
 

 

   組 合 ニ ュ ー ス 
 

 

 

   21-①         2020 年 12 月 9 日  

 
      青山学院大学教職員組合  

 

 

春季要求回答について  

 

 組合速報にてお知らせの通り、10 月 16 日及び 11 月 2 日開催の団体交渉において、

2020 年度春季要求に対する法人回答が示されました。  

 2020年度はコロナ禍の影響が不透明であることに鑑み、組合からは基本給や諸手当、

年間一時金等の賃金については全て現状維持を要求するに留めました。その代わり、

オンライン授業や在宅勤務の実施、学生や保護者への対応等による負担が非常に増加

したことから、コロナ禍に伴う負担に対する支援（オンライン授業対応手当、出勤手

当の支給等）を要求いたしました。一時金については、法人が一時回答を保留したも

のの、最終的には昨年度実績維持の回答を引き出したため、組合員の皆様のご意見も

伺った上で、基本給・諸手当・年間一時金等の賃金に関する要求については全て現状

維持で合意しました。ただし、一時金の交渉方式について、組合は半期交渉に合意し

ていない旨回答書において指摘しています。また、コロナ禍に伴う負担に対する支援

要求についてはゼロ回答でしたが、引き続き他私大の情報も参考にしながら再考を求

める方策を検討したいと思います。  

 その他の要求事項に関しては、必要に応じて法人と交渉を継続します。以下、各

要求事項に対する回答をご確認の上、さらに交渉を継続すべき項目や確認が必要な

項目等ございましたら 12 月 24 日 (木 )までにご意見をお寄せください。  

                                        

 

2020 年度 春季要求および回答  
 

 

１．賃金に関する要求   

①  基本給・諸手当・年間一時金等の賃金に関しては、すべて現状を維持すること。  
また、年間一時金は、半期毎の交渉方式が合意に至るまでは従来通り年間支給  

額および支給日を一括で回答すること。  

（回答） : 基本給・諸手当については現状維持とする。ただし、属人的な手当は今後何  

らかの対策を検討したい。冬季賞与の回答は本日は避けて、11月頭に再度団体交  

渉を開催し回答したい。理由として、現在、学生への給付金支援等で9億9千万円  

程支出しており、その他感染防止対策用のアルコール購入費等含めると既に約13 

～14億円程計上している。コロナ関連で光熱費等が減ったり募金等による収入が  

あったりで2億円程プラスもあるが、今後も後期の教科書送料等あらゆる面で支出  

が見込まれる。学費収入の面でも、学費値上げ等で7億円程の収入増加を見込んで  

いたが、学費の延納、未納等でマイナスになっている。その結果、コロナ関連収支

として21億円のマイナスという数字になる。ただ、10月の間にもかなり学費納入

の件数が増加したこと、国からの補助金や高等教育の修学支援制度による補助金支



給の見通しも現状ではまだ不透明な部分が多く、収入・支出が相当変動することが

想定される。そのため、冬季賞与の回答は本日は避け、11月頭に提示したい。  

賞与の支給方法については、和解条項で前年度までの支給実績を踏まえ維持に  

努めること、財務資料等の具体的根拠を示して誠実に交渉することが決められてい  

る。直近年度の決算に基づき、その時の状況を総合的に検討した上で判断したいと  

法人は考えている。激変する社会情勢や学院の財政状況、将来構想等を鑑みると、 

一概に長期のことを決めていくのは現状では難しい。年２回支給している一時金に  

ついて、やはり都度きめ細やかに交渉する方がより合理的・現実的と考えている。 

 

