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2021年度春闘 第2回団交報告(6/4) 
 

年間各期手当は5.4か月＋20万円を提示 
福利厚生・安全衛生、ダイバーシティ推進 

関連要求では前進回答 

－ 保健センターの体制強化、ダイバーシティ推進関連の要求に対し「前向きに検討する」 － 
 

6月4日(金) 20時から大隈会館Ｎ棟2階会議室において、2021年度春闘の第2回教職統一団体交渉を
おこないました。理事会からは⽥中総⻑、須賀副総⻑、宮島常任理事、佐々⽊常任理事、甲斐理事ら
が出席し、｢2021年度教職統一要求書｣（「きょうとうニュース」No.754掲載）に対する理事会回答を
提示しました。 
 

 

１．教職両組合を代表しての冒頭挨拶 
団交冒頭、教職両組合を代表して大橋教組執行委員

⻑は、緊急事態宣言発令中の中、対面での団体交渉を
設定したことへ理事会に謝意を述べつつ「例年とは異
なる状況で大学運営は試行錯誤の連続と思う。教職員
はそれに対応するべく努力してきた。学生のため優れ

た教育環境を整えることはもちろんのことだ。それと
ともに、それを支える教職員を大事にすることも大学
の責務だ。そうした教職員の奮闘に応えていただきた
い、私たちの諸要求に対し前向きな回答を期待する」
と述べ、当日の団交に臨む組合の姿勢を表明した。 

 
２．⽥中総⻑の所信表明と経済課題等の理事会回答提⽰ 

回答に先立ち、⽥中総⻑は別掲の回答書前文（本号
6⾴【別紙１】）を基本的に読み上げる形で所信表明を
おこなった。 

その中で総⻑は2020年度決算で目標である「経常収
支差額50億円」「一般財源での経常収支差額20億円」
を上回る収支差額を実現したことに触れ、それはコロ
ナ禍による「経費（旅費交通費、光熱費等）の大幅な

減少」や「村上春樹ライブラリー」への寄附12億円、
緊急支援金への寄附9億円などの特別な収入を主要因
とするものであり、「運良く⿊字となったが、極めて
厳しい状況」だと説明した。また、2021年度以降も
「学納金や検定料の増収は見込めず、コロナ禍による
エクステンションセンター等の付随事業の大幅な減収
の継続、対面授業の拡大等による経費増が見込まれる」
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ため、厳しい財政となるとの見解を示した。 
その上で、「社会情勢が不安定な中、学生・学費負

担者および社会への説明責任を果たしていくためには、
まずは引き続き学生の学修環境の整備に注力すること

が必要であり、教職両組合からの賃金・賃金制度の改
善要求に応えられる状況ではない」と述べた。続けて
須賀副総⻑から経済課題に関する回答が行われた。 

 
 
３．福利厚生・安全衛生課題への回答について  
《多忙箇所の職員のケア・健康管理》 
組 合：「新人事システムにより、きめ細やかな時間
外勤務管理が可能となった。…当該職員へのケアを行
うとともに36協定違反を未然に防止している」との回
答だが、2020年度はコロナ禍の影響もあり職員の時間
外業務が増え、非常に疲弊している現場がある。先日
の36協定団交では、「次年度は協定違反者の発生をゼ
ロとすることを目標とする」「そのための手段として、
これまでのきめ細やかな取り組みに加えて専任職員の
増員などの措置も排除しない」との回答があり、確認
書も締結した。現状のような⻑期に亘る繁忙状態の一
刻も早い解消に向け、本件の解決の優先順位を上げる
などの後押しをお願いしたい。 
《保健センターの体制強化》 
組 合：「人員体制の整備ならびに留学生対応の充実
等、保健センターの体制強化を図る」とあるが、具体
的な予定・検討状況を確認したい。 
理事会：コロナ禍の状況により重要性を増していると
強く認識している。具体的には、留学生のメンタルヘ
ルスケアについて大きな課題があるとの指摘もあり、
心理士の増員、医療通訳支援サービスの導入を検討し
ている。ただし、英語の話せる心理士の採用市場は規
模が小さく、迅速に実現できるかは難しい面もある。
保健センターと協力して、確実に進めていきたい。 
《感染症BCP策定に関連して》 
組 合：「これまで得られてきたノウハウを基に、
2021年度は感染症BCPを策定する」とあるが、どのよ
うな事象・項目が対象となるのか。「新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のための早稲⽥大学の行動制限指
針」による授業形態や各活動も対象となるのか。 
理事会：現行のBCPに追記する形で、対策を盛り込ん
でいきたい。これまでのものと基本的には変わらず、
対策本部の参集要員や事業活動の復旧と継続のための
プロセスが中心になる。感染症に関しては「行動制限
指針」を作り対応してきたので、これの記載を考えて

