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    組 合 ニ ュ ー ス 
 

 

No.198        2019.12.20 

          青山学院大学教職員組合 

 

2019 年度・2020 年度三役 

退任・就任の挨拶 

－2019 年度三役退任挨拶－ 

｢退任の挨拶｣ 

2019 年度中央執行委員長 橋本 秀美 

前任レンツ先生に引き続き、右も左も分からないままローテーションで委員長を務めました。事務

局のみなさんと、三役経験者・専門部委員の皆さんにご指導頂き、副委員長・書記長・執行委員の皆

さんに支えて頂き、何とか任期を終えました。 

今期最も苦しんだのは、短大の雇用停止問題でした。多くの方々が多大な時間を割いて短大執行部

や法人理事会との交渉に参加して下さいましたが、全く不毛な結果となりました。この問題の背後に、

教職員の犠牲を前提とする人件費抑制案を作成・強行することを、手柄のように考える人が居たのだ

とすれば、それは学院にとっては害悪です。残念ながら雇用が停止されてしまう方々に対しては、組

合の非力をお詫びし、今後のご健康・ご活躍をお祈りするばかりです。又、交渉の過程で、青山学院

においては、「一年契約で更新は何回まで」という専任雇用は、一年ごとに雇用停止されても当然で

あり、学院の都合で更新されない可能性もある、という運用方針が確認されましたので、今後の大学

における公募に際しては、これを応募者に周知させる必要が有ります。 

 労働協約問題でも、多くの無駄な時間が費やされました。一時金の交渉は冬夏一括、と定めた協約

が有るにも関わらず、始めは協約の存在を把握しておらず、次には協約の失効を主張し、最後は協約

解約を通告してきました。それ以外にも、今期は多数の規則改訂が有り、事務折衝で提示されたもの

を組合事務局・執行部で検討し、執行委員会でも多くの時間を割いて確認せざるを得ませんでした。

その結果、療養休職制度の変更案のような、重要ではあっても緊急性の相対的に低い事案には、なか

なか十分な時間を割くことができませんでした。 

 組合の「負け」が込んでしまった感が強い一年間でしたが、法人との交渉時間は大変に長かったの

で、様々な経験は得ることができました。個人的印象を三点。まず、法人理事会は、教育・研究には

あまり理解が有りません。その結果、話が通じないのは困ったことですが、逆に、教育・研究の自由

は良く護られていると言えます。この点は、本学院の長所として維持されるべきで、今後とも、法人

理事会が教育・研究に介入することが無いよう、介入に繋がりかねない危険な予兆は厳しくチェック

していくことが重要だと考えます。次に、法人理事会は、経営の都合を大学と教職員に押し付けてき

ます。教育・研究は経営の為にしているのではなく、大学は理事会の為に有るのではありませんから、

経営の都合を優先させるのは本末顛倒です。大学の経費や教職員の人件費を抑えて、資産を増やして

いけば、将来何が起こっても余裕で対応できるし、経営は楽になり、経営責任を問われるリスクも減

ります。しかし、そんな経営なら子供でもできるのであって、本来は、大学の経費や教職員の人件費

を十分に保証しつつ、如何に経営を維持していくか、という所にこそ経営者の能力が問われています。

対雇用者という労働運動の原理からすれば、組合の相手は法人だけですが、今後は大学との関係をよ

り重視し、積極的に意見交換し、大学・組合一丸となって法人と対峙していくべきだと考えます。教

育・研究が経営に圧迫されれば、教育・研究の質が下がり、引いては学院の衰退を招くからです。第

三に、法人理事会は、ある意味で常識的です。特に独自の強い思想や理念が有る訳ではなく、周りの

動向を窺って、無難な道を選ぼうとしています。例えば、初等部問題は、第三者調査を拒否し、お手
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盛り調査だけでウヤムヤにした、非常に不満の残る処理でしたが、あれも、現代日本においてはよく

ある話で、逆に第三者調査委員会を立ち上げる為には、それなりの独立した思考力が必要だったと言

うこともできます。又例えば、無期転換によって不良非常勤講師の雇用を終了させられなくなること

を恐れて、法人は五年雇い止めを規則に盛り込みましたが、その後も組合が反対を表明しつづけ、他

大学でも雇い止めを実行しない所が多いのを見て、規則を再改定して雇い止めを止めることとしてい

ます。角度を換えて言えば、法人は空気で動いているので、それに対しては、期待も絶望も禁物です。

期待はせず、しかし必要な要求はどんどん提起していくべきです。長年組合が要求してきた 8 号館の

トイレも、終に改修が始まりましたし、今年の学長選挙では、組合の要望を受けて候補者のスピーチ

も実現しました。 

 現在の組合に一番必要なのは、組合員相互の交流だと痛感しています。団体交渉で法人側から「そ

れは組合員の総意なのか？」と尋ねられたことが有り、正にそれこそが問題だと感じるようになりま

した。組合員の信任を得ているとは言え、組合三役が自分の判断だけで法人とやりとりしているよう

では、発言に重みが有りません。一つ一つの案件について、組合員大多数の積極的支持を得た意見を

形成していく必要が有ります。それは、結果としての意見に重みが増して法人に対する圧力となるだ

けではなく、そのような意見形成の過程において、教職員の間で様々な議論が交わされること自体に

より大きな意味が有ります。一年間の活動を通して、私個人は、多くの教職員の方々とお知り合いに

なり、個性有る皆さんとそれぞれの信頼関係を深めることができました。これは、私にとって大きな

財産であり、今後の仕事の上で大きな意味を持ちます。組合は、まず第一に、教職員がお互いに知り

合い、信頼関係を深めることができる機会でなければならない、と思います。雇用者と交渉するため

に団結が必要である前に、バラバラに雇用されて一緒に仕事をしている教職員同士が、より効率よく・

愉快に仕事をする為に、交流を密にする必要が有ります。 

全ての組合員の皆さんに感謝します。又、長年組合を支えてこられ、今年度で定年を迎えられた事

務局の三浦さんに、特に深いお礼を申し上げます。 

 