（11 月 2 日一時金最終回答）：今回の賞与は 2019 年度冬季賞与と同額とする。コ

ロナ禍の収束の見通しが不透明な中、奮闘されている教職員のことも配慮した。  

10 月 16 日開催の団体交渉においては、冬季賞与について回答を保留し、財

務状況を慎重に把握した上で回答したいと説明した。  

その後、10 月末時点の財務状況を確認したところ、施設設備貸出等による収

入減や、オンライン環境整備費等の支出によって生じた悪化材料の合計額は、19

億 4700 万円であった。しかしながら一方で、順次学納金の入金が進んだことも

確認できた。さらに寄付金収入、予算の未執行分（光熱水費、旅費交通費、委託

費）を含む良化材料を差し引くと、現時点では 10 億 2600 万円の赤字となった。

この数値を使って経常収支差額を予想すると、予算では 6 億 2300 万円のプラ

スが 4 億 300 万円のマイナスになるという試算結果が得られる。  

赤字決算予想に対して早期に手を打つべきという考えもあるが、今後悪化材料、

良化材料ともに増えることも予想され、現時点で精度の高い見通しができない。

経常収支差額のマイナス決算を見込むべき状況ではあっても、今年度の決算結果

を見越して賞与の減少幅を検討できるほどの確度の高い予想は難しい。そのため、

総合的に判断し、冬季賞与は例年通りと回答する。2020 年度決算を確認できる

ようになった時点で、21 年夏季については改めて交渉させていただく。また、

家計急変により困窮している学生生徒への支援のため、募金への寄付と啓蒙にお

力添えを賜りたい。  

   

２．コロナ禍に伴う負担に関する要求 (回答を前期中に示すこと)   

大学・短大教員：オンライン授業対応手当として、組合員一人につき 30,000 円

を支給すること。  

  職員：入構制限期間中の出勤者への出勤手当として、組合員一人につき出勤 1 日

あたり 500 円を支給すること。  

設備費 (PC 等 )実費を支給すること。  

共通：通信環境整備費 (Wi-Fi ルーター購入等 )の補助、入構制限期間中育児介護  

にかかった費用への補助。  

   大学・短大非常勤教員：オンライン授業の負担に対して、教員一人につき 10,000

円を支給すること。  

（回答）：コロナ禍で教職員が研究・教育水準を維持すべく尽力したことには感謝す  

るが、1．で説明した理由により、減収が見込まれる中、手当を支給できる状  

況にはない。ただ、このような規則にない形の手当は状況が変わっても支給は  

困難である。  

 

 



３．情報開示についての要求  

②  学校運営に関わる中長期計画に基づく財務的シミュレーション資料  

③  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）  

④  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）  

⑤  コロナ禍に伴う諸支出、奨学金制度等の事業計画並びに財務的シミュレーシ  

ョン資料  

（回答）：②～④について、財務情報共有には前向きに取り組んできた。学校運営に関  

わる中長期計画に基づく財務シミュレーションについては 2029 年までの資金収  

支見通しを作っているため勉強会の形で提示できるよう進めている。ただし、組合  

役員のみの出席として、かつ守秘義務協定を交わした上での勉強会としたい。過去  

や将来の大型建設費用や金融試算の運用実態についてもその勉強会の中で示した  

い。⑤については 1.の回答の中で現時点での数字を説明済。  

 

４．教職員の職場環境、働き方、組織についての要求  

○大学・短大教員及び職員の職場・教育環境、働き方について  

≪教職員共通≫  

⑥  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 15,000 円、国外 25,000 円の上限とすること。  

また、役職による宿泊費格差の根拠を示すこと。合理的な理由がない場合は  

格差をなくすこと。  

※組合加入対象者に範囲を限定して記載  

【現行】    

■国内  

12,000 円  

 