る。授業形態等まで記載するのはなかなか難しく、大
まかな指針を記載することから始める。 
《教職員とパートナーシップの関係にある方への諸福利厚生制度
の適用、当該の教職員への相談窓口の設置要求》 
組 合：「前向きに検討する」との回答だが、現時点
で具体的な適用を考えていることはあるか。相談窓口
は設置するという理解でよいか。また障害となるよう
なことがあるか。 
理事会：制度、運用の設計には検討を要する細かな部
分があることが判明した。具体的には、看護・介護制
度、各種の休暇制度、赴任制度、弔慰金といった現行
制度とパートナーシップがどの程度うまく対応できる
のか、規程改正が必要なのかといった点などを検討し
ている。真摯に受け止めて前向きに検討し、具体化し
たい。 
《安全衛生推進対策》 
組 合：コロナ禍における感染予防対策について確認
したい。施設設備面で対策を取っていることは承知し
ている。キャンパス内の教職員・学生の動きについて
は、大学としてどのように把握をしているのか。 
理事会：職場環境の整備に加え、産業医が職場を見て
回ることを計画的に実施している。安全衛生委員会で
も報告をしている。その他、職場の感染予防対策とし
てアンケート調査も実施しており、毎週のコロナ対策
本部の会合を通じて調査の内容は各箇所に伝わってい
ると認識している。キャンパス毎の特性をつかみなが
ら対策を練っている。 
《休学者数の増減について》 
組 合：経済的困窮を理由とした休学者が従来より多
くなっているのではないか。経済的困窮による休学者
の増減について把握していれば教示願いたい。 
理事会：いま正確なデータは手元に無いが、昨年度の
経済的理由による退学者は1名。他に退学者は3名いた
が、それは進路等の悩みに因るものだ。昨年度は寄附
や緊急支援金によって何とか持ちこたえられた面があ
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る。今年度の状況は調べるようにしたい。 
組 合：退学はできないが、休学を選択する学生がか
なりの数いる。休学は判断の先延ばしの部分もあるの
で、学生に対するリサーチを本部から働きかけること
も学生の修学環境にとって非常に大事なことと思う。 
理事会：その点は強く問題意識をもっている。休学者
と学費納入期日までの滞納者の時系列比較を取った。
2021年3月末時点では、休学者は前年比で若干の減少。
差し当たり、現行制度の運用で対応可能ではないかと
判断している。事態の変化・学生の動向を見つつ対応
したい。 
組 合：経済的困窮に因る休・退学についてはさらに

調べて欲しいと考える。自分の所属する箇所だけでも
複数人が経済的困窮によって休学している。また、大
半の学生は休学の際その理由を「一身上の理由」とい
う形式で記述する傾向がある。経済的事情が学生に大
きな影響を与えていると推測するのでお願いしたい。 
総 ⻑：まだまだ理解の足りない部分もあろうかと思
う。正確な状況把握に努めたい。 
組 合：学生は「経済的困窮」を休学理由と示すこと
に勇気を要するようだ。どういう形であれば学生を傷
つけず、かつ実態を拾えるか、私たちも考えるので、
理事会でもお願いしたい。 

 
４．経済課題への回答について 
《ベアゼロの回答理由を質す》 
組 合：正直、残念な回答だ。本年はベースアップを
認めないというが、これまでもベアなしの状況が続い
ている。この状況をどのように考えているのか。また、
コロナ禍への対応に報いる措置として2万円を求めた。
この点も認めないのか。 
理事会：十分に状況が許せばベアも考えるべきとは思
う。⺠間企業とは違い、われわれの給与の源泉は学生
生徒納付金だ。学費を上げずにベアは難しい。特に不
安定なコロナ禍の状況がいつ改善するかによって、回
答すべき内容は違うだろう。当面は、学生の学修環境
維持に最大限努力する必要がある。今回はベアも一時
金も無く、要求に十分お応えできていないのは承知し
ている。ただ、何とか給料カットせずにできる限りの
ことをやってきた。教員に関しては採用の一時凍結を
していなければ賃金切り下げをお願いするような状況
であった。この点は理解いただきたい。当面は、学生
の学修環境を最大限の課題とし、それが落ち着き、世
間的に十分に授業料値上げの環境が整うようになれば、
われわれも賃金に目を向けることが出来る。これが基
本的な考え方だ。 
組 合：学生の学修環境整備が最優先というのは理解
するが、「学修環境」の中に教職員は含まれないのか。
教職員の⻑時間労働による疲弊、授業準備時間が⻑く
なることで授業の質が低下すれば、必然的に学修環境
を落とすことになる、その点はどう考えるか。 
理事会：そこに時間をかけることができなければ学生
に提供するものの質が下がるのは明らかだ。教員が十
分な落ち着いた環境下で授業準備をし、その元となる

