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2017 年度春季要求アンケート調査(5/1～5/12)集計結果 

≪組合員対象≫   アンケート回答数 177 名（587 名中）回収率 30.2% 

 

                         

問 1．身分 （注）グラフ中の数値は実人数                  

 

問 2．年代 

 

問 3．性別 

 
 

◎ベースアップについて 

問 4．2017 年春闘のベースアップ要求は必要だと思いますか。                              
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必要 不要 

教員 83%(72) 17%(15) 

職員 71%(64) 29%(26) 

総計 77%(136) 23%(41) 

   

 

必要 不要 

20代 56%(5) 44%(4) 

30代 66%(19) 34%(10) 

40代 78%(50) 22%(14) 

50代 83%(43) 17%(9) 

60代 83%(19) 17%(4) 

総計 77%(136) 23%(41) 

   

 

必要 不要 

女性 71%(54) 29%(22) 

男性 81%(82) 19%(19) 

総計 77%(136) 23%（41） 

 

問 5．問 4 の理由をお答えください。 

≪必要≫ 

・将来（年金など）に不安があるため 37 名 

・子どもの養育費がかかるため 26 名 

・物価の上昇などが続き、一般企業でもベースアップをしているから社会情勢を鑑みて 21 名 

（賃上げは政府方針でもあるため）  

・労働意欲向上、仕事量に見合う賃金が欲しいから 15 名 

・立場上当然、要求しないと法人側の志向が賃金カットに向きそうだから 11 名 

・日本全体の景気を回復、社会的閉塞感打破のため 6 名 

・数年間ベースアップしてないから  

・住宅ローンなどで家計が苦しいから  

・他校と比較して低いから  

・介護費用のため  

・志願者増で事業活動収入が増えているため  

・研究費などの私費支出が増加しているため  

・残業代を減らす努力をし、減っているならべースアップしてほしい  

・不安なく教育・研究活動に専念できる環境を作るため  

・若い世代、秀でた教員の定着率向上のため  

・契約期間終了後の転職に対する備えが必要  

 

≪不要≫ 

・満足している、現状維持で良い、不当に低いわけではない、定期昇給で充分 9 名 

・賞与の返戻、再記載という学院の誠実さと実情に配慮 5 名 

・財務状態が明確でない段階でのベースアップは疑問  

・あきらめ、認められると思えない  

・既に多くの学生保護者より賃金をえているから  

・受験人口が減少しているから  

・給料アップより長く勤務できるように建て替えや他大学に負けないような施策に投資をしてほしい  

・住宅手当や家族手当の増額の方が妥当な理由が考えられる  

・物価の上昇をあまり感じない  

 

問 6．【問 4 で必要を選択した方】組合が 2017 年の春闘の賃金要求をする場合、月額いくらくらいのアップ

を要求すればいいと思いますか。ご自分の考えに近い金額を選択してください。 
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（注）その他において、％表記で書いてあったものは 40 万円に％を乗じて算出 

平均値 2,634 円  中央値 1,000 円 

 

◎住宅手当について                               

問 7．住宅手当は現在世帯主：23,400 円 その他：16,900 円を支給されていますが、増額は必要ですか。 

 

 

 

必要 不要 

教員 67%(58) 33%(29) 

職員 70%(63) 30%(27) 

総計 68%(121) 32%(56) 

   

 

必要 不要 

20代 78%(7) 22%(2) 

30代 62%(18) 38%(11) 

40代 61%(39) 39%(25) 

50代 75%(39) 25%(13) 

60代 78%(18) 22%(5) 

総計 68%(121) 32%(56) 

   

 

必要 不要 

女性 71%(54) 29%(22) 

男性 66%(67) 34%(34) 

総計 68%(121) 32%(56) 

（注） 括弧内は実人数、以下の表も同様 

 

 

 

 

 

 

41 

2 

13 

38 

27 

36 

1 

16 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

¥0 ¥200 ¥500 ¥1,000 ¥2,000 ¥5,000 ¥7,000 ¥10,000 ¥15,000

121 56 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要 不要 



   4 

 

問 8．問 7 の理由をお答えください。 

≪必要≫ 

・相場と乖離しているため少なすぎて近隣に住むことができない。額が少なすぎる 24 名 

・勤務先が大都市立地であることに鑑みると家賃補助の意味での住宅手当は十分とは言えない 22 名 

・住宅の維持管理費が年々上がっているため 13 名 

・世帯主か否かで区別するのはおかしい 8 名 

・世帯主にはもっと支給するべき 5 名 

・ローンの負担が重い 4 名 

・一般企業・他大学の福利厚生に比べかなり低いため 4 名 

・現在支給対象外になっている職員・教員にも手当を付けて欲しい  

・経済的状況から（ベースアップが無いなら特に必要）  

・地価上昇分を増額すべき  

・固定資産税を考えると足りない  

・金額の算出方法を教えて欲しい なぜ足りると思うのか   

・国公立大のような職員宿舎もないため  

・控除の対象にならないようにしてほしい 

・何年にもわたり増額していないため  

・労働環境向上のため、今の倍額くらいでも良い  

・介護費用のため  

・若年層ほど負担が大きく、現実に即していない  

・一律ではなく通勤手当とのバランスを取って欲しい  

・少しでも貯えがふえるように  

 

≪不要≫ 

・とりあえず生活はできる、少なすぎということはない、これ以上の水準は難しい 11 名 

・ベースアップの方を増額して欲しい 5 名 

・実家通いの人もいるから充分 4 名 

・支給対象外のため  

・持ち家・実家で費用がそれほどかからない  

・支給されている会社は少ないから  

・適切な金額の基準がないため  

・家賃等が上昇しているように思えないから  

・賃貸に住んでいるため  

・居住年数を経て家賃自体が低くなっているため  

・あきらめ  

・給料の中でやりくりすれば良い  

・事情がバラバラで統一した根拠が出せない  

 

 

◎扶養家族手当について                            

問 9．扶養家族手当は現在配偶者：20,000 円 その他の扶養家族：9,200 円 配偶者のいない教職員の扶養

家族：12,500 円支給されていますが、増額は必要ですか。 
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必要 不要 

教員 68%(59) 32%(28) 

職員 47%(42) 52%(47) 

総計 57%(101) 42%(75) 

   

 

必要 不要 

20代 11%(1) 89%(8) 

30代 45%(13) 55%(16) 

40代 61%(39) 39%(25) 

50代 60%(31) 40%(21) 

60代 77%(17) 23%(5) 

総計 57%(101) 42%(75) 

   

 

必要 不要 

女性 51%(38) 49%(37) 

男性 62%(63) 38%(38) 

総計 57%(101) 42%(75) 

 

問 10．問 9 の理由をお答えください。 

≪必要≫ 

・配偶者以外（その他）の手当が低いため（教育費負担増などに対応するため）  22 名 

・物価水準向上のため、生活費等の出費の増大 6 名 

・被扶養者の年齢や健康状況によって額を決めるべき 5 名 

・将来が不安。貯えがほしい 5 名 

・家族にかかる費用が高くなっているから 5 名 

・子育て支援が現代日本社会の一番の課題であり、扶養家族手当を上げるのは第一優先事項（15,000 が最低ライ

ン(1)） 4 名 

・ベースアップがなければ特に必要、組合の立場として 4 名 

・少額すぎる  

・家計が苦しい  

・超高齢化社会に突入し介護が必要な時代に入り金銭負担増が見込まれている  

・扶養枠の拡大を希望（児童手当廃止案もでているため） 

・共稼ぎ家庭の場合、子どもを扶養にしたときの家族手当を増やしてもらうほうがありがたい。たとえ

ばトヨタのように、配偶者手当をなくして子どもへの手当を増やすという方法もあると思うが、ひと

まずは子どもを扶養にしている場合の手当の金額を上げてほしい  

・子供手当が減額支給となっており、その部分を補てんする程度の増額を希望  

・税金の控除で配偶者等は優遇されるので賃金や手当に本人以外の要素で区別をつける時代ではない  

・支給対象外なので、支給してほしい  

・あと 5,000 円はあげて欲しい  

・配偶者が求職中のため  

・現在の水準の維持のため  

・増額よりも、配偶者のいない教職員に支給されているのならば、共働きで扶養していない場合も支給して

ほしい。配偶者が他社勤務の場合、本校と支給額が違う、あるいは支給がないため  

・雇用者だけではなく、家族等を大切にするという気持ちが大切  

・労働意欲向上のため  

・福利厚生の面から  

・控除の対象にならないようにしてほしい  

・ベースアップに応じて増額が必要  

・生活改善のため  

・16 歳未満の子に対する扶養控除が廃止され，来年度は子ども手当まで所得制限（つまり青学の専任教職員

は実質的に手当てなし）が設けられる方向であり，実質的な所得税増税が続くから  
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≪必要・不要≫ 

・被扶養者の状況によっては、もっと金額に差があってもよいように思う  

≪不要≫ 

・扶養家族がいないので判断がつかない 14 名 

・とりあえず生活はできる、妥当である（一般企業とも同水準、もしくは上回る） 8 名 

・家族の形態の多様化、時代にそぐわない  

・充分である  

・特に問題がない  

・適切な金額の基準が無い  

・数年に一度の要求で良い  

・そろそろ俗人的な手当は廃止でよい。配偶者を扶養しているだけで年間約 36 万円も学生から集めた学費

からもらうのはどうかと思う。手当を廃止して基本給アップに振り向けてほしい  

・金額は現状で妥当。なお、配偶者がいない扶養家族という区分はなくてもよいのではないか  

・あきらめ  

・住宅手当などの方が必要  

・ベースアップの方が必要  

・扶養家族の有無で手当に大きな差が出るのは本来的ではないと考えるから  

・共稼ぎでもらったことがない。配偶者手当ては時代の流れに逆行している  

 

