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2021年度春闘 第4回団交報告(7/28) 

特別一時金20,000円、支給対象者拡大へ 

－教職両組合、21春闘区切りを表明－ 
 
 7月28日(水)午後7時半より、大隈会館N棟2階会議室にて、第4回団体交渉を行った。理事会からは

田中総長、須賀副総長、宮島常任理事、佐々木常任理事らが出席し、これに対応した。 

 今回の団体交渉では、前回団交で示された回答を踏まえ、教職両組合はそれぞれ機関討議を実施し、

妥結権を持って交渉に臨んだ。当日の概要は以下のとおり。 

 

１．教職両組合委員⻑あいさつ 
■⼤橋教組委員⻑ 

前回の団交後、教員組合は各職場の意見を集約し、
拡大中央委員会を開催し、今春闘の収束の権限を執行
委員会に委ねてもらっている。本日の交渉では、今春
闘に区切りをつけるつもりで臨んでいる。 
 

■森園職組委員⻑ 
前回の第2次回答を組合に持ち帰り、職場討議を実

施し、職場代表者会議を実施した。今春闘に収束する
権限を得て本日の交渉に臨んでいる。職場討議等で出
た意見を参考までに紹介したい。まず、一時金の大学
回答について「コロナ禍でいろいろと個人的支出もし
ながら在宅勤務をやっていた。いくらかでも大学から
この間の負担を認めてもらえ、手当が支給されるのは
非常にありがたい」との声があった。また、職員課題
については、保健センターを中心とした課題への回答、
翻訳サービスの迅速な導入の検討といった回答に対し、
関係職場からは歓迎の声があった。 

２．第2次回答についての質問、確認など 
（１）特別⼀時⾦2万円について 
組 合：支給対象者についてあらためて確認したい。
特別一時金回答の合意時点での常勤教職員の在籍者と
いうことでよいか。 

理事会：春闘合意日時点の在籍者で、2021年11月29
日までの退職者に支給することで考えている。 
組 合：支給日については、年末手当の支給日（12月
7日）を原則とするが、それ以前の退職者等はそれ以
前に支給するという理解でよいか。 
理事会：対象資格は専任教職員、特任教授、任期付教
員、助手、常勤研究員、研究助手、常勤嘱託だ。前回
団交では「2021年11月30日時点の在職者」を提示し
たが、「29日までに退職した方で、本日在籍している
方」が加えられる。支給日は12月7日とするが、早く
退職された方には必ずしも12月7日ではなく、できる
限り早く、12月7日前に支給することを考えている。 
組 合：決まり次第支給のタイミング等をすみやかに
周知いただきたい。 
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（２）高等学院の専門嘱託の⻑期⽋員について 
組 合：高等学院の物理や生物の授業や実験を補助す
る専門嘱託が⻑期⽋員の状況だ。公募しても応募がな
い。5年任期であること、社会保険との関係で出校日
を週3日までに制限されることが理由として考えられ
る。適任と思える方がいても、条件があわず採用に至
らない。かつて高等学院にも技術職員がおり大変助け
られた。昔に戻すのが難しければ、専門嘱託の任期を
5年任期に限らず、継続任用や再任用、出校日の制限
緩和を検討して欲しい。 

⻑期⽋員により、理科の担当教員は早朝に出勤し、
授業や実験準備を行っているため、教員負担が増して
いる。本学の附属校として、理科の実験を非常に重視
した教育を展開している。⽋員が続くと中⻑期的に学
院の教育体制に影響を与えかねない。 
理事会：要望は受け止める。学院事務所と人事部ある
いは先生方とあらためて協議の場を設け、検討・相談
させてもらいたい。 
組 合：専門嘱託職員については、大学より職員組合
に提案があり、専門的なスキルを持つ方の在籍年数や
箇所の制限緩和などの方向に進んでいる。今後の交渉
も前進していくと期待したい。全学的に見て、医療系
や技術系の業務にあたる職員は、早稲田大学全体の教
育・研究、あるいは学生、生徒の学生生活に密接に関
連しており、専門性の高いスタッフの充実は本学の大
きなアピールポイント、強みになる。 
 

