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    組 合 ニ ュ ー ス 
 

 

No.196        2017.12.19 

          青山学院大学教職員組合 

 

2017 年度・2018 年度三役 

退任・就任の挨拶 

－2017 年度三役退任挨拶－ 

｢退任の挨拶｣ 

2017 年度中央執行委員長 高松 朋史 

 

 大学教職員組合の中央執行委員長として 2 年間、皆様には大変お世話になりました。執行委員を経

験せずに委員長になったため、初めは戸惑うことも多かったのですが、何とか任期を終えることがで

きました。これも組合員の皆様にご支援・ご協力をいただけたからこそと思います。本当にありがと

うございました。特に一時金訴訟では訴訟対策委員会の方々のご尽力があり、和解に至ることができ

ました。感謝いたします。 

 一時金問題の裁判は終わりましたが、これからの賃金交渉に向けて、組合として準備をしていく必

要があります。青山ビジョンやそれに伴う建築計画は、どれも費用を伴います。一方的にビジョンを

作り、足りない費用は労働者から削り取るというのでは、労働者の不満が高まるだけです。青山学院

の将来に向けて、法人と対話を行い、労働者の立場からきちんと意見を出していくことが必要であり、

今後は一組合員として、協力していきたいと思います。 

 

 

「退任あいさつ」 

2017 年度副中央執行委員長 白井 邦彦 

 

1 年間なんとか副委員長職をつとめることができました。ありがとうございます。 

この間の一番の思い出は「一時金裁判が事実上勝訴という形で解決できたこと」です。労働裁判が

労働側にとっていかに不利になるケースが多いか、裁判という紛争が生じさせる諸問題、などいろい

ろ考えることが多かったのですが、時間がかかりながらも最終的にいい形で終わらせることができた

ことは、私の人生の中で数少ない喜びのひとつです。ただ最初の段階で阻止できなかったこと、裁判

が長引いてしまったことについてはお詫び申し上げます。 

 なぜ事実上の勝訴となったのか、それは多くの人たちが原告となり、組合も全面的にバックアップ

する、という形をとれたからです。これが一人二人、あるいは数人で組合抜きの状態でばらばらに訴

えたものであったなら、このような形にならなかった可能性もあります。 

 その意味で組合の組織が大きいこと、その組合が労働条件の維持改善に関して筋を通してきちんと

主張すること、多くの組合員が一緒に立ち上がること、は本当に大切だと改めて感じた次第です。 

 しかし６か月ベースは来年夏まで、来年冬以降は５．１か月という月数規定のもとでの交渉となり

ます。その際きちんと説明を受け、納得できないところがあれば法人にきちんと説明をもとめ主張し

ていく、という組合の態度は大変重要になってきます。 

 一時金以外でもその他いろいろ難しい問題が出てくると思います。 

 その際大きな組織となった組合が筋をとおしたきちんとした主張をする、各組合員もみんなでそれ

に参加する(参加の形態はさまざまだとは思いますが)、は今後ますます重要になっていくと思います。 

 その一歩として組合がもっともっと大きな組織になり組織率を上げていくようになってほしい、と

思っています。 
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 最後に一年間ありがとうございました。そして今後もみんな一緒に頑張っていきましょう。 

 

吉森副委員長は重任のため、後段にてまとめてご挨拶いただきます 

 

「退任あいさつ」 

    2017 年度書記長   長倉 嘉彦 
 

1 年間、皆様に温かく見守って頂きながら無事書記長を務めさせて頂きました。皆様に深くお礼を

申し上げます。また多々至らなかった部分がございましたこと改めて深く反省しております。 

在任中は、様々な案件に直面することとなりました。正直わからないことばかりで困惑しておりま

したが、自分なりにできることを少しでもできたらと思い務めさせていただきました。 

その活動の中で、定例の執行委員会や、法人や大学執行部との団体交渉、私大教連の方々との協議

に参加し、大学業界が抱えている様々な労働環境の問題に接する機会がありました。多様な意見があ

るなかで、自分なりに見えてきたものは、多くの方々が期待をもって教育現場に携わっていることで

した。だからこそ、組合はその期待を受け、環境をより向上させる一つの重要なステークフォルダー

であり、そうあり続けなければならないことも感じました。 

１８歳人口が減る中で教育現場はより一層難しい時期にあることは疑いもないと思います。ただ、

それだけを理由に教育現場の劣化を黙って見過ごすわけにはいかないと思います。組合活動はその中

で重要な要素であり、より活発であり続けることが大切だと思います。今後も一組合員として組合活

動を通し、職場環境の向上に携わっていければと思っております。短い期間ではありましたが、貴重

な経験をさせて頂きました。本当にありがとうございました。 

 

 

                                           

－2018 年度三役就任挨拶－ 

「着任挨拶」 

2018 年度中央執行委員長 LENZ, K. F. 