 

◎職場環境（施設・設備等）について                      

問 11．何か不満・要望はありますか。  

・トイレの整備 26 名 

全てウォシュレット化（学外からのお客さん・留学生が驚いている） 11 

手洗い洗剤の濃度を上げて欲しい  

水洗の機械故障の頻発  

洋式化（海外からの研究者などには和式が不便） 

古く不衛生（8号館など） 

洗浄機器の設置  

  相模原キャンパス J棟の男性用トイレの下水の匂いが気になる。特に１階  

  研究室のある建物に女子トイレ増設   

間島記念館 1 階の女子トイレは狭いのに、学生・IVYCS（地下）の社員・部外者も使用するため使用で

きない時があり非常に困る  

  8号館の女子トイレ増設  

  教職員トイレ設備改善  

  大学図書館に職員用トイレを設置してほしい  

  トイレの電気は、ヒトの動きを感知して点灯消灯を自動でしているが途中で真っ暗になってしまうと辛

い。点灯している時間をもうすこしながくはできないか？  

 

・透明性のある計画を立てながら、（研究棟、8・9 号館など）老朽化し危険・不便な建物を、安全で利便性

の高い建物に建てかえてほしい・耐震性などの補強をしてほしい 8 名 

・研究室・教室の整備 7 名 

  研究室の天井を補修してほしい  

教育上、ゼミ用の部屋がもっとほしい（既存施設の有効活用を含む）  

ガウチャーの研究室に書架の増設を申請したところ、建物の重量制限のために片面の壁にしか書架を設

置してはいけないとのこと。だが、実際には両面に設置している研究室も少なくない。教員の教育研究

にとって図書は不可欠のため、書架の増設が認められなければ床に積み上げることになり、安全面も不

安である。すでに建っている建物の耐久性を高めることはできないのだろうか  

今後も研究室は個室を確保してほしい  

研究室を広くしてほしい  

授業施設の機器をすべての教室で統一してほしい（ブルーレイが使えない教室などがある）  

135 教室の教壇が高すぎて学生から黒板が見えない  

研究室、宿泊施設が欲しい  
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・空調整備 7 名 

湿度も含め管理  

送風停止期間が長く、体調を崩す人もいる。異常気象時など柔軟性をもつべき  

作業効率が下がる  

総研ビル内の温度差がありすぎる  

研究室・教室のエアコンをいつでも使えるように  

・昼食を落ち着いて食べられる場所や気分転換ができる部屋が全くないので、何とかしてほしい 7 名 

（教職員専用食堂・休憩室など）  

・エレベーター設置 5 名 

  学生と教職員同じため時間帯によってはすごく混雑をしていて台車での移動等が不便であるため、教職

員専用エレベーターに１機変更できないか。非常勤講師の方からエレベーターやエスカレーターが混雑

していて授業に遅れそうになると苦情を受けた。その方が所属している大学では教職員専用エレベータ

ーがある  

  総研は授業開始時間帯はエレベーターに長蛇の列となる  

車いすの学生（教職員）対応のために各号館、各棟にエレベータが必要  

・給湯（茶）機サービスの維持。撤去するならば、浄水器付きの給湯器を設置するなどの整備 4 名 

・喫煙所について  

  全面禁煙もしくは喫煙所をオープンエアーではなく室内化してほしい  

喫煙所を完全に撤去してほしい。臨時の喫煙スペース設置も廃止してほしい  

タバコの副流煙が入ってきてかなりきつい。きっと近い将来健康を害する。空調の取り入れ口と喫煙所

が隣接してる？  

・事務室が狭い・レイアウトの工夫  

・駐車場・駐輪場はあったほうがいい  

・相模原キャンパスの学生食堂を充実させてほしい。メニューが悲惨すぎる。これまで要望をだしてい

るものの、改善の努力が見られない  

・いすのキャスターがぼろぼろで、腰痛を起こす職員がふえている。一新してほしい  

・学院の手帳の廃止など、労働・研究環境の悪化と言えるのでは無いか   

・総研ビルの 12 階から 11 階のお手洗いに行く際、階段の電気がついていないため危険である。センサーつ

きの電灯をつけてほしい  

・相模原キャンパスは、大きな問題はないと思われる。数年後から、様々な修繕が必要となるため色々と要

望が多くなると思われる  

・事務室以外のﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞを充実できればありがたい  

・間島記念館 1 階の給湯室を学生・部外者が入れないようにしてほしい  

・プールがあるといい（相模原）  

・本部 1 階が狭い  

・何年も要求している部署の改築  

・保健管理センター入り口を手動ではなく自動ドアを設置してほしい。自動を設置しないのは、障害をもっ

た人に失礼  

・個人的には関係ないが、本部管理部の部屋が地下なのは、劣悪な環境とは言えないか？他の部屋に移動さ

せるべき  

・電化製品も消耗品として購入希望。福利厚生の一つとして、電子レンジや冷蔵庫の買い替え、設置を希望  

・本部棟のドアノブの位置が低すぎる  

・購買会の品揃え（特に書籍・文具）の充実  

・デスクワーク以外として必要な作業・打ち合わせスペースが十分に確保されておらず、入試時期の作業に

支障をきたしているため  

・委員会開催のための TV 会議室(少人数タイプ）を増やしてほしい  

・人事考課の廃止  

・校舎に統一感がほしい  

・フリーアドレスの一部導入（自席以外で業務をすることにより、新たな価値創造のつながると思っている）

など。そもそもとしてファシリティマネジメントの発想・視点・マインドを重視してほしい  

・キャビネットの棚の強度が弱い  

・手すりがついていない階段に、いざという時に掴まれるよう手すりをつけて欲しい 

・同規模校に対して図書館が見劣りするので，早急に新図書館の建設に着手してほしい  
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◎福利厚生について                                

問 12．現在の健康診断の内容には満足していますか。  

 

充分である 不十分である 

教員 71%(61) 29% 

職員 61%(55) 39% 

総計 66%(116) 34% 

   

 

充分である 不十分である 

20代 89%(8) 11%(1) 

30代 79%(23) 21%(6) 

40代 65%(41) 34%(22) 

50代 56%(29) 44%(23) 

60代 65%(15) 35%(8) 

総計 66%(116) 34%(60) 

   

 

充分である 不十分である 

女性 55%(42) 45%(34) 

男性 74%(74) 26%(26) 

総計 66%(116) 34%(60) 

 

問 13．【問 12 で不十分だと思うを選択した方】どのような項目を追加するべきだと思いますか。 

・マンモグラフィ、婦人病 8 名 

・胃カメラ、バリウム 6 名 

・各種がん検診 5 名 

・人間ドックで受けられる基本的な検査 5 名 

・血液検査等、尿酸値．（特に男性の場合．痛風発作にかかわる） 5 名 

・人間ドックの補助費を増額すべき 5 名 

・腫瘍マーカー（血液検査で可能なもの） 

・不十分なので諦めて人間ドックにいっている  

・医師との面談：医師の声が大きく、個人情報がダダ漏れ。その上、青山でも相模原でも、健康上の問題点

を伝えても「問題なし」と記載されがち  

・接遇マナーを身につけた検査会社と契約してほしい  

・身体測定レベル  

・期間が短かすぎる  

・ピロリ菌の検査  

・生活指導に留まっている  

・選択制で、内視鏡検診など  

・成人病を対象としたオプション  

・CT  

・項目は最低限だがまあ我慢できるとは思うが、年 2 回くらいにするか専門医に相談できる体制を整えるべ

き  

・職場ではなく病院等の健康診断を個別に受けに行くほうがよい  

・セカンダリーと差がありすぎる  

・歯科検診  

・何かしら項目を増やして欲しい  

・血液検査項目で、ぜひ、高感度 CRP についても検査してほしい  

・慢性炎症を知る項目  

・50 歳以上の教職員には人間ドッグ、脳ドッグを受けさせるべき  
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問 14．介護休業制度について現状に近いものをお答えください。 

 

介護休暇の対象ではない 取りたいが取れない 取る必要がない 取れる 

教員 52%(45) 10%(9) 36%(31) 2%(2) 

職員 51%(46) 11%(10) 31%(28) 7%(6) 

総計 51%(91) 11%(19) 33%(59) 5%(8) 

     

 

介護休暇の対象ではない 取りたいが取れない 取る必要がない 取れる 

20代 67%(6) 0%(0) 33%(3) 0%(0) 

30代 79%(23) 7%(2) 14%(4) 0%(0) 

40代 52%(33) 3%(2) 42%(27) 3%(2) 

50代 48%(25) 15%(8) 29%(15) 8%(4) 

60代 17%(4) 30%(7) 43%(10) 9%(2) 

総計 51%(91) 11%(19) 33%(59) 5%(8) 

     

 

介護休暇の対象ではない 取りたいが取れない 取る必要がない 取れる 

女性 45%(34) 11%(8) 42%(32) 3%(2) 

男性 56%(57) 11%(11) 27%(27) 6%(6) 

総計 51%(91) 11%(19) 33%(59) 5%(8) 

 

 

