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   組 合 ニ ュ ー ス 
 

 

 

   23-②        2022 年 11 月 30 日 

 
      青山学院大学教職員組合 

 

 

春季要求回答について 
 

 組合速報でもお知らせの通り、10月 14日及び 11月 14日開催の団体交渉において、2022年

度春季要求に対する法人回答が示されました。 

 一時金については、法人が一時回答を保留したものの、最終的には冬季分について昨年度実

績維持の回答を引き出し妥結しましたが、基本給等の賃金に関する要求、その他の労働環境改

善等に関する要求についても全てゼロ回答でした。 

以下、要求に対する回答をご確認ください。提出済みの要求事項について、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、所属支部の執行委員あるいは組合事務局

までご意見をお寄せください。必要に応じて 2023 年度執行部が引き継ぎ、交渉を継続します。 

なお、賃金関連の要求（基本給）については、12 月の執行委員会（12 月 15 日）において据

え置き回答で妥結することを審議したいと考えております。その他の項目も含め、ご意見等ご

ざいましたらそれまでにお寄せくださいますようどうぞよろしくお願いいたします。執行委員

の皆様はお取り纏めにご協力ください。 

 
2022 年度 春季要求および回答 

                                     

１．賃金に関する要求 

① 組合員一人につき一律 5,000 円のベースアップを要求する。  

 

ベースアップについては、2006年度に 0.082％の引き上げが行われて以来ゼロ回答が続いてい

る。消費税が 2014 年に 8%、2019 年に 10%に増税され、さらに私学共済の掛金率が上昇するな

ど、国の政策により労働者の負担が増加しているため、可処分所得の低下が続いている。実際に

どの程度の負担になっているかは、別途資料を添付する。 

さらに、今年に入ってインフレ基調となり、生活に直結する電気代やガソリン代、食品など 

の値上がりの結果、生活水準が益々低下する状況にある。このように状況が悪化するなかで、法

人は教職員の生計維持に関する責任をどのように認識しているか、まずは確認したい。その上で、

ベースアップができないのであれば、なぜできないか、具体的な説明を求めたい。 

 

（回答）：ウクライナ侵攻に端を発した光熱水費、資材の高騰、物価上昇は法人財政にも大きな影

響を与えており、先行きは不透明な状況である。また、財政状況が悪かった時期は、計画的修

繕の予算を圧縮して先送りしてきたが、その間も教育の質は落とさず、人件費の削減もせずに

やりくりしてきた。今後は先送りしてきた分を実施する必要があり多額になる見通しである。

しかしそのために人件費削減は想定していない。最も、将来に備える費用を削減してまで、恒

常的な人件費アップに繋がるベアは考えていない。一方で、法人が提案している住宅手当の基

本給組入れを実施すると、年間所得が下がることになるので、若年層へ若干のプラスをする提

案を行う。この点については③で説明する。 

 

② 2022 年冬季期末・勤勉手当、期末手当(年度末手当相当分)および 2023 年夏季期末・勤勉手当

                                        

 



 

2 

 

は、現状維持を要求する。また支給額および支給日を一括で回答すること。  

 

組合として、現在最も要求すべきはベースアップであるとの認識から、期末・勤勉手当に

ついては金額面は現状維持を要求する。ただし、半期毎の交渉方式に関する法人の説明につ

いて組合としては妥当性が低いと考えているため、特別な事情による期間を除いた従来通り

の、年間支給額および支給日の一括回答を要求する。 

 

（10／14回答）：一時金については毎年団交で説明しているが、直近年度の決算やその時の状況

を総合的に検討した上で判断することが誠実な回答になりうる。従って、年２回その都度きめ

細かく交渉する方が合理的で現実に即していると考えている。従って、2022年冬季期末勤勉

手当のみ回答することを考えているが、本日は回答せず、もう少し検討の上、次回団交で回答

する。 

 

【質問】：一時金の回答が保留ということについて、理由を教えてほしい。 

（回答）：昨年も回答は 11 月になってからであったため、今年も 11 月まで検討した上で、去年     

と同じ時期に回答したい。 

 

【質問】：どのような状況を懸念してるのか？この 2 か月で変わる状況として何を想定しているの

か。去年は学納金納付率などが挙げられていたがこの場合は一体どういった状況なのか。 

（回答）：直前までいろんな状況を材料として判断したい。11 月になって変更が無ければすぐ 

  にでも回答したい。昨年と同じ時期だと考えている。 

 

【意見】：組合としては、数年分の財務状況を見ても健全であるということと、人件費の削減意図

は無いという法人の説明に安堵しているが、働く者として、いつ一時金が削減されるか分から

ない中で働き続けるのは大変辛いことである。そのため、引き続き年間一括回答で早期の回答

をいただきたいということと、今回についても満額でのご回答を重ねてお願いしたい。 

 

（11／14回答）：現在もコロナ禍の影響が続く中で、学生・生徒・児童・園児の教育環境を守る

ため、変化に対応し、尽力している教職員一人一人の労苦に報いたいという思い、また今後の

学院の発展のため、重要な教育研究活動の充実に寄与する教職員の働きへの期待を込め、総合

的に判断し、組合の要求通り回答する。 

   

※詳細は 11 月 16 日付『組合速報』でご確認ください。 

 

③ 住宅手当を組合員一人につき一律 3,000 円引き上げること。 

 

組合員の支出に影響するもののひとつに、住居費がある。この住居費が、首都圏で上昇し

ている。例えば（株）東京カンテイ「『分譲マンション賃料推移』2021 年（年間版）」

(https://www.fudousan.or.jp/topics/2202/02_1.html)では、2021 年の首都圏分譲マンション

の賃料が 2012 年比で 30％上昇している。このような状況を受け、多くの組合員から住居費

が生活圧迫要因であるとのアンケート回答があった。そのため、ベースアップ要求とは別に、

住宅手当を名目として賃金要求を行う。ただし、この状況を鑑みてベースアップを行う場合

には、住宅手当について直接引き上げを行わなくとも構わない。 

 
（回答）：住宅手当の引上げは考えていない。7/19に、住宅手当を廃止し基本給に一律 14,000 

円を組入れることを提案した。再度検討した結果、一律に 14,000 円を組入れることとは 

別に 40 歳までの若年層に対して加算をしたいと考えている。 

 （資料に基づく説明）：「住宅手当の基本給組入れに加えて、若年層への基本給加算の提案」 

住宅手当は現在、世帯主月額 23,400 円、非世帯主月額 16,900 円を支払っているが、廃止
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して、現状の住宅手当の総額を目安に基本給組入れを7/19に提案している。非世帯主にとっ 