 

所  属：法務研究科 

勤続年数：22 年目【1995 年着任、同年組合加入】 

 

青山学院大学には 1995 年に就職しました。その直後、組合に入りました。その後、一度、法学部

の執行委員を務めて、執行委員会に出た経歴があります。 

今回の立候補の動機は、主に、法学部で候補者を出す順番となったため、法学部のその責任を果た

すために協力したいところでした。いきなり委員長として活動するには、様々の側面で知識不足・経

験不足とも思いますが、関係者の応援を受けて何とか、一年間、大きな問題なく責任を果たしていき

たいと思います。 

方針として、誠意と常識を重視したいと思います。使用者側も、組合側もその方針で行動すべきと

考えています。それによって、お互いの利益にある信頼関係の維持・強化を実現できます。 

二つの具体例で説明します。 

11 月 17 日に、私が委員長となってから最初の団体交渉が開催されました。そこでは、2017 年

冬と 2018 年夏の一時金の支給日を要求し、冬季一時金及び年度末手当の支給日のみ要求通りの回答

がありました。 

この点については利益相反が少なく、常識的に「従来どおり」で決着しました（冬季のみ）。 

また、現在は、「懲戒」の手続きについて議論が進んでいます。この議論の前提として、「使用者側
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は、懲戒手続きを悪用して、不当な行動を採らない」信頼を前提とするならば、手続きの詳細は、常

識の範囲内で決めれば良いことになります。 

私は青山に就職してから、数万人の学生の答案を採点した経験があります。その際、「赤」「青」「緑」

の三色のボールペンを使用しています。「緑」は、優れた答案に恵まれた時に使用して、当該答案の素

晴らしい要素を強調しています。「青」は、普通の答案に使用しています。「赤」は、残念ながら不合

格にするしかない答案に使用します。 

委員長として関連文書を見る際、同様に、その三色を応用する予定です。「緑」は、使用者側の素晴

らしい提案に使用してみます。「青」は、通常の提案に使用します。「赤」は、無条件に賛成するには

躊躇する提案に使用します。それを使う必要が少ないことを一方望んでいますが、他方、このような

場面こそ、組合の存在意義があることも感じています。 

2018 年度の組合の基本活動方針を示しました。この基本方針は、2017 年度の方針から裁判関係

の部分を削除したものです。すなわち、従来どおりの方針となっています。 

特に 4 番の「組合組織の拡大を図る」は、重大な課題として認識しています。裁判の結果で、組合

員に大きな実益が生じた時期です。また、当該実益は、2018 年夏まで確実に保障されていますが、

2018 年冬からは、再度組合の力が問われることになります。更に、短大閉鎖に伴う不安定要素も、

場合によって組合の活動を特に必要とする場面が生じます。それらの点を未だ組合に加盟していない

関係者に積極的に説明して、組織率の向上を図る良い機会とも思います。 

知識・経験がまだ不足している者です。そのため、関係者の皆さんに、ご支援・ご協力、宜しくお

願いします。 

 

 

「三役就任の挨拶」 

2018 年度副中央執行委員長 ADAMI, SYLVAIN 

 

所  属：文学部フランス文学科 

勤続年数：6 年目（2012 年 4 月着任、2016 年組合加入） 

 

 この度、2018 年度副委員長を拝命致しました、文学部・フランス文学科のアダミ シルヴァンで

す。まずは組合の活動状況、学院の労働環境状況から学び始めさせていただきます。他の三役の皆様、

執行委員の皆様、組合員の皆様にはご迷惑をおかけすることが多々あるかと思いますが、全力で取り

組んでいく所存ですので、どうぞよろしくお願い致します 

 

 

「三役退任・就任にあたってのご挨拶」 

2018 年度副中央執行委員長 吉森浩史 

 

所  属：大学進路・就職部／勤続年数:17 年目（2000 年就任） 

組合活動：2010 年度大学職員支部執行委員・支部長 2011 年度書記長 ２０１７年度副中央執行

委員長 

 

昨年に引き続き副委員長を拝命致しました。再び１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

「訴訟」という、目に見える部分は一旦終了となりましたが、あくまで期限付きの話であり、継続

的な取り組みが必要となります。加えて短大から新学部への動きや、様々な業務課題を皆様抱えてい

るかと思います。多忙の中で「自分だけが我慢をしたら良い」、「不安だけがつのり、時が過ぎる」そ

のようなことがあれば組合にご意見をお寄せください。 「一人で考えず皆で考えることができる」点

が組合の良さです。また、そのためにも組織率の向上が必要となります。荷物も一人で抱えるよりは

皆で抱えることで軽くなります。新規加入の方もお待ちしておりますし、そのために活動できればと

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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「2018 年度三役就任にあたり 

2018 年度書記長 神田 明彦 

 

所  属：学務部教務課（就職部→学務部教職課程→人事部→学術研究推進部→現在に至る） 

勤続年数：25 年目（1993 年就任 同年組合加入） 

組合活動：三役（副委員長、書記長）、専門部（給与対策部・組織部・法規対策部）、執行委員 

 