問 15．【問 14 で取りたいが取れないを選択した方】理由をお答えください。 

・替わりの人が来ないため、職場に迷惑が掛かりそうだから 6 名 

・少人数部署では無理  

・休職者がおり、代替要員が酷い  

・介護休業ほど長期ではなく、介護休暇として毎月数日取得できるようにしてほしい  

・上司があまりいい顔をしない  

・教育とマネジメントのため  

・適用条件がわからない  

・介護を理由に半期に一度くらいは休みを取りたいと思っているが、気が引けるのでとれない  

・収入に影響  

 

問 16．介護休業制度について改善を要求すべきものはありますか。  

・有給扱いにして欲しい（手当がないなら） 16 名 

・申請の簡素化 5 名 

・取得者の意見を反映し、取りやすい環境にしてほしい  

・今後は需要増が見込まれるため、検討すべき  

・分かり易い制度にしてほしい  

・育児休業と異なり、終わりが見えない、年数がたつほど状況は悪化していくにもかかわらず、休業可能な

期間は限られている。自分はまだ対象ではないが、いざとなったとき、いつとるべきかは非常に悩ましい。

正当な理由があれば半額だけ有給などの選択肢があるとありがたいのではないか  

・替わりの授業担当者、マネジメント担当者を用意してほしい  

・もっと日数をとれるようにすべき、保存休暇の積極利用等  

・教員もとれる体制をつくってほしい  

・子育てと違い介護は終わりの予測ができないので必要な時に必要な期間を繰り返してとれるとよい  
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問 17．育児休業制度について現状に近いものをお答えください。 

 

育児休業制度の対象ではない 取りたいが取れない 取る必要がない 取れる 

教員 54%(47) 7%(6) 32%(28) 7%(6) 

職員 61%(55) 2%(2) 24%(22) 12%(11) 

総計 58%(102) 5%(8) 28%(50) 10%(17) 

     

 

育児休業制度の対象ではない 取りたいが取れない 取る必要がない 取れる 

20代 67%(6) 0%(0) 33%(3) 0%(0) 

30代 55%(16) 7%(2) 14%(4) 24%(7) 

40代 48%(31) 6%(4) 33%(21) 13%(8) 

50代 69%(36) 4%(2) 23%(12) 4%(2) 

60代 57%(13) 0%(0) 43%(10) 0%(0) 

総計 58%(102) 5%(8) 28%(50) 10%(17) 

     

 

育児休業制度の対象ではない 取りたいが取れない 取る必要がない 取れる 

女性 53%(40) 0%(0) 36%(27) 12%(9) 

男性 61%(62) 8%(8) 23%(23) 8%(8) 

総計 58%(102) 5%(8) 28%(50) 10%(17) 

 

問 18．【問 17 で取りたいが取れないを選択した方】理由をお答えください。 

・他のスタッフに迷惑がかかる 5 名 

・教員の場合、カリキュラムに組み込まれているので休むことが困難  

・男性はとらないのが常識になっている  

・育児休業制度の情報が回ってこないので現状がよく把握できていない  

 

問 19．出産・育児制度について改善を要求すべきものはありますか。   

・有給にすべき（手当がないなら） 5 名 

・母性保護、出産、育児休業取得者がいる部署の人員が疲弊しないように代替え要因の確保と、時短対象者

とそれ以外の人たちが不平等感を感じないようにしてほしい  

・休職や時短の現場に手当を厚くすべき  

・時短を申請している人の業務が終わらず、残っている課員がいるが、時間できちんと帰るよう指示する・

同僚にお願いするなど、職員全体に対する教育をもっとしっかりやってほしい  

・時短制度を小学校 6 年生までにしてはどうか  

・休業者が多すぎて補充が足りていない。専任職員の代わりは専任でないと厳しい。大きな負担となるのは

入試や入学・卒業式などの応援業務が繁忙期と重なる点である。休業制度ではなく、学院の応援業務制度

の見直し（なんでも自前でやるのではなく、アウトソーシングを活用する）こそが職員数が激減している

今の時代に必要   

・休職期間と同様の給与を支払って欲しい、給与が 0 という会社は聞いたことが無い  

・長期の育児休業ではなく、例えば週に１日育児休業できるような制度があって、それが取りやすい環境だ

と良い  

・ベースアップが望めない今、せめて待遇改善として育児時短を小学６年生まで延長してほしい。学童が小

学４年までが多い中、育児時短がなくなるのはかなり厳しい。ベースアップや手当の裁判よりもこちらを

強く望む  

・過去育休を取得した人にも救済措置（賃金面）を  
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問 20．託児所が学内にあれば利用しますか。 

 

対象者ではない 利用する 利用する必要がない 

教員 69%(60) 18%(16) 13%(27) 

職員 73%(66) 9%(8) 18%(23) 

総計 71%(126) 14%(24) 15%(27) 

    行ラベル 対象者ではない 利用する 利用する必要がない 

20代 78%(7) 22%(2) 0%(0) 

30代 52%(15) 21%(6) 28%(8) 

40代 67%(43) 19%(12) 14%(9) 

50代 81%(42) 6%(3) 13%(7) 

60代 83%(19) 4%(1) 13%(3) 

総計 71%(126) 14%(24) 15%(27) 

    行ラベル 対象者ではない 利用する 利用する必要がない 

女性 74%(56) 13%(10) 13%(10) 

男性 69%(70) 14%(14) 17%(17) 

総計 71%(126) 14%(24) 15%(27) 

 

問 21．【問 20 で利用する及び利用する必要がないを選んだ方】理由をお答えください。 

≪利用する≫ 

・待機児童問題が深刻化しており、保育園に入園できない場合の福利厚生を充実させる必要がある  

・本学にはこども学科や教育学部もあるので、教育者を志す学生に実践の場として利用することも考えられ

る  

・職場復帰をしたいが保育園がとれない  

・保育園が休みの日に入試業務等があるから  

・すでに子供は成人しているが、休日に行事があるときには利用したかった、これから先必要とする人達の

ため  

・学内に保育所があれば、登園・お迎えの時間がなくなるので、時短を取らずにその分、仕事に専念でき、

また同じ部署の人にも迷惑をかけずに済むため  

・他大学では保育園を有している(早稲田大学等)．青学も同様に導入してほしい  

・夫婦ともに共働きのため、職場に近い環境で預けられる施設があると緊急時の対応もすぐに取れる  

 

≪利用する必要がない≫ 

・子どもがすでに大きい 8名 

・自宅から学内に子どもを移動することそのものが困難 4名 

・託児所は自宅近くを希望  

・学会などの際の一時的な託児所ならば現実的  

・家族構成から  

・コストの均衡性が取れない印象  

 

≪対象者ではない≫ 

・近年は長時間労働を助長したりデメリットも指摘されているのでよく検討されたい  

 

 

問 22．育児・介護休業制度以外で福利厚生についてご意見・ご要望があればお答えください。 

・インフルエンザでの出勤不許可期間は有給としてほしい  

・文化活動・スポーツ活動・レクリエーションなどの充実  

・家族の事情などで必要性が高い合理的な要求（例えば、教員の時間割配置における配慮など）をいいやす

いように制度化してほしい   

・休憩時間すら保障されないので・・・  

・労働者が病気(メンタル面も含め)になった場合の支援制度をより手厚くしてほしい  

・託児所を設置する場合、勤務時間をずらさないと子どもをのせられない  
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・育児のための制度が充実し、過剰に手厚くなっていないか。残された事務室職員のため、人員補充のため

の有期職員採用を、年間を通じて随時行うべきではないか。たとえば早期退職した職員を登録しておき、

そこから補充採用していくなど採用方法の簡潔化も併せて提案してはどうか  

・育児、介護、傷病以外にも留学やリフレッシュのために長期休暇を取れる制度  

・勤続年数に応じた特別休暇制度の新設  

・福利厚生ってあるんでしょうか？最近の青山学院で感じたことがない・・・・働き方がいろいろ騒がせて

いる中、良い方向を目指そうという気持ちを感じない  

・福利厚生施設や駐車場の復活を望む  

・ゼミなどで利用できる宿泊施設を再び設けてほしい  

・怪我や病気によりやむなく長期休業する場合、学科がそれにかわる代替教員を非常勤等で雇用できる仕組

みを至急つくってほしい  

・子どもの看護休暇の日数を増やして欲しい  

・自宅から遠いキャンパスに異動になり単身赴任を選択した場合の住宅費の補助  

 

◎理事会の学校法人運営について                      

問 23．理事会の学校運営を評価できますか。  

 

評価できない やや評価できない やや評価できる 評価出来る 

教員 24%(21) 46%(40) 29%(25) 1%(1) 

職員 31%(28) 41%(37) 27%(24) 1%(1) 

総計 28%(49) 44%(77) 28%(49) 1%(2) 

     

 

評価できない やや評価できない やや評価できる 評価出来る 

20代 22%(2) 56%(5) 22%(2) 0%(0) 

30代 17%(5) 45%(13) 38%(11) 0%(0) 

40代 34%(22) 42%(27) 23%(15) 0%(0) 

50代 29%(15) 42%(22) 25%(13) 4%(2) 

60代 22%(5) 43%(10) 35%(8) 0%(0) 

総計 28%(49) 44%(77) 28%(49) 1%(2) 

     

 

評価できない やや評価できない やや評価できる 評価出来る 

女性 22%(17) 49%(37) 28%(21) 1%(1) 

男性 32%(32) 40%(40) 28%(28) 1%(1) 

総計 28%(49) 44%(77) 28%(49) 1%(2) 