（３）労働条件改善と⼤学財政構造の見通し 
組 合：ベアについては、学納金を上げるのが難しい
との説明があり、組合も理解する。中期的にはなかな
か学納金の引き上げが難しいとなると、そこを巡るに
らみ合いがまた続くことになる。大学として収益化の
取り組みを理事会として検討することが必要ではない
か。具体的には、動画コンテンツなどで、過去または
今後に行われる講義を収益化につなげれば、10年、20
年後に⿊字を生むこともありうるのではないか。 
総 ⻑：学納金以外の収入も必要と考えている。寄付
の場合は寄付者の希望もある。ファンドの積み上げな
ど今後勉強させてもらいたい。ミドルハイリスク・ミ
ドルハイリターンで極少ない基金を運用している。そ
の基金が減少したとしても大学財政全体に影響の出な
いよう、相当気をつけて行っている。基金を積み、大
きな利潤を生むようになれば、それを教職員の給与に

回すこともできるようになるかもしれないが、まだま
だその状況にない。 
理事会：授業料収入は増加を見込めない。2023、
2024年度までは授業料の引き上げを提案しても支持を
得にくい。2022〜23年度は少し厳しいかもしれない。 

具体的には、給与に回せる財源として、一つは、エ
クステンションセンターの事業収入だ。これはいった
ん大学本体の財源になる。考え方によっては教職員の
人件費にあたっている部分もあるが、ここ1、2年は対
面授業もままならないため、増収は難しい。寄付につ
いては、拡大の努力をし、増加もしているが、寄付の
支出先として直接的に教職員の人件費にというのは難
しい。 
 運用資産に関しては、事実上、現在も通常運用とい
われる安全な資産運用をしている部分が教職員の給与
をサポートしている。財政説明会でも説明したように、
エンダウメントを2018年から始め、2023年頃からリ
ターンを生む予定としている。ただ、そのリターンは、
4、5年間は人件費等よりも、厳しい大学財政状況の中、
大学として戦略的に行いたい事業で原資が不足したも
のに充てたいと考えている。もう少し安定的に収益を
生むようになれば、人件費等にも回せることになると
思う。ハーバード大は4兆円の運用資産規模で比べる
のは少し難しいが、もう少し小規模の私学でも、現在
の財政構造の中で運用収入を教職員の人件費に充てて
いる。教育活動収支は赤字、教育活動外収支の⿊字で
その部分を埋めるような大学運営の仕方がある。理事
会として授業料、検定料収入以外の原資を拡大するよ
うな方向に向かうことを目指し、準備はしているが、
結果を出すのに多少時間がかかっている。 
組 合：エクステンションセンターが厳しい状況であ
ることは想像に難くない。ただ、教職員も関わってお
り、人件費に充てることも視野に入れて欲しい。 

 

３．今春闘交渉について区切りをつけることを表明 
■⼤橋教組委員⻑ 

本日の団交をもって、2021年度春闘交渉に「区切り」
をつけることを表明する。ただし、今回の春闘交渉す
べてについて満足しているわけではない。福利厚生課
題などについては一定の前進があったものの、経済課
題については当初ゼロ回答であった。在宅勤務、オン
ライン授業の苦労に報いる手段として要求した特別一
時金さえ認めないというのが、理事会が当初示した姿
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勢だったが、この間の教職員の奮闘ぶりを訴えた結果、
第3回団交において満額回答を示したことは、理事会
がようやく教職員の努力に目を向けてくれたものとし
て評価している。一方で、ベースアップや各期手当を
以前の水準に戻すことについて認めてもらえなかった
ことは、大変残念だ。この間の消費増税分や物価上昇
分などを考えると、事実上、賃金の切り下げになって
いると認識している。給与の引き下げはしないとの理
事会方針とは大きな開きがあるように思う。来年度に
向けてさらなる検討をお願いしたい。 