（回答）：上限引き上げの根拠を組合に確認したところ、政府統計『小売物価統計調  

査』にある宿泊料の 2019 年の平均が 15,917 円であるからという回答があっ  

たが、総務省の統計局に確認したところ、その数字には観光目的の高額宿泊も含  

まれるということであった。別途、総務部がビジネスによる利用者を対象に実際  

に予約した宿泊プラン料金の平均価格を算出した資料を取得し参照したところ、  

330 地域の平均は 7,500 円となっていた。早慶上智 MARCH（本学を除く）含  

む 12 大学及び国家公務員旅費規程等を調べても、国内 15,000 円というところ  

はなく、国外 25,000 円というところは確認できたが本学より規模の大きいとこ  

ろであった。職位による格差も従前からであり、他大でも教授と准教授以下では  

金額を変えている学校も多いことから必然性があっての処遇と考えているが、合  

理性を求めるということであれば宿泊料金等改定が必要な時期が到来した際に併  

せて検討したい。昨年も説明した通り、この規則の下でも増額すべき客観的合理  

的理由があれば調整申請が可能ということも申し添える。ただし、組合から教授  

会等で調整申請が可能な旨承知するようにという要望もあり担当部署にも伝えて  

いたが、全て認められるものではなく所属長の承認が必要となるため、一律に周  

知することに馴染まないため教授会での周知は行わないとの回答があった。宿泊  

費が規定を上回ってしまう合理的客観的理由があれば今まで通り担当窓口に相談  

してほしいとのこと。  

 

■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、職員等  19,000 円  17,000 円  



⑦  学内で実施する健康診断とは別途、指定された期間、指定の医療機関で健康  

診断を受けることを可能にした結果、受診率にどの程度の改善が見られたのか。

また、今後どのような展開を考えているか示すこと。   

（回答）：フォローアップ検診について、2018 年度の受診率は 89.6％、2019 年度  

  は 90.7％で、1.1％上がった。30 名弱の受診者がいたが、いつも受けている人が  

  学内の検診を受けられなかった際に利用したケースが多かった。今後は受診機会を  

増やすことで受診率の向上を図るとともに、密を避けるため分散受診の一環とし  

て利用を促す予定。今年度は８ /24～９ /11 の健康診断前と、10/5～2/19 の健  

康診断後とフォローアップ検診の受診機会を大幅に拡大した。  

 

⑧  毎年ストレスチェックが実施されているが、その結果が職場環境の改善にど  

の程度反映されているのか示すこと。   

（回答）：委託業者の分析結果に基づき、経営執行会議や安全衛生委員会、各設置学校  

長及び学部長、部署長宛に報告されて職場改善の資料として役立てられている。   

ただし、受検者が 10 名未満の学部や部署は個人特定の恐れや数値の偏りの可能性  

があるため、学院の平均値の結果だけの通知としている。部署長は個人が特定でき  

ないようになっている。医師面接指導は高ストレスと判定された個人に案内され、 

その中から申し出た者に実施されている。  

 

【質問】：経営執行会議で報告されるケースのうち、ストレスが高い人が多い部署に対  

して、例えば人員増加や事務分掌の見直し等によって業務負担やストレスの軽減  

を図るような何らかの措置はとられたことがあるか？  

 

（回答）：所属長とは個別に面談を行い、原因は何か、人間関係なのか、過重労働なの  

か具体的に１つ１つ話をしながら解決策を探っている。  

 

【質問】：部署による業務の偏りはある程度事実としてあると思う。業務の多い部署に  

  おいては、ストレスが高くなることが予想される。そうした部署について、根本的  

に組織改編を検討する材料にもなりうるのか？  

 

（回答）：一概に業務量が多いからストレスが高いとは言えない。人間関係や、職場だ  

けでなく私的な部分も複雑に絡んでいる。明らかな過重労働の場合で、部署とい

うよりも個人に仕事が偏っている時は、所属長と毎月面談して個別に対応してい

る。  

 

⑨  ハラスメント防止委員会に申し立てをした申立人の保護を徹底するとともに、 申  

立人の調査のみではなく被申立人の意見聴取や調査も予断無く徹底すること。ま

たハラスメント予防・  改善のために有効な研修を増やすこと。さらに、ハラス

メント防止委員に守秘義務を徹底させるためにどのような対策を講じているか具

体的に示すこと。  

（回答）：2020 年３月４日開催の 2019 年度第４回委員会で、委員長名で注意喚起を  

行った。また、2020 年６月 17 日開催の 2020 年度第 1 回委員会で再度注意喚  

起を行った。委員会資料は紙媒体のみでの配布として、終了後には全て回収し情報  

の取り扱いについても厳格化することで、物理的に情報が流出しないこと、心理的  

に情報の機密性を意識し続けることを徹底している。調査を行うに当たっては、利  

害関係者も排除して同じ学部学科の委員が担当しないように、また、性別に偏りが  



でないように等配慮している。なお、これらのことを踏まえて現在あらゆる観点か  

ら検討をしている。ハラスメント防止委員会の規定の改正等については両組合と  

話し合いをしたいと思っている。  

 

