政権与党の

自民党は現行憲法の廃棄をめざし、新憲法草案まで用意しています。憲法問

題は人によって意見の分かれるなかなか難しい問題、でも日本の未来にとっ

て避けては通れない重大な問題。 

ということで、「まずは知ることから始めよう」という企画を用意しました。

中身はズバリ「自民党憲法草案を読む」です。 
 
✿主催「青空の下でピース」実行委員会 
（静大生協学生委員会・静大教職員組合日本科学者会議静岡支部・静大九条の会） 
 

※可能な方は、事前に自民党草案をお読みください。 

 ウェブ上で｢日本国憲法改正草案｣で検索すれば、文書を入手できます。 

組合リーフレット、 

全大教パンフレットなど 

書記局にあります。 

ぜひご活用ください。 

━━━━━━━━━━◇◆◇◆ 


