
2020年度　ダイバーシティ推進委員会 事業計画

年間目標 達成基準・状態 施策 担当 担当における具体的計画

1
長期的な展望に立つ
ダイバーシティの
推進

ⒼⒸⒹⓈⓇⓄ
2019年度に策定し
た中期事業計画の
実現に向けた取り組
みが順調に進んで
いる。

2019年度に策定された中期計画

(2019-2021年）の進捗管理を行
う。

委員会/推進室
制度環境部会
教育研修部会
広報調査部会

中期計画に基づき策定された2020年度計画
を遂行し、進捗管理を行い、年度末には報告
書を作成するとともに2021年度の詳細計画を
策定する。

ⒸⒹ

障がい者や育児支
援を要する方への配
慮のあり方に対する
教職員の理解が促
進され、実際に配慮
対応が導入されてい
る。

①「講演会・イベント等への配慮
申請対応」の適用範囲を箇所主
催のものだけでなく教員主催のも
のにまで拡大し、全学的な配慮対
応件数を増やす。

②合理的配慮や支援を必要とす
る教職員への各種対応および付
随する環境改善に向けた働きか
けを行う。

委員会/推進室
制度環境部会

①本学の合理的配慮に関する経費補助の対
象拡充を図り、併せて経費補助の運用内規を
策定したうえで、本学の対応方針および運用
理念を全学的に周知する。補助申請に対して
は、運用内規に基づいて適正な予算執行を行
う。

②配慮や支援を要する教職員から直接ヒアリ
ングをして課題を整理する。そのうえで、関係
箇所に対する改善要求や各種調整を行う。さ
らに、障がいとともに生きる学生や教職員への
配慮対応事例の蓄積と学内での情報共有の
あり方について関連箇所と協議する。

ⒼⓈ

ジェンダー、セクシュ
アリティに関する施
策が、3件以上実施
されている。

①同性パートナーを持つ教職員
のための人事制度・福利厚生制
度のあり方について引き続き提案
する。
②既存のダイバーシティ推進宣
言に基づき、新たにSOGIに関す
るガイドラインを策定する。
③PRIDE指標ゴールド取得を目
指すため、指標に対する本学の
対応状況を確認し、対応が必要
な項目を明確にする。また、年度
内の申請について検討する。
④セクシュアルマイノリティ支援に
関わる用語の英文表記の統一化
を図る。（SDCと協働）
⑤学内各種申請書類等における
性別情報収集の妥当性と必要性
に関する検証結果を集約する。
合理的理由から削除できないもの
についてはリスト化し公表する。
（SDCと協働）

⑥学内研修の充実を図り、ALLY
（セクシュアルマイノリティについ
て理解し、支援する教職員）を増
やす。（SDCと協働）
⑦セクシュアルマイノリティ当事者
のための相談窓口の設置につい
て検討する。

①委員会/推進室
制度環境部会

②委員会/推進室
制度環境部会

③委員会/推進室

④委員会/推進室

⑤委員会/推進室

⑥委員会/推進室

⑦委員会/推進室

①他大学・企業の導入事例調査の報告書を
踏まえ、導入の可能性のある制度の提案を行
う。
②既存の「セクシュアルマイノリティ学生のため
のサポートガイド」、「セクシュアルマイノリティ
学生への配慮・対応ガイド」等を参考に本学と
してのSOGIへの基本方針を定め、周知する。

③PRIDE指標2020の説明会に参加し、申請
の可能性について検討を行い、必要に応じて
資料準備、未対応の項目への対応を進めるよ
う関係箇所に働きかける。
④ネイティブスピーカーによるチェックを行った
うえで、セクシュアルマイノリティ支援に関わる
専門用語の英文用語集を作成し、学内で共有
する。
⑤各箇所による「性別情報収集の必要性」の
検証結果を受け、性別欄の記載が残る書類等
をリスト化し、しかるべき形で公開する。引き続
き、不要な性別記載欄については削除を要請
する。
⑥セルフマネジメントセミナーとして提供する
新コンテンツ（2019年度制作完了）の周知徹
底、職員勉強会開催などを通して、教職員の
理解を深め、さらにALLYの輪を拡げる。
⑦当事者である教職員の声を受け止める窓口
のあり方を検討する。