「退任の挨拶」 

2019 年度副中央執行委員長 齋藤 修三 

 

19 年度副委員長を務めました短大教員支部の齋藤修三です。初めての大役を仰せつかり、活動の

全容を把握するのに手間取ってしまい、振り返るとあまりお役に立てないまま任期を終えることにな

ってしまったこと、橋本委員長はじめ幹部のみなさまには申し訳なく、若干心残りな点もございます。

しかしながら、私のような初心者でも、青学をこれまでとは違う、労働者の立ち位置から見ることが

できた結果、まったく印象の異なる青学像が垣間見えたことは、とても良い勉強になりました。この

貴重な経験を一人でも多くの組合員に伝えたいと思います。また、一人でも多くの組合員に執行委員

や三役を経験していただくことで、「お客さん」ではなく、活動の当事者意識を持っていただくことが、

一年任期の大きな意義であることを、みなさんと共にリマインドしたいと思います。委員長、書記長、

専門部、そして事務局の方々に、大変お世話になったお礼をこの場を借りて申し上げます。ありがと

うございました。 

 

 

「退任あいさつ」 

    2019 年度副中央執行委員長 森田 直之 

 

 2019 年度副委員長を無事務めさせていただきました。組合員の皆様に改めて深くお礼を申し上げ

ます。昨今は、法人からの多くの規則改正提案が出されその対応に追われる 1 年でありましたが、組

合員の皆様にはその都度、貴重なご意見をお寄せいただき、三役、専門部とも大きな力を得られまし

たことに感謝いたします。大学を取り巻く環境は目まぐるしく変化する中、教職員の労働意欲、職場

環境の向上に少しでも寄与できることを最優先で 1 年過ごしてまいりました。皆様のご期待にどれだ
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け答えられたかはわかりませんが 2019 年度の三役として、委員長発信のニュース、教養講座の開催

等、組合員の皆様が組合活動を身近に感じてもらえる取組みを行ってまいりました。橋本委員長、齋

藤副委員長、安藤書記長、専門部の役員の皆様、組合事務局の皆様が一つになって同じ課題に取り組 

めたことを感謝し、退任の挨拶とさせていただきます。1 年間ありがとうございました。 

 

 

「退任あいさつ」 

                          2019 年度書記長  安藤 弘敏 

 

2019 年度の書記長を務めさせていただきました、皆様にはあらためて感謝申し上げます。 

組合員の皆さんにはベースアップを勝ち取っただとか、一時金がアップしただとか明るいニュース

をお届けできませんでした。組合員の正直な声を執行委員会で確認し要求項目として伝えているにも

かかわらず、変化が無かったのは三役の力不足そのものでありますが、「青山学院の教職員はこれで満

足しているのだなあ」というのが正直な感想です。組合活動は任意の参加であり、そこで勝ち取った

ものは組合員でなくても享受できてしまいます。 

しかし、「もし青山学院の教職員が絶対に満足できない状況」になった時に、教職員の声を集約し届

ける唯一の組織であることを忘れて欲しくないと考えています。誰かがやってくれるだろうでは遅す

ぎるのです。常に法人側と対等な関係を保ちつつ、法人側からも頼られる組織であるべきです。幸い

にして在任期間中は賃金や一時金の減額提案はありませんでしたが、これからはいつ提案がなされる

か分かりません、そのためにも青山学院をこれから支える若い活動員の積極的参加をぜひお願いした

いと思います。事務局の皆さんを含め多くの皆様に支えられました、1 年間大変ありがとうございま

した。 

 

                                            

－2020 年度三役就任挨拶－ 

「着任挨拶」 

2020 年度中央執行委員長 北村 文昭 

 

所  属 ： 教育人間科学部心理学科 

勤続年数 ： 23 年目（1997 年着任、同年組合加入） 

組合活動 ： 2018 年度～201９年度 支部長代理 

 

 97 年に赴任しました。97 年というと奇しくも香港返還の年でした。「一体香港はどうなってゆく

のだろう」と心配しましたが、「一国二制度」という言葉で幾分気持ちが和らいだことを思い出します。

しかし、残念なことですが、二十余年を経て、ご周知のとおり、当地の大学も混乱の渦中にあり予断

を許さないところです。 

 閑話休題。大学は“university”の、また組合は“union”の訳語です。どちらも“uni-”、「一つ

の」という意味が含まれています。高等教育の専門家ではないので誤解もあるでしょうが、欧米の大

学の起源を調べると、学生の組合のようなもの（ギルド）だったようです。それを考えると本学に学

生自治会がなくなってしまったのはなんとも残念な気がします。 

 日本の大学は、明治以降に時の政府が火急に対応した産物ですから、まさに「官立」の大学がその

代表になるでしょう。律令時代の大学寮と現在の大学は何の関係もないのですが、官僚を育てる一部

の大学の学部に伝統が引き継がれているのかも知れません。歴史的には欧米の大学は国家に先行して

います。だから日本の大学の成立は歪でいます。しかし、世界的に見ると戦後独立した国々の大学も

同じような事情を抱えているでしょうから、日本の大学も「和魂洋才」などの言葉にすがって大学ら

しさを作ってゆくしかないと思っています。 

 現在の大学は、スノーの言う「二つの文化の断絶」、教養部解体、産学連携などによる「役に立つ学

問」などに関する課題に取り組んできました。また、近年世間は障害を持つ学生への合理的配慮を求
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め始めました。さらに車検のように定期的にめぐってくる入試のバージョンアップ、特に 21 年度か