研究をするのは非常に重要だ。だが、基本的な考え方
「最悪の事態を想定し、それをできる限り良くする」
という方向に向かわざるを得ない。その中で「一人も
取り残さないようにする」という行動を徹底する必要
がある。まず、日本に戻ってこられない留学生、留学
している日本人学生に目を向け、いち早くオンライン
を決断し、授業開始を遅らせた。学生のメンタルが悪
化する中、何とか対面授業を再開する必要があるとの
考えから、昨秋いろいろな学部にお願いをして回った。
先生方には非常にご苦労をおかけしたことは承知して
いる。 
総 ⻑：昨年はかなり恐れを抱いており、出来るだけ
の節約をと考えていた。それでも換気設備の工事に7
億５千万の支出は生じ、教職員が相当苦労したことは
認識している。とにかく「各期手当削減・給与削減」
をしないように努めてきた。もう一つは、コロナ禍以
前から働きかけていることだが、教育環境をより良く
し、労力を減らすために設置科目数を減らすようにお
願いしてきた。教員の研究時間も増えるし、教える時
間も減少し、教育効果が上がることにつながる。苦し
い時期にはそうした形で乗り切って欲しい。余裕が出
てくれば、教員を増やし、熟議をし、効果的に科目を
設置すれば、教員一人当たりの研究時間が増え、教育
負担は減り、効果はより上がると理解している。今は
教員を増やす余裕が無い。 
《職員の繁忙化をめぐって》 
組 合：得心いくところもあるが、グランドデザイン
が明確に見えないまま細かい政策が先行していく状況
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は、個々の教員に労働負担の増加の懸念を生じさせる。
もっと対話を密にしてもらいたい。設置科目の再配
置・削減の問題は、学部間の縦割りがある中では上限
がある。無駄が生じる分、個別の教員の負担が生じる
こともあり得る、そうしたところも引き続き組合も含
めて協議させてもらいたい。また、科目の改廃・再配
置により教員は研究時間が増えても、職員は労働時間
が増える可能性がある。教・職組との会合でも職員の
労働時間が話題に上がることがある。職員も学修環境
であると捉えることは大事なことだと考える。 
理事会：この間、職組と話し合いをしているが、職員
もいろいろな業務が増えており、学術院事務所などを
中心として職員の疲弊は聞いている。職員側も縦割り
によって疲弊を生じるところがある。コロナ禍でその
問題が露呈したところがあると受け止めている。今後、
職員は共同でいろいろな業務を進めていくことが重要
になる。共通化、平準化、相互支援を進めたい。 
総 ⻑：職員の勤務時間が延びていることは聞いてい
る。インシデントレポートを作成するのに3時間くら
いかかると聞いていたので止めてもらうようお願いし
た。過剰な労務管理のために時間を割くことはやめて
もらうようにした。縦割りを少し打ち破るのが大事だ
と考える。また、教員側も職員側の苦労を理解するの
も必要かと思う。 
組 合：職員異動のローテーションは学部が決めるの
か、本部で決めるのか。現場の状況を踏まえた配慮と
いうのはできないのか。 
理事会：職員異動は箇所の管理職等と相談しながら決
めている。近年、ベテランが抜けることで組織として
の力が落ちてしまう、入職して1〜2年目の人が主担当
になるといった、引継ぎの問題が多く生じている。引
継ぎ業務の割り振りの問題が大きいと考える。どうい
う体制が良いか一緒に考えたい。 
《在宅勤務体制下で生じた負担に対する特別一時金に
関連して》 
組 合：「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」についてどのような検討をしたのか。 
理事会：教職員の貢献は十分に承知している。困窮学
生への支援が重要課題の中、「教職員の給与改善がど
のように社会に映るのか」を考えるとなかなかそこに
踏み込めない。学生の学修環境の中に、教員の提供す
る教育サービス、その背景となる生活の安定があるの
は百も承知だ。まだ給与改善に踏み込むほどの根拠を