分野記号： Ⓖ（gender）ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ／Ⓒ（care）育児・介護／Ⓓ（disability）障がい／Ⓢ（sexual minority）ｾｸｼｭｱﾙﾏｲﾉﾘﾃｨ／

               Ⓡ（race and ethnicity）人種・民族／Ⓞ（others）その他

2

ダイバーシティ
推進に対する
全学的な意識向上
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年間目標 達成基準・状態 施策 担当 担当における具体的計画

分野記号： Ⓖ（gender）ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ／Ⓒ（care）育児・介護／Ⓓ（disability）障がい／Ⓢ（sexual minority）ｾｸｼｭｱﾙﾏｲﾉﾘﾃｨ／

               Ⓡ（race and ethnicity）人種・民族／Ⓞ（others）その他

ⒼⒸⒹⓈⓇⓄ

ダイバーシティ推進
に関する啓発セミ
ナー、講演会、意見
交換会等を年間6回
以上開催する。

ダイバーシティ推進に関する啓発
セミナー、講演会、意見交換会等
を企画し、主催・共催する。

委員会/推進室
教育研修部会

2020年度実施予定
【公開講演会】
・男女共同参画・ダイバーシティの推進プロ
ジェクト講演会（11月）予定

【学内者対象】
・ワーク・ライフデザインカフェ（早稲田・戸山・
所沢キャンパス）開催（各学術院共催）
・「第6回Rikohティータイムシンポジウム」開催

（理工学術院共催）

【職員対象】
・職場復帰セミナー（2020年7月2日予定）

・ライフタイム・キャリア研修（2021年1月13日

予定）
・国や官公庁と連携し、障害者差別解消法へ
の対応に関わる動画や資料を、職員向け研修
ツールとして提供する。

Ⓢ

「セクシュアルマイノ
リティ学生への配慮・
対応ガイド（教職員
向け）」第3版が教職
員に広く活用され、
理解と受容の促進が
できている。

「セクシュアルマイノリティ学生へ
の配慮・対応ガイド（教職員向
け）」第3版を活用した啓発活動を
行う。

委員会/推進室
教育研修部会

・第3版を活用した啓発活動を行う。教職員が

より身近な問題として認識できるよう、Webサイ
トでの広報や新任教員研修、新入職員研修等
での周知徹底を行う。

・第3版の活用の度合いを検証し、第4版制作
の必要性の検討を行う。

Ⓡ

異文化を受容する力
を醸成するための異
文化理解促進活動
が展開されている。

すべて構成員が、国籍・人種・民
族の違いによる差別や偏見を受
けることなく、平等に（学生）正課
活動、正課外活動、研究活動、
（教員）教育研究活動、（職員）業
務活動を遂行できる環境を享受
できる大学づくりを目指す。

委員会/推進室
教育研修部会

・ICCとの協働により異文化共生に関する意識
調査を実施し、課題を抽出し、異文化共生、
異文化理解促進に向けた施策を提案する。

・ICCやWISHとの連携による「異文化理解啓
発活動」を開拓する。

ⒼⒸⒹⓈⓇⓄ

WSCメンバーズ基金
講座「ダイバーシティ
を学ぶ」、「LGBTをめ
ぐる法と社会」が円
滑に実施され、学生
に対する教育効果が
実感できている。

良質な科目提供、円滑な授業運
営を目指して、担当教員、ゲストス
ピーカー、TAとの連絡・調整を密
に行う。

委員会/推進室
教育研修部会

・担当教員の力を借りて、多岐にわたる分野か
らゲストスピーカーを招聘することで教育内容
の質の維持・向上を図る。
・科目登録前に当該寄付講座の魅力を学生
に対してアピールし、登録者数の増加を図る。
・「ダイバーシティを学ぶ」履修者の課題達成
（大学に対するダイバーシティ推進プランを作
成する）に向けて、必要なサポートを行う。
・公開講座とする際にはSDC（スチューデント
ダイバーシティセンター）および各関係箇所と
連携し広報活動を行い、広く聴衆を集める。