ら導入される大学入学共通テストが象徴する入試改善の催促にも応じないわけには行きません。また、

グローバルだかグローカルだかの掛け声で進められる英語教育のあり方も考えれば考えるほど難題に

思えてきます。 

 大学はこのような課題のおかげでストレスが溜まっています＊。“university”とは言いながら四分

五裂しそうです。大学は船頭が多いわけですから、この四分五裂が本来の姿かも知れません。それを

超えて実は“university”なのだと主張しても良いのかも知れません。 

 “union”は「労働組合」、労働を通して一つの統合性を実現しています。私たちは大学で、「働い

て」います。何かを作る、創造するために働いています。さらに、抽象的に新しい何か、楽しい何か、

幸福になるための何かを探し求めています。そのためにはストレスの多い大学という環境を覚悟して

「働きやすい職場」を作っていくことが大切です。大学という知を支えるのが創造を生み出す労働で

あることを確認する一年になることを願っています。 

 
＊学問的には「ストレス」は力のメタファーなので「溜まる」ものではありません。 

 

 

「就任の挨拶」 

2020 年度副中央執行委員長 永井 忠孝 

 

所  属 ： 経営学部 

勤続年数 ： 12 年目（2008 年着任、同年組合加入） 

組合活動 ： 2017 年度選挙管理委員長、2018 年度～2019 年度執行委員、2019 年度支部 

       長 

 

 2020 年度の副委員長をつとめます、経営学部教員支部の永井忠孝です。 

 私は着任以来はじめの 10 年ほどは組合活動とほぼ無縁でした。2 年前に執行委員になってから組

合について学びはじめ、大学の環境を守る上での組合の大切さを知ることになりました。同時に、組

合の視点から大学を見るようにもなりました。 

 最近話題のニュースに、大学入試における英語民間試験があります。導入の見送りが決まった前後

から、にわかに反対意見が大きく報じられるようになりました。「家庭の経済的格差が助長される」「都

市・地方間の格差が助長される」「異なる試験間の点数の対応がいいかげん」「試験監督がアルバイト

で杜撰」などの反対意見がよくあげられます。いずれももっともですが、大学の運営という観点から

の反対はあまり聞きません。試験の中には受験料が 25,000 円を超えるものもあり、しかも何度でも

受験できます。そんな民間試験の受験にかかった分だけ受験生は受験校を絞るでしょうから、もし導

入されていたら、大学への受験料収入のうち数百億円が民間試験会社に移っていたでしょう。その結

果各大学は数千万～億単位の受験料収入を失うことになりかねず、それは教職員の待遇にも、研究・

教育環境にも反映していたでしょう。今のところ英語民間試験は 2024 年まで延期ということになっ

ていますが、こう考えると、受験生にとっての問題として報じられることの多い英語民間試験の問題

は、大学の組合にとっても大きな問題であると言えるでしょう。 

 以上のようなことは、執行委員として組合の立場から大学を見るようになってから考えるようにな

ったことです。このようなことを含めて、なるべく広い視野から教職員の環境を守ることに、微力な

がら取り組みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

「三役就任のあいさつ」 

「続・ボーっと生きてんじゃねえよ！」（組合活動に関心の目を） 

2020 年度副中央執行委員長 森田 直之 

 

所  属 ： 大学庶務部経理課（大学院事務室 → 経理部出納課 → 財務部資金グループ →  

財務部資金課→庶務部経理課→現在に至る） 
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勤続年数  :  28 年目（1992 年就任、同年組合加入） 

組合活動 ： 2000 年度給与対策部部長／200４年度本部職員支部支部長／2005 年度副中央執

行委員長／2009 年度本部職員支部支部長／2012 年度副中央執行委員長／2013

年度書記長／2014 年度法規対策部副部長／同年 6 月～本部職員支部支部長（兼務）

／2018 年度法規対策部副部長／2019 年度副中央執行委員長  

       2020 年度副中央執行委員長 

 

2020 年度も昨年に引き続き、組合三役、副中央執行委員長を拝命しました、大学青山職員支部の

森田直之と申します。 

 通算 6 回目の三役ということで、「とうとう過去のレジェンド職員の三役歴任記録を超えてしまい

ました。」（笑）本来、組合の活性化のためには色々な方々が三役を担ってくださるのが好ましいこと

は承知しておりますが、2019 年度を以て長年にわたり本組合を支えていただいた事務局専従の職員

がご定年を迎え、2020 年度より新たな 2 名の専従職員体制となることもあり、前年度三役が全員交

代することによる引継ぎの事情もあって、もう一年、三役を引き受けさせていただくことにいたしま

した。 

 青山学院のみならず私立大学を取り巻く環境は、年々厳しさを増す状況にあるとは思いますが、そ

の厳しさを教職員が一致団結して本学院の永続的発展に寄与するには、何より安心して働ける労働条

件の保証、金銭面の保証は大切な問題です。もちろん、法人、組合の立場は違えど「青山学院をより

よくしていきたい。」という思いは同じはずですが、労働者の不利益になりかねない提案に対しては、

組合こそ、法人に「それは違います。」と物申せる組織として、団体交渉の場でも粘り強く話合いに臨

んでいきたいと思っています。昨今、法人は様々な規則改定の提示をしてきます。その多くが組合員

の皆様の労働環境に関係するものです。組合員の皆様も組合からの発信する情報に耳を傾けていただ

き、引き続き「ボーっとしている」間に組合員にとって重大な改定が安易になられていないかのチェ

ックを「チコちゃんに叱られないよう」、どうぞよろしくお願いします。今期は、組合組織率の向上、

他大学との連携強化を最優先課題として、組合員のご意見を伺いながら取り組んでまいりたいと思い

ます。 

組合員のみなさまの日々のご苦労が報われる、真に働きがいのある職場環境を守るべく務めていき

たいと思います。組合員の皆様には北村中央執行委員長をはじめ三役、専門部、組合事務局にお知恵

と力を授けていただきたく思います。１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

「2020 年度三役就任のご挨拶」 

2020年度書記長  鳥海 貴裕 

 

所  属 ： 大学学務部教務課（学務部教務課→学生支援ユニット学務グループ→学務部教育支援 

課→現在に至る） 

勤続年数 ： 17 年目（2003 年就任、同年組合加入） 

組合活動 ： 大学青山職員支部執行委員 

 

