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2021年度春闘 第1回団交報告（2021年4月13日） 

 

ベース・アップ平均1.0％、各期手当 
2011年度水準への回復などを含む 
2021年春闘教職統一要求書を提出 

 
― 2020年度の在宅勤務への負担に対して特別一時金20,000円を要求― 

 

2021年度春闘の第１回団交を４月13

日（火）18時30分から大隈会館N201会

議室で行った。理事会からは、田中総

長、須賀副総長、佐々木常任理事が出

席した。 

初めに大橋教組委員長、森園職組委

員長が2021年春闘の開始にむけての挨

拶を行った。次いで、教職両書記長が

要求内容について要求背景と趣旨説明

を行った。 

その後、理事会からは要求書を受け

取っての所感が述べられた。 

以下、団交の概略と要求書を掲載する。 

 
 

１．教職両組合委員長あいさつ 
 

１．大橋幸泰教組執行委員長 

教員組合を代表し、挨拶を申し上げる。 

今期の教員組合は「コロナの時代に進む分断を乗り越

え、生活者の英知を結集しよう！」をスローガンに掲げ

ている。このスローガンにも掲げているように、早稲田

大学が直面している課題は、このコロナ禍の中で、本学

の教育活動、研究活動をどのようにしていくのか、とい

うことだと考えている。 

昨年５月、新型コロナウイルス感染症拡大により緊急

事態宣言が発せられて以降、オンラインによる授業への

切り替え、対応を全学で進める中、田中総長は学生に向

けて発した「秋学期と来年度以降の授業のあり方につい
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て」（８月12日付）の

中で、新しい授業のあ

り方を検討していくべ

きだと述べ、「『ポスト

コロナ社会』での大学

の授業のあり方」とし

て、①「反転授業」と

呼ばれる授業形態、②

対面授業の継続、③充

実したオンライン授業

の３つの形態を挙げ、今後「早稲田大学としてあるべき

方向を探っていきます」との考えが提示された。 

「ポストコロナ」における大学のあり方を検討するこ

とそれ自体は否定されるべきものではないが、大前提と

して教職員、学生の健康と生命を守ること、その態勢を

しっかりもつことが必要不可欠である。 

秋学期から対面授業を一部実施することが打ち出され

た際には、教員からは「感染拡大防止のためにPCR検

査を取り入れないのか」「体温測定を義務づける必要は

ないのか」といった十分な対策を求める声や、対面授業

の実施を原因とする感染が発生した場合に誰が責任を持

つことになるのかといった声が上がった。こういった不

安・懸念にきちんと対応し、現場の教員が納得する方

針・対策を明確にしていくことが必要と考える。 

また、このようなコロナ禍の中で大きな制約が課され

る中、教育活動の維持のために夜遅くまでの教材作成、

オンライン授業準備などによって教員の仕事量が増加し、

労働強化が進んだことを軽視していただきたくないと考

える。特にオンライン授業については、学生へのフィー

ドバックを丁寧にすればするほど教員の負担が増えると

の指摘が寄せられている。 

これらの実態や問題を労使でお互いにきちんと把握・

分析し、労使交渉を通じて、より良い早稲田大学を作っ

ていきたいと考える。本日提出する要求書にはこのよう

な事態の中で奮闘する教職員の切実な思いが込められて

いるので、前向きな検討をお願いしたい。 

 

２．森園憲幸職組執行委員長 

昨年度は、緊急事態宣言により、春闘要求書の提出に

おいても対面がかなわず、文書による提出となってしま

った。感染状況が依然として厳しい状況にはあるものの、

この新学期には学生がキャンパスに戻り、早稲田大学が

本来の活気を少しでも取り戻しつつあることを嬉しく思

っている。田中総長は

じめ理事会の迅速な対

応やリーダーシップと

ともに、我々教職員の

懸命な努力とサポート

があってこそ、早稲田

大学は、今この状況ま

で来られたのだとの思

いを強くしている。 

思い返せば理事会は、

昨年の緊急事態に対応し、学生を守るために、授業開始

日の繰り延べ、猛スピードでのオンライン授業の導入、

Moodleなどのプラットホームの整備、学生への一時金

の支給、奨学金の拡充、PC/ルーターの貸与、学生支援

のための寄付の募集、全館の換気設備更新等々、枚挙に

暇がないほどの施策を次々と実施された。こうした本学

の対応は、マスコミにも数多く取り上げられ、社会から

はさすが早稲田大学であるとの声も聞かれた。また、田

中総長は、学生および教職員に対し、時期をはずさず数

多くのメッセージを出されるなど、陣頭指揮をとられた。

私の記憶する限り、このような総長は過去にいなかった

と思う。あらためて、田中総長・理事会の決断力とリー

ダーシップ、そして学生を守ろうというその思いに敬意

を表したい。 

しかし、先ほど申し上げた数々の学生支援策は、ただ

単に、理事会が議論して会議の席上でこれを決定しさえ

すれば実現できたのか。そこには、思いを共有し、学生

のために歯を食いしばってひとつひとつの施策を実現さ

せてきた実行部隊の力があったはずである。その実行部

隊とは言うまでもなく教職員だ。本学の現状は、日本全

国の大学の範ともなりうるべき数多の施策を短期間でき

っちりと実現させる力を持った素晴らしい教職員に支え

られている。このことを改めて申し上げたい。 

さて、ご存知のとおり、職員組合では春闘要求書を提

出するに際して、アンケートや職場討議を実施して意見

を集約するとともに、職場代表者会議にて機関決定して

要求をまとめている。私も、学術院を中心にいくつかの

職場を訪問したが、そこで感じたもっとも大きな印象は、

「皆とても疲れている」ということだ。コロナ禍は、教

職員一人一人に大変な負担をもたらした。2020年には、

職員の時間外労働も増加し、45時間を超えたものの人

数は前年比10％増だった。このように職員の時間外労

働は増加傾向にあり、今年１月からの繁忙期を考慮に入
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れるなら、例年に比べてさらに深刻な状況に至っている