探せなかった。 
組 合：今回の賃金回答への理由は、①大学を取り巻
く経済情勢が厳しい、② 教室の換気設備に大々的な
支出をしたこと、③ 学納金・検定料などの増収が見
込めないことが大きな理由という理解で良いか。 
理事会：客観的にはその３点が非常に重要だ。われわ
れは、まず教職員の給与削減しないことを前提に考え
てきた。教員採用を優先し給与を減らす方法もあった
ろうが、そういう方法は採らなかったということを理
解いただきたい。 
組 合：オンライン授業の満足度調査を大学がおこな
っているが、秋の調査結果では学生の高い満足度がう
かがえる。回答者数の半分以上の学生がオンライン授
業の内容に満足している。これは教職員の努力が実を
結んできたからだと思う。このように客観的なデータ
も出てきている。尽力してきたという点をきちんと考
慮して欲しい。 
理事会：教職員一体となって教育に尽力してきたおか
げであると重々承知している。本学の教職員は能力が
ありそれだけのものを学生に提供してもらえたと非常
に感謝をしている。今日のところは感謝を繰りかえし
申し上げるので、気持ちを察してもらいたい。 
組 合：オンライン授業の際も対面授業再開の際も、
教職員は対応に追われ奔走してきた。いつまで耐え続
ければいいのかという気持ちを抱く。研究時間、家庭
の時間を犠牲にし、職場を守ってきた。見通しの立た
ない時代に財政状況を考慮するのは理解できるが、終
わりが見えない状況が続いている。本日の回答は厳し
い内容だと感じた。 
組 合：「給与カットしないようにということを最大
限考えた」との説明だが、実質上各期手当はカットさ
れた状態が続き、給与は額面上は維持しても物価上昇
などを考慮すれば実質的には減っているという実感だ。
経済課題について組合は背景、歴史的なものを含め細
かな要求をしているが、それに対しまとめて「現行の
ままとする」との回答だ。個別の要求の事情は考慮し
たのか。 
理事会：物価上昇率の昨年から今年の推移を見れば実
感として下がったということが生じる数字では決して
ない。各期手当がカットされたままの状態というのは
そのとおりだが、本音で話し合うことが必要かと感じ
る。給与面でこんなにいい大学は無い。他大から来た
ものからすれば、なぜ高い給与が払えるのだろうかと
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いうところはあるが、元に戻すにはそれだけの根拠が
欲しい。根拠を説明してもらわないと考えようがない。
「他と比べて低いから上げろ」というのも理屈として
あろうが、そういう理屈が成り立つとは思っていない。 
《大学財政についての説明》 
理事会：経済課題への回答の基本的根拠として、① 
経済環境が不確実だということ、② 2020年度は空調
工事含めて支出があったということ、③ 今後の学納
金のことを予算編成が厳しいことを挙げてもらったが、
その理解で結構だ。2020年度の空調工事の支出はそれ
ほど大きな問題ではない。財政説明会のときに詳しく
説明させてもらいたい。2020年度は財政運営上は非常
に懸念していたが、結果的に財政目標を達成する内容
で「減収増益」だった。空調工事の費用等は損益計算
書には入ってこずに、次年度以降に償却費として損益
計算書に入ってくる性格のもので、注視する必要があ
る。大きな問題は、①の今後の経済的環境が不確定だ
ということ、本学の財政の⻑期的展望が非常に厳しい
ことだ。2021年度予算だけでなく、2022、2023年度
も厳しい状況が続かざるを得ない。 

2021年度予算が厳しいのは、コロナ禍（大学の付帯
事業等の減収・留学生減少）と構造的な要因（定員の
厳格化による学生数の減少）が複合した結果である。
2020年度で学費引き上げは終わり、定員厳格化の効果
は2021年度まで続く。収入の7割を占めている学納金
の増収が望めない状況が続く。教育の質を向上すれば、
それに見合う学費引き上げは正当と考えるが、社会に
提示するには一定の環境が熟してこないと難しい。学
費引き上げを提示できるのは2022年、2023年度とい
うタイミングで、実現できるのは2024年度になる。教
職員の雇用と賃金を確保する、賃金は下げずに雇用を
守るという方向に進めていくと、賃金を上げるのは相
当難しい。 
組 合：「教員、職員は他大に比べて給与水準が高い
からそれで満足しろ」という説明だと思うが、一時金
の要求趣旨は「実際に生じている経費負担を一部でも
補填してほしい」ということである。給与水準が高い
から持ちこたえろというのは「精神論」だが、その
「精神」、モチベーションはこの回答では上がらない。 

理事会：「給与高いから我慢しろ」というつもりでは
なく、「皆さんそれをご存じですか」と申し上げただ
けだ。今ある状態を何とか維持するために努力をして
いると伝えたかった。最悪の事態がどこにあるのかを
考えそれをできるだけ良くするためにやってきた。も
しそこに足りない点があれば、十分な情報収集ができ
ていなかったからだと思う。情報収集の点で至らない
ところがあればぜひ教えていただきたい。「いま一番
助けを要するのは教職員だ」ということで、理事会は
十分考慮してないと言ってもらえれば、それは考慮す
べきことだと思う。 
組 合：労働時間が増えているのに給与が上がらない
のでは、実質的な賃下げではないか。モチベーション
を保てる状況をなんとか作ってもらいたい。ベアも例
年とは異なる平均1.0%という数値で要求している。給
与を上げる理由が見つからなかったとのことだが、組
合も根拠を探すので、理事会も引き続き探して欲しい。 
総 ⻑：「先が見えない」というような発言があった
が、われわれも同じである。理事会も早稲⽥大学を守
っていかないといけない。これだけの規模の大学だか
らこそ、大学を守る、舵を間違えないようにするとい
うことからどうしても慎重にならざるを得ない。ワク
チンが日本中に行き渡り、もう少し活発な活動ができ
るようになれば展望が開けてくるだろう。 