ⒼⒸⒹⓈⓇⓄ

学内で提供されるダ
イバーシティ関連科
目リストが学生、教
職員に活用されてい
る。

関連科目の抽出・提供についてこ
れまでの作業を見直し、学内で開
講中の関連科目の内容および担
当教員のデータベースのアップ
デート作業を行う。

委員会/推進室
教育研修部会

・関連科目の抽出方法の妥当性を見直し、部
会に改善策を提案する（～4月）。
・上記提案に基づき承認された方法にて対象
データのスクリーニングを行う（～4月）。
・部会委員への科目確認依頼を行い、リストを
完成させる（4～5月）。

・完成したリストをWeb上で公開し、秋学期科

目登録前に科目リストの存在を周知する（6
月）。

Ⓖ

ハラスメント防止室と
の協働による啓発活
動が展開されてい
る。

ダイバーシティへの理解促進がハ
ラスメント防止につながるという発
想のもと、ハラスメント防止室との
共催による啓発イベントを行う。

委員会/推進室
教育研修部会

・引き続き、ハラスメント防止委員会とのコラボ
レーションを行い、学生や教職員向けの啓発
イベントを企画・共催する。

3

ダイバーシティに
関わる教育・研究
の推進
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年間目標 達成基準・状態 施策 担当 担当における具体的計画

分野記号： Ⓖ（gender）ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ／Ⓒ（care）育児・介護／Ⓓ（disability）障がい／Ⓢ（sexual minority）ｾｸｼｭｱﾙﾏｲﾉﾘﾃｨ／

               Ⓡ（race and ethnicity）人種・民族／Ⓞ（others）その他

Ⓓ

学内で働く障がい者
とのコラボレーション
によるインクルージョ
ン教育活動が展開さ
れている。

特例子会社である株式会社早稲
田大学ポラリスとの連携により、障
がい者の自立やインクルージョン
などに関心のある学生が、障がい
スタッフと交流しながら学ぶ機会
を提供する。

委員会/推進室
教育研修部会

・引き続き、コーディネーター役の先生の理解
を求めるための働きかけを行い、授業またはゼ
ミのゲストとして株式会社早稲田大学ポラリス
で働く障がいスタッフの招聘企画の交渉、調
整を行い、交流授業を実施する。

Ⓒ

従来の保育関連施
設・育児支援制度に
加え、新たな施設設
置・制度導入の検討
が行われている。

保育関連施設のあり方を検討し、
改善の方向を模索する。

キャンパス間の育児支援格差を
解消する制度導入の可能性を検
討する。

委員会/推進室
制度環境部会

・学生・教職員託児室の育児支援制度改善に
伴う成果を検証し、新たなニーズを探ったうえ
で、次なる施策を検討し、提案する。

・前年度末に導入開始となった「ベビーシッ
ター派遣事業」の定着、利用促進に向け、必
要な情報提供を行う。

・キャンパス間の育児支援格差を緩和する施
策を検討し、提案する。

Ⓒ

教員の出産育児に
関する制度が利用
者にとってわかりや
すく提示されてい
る。

「教員の出産育児に関する支援
制度ロードマップ」等の内容を拡
充し、効果的な情宣を行う。

委員会/推進室
広報調査部会

・補足情報の収集やFAQの作成により、支援
一覧の充実を図り、学内周知を行う。

・利用促進に向けた広報活動の一環として、
制度や施設の利用者の声を集約し、Webサイ
トにて紹介する。

男性の育児休職取得率を上げ
る。

委員会/推進室
広報調査部会

・男性教員の育児休職取得方法および育児
休業等に類似した独自の休暇制度導入につ
いて、関係箇所にヒアリングを検討する。
・男性職員の育児休職および配偶者出産特
別休暇の取得促進のためのガイド・チラシを作
成し、管理職者から対象者への手渡しを依頼
する。
・男性職員の育児休職取得率向上に向けた
座談会を実施し、その模様をWebサイト、
ニュースレターで広報し、職員の意識改革の
ための土壌づくりを行う。

