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  組 合 ニ ュ - ス 
 

 

20-①              19.12.9 

          青山学院大学教職員組合 

 

春季要求回答について 

 

 「組合ニュース 19-⑧」でもお知らせの通り、10 月 10 日に行われた団体交渉におい

て、2019 年度春季要求に対する学院の回答が示されました。上記ニュースでは一部抜

粋のみのご報告となりましたので、その他の項目に対する回答の詳細は下記をご確認く

ださい。 

冬季一時金ならびに年度末手当の支給に関しては既に妥結しておりますが、その他の

要求項目に関しては引き続き話し合いが継続されますので、以下の回答をご確認いただ

きご意見・ご質問等がありましたらご連絡くださいますようお願いいたします。次回執

行委員会(12/18)で協議の予定です。 

 

                                         

2019 年度 春季要求および回答 

 

１． 賃金・諸手当に関する要求 

① 労働協約および訴訟の和解条項を踏まえて 2019 年冬季期末勤勉手当、2020 年夏季期末

勤勉手当および 2019 年度年度末手当について、2018 年度実績維持とともに一括回答を

要求する。 

○支給額 (2019 年冬季・2020 年夏季および 2019 年度年度末合わせて)  

・専任教職員（任期の定めなし）について  

  6.32 ヵ月＋162,500 円 

    住宅手当の 9.4％を算定基礎に算入する 

  ・研究支援職員および任期の定めのある職員について 

6.32 ヵ月＋162,500 円 

    諸手当の創設および住宅手当 9.4％を算定基礎に算入する 

 

（回答）：2019 年冬季…昨年度冬季実績維持。支給日 12/10  

   専任教職員  3.1 カ月＋110,000 円(住宅手当算入率 9.4％) 

     研究支援職員 3.1 カ月 

    任期の定めのある職員(有期事務職員等) 1.5 カ月  

 

年度末手当は、2009 年より冬季賞与と同時期に受け取ることが常態化しており直接的に生

活に与える影響はないと考えている。2017 年 11 月及び 2018 年 7 月に、冬季賞与に組

み入れて規則との不整合が起きないよう改正を行いたい旨提案し、検討をお願いした。組合

からは、年度末手当の名目がなくなる懸念があるため、名称は別のものになるとしても、規

則上はその位置づけが独立した形になるような表記が求められた。検討した結果、名称を期
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末手当（年度末手当相当分）とし、基準日を 3 月 1 日から１２月１日に変更し、支給率は冬

季期末手当に準ずる表記としたい。冬季期末勤勉手当に合算の上支給。規則改正手続きを行

った上で支給したい。 

 

期末手当（年度末手当相当分）…昨年度実績維持 

専任教職員・研究支援職員 0.32 ケ月  

任期の定めのある職員 支給なし 

 

② 5,000 円のベースアップを要求する 

5,000 円×18.32 ヶ月×1,300 人⇒約 1.2 億円の人件費増 

（昨年度 5,000 円のベースアップを要求） 

（回答）：青山 vision でも示しているとおり、今後キャンパス再開発、ICT、教育環境整備等、 

学院が継続的に発展していくための様々な課題に対処するための費用捻出が必要。また、入 

学定員厳格化や短大閉学の影響により授業料は数億円単位での収入減となる。校舎の計画的 

な修理、震災後の建築基準強化による、大規模施設の改修等も引き続き必要。このような状 

況下の中、今後も黒字決算が続くとは言い難く、継続的な支出増となるベアは難しい。よっ

て、ベア、住宅手当、退職金については現状維持。 

 

③ 住宅手当を一律 3,000円引き上げること（青山 世帯主 23,400円・非世帯主 16,900円） 

約 3,000 円×12 ヶ月×1,300 人=4,680 万円＋αの人件費増 

MARCH＋早慶の平均 26,683 

（例年 5,000 円アップを要求） 

（回答）：現状維持。 

 

④ 配偶者手当を 1,000 円、その他扶養手当を 3,000 円引き上げること 

MARCH+早慶の平均 配偶者 21,283 円、その他の扶養家族 14,058 円 

（青山：配偶者 20,000 円、その他 9,200 円） 

（回答）：現状維持。 

 

⑤  退職金支給率を上げること 

（回答）：現状維持。 

全ての話合いが終わってから戻る 

 

２．情報開示についての要求 

以下について組合の求める具体的な開示がされていないため早期に説明を求める。 

⑥ 学校運営に関わる長期的展望  

⑦ これまでの財務についての振返りと⑥に基づく財務的シミュレーション資料 

⑧ 過去分の大型建設の費用、および、これからの大型建設の長期的計画 

（年次・費用など） 

⑨ 金融資産の運用実態（運用資産の内容、引当資産の引当費目など） 

 