ては年額 43,640 円の増額となり、世帯主にとっては年額 38,220 円の減額となる。一方、

基本給に組入れると退職金算定基礎額が増えるので、退職金は増額する。世帯主である若年層

にとって年額 38,220 円の減額は年収に占める割合が大きいこと、また若年層の給料につい

て、他校と比較して若干低い傾向にあることも加味して追加で提案する。基本給 14,000 円

組入れに加え、若年層概ね 40 歳までについて、年齢による差を考慮しつつ、最高 6,000 円

～100円の加算を行う。人件費の増額は年間700万円という試算 が出ている。非世帯主は

増額幅がさらに増える。世帯主は減額の幅が 40 歳までの方は少し減り、30 歳より若い方は

今より増額になると思われる。 

 【質問】：改定案②の表の左の年齢部分について、34 歳の規定が 2 つある意味は？ 

（回答）：職員とセカンダリーの先生方には期間短縮がある。3.6.9.12.15.18.21 と 3 か月ごと    

     に期間短縮が行われる。期間短縮が 4 回行われた大卒から 12 年目になるので、年齢が一つ進

むことになる。 

 

【質問】：年齢で一律になっているが、教員と職員とでは最初に就職する歳や平均年齢も異なるた

め加算される部分が全く適用されないように思う。給与表は異なるが、機械的にこれを全部適

用するという考え方なのか。 

（回答）：質問の通り。 

  

【質問】：加算する 6,000 円～100 円の数字の根拠を教えてほしい。 

（回答）：初任給は就職をする際に重要なポイントだと思うが、本学の初任給を他校と比べると少

し低いので、少し大きめに設定している。それ以降については、人件費の試算をもとに、段階

的に傾斜をつけただけである。 

 

【質問】：この若年層への加算提案は、来年度に限っての提案であるのか。 

（回答）：給与表自体を書き換えるので、基本給が上がると考えていただきたい。 

 

【質問】：人件費は各設置学校で独立採算制だと思うが、上がった場合に各学校に割り当てられて

いる予算が圧迫される等影響はないのか。 

（回答）：あまり影響はないと思う。独立採算と言っても小さい学校ほど相対的に人件費割合が大

きく、一律には言えないが、退職金の方が遙かに大きな要因として採算性を左右するので、現

在の提案については、懸念するような内容ではない。 

 

【質問】：基本給に組入れることで退職金が増額するとの前回からの説明について、この制度を入

れることで、世代によって退職金が大きく増える人や下がる人もいる。退職金のプラスマイナ

スについて、どう考えているのか教えてほしい。    

（回答）：すべての世代において退職金だけ見れば、プラスになる。平均で大体何年くらいでやめ

ていくのかを考慮し、14,000 円をプラスして試算をしている。 

 

【質問】：基本給が上がれば退職金が上がるのは当然理解している。大きくプラスになる人とそう

でない人がいると思うが、公平性の観点からは考えないのか。 

（回答）：退職金の計算は、勤続年数に応じるため、勤続年数が長いと多くなり、そこに加算され

るのが 14,000 円になるということ。退職金制度はそういうものである。 

 

【質問】：つまり退職金制度自体が勤続年数が長い人が多くもらえるものだから、法人提案を取り

入れることによって差が大きくなるが、退職金制度とはそういうものだから、（仕方ない）と

いうことなのか。 

（回答）：そういうことである。 

【質問】：資料に一時金 6．32（カ月）と書いてあるが、保証される訳ではないのか。 
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（回答）：その通りである。 

 

【質問】：今回の提案は、前回の上乗せ提案ということで良いのか。 

（回答）：組合より9/30付で「住宅手当及び家族手当の改革提案に対する要望書」が提出された

が、文中に「人件費の削減ではない」「負担が変わるわけではない」とする人事部の計算の前

提に強い疑問があると書いてあったが、どういう疑問なのか教えてほしい。また 10 月末日ま

でに組合提案に基づく試算等の回答を求められていたが、今回春季要求への回答の中で、住宅

手当の基本給組入れに加えて、新たに若年層への基本給加算を提案させていただいた。それを

受けて当該要望書の内容に再検討の余地がないか確認させていただきたい。それを踏まえて、

冬季一時金回答の次回団体交渉にて、法人側の回答をしたい。住宅手当に関して、組合が、あ

くまでも住宅手当を残し、非世帯主の手当増額を要求するということであれば、今回法人側が

提案した住宅手当の組入れに伴う若年層への基本給加算の提案については、いったん留保、ま

たは、白紙となる可能性があると考える。要望書通りの要求を堅持するのか、もしくは今回の

法人提案を受けて再検討されるのか 10 月末頃までに考えを聞かせてほしい。 

  

【意見】：事務折衝よりアンオフィシャルな場で今後の詰め方について、話し合いの場をいただき

たい。 

  

※住宅手当及び家族手当の改革提案の詳細は、11 月 17 日付の『組合ニュース 23-①』をご確認 

ください。 

 

 

２．コロナ禍に伴う負担に関する要求   
④ 各部署にコロナ対策備品を用意し、希望者が使用できるようにすること。それが実現しないの 

であれば、コロナ対策金として、組合員一人につき 10,000 円を支給すること。 

 