 

2018 年度、書記長を務めます、大学青山職員支部の神田と申します。 

私の組合活動は中央執行委員であれ、一般の組合員であれ、その年にどんな立場でいても新しい方々

をできるだけ多く組合員としてお迎えするために、声掛けを専らとしています。引き続きこれを実行

してまいります。執行委員の方をはじめ一般組合員の皆様も、どうぞご協力いただければと存じます。 

組合加入を勧誘する時、「組合に入ると具体的にどんなメリットがあるのか」と聞かれて困ることが

あるかと思います。  

そこで私は、具体的なメリットというより、働く者のモラルとして次のように考えます。 

 

① 労働者としての法的な立場は労働組合に属することでフルパワーになる。労働組合に属さないこ

とは権利の放棄であり、かつ権利の上にあぐらをかく行為である。 

② 労働者として、働く環境は与えられるものではなく自ら作り出していくものという積極的な意識

を持つ。それを実現する意思を持つことがプロフェッショナルであり、それを実現できる可能性

は労働組合に属することで最も強くなる。 

③ 組合活動を通して、労働者が働きやすい職場、働く喜びを感じられる職場を生み出してくことは、

青山学院の社会的な価値を高めていくことであり、ひいては教育・研究活動の維持・発展に寄与

することにつながるものである。 

 

1 年間、ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

                                              

2018年度組合定期総会記録 
 

日 時 ： 2017 年 11 月 29 日(水) 17：55～19：15 

場 所 ： 青山キャンパス ：1173 番教室（大学 11 号館 7 階） 

      相模原キャンパス：Ｅ101 番教室（Ｅ棟 1 階） 

出席者数： 109 名（組合員数 594 名） 

委任状 ： 261 名 

 

Ⅰ．開会宣言 

定足数(297)を確認した上で、2018 年度神田明彦書記長（大学青山職員支部）より、開会が宣言

された。 

 

Ⅱ．議長団選出 

中村隆之氏（経済学部教員支部）、傳農和子氏（本部職員支部）の 2 名が議長団として推薦され、

拍手をもって選出された。なお、議事進行は前半（書記指名から役員選出まで）を中村氏が、後半（2018

年度三役挨拶以降）を傳農氏が担当した。 
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Ⅲ. 書記指名 

議長団より、書記として山本啓司氏（短大職員支部）、阿部竜也氏（大学相模原職員支部）の 2 名

が指名され、拍手をもってこれを承認した。 

 

Ⅳ．議事 

１．2017 年度活動報告： 

 高松朋史中央執行委員長より報告。（詳細は「議案書」3～10 頁に掲載） 

 昨年度、今年度 2 年続けて委員長を務めたが無事裁判が終わった。青山学院大学教職員組合として

非常に大きな成果を得たことと新たな課題に直面した年であった。大きな成果は一時金問題の裁判が

和解に至ったということ。組合という存在が、労働条件、労働環境を守るということについて法人と

きちんと闘ったということで非常に意義が大きかった。 

 法人は、青山学院の財務は健全である、という見解ではなく非常に厳しいが涙をのんで和解したと

いう姿勢であるため、組合としては今後も引き続き、学院の財務状況としっかり向き合って法人と話

し合い、その内容は組合員と共有する必要があると考えている。 

春季要求で法人から示された回答の中で、学院の財務状況に関しても組合員へ報告し、意見を求め

た上で、法人と交渉していくことをきちんとやっていかなければいけないことが大きな課題である。

裁判での和解条項に基づいて 3 回分(今年の夏冬と来年の夏の一時金まで)は現状維持が保証されてい

る。そのあとは、現在法人が主張している財務に対する姿勢であると当然下げる方向に話を進めよう

とすることが想定されるので、継続的に法人と話し合いを持って、財務についてきちんと相互理解を

していくことがこれからの新たな課題となる。 

 短期大学が学生の募集を停止することに伴って、教員の労働環境、学生へのサービスが保証される

のかをみていかなければいけない。 

有期雇用の教職員の無期転換ルール化の機会に、非常勤講師を 5 年雇止めにしたり、職員は有期職

員を雇って一部無期転換していくことが現実に起こっている。労働組合としてどういうことが問題で

どういったことを議論して解決できるかをきちんと考えていかなければいけないことがこれからの直

近の課題となっている。 

 春季要求を作成する際に組合員に意見聴取を行った。情報を集め、組合の中で共有してきちんと法

人に出していくことが組合の重要な基本姿勢だと考えている。来年度以降も継続して、様々な情報を

集めてそれに基づいて法人との話し合いに臨むこと、自分たちの労働条件を自分たちで改善していく

ことを目標にする姿勢を労働組合がもつことを期待している。 

 

1-1. 2016 度春季要求 

 法人に対して改善してほしいことを要求として出す。継続的に毎年意見を集約し、積み重ねていく

ことを継続することが望ましい。5 月に意見集約し、7 月に法人にあげて 9 月に回答を得る。それに

対してどうするか組合で検討するという流れを維持する。 

 