⑩  「働き方改革」の趣旨に即して教職員への多様な働き方の制度を検討すること。

また、そのために必要な環境整備を行うこと。    

例）希望者に対し在宅勤務の制度の一部導入  

  時差出勤制度の導入     

（回答）：今回はコロナ禍の影響で緊急事態宣言が出た後、緊急避難的に在宅勤務を行  

った。在宅でできる仕事が一部あることが確認できた一方、今回は学生がキャンパ  

スに来ていないという特殊な状況であったことは加味して考える必要がある。学生、 

生徒、児童がキャンパスに来て、教育を行うということが本来の学校という業態で  

あることに鑑みると、特に窓口のある部署は実施が難しいという印象を受ける。し  

たがって、在宅勤務については、コロナ禍における緊急時の措置と考えている。時  

差出勤については、窓口を所定労働時間以上に開けている部署ではシフト勤務を既  

に行っている。また、介護・育児を行っている職員には時差勤務の制度がある。時  

短勤務の職員を含めると 40 名以上の職員が適用されている。それ以外の時差出勤  

については、コロナ禍を受けての緊急時の措置と考えていて、今でも通勤時間をず  

らすという意味で時差出勤を許可しているため、この点については在宅勤務よりは  

臨機応変な対応が可能と考えている。  

 

【質問】：在宅勤務について、様々な家庭環境を抱えている方が、限定的に制度を活用  

  するということは選択肢として無い、ということか？  

  

（回答）：在宅勤務を行ってはみたが、広く一般的にということでは学校という業態か

らすると考えられないと思う。いろいろな部署があるため非現実的である。今後

検討したいとは思っているが今は前向きな回答を用意していない。  

 

≪教員≫  

⑪  昨年度の春季要求において、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しているとの回答があった。件数と併せ検討結果を示す

こと。  

（回答）：研究活動への支援については大学はここ数年に渡って、総合研究所の予算を

３年かけて 1500 万円から 6000 万円に増額した。また、リエゾンセンターの新

設、若手研究者育成のためのアーリーイーグル研究支援制度を始めとして、基盤

研究強化支援プログラム、国際学会発表支援制度の旅費の補助、若手研究者育成

奨学金、院生助手の制度等、各種制度を新設している。また、論文の投稿料の補

助については、教育研究所からも補助を行うことが可能と考えている。このこと

から、海外ジャーナルへの英文論文の投稿料に関する新たな補助制度新設は見送

ることとした、と大学執行部から回答を受けた。  

 

≪職員≫  

⑫  過去 10 年間の各年度の雇用形態ごとの年齢層別被雇用者数を示すとともに、

各雇用形態が混成する人員配置が職場にどのような変化を与えているのかを

詳細かつ丁寧に検証し報告書にまとめて提示すること。また、将来的に専任事



務職員（総合職）と有期事務職員・一般職をどの程度の割合とする予定である

のか方針を提示すること。  

 