組合としては、労働に関わる場所に必要な備品は、法人の責任として用意すべきと考える。 

コロナ下においては、コロナ対策備品（マスク、消毒グッズなど）が、安心して業務を遂行

する上で必要であると考える。高性能マスクや、頻繁に使う消毒グッズは、1 年間で考えると

それなりの費用になる。高性能マスクについては、入試業務で使用したものの余りを講師控

室に配置するなどの措置があったが、恒常的に必要なものを受け取れる仕組みづくりを要求

する。またその仕組みづくりが難しいのであれば、コロナ対策金として費用に関わる金額を

支給することを要求する。 

 

(回答）：学内で使われる消毒用品、アクリル板等は必要に応じて配置している。個人で使用する

ものについて、組合の試算ではマスク 1 日 2 枚、手袋 1 日 4 枚使用する想定だが、個人差もあ

り状況によって変わってくると思うので、一律支給というのはそぐわない。感染させないための

対策であると同時に一人一人が感染しないための防衛対策であることを鑑み、個人で使用するも

のは個人で負担いただきたい。 

 

３．情報開示についての要求 

⑤ 今後建設に回す費用の見通しと、過去の建築物の減価償却の内訳 

    

法人の財務に大きな影響を与える項目のひとつが、建物の建築に関わる費用である。組合

としては、建物に多額の資金が必要になり、その他の支出を圧迫することを懸念している。

そのため、既存の建物の減価償却が終わっているかどうか、まだ終わっていない場合には、

何年でいくら減価償却していくのか、情報の開示を求めたい。また、今後の建物にかかる資

金需要の見通しについて説明を受けたい。 
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(回答)：法人の財務に大きな影響を与える項目の一つが建物の建築に関わる費用であるという指摘

については、財務が健全である限り、計画さえしっかりしていれば対応可能であるため、大きな

懸念材料ではない。青山学院ではキャンパス再開発計画は必要に応じて委員会が開かれ、将来の

計画を機関決定している。 

 現在計画されているものは、大学新図書館棟と幼稚園舎、新東門の整備のみで、それ以降は定ま

っていないため、⑤の質問にはテクニカルにお答えはできない。⑥の修繕計画に関する質問は、

全体の財務を考えて先送りをしてきた反動もあり、これからは確かに高額になり、修繕費用の分

は引当だけでは全額賄いきれない。ただし、財務的には施設設備系の借入金の期限前弁済等で捻

出した資金で全体のバランスを考えて、教育研究費等の間接的にでも圧迫にならない範囲に工夫

している。具体的には管理部の申し出を減額した予算を策定している。本年度の管理部の要求は

修繕費 34.7 億円だったが、これに対し 22 年度は約 11 億円削った金額 23.8 億円で予算を策

定している。引当資産の年度末残高の安全弁として、38 億円が常に残るような計算をし、規律

を考え、22 年度は引当資産を８億円だけ取り崩すという予算にしている。23.8 億円使うが引

当金充当分は 8 億円しかないという予算になっている。そうした財務的工夫はしている。  

 建物の立替え費用や修繕費が多額なのは指摘の通りだが、構造的にそれがそのまま収益圧迫要因

にならないのは、財務規律を守って、計画的に積み立て、積み立てた資産を取り崩して大きな費

用に充当するという仕組みを作っているからである。財務規律を守るというのは、施設設備系の

費用は施設設備系の引当で賄うという考え方をきっちり守っているということ。その積立も、減

価償却の範囲内に留まっているので、その他の支出、ましてや人件費を圧迫しているわけではな

い。大学新図書館棟や幼稚園の建替えも、基本は積み立てた中から費用を充当するものなので、

構造的に教育研究費や人件費を圧迫するものではないということを良くご理解いただきたい。 

 むしろ少子化の中で青山学院が他校競争力を失って、例えばグローバル化に遅れを取ることなど

の方が心配。将来の教育研究に対する引当てはできていないので、建物よりも、教育研究で競争

力を失わないようにする方がよほど重要だと考えている。 

 青山学院の財務体質は改善してきており、財務的に問題のあった 2013 年度ほど苦しいとは言

えない。ウクライナ情勢や光熱水費の大幅な上昇といった問題もあり、楽観はできないが、懸念

すべき状況というほどではない。  

 （資料 2 に基づく説明）上段が施設設備等活動資金収支。６年合計で 600 億円の収入に対し、

支出が 747 億円のため、収支が 147 億円の赤字になる。（人件費を）圧迫するように見えて

も不思議ではないが、施設系が赤字になるのは、将来の引当てによりそれが支出として大きく膨

らむのであって、赤字であることの方が実は体質として健全。 

 建て替え資金需要は跛行するが、毎年の積立額で賄うべく、施設系の資金繰りの中で完結させて

いるし、その積立も減価償却の範囲内で行ってきたことから、人件費などに影響を与えていない。

22 年度から積立額を増やすが、その増加原資は主に借入金期限前弁済などで賄うものであり、

施設系以外の資金の圧迫にはならない構造。修繕費も、むしろ、資金逼迫時に は先送りで対応

しており、人件費等に影響があるわけではない。建物の寄付金を十分に集めてこれなったという

のは忸怩たるものがある。要するに、施設設備系の資金収支が、教育活 動資金収支に影響を与

えないよう意図してきたし、これからもそのつもりである。 

 教育活動資金収支は、6年計で 323億円の黒。教育活動支出はここ 2年は、2019 年度以前と

比べて減っているが、コロナの影響で予算通り執行できていないせいであると考えられる。な

お、教育研究の分野では、施設系とは違って、引当資産を持ってこなかったため、今後は工夫

を要する。 その他の活動収支は、運用資産の利回り等予測できない状況。外貨で持っている

ものが目減 りしてはいるものの、大きな影響があるわけではない。 

 今後は売却物件が無く特別収支が大きくプラスになることは無いので、注意が必要。ますます財

務規律を守って慎重な経営をしなければならない。どの程度メルクマールにすべきかというと、

経常収支差額 10％（36 億円）が引当不足解消の道だと考えている。 

 

⑥ 修繕計画と見込まれる費用の今後数年間の見通し    
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昨年度、組合のベースアップ要求に対して、法人からは、今後修繕費が大幅に必要である

