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 組 合 ニ ュ ー ス 
 

 

     19－⑦             2019.9.20 

    青山学院大学教職員組合 

 

大学長選挙に向けて 

 

 来る 10月 9日（水）に行われる大学長選挙に関し、大学の選挙管理委員会より、9月 20日(金)

に学長候補者 3名の「所信」および選挙開催通知が有権者の皆さまに配付されます。この「所信」

は、有権者すなわち大学専任教員 476名および大学職員 95名、合計 571名にのみ通知されるもの

です。 

 そこで組合は、組合員の皆さまに候補者の考え方を知っていただくという目的で以下のような

質問状を候補者の皆さまに提出し、ご回答をお願いしました。 

 候補者の皆さまから寄せられたご回答を、組合ニュースを通じてお知らせいたします。ご回答

内容について、さまざまな議論を交わし、学長選挙のお役に立てていただけますと幸いです。 

 この質問は、過去 7 回の学長選挙に引き続いて実施したものですが、今回は更に候補者による

公開討論会開催の検討を院長・選挙管理委員会にお願いし、諸条件勘案の結果、公開討論会は開

催できないものの、別の形式で候補者の考えを教職員に広く知らせる方策を検討している、との

ご回答をいただきました。 

 学長選挙は、今後 4 年間の大学の基本姿勢を決定する重要な機会であることは言うまでもあり

ません。この組合ニュースが全ての教職員に対して公正な判断の一助となることを願っています。 

                                            

  

大学長候補者への質問状 

                             青山学院大学教職員組合 

    中央執行委員長 橋本 秀美 

 

私たち青山学院大学教職員組合は、従来より、全組合員に大学長選挙における各候補者のお考え

をより広く知ってもらうために、候補者の皆様に対していくつかの質問をさせていただき、ご回

答をいただいております。つきましては、下記の質問項目についてご回答をいただきたく、ご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。ご回答は、9 月中旬発行の「組合ニュース」に掲載させ

ていただく予定です。 

 

ご回答に際しましては、以下の点にご留意下さい。 

(1) ご回答は全ての項目にわたらなくても結構です。未回答の部分は余白として掲載させていた

だきます。 

(2) 各項目の字数制限は特に設けませんが、候補者の方々の公平を期すため、おおよその目安と

して、おひとりにつき A4-2 枚程度におまとめ下さい。多少の増減はレイアウトで調整致し

ますので、厳密でなくて構いません。 

(3) ご回答は、9 月 11 日（水）までの間に E-mail (アドレス；tobe_moeko@agunion.tokyo)に

ファイルを添付してお送り下さいませ。頂戴いたしましたご回答はそのまま「組合ニュース」

に掲載させていただきます。また、掲載の順番は､組合への到着順とさせていただくことを

ご了承下さいませ。 

(4) ご不明な点は、組合事務室（内線；12439/上記 E-mail アドレス）までお問い合わせ下さい。 
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〔質問項目〕 

① 高等教育機関としての本学のあるべき姿について 

現実環境の中において、本学にとっては、どのような在り方が理想であり、どのような方

向に変化していくべきとお考えでしょうか。 

 

② 学内合意形成のルールについて 

学校教育法の趣旨に基づき、最終的には大学長が意思決定権者と位置づけられていますが、

意思決定プロセスにおいては、学内での合意形成が重要と考えられます。これまでは、学長

が代わるごとに学内での合意形成ルールが変更されることもあり、学部長会の議決方式も、

事案によって過半数賛成であったり 3 分の 2 以上の賛成であったりすることもあり、そのい

ずれであるか曖昧に処理されてきたことがあります。原則的な考え方として、教職員の意見

をどのように聴取し、合意形成していくべきとお考えでしょうか。また、具体的問題として

は、学部長会の議決方式のルールをどのように明確化するおつもりか、についてお考えをお

聞かせ下さい。 

 