と考えられる。過労によって心身に異常をきたし、戦線

離脱した者も増えている印象だ。 

田中総長は、「世界に輝くWASEDAを実現するために

は、全教職員が一致団結する必要がある、そして、早稲

田大学の全構成員が同じ方向を向いて大学を良くしてい

く、仕事に対するモチベーションをそれぞれ上げていく

ことが重要だ」とおっしゃっている。「大学の全構成員

が同じ方向を向いて」と発言されている。しかし、私が

今感じていることは、「同じ方向を向く」ためのモチベ

ーション、つまり士気が危機に瀕しているということだ。 

今は非常時・緊急事態だ。昨年は、特に急にコロナ禍

に見舞われた学生や学費負担者にとっての緊急事態であ

った。そして、大学はその学生達の緊急事態を救うため

に最大限の努力をされた。 

しかし、私は今申し上げたい。「今年は教職員が緊急

事態である」と。今年においても、従来の財政論に固執

し続け、大学の大切な財産である教職員を顧みないとし

たら、正しい経営判断とはいえないのではないか。世界

に輝くWASEDA計画が失速してしまう懸念もないとは

いえない。 

後ほど書記長から要求の説明が行われるが、今年は特

に財政状況・経済状況等に鑑みた要求にとどめたつもり

だ。それは、コロナ禍が与えた痛みを経営陣と共有する

意思を示したものとご理解いただければ幸いである。誠

実で真摯なご検討をお願いしたい。

 

 
 

２．要求趣旨説明  
 

続いて、組合から要求書を大学側に提出した。賃金・賃金制度について市川真人教組書記長がベア1.0％、各期手当

について説明を行った。また教員・職員共通の要求として2020年度の在宅勤務下によって生じた有形無形の負担に対

して、20,000円の一時金を求め、荻野禎之職組書記長、市川教組書記長がそれぞれ説明を行った。 

教育・研究・労働条件について、荻野職組書記長が要員確保や時間外労働削減について説明を行った。 

福利厚生・安全衛生に関する要求では、荻野職組書記長が、教職員とその配偶者に対して適用される福利厚生制度に

ついて、教職員とパートナーシップの関係にある者に対しても適用することを求めた。 

大学改革・大学運営に関する要求では、市川教組書記長が、学生支援・学内奨学金・私大助成についてについて趣旨

説明を行った。 

 
 
 

３．理事会の要求書を受け取っての所感 
 

田中愛治総長 

本日、要求書を拝受した。まず、一年間の感謝の言葉

を申し上げたい。教職員両組合、先生、職員この一年間

非常に大変だったと思う。 

本学の理事会機構としても、かなり迅速に意思決定を

おこなってきた。学生の健康と命を守る、教育を提供す

る、苦しくても何とか研究をし続けるようにしたいとい

うことで相当の無理をしてきた。理事会としても昨年の

2月25日に最初の新型コロナウイルス感染症対策本部を

開いて以降、先週木曜日で同会議を56回行い、自分も

１回も休まずすべて出席し、陣頭指揮をとっている。 

その中で感謝申し上げなければならないのは、職員の

方も、教員の先生方も等しく相当のご苦労をおかけした

と思う。特にオンラインでの教育のためにはそれだけの

準備が必要で、かなり

先生方にご負担をおか

けしたと思っている。

またその準備において

先生方のサポートや学

生からの苦情や質問、

保護者の方々のクレー

ムなども相当多かった

と聞いているが、その

ほとんどを職員の方々

に受けていただいた。その意味では本当につらい思いを

させたと思っている。 

昨年の団体交渉でも申し上げたが、何とか給与カッ
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ト・各期手当カットをしないで耐え抜きたいと考えてお

り、それを何とか守ることができた。昨年の要求には十

分にはお答えできなかったと思うが、コロナ禍で日本経

済が苦しくなって、保護者の方のご負担も高く、そうせ

ざるを得なかったということだ。 

本日いただいた要求書については持ち帰って検討させ

ていただきたい。また、本日のご説明も、教員組合・職

員組合両組合ともかなり丁寧に具体的に指摘いただいた。

私どもが気が付いていない点もあったかと思うので、そ

れも含めて検討させていただきたい。 

最後に私は総長に就任して以来「世界で輝く

WASEDA」を実現するためには「教員・職員の意思統

一が必要で、同じ方向を向くことが必要」だということ

を申し上げてきたが、（本日の団交の両委員長挨拶で）

そのためには相当の負担がかかっている、と伺ったので

その点も真剣に議論しなければと思っている。また春闘

に限らず、教職両組合とは今後様々な課題について具体

的な議論をして真摯に意見交換させていただきたい。些

細な事でも伺っておくと役立つこともあり、一昨年には

両高等学院の休憩室のベッドなどの件もあって理事の方

にはそこまで見に行っていただいたが、やはりそういう

ことも大事なことだと思っているので、真摯に対応させ

ていただきたい。 

本日は貴重なお時間をいただき、大変丁寧にご説明い

ただき、感謝申し上げる。コロナが今すぐ収まるように

は見えないので、まだご苦労をおかけすることもあると

思うが、今後もご尽力をお願いしたい。 

-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 

次回の回答団交の日程については６月４日（金）で行う予定であることを労使で確認した。その上で教職両組合は、

例年、経済要求以外への回答は、回答団交より前に組合に届けられていることから、今春闘についても、事前に回答を

提示するよう求め、当日の団体交渉を終えた。 

 

 

2021年度春闘教職統一要求書 

 

教職組発第878号 

2021年4月13日 

早稲田大学 

総長 田 中 愛 治 殿 

早稲田大学教員組合     

執行委員長 大 橋 幸 泰 

早稲田大学職員組合     

執行委員長 森 園 憲 幸 

 

2021年度春闘教職統一要求書 

 

教職両組合は2021年度春闘にあたって、以下の要求

を行います。理事会におかれましては教職両組合の要求

について検討し、6月4日（金）までに回答を提示し、

団体交渉を行うよう求めます。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、

教職員の健康と生命を守ることを第一義として、団体交

渉の方法に関しては柔軟な対応を行う用意があることを

申し添えます。 

 