 

問 24．問 23 はなぜそのように思うのかお答えください。  

≪やや評価できない・評価できない≫ 

・理念（経営ヴィジョン）不明で、単に資本主義的論理に従っているだけのように見える（教育の質向上を

優先していない）11 名 

・財務状況の説明不足等、信頼できない、いきあたりばったり 9 名 

・企業と同じ運営をすれば良いと考えている。学校の将来に必要なのはなにかを理解していない 9 名 

・安易な給与削減等にみられる傲慢な見下した姿勢、組合との交渉態度、設置学校との対話不足 9 名 

・和解したとはいえ、やはり一方的なボーナス規定の削除という方法がとられたことで、かなり信頼度が下

がったといわざるをえない 7 名 

・経営に関する社会・学生・教職員への説明責任・情報公開不足、理事会での審議が不透明 7 名 

・職員側の意見が吸い上げられていない、教育観の差 4 名 

・過去の失敗を振り返り次に活かす姿勢を見たことがない。責任をとらない。何が問題か的確に捉えていな

い 4 名 

・戦略性と一貫性に欠ける（メンバーが替わると方針も）  

・短大問題・新学部問題・専門職問題等をはじめとして、青山学院の将来について方向性が明示されない、

おかしい  

・AOYAMA VISION の単なる目標の寄せ集め感がひどい  

・各設置学校に対する対応が、大学のみの運営に偏っている  

・何か有れば“先ず職員”という考えが根強い感じがする  
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・非効率的な設備投資の実施、赤字部門の維持  

・新学部開設など無駄な投資と組織拡大が目立つ  

・教職員すべてと力を合わせて、この学園をさらに良い教育機関・研究機関にしていく、そしてこの国の教

育・研究の発展に貢献していくという大きくて深い理解・共感が、昔より後退している  

・愛校心が感じられず、任期をただやり過ごしている、理事のための学校運営になっている  

・中長期的に、何に何のために何年間いくらの額を必要とするのか、を、理由と共に具体的に開示していた

だきたい。中長期的な具体的プラン及び財務が開示されたならば、個人的には、本学の将来を見据えてベ

ースアップや賞与問題に関しても主張を控えて良い（控えるべき）と考えていた。が、いつまでも教職員

を敵視しているような言動（研修会等での質疑応答時に嫌味を返す、感情的に拒否する）が残念。理事会

が教職員に期待する一方ではなく、教職員も理事会に期待を抱きたいのだということをもう少し理解して

ほしい。  

・事務に関しては人手が足りないのになかなか人の補充をせずその上超過勤務の削減ばかり要求する  

・理事会の決定事項がうまく現場に下りてきていない  

・直ぐに人件費削減を主張する  

・理事長・院長の選び方が不透明  

・無期の職員を増やして欲しい  

・法人が自分で使う経費などは使用基準がゆるい  

・職員からの理事が必要  

・各学校の財政（事業）規模と裁量・権限とのバランスが必ずしも適切ではない場合、および役員が交代し

たときに方針などの継続性が必ずしも充分でない場合がある  

・意思決定が遅い  

・目指そうといっていることが運用できちんと反映されているとは思えない  

・理事会のメンバーの年齢が高すぎて将来の見通しがわからない  

・労働者のモチベーションを意識していない  

・施策がエビデンス・ベースではない、横断的な理事会・学院の役割は縮小すべき  

・赤字経営はそもそも経営者として失格である。また、傘下学校の損益も未開示では経営改革への助言もで

きない  

・駅伝等のイメージ戦略に偏りすぎ  

・教育研究レベル向上への意識が希薄  

・募金活動に関する新しいアイディアが欠けている  

・理事会を傍聴できるようにしてほしい  

・会社を経営するのとは訳が違う。理事会がお金を集めて来て、「さあ、これを存分に遣って、研究や教育

に励んでください。」と言えるのが理想  

 

≪どちらでもない≫ 

・評価するに足る情報不足 5 名 

 

≪やや評価できる・評価できる≫ 

・組合側の意向に沿った和解ができたため 8 名 

・前よりは協働できる、対話する環境がある  

・特に財政を悪化させているようには見えない  

・あまり理解していないため  

・総合的に判断して  

・不明瞭だった青山ビジョンへの取り組みに道筋をたてるなど、継続性を持たせた中長期の視点で取り組ま

れているから  

・なんとなく  

・一方的な手当カットの非を認めたことは評価できるが、稼ぎ頭の大学の意見をもっと尊重すべき  

・AoyamaVision を掲げたり寄付金獲得に乗り出すなど少なくとも行動に移している  

・学校全体を考えた運営ができている  

・卒業生を中心に努力されている  

・項目があればわからないを選んだ  

・将来を見越している  

・改革をしようとしている  
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問 25．理事会に要望するものについて 〔全て〕 選択してください。 

 

 

問 26．その他理事会への要望・意見があればお書きください。 

・現場の実状と課題を把握されているそれぞれの設置学校の運営権限を増やすべき  

・問題を吸い上げる仕組みづくり、対話する姿勢  

・理事・常務理事の選任の見直し。学識経験者の定義が曖昧で恣意的な運用がなされているので、改善して

欲しい。学識経験者の定義を明確化する（例えば「研究・教育の職に 20 年以上就いていた者とする」な

どして）  

・毎年の役員報酬の開示（総額）   

・各設置学校毎ではなく、学院全体の意思統一  

・研究時間の確保  

・部局ごとに独立採算としてほしい  

・大学執行部から法人執行部への枠を増やすべき  

・理事報酬を教職員と同等とし、真のサーバントリーダーを理事に迎えるべし  

・本当に良い青山学院で育った人たち、本当に良い青山学院の時代を今でも知っている人たち、本当に謙虚

に青山学院を良くしようと思っている人たち、の声を聞くように  

・助手・助教の待遇をもう少し良くしないと、今後良い人が来てくれなくなる。これは 5 年、10 年でダメ

ージが明らかになるので  

・青学は職業規定で土曜も通常通り働くことになっているが土日は休みにして欲しい。育児にも影響がある。

あるいは、土曜の分も考慮した給与にしてほしい  

・事務職員（学科毎の副手など含む）の有期雇用制限 3 年を撤廃し、管理運営事務が滞ることのないように

してほしい  

・理事会に対してのみでは無いが任期制ポストの就業状況、環境についても議論にのぼるようにして欲しい  

・常務理事・常任幹事の定数を削減し、スリム化を図ってはどうか。法人理事会は、学院の運営にいかなる

貢献をしているのかがわからない  

・働き手のモチベーションを無視せず従業員を大切にしてほしい  

・学部・研究科の改編の際教員の雇用をどのように考えているのか知りたい  

・訴訟の原因は何か、責任はどこにあるのか、説明が無い  

・国内外で大学運営について、責任をもって勉強をして欲しい。現行の制度にはあまりに不備が多く共同研

究がやりにくい  

・教学に理解ある人材や 30 代～40 代の若い人材をもっと投入して欲しい。専任教員は学部（自分達）で採

用できる（しがらみの採用が多いのは問題）が、専任職員は法人に任されているので専任職員を優先的に

採用すべき  

・教育に対する考えを聞かせて欲しい  

・組織拡大路線を見直し、選択と集中による組織規模の縮小を追求すべき  

・本当のリーダーシップを発揮してほしい  

・理事会にも女性を登用すべき  

・理事会を株主総会のような場にしてほしい  
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・ガバナンス体勢をしっかりしてほしい  

・決算の関係から 8 月にも理事会をひらいてほしい  

・都内有力大学（慶応、早稲田、MARCH）の中では給与水準が最も低い大学のひとつだと思う。最低でも

平均レベルまでに上げてほしい  

・学内議論を反映した意思決定はもちろん必要だが、同時に意図を明示したうえでトップダウンを行うこと

も必要  

・教員の授業評価、職員の人事考課があるならば、理事者こそ相互に考課し合うなど、年度ごとに実績など

を検証すべき  

・役職手当と入試関連の諸手当が同規模大学に比べて著しく低い  

・理事の動きの可視化  

・この夏に開催される大相撲青山学院場所について、どうして開催される事になったか、学院が開催する必

要があったのか、経費についてはどうなっているのか、誰が実際準備しなければならないのか、すべて情

報公開をしてほしい  

・改革を掲げるのであれば率先して欲しい  

 

≪教員の方対象≫                                

◎教育・研究環境について                          

 問 27．春闘で優先して要求すべきものを 〔全て〕選択してください。 

 

 

問 28．その他の意見・要望があればお書きください。 

・研究費の使用手続き等事務手続き簡素化（特に過度に煩雑な内部ルールの見直し） 5 名 

・時間さえあれば、研究活動を充実させることができ、外部予算の獲得にもつながる  

・専任職員の増員  

・語学 1 クラス 30 名以下を実現するための努力を求める  

・大学の教室が不足していて教育に支障がある  

・入試業務（特に作問）の負担を減らす工夫  

・現行水準の待遇の保持を優先する。赤字部門の速やかな改組  

・多種委員会等の用務が多すぎる。出版局があればよい  

・研究費の使用制限（国外出張には 20 万円まで）撤廃  

・専任教員の定年を 70 歳に延長して欲しい  

・学部・研究科によって教員一人当たり学生数に相当な格差が存在しているため、同じ給料を貰っていても

労働環境は全く異なるため、改善が必要  

・校舎の建て替え。図書館の建設等他大学に負けないような施策  

・土曜休みを希望  

・任期制ポストの契約更新について  

・研究費と教員研究費の使い勝手が悪すぎ  

・主として研究推進部にかかわる「ローカルルール」を撤廃してほしい  

・せっかく IC カードがあるのだから、時間外入退室は守衛所を通さず、カード解錠方式にすべき  

・理事会＋事務サイドの研究に対する理解が乏しい。正直、授業だけやっていてくれれば良いと思っている  

・特任教員や研究員等が無駄に多く、利権の対象にもなっている。研究センターなども整理すべき  

・教育支援や研究支援のスタッフをおいてほしい  

・給与アップ  
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・在外・特研制度については年齢等の制限がいろいろと増えてきたので，自由度を上げてほしい  

