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☆みなさんの職場でお気づきのことや質問を、千葉大学ユニオンは待っています。

テニュア・トラック問題に関して協議しました！！

さる 8 月 28 日、ユニオンからの申し入れにより、「優
れた若手研究型教員の人材育成システム」（テニュア・ト
ラック制）に関する大学本部側との協議が行われた。大
学からは、山本理事と安田理事が出席され、率直な意見
交換がなされた。
「テニュア・トラック制」は、2005 年度中教審答申「新

時代の大学院教育」で提唱され、2006 年度から科学技術
振興機構の「若手研究者の自立的研究環境整備促進プロ
グラム」として制度化されたもので、千葉大学は 2008 年
度上記テーマで採択された。具体的には、生命系科学分
野に絞って若手教員（研究型教員、特任准教授）を国際
公募し、独立したポストと研究スペース 100 ㎡および研
究費 3,000 万円（5 年間）を準備、スタート・アップの経
費も別途支援し、5 年後には厳正な審査を経てテニュア
への移行を決定するというものである。この間、研究に
専念できるよう、会議や授業が過度の負担にならないよ
う配慮される。本年度は 10 名、来年からは 1 名ずつを募
集するが、今年度の応募は協議翌日の 8 月 29 日に締め切
られた。
ユニオンは、この制度に、1）採用された教員の身分は

確実に保障されるのか、2）今後この制度が一般化された
とき、千葉大学の教育・研究体制にどのような影響が及
ぶのか、の二点から重大な関心を払ってきており、必要
な事実を確認すべく協議に及んだ。
協議では以下の点が明らかになった：1）5 年後の採用

ポストは、１回限りの再任可能な任期つきポストでよい
との確認を文部科学省から得ている、2）特任准教授は非
常勤職員で一年ごとに契約を更新する。給与表は常勤職
員のものを転用する。既に特任教授の処遇に同様の措置
を行っており、現行の就業規則を変更することは考えて
いない。3）独立した研究者としての地位が守られるよう、
支援室のような組織を設け、大学として支えていく。
千葉大学で本制度を実施するにあたり基本的な問題点

は、医学研究院と薬学研究院が任期制を採用している現
在では「テニュア制度なきテニュア・トラック制」にな
るということである。言うまでもなく、基本的には終身
雇用を意味するテニュアと任期制は真逆の概念である。
そこで本制度に踏み込んだいくつかの大学では「テニュ
ア」を「定年制適用職員としての身分を言う」、「定年ま
での身分を保有する権利を言う」と独自に定義している。
対して千葉大学では応募要項等で「常勤の職員」とだけ
うたっていた。それが今回の協議で「再任可能な任期付
きポスト」ならよいと国からお墨付きを得たことが明ら
かになった。常套的な批判は慎みたいが、言葉の軽さは

何ともしがたい。
協議では、千葉大学にとって総額 2 億 4000 万円に及ぶ

予算が看過できないことが強調された。この 3 年間で千
葉大学を含めすでに 30 大学がこの制度の採用に踏 み切
っているのも同じ理由であろう。しかし補助金の切れる
6 年目以降は大学が独自に予算措置をしなければならな
い。協議では、本制度の今後について「今後の検討課題
であるが、文部科学省としては、広く大学の人事制度に
採り入れさせたい意向のようである。」との回答であった
が、「ミッションステートメント」には「科学技術振興調
整費による支援が終了した後も無理のない円滑な導入を
念頭としており」「本人材育成システムを計画的に拡大継
続する」と明言している。
本年度の募集には多数の応募があった模様である。ユ

ニオンでは採用された教員の環境が守られること、そし
て本制度が千葉大学全体の今後の姿を大きく規定するか
もしれない点について、さらにウォッチングを継続して
いくつもりである。 （ユニオン委員長・福川裕一）

大学本部側とのはじめての協議に臨むユニオン新執行部。

改定されたユニオン会費納入にご協力をお願いします！

千葉大学ユニオン委員長 福川裕一
千葉大学ユニオンは 2004 年 7 月の創立以来、会費（組

合費）を年額で 3,000 円（教授）、2,000 円（教授以外の
常勤職員）、1,000 円（非常勤職員）と極めて低額に抑え
てきました。少ない予算の中でも多数のユニオンメンバ
ーの運動に支えられつつ、事務員の児玉さんと歴代執行
委員の尽力によって、自然科学部局のコース長手当確保、
非常勤職員の夏季休暇取得、地域手当全学一律支給、非
常勤職員への地域手当復活などの待遇改善を実現してき
ました。また、新入教職員歓迎会、駅伝大会をあらたに
始め、さらに昨秋からは職員作品展も復活させ、教職員
の交流の輪を拡げてまいりました。しかし、財政は火の
車、毎年 20 万円以上の赤字であり、これをユニオンの前

テニュア・トラック制協議！ 詳細があきらかに、 今後を注視



身である千葉大学教職員組合からの繰越金と寄付によっ
て穴埋めしてきたのが実情です。それも底をつきました。
そこで、さる 7 月 2 日に開催された第 5 回定期総会に

ユニオン会費の改定（値上げ）が提案され、活発な議論
の結果、年額で教授 4,800 円、准教授 3,600 円、教授・准
教授以外の常勤職員 2,400 円に引き上げ、非常勤職員は
1,000 円に据え置くことになりました。他の多くの大学教
職員組合が収入の約 1%を組合費として徴収している中
で、千葉大学ユニオンはその 15分の 1程度に過ぎません。
それでも他大学にひけをとらない活動をしていると自負
していますが、もはや財政的には限界です。どうか事情
を理解され、改定された額での組合費納入にご協力下さ
い。執行委員が徴収にあがりますのでどうかよろしくお
願いいたします。

