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学校法人青山学院就業規則新旧対照表 

現行 改正 

 

本則 

 

本則 

第2章 人事 第 2章 人事 

(解雇) 

第13条 職員が次の各号に該当するときは、所定の手続きを経て解雇す

ることができる。ただし 30日前に予告しなかったときは、平均給与の

少なくとも 30日分を支払うものとする。 

(解雇) 

第 13条 職員が次の各号に規定するいずれかの事由に該当するときは、

所定の手続を経て解雇することができる。この場合において、解雇の 3

0日前に予告しなかったときは、平均賃金の少なくとも 30日分を支払

うものとする。 

(1) 第9条第1項第1号及び第 5号により休職を命ぜられたものが期

間満了したとき 

(1) 第9条第1項第 1号及び第 5号の規定により休職を命ぜられた職

員が、その休職期間の経過後、退職しないとき。 

(新設) (2) 第9条第1項第 5号の規定により休職を命ぜられた職員が、その

休職期間の経過後、復職しないとき。 

(2) 心身障害により勤務に堪えないと認めたとき。 (3) 心身障害により勤務に堪えないと認めたとき。 

(3) 勤務成績、能率著しく不良と認められ、配置転換の見込みのない

とき。 

(4) 勤務成績、勤務態度又は勤務状況が著しく不良と認められ、配置

転換によってもなお改善する見込みのないとき。 

(新設) (5) その他前各号に規定する事由に準ずる事由があるとき。 

2 懲戒による解雇については、前項の規定にかかわらず、第47条第1項

第6号の諭旨解雇又は第7号の懲戒解雇の規定を適用する。 

2 懲戒による解雇については、前項の規定にかかわらず、第47条第1項

第 7号の諭旨解雇又は第8号の懲戒解雇の規定を適用する。 

第4章 給与 第 4章 給与 

(退職金) 

第40条 (略) 

(退職金) 

第 40条 (略) 

2 専任者が兼任者となる場合は、退職と見なし、退職金を支給する。 (削る) 

3 退職金の支給については、別に定める青山学院退職金規則による。 2 退職金の支給については、別に定める学校法人青山学院退職金規則に



 

2 

 

よる。 

(懲戒処分者の退職金) 

第41条 (新設) 

(懲戒処分者の退職金) 

第 41条 懲戒処分により諭旨退職、諭旨解雇又は懲戒解雇された者につ

いては、諭旨退職の場合にあっては退職金の全部を支給し、諭旨解雇の

場合にあっては退職金の一部を支給し、懲戒解雇の場合にあっては退職

金の全部を支給しない。 

(新設) 2 前項の規定にかかわらず、懲戒解雇された場合であっても、理事会の

議決を経て、退職金の一部を支給することができる。 

(新設) 3 退職金の支給については、別に定める学校法人青山学院退職金規則に

よる。 

1 懲戒処分による解雇の場合の退職金の支給は、理事会の特別の決定を

要する。 

(削る) 

第5章 表彰・懲戒 第 5章 表彰・懲戒 

(懲戒の事由) 

第46条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、懲

戒に処する。 

(懲戒の事由) 

第 46条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、懲

戒に処する。 

(1)～(11) (略) (1)～(11) (略) 

(12) 本法人のコンピュータシステム若しくはデータを故意に破壊し、

又はコンピュータ若しくは周辺機器を業務以外の目的で使用したと

き。 

(12) 本法人のコンピュータシステム若しくはデータを故意又は重大な

過失により破壊し、又はコンピュータ若しくは周辺機器を業務以外の

目的で使用したとき。 

(13)・(14) (略) (13)・(14) (略) 

(新設) (15) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋そ

の他の反社会的勢力と不適切な関係を持ち、本法人の名誉信用を傷つ

けたとき。 

(15) (略) (16) (略) 
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(16) (略) (17) (略) 

(就業停止) 

第46条の 2 前条に規定する事由に該当した者に対しては、懲戒処分が

決定する前に就業の停止を命ずることができる。 

(就業停止) 

第 46条の2 理事長は、前条各号に規定する事由に該当する疑いがある

者に対しては、懲戒処分が決定する前に就業の停止を命ずることができ

る。 

2 (略) 2 (略) 

(懲戒の種類) 

第47条 懲戒の種類は、以下の各号のとおりとする。 

(懲戒の種類) 

第 47条 懲戒の種類は、以下の各号のとおりとする。 

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(6) 諭旨解雇 

退職願の提出を勧告し、自己退職の形式によって解雇する。ただ

し、勧告に従わない場合は、次号に規定する懲戒解雇を行う。 

(6) 諭旨退職 

退職願の提出を勧告し、自己退職を求める。ただし、勧告に従わな

い場合は、次号に規定する諭旨解雇を行う。 

(新設) (7) 諭旨解雇 

本人に対して説諭の後、平均賃金の 30日分の解雇予告手当を支給

し、若しくは行政官庁の認定を受け、即日解雇し、又は 30日前に本

人に予告して解雇する。 

(7) 懲戒解雇 

1カ月分の賃金を与えて、又は行政官庁の認定を受けて、即日解雇

する。若しくは、30日前に予告して解雇する。 

(8) 懲戒解雇 

平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給し、若しくは行政官庁の

認定を受け、即日解雇し、又は 30日前に本人に予告して解雇する。 

2 (略) 2 (略) 

