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　２０１８年１２月２５日　　　　　　　　　　　　　　　小林勝２０条闘争を支援する会

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

２０１８年

１２月２５日

　ご承知のとおり、昨年の 6 月、この事件を担当して

いた吉田裁判長は「この事件は金銭解決によってではな

く、小林さんの『専任教員化』で解決するのが妥当」と

の踏み込んだ見解を明らかにしました。その後、この

裁判を引き継いだ江原裁判長も「『専任教員化』で解決」

を踏襲し、8 月の第 5 回裁判以降、1 年 2 か月、6 回に

も亘って「弁論準備」を設け、原告と被告の意見を聴取

しつつも、大学側に『専任教員化』を促し続けました。

　しかし、被告大学側は非を認めず「裁判の継続」を主

張し解決の機会を引き延ばしてきました。こうした状況

で証人尋問と 11 月 1 日原告側 ( 小林勝 ) の証人尋問が

開かれました ( 後述 )。これを経て、江原裁判長の職権

による和解協議 ( 原告側と被告側が直接ではなく、裁判

所を介して ) が 12 月 10 日、15 時 30 分より東京地裁

民事第 36 部会議室に於いて行われました。

　江原裁判長は「証拠調べを終わって、個別の事案とし

て、小林さんの『専任教員化』を再度、大学側に申しま

した」と言い、実に 40 分余に亘って説得しました。し

かし、大学側は「持ち帰って検討する」としたものの前

進はなく、全く別のハラスメント問題やブログ等を問題

にして、難癖をつけているのが実態です。

　それでも、江原裁判長は 1 月 30 日に再び「和解協議」

の期日を設定しました。

原告・弁護団・支援する会は首尾一貫として「裁判所の

見解」を支持し、取り組みを強化してきました。従って、

裁判所の努力と原告の思いを無視する被告大学側を絶対

労契法２０条裁判に勝利し、

非正規雇用労働者の労働条

件改善、 小林勝さんの専任

化を実現しよう！

許せません！
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　10 月 25 日 13 時 15 分から東京地裁 709 号法廷で

被告大学側の証人として佐藤前学長と土橋元教授が証人

尋問にたちました。( 詳細はホームページに掲載済 )

　被告側弁護人による佐藤前学長への主尋問では、非常

勤講師が義務として負うことのない、専任教員の「教

育・研究以外の業務」の大変さを強調し、給与等の待遇

に大きな差があるのは当然と主張。反対尋問に立った原

告側の加藤弁護士は「専任と非常勤を比較するならばま

ず、教育業務の中身ですべき」と指摘、原告に『専任教

員化』を約束し「EU 法・社会学・国際関係論・社会思

想史」多大な負担をかけ続けてきたことを指摘すると、

原告の優秀さを認めつつも、「依頼したのは教授会であ

り、私は知らない、本人ができると判断してのこと」と

本人に責任転嫁する始末。その他、『100 人ゼミ』やわ

ずか 16 単位取得で法学士を取得できるスポーツシステ

ムコースの問題や、「公務員 100 人構想」は名ばかりで

講座の 5 割は外注で、合格者は 30 数名でそのほとんど

が警察官・自衛官というお粗末さで学業より、儲かる経

営の実態が浮き彫りにされた。

　次に補助参加人として証人尋問に立った土橋元教授に

至っては、陳述書と違う返答が５か所以上あり反対尋問

にしどろもどろで、会場の失笑を買うばかりか、裁判官
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口頭弁論　　2 月 18 日 ( 月）10 時 30 分～　東京地裁 631 号法廷

もあきれ顔。専任化の約束を原告に行ったことを出版社

の社長も現認している指摘にも拘らず、「権限もなけれ

ば、約束したこともない」と言い張るに至っては虚偽の

印象が浮き彫りになりました。

　東京地裁 709 号法廷に於いて原告側平澤教授・A 非

常勤講師・原告小林勝が証人尋問にたちました。( 詳細

はホームページに掲載済 )