・教員に有給休暇の申請ができないことは不自然  

・祭日出勤が増し、土曜出勤も多い中、授業は休めないので振り替えもとれない。週休 2 日がほしい  

 

問 29．現在責任担当コマ以上に担当している授業のコマ数をお教えください。 

平均 3.2 コマ 中央値 2 コマ （注）記入のあった人の中での集計 

 

問 30．教員研究費・活動費を前年度は研究・教育のためにどのくらい自己負担をしましたか。 

平均 168,340 円 中央値 100,000 円 （注）記入のあった人の中での集計 

 

問 31．教員研究費増額を要求しますか。 

 

要求しない 要求する 

教員   

20代 100%(1) 0%(0) 

30代 71%(5) 29%(2) 

40代 60%(21) 40%(14) 

50代 42%(10) 58%(14) 

60代 31%(4) 69%(9) 

総計 51%(41) 49%(39) 

   

 

要求しない 要求する 

教員   

女性 38%(8) 62%(13) 

男性 56%(33) 44%(26) 

総計 51%(41) 49%(39) 

 

問 32．問 31 の理由をお答えください。 

≪要求する≫ 

・学会・調査など出張費等が充分にとれないため（海外では特に） 6 名 

・研究活動への注力のため（調査費用・資料・信頼できる装置の購入費など） 5 名 

・研究・教育の一部を私費で賄っているため  

・自由に利用できる金額が少ない  

・水準として高いとは言えない  

・恒常的な増額でなくとも、科研などの資金源をもたない年度には、研究計画に基づいて研究費の増額を行

なってほしい  

・ボーナスが 6.34ヵ月から 6ヵ月になり、さらに 5.1ヵ月になる可能性もあるため  

・研究書の出版費を賄いたい  

・定常的に不足するため  

・研究をしなければ教育の質が低下する  

・データベース使用量の増額  

・任期付きポストのため任期無し教員以上に研究をして業績をあげなければならない  

・高性能のデスクトップＰＣが買えるぐらいでないと研究費とは言えない  

・国立大学の予算減少に伴い科研費の競争が激しくなり，基礎研究費の確保が難しくなっているため  

・制限がありすぎる  

・かなり研究費を節約して使用している（例、書籍も可能なら中古本を購入している） 

・41 万では安いから  

 

≪要求しない≫ 

・今のままで良い 6 名 

・他大学と比べると恵まれている 4 名 

・それほど必要としていない  

・増額より、柔軟な使い方・申請の簡略化をできるようにすべき  
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・科研費と合わせて足りている  

・外部からとればいい  

・金額の問題ではなく、研究用 PC 用 SIM という申請できない項目のため  

・金額としては他大学に比べて少なくはない。研究に費やせる時間を増やすための努力をしてくべき  

・予算があっても、研究・成果発表する時間がない  

・まずは科研費を取れる努力をする  

・「科研費を取ってこい」路線に乗らない現制度を維持することを望む  

・研究支援を拡充させて外部資金獲得を促進する方向が望ましい  

・競争的資金で補填するので、むしろ、手続きを簡素化し、費目を柔軟にして欲しい  

・現在でも研究費を余らせている人がいる中、法人に対して全員一律で研究費の増額をお願いする必要はな

い。盛んに研究をしている人は外部資金も獲得しており、お金にはむしろ困っていない。生産的な人が研

究に専念できるよう、時間配分を考えるべき  

・人によりけりだとは思うが、40 代、50 代のときほど研究中心の生活ができないので、研究費は大幅に使

い残している。こういった分を若手の人たちに回すべき  

・教育研究費は十分。あまり増額するのは悪平等になる。競争的資金を獲得すべき  

 

問 33．【問 31 で要求するを選択した方】いくら要求しますか。 

平均 219,615 円 中央値 100,000 円 （注）要求する人の中での集計 

 

問 34．研究費の申請の仕方についてお答えください。 

 

このままで良い 簡素化したほうが良い 

20代 100%(1) 0%(0) 

30代 50%(4) 50%(4) 

40代 38%(15) 62%(24) 

50代 27%(7) 73%(19) 

60代 27%(3) 73%(8) 

総計 35%(30) 65%(55) 

   

 

このままで良い 簡素化したほうが良い 

女性 24%(6) 76%(19) 

男性 40%(24) 60%(36) 

総計 35%(30) 65%(55) 

 

問 35．【問 34 で簡素化したほうが良いを選んだ方】具体的にどのようにしたら良いかお答えください。 

・少額の購入について検収を省く（廃止）。実物のない購入（電子書籍など）などについての検収を（全体

的に）簡素化 6 名  

・検収制度の撤廃 4 名 

・（経理システム入力後に、プリントアウトするなど不要）提出書類などを減らして欲しい（PC 化） 4 名 

・必要な書類が多すぎ  

・手続きが煩雑、多くの時間が費やされる  

・出張手続き簡素化  

・立て替えでの購入をより簡素化してほしい  

・コーポレートカードを導入し、通常購入できる商品については、コーポレートカードを用いた調達をおこ

なうことのできるようにする  

・ルールを大幅に削減する（ルールが多すぎて研究費が使いにくい；この状況で外部資金の獲得などとても

やろうと思えない） 

・単価が 1 万円以下の物品は写真の提出を以て現物の検収に代える  

・領収書は 1 円から必要とされ、出張伺い（報告書）は細かいことを書くことを要求され過ぎている。これ

ではまるで性悪説の対象にされているみたいだ  

・証拠を残すための形式的かつ非現実的な手続きが多すぎ。労力と資源の膨大な無駄  

・ハンコを不要にして欲しい  

・1 人で宿泊した証明書はさすがに行き過ぎだと思う  

・給与に含めて欲しい  
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・申請書がどのように活かされているかが不明、形骸化している  

・研修センターに行くのが面倒である、書類を作成するのが面倒である、相模原と青山キャンパスが統一し

ていない  

・旅費の上限額などの制約を撤廃して欲しい  

・証憑書類を減らす。鉄道・バス等の運賃は証憑書類不要とし、宿泊費は規定額払いまたは領収書払いとし

て、人数等を先方に記入させるのをやめるべき。これは 3月に文科省から発給された文書にも明確に書か

れていることである  

・研究経費の処理が研究推進部と合同研の２箇所に別れている．合同研の処理も最終的には研究推進部が行

うため，窓口をどちらかに統一してほしい  

・手続きをワンストップにしてほしい  

・研究推進部に行くのが面倒  

・図書等をいちいち検収しなければならない手続は非常に負担  

・検収センターを増やす  

・物を持っていかなければならないのが面倒  

・検収制度の最低金額を 5 万円以上程度にあげる  

・研究費の使途について教員個人が責任をとるのは当たり前だから提出あるいは添付する書類を最小限に。

不正があった場合は，行なった当事者に（不正に応じた）罰を科せばよい  

 

≪その他≫ 

・設問の内容が、要求事項からはずれているということはないか。教員と部署とのことではないか。ここで

設問にあげるべきかどうか個人的に疑問  

 

◎有期労働契約の教員について                       

問 36．現在各学部・大学院等で任期付教員である特任教員、海外派遣教員、助教、助手が授業や業務を担

当しています。任期付き教員についてご意見をお聞かせください。  

・任期更新・正規雇用を検討すべき  

・助教、助手の待遇（給与など）をもう少し上げた方が未来のために良い  

・ある程度雇用するのは仕方がないが、できるだけテニュアトラックに乗せるほうがいいのではないか。数

合わせに雇うのはいかがなものか  

・大変助かっている  

・助教は授業無しとして、研究に専念させるのが望ましい  

・できれば任期付きではないかたちでの雇用が望ましい。同じ職場にいるのに期限が決まっている同僚がい

ると、立場が違いすぎて同じ目標が共有しづらい  

・安心して勤務してもらうためには，任期なしが望ましい。特に若い助教，助手の場合，任期付きであるな

ら次の就職の負担にならないように業務を配慮する必要がある  

・任期付き教員のストレスや負担は通常の教職員には想像がつかないくらい大きいため手当てを厚くする必

要がある  

・学部によって事情が異なると思うが、助手・助教は任期なしの職を獲得するまでの準備期間として有効に

機能している  

・条件を事前に提示してのことなので差し支えないが拡大すると大学の質に影響を及ぼす恐れがある  

・増やすべきではない。きちんとした待遇で長く貢献できる人材育成は大学の質向上につながるはず  

・それによって人を採用しやすくなるのであれば、制度としてあってもよい  

・同じように業務を行っているのに、助教の方は任期付で身分が不安定なのを申し訳ない  

・使い捨てのような短期雇い止めはやめてほしい  

・助教や助手の扱いは各学部で異なると思うが、任期や更新についての事前説明はきちんとすべき  

・できるだけ任期なしポストを作ってほしい。任期つきの人生設計が不安定な状態で，愛校心を持って本学

の学生のための業務に励んでもらうのは難しい。学生は自分の指導教員が任期つきかなしかで選ぶわけで

はないので，そのあたりの対応にも悩む  

・授業数が多くて中々自分の研究に手が回らなく、そうすると業績も出せないので次のポジションを取る事

が困難。もう少し授業数を減らして研究に専念できるようにして欲しい  

・専任化が望ましい  

・有期契約の教員がいること自体は良いが、任期終了後に彼らが次の契約をどこかで結ぶためのスキルアッ

プに使える時間（例えば研究時間）を確保できるようなエフォート率を考慮すべき  
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・良いと思うが、人によりけり  