くるみん認定基準を満たすため、
育児支援を拡充する。

委員会/推進室
広報調査部会

・くるみん認定基準を満たすため、人事部と連
携し、法令義務以上の育児支援制度を整え
る。

くるみん認定基準以外の外部評
価制度の調査を行う。

委員会/推進室
・くるみん認定以外の外部評価制度の認定取
得、申請可能性を検討するため、調査を行う。

Ⓒ

介護支援について
必要な情報が教職
員へ届いている。 介護支援について現状の制度を

整理し、効果的な情宣を行う。
委員会/推進室
広報調査部会

・「介護と仕事の両立支援セミナー」第二弾の
開催に向けた働きかけを行う。
・学内ニーズ（実情・要望）を把握し、必要と思
われる介護支援サービスや制度を検討し、関
係箇所に提案する。
・ライフイベントに係る研究支援制度へ介護を
追加する可能性について関係箇所に打診し、
提案する。
・公的機関が発信している仕事と介護の両立
支援に関する情報を集約し、Webサイトにて紹
介する。

4 ライフイベントサポート
システムの改善と拡充

Ⓒ

次世代育成支援対
策推進法の「くるみ
ん認定」再申請の準
備が進んでいる。
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年間目標 達成基準・状態 施策 担当 担当における具体的計画

分野記号： Ⓖ（gender）ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ／Ⓒ（care）育児・介護／Ⓓ（disability）障がい／Ⓢ（sexual minority）ｾｸｼｭｱﾙﾏｲﾉﾘﾃｨ／

               Ⓡ（race and ethnicity）人種・民族／Ⓞ（others）その他

ニュースレターを定期発行する。
WEBサイトによる情報発信を充実
させるとともに、効果的な広報を
工夫する。

委員会/推進室
広報調査部会

・「さんかくニュース」No.24およびNo.25を企

画・編集し、発行する。（2020年9月、2021年3
月）
※タイムリーな話題をわかりやすく提供する。
・コンテンツの充実に加え、WEBサイトのトップ
ページのカテゴリーを再構成し、知りたい情報
へのアクセスのしやすさを向上させる。

UDマップ掲載情報（次回更新情
報）を蓄積する。

委員会/推進室
制度環境部会
広報調査部会

・関係箇所との連携により、情報収集を行う。

英語による情報発信をより充実さ
せる。

委員会/推進室
広報調査部会

・WEBサイト上の自箇所発信記事について、

英語による発信率を40%まで向上させる。「さ

んかくニュース」については引き続き、100％
英語発信を継続していく。

過去5年間(2016～2020年度採

用)の結果検証を受け、次の5年

間(2021～2025年度採用)の行
動計画を策定する。

委員会/推進室

・次の5年間（2021～2025年度採用）の任期
の定めのない女性教員の採用数目標につい
て、目標値の設定と達成に向けた現実的な行
動計画案の策定を各学術院に依頼する。
・向上に拍車をかけるようなインセンティブ導
入の可能性を引き続き検討する。

女性活躍推進法で定めた行動計
画（2021年度）の結果をとりまとめ
る。

委員会/推進室
・任期の定めのない女性教員の採用割合を含
む「女性の活躍に関する情報公表」を更新・公
開する。（7月）

7
女性専任職員・
女性管理職の
比率の向上

Ⓖ

女性職員管理職比
率が確実に向上して
いる。 比率向上のために、管理職者（男

女問わず）が留意するべきことを
明確にし、周知徹底する。

委員会/推進室

・家事・育児をしながらチャレンジングな仕事
に挑戦できるさまざまな制度（シフト、フレック
ス、テレワーク、時間休、有休取得率向上な
ど）を調査・検討し、提案する。
・女性職員の育成を阻害する「無意識の偏見」
（性別役割分業意識やナイト精神）を認識させ
ることを目的とする管理職研修の実施を提案
する。
・「女性職員の育成」というテーマで実施する
座談会の内容をまとめ、Webサイトおよび「さ
んかくニュース」で全学的に広報し、全職員管
理職に向けて意識改革を促す。

