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中央学院大学に対する小林勝さんの裁判闘争を支援する会

２０１７年
２月２０日

千葉県我孫子市にある中央学院大学に 24 年間にわたり非常勤講師として働く小
林勝氏は、昨年 11 月に、労働契約法 20 条（有期雇用と正規雇用との均衡待遇を
定める）違反等を理由に、学院を東京地裁に提訴しました。
この小林勝さんの裁判闘争を支援する会が発足しました。共同代表には、現在、
下記の 4 名の方にお引き受けいただき、さらに要請を継続中です。会の事務局長
には元国労千葉地本委員長の小林春彦氏に就任して戴きました。既に、労働組合の
団体交渉、支援する会を中心とした抗議行動、そして、裁判闘争も 8 名の弁護団
で取り組んで戴き、4 月には結成集会を開催する予定です。
大学の非常勤講師が格差是正を求めて起こした本邦始めてのもので、その結果は
全国の非常勤講師の待遇改善に大きな影響を与えるものであり、絶対に敗けるわけ
にはいきません。この訴訟のもつ社会的意義をご理解いただきたいと思います。
今号では、弁護団の加藤晋介弁護士の提起、原告の小林勝さんの決意と第 1 回
公判での陳述内容を紹介します。多くの方の会への参加をお願いします。

弁護士

加藤晋介

１，中央学院大学に非常勤講師として１９９３年以来２４年間勤務してきた小林勝さんが、中
央学院大学を経営する学校法人中央学院を被告として、専任教員との著しい給与格差は、
「期
間の定めある」労働契約か否かで不合理な差別を禁ずる労働契約法２０条に反するとして、専
任教員として採用されていれば得られていたであろう給与との「格差」分の損害の賠償等を求
める訴訟を、２０１６年１１月３１日に東京地方裁判所宛に提訴した。
２，
一般には余り知られていないが、大学の「専任教員」と「非常勤講師」の待遇には「雲泥の差」
がある。大学の教授等の「専任教員」になれば、原則週５コマ（１コマは９０分授業）程度の
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講義を受け持つことで、１０００～１５００万円程度の年収が「大学の自治」の構成員たる「研
究者」として保障され、また年金等の社会保険によって老後も保障され、事故からも保護され
る身分保障がある。ところが、同じく大学の教員として学生への講義を担当する「非常勤講師」
は、
「大学の自治」の構成員ではない単なる「ビジター」扱いされ、週１コマの講義を１ヶ月
担当しても、得られる収入は月額３万円程度の報酬（１コマあたり３万円ではない。あくまで
９０分授業を週１回、１ヶ月担当しての報酬）しか得られず、社会保険も備えられていないう
え、身分保障はない。週５コマの講義を担当しても、月収は２０万円程度にとどまり、専任教
員との収入格差は約６倍にも及ぶ。
３，小林さんは、１９９２年に中央学院大学から、法学部の政治史担当の専任教員の空きが出
る見込みがあるとして、「政治史担当の専任教員」の補充の勧誘を受けたが、政治史の講義は
翌年から休講とされたため、小林さんは１９９３年４月から「ドイツ語の非常勤講師」として
中央学院に勤務し始めた。その後、中央学院大学は小林さんの優秀さを認め、１９９６年以降、
法学部や商学部の複数の教授から、専任教員化を仄めかしながら、小林氏の専門外の「ＥＵ法」
や「社会学」「国際関係法」の講義を次々に担当させ、多いときには小林さんの担当講義は週
８コマにも及んだ。しかし、中央学院は、小林さんの優秀さを利用するだけ利用し、新たな専
門科目を担当させようとする度に専任教員化の約束の度合いを深めながらも、今日に至るまで
終ぞ専任教員化の約束は果たさなかった。
４，この様な経緯の中で、今回の訴訟は提起されており、その課題は、以下の４点である。
第１は、如何に「大学の自治」を理由にするにせよ、
「専任教員」と「非常勤講師」との間
の６倍にも及ぶ収入格差と身分保障の差が労契法２０条の下で許されるかである。
第２は、
「大学の自治」は「真理探究」に従事する研究者に認められる広範な裁量であるが、
「駅
弁大学」という揶揄があるように「真理探究」と無縁化した専任教員も、特に実務系文化系大
学では多く、中央学院もその例外ではない。高等教育の普及は良いことだが、教育に従事する
労働者間での隔絶した労働条件の格差を「大学の自治」という教条で正当化しうるのか、日本
の大学制度のあり方が問われる。
第３は、専門的な研究実績もない非常勤講師に、次から次へと「専門科目」を担当させて憚
らない、中央学院の大学としての無責任性である。
そして第４は、専任教員と非常勤講師の隔絶した労働条件を知りながら、小林さんに次々と
専任教員化を約束して専門科目を担当させ、
その約束を果たさない中央学院の不誠実性である。
５，ただ、これらの課題は本来、裁判所の司法判断によって解決すべきものではなく、本来、
労働組合と労働運動によって、使用者に圧力をかけ解決すべき問題である。本件でも、単に裁
判所の判断を待つのではなく、労働組合の団交、支援者を交えた抗議行動で、使用者である中
央学院に反省させ姿勢を改めさせることこそが最大の課題であり、支援者の皆さんの強力な支
援を求める。
以
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中央学院大学に人生を翻弄された小林勝さん。非正規雇用
労働者は現在４割、これが現実だ。しかし、大学の非正規化
はもっと進んでいる。大学の雇用のあり方はブラック企業そ
のものである。長沢運輸判決、メトロコマース、郵政２０条
裁判等、多くの労働者が立ち上がっている。
小林勝さんも、大学での非正規雇用の実態を社会に明らか
小林勝さん（原告）