1-2. 冬季・夏季期末・勤勉手当 

 裁判の結果を受けて、当面の間、従来の支給基準を維持することが約束されているので、基本的に

支給日の交渉くらいである。ただし、有期職員に関しては、無期職員との処遇・業務内容がある程度

同じということであれば、一時金や諸手当の支給をできるだけ同じにするよう主張している。 

 

1-3.  年度末手当交渉 

 年度末手当は従来通り 0.32 ヶ月で維持しているので、基本的に合意している。 

 

 

1-4. 入試関係諸手当交渉 

 大学、女子短期大学の執行部に対して要求書を提出し、団体交渉を行っている。その理由は、入試

は基本的に支給の手当額の問題だけではなく、業務の負担、不公平な分担等様々な問題が生じている
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ため、法人だけと交渉する訳にはいかないためである。大学、女子短期大学の執行部は組合からの要

求を受けて、法人と交渉するという流れになっている。例年、入試に関わる負担が非常に重いという

ことで、単価を上げてほしいと要求しているが、法人と大学、女子短期大学執行部との折衝が入るた

め、現状維持の回答が返ってきているのが実情である。 

細かい入試手当の計算作業が事務負担として非常に重いということで、改善について協議できない

か、と団体交渉の場で提案された。ひとつひとつの一人当たりの入力等非常に手間がかかるという説

明を受けて、事務職員の業務負担の軽減という点ではある程度同意することができるので、話を聞い

た。ところが、先方が出してきたのは、個々の教員に払うための計算が非常に細かく負担が大きいた

め、大雑把に学部につけられれば負担が軽減できるという提案であったが、現状の考え方は、入試関

連で特別な労働の対価として位置づけられている手当であるので、学部の経費としてつけル提案は話

は飛躍しすぎてしまい、さらに、特定部署の業務は軽減されても、他の部署の業務が増えるとことを

指摘したところ、話はそこで止まっている。 

 現在、入試手当要求を作成するに当たり、各費目(出題、採点、面接等)にどれくらい費用がかかっ

ているのか、また支給基準について情報を得た上で要求書を作成し、執行部と交渉しようと話し合っ

ており、大学、女子短期大学の執行部へデータ提供を要求している。 

 

1-5. 2017 年度春季要求 

 春季要求作成に際して、アンケート調査を行った。回答にご協力いただき感謝している。その要求

について回答があったので、現在、支部の方で意見徴収が行われている。 

一時金の削減に絡むこととして、財務に関する情報開示についての要求は、法人側も組合と情報を

共有していくということで意思表示されている。団体交渉で交渉するよりは懇談会という形で話し合

いたいと先方は言ってきている。組合としては交渉する組織として賃金交渉検討委員会で法人と話し

合いをしていくことが執行委員会で合意されており、現在検討が進められている。春季要求、賃金面

に関してはこれから詳しいやり取りを法人としていくことになる。財務上余裕がないという法人の主

張を切り崩せると、長年据え置かれたベースアップ、諸手当の上乗せについても実現できるのではな

いかと考えている。 

 

1-6. 期末・勤勉手当減額および給与規則施行細則別表からの支給月数削除に関する裁判と組合 

   の関係について 

 期末・勤勉手当削減にかかわる問題に対する組合のスタンスを議案書に載せてある。基本的には原

告団の方々が検討するものであって、組合はそれを支援する形で訴訟対策委員会を立ち上げた。大き

な成果としては一時金の 3 期分が保証されたことで来年の夏まで従来の基準が保証されている。その

保証が切れた後の交渉は、現在支払われている水準、つまり従来の基準をベースに交渉をスタートす

ることが約束されている。ただし、法人は削減提案時と同様に財務危機論を相変わらず主張している

ので、それに関してきちんと対応していかなければならない。 

 

1-7. 労働者過半数代表について 

 昨年度からできた仕組みで基本的に労働組合は、労働者の過半数を占めていると労働者の代表とし

て認められるのであるが、労働者の範囲が正規職員だけではなくて、非常勤講師やパート職員も含む

ことで、労働者過半数代表を立てなければいけなくなった。組合が労使交渉することをベースに考え

ると過半数代表に組合の関係者が就くことが望ましい。青山事業所では委員長が、相模原では組合員

にお願いして過半数代表になっていただく手続きをとっている。いずれにしても組合員が過半数代表

となっているので、組合で意思決定に従い、組合で意見を集約して過半数代表が提出するという形で

取り決めを行うことになっている。 

 

1-8. 規則改定について 

 議案書の 7 頁に書いてある規則改定については、課題、問題があるのではないかというものを取り

上げて説明している。一つ目は旅費規則改定の関連である。旅費は実費を基準とする、その一方で宿
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泊費の上限を上げるが実費支給の取り扱いであり、一方、経費としての日当の金額を削減するという