③ 大学と法人、学生、教職員等との関係について 

学長が青山学院の各ステークホルダーとどのような関係を持たれるのかは、教職員にとっ

て大きな関心事です。学校教育法が改正・施行され、一般には「学長の権限が強化された」

と言われていますが、学長の構想がどれほどまで実現できるかは、法人・教職員を含めた利

害関係者の協力状況に大きく左右されます。つきましては、(1)法人と大学との関係、(2)学

長と教授会との関係、(3)ガバナンス改革について、(4)大学と組合との関係について、ご見

解をお示しいただければ幸いです。 

 

④ 学内向け情報宣伝について 

大学の事業計画に従って、教職員が各種関連業務を進めるに当たっては、それらの事業の

趣旨・意図を十分に理解していることが重要と思われます。学内向け広報に関してどのよう

なお考えをお持ちかお示し下さい。 

 

⑤ 総合研究所廃止後の施策について 

   総合研究所に代わる研究環境整備について、何か構想をお持ちであればお知らせ下さい。 

 

⑥ 若手研究者の育成及び研究支援について 

   本学のプレゼンスを学術界において高める上で、若手研究者の育成が大きな意味を持つと

考えられます。これに関する施策があれば、その構想をお聞かせ下さい。また、助教の職務

内容や更新ルールは、学院助教規則には大まかな範囲が規定されているだけで、実際の運用

は大学または学部に委ねられています。一方で、雇用主体は法人であり、「単年度契約・更新

あり・更新限度あり」の雇用について、法人は、あくまでも単年度が原則で、本人に問題が

無くとも更新されない場合がある、としています。更新に関わるトラブルを避け、多くの本

学助教が将来学界で活躍してもらえるために、どのような施策が採られるべきか、お考えを

お聞かせ下さい。 

 

⑦ 非常勤講師を含めた有期雇用教員の無期転換について 

   5 年を超えて勤務すると無期転換権が生ずる有期雇用の教員について、無期転換されると

雇用関係を終了させるのが難しくなることを懸念する向きもあります。無期転換を歓迎すべ

きと考えるかどうか、また、5 年を超える有期雇用の教員に無期転換手続きを推奨するかし

ないか、理由も合わせてお考えをお聞かせ下さい。 

 

⑧ 合同研職員について 

各学部合同研究室の職員は、その殆どが 3 年の有期雇用となりつつあります。経験の有無
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で研究支援作業の効率は格段に違う点から、無期雇用の職位を復活させることを望む声もあ

ります。無期雇用の職位を置くことが望ましいか、それとも有期雇用だけでよいか、お考え

をお聞かせ下さい。 

以 上 

                                             

 

質問への回答 

 

理工学部教授 橋本修(19.9.9) 

 

① 高等教育機関としての本学のあるべき姿について 

世界的レベルの学術研究力とそれに裏付けられた教育力の向上に研鑽し、確固たる社会的

信頼を得て社会貢献ができる大学であることが理想であり、また使命でもあると思います。

その実現のため、研究環境のより一層の充実と、時代と社会のニーズに応えるとともに伝統

と歴史を受けて長期的かつグローバルな視野に立った教育の実践に、一丸となって邁進する

必要があります。 

 

② 学内合意形成のルールについて 

教職員一人一人の意見を深く傾聴すべきことは当然です。学部・研究科・事務部局の数も

増え、全会一致を原則とした意思決定が難しいことも事実です。最終的には、学長が慎重に

意思決定をするべきであると認識しています。ここでの課題は、意思決定プロセスの透明性

と公正にあると考えます。学内の議論において争点があれば、その論点を矮小化したり隠し

たりすることなく、学内に詳らかに広く問うことで、経緯を知らされず意思決定がなされる

のではないかという懸念は払拭されうると思います。また、学部長会において真摯かつ丁寧

な説明を行った上で、教授会等から頂いた要望や意見については、直ぐに反映出来ること、

時間をかけて反映すること、当面見送ること等の優先順位を逐次公表して理解を得ることで、

特定の人や部局の利益に偏重しない、公正な意思決定プロセスの可視化もはかることができ

ると思います。学部長会は、こうした意思決定の透明性と公正が実践される場ですが、予め

定められた議決方式の原則的運用に意思決定が制約されることは、学校教育法の趣旨に鑑み

ても、最善とは言い切れないと思います。 

 