にし、差別の不当性を明らかにしていく。共に闘おう。

２０１６年１１月に、労働契約法２０条―

的拘束こそありませんが、まるで奴隷制や封

―有期雇用労働者の賃金・労働条件と正規の

建制の時代に行われていた「強搾取」のよう

常用労働者のそれとの均衡処遇を定める――

です。大学は、ブラック産業の典型といえま

違反等を理由に、学校法人中央学院（千葉県

す。

我孫子市、進藤暉彦理事長）を、東京地裁に

私は、この状態をなんとか是正したく、８

提訴した小林勝です。

人の弁護士諸氏（加藤晋介、指宿昭一、内村

日本では、２０１５年に非正規労働者が全

涼子、河村健夫、河村洋、早田賢史、山田大

労働者の４割を超えたとのことですが、大学

輔、吉田伸広）の助力を得て、訴訟を起こし

ではすでに数十年も前から、全教員の約７割

ました。

が非正規の教員（非常勤講師）であり、この

弁護団によると、この訴訟は、大学の非常

非常勤講師が全授業の５割前後を担当してい

勤講師が待遇格差の是正を求めて起こした最

ます。しかも、
担当する授業１コマ（９０分）

初の訴訟とのことです。であるからこそ、こ

当たりで計算した正規教員と非常勤講師との

の闘いに負けるわけにはいきません。

待遇格差は、
実に「約６倍」にものぼります。

どうか、第１回口頭弁論で行った以下の私

「６割」の書き間違いではありません。率に

の「意見陳述」をお読みいただき、大学非常

すれば「１～２割」という話なのです。非常

勤講師の置かれた事情をご理解頂き、また訴

勤講師が専任教員なみに週６コマ程度の授業

訟を決意した私の思いもお汲み取り頂き、ご

を担当しても、月給は１２～２０万円程度に

支援のほど切にお願いいたします。

すぎず、社会保険にも加入させてもらえず、

2017 年 1 月 15 日

賞与も各種手当も退職金もありません。人身
第 1 回裁判後の報告会

12 月 12 日東京地裁控え室

我孫子駅前での宣伝行動
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昨年の１２月１２日に開かれた中央学院大学小林勝さんの労働契約法２０条裁判で
原告の小林勝さんが、訴えた陳述内容です。
「専業非常勤講師」の実態から、大学で
の雇用の在り方が問われる内容です。いま、
小林さんがその先頭で闘い始めています。
しかし、その時点ですでに６３歳近くに