ということなどから、据え置き回答が示された。そのため、修繕費がどの程度財務に影響を

及ぼすかを知りたいという趣旨で、修繕計画の内訳や見通しなど、具体的な情報の開示を要

求する。 

 

（回答）：（資料3に基づく説明）今後10年間の計画的修繕の更新費用の予測について説明した

い。17 年～21 年まで、10 億円規模で押さえ込んできたという状況。22 年にようやく 23

億円かけ、今までやらなかった分をここから挽回しているという状況。今後の見込みとして、  

23 年度は 45 億円程度、24 年度は 47 億円程度となっているが、これがやらねばならない

であろう計画的修繕の数字の合計。その中で、熱源や LED の投資がかなり残っているため、

これから対応していかなければならない。赤線は 22 年度からの累計となっており、31 年ま

でに 300 億円、平均すると３０億円程かかる見込みになっている。法的にやらなければなら  

ないものは必ず対応していくが、これを財務的状況によってどこまで押さえていくのかが問題

となる。例えば１０年で保証されている機械を、機械の状況等に鑑み、管理部がリスクを負っ

た形で可能な範囲で延長したり、ある程度アローワンスを持って対応している。計画的修繕に

ついては資料の通りの規模であるものの、教育に支障を来さない（空調設備が突然停止する等）

ようにどの程度押さえるかが、設備関係のポイントだと考えている。まとめると、今までかな

り押さえ込んできたものが残っているため、片付けていかなければいけない状況である。 

 

【意見】：大変な中でやりくりされてることは理解した。引き続き人件費や教育研究環境が守られ 

るよう、今後も対応をお願いしたい。実際採用の担当に当たることもあるが、人材の確保が

するのが難しい状況になってきていると感じている。そのため、引き続き教育研究環境、人

件費等、安心して働ける環境の整備をお願いしたい。 

 

⑦ 中長期計画の策定プロセスにおける情報開示と教職員の意見を反映させる制度設計  

 

  法人の中長期計画について、法人や設置学校の幹部など限られたメンバーで策定されている

ため、一般の教職員にとっては、関わりが薄く感じられる。現場の意見を聴取し、それについ

ての見解が分かれば、現場としても納得感が生まれるため、そのような体制を構築することを

要求する。ひとつの例として、今後中長期計画において、8 号館を建て替えるなどの形で教員

研究室や共同研究室を新しくすることが盛り込まれることが予想されるが、それに際して組合

員の意見を聞いて貰いたい、という趣旨である。 

 

（回答）：財務部の課題ではない。どなたでも積極的に意見を述べてほしいし、そういう制度はで

きている。少なくとも組織の在り方からも、設置学校長には積極的に意見を述べてもらうこと

が大切。 

 

⑧ 寄付金の取り組みと寄付金の目的別内訳   

 

   法人の財務努力として、寄付金の獲得に取り組まれていることは分かるが、どのような取り    

組みをしているか具体的に組合員に広報できる内容を教えていただきたい。また近年 は特

定目的のための寄付金を集めることがあることから、寄付金がどのような項目に振り分けら

れているのか、教えていただきたい。 

 

（回答）：万代基金報告書を一元的に鳥瞰できるように作成しているため、そちらを確認してほし

い。 

   

 

４．教職員の労働環境、働き方、組織についての要求 

⑨ ハラスメント防止について 〔教員・職員共通〕    
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ハラスメントの相談について、たとえ自分よりも立場が上の人の加害であったとしても、

ヒアリング段階で厳格な秘密保持（ヒアリングを受けた人に守秘義務が課され、調査してい

ることが周囲に知られないこと）、立場の上下に関わらない公正な審理がなされるという信

頼が必要である。しかしながら、組合員のアンケートによれば、現状でそれができていると

は言えない（多くの泣き寝入り事案が存在すると考えられる）。 

そこで、2021 年度の要求⑭「ハラスメントの相談窓口に学外の選択肢を加えること」を再

び要求する。前回の回答では、「学外の相談窓口を請け負う業者の導入も検討したが、導入

実績のある他大学の状況をヒアリングした上で、費用対効果があまり見込めず、導入を見送

ることにした」とある。しかし、多くの泣き寝入り事案が潜在する中で、それを改善できる

かもしれない案に対する納得できる答えにはなっていない。導入できないのであればできな

い理由を明確に説明すべきである。 

 