Ⅰ．賃金および賃金制度に関する要求 

〔１〕基本賃金 

１．教員 

（１）専任教員 

①2021年度の本給について、平均1.0％増額するこ

と。 

②本給について、一・二級線の賃金格差を撤廃する

こと。 

（２）特任教授 

特任教授の本給（現行506,830円）を1.0%増額す

ること。特任教授に対しても専任教員に準じて各

期手当を支給すること。また、親族扶養手当を支

給すること。 

（３）任期付教員 

①任期付教員にも専任教員と同等の親族扶養手当を

支給すること。年俸制適用者についても親族扶養

手当と同額を支給すること。 

②任期付教員にも退職金を支給すること。 

③任期付教員の年俸表を1.0％増額すること。 

（４）助手 

①助手について、親族扶養手当を支給すること。 

②年俸表を1.0％増額すること。 

（５）非常勤講師給 

各ランク1.0％増額すること。 

（６）芸術学校の非常勤講師給・実験助手給 

芸術学校非常勤講師給を1コマ1回15,000円（大

学院在学生）、17,500円（40歳未満）、20,000円

（40歳以上）の3ランクに改めること（現行：

13,080円～18,710円の4ランク）。 
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２．職員 

（１）専任職員の本給について、平均1.0％増額する

こと。 

（２）嘱託職員の賃金について 

①常勤嘱託の賃金について以下のように改善するこ

と。 

ア．嘱託職員全体について、業務との関係もふま

え本給および各期手当の支給月数の改善をはか

ること。 

イ．特に一般嘱託Ａならびに一般嘱託Ｂについて

他の専門嘱託と同様の各期手当支給月数とする

こと。 

②非常勤嘱託の賃金についても上記の常勤嘱託の改

善に準じて改善をはかること。 

 

〔２〕各期手当 

１．2021年度各期手当として、2011年度の支給基準

5.95か月＋242,000円（夏期手当2.6か月＋26,500円、

年末手当3.35か月＋215,500円）を支給する年間協

定を締結すること。 

２．前項の年間協定にかかわらず、組合が再交渉を要

求した場合には、直ちに再交渉に応じること。 

３．各期手当から、傷病による休講・欠勤控除を撤廃

すること。 

４．中途退職者にも在職期間を考慮して各期手当を支

給すること。 

 

〔３〕諸手当・退職金・餞別金 

１．共通 

（１）2020年度の在宅勤務体制下によって生じた有

形無形の負担（経費負担を含む）に報いる措置と

して、全教職員に対して20,000円の一時金を支給

すること。 

（２）退職金 

在職20年未満の中途退職者に対する退職金の減

額措置を廃止すること。 

２．教員 

（１）両学院の諸手当について 

①教育指導手当を月額16,000円（現行月額9,900

円）に改めること。 

②クラス担任手当について月額10,000円（現行

5,000円）に改めること。 

（２）両学院専任教員の定年 

2010年度以降嘱任した両学院の専任教員の定年

を70歳に引き上げ、2009年度以前嘱任の専任教員

と同じ待遇にすること。 

３．職員 

（１）昇等級に関して在級年数などを加味した資料を

提示すること。 

（２）専任職員・嘱託職員別の時間外勤務手当の資料

を提示すること。 

（３）「1分単位の勤務管理制度」導入により、遅

刻・欠勤・早退により控除された職員人件費の総

額を提示すること。 

（４）２年以上勤務していた常勤嘱託・非常勤嘱託が

退職する際には、餞別金を支給すること。 

 

Ⅱ．教育・研究・労働条件に関する要求 

〔１〕共通 

１．ホームヘルプ補助（一日あたりの支給上限7,000

円）の支給日数の上限を、年間90日（現行60日）

とすること。 

２．学生・教職員用託児室に関して、休日の授業実施

日、日曜日または国民の祝日に入試業務に従事する

場合にも利用可能なことも周知し、利用促進をはか

ること。 

３．アンケートなどで教職員の介護実態の調査を行う

こと。また介護に関するサポートを強化し、相談窓

口の開設などを検討すること。 

 

〔２〕教員（育児、介護支援） 

１．ライフイベントに関わる研究支援の利用年数の上

限を現状の３年から５年にすること。 

 

〔３〕職員（職員制度・労働条件） 

１．ワークライフバランス改善・就労継続を支援する

制度（育児・介護課題等）について 

（１）要員拡充・業務の平準化・利用可能な制度の職

員への周知の徹底などを通して、既存の諸制度が

より適切に利用できる状況を整えること。 

（２）育児・介護に関する制度利用者については異動

に対して配慮すること。 

（３）2019春闘の結果として労使で合意した保存休

暇の特別措置について、個別事情に配慮できる範

囲で協定化をすること。 

２．職員育成（研修）制度について 

（１）大学が受講させる研修は、目的を明示しておこ

ない、実施後のアンケートは匿名でおこなうこと。 

（２）研修に関する意見を広く収集する機会を設け、

研修計画に反映すること。 

（３）職員育成の一環として、OJTの一層の拡充を図

ること。また研修対象職員の育成を相互的・協働

的に取り組むよう各箇所に指導すること。 

（４）指名型研修で得た知識等により改善された業務

や能力向上の事例を、アンケートの公開などを通

して具体的に可視化することで、受講者が当該研

修に大きな価値を見出し、より積極的な姿勢で受

講できる仕組みを整えること。 

（５）業務内容に応じた自己研さん・専門性強化のた

めの補助金の支給額・対象を拡大すること。 

３．要員確保・時間外労働削減について 

（１）36協定の協定違反となる事例を発生させない

よう努めること。とりわけ協定違反となった箇所

が発生した場合は、次年度に発生させない対策を

講じ、組合に示すこと。 

（２）時間外労働削減のため、教員組織も含めた教職

協働での時間外労働削減の取り組みを継続するこ

と。 

（３）大学を支える職員組織を維持・前進させるため、

要員についての中長期的な計画を持ち、各業種の

性質に適合した人材の採用・育成・配置等をおこ

なうこと。 

（４）育児・介護等の休職取得や、研修等で長期的な

不在となる職員が複数発生する事例、業務量の増
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大に対する慢性的な人員不足の声があることを踏

