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現在，岡山大学のフルタイムではない非常勤職

員には賞与が支給されていません。岡山大学職員

組合は 2021 年と 2020 年の団体交渉において非

常勤職員にも賞与を支給するように求めてきま

した(組合だより 257 号，249 号参照)が，今のと

ころそれは実現しておりません。 

非常勤職員の賞与については，2020 年 10 月に

非常勤職員に賞与を支給しないことは不合理で

はないとの最高裁判決が出ています（組合だより

248 号）。しかし，この判決は 2020年 4 月に施行

されたパートタイム・有期雇用法以前の法律に基

づいたものです。現在は，非常勤職員の待遇につ

いてはパートタイム・有期雇用法に基づいて決定

しなければならず，不合理な待遇格差は禁止され

ています。国家公務員・地方公務員の非常勤職員

にも賞与は支給されるようになりました。 

非常勤職員の賞与支給について，2021年の団体

交渉で，大学側は「現時点でパートタイムの非常

勤職員にボーナスが支給されないことは不合理

だとは考えないが，他大学特に中四国の大学の状

況をみて，他の諸手当も含めて今後前向きに検討

する余地はある」と回答しています。 

この問題について，非常勤職員の方から寄稿い

ただきましたので，ここに掲載させていただきま

す。 
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3/14 2022年ボーナスに関する要求書を提出しました 

日頃より岡山大学の運営にご尽力されていることに敬意を表します。 

さて，岡山大学の給与は国家公務員準拠とするとの学長裁定がありますが，国家公務員の 2022年

度給与に関しては 2021 年の人事院勧告の内容を反映した「一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律案」が現在国会で審議中です。提出されている法案によれば，2022 年度の国家

公務員のボーナスについて，6 月期 12 月期ともに 0.075 月減，さらに 6 月期については 2021 年度

のボーナス減分 0.15 月を上乗せして減らすということになっています。つまり，6 月期のボーナス

は昨年度より 0.225 月減，12月期のボーナスは昨年度より 0.075月減となります。 

国家公務員準拠という方針を出している岡山大学も 2022 年度からのボーナスについて減額を行

う方針だと思いますが，岡山大学職員組合としては，この間のコロナ禍の中で工夫しながら職務を

遂行している本学の教職員に対して，ボーナスを減額しないことを要求します。 

 