2020 年度の書記長を務めさせいただく大学学務部教務課の鳥海貴裕と申します。 

 知識、経験共に不足している私にできることは限られておりますが、組合員の皆様と共に直面する

数々の問題を理解し、決断していくことに微力を尽くしたいと考えております。 

 1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                               

  

「組合事務局で過ごした足かけ 40 年間を振り返って」                              

組合事務局 三浦 京子 

 

 1980 年 3 月に 6 年間通った青学を卒業後、組合事務室で職を得て以来、気がついたら今年で 39
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年が経っていました。9 月で無事に定年を迎え、最後までお勤めできたことに感謝しています。 

39 年間、終わってしまうとあっという間でしたが、そのどの時代を切り取っても、大なり小なり、

常に色々ありました。 

 

1980 年の入職直後は、無期契約の雇用である理工学部実験講師の身分問題が、長年の交渉を経て

収束に向かっているまさにそのときでした。連日、夜遅くまで打ち合わせが続いていました。組合っ

てこういうことをするところなんだなと、専門用語も知らない新参者が初めて組合活動を薄々認識で

きた事案でした。 

当時の常務理事は、大変穏やかな方でありながら、貫禄のある白髪のおじいさまがおひとりで担当

されていました。さすがに青学の経営者は上品なんだな～、と思っていましたが、交渉は、労使双方

とも一歩も主張を譲らず、迫力のある攻防が続く緊迫した空気の中で、一旦休憩が取られ、どちらか

が譲歩する提案を出すというのが流れのようでしたが、当時は、学院側が「教職員の皆さんの日頃か

らのご努力に感謝して」というフレーズ付きで、全員にあと 100 円上積み、などというような合意

できるご提案をその場で出して下さることが習わしのようでした。当時は何とも思っていませんでし

たが、今考えると、組織率 90％という組合を敵に回すのは得策ではない、という判断が若干は働い

ていたのでは？と思える今日この頃です。 

当時、ベースアップは毎年 6～7％、諸手当も少しずつ毎年上がっていた夢のような時代でしたの

で、合意を迎える秋から 4 月まで遡って、基本給、諸手当、期末手当、超勤手当などが再計算されて、

相当まとまった差額が支給されていました。交渉の成果が目に見える形で現れる古き良き時代だった

と思います。組合の皆さまからも喜ばれ、良い職場に就職できたな～と大変嬉しかったです。 

また、組合の周年事業で組合員の皆さまに「組合ハンドブック」という冊子を配付しました。その

頃、学院には諸規則を一元的に集めたものがなく、バラバラになっていたことから、組合が学校の諸

規則を取り纏めて、編集に相当の時間と労力を割いて一冊のハンドブックに仕上げました。これが現

在の学院規則集の礎になったと聞いています。今でも古い組合規約が学院規則集の最後に掲載されて

います。これも組合のひとつの功績ではないかと思っています。 

組合三役へのなり手を探すのが大変なのは、組織率 90％の当時も現在も同じく組合の死活問題で

す。当時は、任期が始まった途端に、早速翌年の候補者を探すのが三役の役割、と言っても過言では

ないほど、三役の皆さんのこのご負担は大きかったと思います。組合を存続、継続させるための責任

は大きく、それが三役のひとつの大仕事でした。探せなければ自分が責任を取る、というような御無

体な習わしも、なんとなく無言のプレッシャーとして常にあったことが、さらに三役選出を難しいも

のにしていたかも知れません。 

80 年代後半から 90 年代初頭にかけて、この三役の著しい負担をできるだけ軽減して、幅広く公

平に選出できるシステムが検討され、それが少しずつ見直されつつ現在も継承されている三役選出ロ

ーテーションの制度として、この頃成り立ちました。この制度の背景には、三役のみが激務の負担を

強いられるのではなく、できるだけ多くの方々に関与していただけるような周りのサポート体制を整

えること、事務局の私たちも継続性を担保しつつ、新しい情報も共有し積極的に活動を共にすること

が必須の条件でした。この制度が、従来の専門部よりもさらに三役の身近で行動を共にし、色々な側

面からサポートする、また専門的な知識を共有するためのブレーンになっていただき、執行部として

一歩踏み込んだ形で関与していただく、重要な役割を担う位置づけとなり、現在に至っています。 

90 年代後半には、恩給問題という大きな不利益変更の提案が唐突に出て来ました。1974 年に恩

給制度が廃止され、それ以降は掛け金が入ってこないのに、加入者が居なくなる（亡くなる）まで支

払いだけ続く、という小学生が考えても成り立たない制度にずっと手を付けられずに放置されていま

した。法人からの最初の説明で、このまま放置しておくと青山学院は 7 年で経営破綻する、との発言

がありました。普通それは「経営責任」であり、なんで我々が一緒に考えてあげないといけないの、

と思った記憶があります。が、組合役員は皆さん真摯に受け止め、法人と共にこの難題を切り抜けま

した。2 年ぐらいかかったと思います。と言いますのも、約束を反故にされた方々の問題も大変深刻

でしたが、それ以外の現職の教職員を護らなければいけない責任があります。現職の中にも、掛け金

を途中までかけて受給資格が発生している方々、掛け金を掛けていないから受給できなくても当たり

前、ただ毎年帰属収入から一定金額が恩給会計へ組み入れられる支出が生ずるため、なにかを我慢し

て恩給制度を維持しなければならないという点では、いずれも不利益変が生じます。この三者三様の
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実態、事情や気持ちを勘案しつつ、三方一両損的な解決方法に落ちつくまでには、「組合は法人の回