まえて、箇所運営に支障を来たさないよう十分な

要員を配置すること。 

（５）就業規則に定める休憩時間を適切に取得できて

いない特定箇所について、取得を可能とする人員

体制を設けること。 

４．嘱託職員等の有期雇用職員の課題について 

（１）嘱託職員向けの専任職員登用制度について、再

応募の禁止や必要在籍期間などの受験資格の制限

の見直しをはかること。 

（２）嘱託職員向けの専任職員登用制度について、採

用実績の公開や説明会の実施、管理職からの呼び

かけなど、積極的な採用活動をおこなうこと。 

（３）専門性の高い嘱託職員の無期雇用化について、

現状の課題もふまえて検討をおこなうこと。 

（４）TA、RA、研究補助者や学生スタッフ、臨時職

員に、専任職員・常勤嘱託職員・嘱託（非常勤）

職員に準ずる「無事故扱い」を認めること。 

 

Ⅲ．福利厚生・安全衛生に関する要求 

〔１〕メンタルケア・健康維持増進策 

１．教職員のメンタルヘルス不調の予防に努め、発症

時の早期対応に配慮すること。 

２．長時間労働と心理的負荷が及ぼす健康障害への影

響もふまえ、多忙箇所の職員のケアに努めること。

また、管理職も含めた職員の健康管理についての指

導を徹底すること。 

３．ストレスチェック制度実施後の集計・分析を基に

事業者が行った職場改善の取り組みについて公開す

ること。 

４．保健センターについて、教職員や学生の健康管

理・保健指導をさらに充実したものにするために、

とくに遠隔地キャンパス、校地の各分室の機能充実、

心理相談員等の増強を図ること。 

 

〔２〕安全衛生推進対策、震災・事故防止対策 

１．「事務所衛生基準規則」、「事業主が講ずべき快適

な職場環境の形成のための措置に関する指針」など

もふまえ、施設・設備の維持・更新については、教

職員および学生の安全衛生に最大限配慮しつつ、必

要に応じて適切な措置をはかること。 

２．任期付教員、嘱託職員等に対しても、セミナーハ

ウスを授業外目的でも利用できるようにすること。 

３．「休日の授業実施日における介護・育児負担に関

する特別措置」を非常勤講師も対象とすること。 

４．災害時等の緊急事態における、学生・教職員の安

全確保のためのガイドラインについて、教職員にそ

の周知徹底をはかること。 

 

〔３〕ダイバーシティ推進 

１．教職員や学生の多様性に配慮した制度面・施設面

での整備を更に推進し、その整備状況を公開するこ

と。 

２．教職員およびその配偶者に対して適用される諸福

利厚生制度に関して、教職員とパートナーシップの

関係（多様な性自認又は性的指向を有する場合を含

む二者が、互いを人生におけるパートナーとして認

識し、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し

合うことを約した関係）にある者に対してもその適

用を認めること、また当該の教職員への相談窓口を

設置すること。 

 

Ⅳ．大学改革・大学運営に関する要求 

〔１〕大学運営・全学合意形成の枠組み 

１．学内教職員ひとりひとりが主体的に大学運営に関

われるよう、全学的な課題や必要な情報の開示に努

め、学内教職員の合意形成を丁寧におこない、組合

との意見交換の機会も設けること。 

 

〔２〕大学財政・中長期計画 

１．大学財政については、団体交渉の場のみならず、

毎年教職両組合に対して適切な説明の機会を設ける

こと。また、大学財政に関する収支見通しや数値目

標については、その根拠となる数値や考え方につい

て書面等を用いて十分明らかにすること。 

２．当面のキャンパス整備計画について明らかにする

とともに、現場の教職員の声を十分に踏まえて検討、

進めること。また、必要な財源を明らかにすること。 

３．大学財政の資産運用に関して、現在の運用方針に

ついての理事会の考えを示すこと。 

 

〔３〕学生支援・学内奨学金・私大助成 

１．長期化するコロナ禍のもと、学生の健康保持、学

習環境の支援、また困窮化する学生への経済的支援

を継続すること。 

２．学内奨学金については経済困窮度を反映した奨学

金の更なる拡充に努めること。 

３．日本学生支援機構の貸与型奨学金の改善や、給付

型奨学金の拡充に向けて理事会としても積極的な活

動をおこなうこと。また、私立大学の立場から授業

料減免制度および奨学制度への特別補助の復活・高

等教育予算の増額・学費負担軽減にむけた取り組み

をすすめること。 

４．組合の私大助成推進運動については引き続き協力

すること。 

 

以 上 



 

きょうとうニュース第754号（2021.4.23） －7－ 

2021年度春闘教職統一要求趣旨書 

 

 

 

 

2021年度春闘 教職統一要求趣旨書 

 

※すべての要求項目を網羅するものではありません。 

 

Ⅰ．賃金および賃金制度に関する要求 

〔１〕基本賃金 

（１）本給改定平均1.0％要求について 

【要求の趣旨】 

職員組合がおこなった2021春闘アンケートで

は、全回答のうち約５割がベース・アップを求め

ています。加えて両組合がそれぞれ実施した職場

討議でも、可処分所得の減少傾向や教職員の業務

の多忙化を反映して、十分な賃金を獲得するため

にはベア要求をおこなっていくべきであるという

意見がみられました。 

教職両組合は、こうしたアンケートへの回答結

果や職場討議で寄せられた意見、社会経済状況な

どを総合的に勘案して、今年度は平均1.0％の本

給改定を求めます。 

 