・契約書に記載の任期の更新回数が遵守されるかどうか心配  

・できる限り有期契約はなくす方向が望ましい  

・適正な理解を、大学執行部、担当部署、本部で共有すること  

・待遇改善・安定化を目指すべき  

・任期付き教員の雇用は必要最低限にすべき。特に特任教員多くは非常勤講師の身分で十分  

・有能な方が多く、任期なし採用ができるように道を開いてほしい  

・任期付き教員の採用は、時代の流れでしかたないという気がするが、採用人数を増やせればよい  

・もっと任期付教員を増やし、海外からの教員を増やし、専任教員の研究や教育を支援するように構成する

と良いと思う  

・任期付き教員が研究時間を確保できるように環境を整えるべき  

・中長期的な展望を考えると、任期がないほうが考えやすい  

・本学での在職期間が優秀な若手研究者にとってキャリアアップに繋がるような制度設計が望ましい  

・まだ定職についていない若手研究者にとって助教、助手の制度は良い制度だと思う  

 

≪職員の方対象≫                                 

◎人事考課制度について                             

問 37 ．人事考課制度は必要だと思いますか。 

 

制度修正の必要あり 必要 不要 

職員    

20代 43%(3) 14%(1) 43%(3) 

30代 57%(12) 10%(2) 33%(7) 

40代 25%(6) 8%(2) 67%(16) 

50代 45%(10) 0%(0) 55%(12) 

60代 63%(5) 0%(0) 38%(3) 

総計 44%(36) 6%(5) 50%(41) 

    

 

制度修正の必要あり 必要 不要 

職員    

女性 31%(14) 4%(2) 64%(29) 

男性 59%(22) 8%(3) 32%(12) 

総計 44%(36) 6%(5) 50%(41) 

 

問 38．【問 37 で必要及び不要と答えた方】理由をお答えください。 

≪必要≫ 

・労働に対しての何らかの評価（考課）はある程度必要  

・目標を共有出来たり、面倒でも面接形式でコミュニケーションを取る場が用意されると思うので  

・仕事をしない教職員がいるため  

・給与を査定する基準という意味で  

・最終的に給与へ反映する必要はないが、１年間の仕事の振り返りをすることは良いことだと思う。ま

た、そのことを他人と話し合うことが重要と思う  

・目標管理は業務遂行において大きな動機付けになるため  

 

≪不要≫ 

・（目標共有は大事だが）人事考課の目標設定のために業務を作り出している職員（部署）（残業している）

が多い。人事考課制度とは本来そういうものではないはず。はき違えた導入ならいらない 5 名 

・形骸化している。また、目標以外にもたくさんの業務を行っているがそちらは反映されないのはおかしい  

・時間ばかり取られる  

・成果を表現しにくい管理部門などでは、評価結果も不透明で、また所属長の個人的な判断に評価を委ねる

ことになるのは納得しがたい  

・人事考課は原発同様、見かけ上は利益が得られるが、実際の弊害は利益を遥かに上回り、コスト増の上に、

教育・研究の質を大きく押し下げる  
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・学校職員の業務に合わない  

・正規無期の職員がどんどん減らされている中、業務の妨げにしかならない。人件費が増えているとしか思

えない  

・作文の出来不出来により、考課が決まるような制度  

・休職者は 100％評価なのに何十時間もかけても目標に達成しないとマイナスになる。日々の業務の中でク

リアしやすい課題と目標はすでに着々とこなしているのに、制度ありきで意味がみいだせない  

・人事考課を行っても、業務の効率は上がっていない。超過勤務縮減は人事考課の組織目標にならないと思

う  

・評価者自身が人事考課をどういうものとするか明確にしないと意味が見えない  

・部署によって目標設定のレベルに差がありすぎて公平な評価制度とは言えない  

・心理的負担が大きい  

・教育のアウトプットや成果は定量評価することが困難である  

・負担でしかなく、極めて非効率で不要な制度である。ただし上司との面談の機会がある点については良い  

・考課者の裁量によってブレが大きい。人事考課にかかる時間、労力が無駄。実態を反映するのではなく、

人事考課のためにつじつま合わせで目標を立てたり自己評価をしている。人事考課制度導入前と後で何が

変わったのか。一度始めたことをやめられずに仕方なくやっているのではないか。人事考課に必要を感じ

ている人は少なくとも自身の周りにいない。みんな不満しか口にしていない  

・当初の目的と外れた  

・意味をなしていない  

・負担と効果の不釣り合い  

・適正に評価できる上司が少ない  

・成果物にこだわっても、業務上形にならないような、たとえば「業務が効率化された」と感じる部分など

については数値では測れず、意味がない  

・目的そのものがあいまい  

・この制度で誰がどの程度仕事をできるのか把握するのが困難  

・適当に決めて評価が甘い部署（の職員）ほど高評価となり、まじめにやろうとすればするほど自分の首を

絞め、超過勤務が増える制度  

・下から上へが無く一方的  

・民間と異なり、数字やノルマのある業界ではないから  

・顔の見える程度の職場規模だから下手に形式的な考課をしない方が良い  

・評価が形にならない  

・通常業務の中に取り込めない業務内容の部署もあるように思う  

・その時間を担当部署の業務に充てたい  

・人材育成につながっていると思えない。士気高揚より経費削減の方を強く感じる  

・企業的考えに基づくものであり、教育機関である本学にそぐわない。各部または全学にてより良いものを

目指す仕組みなら大いに結構であるが個人の成績は全く不要  

・人事考課そのものはあってもよいと思うが、目標設定はあまり効果がなく業務量を増やしているだけ 

・評価基準があまり明確でないため。強く主張する人がよしとされる  

・個人が目標設定したところで、本当に変えなければならない組織の在り方などが変わらないと、個人の頑

張りが活きず、ただの自己満足となるため  

・課内の意思疎通は人事考課の面接でなくても十分可能  

 

≪修正の必要あり≫ 

・ベンチマークのようなものがないと評価が恣意的になる。またルーティンワークへの習熟を目標とできる

ようにしてほしい  

・何かしらの制度は必要だが現在の制度が良いとは思わない  

・2 次効果者の考課について、信頼性は薄いと思い。業務の目標を立てることは必要だが評点をつけること

の意味がどれほどあるのか。目標達成のために残業している例も見受けられる。  

・考課結果や昇給の結果を見ていると、必ずしも現場の評価が反映されていない  

・目標設定が職場環境によってブレがあるため  

・適正に昇進や移動に反映されていない  
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問 39．【問 37 で制度修正の必要ありと答えた方】どのように修正したら良いかお答え下さい。 