し者」と揶揄されたり、色々な抗議を受けました。その結果、場合によっては大量脱退者が出るかも

知れないと予想して戦々恐々と毎日過ごしましたが、結果的には退職間近の方 1 名だけがどうしても

ご納得いかないという理由で組合を抜けられてしまったに留まったと言いましょうか、抜けられてし

まったことは大変残念でした。 

2000 年代に入ると、職員の様々な人事制度が構築され、初めて触れる制度に戸惑いながら、制度

がないこともそれはそれでまた問題です。組合のお仕事もさらに増えました。人事部の皆さんも、何

度も何度もご説明下さったご努力には感謝いたしますが、それでも提案毎に内容が変わったり、中身

もよく理解できなかったことはどうすることもできません。一番腑に落ちたのは、組合主催で夏休み

に勉強会を開催した時です。当時、学院の事務組織人事制度検討委員会に組合代表として参画されて

いた副委員長がレクチャーして下さったのですが、体系的に整理され、素人にも分かり易いプレゼン

を聞いた時が、ようやく全貌が繋がった瞬間でした。 

この頃、組合活動にやたら通じた委員長が満を持して就任され、その方から組合活動の何たるかを

3 年間もご教示いただきました。メチャクチャ忙しかったですが、色々学べて大変充実していました。

そのときに学んだ、組合活動はどうあるべき、ということが残りの 20 年間を支えてくれたと思いま

す。組合は本当に人材が抱負です。 

組合というところでお仕事をしている中で、一度は経験してみたいと思っていたのが、団体交渉な

どで委員長が椅子を蹴って立ち去る局面、机を叩いて抗議する姿、労使協定の締結を拒否する、そん

な場面でしたが、幸いにも、そのいずれも実際にその場に立ち合うことができました。が、シナリオ

がないことで、想像していたよりも周りが慌てふためくことも分かりました。委員長が出て行ってし

まったあと、また机を叩いて怒りを露わにして空気が凍り付いてしまった（もちろんどちらも正当な

理由があってのことですが）あと、周りはどう収拾したら良いのか．．．取り繕って次に繋げるべきか、

委員長に追随して一緒に席を立つべきか、追い打ちを掛けて机を叩くべきか．．．未だに答えが出てい

ません。 

団体交渉で、「教育」を中途半端に語った常務理事に、「お前に教育を語って欲しくない」だったか

「知らない癖に教育を語るな」だったか、とにかく迫力のある声で怒鳴り散らした委員長がいました。

日頃、人の意見を聞くことからまずは始める調整型の一見穏やかな方だっただけに、常務理事は固ま

りました。効果絶大です。こういうやり口もあるんだな、と学びました。 

2010 年前後には、理事長が毎回団体交渉に出席されていました。出席をお願いしても実現しない

ことがほとんどである中で、この数年間は異例でした。そんな中、団体交渉で折り合いがつかなかっ

たため、一度だけ 36 協定を締結しないという伝家の宝刀を使ったことがありました。この違法状態

の中で、例え 1 分でも超過勤務が発生すると理事長の手が後ろに回ってしまう（一度見てみたかった

です）という状態が 2 週間ほど続きました。結果的には、学院側からお願いされ、残念ながら組合の

主張が受け入れられた訳ではありませんでしたが締結することになりました。この間、事情をご存じ

の人事部の皆さんはドキドキしたのではないでしょうか？ 

直近のお話で皆さまもご記憶に新しい未払賃金請求訴訟が、最後の大きなお話です。これも労働問

題を扱っている身としては、滅多に出逢うことができないながら、一度ぐらい覗いて見たいイベント

です。ちょうどその頃組合のお役目で近くにおられた三役・専門部の方々が、とりわけ深く関わられ

ることになってしまったという貧乏くじを引かれてしまいました。大変なご苦労をされました。これ

まで経験したことのない司法の世界に迷い込み、もがいた 3 年でした。個人的には、判決まで持ち込

み、どちらの言い分が正しいのか、白黒ハッキリさせていただきたかったと今でも思っています。が、

多くの教職員の方々が、学内外への影響を考慮して和解を望まれたのだと思います。今の労使関係を

見ていると、どちらが良かったのか結論は出ていません。 

最後に、2019 年度に半年間実施された「組合の業務日誌（先週の委員長）」という、委員長の独

り言を配信する試みが、大変ご好評を博しました。日頃全く見えない組合役員のお仕事や、組合が抱

えている諸問題、学内の現状などがタイムリーに紹介されたことで、多くの組合員の皆さまから、是

非継続してもらいたいとのお声をいただきました。私たち事務局の者も、毎週興味深く拝読いたしま

した。 

 

長くなってしまいましたが、語っても語り尽くせない逸話がまだまだたくさんあります。教職員組
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合での 39 年間は、私に誇りと自信と充実感を与えてくれた、何ものにも換えがたい宝物です。家庭

と同じぐらい、それ以上の心休まる大切な居場所でした。教職員組合と青学で出逢ったすべての方々

に感謝しています。 

 

母校でもある青山学院と教職員組合の益々のご発展を心よりお祈りしつつ、後任の戸部、橋本への

末永いご指導とご支援をお願い申し上げ、退職の挨拶に代えさせていただきます。 

 

                                              

 

2020年度組合定期総会記録 

 

日 時 ： 2019 年 11 月 27 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： 91 名（組合員数 5７８名） 

委任状 ： 306 名 

 

Ⅰ．開会宣言 

定足数(7３名)を確認した上で、2020 年度鳥海貴裕書記長（大学青山職員支部）より、開会が宣

言された。 

 

Ⅱ．議長団選出 

鳥海書記長より、上田琢哉氏（教育人間科学部教員支部）、佐藤良氏（大学青山職員支部）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 2020 年

度役員選出まで）を上田氏が、後半（2020 年度三役挨拶以降）を佐藤氏が担当した。 

 

Ⅲ. 書記指名 

議長団より、書記として阿部和子氏（短大職員支部）、五十嵐咲穂氏（相模原職員支部）の 2 名が

指名され、拍手をもって承認された。 

 

Ⅳ．議事 

１．2019 年度活動報告： 

 橋本中央執行委員長より報告。（詳細は「議案書」3～23 頁） 

 