改定である。日当を削減するということは出張に関して手当が下がることが起きる。出張を阻害する

のではないか、出張者の持ち出しが増えてしまうことになりかねない、また所管の事務部署の負担が

著しく増えることの懸念もあり、組合として問題視している。 

証憑、手続きが細か過ぎることを要求されているのではないか、一般的に社会通念上要求されてい

る水準よりも細かいのではないかということも問題となっており、組合として引き続き取り上げてい

く必要があると思っている。 

裁判の結果として、一時削除されていた支給月数が規則に再記載された。従来は支給月数が記載さ

れていたが今回記載されたのは最低保証月数となっている。最低保証月数まで下げようとする動きが

法人側にあるかも知れないということは認識しておく必要がある。 

 

2. その他諸活動 

2-1. 諸活動の取り組み 

 議案書 8 頁に様々な活動を行っていることが書かれている。専門部で活動されていた様々な事案が

11 頁から 16 頁まで書かれているので、ご一読願いたい。 

 

2-2. 相模原キャンパス所属の組合員との連携 

 場所が離れていることで意思疎通が行いにくい点と地球社会共生学部の組合員が少ない(支部活動

が行えていない)点について次期執行部に対策を考えていただきたい。 

 

2-3. 組合組織の拡大に関する活動 

 組合員の方から周りの非組合員の方への加入のお声掛け、4 月の新入教職員へのガイダンスの時に

アナウンスを行っているが、定年退職者のあとに入ってくる方が有期職員であったりすると、組合に

あまり加入しないことが多いので、組合員数が毎年少しずつ下がってきているが、できる限り増やし

ていきたいので、次期執行部への引き継ぎ事項としたい。 

 

2-4. ハラスメント防止委員会 

 法人の委員会であるが、組合の労働者がこの問題に巻き込まれた場合、組合の立場として労働者が

不利な立場になっていないか、きちんと確認しておくことから組合役員が一人列席している。 

 

2-5. 安全衛生委員会 

 法人が職場の安全衛生を改善していくための委員会であり、組合執行部から代表者を選出して積極

的に関わっている。 

 

2-6. 東京私大教連への加盟 

 基本的に他大学との情報交換、情報共有が必要な時代になってきている。他大学でどういうことが

起きているのか知ることは非常に参考になる。組合としては東京私大教連から情報を得るために、昨

年定期総会でお諮りして加盟を認めていただいた。一般の組合員にお願いする活動はあまりないが、

多少募金などをお願いすることはある。が、強制的に何かを行ってほしいということは一切ない。 

法人が新しい人事制度、一般職、総合職ということを導入しようとした時は、東京私大教連から大

学としては珍しいので情報を共有したいと言われ、意見交換を行った。 

 

2-7. 新しい人事制度についての組合の見解 

 組合として基本的に職場の環境を混乱させている制度はあまり好ましくないと考えている。有期職

員を 3 年で雇止めにしてしまうということについて基本的には反対の立場をとっている。そういう制

度に基づいて採用された職員が入ってきた時にどれだけ仕事を任せればいいのか、この仕事はお願い

していい、お願いしてはいけないという線引きを考えなければいけなくなる。3 年目に辞める時は引

継ぎをしなければならないが、引き継ぎ期間がないことでいろいろな問題が発生している。この問題
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については法人に対して解決するように求めていかなければいけない案件だと思っている。 

  

2-8. 女子短期大学関連の要望 

 女子短期大学が学生募集を停止するということでそれに関連して、今出ている問題は、短大の教員

が新しい学部に携わる機会が非常に限られてきてしまっていることである。新しい学部に短大の対象

教員全員が移るのが大分後になってしまい、最初の段階で新しい学部に携われない。助教も短大が閉

鎖されることで雇止めにあうという問題もある。こういった労働問題が発生しているので、組合とし

てできる限り何らかの形で問題解決に向けて交渉していかなければいけない。 

 

2-9. 非常勤講師問題 

 大本は政府が決めた無期転換ルールである、労働契約法を改正して 5 年を超えた場合には基本的に

無期転換してくださいという規定がある。その目的は労働者が安心して働ける状況をつくるというこ

とであって、5 年を超えたら首を切っていいよ、という制度では全くないと政府は言っているが、実

際に他の大学でも 5 年で雇止め、10 年で雇止めが発生している。5 年 10 年とは法律上の解釈もあ

り、研究者は 10 年まで雇用契約ができるという特例がある。それを受けて非常勤講師なら 10 年ま

で OK というところもあれば、非常勤講師は研究者とは必ずしも言えないので 5 年までと考えるとこ

ろもある。大学によって 5 年 10 年と分かれているが、そういうことをされると影響を受けるのは非

常勤講師をまとめている専任教員であり、人を入れ替えていかなければいけないので非常に負担が重

い。従来のままでなぜ悪いのか、組合として考えていかなければならない。大学執行部との話し合い

で、2020 年くらいまでは制度の施行を先延ばしにし、そこで 5 年ルールを入れる話になっているの

で、継続的に連動して考えていかなければいけない。 

 