（回答）：⑥～⑨については、私立学校法改正によってガバナンス体制の改善の一環として事業計

画の中長期的計画を盛り込むことになった。今年度末に完成するのでご参照いただきたい
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（2018 年度決算説明に対する組合からの質問への回答の中では、計画が漠然としているの

ではなく数値目標がないため開示できないという回答をした）。現在もまだできていないが

できつつある。今年度３月末を待たずにできる予定。ただし、私学法の改正と関わる事業計

画とは別にもともと考えていた中長期計画におけるキャッシュフローの予想の完成が来月

（11 月）頃なのでそれを想定して答えた。 

 

３．教職員の職場環境、働き方、組織についての要求 

○大学、女子短大教員について 

  ⑩ 旅費について、欧米での宿泊費は高額になるため自費を出さざるを得ない状況になっ

ている。宿泊費を国内 1 万 5 千円、国外 2 万 5 千円の上限とすること。また、役職に

よる宿泊費格差をなくすこと  

【現行】   

■国内 

12,000 円 

 

 

 

（回答）：旅費規定については、2017 年 4 月に国内について改正し、10 月に国外規則も改正 

した。複数の学校の旅費規則を参考に検討し改定したので現時点で変えるつもりはない。旅 

費規則第 10 条に旅費支給額が規定されている。業務の都合、出張先の状況、その他やむを 

得ない事情がある場合は、所属長の調印によって旅費の区分毎に実際に必要な経費の範囲内 

において、宿泊費の支給額を調整することがあるので、出張前に各設置学校担当事務部署へ 

行って、申請をしてほしい。役職による格差も複数の学校の規則を見て、そういった格差が 

あるというところを考慮して作成している。 

 

⑪ 現状の教員研究費の額は減額しないうえでの海外学会発表等や出版、英文論文投稿に

対する校閲について申請型研究資金の創設または既存の申請型研究資金の増額 

（回答）：現在海外ジャーナルへの英文論文の投稿料について半額程度の補助を検討。研究補

助者の不足という面から、博士後期課程の人数を増やす取り組みとして、また若手研究

者育成も踏まえた院生助手の採用や、海外学会発表渡航費の補助、授業料無料の奨学金

制度の充実など新しい取り組みを行っている。総合研究所の方で SDGｓ関連の申請型

研究資金というのを創設して、9 月後半に公募をかけた。また、2018 年から新しい申

請方ユニットへ変更して総額を 1500 万から 6000 万に増やして充実を図っている。 

 

※ [セカンダリー組合部分割愛] 

 

○職員について 

⑯ 2013年度より制度が導入された有期職員に加え、派遣・パート、無期専任職員を総合

職・一般職に分けたことで、さらに雇用形態が多様化している現状において、現在ま

でに結果として現れているメリットとデメリットを丁寧に検証し、その結果を報告書

として組合に示すこと  

（回答）：組合に報告書は提出せず、口頭により説明する。有期事務職員制度を 2013 年度より 

■国外 指定都市 その他 

教授 21,000 円 19,000 円 

准教授、専任講師、助手・助教、その他職員 19,000 円 17,000 円 
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導入した際に、その目的をいくつか挙げた。まずは低年齢層の有期事務職員を定期的に雇用 

することで、現場力の向上を図る。有期事務職員の雇用と無期専任職員の少数採用により無 

期専任職員における適正な年齢分布構成を図る。従来の事務嘱託職員、副手、学生雇員等の 

廃止、あるいは派遣等から有期事務嘱託への移行により身分の整理を図る。また、有期無期 

を含めた専任事務職員の年齢構成を適正化することで、人件費が抑えられ、人件費比率の改 

善に繋がる。さらに、規則を整備することで有期事務職員が補助金獲得の対象となることは 

もとより、専任職員全体の平均給与額を抑えられることにより、高額給与にかかる補助金減 

額幅を減少させるという意図を持っている。また、一般職の制度導入の意図としては、能力 

が高く優秀な有期事務職員を将来にわたって継続的に雇用することでさらなる現場力の安 

定を図る。無期雇用転換制度を設けることにより、有期事務職員全体の就業意欲を高め生産 

性の向上につなげる。有期事務職員を採用する段階から応募者数を増やし、より優秀な人員 

確保を目指す。そういう意図をもっている旨は以前組合にも説明したが、それについては、 

説明通りの効果が表れていると考えている。デメリットは心当たりがない。反対に、組合か 

らこういうところがデメリットだということがあれば知らせてくれればと思う。有期の制度 

というのは、3 年間を有期として雇うという制度なので、そこの範囲の中でそこの部署の管 

理者がどういう風にその職員を配置しどういう業務を与えるか、ということを考えてもらわ 

ないと難しい。 

 