〔２〕各期手当 

１．2021年度各期手当として、2011年度の支給基準

5.95か月＋242,000円（夏期手当2.6か月＋26,500

円、年末手当3.35か月＋215,500円）を支給する

年間協定を締結すること。 

【要求の趣旨】 

この間、教職員全体に要求される職務・業務が

質・量ともに高まっている状況のなか、各期手当

の年間支給基準は、2011年度支給基準の5.95か

月＋24万2,000円から減額され、5.4か月＋20万円

で支給されています。 

早稲田大学において、専任教職員が果たす役割

や、労働市場において人材獲得の主たる競合相手

となる大手他私大の各期手当支給水準との比較か

らみても、組合は専任教職員の各期手当につい

て、5.95か月＋24万2,000円での支給を妥当なも

のと考え、要求をおこないます。 

 

〔３〕諸手当・退職金・餞別金 

１．共通 

（１）2020年度在宅勤務体制下で生じた負担に対す

る特別一時金 

2020年度の在宅勤務体制下によって生じた有

形無形の負担（経費負担を含む）に報いる措置

として、全教職員に対して20,000円の一時金を

支給すること。 

 

【要求の趣旨】 

昨年４月の緊急事態宣言発出以降、大学は教職

員に在宅勤務を命じました（「原則出校禁止」は６

月１日まで。６月以降、段階的に出校率の引き上

げがおこなわれる）。したがって、少なくとも「原

則出校禁止」状態にあった昨年4月から5月の間

に、在宅勤務下で生じた諸経費を大学に補填する

よう求めることには正当性があると考えます。 

2019年の総務省「家計調査」では、単身・二人

以上の「総世帯」の光熱水道費(一世帯ごと)の月

額平均は18,485円、一日当たり約616円、半分を

大学負担とすると308円となります(出典：総務省

統計局『家計調査報告  家計収支編』

https://bit.ly/3l91iYE)。また、在宅勤務制度を導

入・運用している一部の民間企業では、一日当た

り150から300円程度の「在宅勤務手当」を支給し

ています。以上の計算や他企業の事例に鑑みる

と、最低でも一日300円程度の在宅勤務手当を要

求することは妥当であると考えられます。一か月

のうち平日は平均して21日、300円(経費)×21日

×２か月で合計12,600円の経費が「原則出校禁

止」期間にかかったことになります。 

また職員の在宅勤務体制は、出校禁止命令が解

除された昨年６月以降も（一定期間の中断をはさ

みつつ）継続されています。教員側も、昨年４月

以降のこの１年間、在宅下で授業をおこなうこと

を余儀なくされました。昨年６月以降から今年４

月までのこの期間に生じた諸経費は、(仮に)週一

日の在宅勤務であったとしても１か月で約1,200

円、昨年６月から今年４月までの10か月で約

12,000円となります。以上を合計すると、「原則出

校禁止」期間と昨年６月以降に生じた諸経費だけ

で、教職員一人当たり約20,000円程度になると考

えられます。 

加えて、昨年５月にオンライン授業を開始し、

その後も同授業体制を維持・継続するために、全

教職員が最大限の力を尽くしてきたことは疑いよ

うがありません。上記の「経費」に関する試算だ

けではなく、「学びの機会を提供し続ける」という

学問の府の使命を果たす為に生じた教職員の「有

形無形の負担」に鑑みても、一時金を支給するよ

う求めることは妥当であるといえます。 

組合は以上の背景と試算に基づき、一律20,000

円の特別一時金を全教職員に対して支給するよう

求めます。 

https://bit.ly/3l91iYE
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（２）退職金 

在職20年未満の中途退職者に対する退職金の

減額措置を廃止すること。 

【要求の趣旨】 

20 年に満たないことをもって、退職金を減額

する合理性は無いとの考えから減額措置の廃止を

求めます。 

 

３．職員 

（１）昇等級に関して在級年数などを加味した資料を

提示すること。 

（２）専任職員・嘱託職員別の時間外勤務手当の資料

を提示すること。 

（３）「１分単位の勤務管理制度」導入により、遅

刻・欠勤・早退により控除された職員人件費の

総額を提示すること。 

【要求の趣旨】 

（１）から（２）については、労使交渉の際の

基礎資料となるものであり、提供を求めます。 

（３）については、導入後の当該制度の実態を把

握するため、資料提示を要求します。 

（４）２年以上勤務していた常勤嘱託・非常勤嘱託が

退職する際には、餞別金を支給すること。 

【要求の趣旨】 

（４）については、２年以上在職した有期雇用

教員に対して従来支給されていた餞別金を、常勤

嘱託・非常勤嘱託に対しても支給するよう求める

ものです。 

現在、有期雇用教員に対する餞別金は年俸等に

上乗せされていますが、「餞別金そのもの」が消

失したわけではありません。また「一定年数以上

勤務した者へ、特定の金額を支給するという形式

を以って謝意を表する」という餞別金本来の機

能・目的に鑑みても、上記の要求は妥当であると

いえます。 

 

Ⅱ．教育・研究・労働条件に関する要求 

〔３〕職員（職員制度・労働条件） 

１．ワークライフバランス改善・就労継続を支援する

制度（育児・介護課題等）について 

（１）要員拡充・業務の平準化・利用可能な制度の職

員への周知の徹底などを通して、既存の諸制度

がより適切に利用できる状況を整えること。 

【要求の趣旨】 

例年の春闘アンケートでは、繁忙化した職場を

背景に育児・介護の当事者である職員から、「箇

所の要員確保」や「時間外労働の免除・削減」を

求める声が多く出されていることから上記要求を

おこないます。 

（２）育児・介護に関する制度利用者については異動

に対して配慮すること。 

 

【要求の趣旨】 

育児・介護制度について、「箇所の繁忙状況や

職場の無理解等を理由として利用できない」との

意見も依然寄せられています。組合は育児・介護

制度を柔軟に利用できる雰囲気の醸成と、箇所お

よび管理職の制度利用者への理解の深まりをもと

めて、本要求をおこないます。 

（３）2019春闘の結果として労使で合意した保存休

暇の特別措置について、個別事情に配慮できる

範囲で協定化をすること。 

【要求の趣旨】 

2020春闘においては、保存休暇制度について、

「個別具体的な状況に応じた柔軟な運用を継続し

ていくために就業規則化や協定化は実施しない。

就業規則化ないしは協定化を行う是非について

は、事例を蓄積した上で、判断していく必要があ

ると考える」という回答がありました。「個別具

体的な状況に応じた柔軟な運用」の必要性は理解

するものの、現在の保存休暇制度は協定化・規程

化されたものではなく不安定性を伴うことから、

「個別事情に配慮できる範囲」で協定化できない

か、その可能性を検討するよう要求をおこなうも

のです。 

 