③ 大学と法人、学生、教職員等との関係について 

 

(1) 法人と大学との関係 

大学には、社会的要請の変化に柔軟に対応し、その要請に応じた教育研究を絶え間な

く発展させる使命があります。これを機動的かつ効率的に実現するには、教学に関連す

る裁量と権限を大学が持つことが必要です。このために、大学と法人との協力関係を築

いていくことが重要と思います。 

(2) 学長と教授会との関係 

学部・研究科が取り組む固有の課題解決に対して、学部長会において真摯かつ丁寧に

要望や意見を聴き、可能な支援をすることを通じてリーダーシップが発揮できる関係を

構築したいと思います。 

(3) ガバナンス改革について 

大学における教育研究の意思決定権は学長にありますが、大学運営においてその効力

が着実かつ適切に発揮されるよう、法人と協力しながら種々の新たな取り組みを進めた

いと思います。一方、学長のリコール制度導入の是非やあり方についても議論が必要と

認識しています。 

(4) 大学と組合との関係について 

     安心して働くことのできる職場環境の実現や働き方改革に関する課題については、法

人と協力しながら前向きに検討出来ればと思います。この観点から組合との建設的な議
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論を通じた合意形成や課題解決に向けた協調関係の構築をはかることができるものと期

待しています。 

 

④ 学内向け情報宣伝について 

確かにこれまで、ホームページ上に事業計画や事業報告が公表されてはいたものの、

教職員が大学改革の展望や現状認識、問題意識を共有する機会は少なかったように思い

ます。一方、AOYAMA-Portal や学部長会報告会等だけでは学内の意思疎通が十分でなかっ

たようにも思いますが、法人主催の研修に加え、大学独自の研修や会議を増やすことは、

教職員の負担感を増加させる懸念もあります。そこで、先ずは教職員のニーズを調べ、

情報が目に触れる機会をより一層増やすために学内向けのメッセージング機能の整理や

導入を考える等、今にも増して効果的な意思疎通のあり方の検討を進めたいと思います。 

 

⑤ 総合研究所廃止後の施策について 

総合研究所は、旧総合研究所の歩みを継承し、2018 年 4 月に発足した全学的な研究推

進体制「統合研究機構」内に新たに設置されました。総合研究所は、学内の競争的資金

により研究力を強化する役割を担っており、社会の要請に応じた学術の進展に寄与すべ

く、種々の斬新な研究ユニットがスタートし、現在 14ユニットが活動しています。これ

らのユニットは、その成果を基に外部資金による研究プロジェクトに移行してゆくこと

が期待されています。外部資金獲得は研究力の強化のために重要であるとともに、研究

の活性化の指標となるものです。総合研究所に置かれた研究ユニットの研究活動が外部

資金獲得につながるよう支援したいと思います。 

教育力は研究力に裏打ちされてはじめて高まると思います。そのためには、研究環境

を一層充実させ、各教員が世界的レベルで学術の発展に寄与出来ることが重要です。統

合研究機構等の研究推進体制を活用するとともに、機構内に置かれたリエゾンセンター

の研究支援体制の充実等を進め、各教員に十分な研究時間や予算等が整えられるように

支援します。 

 

⑥ 若手研究者の育成及び研究支援について 

今までに、アーリーイーグル研究支援制度、大学院生の国際学会参加支援、院生助手

制度等の若手研究者の育成のための方策を進めてきました。その成果が徐々に外部資金

獲得額の増加等で目に見える形になってきたと思っています。今後さらに、若手研究者

支援のための新たな方策を検討し、研究成果や科研費獲得等が若手研究者の将来につな

がるように支援したいと思います。 

また、助手•助教に係わる制度の運用内容や更新ルールが見直されて 4年目となりまし

た。それぞれの学部では、学部の特徴を勘案し、更新年数や回数等を決めてスタートし

たものと思っています。今後、各学部において更新ルール等の見直しが必要と判断され

る場合には、その判断を尊重し支援したいと思います。 

 

