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秋田大学での男女共同参画に係わる取り組みは、平成17年２月の　男女共

同参画推進委員会」 男女共同参画推進専門委員会」の設置以来、着実に成果

をあげてきた。平成19年度には　秋田大学男女共同参画推進のためのアクシ

ョンプラン」を策定し、ポジティブアクションとワークライフバランスの実

現のために検討を重ねてきた。秋田大学の運営理念　吉村プラン」には男女

共同参画推進が明記される。その事業の一環として平成21年５月14日、男女

共同参画推進室を開設した。平成21年度科学技術振興調整費・女性研究者支

援モデル育成プログラムに採択されたことは、さらなる発展のきっかけとな

るものと考えられる。

大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」は、秋田大学女性研究者の研究環

境の整備と、本学を拠点とする県内大学間連携による女性研究者支援の地域

社会への還流を目的とするものである。

第１に、支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・介護等

について柔軟な支援を行う。

第２に、秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を

実施し、代替要員制度を確立する。

第３に、女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロー

ルモデル事業を行い、女性研究者の裾野の拡大を図る。

第４に、講演会・シンポジウム・セミナー等を実施し、意識啓発を図る。

本プロジェクトにより、女性研究者はもとより、秋田大学および秋田県内

高等教育機関に勤務する研究者が、男女を問わず、自ら選択したワークライ

フバランスの下で研究に専念できる仕組みを構築すべく、事業を進めてゆき

たいと考える。

秋田大学男女共同参画推進専門委員会

委 員 長　　
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〔育児短時間勤務制度〕
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大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」事業概要



(1) 計画構想・概要

(1) 女性研究者の人数及び今後の見通し

大学院生を含む女性研究者数234名　うち女性教員85名、平成20年12月１日現在）、全研究者に

占める女性研究者の割合は20.6% 女性教員比率15.1%）である。今後、機関全体での女性研究者

数・女性教員数・女子学生数と割合の増加が見込まれる。特に、自然科学系の女性研究者・女子

学生比率の上昇が見込まれる。

(2) 女性研究者支援に関する現在の取組状況

平成20年３月に　男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し、育児・介護休業期

間の延長を行い、また、教員の代替要員制度の準備　工学資源学部）、職場環境と設備の改善、次

世代理工系女性研究員育成の事業などを行っている。さらに、平成21年4月より　男女共同参画推

進室」を設置する予定になっている。

(1) 女性研究者のための具体的な取組

①　支援相談窓口　コンシェルジュ・デスク）とコーディネーターの設置、②地域の女性研究者

支援のための調査・企画と代替要員制度、③次世代女性研究者育成支援、④意識啓発のための

講演会・シンポジウム・フォーラム・FDの企画・実施、を行い、県内の大学・行政・教育機関

などとの連携により、女性研究者を支援する。

(2) 期待される効果

この取り組みにより、多様な勤務形態における研究活動が可能となり、女性研究者数と比率の

増加、育児・介護休業の取得しやすい職場環境、ワークライフバランスの改善、次世代女性研究

者育成、秋田大学のみならず秋田県の高等教育機関での女性研究者支援体制の進展が効果として

期待される。さらに、この取り組みにより、研究教育機関としての持続可能性も高まり、地方の

中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルとなることが期待される。

ミッションステートメント）

(1) 専門スタッフによる支援相談窓口の設置

(2) 県内大学間女性研究者支援システムと代替要員制度の計画と構築

(3) 休業を取得しにくい雰囲気・環境という教職員アンケートの結果の改善

(4) 休業制度や大学の取り組みの教職員への周知化

(5) 女性研究者数・比率の増加

・３年後に女性教員比率18%を目標。３年間の女性教員採用比率35％を目標。

・５年後に女性教員比率20%を目標。

・３年後に女性研究者比率25%を目標。

・自然科学系女子大学院生比率30%目標。

・自然科学系分野、特に工学資源学部における女子学生比率の増加。
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(2) 実施体制・実施内容
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(3) ミッションステートメント

本プロジェクトは、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内大学間連携

による女性研究者支援の地域社会への還流を目的とするものである。第１に、支援相談窓口を設置、

コーディネーターを配置し、育児・介護等について柔軟な支援を行う。第２に、秋田県内の大学と

連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施し、代替要員制度を確立する。第３に、女子大

学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル事業を行い、女性研究者の裾野

の拡大を図る。第４に、FD・シンポジウム等を実施し、意識啓発を図る。本プロジェクト実施期間

終了後は、男女共同参画推進室が中心となって事業を継続・発展させる。

・休業中の代替要員となりうる同じ分野の研究者、ポスドクが著しく不足。

・介護休業、育児休業の制度はあるが、平成20年12月のアンケートで育児休業について女性教員の

34%、介護休業については43.6%が休業を取得しにくい雰囲気と回答している。

・秋田大学では平成20年に　男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し、全教職員に

リーフレットが配布されているが、平成20年12月のアンケートで、6割の教職員が　聞いたことが

ない」と回答し、 聞いたことがある」人でも約５割が内容はわからないと回答している。また休

業制度、特に部分休業の理解度が低い。特に研究職における　男女共同参画」や　女性研究者支

援」の意義が十分に認識されていない。大学は実力主義で条件が平等になっており問題がないと

考える人がかなりいると考えられる。

県内に高等教育機関の少ないという条件のなかで、地域の連携拠点として女性研者を支援・育成

する。

支援相談窓口　コンシェルジュ・デスク）とコーディネーターの設置

地域の女性研究者支援のための調査・企画と代替要員制度の形成

次世代女性研究者育成支援

意識啓発のための講演会・シンポジウム・フォーラム・FDの企画・実施

秋田県内の女性研究者支援の拠点としての役割と大学間・地域連携支援

・３年後の女性教員比率18%、３年間の女性教員採用比率35％を目標とする。

・５年後に女性教員比率20%を目標。

・３年後に女性研究者比率25%を目標。

・自然科学系女子大学院生比率30%目標。
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(2) 実施体制・実施内容