補足説明：ハラスメントの学外相談窓口とは、ハラスメントを訴え出る人の相談を受けると

同時にヒアリングによる調査を行う専門業者のことである。例えば、「ハラスメント対策の

ための社外 相談窓口  クレオ・ シー・キューブ」の ような専門業者があ る

（https://www.cuorec3.co.jp/）。 

※社外相談窓口：https://www.cuorec3.co.jp/outsourcing/index.html を参照。 

ヒアリング・サービス：https://www.cuorec3.co.jp/product/daiko.html を参照。 

※HP におけるヒアリング・サービスの説明 

「職場でパワハラやセクハラ問題が生じた際は、ヒアリングによる事実の正確な把握と迅速

な対応が求められます。／しかし、パワハラ、セクハラ問題などの発生は予測不能であるた

め、社内担当部署の態勢がいつも万全とは限りません。また、事実の正確な聴き取りに必要

不可欠な客観的視点や態度を社内の立場で保つこと自体、難しい場合も多いでしょう。／弊

社のヒアリング要員は、弊社相談窓口の相談員かつ企業勤務経験者です。カウンセリングマ

インドをもってヒアリング対象者個人と向き合うことはもちろん、組織風土や事案の背景を

把握した上であくまで事実に焦点をあて、クライアント企業や組織が適切な対応を行うにあ

たって必要な情報をヒアリングし、レポートいたします。」 

（回答）：組合から、「一般企業でもハラスメント相談窓口を外部に委託しているが、非弁行為が

問題となったという事案はほとんどない。非弁行為について、実際にどのような事案を想定

しているのか示されたい」との申し入れがあったが、相談窓口の外部業者が相談を聞き、学

校法人に報告することは単なる事実行為なので、非弁行為には該当しない。組合が引用した

諸大学は、そうした窓口対応を委託している。例えば上智大学は専用ホットライン外部相談

窓口で委託会社のスタッフが相談対応後、相談者の要望に応じて、大学の担当部署に報告さ

れる。外部相談窓口では、交渉や対応は一切行わない。 

  一方、組合からは、「ヒアリング段階での厳格な秘密保持、立場の上下に関わらない公正な審

理、客観的な視点や態度を社内の立場では保つこと自体難しい」といった説明等があること

から、外部業者に窓口対応だけではなく、調査や事実認定を求めているものである。 

  弁護士法 72 条では、弁護士資格を有しないものが、報酬を得る目的で一般の訴訟事件、そ  

の他の法律事件に関し、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことを禁止し

ている。外部業者が報酬を得る目的で、ハラスメント関係者からヒアリングを行い、ハラス

メント行為の有無を認定する行為は、非弁行為の可能性が生じる。その理由はハラスメント

行為の有無はその他の法律事件に該当し、ハラスメント行為の有無を認定することは法律判

断を行うことになるので、鑑定もしくはその他の法律事務を取り扱う行為に該当することに

なる。例えば AI が契約書を検討することについて、法務省が非弁行為に該当する可能性があ

るとしている新聞の記事もある。法律的判断は非弁行為に当たる可能性が出てくる。 

 

（回答）：組合のアンケート結果から、立場の上下に関わらない公正な審議がなされていない、内

部で処理する体制ゆえに発生する多くの泣き寝入り案件があると報告されているとのことだっ

たが、少なくともハラスメント防止委員会にあげられた案件は各学校各学部の委員が、知見や

about:blank
about:blank
about:blank
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経験をもとに審議を尽くして結論を出している。立場の上下で忖度した結果を出したことはな

い。そのために組合役員にも列席いただいているので、ご確認いただきたい。その上で秘密保

持や相談窓口体制の強化、調査力強化のために、今年度からハラスメント防止体制及び規則を

変更したことは事務折衝で説明したとおり。ハラスメント申立者、被申立者にそれぞれの言い

分があるので、ハラスメント防止委員会の出す結論が双方の納得いくものであるのは稀なこと

だと思っている。それをもって泣き寝入りと言うのであれば、外部の相談窓口があっても解決

されるものではないと思う。 

  先ほどの非弁行為の説明の通り、事実認定をするのは本学ハラスメント防止委員会にならざる

を得ない。その審議が信用できないというのであれば、外部業者を入れても根本的な問題解決

には至らないと思っている。外部業者を入れることで、どのような解決が図られると思ってい

るのか、具体的な事案解決までの道筋を示していただきたい。 

 

【質問】：他大学で導入されている事例は非弁行為には当たらないが、組合の要求のいくつかの文

言は非弁行為に当たるので受け入れられないとのことだが、要求として他大学が導入している

ようなケースであれば、検討に値するということか。 

（回答）：組合からその旨の申入れがあれば検討する。 

 

【意見】：「事案解決の道筋を示していただきたい」とのお話があったが、外部業者を取り入れる

メリットとして、紛争までの解決の不公平さが解決されないという一方、気軽に相談しやすい

という、最初の相談のハードルを下げたいというのが一つの要素だと現時点では考えている。

その先の不公平さが外部業者導入によって解決されるかどうかについては、確かにご指摘の通

りのこともあると思うので、この件については、改めてご指摘ご指導いただいた部分も含め、

再検討させていただきたい。 

 

⑩ 在宅勤務について 〔職員〕   

 

在宅勤務は、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、一時的な措置として導入され

た。一時的な措置として導入されたとはいえ、在宅勤務には、通勤の負担を減らすなど、効

率的な新しい働き方という側面もある。組合の調べによると近隣の他大学ではすでに在宅勤

務を恒常的な制度として導入している（法政大学では週 2回、立教大学・中央大学では月 4日

以内の在宅勤務を制度化、明治大学も育休等を対象にした在宅勤務について制度化）。よっ

て、本学でも在宅勤務が有効な仕事については、新型コロナの問題が落ち着いた後も継続す

べきである。 

過去の要求への回答から、法人には在宅勤務を恒常的な制度とする考えがないことは理解

している。その理由は、可能な部署とそうでない部署があると不公平であるということ、学

校という業態からすると難しいということであった。しかし、他大学の動向から分かるよう

に、有効に導入できる部分もある。また、部署間の公平性が問題ならば、導入できない部署

にどうすれば公平な負担軽減になるのかをヒアリング等も行い、検討すべきである。 

 

（回答）：通勤負担の軽減等、有効性を認めていないわけではないが、それらを踏まえても、本学

で恒常的な在宅勤務が必要とは思っていない。本学の業務内容について、学校ということを考

えると、園児、児童、生徒、学生に対して、知識の教授だけではなく、集団の中での対人コミ

ュニケーションを通じて、人間性を育むことも大きな役割として求められている。現在は平常

時と同様に学生達は学校に通学しており、そうした学生達に対する十分な教育の提供や生活の

サポート、及び教員のサポートなどは、在宅勤務を交えた体制でまっとうできるとは考えてい

ない。在宅勤務を導入することでサービスの低下につながると考えている。そのため、恒常的

に実施することは考えていない。また、在宅勤務が可能な部署とそうでない部署で、どうすれ

ば公平な負担軽減になるか、もし具体的な良い案があるなら参考までに教えてほしい。 

 

【質問】：在宅勤務に関して、濃厚接触者に当たった場合に制度として許されているか？ 

（回答）：在宅勤務を推奨している。濃厚接触であっても陽性であっても体調に問題が無ければ在
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宅勤務で仕事をすべきということ。 

【質問】：制度として認められていて、それは継続されるということか。 

（回答）：制度というよりも特別措置として。現在も文書で 12 月までの指示を出している。 

【質問】：新型コロナウイルス対策に限ってのことか？ 

（回答）：コロナに限った特別措置として理解してほしい。 

 