⑦  非常勤講師を含めた有期雇用教員の無期転換について 

非常勤講師を含めた有期雇用教員の無期転換については、採用された学部・研究科の

事情や、カリキュラムおよび科目の特徴を考慮する必要があります。したがって、学部・

研究科の意見を尊重し、慎重に協議をしてゆきたいと思います。 

 

⑧  合同研職員について 

各学部合同研究室の職員は各学部の事情や特殊性を考慮して採用されています。この

ような業務の継続性は重要であると思いますが、現場の意見を聴かずして判断するのは

難しいと思います。先ずは、各学部の意見を尊重し、慎重に協議をしてゆくことと思い

ます。 

以上 
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質問への回答 

 

国際政治経済学部教授 内田達也(19.9.10) 

 

① 高等教育機関としての本学のあるべき姿について 

世界から多様な人々を受け入れ、国際レベルの研究を通じて世界に貢献するとともに、21

世紀社会の諸課題を受け止め、本学の個性的な教育や研究を社会に発信する、魅力的な研究

総合大学を理想とします。また、自由で豊かな創造性を発揮できる人物、高度な専門性を有

し、変化に柔軟に対応できる人物を育成する教育機関でありたいと考えます。そのためにも、

教育や研究の自由を最大限に尊重し、教職員が役割を超えて、のびのびと意見を述べ合い、

安心して働ける職場環境と雇用のあり方について、みなさんと共に考えていきたいと思いま

す。 

 

② 学内合意形成のルールについて 

学校教育法の改正より、教授会は学長が掲げる事項の決定に「意見を述べる機関」と位置

付けられていますが、教授会の意見を反映し、教員各位にその決定についてコミットしても

らうためには、教授会に適切な決定権限を持ってもらうことが必要であると考えます。そこ

で、大学の規則改正に関わるような重要事項に関しては、予め学部長会に諮ったうえ、教授

会、もしくは教授会を代表するメンバーからなる会議体において意見を十分に聞いたのち、

大枠の構想について学部長会の 2/3 以上の賛成を持って進め、具体的な内容については担当

副学長を通じて学部長・研究科長から学部・研究科の意見を聴取し、意見交換・調整を行い

ます。このようなガバナンスの基本的な枠組みについては、学校教育法改正以降学則等に明

示されていませんので、少なくとも学部長会申し合わせや内規という形で明確化しておくこ

とが重要だと考えています。また、その具体的内容については、決定過程を全教員に可視化

し、随時学部長・研究科長を通じて意見を述べることができるような体制を作りたいと考え

ています。 

 

③ 大学と法人、学生、教職員等との関係について 

(1) 法人と大学との関係 

大学は、大学における研究・教育を中心とした運営に責任を持つという観点から全体

の管理・運営のあり方にコミットする、一方法人は、設置学校全体の管理・運営に責任

を持つという観点から大学の運営にコミットする、という意味で相補的な立場だと考え

ます。法人と大学との関係については、大学が全学の長期ビジョンと中期計画を策定し、

法人の中期計画に反映させることが、相互の健全な緊張関係を保つ上で最も重要と考え

ます。また、年度の予算交渉だけではなく、中長期計画に関わる法人の資金計画にコミ

ットしていくことが、大学の責任ある執行体制を可能にすると考えます。 

(2) 学長と教授会との関係 

②に基本的な考え方を示しました。学長と教授会の関係については、学長の基本構想 

を、教授会を通じて教員の皆様に理解していただくと同時に、それをよりよく実現する

ための案を一緒に構想したいと考えています。そのためには、執行部が持つ情報をでき

るだけ十分にかつ早く共有することが重要だと考えます。 

(3) ガバナンス改革について 

大学におけるガバナンス改革については、特に学校教育法改正以降の状況を振り返る 

とともに、これまで検討された案を精査し、適切なルール作りを進めていきたいと思い

ます。 

(4) 大学と組合との関係について 

組合は、労使関係という点で、使用者である法人との関係において成立し、拠職上一 
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時的に組合員資格を失ったメンバーによる大学（執行部）とは組織上対峙する関係では