学生ならびに教職員には相当我慢してもらっている
が、とにかく何かを一歩間違えたら大変だという感覚
がある。何年もベアしてないとの発言があったが、ベ
アをして、後から取り返しがつかなくなったら困る。
借金に頼って大学運営するわけにはいかない。皆さま
の要求、期待に応えられる日が来るまで頑張りたい。 
組 合：全体のバランスをとりながら、先の見えない
中を進まなければならない苦労は察する。ただ、「最
大のダメージを最少にとどめる」ために一部の人が犠
牲になってしまうことも避けていただきたい。理想は
全員が幸せになり、その状況が⻑く続くことだ。その
ために理事会も教職員も学生も、皆が協力して進むこ
とができればと思う。そうした協力を可能にするため、
短期的な意味でも教職員のモチベート確保・上昇につ
ながる施策を検討してもらいたい。 
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５．回答を受けての組合からの所感の表明 
以上のやりとりの後に、森園職組委員⻑が代表して

理事会回答を受けて次のような所感の表明を行った。 
「この1年、教職員が大学・学生・教育研究を守る

ために奮闘してきた点をご理解いただきたい。コロナ
禍の不透明感の中、保健センターの体制強化等の一部
前進回答があった点については、評価したい。だが経

済課題について十分な回答を頂けなかった点は遺憾で
ある。組合は組合員の意見を集約し、機関決定手続き
を経て大学へ要求をしている。今一度その点を心に止
めていただきたい。今日は提示された回答を持ち帰り、
検討をおこなう。改めて次回の団交で引き続き交渉を
させていただきたい。」 

 
６．夏期手当の仮支給について 

教職両組合が夏期手当の仮支給を申し入れた（5月
27日付）ことに対し理事会は、必要な手続きを進めた

いと回答した。 

 

                                                                                

＊ ＊ ＊ 
 

春闘理事会回答 
【総⻑前文】 
 
 

2021年6月4日 
早稲⽥大学教員組合 

執行委員⻑   大 橋 幸 泰  殿 
早稲⽥大学職員組合 

執行委員⻑   森 園 憲 幸  殿 
早稲⽥大学 
総 ⻑   ⽥ 中 愛 治  

 
2021年度春闘教職統一要求書への回答について 

 
2021年4月13日に「2021年度春闘教職統一要求書」を受領しました。本日、要求書への回答にあたり、私の考え

ていることの一端を申し上げます。 
 
この1年間半、新型コロナウイルスによるパンデミックに世界中が振り回されました。このパンデミックに対し

て、本学は、2020年2月に危機管理の鉄則である「最大のダメージ（後悔）を最小にとどめる（Minimizing 
Maximum Regret）」を適用して対処すると決め、早稲⽥大学の使命を(1)学生と教職員の健康と生命を護ること、(2)
どのような環境でも学生に教育を提供すること、(3)どんなに厳しい条件下でも研究を継続することであることを確
認し、様々な対応をしてまいりました。 

また、上記の3つの使命を果たしていく際にも、「誰一人取り残さない」という国際連合のSDGsの理念に沿って政
策を実施して参りました。 

昨春は、原則オンラインによる授業の実施、授業開始日の繰り下げ、在宅研究・在宅勤務およびキャンパス立入
禁止措置を講じるとともに、早稲⽥大学緊急奨学金に加え、緊急支援金制度の新設やパソコン・情報通信機器の無
償貸与等、経済的に困窮している学生・学費負担者の方々に対応してまいりました。その後、換気設備の入替え等
の感染拡大防止に細心の注意を払いながら、秋学期からは対面授業を一部再開し、今春学期からは7割以上の対面授
業の実施を目指してまいりました。 

こうした本学のパンデミック下における迅速で柔軟な対応は、学生・保護者・社会から一定の評価を受けました
が、これらが実現できましたことは、教職員の皆様お一人おひとりのご尽力・ご協力の賜物であります。あらため

別紙１
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て、教職員の皆様に心より深く感謝申し上げます。 
さて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が⻑期化するなかで、引き続き、経済情勢は厳しい状況にありま