【質問】：他大学や一般企業では恒常的な制度として導入しているところがある。教育のサービス

が在宅だと低下してしまうということであれば、他大学では低下していると考えているのか？ 

（回答）：他大学のことは分からない。ただ本学においては対面授業で行うという方針なので、対

面で対応した方が良い。在宅勤務でローテーションを回して行くのはサービスの低下に繋がる

と考えている。 

【質問】：組合の要求は制度として認めてほしいということである。それを導入するかは部署に任

されると思うが、例えば現在コロナによって各種会議がオンラインになっている。現状、キャ

ンパスに来て、別室でオンラインで参加するということしか認められていないが、そういう場

合でも在宅はふさわしくないということなのか、だとするとどういった理由なのか。 

（回答）：全体を見た時に、（在宅勤務を制度化できない）理由として、可能な部署と不可能な部

署があり、不公平感があるからということを当初から説明してきた。便利で効率的な面もあり、

そこを否定するものではないが、だからといって恒常的に制度として人事部や学院が在宅勤務

を導入するということは考えていないということ。具体的に、在宅勤務をすることによるメリ

ットを個人的に否定するものでは無いが、今のところ考えることは無い。 

 

【意見】：オンライン研修や会議が長時間に及ぶ場合等、在宅勤務制度があれば変わりなく業務を

継続でき効率的だという意見が多くある。継続して検討いただきたい。 

 

⑪ 人員の適正配置について 〔職員〕   

 

現状において超過勤務は偏りがあり、例外を仕方なく認める 36 協定の中で、さらに例外を

認める特別条項の締結が通常化してしまっている。本来であれば、次年度には例外措置の特

別条項を結ばなくても良いように、人員配置を適正に見直す必要があるが、それができてい

ない。適正な人員配置のために具体的に何をしているのか、それを難しくしている要因があ

るならそれは何なのか、説明してほしい。 

 

補足説明：36協定特別条項を締結した部署は直近の 3年（2019年度～21年度）で見ると学務

部教務課、教職課程課、入試広報部入試課、相模原事務部学務課などで特に多い。部別平均

法定外労働時間を直近の 2年間（2020年度～21年度）で見ると、2年連続で 70時間を超えて

いる部署が 9 つもある。 

 

（回答）：以前より所属長に対して、超勤は特定の人に負荷がかからないようにという指導は行っ

ている。数年前より、今年度の働き方の目標、具体的な施策、ノー残業デーの実施予定等を記

した働き方改革計画書を各部署内で検討の上作成し、提出してもらっている。良い事例は参考

としてポータルで紹介している。それらも踏まえて、所属長も以前に比べれば、事前に計画を

練っていると思う。ただ部署によって繁忙期と閑散期がある。すべて繁忙期に合わせて人員配

置をしているわけではない。繁忙期を迎える前に、どうすれば超過勤務を減らせるのかという

ことを人事部長より、今一度所属長中心に部署内で話し合うよう伝えていくつもりである。 

 

⑫ 育児・介護・療養制度について 〔おもに職員〕 

 

育児・介護・療養の必要を抱えている人々にとっては休業、休暇、時短勤務、在宅勤務等

の制度を望む声は切実である。一方、必要に配慮してもらった分、同じ職場の同僚が追加負

担になるのであれば、不公平感もあり、また利用しにくい制度になる。 
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そこで、育児・介護・療養の必要に対応するために、休業・労働時間・労働内容・勤務方

法などによって配慮する場合、その分を埋める「十分な」人員配置が行われる、という原則

を採用してほしい。  

現状では総合職の欠員の代替として有期職員が配置されたり、時短勤務に対しては代替要

員が配置されなかったりと、代替要員について頭数だけの運用が行われている。そうではな

く、全体として何パーセントかはどこかで育児・介護の必要による勤務減があるという前提

で、それに対応する人員配置を予め考えておくような制度を求めている。 

 

補足説明：育児休業・介護休業が発生した場合、規則には代替要員を確保すると規定されて

いる（育児休業等に関する規則第 14条、介護休業等に関する規則第 17条）。しかし、実態は

頭数をそろえるようにしか運用されていない。また、療養休職については本人が希望して取

得するものではないため、代替要員についての規定がない。しかし、所属部署からの要望が

あれば補充しているとのこと（2022 年 5 月 23 日事務折衝における説明）。 

 

（要求趣旨の確認）あらかじめ余剰人員を抱える部署を用意し、他の部署で育児休業者が生じた場

合、その余剰人員を抱えている部署より専任職員を引き抜いてあてがう。そして育児休業終了

後、補充した人を元の部署に戻す。十分な補充が確保されることで、育児休業を取る方が気兼

ねなく休業を取得できるようになるということだったと思うが、その通りであるか？  

【組合説明】：余剰人員を置いておいて、ピンチヒッターとしてそこから来てもらうということで

はなく、現状人員が逼迫している部署でも休みを取りやすくするため、もう少しゆとりのある

人員配置を考えていただきたいというのが組合の趣旨であった。    

【補足説明】：現状の職場の戦力を 100 とした場合、休職により、代わりの人が臨時で入っても実

質 7～80 程度の戦力になる。全体の負担感が増えるので、休職者への復帰の圧力も生じるし、

ギスギス感が生じてしまう。そのため、若干のゆとりをもって人員配置を行う必要があると考

えられる。部署によって現状差があると推測されるため、一律にすべて同じ対応というのは適

さないかもしれないが、今後の編成に関して検討をお願いしたい。 

 