・考課者の教育が優先 例）ケーススタディを用いた考課者研修等で考課者の評価基準の標準化  

・一般職員にも考課結果を給与（賞与）に反映すべき  

・目標設定が仕事になっている。双方向考課もいれるべき。部下から上長への評価  

・目標設定自体は良いことだが、評価が人事に反映されているのか疑問  

・部署によって考課結果が不公正・不均等のため、昇級・昇進・給与などの待遇に影響させるべきではない  

・人事部に数字のとらえ方を根本的に勉強しなおしてもらって、EQ の向上を！  

・ルーティンワークをもっと評価してほしい  

・業務改善よりも、業務目標が優先されてしまう  

・明確な根拠に基づく場合の異議申し立ての制度導入  

・制度の効力が弱すぎて意味をなしておらず形骸化している。実施するのであれば、賞与の査定として利用

するなど  

・業務性質ごとに目標設定基準を作る  

・超過勤務しても目標達成した方が良い仕組みになっている  

・希望者のみ実施に変更  

・従業員を評価する必要はあるが、透明性と説明責任を果たす形をとる必要がある。例えば、考課結果の一

定期間後の公表、および効果をする側の適性審査  

・チーム制の場合に人事課から「個人の役割を分けろ」と要求されるが、個人ごとに切り分けられる内容で

ないからこそチーム制にしているのであり、人事課の疑う「誰かがサボって他の人が損をする」「みんな

で同じ目標を書くのは楽をしている」という発想は的外れである。そもそも、仕事はチームで行うことの

方が多いのであり、個人プレイを推奨するのは無意味  

・目標設定は各セクション単位くらいで良い  

・異動から 1 年間はルーティンワークの習熟を目標として設定してもよい   

・部署間の本気度に差がある。数値目標のたてやすい部門が大幅達成し、とってやろうというがめつさのあ

る所属長が得をする不公平な制度  

・移動が頻繁だと企画や展望が望めない  

・達成目標の進捗状況確認等がもう少し短期間に設定されていたほうがよい  

・インセンティブを与える結果の反映  

・有期職員の場合は、無期職員転換の道を与える制度の設置  

・上司と会話する良い機会だが、給与に反映されないため形式的  

・形式的な基準に照らし合わせるのではなく、面談等で十分話を聞く機会として充実させるべき  

・考課結果の反映方法の変更。例）プラス評価の場合のみ、表彰+賞金等を行い、マイナス評価の場合は所

得への反映はすべきではない  

・学校法人の業務遂行・改善を後押ししているとは感じる。なかった場合に現在と同等のスピード感をもっ

て物事が動いていくのかがかなり疑問なため、ないよりはあったほうが良い。一方、人事給与面を含んだ

学校運営を円滑にしていくための手段であるはずが、人事考課のための目標設定になったりする人もいる

ため、再度認識を落とし込む必要がある  

・年に一度の設定・評価ではなく、例えば半期あるいは 4 半期ごとに行ってもよいのではないか。（内容に

より柔軟性を持たせ）少人数の部署などは人事異動の影響が大きく、目標設定をした際の業務環境と目標

達成活動期間の業務環境が大きく異なり、達成のための前提条件が大きく揺らぐため  

・数字で評価できない部署もあるから  

・評価の反映  

・フィードバックを文書で明示すべき（長期的に自分の業務を振り返り、客観的に自己評価できるよう）現

状では被考課者の成長について、長期的な視野が欠けている  

・多岐に渡る業務内容、部署の職員の評価をどうやって公平にするか、昇格するタイミングも不明瞭。考課

の作業自体に時間がかかり、この目標を達成するために残業するなど、本末転倒。目標設定等一連の流れ

をとりやめてほしい  

・360 度評価を入れて、サービスを受ける組織内顧客である教員の評価も入れる  

◎人事制度全般について                            

問 40．意見・要望があればお答えください。例）メンター・メンティー制、選択定年制、自己申告制、Ｏ

ＪＴなど 

・自己申告を直属の上司に提出するのでは、大半の職員は上司との関係を慮ってしまい、自己申告制を導入

している意味がない  
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・自己申告制度は申告内容と真逆の配置があるので活用されているか疑問。（例：子どもの送り迎えのため、

〇〇キャンパスでないと対応できない、といった申告をしているにも関わらず××キャンパスに異動させ

られた。時短を取っているのに、シフトがある部署に異動させられ異動後の部署での理解が得られない等  

・自己申告は現場の課長には言いにくいこともあるので部長級(2 級以上)の方にやってほしい  

・イージーな研修を排除し、文書処理の基本から学び直し、PDCA の C と A から P に螺旋状にもどること

ができるシステムを作らなければならない  

・課長部長が批判を恐れすぎる。いままでの執行者の失敗をしっかりと認める勇気を持つこと  

・海外拠点を構築し毎年若手を送り出すことができるようにならなくては！  

・自己申告制の反映状況の公表  

・新人研修が多すぎる  

・永年勤続者への配慮が足りない（手当・一定の休暇制度など）  

・恩給の縮小、廃止  

・有期事務職員の評価制度は、必要ない  

・自己申告制度は直属の上司に申告するのではなく、公平に判断できる人、申告を受ける立場にある人に申

告する制度にしてほしい  

・育児等を理由に時短制度を利用している職員に対して、時短の分、給与がひかれているにもかかわらず、

時短制度対象外の職員が不満をもらす場面に遭遇する。不満をもらすのは自らがその対象ではないことも

原因ではないかと思われるため、育児等の理由がなくても、自らが望めば、給与はその分マイナスになる

が時短勤務ができるという短時間正社員制度のようなものがあれば良いのではないか。または、無期専任

職員の中でも、総合職と一般職のような、２つのキャリアパスを設け（業務内容に合わせ、給与体系も差

別化を図る）、職員自らが選択するような制度があっても良い  

・セカンダリー教員にも選択定年を設けるべき。特に体育科は 65 歳で指導をすることは体力的に難しい場

合もある  

・職員に一般企業のように総合職、一般職のように業務の質、量を選択できるようにしてほしい。給与が少

なくなっても質、量の負担が少ない働き方をしたい。土曜出勤も給与を減らし、基本的に出勤しない制度

を作ってほしい。部署によっては土曜に業務がなく、いるだけという場合もあるはず。無駄な土曜出勤を

減らし、給与を減らせば人件費の削減もできる  

・メンター・メンティーは一方的に与えられるものでなく、相談できる人を自分で探すことも社会人として

重要ではないかと思う  

・役職定年は賃金変更なく、役職だけをとられるということが疑問  

・OJT があるので、メンター・メンティー制は無くてもよい  

・選択定年制については、是非今後も継続をしてほしい  

・役職定年の年齢を下げる。総局長にも役職定年を適用するなど柔軟な人事計画、人事制度の設計  

・研修の絞り込み、制度再検討（乱発傾向の改善）  

・人事異動は、本来、組織のダメージを最小限に抑え、組織を強くするためにあるものだと考えるが、本学

の場合、人事異動を行うたびに、組織が弱体化していく。結局、キャリア形成のさせ方等が明確になって

いないことと、部課長の選び方に問題があるためだと思われる。人事部は、もっと現場をまわって、誰が

どういう仕事をしているのか、どういう能力をもっているのか？把握をする必要がある  

・新卒や若年層の採用ばかりするのではなく、広報やマーケティング戦略、国際交流、人事などの経験を持

った既卒者をもっと採用してほしい。それぞれの分野に精通した人材があまりにも少なすぎる  

・民間企業での研修  

・OJT はべったり一緒の担当業務でない職員がした方がよいように思う。相性が悪いとお互いに最悪の結果

となる  

・就職して 10～15 年くらいの間に、いろいろな職種での業務を体験させることが必要だと思う（経理業務、

教務業務、学生対応、学外者対応など）  

・人事異動の理由が不透明  

・自己申告制度に関して、自分の職場では正しく実施されているが、他の職場では上司への遠慮などで、正

直に出せない例もある。提出方法等の改善が必要  

・学外での体験（外部機関への出向数増大、大学院等への進学支援）の増加を希望  

・上意下達を円滑にするため、役職を多少増やしてほしい。役職なしから主任になるまで約 15 年前後、次

の役職である課長になるまでにやはり 10 年程度。職位こそ上がっていくが、肩書がない以上極言すれば 1

年目の職員も 10 年目の職員も同じポジションともいえる。例えば、5 級主任、4 級主査などとし、早めに

肩書を得られるようにしてほしい。冒頭の組織編成上の効果はもとより、若年職員の責任感の醸成などに
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もつながると思われる  

・OJT…教育係が決まっているという面では新人にとっては良いが、教育するのは OJT 担当だけではなく

部署全体で行うべきである。OJT がやるべきだという理由でミスを指摘されずそのままにされる、業務を

教えない等、本人にとっても OJT 担当者にとっても良くない環境が生まれているように思う  

・次の担当への引き継ぎ時間を十分考慮がなされないと、学院としてそれぞれの担当者知識、経験値が薄く

なる。より専門業者による高度な対応、効率化は理解できるが、すべて外注すればいいわけではない。い

づれ本学のなんたるかを知る者、意識を継承している者が全くいなくなりそうな気がする  

・メンター・メンティー制度と OJT 制度について、その制度があってよかったのか疑問。具体的な効果が

どの程度あったのかを人事部は明示すべき 

・OJT･･･各部署の業務内容については各部署で当然行うべきものなので、担当者等選出すること自体が無

駄。どの部署にいても知っておくべき事に関しては、初めの研修で行うべきで、OJT 担当者に押しつける

内容ではない  

・メンター制度も、業務以外の悩みについてを話す事は実質ほぼないのでこの制度で何がしたいのか  

・自己申告制度は現在のような運用形態であれば不要  

 

◎職場環境について                               

問 41．残業時間を正しく申請していますか。 

 

ほとんど申請していない 実際より少なく申請している 正しく申請している 

職員    

20代 0%(0) 29%(2) 71%(5) 

30代 5%(1) 14%(3) 82%(18) 

40代 0%(0) 12%(3) 88%(22) 

50代 0%(0) 25%(6) 75%(18) 

60代 13%(1) 25%(2) 63%(5) 

総計 2%(2) 19%(16) 79%(68) 

 

ほとんど申請していない 実際より少なく申請している 正しく申請している 

職員    

女性 4%(2) 23%(11) 73%(35) 

男性 0%(0) 13%(5) 87%(33) 

総計 2%(2) 19%(16) 79%(68) 

 

問 42．【問 41 で正しく申請している以外を選択した方】申請していない残業時間は月どれくらいですか。 

平均 10.7 時間 中央値 10 時間 （注）申請していない人の中での集計 

 

問 43．有給休暇を希望通り取得できていますか。  

 

時々取れない 取れる 全く取れない 

職員    

20代 43%(3) 57%(4) 0%(0) 

30代 23%(5) 73%(16) 5%(1) 

40代 32%(8) 64%(16) 4%(1) 

50代 25%(6) 67%(16) 8%(2) 

60代 38%(3) 38%(3) 25%(2) 

総計 29%(25) 64%(55) 7%(6) 

    

 

時々取れない 取れる 全く取れない 

職員    

女性 35%(17) 58%(28) 6%(3) 

男性 21%(8) 71%(27) 8%(3) 

総計 29%(25) 64%(55) 7%(6) 
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問 44．【問 43 で取れる以外を選択した方】希望通り取得できない理由をお答えください。 