理事会が大学を運営する立場上、できるだけ無駄を
省き、効率的な運用をめざすことは十分理解する。し
かし、効率性のみを追求することは学問の存立を脅か
す場合があることも認識してもらいたい。理事会の先
生方は大学の経営を担う一方、研究者・教育者でもあ
り、効率主義や競争主義の危うさも十分に承知のこと
と思う。効率性の追求が学問全体にどのような影響を
もたらすのか、様々な場面で時には立ち止まって考え
てもらいたい。 

今春闘交渉では、組合要求を真摯に検討していただ
いたことは感謝している。特に財政説明会では、コロ
ナ禍の影響や構造的課題について労使で一定の情報共
有ができたことは、その後のスムーズなやり取りにつ
ながった、ありがたく思う。今春闘交渉には、これに
て一区切りということにしたい。 
 

■森園職組委員⻑ 
本日の団体交渉をもって、本年の春闘交渉に「区切

り」をつけることを表明したい。職員組合も、今回の
理事会回答に対しては非常に評価し感謝する部分と、
必ずしも満足していない部分が厳然としてある。コロ
ナ禍は今も続いており、ワクチン接種は進んではいる
ものの、なかなか先が見通せない、予断を許さないよ
うな状況だ。すぐに以前のような状況に戻ることもな
かなか考えにくい。一方で、悪いことばかりではなく、
職員の働き方、あるいは先生方の授業の運用方法など、
コロナ禍での対策、対応によって学んだ部分、そして
それによって一歩も二歩も前進した部分もあるかと思
う。そういった部分を大学として、強みに変えて、よ
り力強い発展をしていければと思う。その為には、教
職員も新たなことにチャレンジし続けることが必要だ
ろう。ただ、それにより忙しさが解消するわけではな
く、より忙しくなることも予想される。 

非常に変化の激しい時代である一方で、飛躍の時に
当たっているとも思われるので、十分に対応していけ
るよう頑張りたい。来年に向け、教職員の待遇改善を
真摯に検討いただけたらありがたい。 
 

４．田中総⻑の講評 
教職両組合委員⻑から本日をもって今春闘交渉につ

いて「区切りをつける」とお伝えいただいた。社会的
にも非常に厳しい状況が続いており、今年度の春闘交
渉は難しかったが、率直な意見交換、建設的な意見交
換ができたことはありがたかった。教職両組合の理解
と協力があり、春闘交渉は本日でこのように「区切り」
に至ったと考えており、深く感謝したい。また、両組
合の執行委員は、新型コロナウイルス感染拡大、パン
デミックの影響などで組合活動も制限された中、組合
員の一人一人の声に耳を傾けていただいたと思う。職
員の意見もずいぶん集約していただいた。先生方は、
コロナ禍では教育もいっそう大変であり、オンライン
授業では準備の時間が、板書のときよりかかってしま
う。事前準備も大変だったと思う。研究も非常に忙し
い中、組合執行委員の役目を引き受けることは、より
多くの教員、職員のための奉仕、サービスである。ご
尽力いただいたことに、敬意を表したい。 

言うまでもなく、新型コロナウイルスによるパンデ
ミックで社会環境は大きく変わっている。森園職組委
員⻑が発言されたとおり、コロナ禍で学んだことも多
い。今後の教室の配置や設計も変わるだろう。オンラ
イン授業は、教員が丁寧に準備をすれば、対面で一方
的に講義をする300人、500人の講義より、学生は集
中して聞いてくれるということもある。300人、500
人教室ではなかなか手を挙げられない学生も、オンラ
インでは積極的に手を挙げてくれるという新しい発見
もあった。 