東京地方裁判所御中
原告

なっており、賃金が低く、賞与も支給されて

小林勝

いないため、私の将来の年金額は、月額数千

意見陳述書

円しか上がりません。

原告の小林勝です。

私にかかわる人件費は、年額２１０万円程

本日は、私の意見陳述のために、審理の貴
重な時間を割いて下さいまして、厚くお礼を

度です。一方、中央学院大学の専任教員の、

申し上げます。

平均の年間人件費は、約１２５０万円です。
担当コマ数だけで比較した賃金格差は、実に

これから、１２分ほどの時間を頂き、大学

６倍にも上ります。

非常勤講師の置かれた状況、私が学校法人中

格差は、研究環境にも存在し、非常勤講師

央学院を提訴するに至った経緯と思いを、述

には、研究室も、研究費も支給されないこと

べさせていただきます。

は、訴状に記載したとおりです。

なお、ここでいう非常勤講師とは、主とし

私の所属する労働組合は、被告との団体交

て、他に本務的な仕事を持たない、いわゆる

渉の席で、この格差問題を取り上げ、その是

「専業非常勤講師」のことです。

正を迫りました。

来年の通常国会には、いわゆる「同一労働
同一賃金法案」が提出される見通しとなり、

しかし佐藤英明学長は、専任教員と非常勤

正規労働者と非正規労働者の待遇格差の是正

講師の待遇は「均衡がとれている」と、平然

の議論が活発になっているようです。

と主張していました。

しかし、
大学の正規教員である専任教員と、

ちなみにこの学長は、専任教員としての給

非正規教員である非常勤講師との間の、ひど

与等の他に、月額１５万円の学長手当も支給

い待遇格差については、ほとんど議論がなさ

されています。
しかも、本務校である中央学院大学での勤

れていません。
ひどい待遇格差は、私の事例で明らかです。

務のかたわら、他大学で、平日の日中に、非
常勤講師のアルバイトまでしています。

私は、被告の経営する中央学院大学で２４年

彼が手にする１５万円の学長手当とは、私

間、非常勤講師として勤務しています。

の中央学院大学における月額賃金とほぼ同じ

現在でも週３日出講し、専任教員の義務と

です。

されている担当コマ数と同じ、週５コマの授
業を担当しています。しかし、月額賃金は僅

私はこの訴訟において、この呆れるほどの

か１６万円程度で、大卒の初任給にも及びま

待遇格差を正当化する理由を、被告が明らか

せん。賞与も退職金もありません。

にすることを望みます。

週５コマ以上を担当している私は、組合交

私はまた、この訴訟において、専任教員と

渉により、漸く３年半ほど前から、私学共済

非常勤講師との間の待遇格差は、どの程度が

に加盟することができるようになりました。

妥当であるのか、またその格差の正当化事由
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全国の大学が、まるで申し合わせたかのよ
うに、まったく同じ行動をとっています。