⑰ 超過勤務時間を正しく申請させること。アンケートの結果、未だに実際の超過勤務時間

より過少に申請している職員が存在することが判明した。健康管理の面からもこれは

問題である 

（回答）：管理職への注意喚起、あるいは過少申告をしているだろうと思しき状態を調査すると

いう意味合いで、PC のログインログアウトの時間と、実際の申請に乖離があるかどうか

確認している。大幅に乖離があるようなものに関しては当人及びその上長にヒアリングを

している。そうした実態が確認できた場合は、上長に人事部から厳しく注意を促すと同時

にあまりに重篤な場合は注意喚起を進めている。反対に、以前にも私どもからのお願いと

して話したが、未だに組合へこのような人が相談してくる際に、例えばその人が人事部に

相談ができないのであれば、組合の方から人事部に相談をしていただければログインログ

アウトの時間等の乖離を確認するのと同時に、上長を含めて調査をすることもできるので

協力してほしい。 

 

⑱ 研修は青山キャンパス開催のものが多いため、相模原キャンパス所属の職員に対し、

参加の機会を増やすこと 

（回答）：実際両キャンパスに配属されている職員の人数に差があるので全く同じように開催す

るのは難しいが、相模原キャンパスの人にも研修に出てきてほしいと呼びかけはしているつ

もりなので、組合からもぜひ相模原キャンパスの人も行きましょうと呼びかけをしてほしい。 

 

⑲  職位を限定した研修を増やすこと 

（回答）：確かに職位によって研修の目的や内容は違うだろうという意見は分かる。ただ 4 級だ 

   とあまりにも人数が多いので職位限定した研修が可能か議論をした。現状難しい部分もある

が例えば大まかな職位の層として若手層中堅層管理職のカテゴリーでの実施等は検討して

いる。一方、職位別といえば、本日 3 級職全員と２級職１号者でいわゆる管理職、人事考

課の考課者研修を３時間半ずつ行い、本学の人事考課の目的や内容、実際の考課の仕方、も



 

 

5 

 

のさしの共有や間違いミスの発見、なども 3 級職が一堂に会して行っている。こうしたも

のを職位を限定した研修の１つとして、色々なことを行えるよう検討する。 

 

⑳ 実態が不明な「アドバイザー」について、どのような位置づけでどのような規則に基 

づく職分なのか、採用基準等も含め詳細な情報を開示すること 

（回答）：以前も学内の内線番号表を見て組合から同様の質問があり、既に回答したと思うが、 

アドバイザーというのはただの呼称として使用しているだけで、実態は業務委託。業務委託 

をお願いしている方が学校をある意味多少代表した形で、相手と話しをする時の肩書きとし   

てアドバイザーというものを使う。アドバイザーと称する人は業務委託者であり、他の業務 

委託者も内線番号表には掲載されていないため、同様に内線番号表には記載するなという旨 

の指示をしたが、管理している担当者が替わってしまったことによりまた掲載されてしまっ 

た。今後そういうことが無いように、事務連等でアドバイザーというものの雇用についても 

説明をした。説明書を資料という形で事務ポータルには載せている。採用の基準については、 

業務委託という性格上、各部署が各部署の必要に応じて雇っているため、基準というものは 

ない。ただ反対に青山学院のアドバイザーという呼称を使う時には影響があるので、学院に 

稟議書等で申請が上がってくる。 

 

○職場・教育環境について 

㉑ 学内の健康診断において検査項目を増やす（胃のバリウム検査等）こと。また、実施

日程を柔軟に設定すること 

（回答）：学内の健康診断において検査項目を増やすこと、例えば胃のバリウム検査等は現実的 

でないと考えている。しかしながら今回、学内で実施する健康診断を受診できなかった場合 

は、理由を問わずに、別途指定された期間(10/7～12/25)、指定の病院（恵比寿の健診セ 

ンターか、原町田診療所）で健康診断を受けることを可能にした。今までは公務により指定 

の時期に受けられなかった場合に限り、外部医療機関で受診した健康診断費用を負担してい 

たが、今回は理由を問わず、日程調整がつかない場合は上記のような受診を可能にした。受 

診率アップを期待したい。 

 

㉒ 外部医療機関で健康診断を受診した際にも、人間ドック利用に準じた補助金を支給す

ること 

（回答）：例えば上記のように恵比寿や原町田の病院で受診をした際に、受けたい項目について

は実費で受けることができる。普通の健康診断部分だけは学校が負担するため。＋α分は実

費で受けられる。㉒については人間ドックに準じた支給をするつもりはない。ただ、㉑の制

度を作ったので、来年以降どうするかは分からないが、試しに今年度やってみる。 

  