（回答）：部署によってかなり違いがある。以前は育児休業が明けて時短勤務になっている人の異

動は難しかったが、最近はそうもいっていられない。1 つの部署に時短者が 3 人 4 人も居た

場合には回らなくなるため、そういう場合は別の部署に異動したり、別の方を配置したりと

色々と考えている。今後も人員配置を含めて検討していきたいと思っている。 

【意見】：説明の書き方が良くなかったこともあったと思う。日々増員要求を出している部署があ

り、それを処理している人事部があり、その処理の仕方に口を出すということではないと思っ

ている。育児介護療養制度を充実させていくという現在の国の方針を実現するには、人事部が

配置しやすい人員の余剰、ゆとりのある人員数にしなければならない。制度を規定するだけで

なく、各部署が増員要求を出しやすいような環境の整備を考慮いただければとお願いしたい。 

（回答）：意見としては伺っておく。 

 

⑬ 人事考課制度をより公平なものにするため、再度多面からの相互評価を採り入れること。   

 

2020 年度要求⑰（人事考課制度について、多面からの相互評価に見直す）について、2021

年度要求㉒（検討内容の開示）において「現状では、制度化するメリットを見出しにくいの

で、導入する考えはない」と回答があった。しかし、人事考課をただ上から行うものにして

しまえば、上司と部下の関係は暗黙にせよ支配的なものになり、恣意がまかり通ったり、創

造性を抑圧したりしかねない。多面からの相互評価（部下同士が水平的に相互評価する、あ

るいは部下が上司を評価する）や評価結果について時を経た後には公開するといった工夫が

なければ、公平な考課制度にはならない。公平な考課制度の下で働きたいという組合員の声

は多い。まずは多面からの相互評価を職員が望んでいるかどうかを職員全体に意見聴取する

ところから始めてほしい。 

 



 

11 

 

（回答）：より公平な人事考課制度を望むということに特段異論はないものの、そのために多面か

らの相互評価は考えてない。人事考課だらけになり、人事考課のために仕事をするという本末

転倒な状況になることを懸念する。また、組合が主張する「公平な人事考課制度」とはどうい

ったものか。そもそも本学の人事考課制度においては、「公正」「納得性」ということは謳っ

ているが、「公平」については誤解を招くこと等から公には謳っていない。というのも、考課

者に差が出るのは致し方ないことと考えてるため。だからこそ考課者にはより「公正」で「納

得性」の高い評価を目指してもらい、客観性を持って真摯に丁寧に人事考課に取り組むことを

求めている。そのために考課者研修も実施している。 

  また、もとより本学の人事考課制度は被考課者に差をつけて優劣の差別化を図るというもので

は到底ない。「職務レベル向上を図り、働き甲斐のある職場の実現を目指す」ことを目的とし

て、個々の成長を促すためのツールとして活用してもらうことを謳っている。そうした観点か

らも、わざわざ部下同士や、部下から上司への人事考課は不要と考える。人事考課目標管理制

度の中で様々なミーティングの場を設けているため、その場で率直な意見交換をしてもらえた

らと思う。加えて、上司については上の上司に、よりシビアに考課されているという事実も認

識してもらえたらと思う。 

  また、評価結果の公開を求めるということだが、守秘義務のもと、内容をオブラートにして目

標・結果・評価の開示は難しいと考えている。この要求について、この職位でこの目標でこの

行動でこの結果であればこの評価、ということを示すことが公平な人事考課に繋がると組合は

考えているのかもしれないが、人間の行動の評価が方程式のようにはまる訳ではない。1 つの

行動に対して、考課者の視点により判断が異なるが、それは致し方ないことで、人事部からも

それはいけないこととは伝えていない。本学の人事考課、目標管理の目的をよくよく理解して

ほしい。そういったことを踏まえ、公平とまでは言えないかもしれないが、今後も「公正」に

「納得性」の高い人事考課目標管理制度を推進していきたい。とはいえ、こういった考え方が

浸透していないのかもしれない。伝わっていないことはやっていないことと同じであるという

考えもあることから、これまでもマニュアル等には示してきたものの、本学の人事考課制度の

理念や全体像、目的、概要、運用手順等を十分理解してもらえるよう、今年からいつでも誰で

も視聴できるオンデマンド研修を用意した。なぜ人事考課目標管理を行うのか、その目的は何

か、多くの職員に理解してもらわなければいけないため、そのような働きかけを随時意識して

行っていきたい。 

 

【質問】：いろいろな取り組みに感謝する。公平を突き詰めると難しいということは理解できるが、

まずは多面からの相互評価を職員が望んでいるかどうかを意見聴取してほしいと思う。そもそ

も客観的に公平な制度設計を組合が用意することはできないが、現在掲げられている目的や機

能に沿った制度になっているのか。組合がこうした要求をあげるということは、全体ではない

にせよ組合に現状の考課制度に対する不満が寄せられていて、それをお届けしているという部

分もある。そういった不満はどこまで一般的なのか、あるいは現状の考課制度が全体がハツラ

ツと働けるようなものになっているのかをチェックするような取り組みはしていただければと

思うがいかがか？ 

（回答）：チェックというのも難しいと思う。アンケートで返ってくる意見もかたよっていること

が往々であるし、先ほどの回答を踏まえていただいた上でそれでもということであれば考える

余地はあると思うが、上司との相性等のみで現状制度に対する不満が寄せられることも考えら

れるので、制度の趣旨を伝えることが重要だと思う。 

【意見】：双方向性というものも念頭に置いていただき、目標・理念に実態が即しているかフィー

ドバックを取るということも心がけていただければと思う。 

 

⑭ 身分に応じた業務の棲み分けについて〔職員〕  

 

総合職・一般職・有期職員の職務切り分けを明確にし、それぞれの職責を果たしていると

皆が納得できるような職場環境を作ること。そのために、業務の棲み分けについて上司はつ

ねに部下に対して説明する責任を持つだけでなく、毎年部署内で棲み分けの妥当性や履行状
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況についてヒアリングを行い、その結果を共有すること。また、棲み分けが公平でないと考

えられるとき（一般職・有期職員が過重業務になっている場合だけでなく、総合職が過重業

務になっている場合も含む）に、相談できる体制を作ること。 

 

 補足説明：2020年度要求の回答⑫で、「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」と述べている。しかし、今回の要