要求事項 

1. 2022 年度ボーナス支給月数を 2021年度と同じとすることを要求する。 

2. 仮に 2022 年度ボーナス支給月数を 2021 年度より減ずるとしても，人事院勧告により 2021 年

分の 0.15 月を 2022 年 6 月期ボーナスから減ずることは，不利益不遡及の原則に反するので，

行わないことを要求する。 

非常勤職員にも賞与を！ 
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大学としましては，非常勤職

員に賞与を支給したところで，

直接的に本学の利益になり研究

成果に現れる，とは考えにくい

かもしれません。しかし，あまり待遇の良くない

職には，本学に限らず，優秀な人材が集まりにく

いかと思います。実際に，大学全体では非常勤の

事務や研究員の募集を頻繁にかけておりますし，

どちらも応募者が少ない（したがって，雇用する

大学側にとっては選択肢が少ない）ことは事実で

あります。私が採用されました当時は，任期が 5

年という縛りもございませんでしたし，採用時の

時給も今より良かったです。それだけが要因では

ないかもしれませんが，その頃は非常勤職員の募

集をかけますと，一つの席に数十名が応募してこ

られたという実績もあったようです。 

ところが，ここ数年は募集をかけてもなかなか

応募が無く，再募集をすることも珍しくはありま

せん。「こんな安い時給では，誰も来ませんよ！」

とおっしゃられた先生もおられます。先生方の中

には，非常勤職員には昇給が 2 回までしかなくす

ぐに頭打ちになることや，賞与が支給されていな

いことをご存じない方もおられます。ですから，

待遇を知って驚かれた方もおられますし，その後，

業務をなんでも頼みにくいと感じられた先生も

おられるようです。 

なお，実際に，より良い待遇を求めて転職され

た非常勤職員の方々もおられますので，昇給や賞

与の支給など，待遇の良い募集であれば，自然と

優秀な人材が集まりやすくなると思います。能力

のある職員を失うことになれば，改めて募集をか

けることになり，採用の手続きも必要となり，そ

の度に各担当の業務も増加いたします。研究室職

員でも事務職員であっても，新人を教育するため

に時間を取られることになりますから，結果的に

研究成果にも影響するのではないでしょうか。教

員の方でも，年々雑務が増えていることと思いま

す。授業や会議，学生指導と日々多忙な中，事務

的な作業にも手を取られ，そのような中で職員が

交替すれば，確実に先生方の負担にもなろうかと

思います。 

それから，非常勤職員の身分であっても，毎年

業務の増加はあり，仕事に慣れてくれば，難易度

も上がって参ります。業務の増加や職員のレベル

があがったとしても，待遇は据え置きのままであ

ります。各部局で長年勤めている非常勤職員は大

勢おられますが，どちらの部署でも常勤職員の方

が非常勤職員に頼っている部分は大きいと思い

ます。ベテランの非常勤職員がおられることによ

り業務が回っている，と言っても過言では無い部

署もあると想像いたします。かなりの戦力になっ

ているはずです。もちろん，知識が豊富になり，

経験値が上がりますと，非常勤職員であっても頼

られて当然という認識でもおります。常勤職員と

同じように責任を持って働いているということ

です。教職員一体となり，本学のために尽くして

いるのです。それを評価していただけるのであれ

ば，賞与という形に表していただけますと非常に

励みになり，モチベーションも上がります。これ

から先も長く勤めるように頑張ろう，といった意

欲にも繋がると思います。 

私は，採用時の面接の際に当

時の事務長より，「教員や私達

（事務）と一緒に，大学のため

に力を合わせて盛り上げていた

だきたい。学生の指導も一緒に行っていただきた

いです。」と言われました。当時の上司の方々も，

岡山大学のことを誇りに思い，今後の発展を願い，

そのために必要な人材を育てることが含まれて

いたのだと思います。たとえ非常勤職員の身分で

あっても，そのような意識で働いていただきたい

というお気持ちだったのでしょう。ですから，現

在の岡山大学非常勤職員のことも大切に思い，引

き続き本学のために貢献することを望まれるの

であれば，その誠意をみせていただきたいと存じ

ます。 

人事課では非常勤職員が少ないかもしれませ

ん。多数の非常勤職員が目の前におられませんと，

非常勤職員に賞与を支給しなくても良い，と言い

やすくなる環境ではあると思います。ところが，

大学全体で見れば，ほとんどの部局や多くの研究

室等に非常勤職員が雇用されています。 

人事課長や理事の方へ尋ねてみたいことがご

ざいます。これまで，人事課長は様々な部局に異

動してこられたと思いますが，真面目に責任を持

って働いていた，常勤職員と変わらない能力を持

っていた非常勤職員はおられませんでしたか？

と。加えて，もし該当する方がおられたのであれ

ば，その職員の待遇を良くしてあげたいと思われ

たことはありませんか？と伺ってみたいです。私

はその中に入らないかもしれませんが，人事課長

や理事の先生方が，これまで一人も優秀な非常勤

職員はいなかった，見たこともない，と答えられ

ますでしょうか。 

賞与をどの予算から捻出するのかはまた別の

話として，まずは，非常勤職員にも支給して良い

かな…というお気持ちになっていただきたいと，

個人的には思います。 

以前，ある先生が，どうして大学は人を財産だ

と思えないのか…とおっしゃられていたことが



２０２２年３月 17日 組合だより ２５９号（3） 

 

あります。目に見える研究成果は大学の財産です

が，常勤職員の労力と同じく，非常勤職員の労力

もまた，財産だと考えてはいただけませんでしょ

うか。大学側には，ぜひとも前向きにご検討いた

だきたいと存じます。 

 