待遇改善が少しでも進む契機となることを望

すなわち、専任教員の数を大きく上回る多

みます。
さて次に、これほどの格差が生ずる理由、

数の非常勤講師を、１コマ月額３万円程度の

また非常勤講師がその是正の声をあげられな

低賃金で、「短時間」だけ働かせ、社会保険

い理由について、述べたいと思います。

にも加入させず、退職金も積み立てません。

大きくいって３つあると思います。第一に、

こうして使用者としての雇用者責任も、社会
的責任も、まったくはたしていません

「労働市場」と言えるものが、形成されてい

そのため非常勤講師は、
あっちの大学、
こっ

ないことです。
すなわち、非常勤講師はたいてい、公募で

ちの大学、あるいは学習塾や予備校へと、あ

はなく、人脈や専任教員の伝手、すなわちコ

るいは現業職の職場へと、駆けずり回り、
「細

ネで採用されます。そのため、競争的な「市

切れの」パート労働を行うことを、余儀なく

場賃金」「賃金相場」が形成されておらず、

されています。
日本の高等教育の半数前後を担う非常勤講

大学のいいなりです。

師の待遇が、これでいいはずはありません。

格差是正の声をあげれば、恩師や紹介者等

「幸い」なことに私は、中央学院大学で、

に迷惑がかかるのではないか、また、他の大
学での非常勤講師の職や専任職を得る際の障

１６年もの長きにわたって、専任教員の義務

害になるのでは、と非常勤講師は考え、自制・

とされている週５コマを上回る、週６コマ乃

自粛してしまいます。

至８コマの授業を担当してきました。
今年は不当な理由で１コマ減らされました

第二に、
「有期雇用契約」を挙げることが

が、なお週５コマを担当し、権利主張をでき

できます。

る立場にいます。この状況を活かして、日の

これは、他のすべての有期雇用の労働者と

当たらない非常勤講師の待遇改善に、少しで

も共通します。

も役立とうと、意を決して訴訟を起こしまし

非常勤講師が権利主張を行うものなら、大

た。

学は「大学の自治」を振り回し、「カリキュ
ラム編成権」を盾に取り、次年度には「雇止め」

さて、中央学院大学において、経済畑の私

や「担当コマ数の削減」を行い、非常勤講師

が、畑違いの多数の講義科目を持つに至った

の生活はたちゆかなくなってしまいます。

経緯等に関しては、すでに訴状に記載されて
いますが、少し補足したいと思います。

第三に、どの大学も、授業の半数前後を非
常勤講師に依存しているにもかかわらず、内

特に中央学院大学法学部が、まったくの門

規または申し合わせで、一人ひとりの非常勤

外漢の私に、
１９９８年４月から「EC 法」を、

講師に与える授業コマ数を、制限しているこ

また２０００年４月から「国際関係論」を持

とです。

たせたのは、学部長を中心とした少なからぬ
教授たちの間で、私を専任教員にするという

大学は、「長時間労働」ならぬ、「超・過少
時間・労働」を、非常勤講師に強いています。

合意ができていたことを示しています。

要するに、週２コマ乃至３コマ、時間にして

それは、次の事実からもわかります。

３時間乃至５時間程度しか、働かせないので

すなわち、２０００年３月に、私は斎藤法
学部長から、
「専任化のことを考えています」

す。
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その一員であった者の行動に、現在の理事
会がまったく責任を負わないという主張は、