す。大学を取り巻く経営環境についても例外ではなく、極めて流動的で予断を許さない状況であると言わざるを得
ません。 

2020年度決算は、目標である「経常収支差額50億円」、「一般財源での経常収支差額20億円」を上回る収支差額を
実現しましたが、これは新型コロナウイルス感染症拡大による経費（旅費交通費、光熱水費他）の大幅な減少を主
要因としています。また、教室等の換気設備の整備支出（約8億円）の大部分は固定資産のため、この決算（事業活
動収支計算書）には含まれておらず、今後の償却負担の引き上げ要因となります。 

2021年度も、新型コロナウイルス感染症が未だ収束しないことにより、支出抑制が一部想定できるものの、一方
で、学納金や検定料の増収は見込めず、エクステンションセンター等の付随事業の大幅な減収の継続、対面授業の
拡大等による経費増もあり、厳しい財政となることを予想しています。 

教職両組合からの賃金・賃金制度の改善要求を拝見し、理事会として真摯に検討を重ねて参りました。日々ご尽
力・ご協力いただいている教職員の皆様の声に耳を傾けながらも、新たな変異株の出現など新型コロナウイルス感
染症の収束は未だ不透明で、社会情勢が不安定な中、学生・学費負担者および社会への説明責任を果たしていくた
めには、まずは引き続き学生の学修環境の整備に注力することが必要であり、教職両組合からの賃金・賃金制度の
改善要求に応えられる状況ではないことはご理解いただけるものと思います。 

最後となりますが、この困難な状況を労使双方がこれまで以上に方向性・価値観を共有し、この難局を乗り越え
てまいりたいと思います。新型コロナウイルス感染症にかかる経験をネガティブな記憶として残すだけではなく、
パンデミックの中で学んだことを未来に繋げ、労使で手を携えながら「世界で輝くWASEDA」の実現を目指してま
いりたいと思います。 

このような環境でも引き続き質の高い研究と教育を推進していくため、教職員全員がそれぞれの能力を最大限に
発揮していただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 
以 上 

 

＊ ＊ ＊ 
 

【給与改定等に関する回答】 

 
 

2021 年 6 月 4 日 
 

2021 年度 給与改定等に関する回答 
１．賃金および賃金制度 
〔１〕基本賃金、諸手当、退職金 

現行どおりとする。 
〔２〕各期手当（専任教職員） 

5.4 か月＋200,000 円（夏期手当 2.6 か月＋26,500 円、年末手当 2.8 か月＋173,500 円）とする。 
なお、講師給規程に定める一般講師給、客員教員就業規程に定める一般講師給（大学）および早稲⽥大学イン

ストラクター（非常勤）就業規程に定める「１コマ１回の授業単価」および「１回の付帯業務単価」について、
2021 年 4 月 13 日付提案のとおり改定する。 

 
２．賃金および賃金制度以外の事項 

1) 保健センターについて、学生のメンタルヘルスケアの拡充および教職員の負担軽減を図る観点から、人員体制
の整備ならびに留学生対応の充実等、保健センターの体制強化を図る。 

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にあ
る者への適用や、当該教職員への相談窓口の設置については、要求趣旨を踏まえ、前向きに検討する。 

その他諸要求については、文書により別途回答する。 
以 上 

別紙２
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＊ ＊ ＊ 
 

 
 
 

2021年度春闘教職統一要求書に対する回答 
（賃金および賃金制度に関する要求を除く） 

 

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。 
支給日数上限は現行どおりとする。 

２．学生・教職員用託児室に関して、休日の授業実施日、
日曜日または国⺠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。 

学生 ・教職員 託児室の利 用促進に ついては、
MyWasedaのお知らせ、ダイバーシティ推進室Webサ
イトへの掲出、各学術院教員室や共同利用施設へのポ
スター・チラシの掲出などで広く周知している。 
休日の授業実施日、日曜・祝日の入試業務に従事する
場合も学生・教職員用託児室が利用可能（補助対象）
であることについては、年に二回（4月、9月）
MyWasedaのお知らせ掲示で案内をしてきた。 

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。 

2018年度は全学アンケートの実施、また2019年度
には「介護と仕事の両立支援セミナー」の参加者を対
象に介護実態に関するアンケートを行った。 

2020年度からは「介護と仕事の両立」の公的支援等
に関する動画コンテンツ（厚生労働省監修）をダイバ
ーシティ推進室Webサイトに掲載し、視聴を促した。
加えて今後は、「教員の介護支援または看護支援に関
する申し合わせ」（2017年4月28日教務主任会）の趣
旨を箇所⻑や教員等へあらためて周知することによ
り、適切な配慮が行われるよう促していく。 

 

〔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。 
教研折衝において回答する。 

 

〔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

度について（育児・介護課題含む） 
（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、
要員についての中⻑期的な計画を持ち、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、研修等で⻑期的な
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。 