Ⅱ－1.  短大閉鎖に伴う、有期雇用の教員・無期雇用の特定職員に対する冷遇 

  短大閉鎖に伴い、専任教員の雇用は継続されることになったが、有期雇用の専任教員に関しては

最長更新年限より大幅に任期が縮減された。昨年度までは新学部に移籍できる可能性もあったが、

大学側から拒否されたため、改めて短大での雇用延長を求める活動を行い多大なる時間を投入した

が、短大執行部は雇用終了という決定を変えなかった。無期雇用契約の事務職員 1 名も雇用終了を

通告され、現在第三者を介した調整を継続中。いずれも過度な人件費削減によるものと考えられる。 

 

Ⅱ－2.  非常勤講師の雇用 

  本学は 5 年間以上の継続雇用を避けて無期転換できないようにする政策を決定し、2020 年 4

月以降に採用された非常勤講師に適用する規則が発効していた。組合は雇い止めに関する規則の撤

廃を求め前任三役の任期中に要望書を提出し、大学長、短大学長にも示したが法人からの回答はな

かった。しかし、今年になり、法人は組合の意向を再確認したうえで、この規則の撤廃を表明した。

これは他大学で実際に 5 年雇い止めを実施しているところが少なく、法の趣旨を曲解した対応とい
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う評判の悪さも影響していると思われる。 

 

Ⅱ－3． 給与の事実上 5％以上低下 

  今年度もベースアップは据え置きの回答が出された。据え置きが 10 年以上も続いており組合も

有効な手段がなく困っている。据え置きは実質的には賃金の低下を意味し、在職者の意欲低下、有

能な人材の流失に繋がると懸念される。 

 

Ⅱ－４． 一時金 

   春季要求で年間一括交渉を要求しているが、法人は分割交渉に固執している。一括交渉と分割交

渉に大きな差はなく、学院側は一時金の増減によって財務状況を安定させようという風に受け取れ

る。今回据え置きの回答があったものの、財務分析などの論拠を準備しつつ、次の夏の交渉からよ

り法人の動きを注視し合理的理由のない切り下げには断固反対する必要がある。 

 

Ⅱ－5． 療養休職制度 

  法人から制度変更が提案されているが、組合として内容に関して詰めきれていないため先送りに

し、次期執行部に判断を委ねる。 

 

Ⅱ－6． 教員の裁量労働制について 

法人から提案された裁量労働制に関しては、殆どメリットがなく、他大学の状況を見ても裁量労

働制を採用している所は多くはない。現状維持で様子を見るのが適切であると判断し法人にもその

結論を提示している。 

 

Ⅲ． 労働協約をめぐる問題 

  今期、労働協約がいくつか解約され、法人は労働協約を非常に軽視していることが分かった。短

大の雇用問題と並んで、非常に重大な問題だと捉えている。協約そのものを把握していないことや、

協約の曲解、一方的解約などが行われている状況である。労働協約は労働運動の成果の象徴でもあ

り重要であるが、その背景としては労働運動自体の有効性が問われるところである。そのため、教

職員に組合の主張に理があると思っていただける意見を形成できれば法人にも圧力を与えること

ができる。本来どうあるべきかということを理詰めで主張していくことが今後ますます必要になる。 

 

Ⅳ． 2019 年度春季要求 

  交渉らしい交渉がなかなかできていない。今の組合と法人の関係は、我々が要求を提起し、それ

に対して法人が飲めるところは検討し、それ以外は無視するという状況が続いている。ベースアッ

プについては 2006 年度以来ゼロ回答が続いている。本学は大手私大の平均月例賃金より低い水

準にあり、優秀な人材を確保し競争力を維持していくためにも人的投資は必要である。法人との関

係については有効な交渉結果を見い出せていないが、細かく具体的な要求をすることによって、い

くつかは法人も反対しない、あるいは賛成するという場面が出てきているため組合が細かく要求項

目を出していく必要がある。 

 

Ⅴ-１． 学長選挙候補者演説 

今回、院長と選挙管理委員会に対し、公開討論会の開催を求めたところ、院長はじめ関係者の方々

が真摯に検討していただき投票前に候補者に所信表明をしてもらうことになった。直接法人との関

係ではないが、具体的な要求を出したことによる 1 つの成果だと考えている。 

 

Ⅴ-2．教養講座 

  組合員を講師に招いて、教養講座を 3 回、連続語学学習会を 1 回行ったが、全体として参加者

はまだ少ないため、今後は非組合員の方々にも参加を呼びかけ、組合活動を理解していただく一助

としたい。 
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Ⅵ-1．組合組織拡大に関する活動 

  組合の意見を法人に上げて交渉する際には、どの程度の教職員の声を反映しているかで説得力が

かわってくる。また、組合内部でどのように意見をまとめていくかということが課題となる。現在

の法人は教職員の意見を聞き学院の問題点を検討するというスタンスを持っていない。そして組合

の現状は、三役だけでは加入者を増やすというよりも、何とか脱退者を防ぎ現状維持を図るのがや

っとの状態。4 月の新採用教職員に対する呼びかけも、充分な時間が与えられず改善の余地が大き

い。次年度は新規採用教職員・未加入者に説明する別の機会を設定するなどの新たな取り組み方を

考えていただきたい。 

 

Ⅶ．事務局人事体制 

  組合事務室の豊島さんと三浦さんが退職され、それに伴い、戸部・橋本両氏を無期雇用専従職員

として迎え、今後の活動を支えていただく。これまでは経験豊かな三浦さんに三役が頼ることも多

かったが、今後は三役が責任をもって活動を主導する必要があり、三役と事務局の役割分担を改め

て確認する必要がある。 

 

→2019 年度活動報告について、拍手をもってこれを承認した。 

 

 

