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第 9 回定期大会が 2015 年 6 月 29 日（月）に静岡県立大学小講堂にて開催されまし
た。ご出席いただいた組合員の皆様ならびに委任状をご提出いただいた皆様には、心
より御礼申し上げます。以下に、定期大会の議事運営報告を掲載いたします。円滑な
議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。
本学教職員組合は 2007 年 3 月 30 日に結成大会を行い、早 9 年目を迎えます。
１ 議長団選出

（
「議案書」7～21 ページ）

司会の渡邉書記長による開会の挨拶の後、議長団を

太田執行委員長より 2014 年度（2014 年 6 月 23 日

選出した。会場からの立候補を募った後、 会場から

～本日）の活動の概要及び専門部の活動報告がなされ

の推薦により議長に宮崎氏（国際関係学部）
、副議長

た。

に牧野氏（食品栄養科学部）が提案され、満場一致で
選出された。

第 2 号議案・2014 年度決算報告
（
「議案書」22 ページ）

２ 大会の成立について
出席者数を確認して委任状の数を合計したところ、

上田委員（会計）より、2014 年度の決算（収入
6,254,027 円、
支出1,300,001 円、
差し引き4,954,026

開会時点にて組合員数 231 名の過半数を超える 172

円の翌年度繰り越し）が報告された。主な質疑応答は

名の参加が確認され、大会の成立が宣言された。

以下の通りである。
（1）消耗品費の予算額が 30 万円だったのに対して、

３ 執行委員長挨拶
まず、太田執行委員長より挨拶があり、
「1 年間の
組合活動をふりかえって」と題する挨拶（趣旨は「議

決算額が 10 万円ほど超過していることに関して質疑
があり、上田委員より、定期大会の議案書のページ数
が想定以上だったことに起因することが説明された。

案書」1 ページに掲載）がなされた。
第 3 号議案・2014 年度会計監査報告
４ 議事
第 1 号議案・2014 年度活動報告

（
「議案書」25 ページ）
2014 年度監査委員（東野氏、経情）より会計監査

の結果が報告され、使途及び会計処理が適正であるこ

とに関して、内部昇格の手続きに関する規定がまった

とが確認された。主な質疑応答は以下の通りである。

くないことが問題であり、規定の整備を進めるべきと

（1）会計監査に関する文章内に一部誤記があること

の意見があった。佐々木執行委員長より、現状の内部

が指摘され、修正することとした。

昇格人事は前例踏襲の慣習で行われていること、また、
文系、理系の各分野でそれぞれ事情が異なることが説

第 4 号議案・組合規約の一部改正
（
「議案書」26 ページ）
青山副執行委員長から説明が行われ、第 24 条につ

明され、新執行委員会で議論を進めることが確認され
た。
（2）外部資金から大学に供出される間接経費の使途

いて、会計補佐の人数について変更（1 人→2 人）
、執

が明らかにされていないことが問題提起された。また、

行委員の人数について変更（4 名以上 10 名以内→3

事務局の効率化のため、書類の電子化、電子決済を進

名以上 10 名以内）することが提案され、満場一致で

めるべきとの意見があり、新執行委員会で議論のうえ、

可決された。主な質疑応答は以下の通りである。

法人との団体交渉の中で議論を進める方針が確認さ

（1）議案書に記載の組合員加入率は 49.9％で過半数

れた。

を満たしていないが、定期大会開催時は組合員数 231

（3）教員のみならず、法人のプロパー職員に関して

名で、過半数を超えていることが確認された。

も組合加入への斡旋方法を考えていくこととなった。

第 5 号議案・2015 年度役員選出について

第 7 号議案・2015 年度予算（案）

（
「議案書」27～28 ページ）

（
「議案書」30 ページ）

宮崎議長により、2015 年度執行部役員及び監査委

石川委員（会計）より、2015 年度予算（案）につ

員について会場から立候補を募った後、佐々木副執行

いて説明があり、収入7,954,900 円、支出3,655,000

委員長より執行部案が提示され、無記名による信任投

円（事務費1,935,000 円、活動費 1,720,000 円）の予

票を実施した。2014 年度の選挙管理委員会による開

算案が確認された。前年度まで特別会計積立金として

票の結果、満場一致で信任された。その後、2014 年

いたものを今年度から一般会計項目の弁護士費用に

度執行部役員及び監査委員の解任が宣言された。

変更したことが説明された。

2015 年度選挙管理委員について会場から立候補を
募った後、佐々木副執行委員長より執行部案として森

すべての議案は過半数を超える賛成で可決された。

山氏（国際関係学部）
、ユン氏（経営情報学部）
、濱井
氏（看護学部）が提案され、満場一致で選出された。

５ 新執行委員長の挨拶
佐々木新執行委員長から組合員に、今後の一層の協

第 6 号議案・2015 年度活動方針

力を願う挨拶が行われた。

（
「議案書」29 ページ）
佐々木新執行委員長から、
「議案書」29 ページに基
づき、2015 年度の活動方針が説明された。主な質疑
応答は下記の通りである。
（1）内部昇格人事が必ずしも円滑に進んでいないこ

６ 閉会
宮崎議長から、全ての日程が終了したことが確認さ
れ、閉会が宣言された。

第 9 回定期大会で、以下のとおり、執行委員・監査委員・選挙管理委員が決定いたしまし
た。任期は第 10 回大会（2016 年 6 月末開催予定）までとなります。組合の運営には組合員皆
様ひとりひとりのご協力が必要となります。なにとぞよろしくお願いいたします。
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【組合加入の呼びかけ！】
又、
各部局で未加入の教職員の方々への加入の呼びかけ等、
よろしくお願い申し上げます。

ご意見をお寄せください！
執行委員会では、本学の労働環境の改善について、組合として解決策を模索し、法人
側との交渉をねばり強く続けていくべきだと考えております。できるだけ多くの皆様
のご意見・ご提案を反映する形で法人側との交渉を進めてまいります。ぜひとも各部
局の執行委員、あるいは組合の電子メールアドレス（office@shizunion.jp）まで、
忌憚のないご意見・ご提案をお寄せください。組合事務局体制は、4 月より月、水、
金曜日 10：00～16：00 職員が常駐しております。よろしくお願いいたします。