・少人数部署（シフト勤務等） 11 名 

・仕事・会議の都合、多忙 5 名 

・（通常業務遂行にも人手不足）休むと職場に迷惑がかかる  

・専任職員が自由に取得するため  

・有給休暇を取得することが罪悪という悪しき習慣が残っている部署のため  

・配慮すべき人を優先するとなかなか取得できない。突発的な業務対応がある  

・有給休暇があるのかわからない  

・人事異動が頻繁で習得中のため  

・主任があまり取得しないため、なんとなく取得しづらい雰囲気  

・担当者間のメンバー構成に伴う（時短適用者、経験の浅い職員がいるなど）  

・年間行事・定例会議を優先するため  

・月平均 2 日取得する心がけがないまま 30 年以上働いてきて、業務に追われて計画的に休む心の余裕がな

いため  

・夏冬休みがある  

・外部業者等のとの調整もあり、こちらの思うようには行かないケースがある  

・会議、打ち合わせ、行事、窓口対応が多いため、時期によっては取れない  

・業務担当者が少ない  

 

◎有期労働契約の職員について                       

 問 45．有期・無期専任職員の業務の違いはありますか。  

 

ある 無い 

職員   

20代 29%(2) 71%(5) 

30代 39%(7) 61%(11) 

40代 58%(11) 42%(8) 

50代 42%(8) 58%(11) 

60代 50%(3) 50%(3) 

総計 45%(31) 55%(38) 

   

 

ある 無い 

職員   

女性 50%(20) 50%(20) 

男性 38%(11) 62%(18) 

総計 45%(31) 55%(38) 

 

問 46．【問 45 であるを選択した方】どのような違いがあるかお答えください。 

・（日々のルーチン業務的なものが多くなり）中長期的課題・継続的業務を任せられない 5 名 

・責任範囲（業務改善やスケジュール管理等には携わらない。定型業務の補佐を行う）及び業務内容・レベ

ル 5 名 

・難しい・負担の多い仕事・業務責任・意思決定は無期が負う  

・最長で 3 年しか所属されないため、無期専任職員と同様の責任を担う業務（負荷の大きな業務）は、お任

せできないし、すべきではない（パートタイムの延長と考えるのが妥当）  

・最終年は年度をまたぐ業務はあてにくい。「つなぎ」のポジションはいいが、業務改善を期待するにはど

うしても経験が浅い、引き継ぎがなくても支障が出ない業務をお願いしている  

・ローテーションで回るような雑務を有期には回さない。各種委員など  

・より定型的な業務に就くべきなのに、違いがない方が問題  

・委員会参加、学内連絡、判断や計画の責任  

・無期専任職員は判断及び責任の伴う業務を行うべき  

・期待されている指導内容  

・その業務のトップになるのは、経験年数が少なくても無期専任職員となる  



   25 

 

・有期職員には専門性の高い業務はそれほど割り当てていない。一方で無期専任というだけで実務を怠り、

有期職員に任せようとする姿勢も見られる  

・違いはあまりないが、コンビナー業務などはあてられない  

・長期的に担当しないと習得できない知識・経験がものをいう業務は有機職員にはなかなかメインでは任せ

られない  

・3 年の縛りがある  

・仕事に精通するためには勉強する時間が必要だが、3 年で辞めなければならない人に求めることができな

い  

・部署によって働かせ方が違う。すごく負荷をかけているところもあれば、派遣職員のような扱いの部署も

あるようで、どう働かせるべきなのか統一されていない  

 

 

問 47．現在様々な部署で有期・無期職員、パートタイム職員、派遣職員の雇用形態が異なる職員が混在し

ています。この状況についてご意見をお聞かせください。 

・有期・派遣職員の方たちの中で、優秀な人については無期職員として契約してほしい。身分変更の機会を

もっと設けて欲しい（士気もあがる）。優秀な人が契約切れで離れていくのは現場では本当に厳しい、人

材育成としてみても非効率的 8 名 

・有期職員は 3 年が上限のため、3 年が過ぎるとまた 1 から仕事を教えないといけない。部署によっては、

有期職員の仕事を無期職員が理解していないため、有期がやめると業務に滞りがあると聞いた。業務の違

いを無くさないとレベルが低下する、文化が継承されない 5 名 

・無期以外の職員が増えすぎていることも、無期職員の負担が増える原因と学院全体の業務の質の低下を招

いている（総局長から職員のミスが増えているとの話があったが、無期を減らし有期を増やしている結果

ではないか？(1)） 4 名 

・待遇や給与で差があるが、実際に行っている業務は変わらない。待遇で差をつける意味、目的、必要性が

分からない。専任職員の方の中には、平気で「有期のくせに」など身分に言及してくる人もいる（複雑な

職員カーストがある）（職員の意識改革が必要）  

・仕方がないと思う  

・労働の形態については選択の自由があるため、異なる雇用形態の混在も許容されるものである。しかしな

がら、同一労働同一賃金の原則を鑑みると、無期職員がやるべき業務を有期職員等にさせることは、許さ

れない  

・（業務の振り分けが複雑など）大変やり辛い、簡素化してほしい  

・個々仕事に対するスタンスはことなるので現状で特に問題はない  

・同じように仕事をしているのに雇用が違うことは、望ましい状況ではない・不条理  

・専任職員の人数が不足しているのを、パートタイム職員や派遣社員では補えない  

・昔と比べ頻繁な出入りが有り、有期・無期を含め、新人に対する指導などに注力する時間（余力）があま

り無いようだ  

・雇用形態の多様化は世の趨勢と考えるが、もっと有効・効果的な体制が必要  

・部署ごとに何をやらせるかが明確になっていないため、各部署において業務の洗い出しをする必要がある

（特に、無期職員に見られる、人依存の業務遂行について） 

・年々パート職員の負担が増えている  

・責任の所在がわかりにくい  

・秘書の任期が 5 年というのが短すぎる。仕事に慣れてきたところでやめてしまうというパターンが続いて

おり、とても不便  

・今後雇用形態はさらに多様化していくと考えられるため、属人的な業務を減らす必要がある  

・うまく回せる部分もあるが、正規無期職員の負担が増えていることも事実  

・教育研究費率を向上させるための現状の仕組みがそうなっているので、もっと上を叩かないと仕方がない  

・形態に応じた業務が割り振られているのであれば問題ない  

・長くても３年の有期職員に長期的業務や研修を要する（育てる）業務を任せるのはどうかと思うケースも

ある。が、人員不足のため任せざるを得ない時が多い  

・有期・嘱託が交代する都度、無期職員 1 名に年休取得分の穴埋め・新人教育とサポート等多大な負担がか

かる  

・有期職員制度は専任職員の高額な給与を維持するためのような気がしている。無期職員は各種手当や、休

業面で配慮されていることが多く、申し訳ない。もっと無期専任は給与に見合った仕事をすべき  



   26 

 

・法律上、仕方がない部分もあるが、雇用形態が違うことでお互いに気を遣う  

・有期職員は、派遣職員と違い無期職員と同じ業務をやってもらえるけれど、3 年で辞めざるを得ないので

より深く教える時間が無駄になってしまい、とてもやりづらい  

・学部やセンターなど時の執行部によってさまざまな業務が増える一方である。さまざまな身分が混在して

いる。無期職員が 500 人いる前提のまま応援依頼が来る状況は改善されたい。たとえば、入学・卒業式典

は学生ボランティアを動員してほしい。アウトソーシングを真剣に検討してほしい。大学も本部も企画部

門が拡大しているが本当に必要なのか。大学執行部も法人執行部も急に何かを変えるのではなく、過去の

経緯も含めてよく状況を確認してから発言し、行動してほしい  

・有期職員は難しいと感じる  

・様々な形態で働けているのは良いが、青山学院をきちんと考えられる人材を得るには無期職員が一番大切  

・もっと専任職員の仕事を見直し、効率よくすべき  

・人件費の補助金収入にもかかることも理解はできるが、有期専任職員の位置づけが一番中途半端  

・昨年度末が初めて満期を迎えた有期職員が退職することとなったが、業務の引き継ぎや人員確保など、う

まくいっていなかったように感じた。少ない人員での業務遂行が散見され、繁忙期でも残業する人がかな

り限られていたように感じた  

・徐々に無期の数が減少し、無期の負担が増加しているように思う。より一層業務の差別化が必要  

・期限付きの職員の身分を整理すべき。有期職員の採用を最優先とし、整理するのが妥当と考える。雇用関

係の整理にもつながる印象  

・専任を含め、業務に対して無責任になる。人間関係も悪く、任せる仕事もそれぞれ違うため業務効率が非

常に悪い。長い目で見ると、人件費の節約にもならない。職員同士でよく話題にする  

・パート、派遣職員は座っている席によって仕事を頼みづらかったり使いこなせていない  

・外部からみても多様な雇用形態であることがわからない  

・当部署には有期・無期・派遣のみが在籍し、業務の線引きはできているので問題は無いが、パートタイム

が入るとまた状況は異なるかもしれない。なぜこのような状態になる必要があるのか？  

・パート、派遣、嘱託等を有期職員に移行して簡素化すべき  

・雇用期間に左右されない業務委託の形式を原則としたほうが、合理的  

・有期職員任期 3 年は業務の担当、継続性から短い  

・有期では、仕事をせっかく覚えても退職しなくてはいけないので、できれば無期が望ましい  

・資質がバラバラだし業務の継続性が維持できていない。海千山千でコントロールできない派遣もいれば、

有能なのに３年で辞めざるを得ない有期もいる。もはや無法地帯  

・業務の引き継ぎがうまくいかない  

・出向した無期職員の代替として、無期職員が配置されない理由が知りたい  
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