（回答）：報告書にまとめて提示ということは考えていないため口頭で回答する。2013 

年から導入した有期事務職員制度について今後は毎年 10～20 人程度の無期職員

が退職する中で、毎年６、７人程度は無期の雇用を続け、不足する労働力の補充と

いう意味で、低年齢層相当の有期職員を３年毎に入れ替えることにする。そのこと

によって、無期職員の逆ピラミッド型の人員構成の是正とともに、人件費の減額を

図ることが目的と当時説明した。低年齢層相当の有期を定期的に雇用することによ

り、ルーティン業務をケアするとともに現場力の向上を図る、さらに、有期職員と

共同で業務をすることで、無期の特に若手職員のリーダーシップ、責任性向上、モ

チベーションアップを図ることを主たる目的とした。また、2018 年度に専任事

務職員を総合職と一般職に分けたことについては、優秀な有期職員が３年で契約が

終了してしまうのはもったいないという現場の声を受け、優秀な有期職員を継続雇

用することでさらなる現場力向上と、総合職の定義を明確にすることによって、今

以上により考える仕事、今後の学校職員に求められる職務に重点を置いて業務に当

たってもらうことを目的に実施した。有期職員制度導入時には、事務嘱託などのい

ろいろな身分を１つにした。結果として、この制度変更のみによるとは言えないが、

トータルの無期・有期専任事務職員数は 2012 年に４８０人であったが 2019 年

は 520 人と 40 人増加してる。しかし 2012 年度と 2019 年度の単年度比較で

は、職員人件費は、高齢職員の退職が一番大きな要因ではあるが、３億 5 千万円

減額している。そのうち超勤に係る費用も約１億円減額している。仕事量は増えて

も人を手当することで過重労働、職場環境改善はなされてる。さりとて支出は抑え

られていると言える。職分の混在も現状大きな問題はない。一般職が在職している

部署では業務分担表を作成し、人事課と所属長とでヒアリングによる確認作業をし

ている。度々有期が総合職と同じ業務をしているという声が上がるが、当たり前の

ことである。全員共通に行うルーティン業務の中では有期、一般職、総合職という

切り分けはできない。全員共通のルーティンは存在するが、その上に一般職として

の業務が加わり、総合職としての企画立案やプロジェクト業務が積み上げられてい

るという考え方で実践している。今後についてはより総合職がその責務を認識し、

ルーティンに逃げずにより考える業務に取り組むことを望んでる。所属長を通して

そのように仕向けていきたいと思っている。現状各所属長からのヒアリングを頻繁

にすることで、適正な人員配置は意識して行っている。今後の職分毎の人数比につ

いて、数字ありきとも思っていない。所属長とヒアリングをしながら役割や業務内

容を踏まえ決定してくという考え。各雇用形態については最高裁の判決もあって、

同一労働同一賃金を前提に、不相当のところがあれば改革したいと思っている。  

 

⑬   専任事務職員 (総合職 )の採用者数を増やすこと。  

（回答）：上記の回答に基づき、一定数継続的に採用していく考えだが、特に今後増や

すことは考えてない。そうしてしまうと何十年後かに逆ピラミッド型の人員構成

になるため、定期的に定数を取っていきたい。  

 

⑭  職員の人員配置が十分でない部署や少人数部署においては、職種による厳密  

な業務分担や土休、年休取得が困難であることが想定される。各部署との調整

を通じて、部署ごとの事情を勘案し、必要な人員配置を行うこと。   

（回答）：所属長とのヒアリングを経て、業務量に応じた人員配置をしている。  



⑮  一般職および有期職員から総合職への転換が可能であるような人事政策を検

討すること。  

（回答）：有期事務職員から総合職への転換は考えてない。有期事務職員は定型業務を  

主とした仕事をしている。企画立案業務を担う総合職とでは役割や業務内容が異な  

るので、転換可能か判断するのは非常に難しい。加えて、仮に有期事務職員が総合  

職への転換を意識し、企画立案を希望することがあれば、役割が違うため、結果的  

に現場が混乱する。そのため、有期から総合職への転換は考えていない。有期職員  

から一般職への転換というのは、一般職がルーティン業務のリーダー、スペシャリ  

ストとしてやってほしいという目的のためである。今後は、複数の身分の役割を明  

確化し、職員一人一人が多様な働き方を自ら選択するとともに、働き方改革といっ  

た社会情勢の観点から、一般職から総合職、逆の転換も含め検討していきたいと考  

えている。  

 