2021 年から，岡山大学では年

末調整を Web システムで行う

ことになりました。急にWeb シ

ステムで入力と言われて戸惑っ

た方もいらっしゃるかと思います。組合にもWeb

システムの入力がよくわからなくて年末調整の

書類を提出できなかった，そして 12 月の給与が

いつもより少なかった，という声が寄せられてい

ます。今回は年末調整の書類を出せなかったらな

ぜ 12 月の給与が減るのかということと，年末調

整の書類を出せなかった時にどうすればよいの

か，ということをお知らせします。 

年末調整で提出する書類はいくつかあります

が，12 月の給与が減る原因となるのは，「基礎控

除申告書」を提出しなかったことです。基礎控除

とは，収入のうち所得税がかからない金額のこと

です。基礎控除は 2019 年までは収入に関わらず

一律 38 万だったのですが，法律が改正され，2020

年以降は所得金額が 2400 万円以下の人は 48 万

円，それ以上の所得のある人は金額により段階的

に控除額が減るようになりました。所得金額によ

って控除額が変わるので，「基礎控除申告書」を提

出しないと控除されないことになったのです。 

岡山大学では，月々の給与から所得税が引かれ

ています。この引かれている所得税は基礎控除が

あるという前提で暫定的に計算されています。見

込みで暫定的に計算しているものですから 1年た

って所得金額が確定して計算し直すと実際の所

得税額と月々給与から引いていた所得税額に差

額が生まれるわけで，それを調整するのが年末調

整です。ここで，「基礎控除申告書」が提出されて

いないと，基礎控除がある前提で所得税を計算し

ていたけれど，その控除がないとなればその分の

所得税を 12 月の給与からまとめて引くことにな

ります。つまりざっくりいうと 48 万円分の所得

に対して所得税がかかり，その分が 12 月の給与

から引かれます。 

では具体的に 48 万円の給与に対して所得税は

いくらになるのでしょうか。これも全体の所得額

が増えれば所得税率も増えるので人によるので

すが，だいたい岡山大学の給与額ですとほとんど

の人は 5%から 23％くらいではないでしょうか。

つまり 48万円の基礎控除の申告を忘れた場合 12

月の給与がいつもより 2 万 4 千円から 11 万程度

までの幅で少なくなるということになります。 

基礎控除申告を忘れた場合，基礎控除を受ける

には確定申告をする必要があります。確定申告期

間は毎年 2 月 16 日から 3 月 15 日，つまり 2021

年分の確定申告をする期間は終わってしまいました。

けれども，単に基礎控除申告を忘れただけ，とい

う場合は，所得税を納め過ぎているわけですから

還付申告として確定申告を行うことになります。

還付申告の場合は確定申告期間とは関係なく，そ

の年の翌年から 5 年間いつでも申告ができます。

2021 年分の基礎控除申告を忘れた場合には，

2026 年 12 月 31 日までに確定申告をすれば納め

過ぎた所得税は戻ってきます。 

基礎控除申告書を提出できなかった場合，12 月

の給与は減りますが，確定申告をすることで納め

過ぎた所得税は戻ってきますので，慌てず確定申

告をしましょう。 

 

 

 

年末調整の書類を出せなかったら 12月の給与がいつもより少なかった！ 

確定申告をすると減った分が取り戻せます 

教員の方も，事務職員の方も，パートの方も組合に入ることができます。 

加入申し込みは各単組役員，もしくは右のQRコードからどうぞ。 

メールは，ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp まで。 

組合だよりのバックナンバーは，こちら 
https://hb4.seikyou.ne.jp/home/ODUnion/newsletter/index.html 

https://hb4.seikyou.ne.jp/home/
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単組だより 法文経済学部より 