亥鼻地区駐車場問題
大幅な黒字財政なのに料金引き下げなし！！

亥鼻地区の駐車料金は年間 18,000 円。東葛地区（無料）、
西千葉地区（カード代 2,000 円のみが義務）より遙かに
高額です。

7 月 23 日に亥鼻地区職員等駐車区域利用者会議が開催
されました。主な議題は H19 年度決算報告と今年度収支
見込みでしたが、5 月 28 日に行われた CUU と大学職員
課及び病院事務部との協議についても報告されました。
その内容は『(1)亥鼻地区駐車料金の引き下げは H19 年度
決算を踏まえて決定する。(2)立体駐車場は、大学が所有
し、外来者の利用料から返済している。(3)駐車場収支の
職員分と外来者分との分離については利用者委員会に伝
える。と回答した』というものです。

(3)を受けて H19 年度の収支報告は職員分と外来者分の
内訳が明示されました。詳細は駐車場管理事務所にお問
い合わせください。それによると、全体の収入合計は 1
億 1,360 万円、支出合計は 9,547 万円で、1,813 万円の黒
字です。そのうち職員分の収入は 2,488 万円、支出は 2,441
万円です。ところが、職員分支出の実に 58%が管理委託
費や駐車場職員を含む人件費に当てられているのです。
パスカードで出入りし、道案内を乞う必要もない職員に
とって、駐車場職員は本来不要です。つまり職員・部外
者共通部分の人件費負担率が職員の受益に比して不当に
高いのです。提示された金額は職員分の収支が大幅黒字
と成らないように人件費が按分された結果としか言いよ
うが有りません。(1)の約束に従うならば、職員の駐車料金
は直ちに現在の半分に引き下げられるべきです。（豊田 記）

∞ユニオンも応援します！ 交流の広場∞

☆第 3 回千葉大学駅伝大会、10月13日に開催します！☆
千葉大学走友会主催による第 3 回学長杯争奪千葉大学駅

伝大会を 10 月 13 日（月・体育の日）に開催いたします。
千葉大学ユニオン、千葉大学生協、千葉大学体育会の共催

による駅伝競走で、今年は、職場の仲間、各サークル、研究
室など様々なチーム構成で、昨年から 15 チーム増えた 43
チームのエントリーがありました。14:00 から開会式を行い、
14:30 に駅伝スタートです。工学部 9 号棟裏の東大生研角地

をスタート・ゴールにした西千葉キャンパス構内周回コース
を 1 区(3km)、2 区(2km)、3 区(1km)、4 区(2km)、5 区(3km)
の 5 名によるタスキリレー。ただし、女子のみで構成するチ
ームは 5 分早くスタートで今年は１チームだけ該当します。
閉会式を 16:30 より同所にて行い、成績発表および優勝チー
ムに学長杯、2 位に走友会長杯、3 位にユニオン委員長楯を
授与、そして、閉会式終了後の 17 時頃より懇親会を生協第
１食堂にて開催(参加費 2 千円)します。初秋のキャンパス内
を走る 200 名を超えた教職員および学生達に、皆さまの熱い
沿道声援を頂けないでしょうか。また、懇親会は飛び込み参
加も受け付けますので、走るのは苦手でも飲むのは得意な方
はぜひどうぞ！ 問合せ先：斎藤了一＠工学部 内線 3487

saito@office.chiba-u.jp（走友会・幹事長）

☆職員総合作品展日程と会場が決定しました！☆
教職員交流の場のひとつとして、今秋も「職員総合作品展」

を下記の要領で開催いたします。
ご自慢の作品、あるいは研究の成果を出展いただき、大い

に交流を深めましょう。近隣の OB、OG の方々にもぜひお
声をかけて下さい。

◆日程：11 月３日（月）～11 月５日（水）
◆会場：けやき会館 2階 会議室 2

【作品展世話係】 渡部成哉（教育学部 音楽科）
電話・ファックス 043-290-2682
メール seiy@faculty.chiba-u.jp

なお、作品展の運営をサポートして下さる方、ぜひとも上
記へご一報下さい。作品の搬入・搬出時、また展示会場での
応援、お願いします。

◎ユニオンおもな活動報告◎
7 月 28 日 運営交付金 3％削減反対緊急行動
7 月 31 日 納涼放談会
8 月 20 日 財政問題特別会議
8 月 22 日 テニュア・トラック問題協議打ち合わせ
8 月 28 日 テニュア・トラック問題協議
9 月 4 日 第 2 回定例三役会議
9 月 11 日 第 2 回定例執行委員会
9 月 18 日 第 2 回定例三役編集会議（持ち回り）
9 月 24 日 ニュース 41 号印刷・配布

編集後記
1ヶ月の夏休み後のニュースということも影響し、今回も8月

28日に行った大学本部側とのテニュア・トラック問題に関する
協議のご報告をはじめ、駅伝大会や職員総合作品展のお知らせ
等記事が盛りだくさんになってしまいました。どうしても、フ
ォントサイズが小さくなりがちですが、今後は見やすい誌面構
成と充実を図っていきたいと考えています。御期待下さい。

「私たちの職場をより明るく豊かにしていくための声をあげ、

実現していく」ユニオンにぜひご加入下さい。

下の「加入申込書」を FAX にてユニオン事務室までお寄せ

下さい。送信先やユニオンの規約を載せた HP のアドレス等は、

本ニュースの表面をご覧下さい。

加 入 申 込 書 電話・ファックス：043-290-2234

千葉大学ユニオン委員長 福川 裕一 殿

千葉大学ユニオン規約を承認し、千葉大学ユニオンに加入します。 ２００８年 月 日

ご氏 名：

ご所 属：

ご連絡方法（メール、電話、FAX など）：