２．2019 年度会計決算報告 

 安藤書記長より、2019 年度会計決算報告書（「議案書」24～26 頁）に基づき、報告がなされた。 

まず収入の部として、組合員の減少に伴う組合費の減少、低金利のための受取利息・配当金の減少、 全

労済、労働金庫の利用者の減少による事務取扱手数料の減少、薬品、観劇チケット等の販売手数料の

減少等により、収入減が続いている。支出の部としては、予算超過の項目について報告をする。今年

度は、年度途中から組合事務局職員の6ヵ月定期代支給が開始したことによる旅費交通費の支出超過、

パソコンの初期設定に費用がかかったことによる修繕費の支出超過、短大助教の雇用問題に関わる弁

護士の意見書作成費用にかかる支払手数料の支出超過があった。当年度剰余金(1,281,391 円)と前

年度繰越剰余金(8,405,811 円)の差違(7,124,420 円)を次年度へ繰り越すことになる。 

 

（質問） 

組合員の減少に伴う収入減が予想されるが、組合財政の先行きについての見通しを伺いたい。 

（回答：森田前給与対策部副部長） 

事務局の専従 2 名の退職に伴い人件費減が見込まれる。10 年ほどのシミュレーションを作成し検

討しているが、その範囲では問題ないと思われる。 

 

（質問） 

組合費が収入になるわけだが、安定財政を維持するためには組織率はどの程度必要と思われるか？

組合員を増やすことにより安定的な財源を維持する事も大事だが、非加入者にも恩恵はあり、何のメ

リットもないわけではないと何とか理解してもらう必要がある。 

（回答：森田副委員長、橋本委員長） 

現在組織率は 6 割程度。やはり 7 割 5 分程度まで上がらなければ安定財政というのは難しい。他

大学の色々な取組みに関しても情報共有をしつつ、継続的に議論していきたい。 

 

（質問） 

組合の雰囲気が暗い。お笑いの講座を開講するなどの工夫や、組合のパンフレットの仕様変更も検

討してはどうか。また、脱退者の理由を検討し対策をたてていく必要がある。 

（回答：森田副委員長、橋本委員長） 

 三役も同様の思いである。その一貫として今年は教養講座を開講している。私大教連を通じて他私

大の取り組みも参考にしていきたい。また、組合が勝ち取った成果等を積極的にアピールしていくと

ともに、新入教職員対象説明会等の開催も検討していきたい。 
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→ 本件について、拍手をもってこれを承認した。 

 

３．2019 年度三役挨拶 

橋本委員長、齋藤副委員長、森田副委員長、安藤書記長より、それぞれ退任の挨拶がなされた。 

 

◎橋本委員長 

 前任のレンツ先生から当番として引き受け、私としてはできるだけのことをしたいと思いましたが、

法人と 1 年間やりあってみて、これはどうにもならないという感じはしています。ただ法人に対して

もこちらの理屈が十分に正しければ、ある程度のダメージにはなっていると思います。おかしいとこ

ろはおかしいと突きつけられる、我々教職員はこう考えているという意見を積極的に出していけるよ

うな組織になれば良いと思います。今後とも学院の一員として、この学院が積極的に良くなるように、

楽しく仕事ができるような環境を守っていきたいと思っています。 

 

◎齋藤副委員長(代読) 

 初めての大役を仰せつかり、組合活動の全容を理解するだけで時間がかかってしまい、また短大助

教問題で相当な時間をかけたため、あまり役に立てないまま任期を終えることになってしまった事、

橋本委員長はじめ幹部の皆様には若干申し訳なく心残りな点もございます。しかしながら私の様な初

心者でも青山を違う角度から見ることができ、全く異なる見え姿が垣間見えとても良い勉強になりま

した。委員長、書記長、専門部、そして事務局の皆様にお礼を申し上げます。 

 

◎森田副委員長 

 今回で 5 回目という事もあり、いろんな過去の事例を要所要所で説明できたのは良かったと思いま

す。ここ数年は賞与の裁判で暗い雰囲気が多かったが、明るく和やかな雰囲気でいろんなことを話せ

る組合にしたいと思い、教養講座を復活させました。次期三役にも引き継いで教養講座の継続はお願

いしたいと思っています。他大学の組合では教員と職員が別々の組合組織というところもありますが、

我々は一緒に同じ問題を考え忌憚なく話せる素晴らしい組織です。その強みを共有していければと思

います。今後は、三役になったら楽しもうという人が出てくる事を願っています。1 年間ありがとう

ございました。 

 

◎安藤書記長 

1 年間ありがとうございました。今期は明るい話題がなかったので、明るい雰囲気を作れなかった

ことは反省点です。組合は金銭面の勝ち取りが望まれますが難しくなってきている現状もあり、金銭

面だけではなく心の幸せなどを立て直していけるような組織作りも大切だと思っています。また、今

後の青山学院を支えていくためにも若い方を中心に積極的に運営していってほしいと思います。次年

度は専門部として組合員を増やすためにも、相模原にも出向き加入率を上げるよう工夫していきたい

と思います。1 年間ありがとうございました。 

 

 

4．2020 年度役員選出報告 

①三役選出 

 選挙管理委員長の田崎勝也氏（国際政治経済学部教員支部）より、「議案書」33～35 頁に沿って

選挙結果の報告がなされた。なお、今回未開封の投票箱が見つかったため、2 回目の開票作業を行う

ことになってしまい、今後は特に注意し慎重に行うようにしたい旨補足された。 

 

◎2020 年度三役 

 中央執行委員長 北村 文昭氏（キタムラ フミアキ）〔教育人間科学部教員支部〕 

  副中央執行委員長 永井 忠孝氏（ナガイ タダタカ）〔経営学部教員支部〕 

     〃  森田 直之氏（モリタ ナオユキ）〔大学青山職員支部〕 

 書記長  鳥海 貴裕氏（トリウミ タカヒロ）〔大学青山職員支部〕 
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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。 

 

５．2020 年度三役挨拶  

北村委員長、永井副委員長、森田副委員長、鳥海書記長よりそれぞれ就任の挨拶があった。 

 