同時に、大学教育は、やはり学生同士の討論、教員
と学生の意見交換、討論が真髄であることを、あらた
めてこの1年半で再認識させられたと思う。討論、討
議、対面の場がなくなれば、本当に大学の一部が失わ
れてしまう可能性もある。教員も職員もその部分で相
当苦労している。労使交渉も対面で行うことの重要さ
もあると思い、理事会も心して、対話を継続させても
らいたいと思っている。理事会としても学ぶことがず
いぶんあり、ありがたかった。気がついていない点も
指摘いただいており、その点も学んでいきたい。 
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 不十分ではあるが、内閣府が無料で提供するPCR検
査を利用して、4つのキャンパスでモニタリングさせ
てもらった。限られた数だったが、どのくらい感染が
広まっているかを測ろうということで、対面授業を継
続しても大丈夫かということで監視していた。 

文部科学省は「できる限り学生に寄り添って対面授
業を」との要請だったが、東京都からは「できる限り
オンラインにしてもらいたい」との要請があった。小
池都知事から直接問い合わせがあったが、丁寧にお答
えした。教室内での感染は、昨年来まだ1件も報告さ
れていない。個々の学生の感染はあるが、すべて教室
外である。寮などは別として、クラスターもない。本
年4月から、対面7割を目指して60数パーセントの対面
授業を行ったが、毎週の感染者は拡大しなかった。都
の感染者が急増している中でも、本学はずっと一定で
あったので、学生、教職員には相当自粛していただき
感謝している。 

ワクチン接種は、政府の考え方が二転三転した。当
初は「大規模接種会場の提供を」とのことだったが、
それを検討しているときに「大学拠点接種」という話
になった。本学は医学部、病院を持っていないため、
卒業生で医師免許を取得した医師からの協力と医療従
事者派遣の企業にお願いをし、8月2日までに1回目の
接種を完了する予定だ。8月3日から2回目の接種に入
り、8月31日で終える予定だ。希望する方の接種を提
供できる目途が立ちつつある。ワクチンが足りなくな
ると言われながらも、何とか交渉を続け確保できそう
だ。教員にも尽力いただいたが、特に職員の優秀な働
きには本当に敬意を表したい。職員には非常に丁寧な
シミュレーションをしてもらった。そのおかげで、本
学はワクチンが余ることはおそらくないだろう。余ら
せず、かつ大幅に不足しないように何とかたどりつけ
たのは本当に職員の尽力のおかげだ。早稲田キャンパ
スに三つの会場を設けたが、職員にはワクチン接種の

シミュレーションや、交代で立ち会いに携わってもら
えるのは非常にありがたい。感謝している。 

そういう感謝の念を申し上げた上で、2021年度以降
も厳しい状況は続くと思う。理事会も努力するが、大
橋委員⻑から指摘された効率と学問、教育の追求、発
展とが必ずしも両立しないという言葉は、よく耳を傾
けておきたい。 

私も職員の職場訪問をしており、職員の方たちとは
会っている。Zoom形式だがほぼ訪問し終えたところ
だ。全ての学生対応の職場とは話ができた。職員職場
ごとにオンラインで入り、約30分の予定を50〜60分
に延⻑するような形で話をさせてもらった。職場訪問
では「効率よりは効果」ということをお願いした。効
果がなければ意味がないという話はさせてもらってい
る。教育の効果、人材育成の効果があることが大事だ。 
 一方で早稲田大学が揺らいではならないという責任
感もある。なかなか組合の期待に沿えないところも多
いが、バランスは何とかとっていきたい。指摘も心に
留めながら進んでいきたい。 
 引き続き今春闘のように、労使で意見交換をしっか
りとさせてもらいながら、職員、教員、理事会と組合
の方々とも共に手を携えて「世界で輝くWASEDA」
を目指してもらえればと思う。今後とも引き続きご理
解、ご協力のほどよろしくお願いしたい。 

＊＊＊ 

 なお、団交を終えるにあたって、須賀副総⻑から、
4月13日付で組合に提案した内容のうち、講師給規程、
客員教員就業規程、早稲田大学インストラクター就業
規程の改定については、首都圏大学非常勤講師組合、
東京ユニオンとの交渉を要するため、その結果につい
ては別途通知をするとの説明があった。 

 

  
 