（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。 
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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。 

職員制度・労働条件に関する各要求項目については、
個別団交において継続して交渉を行いたい。 

 

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。 
教職員のメンタルヘルス不調の予防や発症時の早期

対応は重要課題であり、必要に応じて産業医や教職員
健康管理室と連携して対応をはかるとともに、外部機
関による健康支援相談窓口等についてパンフレットの
配布やMyWaseda掲載等を通じて引き続き周知する。 

２．⻑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。 

2019年度から導入した新人事システムにより、管理
職を含めた職員の客観的な労働時間の把握、週40時間
超のリアルタイム計算、前月までに当月の勤務予定を
入力することにより管理職が業務予定を把握できるな
ど、きめ細やかな時間外勤務管理が可能となった。ま
た一定以上の時間外勤務に対しては一時的なロックが
かかる仕様であり、人事部で業務状況や健康状態を確
認した上でロックを解除することにより、当該職員へ
のケアを行うとともに36協定違反を未然に防止してい
る。 

管理職者会や部⻑会において全学的な取り組みの説
明、時間外勤務状況の報告を行っている。また、⻑時
間労働が行われている箇所に対しては、人事部が当該
箇所の管理職に対し個別指導を行っている。 

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。 

ストレスチェックにおける集団分析結果は、個人が
特定されない方法でまとめられたものを、産業医と教
職員健康管理室および人事部で確認している。なお、
昨年度実施した集団分析結果において、改善措置が必
要と判断される職場はなかった。 

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。 
保健センターについて、学生のメンタルヘルスケアの
拡充および教職員の負担軽減を図る観点から、人員体
制の整備ならびに留学生対応の充実等、保健センター
の体制強化を図る。 

 

〔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。 

昨年度はコロナ禍における感染予防対策のために、
大規模な換気工事や飛沫防止パーテーションの設置、
日々の消毒清掃など、職場環境の整備を行っている。
引き続き必要な改善を図っていきたい。 

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。 

セミナーハウスは、団体生活による集中授業および
課外活動を行うことを主たる目的として設置されてお
り、授業外目的での利用は、この主目的を妨げないこ
とが前提となっている。現状でも主目的の利用でも落
選する状況にあること等に鑑み、要求には応じられな
い。 

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。 

要求には応じられない。 
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。 

2019年4月に早稲⽥大学BCP（事業継続計画）を策
定・公開し、災害やテロ等発生時の学生・教職員等の
安全確保フロー、組織体制、人員体制や事業再開に向
けた復旧対応について全学へ周知している。2020年度
は必要な修正を加え第２版として改訂を行った。 

BCPに基づいた防災訓練は、各キャンパスで行われ
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ており、今後も学生参加型の訓練、対策本部の訓練な
どをくり返すことで、災害時対応の定着を図る。 

また、新型コロナウイルス感染症対策についてこれ
まで得られてきたノウハウを基に、2021年度は感染症
BCPを策定する予定である。 

 

〔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。 
2019年度以降、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。結果、障がいのあ
る教職員や学生から推進室や支援室に寄せられる改修
要望等を企画・建設課に直ちに伝え、速やかに対応す
るという効果も出ている。確立された連携関係を一層
強化し、E棟の建設にあたっても、当事者の視点が反映
される形で適切なバリアフリー化が実現することを目
指していく。 

ユニバーサルデザインの視点を踏まえ、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を今後も継続する。その成果や
進捗状況に関する情報については、引き続き推進室発
行のニュースレター「さんかくニュース」や「UDマッ
プ」に掲載し、広く全学に周知していく。2020年度は
15号館にエレベーターが新設され、10号館についても
2021年10月の運用開始に向けて工事中である。本学に
157箇所ある「だれでもトイレ」のうち24箇所について
は入口ドアの自動化が完了した。 

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。 

要求趣旨を踏まえ、前向きに検討する。 
以上 

 

 

＊ ＊ ＊ 

 

 

 
 
 

2021年度春闘教職統一要求書に対する説明 
 
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。 
大学運営にあたっては、学内教職員の価値観の共有が
はかれるよう必要な情報開示に努める。 

 

〔２〕大学財政・中⻑期計画 
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。 
大学財政、収支見通し、キャンパス整備、資産運用等
については、必要に応じ、団体交渉の場においても説

明を行うとともに、別途組合と懇談会を設けるなどの
対応をしてきた。 
今年度についても、懇談会の運営ルール（日程・出席
者・議題・資料の取扱い等）について、事前の調整を
労使で合意することを実施の前提条件としたい。 

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。 
大学財政１の回答に含むが、2021年度予算編成方針に
おいて、「E棟(仮称)新築に向け、2021年度は施設投資
を抑えること」としている。 
必要な財源については、施設設備投資額を、従来から
の減価償却額100億円＋一般財源20億円＝120億円で抑
えるという考え方で対応する。 