その言葉どおり、専任化の話は、この年の
７月頃から具体化しました。「外国法部会」

納得のいくものではありません。
同じことが２００６年４月に法学部長に就

の教授から、私に、この大学で、「EC 法」担

任した土橋教授についてもいえます。

当の専任教員になる意思があるかどうかと
の、打診がありました。私は「喜んで」で返

彼は、専任化の約束を履行しなかった斎藤

事をしました。その後、１０月の教授会にか

氏に対する批判を、私の前で口にし、斉藤氏

けることも、知らされました。

と違って自分は必ずやると語っていました。

しかし、
この人事は１年先送りされました。

しかし、彼が本当に関心を持っていたのは、

その理由については、斎藤法学部長から直接

私の専任化ではなく、後述するように、外国

に聞かされました。

の医学部に進学していた私の娘でした。

その際、同法学部長から、「私の（学部長

彼が、専任化を餌に、自分の学位論文の書

としての）任期はもう１年あるので、任期中

籍化を私にさせたことは、訴状に記載したと

にやりますから、あきらめないで下さい」と

おりです。補足するならば、その後さらにも

の言葉がありました。

う一冊、すなわち彼の教科書である『概論
ルソーの政治思想』の出版も、私に手伝わせ

しかし、
この約束は果たされず、今日に至っ

たことです。

ています。

さらに彼は、私の娘が医師免許を取得する

私は、団体交渉や協議の場で、専任化の約
束がなされていた事実等を指摘し、約束を履

２０１０年前後からは、
専任化と引き換えに、

行するよう要求しました。しかし、佐藤英明

この私の娘を、大学院に進学していた自分の

学長は、斎藤氏はすでに退職しているので、

息子と結婚させるようにと、執拗に迫るよう

調査するつもりはないと回答し、専任化を拒

になりました。
学者を目指す息子の経済的安定のためだ

否しています。
しかし、
こんなバカな話がありましょうか。

と、臆面もなく述べていました。私は、敢え

私は、法学部および商学部の複数の教授に

て友人のいる前で、この話をきっぱりと拒絶
しました。

専任化の意向を提示され、まったく畑違いの
科目を次から次へと担当し、また当時の法学

なお、私が畑違いの科目を多数担当したこ

部長には明快に専任化を約束され、努力しな

とや、徹夜の連続で土橋法学部長の学位論文

がらその科目を担当してきました。

の書籍化を行ったことが、身体障がい者であ
り、精神を病んでいた妻に与えた影響につい

その分野での著作の出版や論文執筆も行

ては、ここでは述べません。

い、自分の著作のための研究にも支障をき

私は、私の研究、私や家族の人生や生活を、

たしました。結局、自分の本来の研究テー
マに関する著作の出版は、遅れに遅れて、

かくも翻弄し続けた学校法人中央学院に対し

２００８年７月になってしまいました。

て、訴状に記載したとおり、損害賠償を求め
ます。

当時の斉藤教授は、人事権を共有する正教
授であり、人事の発議権を有する法学部長で

最後になりますが、公正な判決を出される

あり、また学校法人の最高意思決定機関であ

ようお願いして、
私の意見陳述を終わります。

る理事会の構成員でもあったはずです。

＜以上＞
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２０１７年２月２０日

小林勝２０条闘争を支援する会

箱根駅伝の常連校である中央学院大学（我孫子市）
は、「ブラック中のブラック」大学です。
中央学院大学は、授業の約６割を正規雇用の「専
任教員」に、残りの約４割を「非常勤講師」という
名の非正規の教員に担当させています。非正規教員は、社会保険なし、賞与なし、退職金
なし等々、ないないづくしの１年契約教員です。
中央学院の正規雇用教員６９人に支払う総人件費が、約８億７０００万円（２０１４年
度）。他方、授業の約４割を担当する「非常勤講師」１１６人の総人件費は、たったの約
１億２０００万円（同年度）。授業１単位あたりに換算した賃金格差は、なんと約５倍です！
ところが、佐藤英明学長は、専任教員と非常勤講
師の賃金は「均衡がとれている」と、うそぶいてい
ます。何たる厚顔無恥。アゼン、唖然！
大学教育はそもそも「ブラック産業」であり、どの大学
も似たり寄ったりなのですが、中央学院は「ブラック中の
ブラック」と言えます。というのも、非常勤講師の小林勝
さんに、２０年近くもの長期にわたって専任教員以上の授
業数を担当させながら、年間２００万円程度しか支給してこなかったのです。ちなみに、専
任教員の平均人件費は年に１２５０万円であり、約６倍の開きがあります。この格差を正当
化できる理由などありません。説明できるのなら、説明して欲しいものです。これらの一括
解決を求めた裁判を東京地裁に起こしました。第 2 回公判は、２月２日（木）です。

中央学院大学（吉野賢治理事長）殿！

佐藤英明学長（倫理学担当）殿！

●建学の精神「公正な社会観と倫理観の涵養 ( かんよう )」が泣いていませんか！！
●非常勤講師の待遇を抜本的に改善し、小林勝さんの即刻専任化を！
●「差額支給と専任化約束不履行の損害賠償請求」を求めた小林裁判への誠実な対応を！
大学等街頭宣伝で配布しているビラです。
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２０１７年２月２０日

小林勝２０条闘争を支援する会

いま、全国の小・中・高等学校や大学そし
て予備校や塾では、大量の非常勤講師が働い
ています。生徒・学生から見れば、専任教員
と何も変わらない「同じ」先生に見えるので
すが、非常勤講師と専任教員の賃金その他の
労働条件には雲泥の差があり、とても「同じ」

講師の劣悪な待遇が、このまま放置されてよ

先生とは言えません。

いわけがありません。

専業非常勤講師は、国民年金や国民健康保

同一の大学で専任並みのコマ数を担当して

険に自分で加盟して、その掛け金を、少ない

いる小林さんの「均衡待遇・均等待遇」を求

給与から全額自分で払い込んでいるのです。

める闘いに勝利することは、多くのコマ数を

日本の高等教育の約半分を担う大学非常勤

複数の大学で担当することを余儀なくされて
いる全国の多くの専業非常勤講師の待遇の
「不合理」や全国の大学の雇用責任を浮き彫
りにすることになり、専業非常勤講師の待遇
改善の闘いを強力に後押しすることになるも
の、と確信しています。
多くの皆さまの「支援する会」への参加を
お願いいたします。
※この闘争について、
弁護団の早田弁護士が、
『科学的社会主義』２月号に掲載しています。

略称：小林勝２０条裁判を支援する会
共同代表
金子勝（立正大学名誉教授、憲法学）
嶋崎英治（三鷹市議）
舘幸嗣（中央学院大学、民法）
森博行（弁護士）
弁護士
加藤晋介、指宿昭一、内村涼子、河村健夫、河村洋、早田賢史、山田大輔、吉田伸広
支援する会
事務局長 小林春彦
賛同金 ■個人 年間 一口 1000 円
郵便振込口座 ００１４０－４－６０３２８８
加入者名
小林勝さんを支援する会
■団体 年間 一口 3000 円
※ニュース等をお送りしますので、メールアドレス、携帯電話の記載をお願いします
住所：東京都千代田区岩本町 2-17-4

NS20 ビル 1 階

労働運動センター内

TEL 070 － 6576 － 2071
FAX 03-5820-2080
メール： 20kobayashi20@gmail.com

※

多くの方の入会をお願いします
今後、ホームページ等も新設していきます。
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