法文経単組では去る 1 月 21

日（金）夕刻に職場懇談会（新

年会）を持ちました。独歩館よ

り取り寄せたお弁当と地ビール

を研究室や自宅に持ち帰っていただき，Zoom で

開催しました。大学付属図書館から借り出した

CD で筝曲「春の海」などを BGM として流し，

新春の雰囲気を醸し出しました。「乾杯」の後，ま

ず連合体（学長交渉）や単組（教員活動評価に関

する部局長へのアンケートの結果）の取り組みに

ついて報告しました。 

次に参加者から意見や要望を募ったところ，例

えば，土日のセンター試験監督は代休を取ること

になっているが，現実には振り替え日にも仕事を

せざるを得ず，事実上休みが取れない状況である

という悲鳴にも似た声が上がりました。 

サプライズ企画として，当初案では「歌うフラ

ンス語教師」である委員長がシャンソンを歌うこ

とになっていましたが，それでは「お客さん」が

逃げてしまう恐れがあり，「かるた大会」に計画変

更しました。小倉百人一首より冬と春の歌をピッ

クアップし，下の句の札を並べてスキャンした

PDFをファイル共有し，上の句を読み上げ，早い

もの順に「手を上げる」機能を使って答えてもら

う，というやり方です。最初は順調に進みました

が，だんだんと手が上がるペースが落ちてゆきま

した。それもそのはず，自分でもよく知らない歌

もありましたから。季節にこだわらず，もっとポ

ピュラーな歌に絞ればよかったと思います。それ

から，済んだ札は画面から消えるように工夫すれ

ば，もっと取り組みやすかったでしょう。それぞ

れの歌の「訳」は大岡信『百人一

首』（講談社文庫）のものを紹介

しました。 

 

“コロナ時代 試行錯誤のカルタ取り  

和気あいあいと宴の夕べ” 

（法文経単組執行委員長・萩原直幸） 

  
 

全大教中央執行委員会は，2022 年 3 月 2 日，標記の声明を発表しましたので，お知らせします。 

 

 

ロシアによるウクライナ侵攻への抗議と一刻も早い平和的解決の訴え 

2022 年 3 月 2 日 

全国大学高専教職員組合中央執行委員会 

 

今般のロシアによるウクライナへの武力侵攻は，武力によって自国の権益を拡張しようとする，

一国の主権と領土に対する侵略行為であり，どのような口実をもってしても正当化できるものでは

ありません。また，核兵器を背景にした恫喝ともとれる姿勢や子どもを含んだ市民も巻き込んだ攻

撃は，許しがたいものです。 

私たちは，世界の平和と安全を希求し，ロシアのウクライナからの即時撤退を求めるとともに，

国際社会が総力をあげて一刻も早く国連憲章に基づいた事態の平和的解決をはかることを訴えま

す。 

 

Statement of protest against the Russian invasion of Ukraine and demand for an 

immediate and peaceful solution of problems 

March 2, 2022 

Central Executive Committee, Faculty and Staff Union of Japanese Universities 

 

The recent invasion of Ukraine by Russia in an attempt to expand its interests is an aggressive 

act that violates the sovereignty and territory of a country by force and cannot be justified for 

any reason. Furthermore, neither President Vladimir Putin's threat, which implies the use of 

nuclear weapons, nor attacks involving civilians, including children, can be tolerated. We urge 

Russia to withdraw from Ukraine immediately and call on the entire international community 

to take action to resolve problems peacefully, based on the principles of the Charter of the United 

Nations as soon as possible. 
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ローカル線で行く！フーテン旅行記 