傍聴席は満席で途中入れ替えするほどで、平澤教授のゼ

ミの学生６人も傍聴に参加しました。

　平沢教授は専任教員の「過重労働」の実態は佐藤前学

長の言うほどではなく、多くの委員会は年間 3 ～ 4 回

開催するにすぎず、それも 40 ～ 60 分であることが明

らかにされました。「何故、証人を引き受けたのか」の

問いに、「4 月に亡くなった舘教授は法学部創設以来の

友人であり、その彼が小林勝さんの専任化のために尽

力していた。CGU の小林氏に対する処遇は不当であり、

正さなくてはいけない。舘さんの遺志を継ごうと思った

のです。」と心に響く返答でした。反対尋問で大学側の

柴谷弁護士は平澤教授や故・舘教授に対する裁判所の

　心証を悪くさせよ

うと躍起でしたが、

「ゼミの履修者が少

ないのは私の単位認

定が厳しいからで

す」と一蹴しました。

　続いて証人尋問に立った A 氏は大学側が、小林問題

の解決と称して金銭解決を数次にわたり組合に提示して

いたことや土橋元教授が学位論文書籍化の際、小林氏に

させた卑劣な行為「専任教員化」を約束し、作業代金支

払いをめぐるトラブルも原因は土橋側にあり、土橋の陳

述の虚位を明らかにしました。これに対する反対尋問な

しのお粗末さが際立ちました。

　最後に原告小林勝本人の尋問で、故舘教授の陳述書の

正当性と舘教授が病をおして団体交渉へ参加したり、本

件訴訟に当たり、「専任講師の実態を述べるのは自分の

責務」とまで言っていたことを述べました。また、睡眠

時間を削りながら専門外の授業を掛け持ちさせられ、授

業準備に週 100 時間も費やした事や、土橋学位論文の

デジタル化等の作業で病の妻や家庭を犠牲にして仕事に

打ち込んだのは「専任化約束」があったからこそであり、

それをことごとく反古にしてきた大学の非同さに怒りを

露わにしました。

　反対尋問の柴谷弁護士は他校でアルバイトをしたり、

入学式や卒業式に出ないから専任講師のようには責任を

果たしていないことを印象付けしようとしたが、報酬も
参加義務もない身

分にしておいての

この発言の異常さ

が浮き彫りになり

ました。最後に裁

判所に対する希望

を問われると、「①

非常勤講師の実態をまず知ってほしい。全国の大学では

意図的に 2 － 3 コマに制限され、均衡処遇について権

利主張ができず、多くは生活難にある。そのことを是正

する判決を期待する。②この裁判の特殊性に鑑みて、専

任化をエサに、専門分野と異なる専門科目も含む８コマ

も担当させてきた被告・法人側の責任を明確にしてほし

い」と締めくくりました。

　小林勝さんと同じく、労契法 20 条で闘っている郵

政東日本裁判の高裁判決が 12 月 13 日 14 時東京高裁

822 号法廷に於いて言い渡されました。

正規と非正規の基本的なスキームは変わらないものの、

住宅手当と年末年始手当については 10 割支給、病欠に

伴う不当な扱いの是正が言い渡され、地裁判決より前進

した判決となりました。

抜本的な見直しには程遠いものの、この判決を活かして

郵政に働く 19 万人の非正規労働者の待遇改善はもとよ

り、全国 2000 万人の非正規労働者の処遇改善に結び付

けなければなりません。

　また、同じく労契法 20 条で闘っているメトロコマー

ス控訴審は 11 月 19 日 13 時 30 分東京高裁 812 法廷

で結審しました。判決は来年の 2 月 20 日 15 時と決ま

りましたが、それまでの裁判所に対する内外の闘いが重

要になっています。ともに共闘して勝利をつかみ取りま

しょう。

郵政判決（高裁）

中央学院裁判後の報告会

和解協議　　1 月 30 日 ( 水）10 時 30 分～　東京地裁民事 36 部 13F　（弁護団・事務局で対応します）