⑯  有期事務職員が一般職として身分切替される場合、もともと所属していた部  

署を配属先から外さないこと。    

（回答）：一般職を採用する際には、有期事務職員として所属する部署の事務に特化し  

て通じていることではなく、ルーティン業務を担当する事務職員として、あらゆる

部署で対応可能な人材としての適性を見て採用している。加えて、本人が希望する

配属グループをできる限り尊重し、関連する複数部署を経験することによって、本

人のキャリア形成に添いたいと考えている。また、所属部署の人員構成や今後の計

画によっては、元の部署に配属できる部署とできない部署があるため、不公平感を

防ぐという意味でも、元々所属していた部署を配属先から外している。ただし、今

後の検討課題にはしたい。  

 

⑰   人事考課制度について、上司から部下への一方的な評価に留まらず、多面か  

らの相互評価にするべく制度を見直すこと。   

（回答）：研修の場でも言っているが、今の制度がベストとは思ってない、常に改善案

を人事部内で検討している。  

 

⑱  介護の必要な家族を抱える職員は取得可能な休暇の残存日数が僅少となる可

能性が想定される。本人の申請により適当と考える場合は、介護休暇の最大 5

日程度の追加付与を実施すること。   

（回答）：介護休暇について、専任においては有休休暇なので、特定の職員のみ手厚く  

することは制度の合一性を欠くことになる。また、追加付与が適当か否かは本人も  

所属長も判断できるものではなく、一律のルールでなければ制度が成り立たない。 

介護休暇や保存休による看護休暇、有休休暇をもってしても不足してしまう状況な  

のであれば、介護休業を取得して、就業と介護の両立のための長期的方針を決め、 

そのための手筈を整える必要がある状態に及んでいると考える。  

 

〇セカンダリー教員について (回答割愛 ) 

⑲  幼稚園新園舎建設にあたっての現場との緊密な連携。  

⑳  保存休暇制度の創設。  

㉑  「働き方改革」の実効性を確実にするための人的補充。  

㉒  非常勤講師を対象とした私学共済加入条件の整備。  

 



5．有期教職員についての要求   

㉓  有期職員の採用が基本的に 4 月 1 日付であることで、教育機関としての繁忙期で

ある年度末、年度初めに任期満了を迎える制度であるが、有期職員同士で引継ぎ

が行われることが望ましい。任期を延ばす、採用時期をずらすなどの工夫で十分

な引き継ぎ期間を設け、実効性のある業務引継ぎができるようにすること。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

継ぎ期間についても配慮すること。  

（回答）：例えば合同研究室における職員の場合は、各学部に複数名いるため全員一度

に任期満了を迎える訳ではない。また、学部、合同研究室の状況によって、採用

月も 4 月だけではなく、中途の月での採用もされているので、それぞれの学部の

都合に合わせて繁忙期をずらして採用ができるので検討してほしい。  

 

【質問】：採用時期はずらすことが可能とのことだが、重複は可能なのか？  

 

（回答）：重複は全ての場合において認められてない。  

 

㉔  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）：HP 等に出ている助手・助教の求人票には更新の考え方について正しく記載

されており、各学部正しく理解された上でそれに基づいた採用を行っている。就

任前にも人事部から丁寧に説明して書面を取り交わしている。  

 

６．私学への助成金増額のための活動   

㉕  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・募金活動を尊

重し、大手他私大と同様に、オープンキャンパスその他学内での保護者、学生

への署名協力への働きかけや、教職員の自宅への郵送等について、情報提供や

費用負担等を支援すること。  

（回答）：私学には各種の助成が薄く、補助金の８割が公立に配分され、私学は２割  

  しか配分されてない。しかしながら学生数は私学が８割、公立が 2 割と言われて  

いる。私大教連署名運動に協力してほしいという話を受けたが、これは大学に関わ  

ることなので、大学執行部に趣旨を賛同してもらわないといけない。他大学の例も  

含め、執行部にも検討してほしいという話をしておいた。組合からも大学執行部に  

提案してもらえたら良いと思う。  

 

７．勤続褒賞金制度に関する要求  

㉖  勤続 25 周年の褒賞金を減額された教職員に対して、何らかの救済措置を講じる

こと。  

（回答）：昨年と同様の回答 (※ )しかできない。  

     ※リフレッシュ休暇等代替案として検討したが、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回答済。                

以上  