(新設) (懲戒の手続の事前調査) 

第 48条 設置学校の長又は総局長(教育職員にあっては当該教育職員が所

属する設置学校の長、専任事務職員(総合職)又は現業職員にあっては総

局長とする。以下同じ。)は、職員が懲戒事由に該当する疑いがあると

判断したときには、事前調査を実施し、その結果に基づき、懲戒調査委

員会を設置する必要があると認める場合は、当該結果を事前調査報告書
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として、懲戒調査委員会設置要請書に添えて理事長に提出するものとす

る。 

 2 前項の規定にかかわらず、理事長は、職員が懲戒事由に該当する疑い

があると判断したときには、設置学校の長又は総局長に対して事前調査

の実施を命じ、その結果を事前調査報告書として、懲戒調査委員会設置

要請書に添えて提出させることができる。ただし、理事長が、特段の事

情があり、当該設置学校の長又は総局長に対して事前調査の実施を命じ

ることが適当でないと認めるときは、理事長が指名する者にこれをさせ

ることができる。 

 3 前2項の規定にかかわらず、職員が逮捕され、又は起訴された場合に

おいて、犯罪事実を否認していないときは、事前調査を実施しないこと

ができる。 

 4 事前調査については、別に定める。 

第48条 削除 (削る) 

(懲戒の手続き) 

第49条 第46条に規定する事由が発生し、懲戒に処することが適当と理

事長が判断したときは、次の手続きに基づいて行うものとする。 

(懲戒の手続き) 

第 49条 理事長は、懲戒調査委員会設置要請書を受領した場合に、職員

が懲戒事由に該当する疑いがあると判断したときは、次に規定する手続

に基づいて行うものとする。 

(1) 理事長は、懲戒調査委員会を設置し、処分について諮問する。 (1) 理事長は、懲戒調査委員会を設置し、懲戒事由の有無、処分等に

ついて諮問する。 

(2) 懲戒調査委員会は、調査検討の上、理事長に処分原案を答申す

る。 

(2) 懲戒調査委員会は、調査検討の上、理事長に調査の結果及び処分

原案(以下「答申書」という。)を提出する。 

(3) 理事長は、前号に規定する答申に基づいて処分を決定し、文書を

もって本人に通知する。その際、本人に理由を明示しなければならな

い。 

(3) 理事長は、答申書に基づいて処分を決定し、文書をもって本人に

通知する。この場合において、本人に懲戒事由を明示しなければなら

ない。 

(4) 通知された処分に異議がある者は、懲戒処分の通知を受けた日か (4) 通知された処分に異議がある者は、懲戒処分の通知を受けた日か
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ら 14日以内に文書をもって理事長に再審議を求めることができる。 ら14日以内に文書をもって理事長に再審議を請求することができ

る。 

(5) 前号に規定する再審議が請求されたときは、理事長は、再審議委

員会を設置し、再度第1号から第 3号までに規定する手続きを行うも

のとする。その場合、諭旨解雇及び懲戒解雇を除き、再審議が行われ

ている間は、決定された処分の執行を停止するものとする。 

(5) 前号に規定する再審議が請求されたときは、理事長は、再審議委

員会を設置し、再度第1号から第 3号までに規定する手続を行うもの

とする。その場合、諭旨解雇及び懲戒解雇を除き、再審議が行われて

いる間は、決定された処分の執行を停止するものとする。 

2 懲戒調査委員会については、別に定める。 2 再審議の請求、懲戒調査委員会及び再審議委員会については、別に定

める。 

3 (略) 3 (略) 

(新設) (懲戒処分の効力) 

第 49条の2 懲戒処分は、前条第 1項第3号の規定により本人に通知し

たときから効力を生ずる。ただし、受取拒否等により本人に文書を交付

することができない場合には、本人が届け出た住所に文書を郵送し、郵

便局が定めた留置期間満了をもって通知があったものとみなす。 

(管理監督者の監督責任) 

第49条の 2 (略) 

(管理監督者の監督責任) 

第 49条の3 (略) 

(損害賠償) 

第49条の 3 (略) 

(損害賠償) 

第 49条の4 (略) 

(懲戒の免除及び訓戒) 

第49条の 4 (新設) 

(懲戒の免除等) 

第 49条の5 理事長は、違反行為が軽微であり、又は改悛の情が明らか

に認められる等の特に情状酌量の余地があるときは、懲戒を免じ、又は

その処分内容を減軽することができる。この場合において、懲戒を免じ

るときには、理事長は、事由を示して訓戒するものとする。 

1 違反行為が軽微又は改悛の情が明らかに認められる等特に情状酌量の

余地があるときは、懲戒を免ずることができる。ただし、この場合に

は、理事長が事由を示して訓戒するものとする。 

(削る) 
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(新設) (名誉等回復) 

第 49条の6 理事長は、再審議の結果、懲戒処分の全部若しくは一部を

取り消し、又はその内容を変更する決定をしたときは、再審議を請求し

た者が、当該処分によって受けた不当な結果を是正するため、その者の

名誉、財産等その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 