２．職員育成（研修）制度について 

（１）大学が受講させる研修は、目的を明示しておこ

ない、実施後のアンケートは匿名でおこなうこ

と。 

【要求の趣旨】 

例年のアンケートでは、研修制度について「そ

の研修を受けてどうなってほしいか、どのような

能力がついたらどんな仕事ができるのかといった

指針が示されていない」「研修の効果や実施した

アンケートへのフィードバックが無い（可視化さ

れていない）」といった意見が多く寄せられてい

ます。それらを改善するため、継続して「研修後

アンケートの匿名での集約」「アンケート結果の

全職員公開」を求めることとします。 

（２）研修に関する意見を広く収集する機会を設け、

研修計画に反映すること。 

【要求の趣旨】 

春闘アンケート結果にみられる不満足感につい

ては、研修を受ける当事者としての職員のニーズ

を運営する大学側が十分に捉えられていないこと

に原因があると思われます。そのため、「研修制

度について広く意見を募る機会を大学が設ける」、

「研修制度の改善を検討する委員会を公募制でお

こなう」などの方法を通して当事者である職員の

ニーズを開かれた形ですくい上げる取り組みをお

こなうことを大学に求めます。 
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（３）職員育成の一環として、OJTの一層の拡充を図

ること。また研修対象職員の育成を相互的・協

働的に取り組むよう各箇所に指導すること。 

【要求の趣旨】 

職員の育成のためにはOJTの拡充、および箇所

内で協働的・相互的に職員をサポート・教育して

いくことが肝要であると思われることから本件に

ついて要求します。 

（４）指名型研修で得た知識等により改善された業務

や能力向上の事例を、アンケートの公開などを

通して具体的に可視化することで、受講者が当

該研修に大きな価値を見出し、より積極的な姿

勢で受講できる仕組みを整えること。 

【要求の趣旨】 

春闘アンケート結果においては、とりわけ指名

型の研修についての不満の声が寄せられました。

指名型の研修については、より一層納得感・満足

感のあるものとすべきことから、要求をおこない

ます。 

（５）業務内容に応じた自己研さん・専門性強化のた

めの補助金の支給額・対象を拡大すること。 

【要求の趣旨】 

2020春闘では、学位支援プログラムや自己啓

発支援制度に関して「(本制度は)より多くの職員

に自己啓発に取り組んでもらうことを目的に導入

した制度ではあるが、実際には申請数が少ない状

況である。補助金額の引き上げと回数制限撤廃よ

りもまずは本制度の周知強化に取り組み、より多

くの職員に本制度を活用してもらいたいと考えて

いる」との回答がなされました。多様な職場にお

ける幅広いニーズを満たすため、引き続き補助金

の形での改善を求めています。 

 

３．要員確保・時間外労働削減について 

（１）36協定の協定違反となる事例を発生させない

よう努めること。とりわけ協定違反となった箇

所が発生した場合は、次年度に発生させない対

策を講じ、組合に示すこと。 

【要求の趣旨】 

36協定締結当初に比べて、本学における時間

外労働全体はおおむね減少傾向にあるといえます

が、いわゆる「残業のない職場」には依然程遠い

状況です。 

昨年は、このように常態的に発生している時間

外労働に加え、新型コロナウイルス感染症への対

策業務等が生じ、例年に比べてさらに時間外労働

が増加したというケースも多くありました。 

大学はこの間、「繁忙箇所への兼務者の配置」

等の施策を実施し、時間外労働の抑制に努めては

います。しかし、依然コロナ禍等によって生じた

繁忙状況に歯止めをかけるには至っておらず、時

間外労働そのものの抜本的な解決がもたらされた

わけでもありません。 

こうした状況を改善し、時間外労働を削減する

ために、要員確保を含む具体的な対策が一層徹底

して取られる必要があります。 

（２）時間外労働削減のため、教員組織も含めた教職

協働での時間外労働削減の取り組みを継続する

こと。 

【要求の趣旨】 

職員の労働時間削減に向けては、教員組織から

の理解・協力が必用不可欠なため、要求をおこな

うものです。 

（３）大学を支える職員組織を維持・前進させるため、

要員についての中長期的な計画を持ち、各業種

の性質に適合した人材の採用・育成・配置等を

おこなうこと。 

【要求の趣旨】 

2020年5月に大学年金制度が移行し、退職者が

一定程度発生したことなどに鑑みて、今後の要員

についても計画性のある対応を求めるものです。 

（４）育児・介護等の休職取得や、研修等で長期的な

不在となる職員が複数発生する事例、業務量の

増大に対する慢性的な人員不足の声があること

を踏まえて、箇所運営に支障を来たさないよう

十分な要員を配置すること。 

【要求の趣旨】 

この間、職員の休職等が重なり、職場の運営が

困難となってしまう事例が度々報告されていま

す。また上述の通り、コロナ禍による業務の遅

滞・コロナ関連業務の加増によって、職員の負担

はさらに増大しています。こうした事態を防ぐた

めには、十分な要員体制を構築することが急務と

いえます。それゆえこのような事態が発生した箇

所においては円滑な業務遂行を可能とするよう、

適切な人材の配置を求めます。また、こうした状

況への対策には管理職の適正な業務整理が必要不

可欠であり、大学が業務管理を徹底させることも

必要です。 

（５）就業規則に定める休憩時間を適切に取得できて

いない特定箇所について、取得を可能とする人

員体制を設けること。 

【要求の趣旨】 

2021春闘アンケートにおける「あなたは、昼

時間帯の休憩＜60分＞がきちんと取れています

か」という設問への回答では、全体としては「き

ちんと取れている」とする声が大半を占めました

が、とりわけ「技術・医療系」や学生対応が必須

の職場において、「取れないことが多い」「ほとん

ど取れていない」とする声が目立ちました。これ

らの職場については、「学生対応のため、まとま

った休憩時間が取れない」「分割しようにも、授

業の時間割に縛られるため休憩を取れない」こと
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が想定されるため、増員や要員配置の見直しなど