4．介護・育児制度について 

㉓ 育児期間中や介護期間中の講義負担を軽減すること 

（回答）：講義負担ということで大学短大のことだと思う。学部によって状況は異なるが、 

時間割等で個別に対応していると聞いている。法人どうこうではなく大学の実情の中で 

対応していただいている。 

 

㉔ 介護休暇取得可能日数の上限を引き上げること 

（回答）：現状維持。該当の要介護者が 1 人いる場合は年 5 日の介護休暇の付与、職員の 
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場合だと年休が 21 日、保存休があれば加算すると 3０日余り付与されることとなるた 

めこの中で対応してほしい。 

 

㉕ 土日・祝祭日に業務が発生する際の支援として、ベビーシッター、ホームヘルパー利 

用に対する補助金を支給すること 

（回答）：現状支給する考えはない。育児・介護で休日出勤できない場合は所定外労働お 

よび休日労働の免除の制度を利用してほしい。 

 

㉖ 著しく低い男性の育児休暇および時間短縮勤務の取得率を改善すること 

（回答）：育休や時短勤務は男性がとれないこともないし妨げることもない。現状男性が取

得できない実態があるとは認識していない。また育休を取る場合等は収入にも関わって

くる制度のため、義務化したり取得率引き上げのために働きかけるということは組合員

の願う要求なのか不明。規則上では取得可能となっているので組合から積極的に呼び掛

けていただければと思う。 

 

5．有期教職員についての要求 

㉗ 有期職員同士で引き継ぎが行えるよう、任期を延ばす、あるいは十分な引き継ぎ期間を設

けること。特に、合同研究室など教員と事務職員との間に入って業務を行う部署の事務職

員の引き継ぎ期間については十分に配慮すること 

（回答）：有期無期問わず、退職者や休職者が出てくるため、それに備えて通常業務に関してマ 

ニュアルを作り対応してもらうことが必要。期間をダブらせて有期職員を採用することは考 

えてない。 

 

㉘ 助手・助教の位置づけ・規則を明確化すること 

（回答）：規則で明記されている。就任時にも規則を説明して覚書を交わしている。短大助教の

雇用に関して問題になったので、㉙と同時に答えると、任期や更新回数について周知徹底す

ることと言われているが、これは当然であろうし、かつ各学部の専権事項で行うことは各学

部で対応してもらわなければならないが、その時に説明してもらうようにこちらからも注意

喚起してきたい。 

 

㉙ 助手・助教の任用面接時における応募者への任期と更新回数についての考え方について周

知徹底すること 

（回答）：㉘で回答済み。 

 

㉚ 非常勤講師をはじめとする有期雇用契約の教員について、無期転換権の発生を阻むこ

とを目的とした雇い止めを行わないこと。また、有期から無期へ転換するための採用

試験の充実を図ること 

（回答）：この間の団交の席上、非常勤講師等の５年雇い止めは廃止すると言った。今年度中

に規則で５年を超えられないとなってるものについては規則を改定する予定。有期から無

期への採用試験の充実ということについては、採用試験そのものは専任教員の補充が必要

な際に適宜学部ないしは大学の方で公募されているのでそれを受験していただくというこ

としかない。 
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６．私学への助成金増額のための活動 

㉛ 国の私学に対する各種助成制度に対して、他私学と連携し、改善を図る努力をするこ

と。また、組合が長年取り組んでいる東京私大教連の「私立大学生の学費負担の大幅

軽減と私大助成の増額を求める国会請願」の署名・募金活動を支持・支援すること 

（回答）：私大連等でも文科省に掛け合っている。補助金総額の 8 割程が国立に、私立は 2

割程の分配しかない。しかし、学生数でみると国立は 2 割程で私立は 8 割程になるた

め、我々も私大連を通じて文科省に働きかけをしている。この組合運動について進めて

ほしいというお願いまではしないが、我々も認識は持っている。 

 

７．勤続褒賞金制度に関する要求 

㉜ 勤続 25 周年の教職員について従来の褒賞金制度を復活させること 

（回答）：元々の趣旨の 1 つは、他校や一般的な企業で支給されている平均的な額にしたいとい

うことと、それに代わる代案は無いかということで検討はしたが、現状では良い案が出てき

ていない。リフレッシュ休暇等代替案として考えたが、良い案にはならなかったので代替案

を出すことは不可能と既に回答しているつもり。 

以 上 

 

 