◎北村委員長 

青山学院には 1997 年に就任し、20 年以上勤務してきました。現在は青山キャンパスで心理学科

を担当しています。相模原キャンパス開設の際には現地調査に参加をしました。臨床心理学を専門と

していることから初等部のスクールカウンセラーの方々と話をする機会もありました。相模原キャン

パスで青山スタンダード科目のフレッシャーズ・セミナーも担当しています。このように、青山学院

全体に関わりがあることで、キャンパスの連携など、役立てることがあると考えます。前委員長のお

話にもあった通り、この役目を 1 年間楽しんでいきたいと思います。様々な工夫をしながら、組合活

動を楽しんでもらい、組合員で良かったと思っていただけるような活動をしていきたいと思います。 

 

◎永井副委員長(代読) 

2018、2019 年度の 2 年間、執行委員を務めました。それまでは組合活動に関する理解が乏しい

ものでした。この 2 年間で、組合の重要性を認識しました。認識しただけで、まだ理解は不十分な現

状ですが、1 年間精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◎森田副委員長 

長年組合を支えてきた三浦さんがご退職することとなりました。このような組合事務室の状況もあ

り、三役が全員変わるとなると引継ぎが難しくなるため、副委員長を続けさせていただくこととなり

ました。組合役員の任期は 1 年ですが、実質は短く、あっという間に終わってしまいます。法人の役

員は変わりませんが、組合の役員がころころと変わってしまうと、組合の力が弱くなってしまいます。

また、若い方に三役を引き受けていただけるように育てていかなければ、組合の弱体化が進んでしま

うと考えます。今期は組織率向上を第一目標として、もう 1 年お付き合いいただきたいと思います。 

 

◎鳥海書記長 

まだ任期前でありましたが、これまでに 2 度団体交渉に列席させていただきました。その中でも、

違和感を覚えるワードが法人の方から出されることがありました。これから 1 年間務めていく中で、

違和感のある言葉が今後どう変わってくるのか、精一杯勉強しながら取り組んでいきたいと思います

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

６．2020 年度組合活動基本方針案  

北村委員長より、2020 年度活動方針（「議案書」36 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 組合組織の拡大と活性化を図る。 

④ 他私大との連携を図る。 

 

方針については昨年と同じ文面だが、それぞれに違う思いが込められている。 

①について、安心して生活をするというのがメンタルヘルスの基本である。一日のうち長い時間を過

ごす仕事の場で実現していくという事が、日本国民全体のメンタルヘルスに貢献していくと考えてい
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る。②については、福利厚生と労働条件の二つの柱で、安心して仕事を実現していくという事を考え

ている。③については大きな目標である。増やしていくという事は良く見えるが、現状維持は評価さ

れないことも多い。さらに活性化を図るというのは難しい事であるが、1 年間、③を特に実現出来た

ら良いと考えている。④について、東京の私大のリソースが全国的に抜きんでて大きいという事を活

用し、有力な私大が多くある中で連携を図っていきたい。 

 

（問題提起） 

他大学の状況で、本学としても注意すべきことが二点ある。 

一点目として、東京の大手私立大学で、基本的財務状況は健全であるにも関わらず、10 年後に財

務が悪化する（基本金組入前当年度収支差額が 10%の利益率を維持できない）という事等の理由で、

人件費削減提案が出ている学校がある。10 年後の状況を前提とした労使の構造ができていないにも

関わらず、利益幅が維持できないという理由などからこうした人件費削減提案がなされている大学が

あるということを知っておいていただきたい。 

二点目として、他大学の例を見ると、労働者の権利を理解していない経営者がおり、原始的な労使

関係がまかり通っている。だからこそ、組合が必要なのである。 

 

→本件について、拍手をもってこれを承認した。 

 

７．2020 年度予算案 

森田副委員長より、2020 年度予算案・収支予算内訳（「議案書」37 頁、38 頁）について説明が

あった。支出の部の消耗品費について 10 万円増となっているが、これは組合事務局の PC や IC レコ

ーダーなど、備品の入れ替え分の増額である。続いて活動費については 90 万円増となっているが、

東京私大教連の中央執行委員長と日本私大教連中央執行委員の方に、当組合からそれぞれ一人ずつ派

遣することになったため、この方々への活動費手当分を増額している。厚生費について、現職でお亡

くなりになる教職員の方々、結婚・出産等、若干費用が多めに出ている関係や、教養講座の講師料や

教材費等で、20 万円増としている。人件費について、組合事務室体制の変更に伴い、減額している。

修繕費の 3 万円増は、PC リプレースに伴う周辺機器の設置の関係である。退職給与引当金繰入の 25

万円増については、組合事務室が専任職員 2 名体制となったことによる。単年度小計で見ると、黒字

予算を組むことが出来た。これにより、繰越金も増加の予定である。 

 

→本件について、拍手をもってこれを承認した。 

 

８．その他  

・執行委員数の特例に関する取り扱い  

鳥海書記長より、執行委員数の特例に関する取り扱い（「議案書」150 頁）について説明があった。

組合規約の基準を超えて、執行委員の数の増員および減員を希望する場合、支部からの要請に基づき、

執行委員会で審議し、定期総会で確認されるという内規の新設が昨年の定期総会で発議され、組合員

の投票により本年 1 月 25 日付で施行されている。その内規に基づき今回、2 支部より要請があった

ため、これを報告する。まずセカンダリー職員支部より、支部の組合員数が 15 名未満となるため、

執行委員数を 1 名に減員する要請があった。続いて理工学部教員支部より、規約に基づく適正執行委

員数は 4 名であるものの、理工学部は 6 学科で構成されていることから、各学科より 1 名ずつ選出

し、計 6 名に増員したいという要請があった。何れも 11 月 13 日開催の執行委員会で承認されてい

る。 

 

→本件について、拍手をもってこれを承認した。 

 

その他、特に意見、質問はなく、以上をもって 2020 年度組合定期総会を終了した。 

 