2-10. 懲戒制度の在り方について 

 従来の懲戒制度については、確認書という形で事前調査委員会を位置づけるということを組合と確

認しているが、事前調査委員会で審議した後に法人の懲戒調査委員会にかけるという流れの中で、法

人側より、時間がかかりすぎているため、改善したいとの提案があった。現在、組合では意見集約し

た結果、事前調査委員会は二審制を守る重要な制度である、と法人に返しており、もし改善するとし

たら事前調査委員会のルールの見直しを図り改善していく形ではいかがかと提案している。 

 

2-11. 各種の会議など 

 執行委員会、三役、専門部、組合の活動は非常に多岐にわたっている。専門部の先生方、執行委員、

多くの皆さまの協力を得て成り立っており、組合員の方の大きな貢献があると思う。組合活動を活発

化してより良い青学を作っていくということでこれからも継続していってもらいたい。 

 

→本件についての意見、質問は無く、拍手をもってこれを承認した。 

 

 

２．2017 年度会計決算報告 

 高松中央執行委員長より、2017 年度会計決算報告書（「議案書」20～22 頁）に基づき、報告が

なされた。 

 

（質問） 

 今年度の決算だけを見るとわからないが、ここ数年の傾向としては組合の財務は改善されてきてい

るのか。もし、改善されているとすれば、人件費削減や活動費削減がかなりあったと思うので、議案

書 22 頁の活動費を見てみると委員長以下の活動費が抑えられていると共に支給の対象が 11 ヶ月に

なっていることもあり、12 ヶ月分は支給すべきではないかと考えるがそこについての見解を伺いた

い。 
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（回答：高松委員長） 

 裁判解決金をひくとわかるのだが、黒字体質ではない。年々組合員が減っていることもあり、依然

として赤字体質である。東京私大教連に加盟して加盟費 20 万を払っているが、他大学と比べるとほ

とんど払っていないに等しい。払える状況ではないので、先方に了承してもらっている。今現時点で

収支は均衡しているが、厳しい状況である。組合員数を増やしていかなければならないというのが執

行部の考え方である。 

 

（回答：白井副委員長） 

 率直に言うと財務の状況は厳しくなっている。なぜかと言うと収入の圧倒的多数は組合費なわけで

あるが、議案書 144 頁の各支部の組織率を見ると、現在、トータルで 62.4%となっている。副委員

長を 13 年前にやったときは、一般的拘束制度を実現するために 75％が目標であった。それに少し

高いところ、76％強だったのであるが、この 10 年間で約 15％減っている。これは一時的なものか

というと傾向的なもの、つまり新しく着任した教職員がなかなか組合に加入してくれない。組合の財

務状況は良くなる形がこのままではない。組合財務が一番良くなる方法としては、組合として組合員

を増やすしかない。非組合員の人にどう訴えていくかというのが大事なところだと思っている。 

 

→ 本件について、拍手をもってこれを承認した。 

 

３．2017 年度三役挨拶 

高松委員長、白井副委員長、吉森副委員長より、それぞれ退任の挨拶がなされた。長倉書記長は業

務のため、欠席。 

 

◎高松委員長 

2 年間委員長を務めさせていただいた。振り返ってみると私は執行委員もやったことがなかった中

で、組合をやってみないかと言われ、委員長となってから裁判もやっていたので怒涛の勢いであっと

いう間にいろんなことが流れていって、今振り返るといろいろな課題が組合の中にあり、それを解決

していかなければ労働環境は良くならないことをこの 2 年間で学んだ。私の任期期間中に裁判は終わ

ったが、宿題として支給月数の保証は 3 回までということになってしまったので、そのあとの保証延

期を今後考えていかなければならない。 

これからも組合には積極的に関与していきたいと思っているので、これまでいただいたご支援をこ

れからもさらにいただければ、と少し厚かましいお願いもしたいと思う。2 年間のご支援に感謝する。 

 