ありません。教職員の職場・労働環境の向上を目指すという組合の目的は大学も共有し

ています。組合は、大学運営にかかわる会議体に載らない、特に教職員の横断的な問題

へのチェック機能を果たすという重要な役割を担っているものと理解しています。大学

の変革に伴って教職員の職場・労働環境が変化する可能性がある場合には、組合には十

分にチェック機能を発揮していただき、働きがいのある環境を協力して築きたいと考え

ます。 

 

④ 学内向け情報宣伝について 

学内 LAN を用いて、それぞれの事業の計画や進捗が教職員の誰にもわかるように可視化を

図りたいと考えています。 

 

⑤ 総合研究所廃止後の施策について 

現在、総合研究所は統合研究機構の中のひとつの研究所と位置づけられ、新しい研究環境

整備の進行中と言えますので、これについての評価は、まだ時期尚早かと思います。現在の

総合研究所や総合プロジェクト研究所はユニットやプロジェクトの集合体ですが、それに加

え（あるいは一部改編して）大学を代表するような研究拠点を作り、そこに内外の研究資源

が集まるような仕組みを作りたいと考えています。さらに、そこに大学院教育を接続するこ

とができれば、大学院の活性化にも繋がると考えます。 

 

⑥ 若手研究者の育成及び研究支援について 

ポスドク、助手、研究員の制度を整備したいと考えています。助手規則、助教規則が法人

規則に変更され、雇用形態や処遇が変更されて数年が経過されましたので、あらためてその

変更内容について吟味する必要があると考えています。また、学部に配置される助手・助教

の人数について、特に人文社会系学部については、大学の助手・助教規則のなかで見直しを

進めていきたいと考えています。 

 

⑦ 非常勤講師を含めた有期雇用教員の無期転換について 

非常勤講師の無期転換権と有期雇用教員の無期転換権を同時に議論することは難しいこと

です。無期転換権によって非常勤教員に安心して働いていただけると同時に、大学側も安定

的に雇用を確保できる側面もありますので、これは従来から多くの学部が主張してきたとお

り円滑に進めていくべきだと考えます。有期雇用契約は、有期を前提とした契約ですので、

現行規則に基づき、その運用についてきちんとしたコンセンサスをとっていくことが重要だ

と考えます。もちろん、有期雇用の教員を増やしていくことそのものに賛同するものではあ

りませんし、有期雇用のあり方の問題は別途検討すべきことだと考えています。 

 

⑧  合同研職員について 

学部や研究科により合同研究室の業務内容に差があると思われますが、仕事の継続性や熟

練に関わるので、基本的には合同研究室に無期雇用の職員を置くことに賛成です。現在学院

には「一般職」としての職員カテゴリができていますので、それを含めて議論すべきかもし

れません。ただし、それぞれの学部が無期雇用の職員と責任を持って雇用体制を築けるかど

うかは大きな問題ではあります。 

以上 
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質問への回答 

 

文学部教授 阪本浩(19.9.11) 

 