求の趣旨は、所属長へのヒアリングに留まらず、もっときめ 細やかに現場の意見を聞いてほ

しいということである。 

 
（回答）：業務の棲み分けについては所属長にヒアリングをして確認している。一定のレベルのと   

ころで調整をした上で、指示も含め確認をしている。その上で、所属長には部署内で共有す

ることを依頼している。それが浸透していないようであれば改めて課員に伝えること、確認  

することを指導する。今後も業務の棲み分けについてのインフォメーションは適宜行ってい

きたいと考えている。組合からは相談できる体制作りが求められているが、体制とまではい

かないが、何か疑義がある場合や聞きたいことがある場合は人事課に問い合わせてほしい。 

 

⑮ 無期専任事務職員の総合職・一般職間の身分切り替えについて、検討内容を明らかにするこ

と。〔職員〕  

 

2021 年度要求㉑「無期専任事務職員の総合職・一般職間の身分切り替えについて検討した

結果を可能な範囲で示すこと」に対する回答は「検討中ではある。ただしまだ現状では検討

内容を示す段階には至っていない」であった。 

組合員からは、次のような制度を望む声が上がっている。一般職から総合職への切り替え、

総合職から一般職への切り替えについて、人事考課と試験を組み合わせた評価によって認め

ること。 

 

（回答）：一般職の制度施行から現在は５年目。一般職には、２級から１級への昇格があるが、最

短滞留年数が５年と定められているため、まだ１級に昇格した人はいない。そのため今後、一

般職の２級から１級への昇格も踏まえた上で、一般職から総合職への転換、逆に、総合職から

一般職への転換となると、双方の身分で諸々待遇等が異なる（キャンパスの限定や異動グルー

プの特定、管理職登用の有無、退職金を含む給与体系等）ため、それらを踏まえて検討してい

きたいとは考えている。実情として、有期事務職員として入職される人には、有期の雇用期間

の３年目で一般職への登用試験を実施しているが、そもそも無期転換試験を受けることを前提

に入職を希望してる人も多いので、結果として３年目には多くの有期事務職員の人が転換試験

を受けている。加えて、優秀な人が一般職となっているため、仮に総合職に転換したとしても

十分な能力を発揮してくれる人がいるとも思う。従って、有期事務職員や一般職を通じてルー

ティーンの業務を経験した後に、総合職として能力を発揮してくれるという期待が持てるとい

う事実を踏まえて、総合職への転換を実施できるようにしたいとは考えている。一方で、総合

職から一般職への転換については様々な問題があるものの、組合からも要望があることを確認

できたので今後更なる検討をしていきたいと考える。具体的な段階にはまだ至っていない。 

 

【質問】：総合職から一般職への転換の可能性についてのお願いとして、本人の意思に基づく  

ものであるとはいえ、待遇が従来よりも低下することとなるため、導入の仕方によっては  

懲罰と捉える人もいることが懸念されるため、そのように捉えられることが無いような形  

での導入をご検討いただきたい。 

（回答）：そうならないように検討したい。 

 

⑯  有期雇用職員の待遇について、法人の現状認識を説明してほしい。〔職員〕  

⑰ 有期技能系職員・有期現業職員について、その任にあたっている職員の希望および当該設置学

校の要請に応じて無期への積極的転換をはかること。〔職員〕 
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⑱ パートタイム職員について、当該部署および所属長と当該職員本人が希望した場合は  3 年

を超えて雇用契約が更新できるようにすること。〔職員〕 

 

（回答）：⑯～⑱について、各設置学校固有の人事政策については、設置学校の執行部との   

話し合いを通して進めている。法人独自の判断で進めているものでは無いため、現場から  

の要望がある場合、まずは設置学校の長に申し出てもらい、その上で法人にあげてもらえ  

たらと思う。従って、要求３点に関する、法人の現状認識についての回答は控える。 

 

【質問】：⑰⑱のような要望は設置学校の長への申し出を手順として踏むようにということ？ 

（回答）：現場の考え方もあるので、設置学校で検討の上、法人にあげてもらった方が良い。 

【質問】：大学長にも別件で教学の問題について要求を行ったところ、団体交渉に当たるため書面

での回答はできないと返答されたことがあった。大学のガバナンスの問題であるとは理解して

いるが、組合としては、法人と設置学校と双方からたらい回しとされてしまうことを懸念する。

設置学校から要望があがれば法人としてきちんと検討していただけるということで良いか？ 

（回答）：その通りである。よく現場を理解している設置学校の長と、当該部署とで話し合っ  

てもらい、設置学校としてこうすべきという結論をあげてもらえたら良いと思う。 

【意見】：設置学校の長等に今回の回答を励みとして伝えたい。 

【質問】：そういった手順について、各設置学校長もちゃんと理解してるのか？一教員のレベ  

ルで部長に話をした場合、権限が無いとの理由で却下されてしまわないように、そういっ  

た手順や流れについて、一教職員レベルで設置学校長に伝えるのではなく、法人から各設  

置学校長に話していただけないか？ 

（回答）：それは可能だと思う。ただ、設置学校長に権限がある訳ではないので、設置学校長は結

論を出せない。それを以って法人等に相談があがってくるものなので、その内容が妥当であれ

ば現状でも改善をしている。したがって、その場で設置学校の長が結論を出すことはできない

ため、権限が無いといった返答をすることもあると思うが、設置学校長が必要と判断したもの

については現在でも法人にあがってきているため、十分に話をしていただけたらと思う。 

 

⑲ 宿泊費について 〔教員〕   

 

旅費交通費の規則では、国外宿泊費の上限が指定都市で教授 21,000円、教授以外 19,000円、

その他の都市で教授 19,000円、教授以外 17,000円となっている。教授と教授以外に差を付け

る根拠はないので、教授以外を教授に合わせていただきたい。 

 

 補足説明：以前同様の要求を行った際、「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こと、

現行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」という回答があった

が、教授と教授以外に差を付ける明確な根拠とはなっていないと考える。 

 

（回答）：現在担当部署に検討を指示している。担当部署の検討結果を踏まえて、法人とし   

ても今後検討して回答したい。 