第86回 雪にも負けず！地域の生活を支える 

えちぜん鉄道 勝山永平寺線 

工学部職員組合 大西孝 

今年も北海道や北陸では大雪の様子が報道さ

れています。豪雪地帯では冬の交通にも大きな影

響が出るものですが，今回は大雪の中でも地域の

輸送を支える福井県の鉄道をご紹介します。 

福井県を走る第三セクター鉄道のえちぜん鉄

道。福井駅から恐竜で有名な勝山を結ぶ勝山永平

寺線と，芦原（あわら）温泉を経て東尋坊に近い

三国港へ向かう三国芦原線の二つの路線を運行

しています。この鉄道は，かつて京福電鉄という

私鉄でした。京福電鉄は，京都の太秦（うずまさ）

や嵐山を走る嵐電（らんでん）では？と思われる

かもしれませんが，もともと，同社は京都府と福

井県に路線を持っており，「京福」という社名も両

地に路線を有していた名残です。しかし，福井の

路線は乗客の減少で厳しい経営が続いていた

2000 年と 2001 年，立て続けに列車の正面衝突事

故を引き起こし，全線での運行を取りやめ，鉄道

代行バスに切り替えられました。しかし，代行バ

スは時間がかかるうえに，朝のラッシュ時には通

学客が乗り切れず，学校へ遅刻するといった問題

が地元新聞で報じられました。筆者も同線の代行

バスに乗ったことがありますが，渋滞でなかなか

進まず，福井駅で乗り継ぐ JR の列車に遅れない

か，やきもきしたものでした。このままではいけ

ないと沿線の自治体の出資でえちぜん鉄道が発

足し，2003年から二路線を引き継いで運行が再開

されました。なお，京福電鉄の時代には，勝山へ

向かう路線の途中にある東古市駅（現在は永平寺

口駅に改称）から，永平寺駅へ向かう永平寺線が

ありましたが，この支線はえちぜん鉄道に引き継

がれず廃止されました。えちぜん鉄道になってか

らは，乗客の案内や切符の販売を行うアテンダン

トが乗務するようになりました。また，他の鉄道

で廃車になった車両をリニューアルして導入し，

冷房も無い旧型電車が幅を利かせていた京福電

鉄の頃とは目に見えて変わりました。 

筆者は京福時代も含めて，えちぜん鉄道には何

度か乗っていますが，印象深いのは 2018 年の冬

に永平寺を訪れた際のことです。この日は前日か

ら大雪で JR の北陸本線のダイヤが乱れ，えちぜ

ん鉄道は走るのだろうかと不安を覚えました。北

陸新幹線の工事がたけなわの福井駅へ行くと，え

ちぜん鉄道の電車は，雪ももろともせず，定刻に

発車しました。アテンダントさんも長靴を履いて

普段通り乗務しています。一面雪景色の中，電車

は力強く進み，永平寺へ向かうバスに接続する永

平寺口へ定刻に到着しました。駅の構内では，乗

客が転倒しないように通路がきちんと除雪され

ており，雪国の輸送を支える鉄道会社の姿勢に感

服したものです。永平寺口からの路線バスは，や

や遅れたものの雪深い永平寺に到着し，無事にお

参りすることができました。永平寺は，曹洞宗の

総本山として名高く，禅宗のお寺らしく凛とした

雰囲気が漂います。特に豪雪で一面に水墨画のよ

うなモノトーンの景色が広がる中で，修行するお

坊さんによってピカピカに磨かれた廊下を通っ

て参拝していると，背筋の伸びる思いがしました。 

地域の鉄道は，過疎化に加えてコロナ禍による

乗客の減少で存続が危ぶまれる路線がいくつも

あります。一方で，ある程度の規模の都市であれ

ば，鉄道が地域の生活に不可欠な存在であること

を，大雪の中でも地域のために輸送の使命を果た

すえちぜん鉄道は示しています。 

  

福井駅のベンチには，

恐竜が涼しげな表情

で座っています。これ

から乗車する勝山永

平寺線の終点，勝山は

恐竜の町として有名

です。 

福井駅から勝山方面

を望む。2018 年当

時，すでに完成した北

陸新幹線の高架を，え

ちぜん鉄道の電車が

走っていました。現在

は右に建設中の高架

へ移り，写真の部分は

新幹線のホームにな

る予定です。 

大雪の中，福井駅から

約 25 分で永平寺口

駅へ到着。線路は雪に

埋もれていますが，電

車は時刻通りに走り

ました。ここから永平

寺まで，かつては支線

がありましたが，今は

路線バスに乗り換え

ます。 

深い雪に埋もれた永

平寺。モノトーンの世

界が広がります。禅寺

の凛とした雰囲気が，

雪でさらに強調され

ているように感じら

れます。 
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野菜三昧 ダイコン編 
農学部 安場健一郎 

冬の代表的な味覚といえばダイコンではない

でしょうか？おでんなどの煮物，サラダ，ダイコ

ンおろし，漬物など日本の食生活になくてはなら

ない野菜ですね。身近な野菜ですが，色々と知ら

ない事実が隠されている？？？かも 

 