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。 
資金運用の時価残高は2020年度末で、1,300億円強とな
っている。 
運用方針は従来から⻑期的にミドルリスク・ミドルリ
ターンを追求するもので、債券等を中心としたバラン
ス型ポートフォリオ運用によりコロナ禍においても着
実な運用成果をあげている。 

別紙４
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2018年度より、過去の運用収益の積み上げ資金や寄付
金をベースとしたエンダウメント投資（現在の枠1.4億
ドル（約153億円＝全体の10%強））を徐々に積み上げ
ているが、足元1/3程度まで投資が進んでいる。 
なお、エンダウメント投資は、将来の教育研究強化を
目的として、米国の大学等が取り組んでいるミドルハ
イリスク・ミドルハイリターンの運用手法を一部取り
入れたもので、今後も慎重にポートフォリオを構築し
ていく予定である。 

 

〔３〕学生支援・学内奨学金・私大助成 
１．⻑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。 
１．学生の健康保持 
感染者および関係者の人権尊重と個人情報の保護に留
意しながら、感染症予防対策の周知徹底を推進した
い。大学生のメンタルヘルスの悪化が懸念される中、
教職員に対して注意喚起を促すために、常勤精神科医
による学生担当教務主任会等での講義やコンテンツ公
開を実施している。また、学生相談室においては従来
の対面・電話相談に加え、2020年7月にオンラインカウ
ンセリングを導入し、遠隔地在住や体調不良等の理由
で対面相談が難しい学生の便宜を図っている。 
 
２．学習環境の支援 
2020年度はオンライン授業が中心となり、学生へのPC
の貸出や「Learn Anywhere」によるオンライン授業を
受講するために必要な情報を学生にわかりやすく周知
したりと、ソフト・ハード両面において支援してき
た。2020年度秋学期からは対面授業再開に向けて、教
室の換気機能の改善や、社会的距離を確保するための
教室の着席方法の検討、オンライン授業受講のための
教室確保・ネット環境の増強・電源の整備など行って
おり、今後も様々な面から需要を見極めながら、学習
環境の整備を行っていく。 
 
３．困窮化する学生への経済的支援  
2020年5月には、本学独自の「新型コロナウイルス感染
症拡大に伴う緊急支援金」を新設し募集を開始、5月中

旬には10万円の支給を開始する迅速な対応にて学生の
喫緊の生活を守った（採用者数：4,879名）。その後
も、「新型コロナウイルス感染症拡大による家計急変の
学生等に対する学費等減免」制度で40万円の減免（採
用者数：472名）など支援を行った。今年度も状況に応
じて速やかに対応できるよう準備を行う。 

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。 

これまで国による経常費補助金特別補助によって、
「めざせ！都の⻄北奨学金」など本学の一部の経済支
援型奨学金は補助金を得ることができていたが、2020
年度からは国による高等教育の修学支援新制度の導入
に伴い学部学生に対する当該補助金は廃止されること
となった。しかし、これに対応した形で学生支援が継
続できるよう「めざせ！都の⻄北奨学金」などの見直
しを行い、学生支援を継続して行っている。 

また、2017年度に新設した「紺碧の空奨学金」によ
って2021年度も1名が入学し累計で7名の学生が在籍中
である。当該学生達とは毎月定期的に面談を行うこと
で、継続的な支援を行っている。 

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。 

日本学生支援機構貸与型奨学金（第一種・第二種）
や同給付型奨学金の制度改善や拡充に向けて、引き続
き関係機関との連携を通じて私学の厳しい現状を訴え
つつ、拡充に向けてさらに強く働きかけていく。 

 
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。 
必要な協力は引き続き行う。 

 
 
 
 

以 上 

 

 

＊ ＊ ＊ 
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【資料】夏期手当仮支給の申し⼊れ 

教職組発第880号 
2021年5月27日 

早稲⽥大学 
総⻑ ⽥ 中 愛 治 殿 

早稲⽥大学教員組合     
執行委員⻑ 大 橋 幸 泰 

早稲⽥大学職員組合     
執行委員⻑ 森 園 憲 幸 

 
2021年度夏期手当仮支給に関する申し入れ 

 
教職両組合は「2021年度春闘教職統一要求書」において各期手当について、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の締結を求めています。 
6月4日開催の団交において賃金・諸手当等の経済要求への回答が予定されていますが、夏期手当については、支

給日との関係で事務処理の期間も必要であることから、6月4日の団交に先立って以下のように要求いたします。 
記 

 
2021年度夏期手当について、2.6ヵ月＋26,500円の支給基準で支払うこと。 
 
 

以 上 

 
  