① 高等教育機関としての本学のあるべき姿について 

大学存立の大前提は「学問の自由、大学の自治」です。そこでは「すぐ役に立つ知識」ば

かりでなく、むしろそれ以上に、各人の人生をより豊かにする幅広い教養と、「知の技法」を

学ぶことができるはずです。それによって、批判的精神をもって民主主義社会の担い手とな

る、善き市民を育成するという社会的使命を果たせると言えるでしょう。 

特に本学には、キリスト教主義と自由な校風を特色とする私立大学としてその使命を果た  

  してきた歴史があります。寄附行為には「青山学院の教育は、永久にキリスト教の信仰に基

づいて行われなければならない」とあり、これが「建学の精神」とされています。これに立

脚する「青山学院教育方針」「青山学院大学の理念」を見ても、本学の源流となる諸学校の伝

統、新制大学発足時の理念と合わせて考えれば、本学が目指すところは人格形成であり、リ

ベラルアーツ教育の伝統があったように思われます。これからも、「建学の精神」、歴史と伝

統を重んじながら自由な校風を守り、キリスト教主義とリベラルアーツ教育を特色とする高

等教育機関を目指すべきです。 

 

② 学内合意形成のルールについて 

合意形成において最も重要な役割を果たすのは学部長会であると認識しています。そこで

議論を尽くし、合意形成を目指すべきです。全会一致が理想ですが、最終的には学部長の過

半数が賛同した意見を学部長会の多数意見と見なすべきです。しかし、それを明確に規則化

することが適切とは思えません。現行規則では「教授会の意見を聞いて学長が決定する」と

あります。その際、学長は学部長会の多数意見を尊重して決定する方針を示すべきであろう

と考えています。 

 

③ 大学と法人、学生、教職員等との関係について 

(1) 法人と大学との関係 

設置学校全体の管理・運営に責任を持つ法人に対して、「地の塩、世の光としての教育

研究共同体」である大学は、その教育と研究に理解を求めて行くべきと考えます。総合

学園最大の設置学校として、大学は法人と健全な関係を維持・発展させていく責務を負   

っていると認識しています。 

(2) 学長と教授会との関係 

学長と特定の学部が直接関係を持つのは適切とは思いません。全ては学部長会を通し

た関係であるべきと考えます。 

(3) ガバナンス改革について 

特に考えていません。 

(4) 大学と組合との関係について 

組合は学校法人に対して組合員の権利を守る存在であると認識しています。大学と組 

合が対立・交渉するという構図は思い描くことができません。 

 

④ 学内向け情報宣伝について 

「大学の事業計画」に従った「各種関連業務」に関しては、全て学部長会・教授会を通し

て情報が伝達されるべきと考えます。執行部が直接個々人に向けて情報を配信する、「宣伝」

することが適切とは思えません。 

 

⑤ 総合研究所廃止後の施策について 

総合研究所が廃止されたとは認識していません。統合研究機構の中で、学内資金に基づく

研究を進める総合研究所の更なる充実を図るべきと考えます。 
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⑥ 若手研究者の育成及び研究支援について 

若手研究者育成のためには、助手、助教の増員、特に最低でも一学科一名の助手・助教が

配置されるようにすることが必要と考えます。職務内容、更新ルールについては、現時点で

統一するのは不可能であり、慎重に議論を重ねる他ないと思います。 

 

⑦ 非常勤講師を含めた有期雇用教員の無期転換について 

懸念するのか、歓迎するのか、全学的な一致を見るのは不可能です。学部学科、科目の性

格によって、考え方は様々であり、一律にできるとは思いません。各学部学科で慎重に問題

点を整理、議論し、その結果を今度は全学的な WG等で議論し、その後、学部長会・教授会で

審議し、それを受けて学校法人に要望していく…そうするしかないと考えます。 

 

⑧ 合同研職員について 

これも、様々な考え方があり、大変難しい問題ですが、研究室の日常的な業務、学生対応

と直接関係する問題ですから、可能な限り速やかに学内の意見を集約し、法人に強く要望し

ていくべきと考えます。 

任期３年の研究支援事務助手では、公募しても応募者が少ないという現実もあります。し

かし、そもそも有期化を望んだのは教員側だった事実もあります。また、適用される規則が

異なる職員が同じ仕事に同じ場所で従事することにも問題があるでしょう。議論の再開は避

けて通れないと思っています。 

 

以上 

 

 