をおこなうことを求めます。 

 

４．嘱託職員等の有期雇用職員の課題について 

（１）嘱託職員向けの専任職員登用制度について、再

応募の禁止や必要在籍期間などの受験資格の制

限の見直しをはかること。 

（２）嘱託職員向けの専任職員登用制度について、採

用実績の公開や説明会の実施、管理職からの呼

びかけなど、積極的な採用活動をおこなうこと。 

（３）専門性の高い嘱託職員の無期雇用化について、

現状の課題もふまえて検討をおこなうこと。 

【要求の趣旨】 

（１）および（２）、（３）の要求は、2021春

闘アンケートにおいて、嘱託職員の雇用期間につ

いて「雇用の延長」または「期限のない継続的な

雇用」を求める声が多数寄せられたことから、要

求するものです。 

（４）TA、RA、研究補助者や学生スタッフ、臨時職

員に、専任職員・常勤嘱託職員・嘱託（非常

勤）職員に準ずる「無事故扱い」を認めること。 

【要求の趣旨】 

（４）については、これまで嘱託（非常勤）職

員就業規程に含まれていた学生スタッフ・臨時職

員が、2020年４月の規程改正で「TA・RA・研

究補助者の就業規程と平仄をあわせる」として従

前に認められていた「無事故扱い」（その日を出

勤とみなし、自己都合等の遅刻・早退・欠勤のよ

うな不利益な扱い（例えば、給与の控除など）を

しないこと）の適用が認められなくなりました。

均衡する待遇を求める観点からも、要求をおこな

うものです。 

 

Ⅲ．福利厚生・安全衛生に関する要求 

〔１〕メンタルケア・健康維持増進策 

１． 教職員のメンタルヘルス不調の予防に努め、発

症時の早期対応に配慮すること。 

２． 長時間労働と心理的負荷が及ぼす健康障害への

影響もふまえ、多忙箇所の職員のケアに努める

こと。また、管理職も含めた職員の健康管理に

ついての指導を徹底すること。 

３． ストレスチェック制度実施後の集計・分析を基

に事業者が行った職場改善の取り組みについて

公開すること。 

【要求の趣旨】 

１から３はいずれも毎年要求をおこなっている

事項です。大学の取り組み状況を明らかにするた

めに、要求をおこないます。 

 

〔２〕安全衛生推進対策、震災・事故防止対策 

１． 「事務所衛生基準規則」、「事業主が講ずべき快

適な職場環境の形成のための措置に関する指

針」などもふまえ、施設・設備の維持・更新に

ついては、教職員および学生の安全衛生に最大

限配慮しつつ、必要に応じて適切な措置をはか

ること。 

４． 災害時等の緊急事態における、学生・教職員の

安全確保のためのガイドラインについて、教職

員にその周知徹底をはかること。 

【要求の趣旨】 

１ならびに４については、自然災害等が頻発す

る昨今の状況および昨年来のコロナ禍もふまえ

て、要求をおこなうものです。 

 

〔３〕ダイバーシティ推進 

１． 教職員や学生の多様性に配慮した制度面・施設

面での整備を更に推進し、その整備状況を公開

すること。 

【要求の趣旨】 

2020春闘においては、組合が「教職員や学生

の多様性に配慮した制度面・施設面での整備を更

に推進し、その整備状況を公開すること」という

要求をおこない、大学回答として、「2019年度よ

りダイバーシティ推進室、障がい学生支援室、企

画・建設課による連携会議を定期的に開催し、一

層の連携強化を図っている。…ハード面のバリア

フリー化のみならず…ソフト面でのバリアフリー

化に向けた働きかけについて、今後も継続する」

との回答があったことから、今年度はその整備状

況について確認をおこなうものです。 

２． 教職員およびその配偶者に対して適用される福

利厚生制度に関して、教職員とパートナーシッ

プの関係（多様な性自認又は性的指向を有する

場合を含む二者が、互いを人生におけるパート

ナーとして認識し、経済的又は物理的かつ精神

的に相互に協力し合うことを約した関係。事実

婚を含む）にある者に対してもその適用を認め

ること、また当該の教職員への相談窓口を設置

すること。 

【要求の趣旨】 

早稲田大学は、「早稲田大学ダイバーシティ推

進宣言」(以下、「宣言」)において、「本学の構成

員の誰もが、尊厳と多様な価値観や生き方を尊重

され、各自の個性と能力を十分に発揮できる環境

が必要」であるという認識を明らかにしていま

す。様々な背景を有する人々が働く本学におい

て、「宣言」の有する価値は大変大きいといえま

す。 

現行の福利厚生制度は(特に看護・介護制度や

各種休暇制度、赴任制度、弔慰金などにおい

て)、教職員およびその「配偶者」に対する適用

を主軸として構成されています。「一人ひとりの

多様性と平等を尊重」するという「宣言」の理念

に鑑みれば、諸般の事情で法的婚姻関係を結ばな
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い／結べない二者間の関係(事実婚を含む)を適切

に保障できる制度へとさらに改善される必要があ

るといえます。 

加えて、SOGI・LGBTs概念の巷間への普及に

よって、「私たちすべて」が多様なあり方をして

いるにもかかわらず、これまでは一部の人々のみ

が「特異」な性のあり方をしているとみなされ、

不当な待遇や差別にさらされてきたという認識が

共有されるようになってきました。 

こうした課題への対応の一環として、一部の企

業や大学では福利厚生制度をLGBTs等の社員・

教職員へ適用しはじめています。また全国100の

地方自治体（2021年4月現在）でも、「パートナ

ーシップ制度」の導入をおこなっています。 

組合はこうした状況の推移を踏まえつつ、福利

厚生制度の拡充を求めます。また合理的配慮を必

要とする教職員が適切な支援を受けられるよう

に、教職員対象の相談窓口を開設するよう求めま

す。 

 