8 女性キャリア初期
研究者への支援

Ⓖ

「メンター制度」の利
用者数が前年度より
増加している。

「メンター制度」や制度を利用した
方の声を学内に周知する。

委員会/推進室
制度環境部会

・対象者（学生・大学院生・キャリア初期研究
者等）へメール送信を行い、制度の周知徹底
を図る。
・将来的にすべての学術院にメンターの配置
を行うことを目標にメンターの拡充を図り、メン
ティの増加につなげていく。
・メンター、メンティー双方の意見を集約し、制
度の改善を図る。

Ⓖ

附属・系属校の女子
生徒（高校生）への
具体的な働きかけが
行われている。

女子学生の学部選択におけるベ
ストマッチングを促す取り組みを
行う（文系理系を問わず女性の少
ない学問領域に対する生徒・保
護者のアンコンシャスバイアスの
低減を図る）。

委員会/推進室
教育研修部会

・高大接続推進課と協働し、生徒向けにキャリ
ア講座を実施する。

Ⓖ

キャリアセンター等、
学内他箇所との協力
体制が強化されてい
る。

キャリアセンターや各学術院等に
よる女子学生の進学・就職に関す
るセミナー等に協力するとともに、
ワークライフバランスを考える機会
を提供する。

委員会/推進室
教育研修部会

・各キャンパスにおける女子学生・女性研究者
支援のシンポジウムおよび交流会継続に加
え、ワークライフバランスをテーマとし学生・大
学院生を対象とした支援を行う。
・学内外の関係箇所との連携を図り、情報提
供を行う。

9 女子学生の
進学・就職支援

5
ダイバーシティ推進
についての進捗状況
の周知

ⒼⒸⒹⓈⓇⓄ

早稲田大学のダイ
バーシティ推進状況
が学内外に広く正し
く認識されている。

6 女性専任教員
比率の向上

Ⓖ

女性活躍推進法で
定めた行動計画の
実施結果（5年間）が

まとまり、次の5年間
の行動計画が策定さ
れている。
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年間目標 達成基準・状態 施策 担当 担当における具体的計画

分野記号： Ⓖ（gender）ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ／Ⓒ（care）育児・介護／Ⓓ（disability）障がい／Ⓢ（sexual minority）ｾｸｼｭｱﾙﾏｲﾉﾘﾃｨ／

               Ⓡ（race and ethnicity）人種・民族／Ⓞ（others）その他

Ⓓ

学内のハード面での
バリアフリー化率が
向上している。

障がい学生支援室等と連携し、
障がい者への合理的配慮にもと
づくバリアフリー化の促進に向け
た働きかけを行う。

委員会/推進室
制度環境部会

・各キャンパス建物ごとの最新のバリアフリー
化状況を把握し、学内のバリアフリー化率（エ
レベーター、エスカレーター導入率等）を向上
させる。
・関係箇所との連携のもと、建物ごとのバリアフ
リー機能（エレベーター、エスカレーター、だれ
でもトイレ等）の案内サインの検討や予算確保
に向けた働きかけを行う。

Ⓡ

多様な文化や言語
をもつ構成員や学外
者に対する配慮ある
情報環境の整備が
行き届いている。

すべて構成員が情報弱者となるこ
となく、平等に必要な情報を取得
し、（学生）正課活動、正課外活
動、研究活動、（教員）教育研究
活動、(職員）業務活動を遂行で
きる環境を享受できる大学づくり
を目指す。
具体的にはさらなるインクルージョ
ン推進のため、「英語化」をより一
層進めていく。

委員会/推進室
制度環境部会

・大学が構成員に提供する各種情報・ドキュメ
ントのうち、英語化が未着手な部分の洗い出し
を行う。
・英語化の推進に向けた学内の合意形成、英
語化の推進に向けたプロセスの構築、優先順
位の検討を行う。
・英語化推進にかかる予算確保に向けた働き
かけを行う。
・重要度、優先順位の高い情報・ドキュメントの
英語化に着手するよう要請する。

10

バリアフリー化促進
に向けた
ハード・ソフト両面での
環境整備推進
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