◎白井副委員長 

 私は組合の副委員長をやるのは 2 回目で、1 回目 14 年前の最後の時に次のようなことをいつか言

いたい、と言った記憶がある。「我が青山学院大学の一糸乱れぬ団結力闘争力の前に、流石の極悪非道

なる法人諸君もなすすべなく、後退を余儀なくされ我が労働組合の要求をのむほかなかった。かくし

て勝利の凱歌は我が青山学院大学労働組合のもとにあがり、勝利の栄光は我が頭上に輝いたのであっ

た」。こういうことは直接言わないが、一番これに近い形で要求が通ったのが和解交渉であったと思う。

ほぼ完勝に近い形だった。それをもたらした大きな要因は、もちろん法人がやったことが法的に明ら

かに認められなかったことと共に、訴えたのが一人や二人ではない、300 人以上であったということ。

明らかに数の力である。裁判所としてみれば、一人の法的な侵害でも 300 人でもこれは同じだけれ

ども、一人二人が言ってきたことではなく、たくさんの人が言ってきたことは、ものすごく大きい意

味がある。かつ和解の案としてただ金返せということだけではなくて、あとの労使関係をどうするか

ということまで踏み込んだことが和解交渉の場で出された。裁判官が内部の労使関係云々を取り上げ

ることは通常ないことである。未払金を返還して終わりではなく、労使関係を考えなければいけない

ということが和解協議の中心だったと思う。 

やはり数の力はものすごく大きいものだ、ということを認識してもらいたい。一人二人で強く言っ

ても、それは特定の人の意見と片付けられるが、たくさんの人が同じことを言っていたら、それは少
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し考えないといけない、と法人も考えると思う。 

組合の組織率は現在 62.5％である。日本の法制度上、団体交渉は一人二人の労働組合であろうが

雇用者全員の労働組合であろうが、団体交渉を申し込んだら使用者はそれに答えなければいけないの

だが、ごく少数の労働組合の要求とたくさんの人、ほぼ全員が入っている人の労働組合の要求では、

明らかに対応が違うと思う。法人もこういう数字をはっきり見ていると思うので、ぜひ今後組織を拡

大していくことを、皆さんにも考えていただきたい。 

最後にもう一つ、有期雇用者の 5 年任期のルール、5 年無期転換ルール、労働契約法 18 条でこの

問題はおそらくすごく大変だと思う。率直に言わせていただきますと、この法律がある限りどうしよ

うもない。はっきり言えば、この法律は労働者保護にもならないし、労使双方にとっても結局混乱を

もたらすだけだ、と私は思っている。このような状況では何も良くならない。これで何とかしようと

しても難しいので、そうしたシステムは変えてほしい。憲法 9 条を変えるのではなくて、労働契約法

18 条を変えてほしい、と私自身はよく周りには言っている。 

これからも組合員一人一人が主体となって頑張っていければと思う。ご支援に感謝する。 

 

◎吉森副委員長 

 副委員長を務めさせていただいた。私は次期も続投となるので、改めましてよろしくお願いしたい

ということでまたご挨拶させていただく。 

 私は 2011 年の東日本大震災の時に書記長をやらせていただいた。その時は、組合と法人が一緒に

なって被災者の学生支援の寄付金制度を募ろうという活動を行った。それを考えると、法人が必ずし

も一方的で、悪い関係ではなく、あくまでも意見を言ってお互いより良い関係性を作るということが

できると思っている。それにあたって、寄付金も皆さんのお力で相当集まった。今回も訴訟というマ

イナスイメージのこともあったが、皆さんの意見と力があったお陰で、一つの決着をみたと考えてい

る。それに関しても大事になるのはひとつひとつの違った形、当時は寄付金制度だったけれども、今

回は訴訟ということで、ご意見をいただいたり、組合員それぞれから直接声をあげていただくことが

大事だと思う。 

組織率が低下しているので、次期も引き続き重要なマターとして取り組んでいきたいと思うが、組

合員の皆さまにもご支援をいただきたい。 

 

４．2018 年度役員選出報告 

①三役選出 

 選挙管理委員長の永井忠孝氏（経営学部教員）より、「議案書」29～30 頁に沿って選挙結果報告

がなされた。 

 

◎2018 年度三役 

 中央執行委員長 LENZ, K.F（レンツ・カールフリードリッヒ）〔法学部教員支部〕 

 副中央執行委員長 ADAMI SYLVAIN（アダミ・シルヴァン） 〔文学部教員支部〕 

    〃  吉森 浩史（ヨシモリ・ヒロシ）〔大学青山職員支部〕 

 書記長  神田 明彦（カンダ・アキヒコ）〔大学青山職員支部〕 

 

②会計監事 

議長より、以下の 2 名が推薦された。 

 

楠 由記子氏（経営学部教員支部） 

 矢澤 憲一氏（経営学部教員支部） 

 

→ 本件について、拍手をもってこれを承認した。 
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5．2018 年度三役挨拶 

レンツ委員長、アダミ副委員長、吉森副委員長、神田書記長よりそれぞれ就任の挨拶があった。 

 

◎レンツ委員長 

 まず簡単に自己紹介をする。1995 年に法学部の教員となり、2004 年からは法科大学院へ移籍し

ている。組合へは就任時より加入しており、執行委員は一度務めた。委員長は初めての経験である。

委員長へ立候補したきっかけは、法学部より委員長を選出する順番となったため、その責任を果たし

たいと考えたためである。 

 2017 年度の活動報告からも今後問題が山積みであると思っている。委員長になり１ヵ月程度が経

ったが、まだまだ分からないことばかりのため、みなさんの協力をお願いしたい。 

 

◎アダミ副委員長 

 文学部フランス文学科所属、就任後 5 年目である。今期副委員長となったが、青山学院の労働環境

の改善のために貢献したいと思っている。 

 