Ⅳ．大学改革・大学運営に関する要求 

〔２〕大学財政・中長期計画 

２．当面のキャンパス整備計画について明らかにする

とともに、現場の教職員の声を十分に踏まえて検

討を進めること。また、必要な財源を明らかにす

ること。 

【要求の趣旨】 

新型コロナウイルスの世界的規模での感染拡大

により、厳しい資産運用環境にありますが、当面

のキャンパス整備計画の方針についての説明を求

めます。また、９号館の建替えが予定されている

が、そのスケジュール見通しについて示すよう求

めます。 

 

〔３〕学生支援・学内奨学金・私大助成 

１． 長期化するコロナ禍のもと、学生の健康保持、

学習環境の支援、また困窮化する学生への経済

的支援を継続すること。 

【要求の趣旨】 

４月以降の対面授業再開等に伴い、新型コロナ

ウイルス感染症の感染リスクが上昇することを考

えれば、学生の健康保持のために最善を尽くす必

要があるといえます。 

コロナ禍に伴う経済不況等により、学費負担者

の更なる困窮も予測され、学生の学ぶ権利の保障

は喫緊の課題となっています。学習環境の支援と

ともに、奨学金制度の拡充などをとおした経済的

支援も必須の状況といえます。 

 

 

以 上 
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資 料 

2021年度の大学での授業実施にあたっての緊急要求（日本私大教連） 
 

  

  

 

 

日本私大教連中央執行委員会は、文科省が大学に対し「面接授業の実施」を要請していることを踏まえ、３月10日付で

「2021年度の大学での授業実施にあたっての緊急要求」を公表し、文科省へ陳情の申し入れを行いました。 
 

2021年度の大学での授業実施にあたっての緊急要求 

2021年3月10日 

日本私大教連中央執行委員会

 新年度を迎えるにあたり、各大学では授業開始に向け

ての準備が進められている。2021年度も2020年度と同

様に、新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつつ、い

かにして学生・教職員の安全確保と教育機会の提供を両

立させるか、それぞれの大学が努力しているところであ

る。 

 しかし、昨年秋以来、文科省が一律的に「面接授業の

実施」を大学に要求していることにより、現場には困惑

と混乱が生じている。３月４日付で出された「令和３年

度の大学等における授業の実施と新型コロナウイルス感

染症への対策等に係る留意事項について（周知）」にお

いても、同様の姿勢が維持されており、現場の混乱に拍

車をかける懸念がある。われわれ日本私大教連は、こう

した文科省の認識は、感染防止の観点のみならず教育の

質の確保の観点からも問題があり、早急に方針を転換す

べきであると考える。 

 第一に、新型コロナウイルスの感染状況は、昨年同時

期と比べても明らかに悪化している。ワクチンの接種も

進んでおらず、変異株も各地で確認されている。感染の

心配なしに面接授業に踏み切れる状況にはない。 

 特に、「十分な感染対策」の実施は、学生同士あるい

は学生と教員の直接の対話を制限することを含まざるを

得ず、そのため、現在の環境下での面接授業では、本来

の利点を十分に発揮することができない状況にある。 

 第二に、昨年来、現場の教職員が遠隔授業の環境整備

と実施に取り組んできたことで、多くの成功事例も生み

出してきた。遠隔授業は必ずしも面接授業に劣るもので

はなく、感染対策に制約された面接授業との比較であれ

ば、なおさらである。 

 もちろん、実習等、感染対策をしながらでも面接授業

の機会を追求すべき授業もある。しかし、重要なことは、

対面・遠隔のそれぞれの特徴を捉え、提供する教育内容

と照らし合わせ、各大学が責任を持って適切な方法を選

択することである。 

 以上の問題を無視して、一律的に面接授業への誘導を

続けるならば、各大学の教職員はもちろん、学生に対し

ても多大な負担をもたらす結果となる。 

 

 以上の現状認識を踏まえ、われわれは以下の各項目に

ついて、文科省に要請する。 

 

１．一律的な面接授業への誘導をやめること。 

授業を対面で行うか遠隔で行うかについては、感染状

況に加えて教育効果の面からも各大学の現場で判断する

ことが最も適切である。一律に面接授業に誘導すること

をやめ、対面・遠隔の選択について各大学の判断を尊重

することを求める。 

 

２．新型コロナ対応で生じる私立大学の費用負担に対す

る補助を拡充すること。 

 私立大学では新型コロナに対応するために多額の費用

が発生している。しかし、政府はこうした対策費用につ

いてほとんど予算措置をしておらず、私立大学の財政を

圧迫するものとなっている。 

感染対策費用は、学生・教職員の健康と安全を守るた

めの基盤的経費であるから、当然に補助の対象とすべき

である。2020年度中に発生した費用を遡って補助する

と同時に、2021年度の予算措置を大幅に増額すること。 

①面接授業実施時の感染対策に関連する費用。特に、

消毒用アルコール等の消耗品だけでなく、エアロゾ

ル感染防止の観点から換気設備、空間除菌装置や

CO2計測器等の導入・更新も補助の対象とするこ

と。 

②教職員や学生の定期的なPCR検査に関連する費用。 

③遠隔授業実施時の授業環境整備に関する費用。大学

側の情報通信設備への補助だけでなく、学生側の通

信環境整備に要する費用も含めて対象とすること。 

 

３．学生への経済的支援を大幅に拡充すること。 

 現状、学生は対面・遠隔の両方の授業に備える必要が

あるため、交通費だけでなく、通信費や情報通信機器の

購入等、以前より多くの支出を迫られている。他方、コ

ロナ禍によりアルバイト収入は大きく減少している。特

に、すべての学生に対する一律的な給付金の支給が緊急

に実施されるべきである。 

以 上 