ダイコンはどこの野菜？ 

ダイコンは日本由来の野菜と思っている人が

多いと思いますが，もともとは，地中海沿岸の野

草と考えられています。中国経由で日本にはかな

り昔に伝来して（日本書紀に記載がある），日本人

が品種改良をして様々な品種を生み出してきま

した。西洋でも二十日ダイコンなどがありますが，

日本ほどメジャーではないです。昔の日本のダイ

コンの品種分化はすごいものがあります。守口漬

けで有名な細長い守口ダイコン，世界で一番大き

いといわれる桜島大根，たくあん漬けで有名な練

馬大根，他にも，日本各地で様々な品種が栽培さ

れてきました。ただ，今スーパーで見かけるのは，

肩が緑色をしたダイコンばかりになってしまい

ました。宮重という品種をルーツにもつ耐病総太

りという非常に有名な品種が市場に出て，作りや

すくておいしいと評判になり，今ではほとんどこ

の系統の品種に代わってしまったようです。 

 

ダイコンは大根？ 

ダイコンは漢字で大根と書くので根っこを食

べていると思っている人が多いです。ダイコンの

上の方はつるつるしているのに対して，下に行く

と細かい髭のような根っこが生えているのがわ

かると思います。下の方は根を食べていますが，

上の方は実は双葉と根の間の胚軸を食べていま

す。品種にもよりますが，大根は胚軸の部分をた

くさん食べる野菜と考えてよいと思います。 

 

ダイコンの栽培 

昭和の初めに大飢饉が発生したことを歴史の

授業で習った方も多いと思いますが，そこで出て

くる写真が，まるまると太った大根を丸かじりす

る子供だったりします。本当に飢饉の写真なのだ

ろうかと思ってしまいますが，いずれにしても大

根は季節を選べば作るのは難しくないと思いま

す。成長も早いですし。ダイコンは暑さが苦手で

すので，涼しくなり始めてから種をまいて育てる

のがポイントです。暖かい時期は，キスジノミハ

ムシやイモムシ類の餌食になって根や葉がボロ

ボロになりがちです。少し涼しくなってから栽培

を始めると安心です。あとは下の方まで良く耕す

のが大事です。硬いものに根が当たると二股以上

に分かれてしまいます。 

 

ダイコンの揚げ出しと塩ぞうすい 

だいぶ前にお亡くなりになりました杉浦日向

子さんが「一日江戸人」というエッセイ本を書か

れています。先生の本はどれを読んでも江戸時代

の江戸に対する愛があってすごく好きなのです

が，この本にはダイコンの事も書かれています。

江戸では，「三白」といわれる白米，豆腐，ダイコ

ンが好まれている話などが紹介されています。そ

こに，ちょっとしたレシピがイラスト付きでのっ

てて，今回それを作ってみました。一つは大根を

ごま油で素揚げにして大根おろしと醤油をかけ

て食べる揚げ出し，もう一つは大根おろしと塩だ

けで味付けした塩雑炊です。揚げ出しは時々作り

ますが，塩雑炊は初めて作りましたがシンプルに

うまいっ！白い物好きな江戸人の気分が味わえ

るかもしれません。 

日本人なら皆さん好きなダイコンですが，やは

り旬は冬だと思います。是非，来年はダイコンづ

くりにチャレンジして，おいしいダイコン料理を

堪能していただければとおもいます。 

 
左は耐病総太り，右は聖護

院という品種です。今年は

少しまくのが遅れて耐病

総太りは短くなってしま

いました。根と胚軸の違い

が分かりますでしょう

か？ 

揚げ出しと塩雑炊。雑炊上

のたくあんも塩と米ぬか

とダイコンで作る漬物で

すね。レシピ無しでも作れ

るほど簡単！ 

岡山で作るのであ

れば 10 月初めこ

ろに種をまくのが

楽だとおもいま

す。 

ダイコンは低温にあたった後，温か

い環境で日が長くなってくると花を

咲かせます。 