◎吉森副委員長 

 昨年度に引き続いての副委員長となる。伝えしたいことは 2017 年度三役挨拶でお伝えした通りで

ある。今回は新規で三役に就任する方々が多いため、新規メンバーの方々のサポートを頑張りたいと

思っている。 

 

◎神田書記長 

 今回で 5 度目の三役就任となる。毎回同じ挨拶となるが、組合の組織率向上に努めたいと思ってい

る。組合の三役主導で組織的にキャンペーンを行うことも大事だと思うが、組合未加入の方々への直

接の声掛けを大事にしていきたいと思っている。今回の総会出席者の方々も直接のお声掛けにご協力

いただき、組合を活性化させることが目標である。 

入職して 24 年経つが、5 回目の三役というのはまさに組織の硬直化を感じる。今後、新しく入っ

た組合員の方々に執行委員や三役を経験してもらい、組合を活性化していくことが重要だと考えてい

る。 

 

６．2018 年度組合活動基本方針案 

 レンツ委員長より、2018 年度活動基本方針（「議案書」31 頁）が述べられた。 

 

① 組合員が安心して仕事をすることができる環境作りを図る 

② 組合員の労働条件と福利厚生の充実を図る 

③ 組合活動の活性化を図る 

④ 組合組織の拡大を図る 

⑤ 組合財政の改善を図る 

 

方針については基本的に昨年と同様になっており、訴訟関係の文言を削除した。特に④の組合組織

の拡大に力を入れたいと考えている。組合未加入者の勧誘にあたっては、本日配付した「組合加入の

お願い」を利用して欲しい。内容は自分の思いをまとめているので、組合員の方々にはそれを確認し

ていただき、組合組織の拡大に協力して欲しいと考えている。 

「組合加入のお願い」③に書いてある通り、組合へ加入することは直接的な利益があるものではな

い場合もあるかもしれないが、組合の活動によって学院で働く人々の労働条件が守られていることを

非組合員の方々にも理解して欲しい。そういった状況を理解してもらえれば、この学院で働く方々は

組合に加入する倫理観を持っていると信じている。みなさんの協力をお願いしたい。 

私大教連より募金のお願いがあった。訴訟関係やその他の情報をもらっており、お世話になってい

るため協力したい。出口に募金箱を置いておくので、ご負担をかけて申し訳ないが協力して欲しい。 
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（質問）組織率の向上については様々な意見が挙がっているが非常に難しい問題である。一時金訴訟、

労働条件など組合の活動によって得られる利益の多くのものが組合員、非組合員同様に享受で

きる利益である。法的にも労務管理上、別にできるものではないため、フリーライドするべき

という意見を持つ非組合員がいることもあり得るものと感じるが、その点をどうお考えか。 

 

（回答：レンツ委員長）今回の団体交渉から、法人へは組合員を対象にした要求を行っている。学院

で働く方々が倫理感を持ち、組合がなくなった場合にはどうなるのかを是非考えて欲しい。 

 

→本件について、拍手をもってこれを承認した。 

 

７．2018 年度予算案 

レンツ委員長より、2018 年度収支予算案・収支予算内訳（「議案書」32 頁、33 頁）ついて昨年

からの大きな変更点はない旨説明があった。繰越余剰金が増加となっているが、訴訟での和解金が臨

時収入となったことが要因である。 

 

吉森副委員長より、支出の部、活動費については私大教連への年会費 20 万円が含まれている旨補

足の説明があった。収支予算内訳に記載はしていない。 

 

→本件について、特に意見、質問は無く、拍手をもってこれを承認とした。 

 

８．その他  

①組合規約内規の改定 

 吉森副委員長より、組合規約（内規）の改定（「議案書」35 頁）について説明があった。 

 

支部設置規程２条（17）用務員支部については、現在所属の組合員がひとりもいない。当該支部の

組合員が１名になった段階で、支部が継続すると常に支部長を務めることとなり負担が大きいため、

業務を行っている母体の職員支部に所属していただいている。また、今後も学院が専任の用務員を採

用する見通しがないことから、現状に即し支部廃止の手続きを行い、規約を改定したい。今回の規約

改定は、本日の定期総会での承認に基づいて、明日(11/30)付で施行される。 

 

→本件について、特に意見、質問は無く、拍手をもってこれを承認とした。 

 

※資料の誤植について、議長より訂正 

「議案書」2018 年度組合総会次第 

「誤」８．その他①組合規約(内規)の改正 

「正」８．その他①組合規約(内規)の改定 

 

②（意見）憲法改正に伴う組合活動の規制について問題提起がなされた。具体的にどのようなものと

なるかは明確化されていないが、今後問題となり得る。 

 

（回答：レンツ委員長）今後その点についても機会があれば議論していきたい。 

 

その他、特に意見、質問は無く、以上をもって 2018 年度組合定期総会を終了した。 

 