・自然科学系分野、特に工学資源学部における女子学生比率の増加。

・ 休業を取得しやすい雰囲気」と回答する率の改善。

・ 男女共同参画推進のためのアクションプラン」と休業制度の周知徹底。

・県内大学間女性研究者支援システムの構築。

・専門スタッフによる支援相談窓口の設置。

実施期間中に　プロジェクト後の計画と組織の運営体制」を、予算や地域連携方法を含め検討し、

プロジェクト終了後も継続的かつ発展的に女性研究者支援を行っていく制度および組織を形成する。

この制度と組織に、そのときどきの状況やニーズを把握する継続的調査の組織、その結果をふまえ

た制度・組織改善の経路、また個々の要求に可能なかぎり柔軟に対処できるシステムを組み込むこ

とで、女性研究者支援制度の硬直化を防ぐ制度・組織づくりを行う。

このことを通して、本プロジェクト実施期間終了後は「男女共同参画推進室」を中心に、地域と

の連携のなかで、女性研究者の数や比率という「量」的な側面だけでなく、生活、研究、仕事の

「質」的な面を充実させ、さらに次世代の女性研究者を育成し支援する事業を継続的に行っていく。

期待される波及効果

本プロジェクトは、秋田大学の女性研究者支援のためにも、秋田県全体の女性研究者支援・育成

体制の構築を目指すものであり、県内の大学の女性研究者支援のモデルおよび現実的支援、さらに

同様の事情をかかえた地方の中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルになる。
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(4) 事業計画書

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援in秋田

国立大学法人秋田大学

(1) 大学間連携と女性研究者支援in秋田

秋田大学の女性研究者の研究環境整備とともに、本学を拠点とした県内大学間の連携によ

って、秋田県全体の女性研究者支援・育成体制を充実させることが本事業の目的である。本

事業により、同様の事情をかかえた地方の中規模および小規模大学の女性研究者支援のため

の大学間・地域連携モデルを構築する。

1）支援相談窓口 コンシェルジュ・デスク）の設置

女性研究者の支援のためには多様な生活形態・研究形態にあわせた現実的な支援が不可

欠である。このため、本学教職員向けの総合的な支援相談窓口を開設し、育児や介護など、

教職員の多様な生活に合わせた多様な勤務形態を可能にするための相談、諸機関の情報収

集とコーディネートを行う。

2）県内大学代替要員制度の構築

本学の女性研究者が休業制度を活用できない理由として「代替要員がいない」点が、本

学での調査で明らかになっている。この問題は、本学だけでは解消できないものであるた

め、同様の問題をかかえている県内の大学間で連携し、代替要員制度を構築する。

3）次世代女性研究者育成事業

研究者数の男女比の不均衡、特に自然科学系の女性研究者の低比率という問題を改善し

ていくためには、次世代の女性研究者を育成していく必要がある。そこで、本事業では、

女子大学院生の研究支援とともに、地域の小中高等学校の生徒や教員にたいして研究への

関心を喚起するための事業を行う。

4）FD・シンポジウム・講演会の開催

女性研究者の支援は、支援制度や窓口を作るだけでは不十分であり、多様な勤務形態を

可能にし、ワークライフバランスを望ましい状態に一歩でも近づけるためには、職場の

「雰囲気」の改善、つまり意識改革が不可欠である。本事業では、本学内にとどまらず、他

大学や行政との連携によるFDやシンポジウム、公開講演会などを開催し、女性研究者を支

える大学・地域の意識づくりを行う。
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5）県内大学・行政との連携体制の整備・構築

本事業の代替要員制度の構築、また育児・介護などの諸施設の情報の収集とコーディネ

ートなど、女性研究者を支援・育成するためには、他大学や行政との連携が不可欠である。

秋田県の高等教育・研究・教員養成の中心を担ってきた本学の特性と役割をさらに充実さ

せ、女性研究者支援のための県内他大学、行政との連携体制を整備する。

(1) 大学間連携と女性研究者支援in秋田

本年度、「女性研究者支援プロジェクト管理委員会」と「女性研究者支援プロジェクト運営

員会」を設置し、以下の各事業の全体での調整を行い、実施する。

1）支援相談窓口　コンシェルジュ・デスク）の設置

本年度は、本事業のための室を開設し、専任教員および事務補助者を配置し、支援相談

窓口　コンシェルジュ・デスク）を設置し、本支援事業を実施する。

2）県内大学代替要員制度の構築

地域の女性研究者支援のための調査を企画し、代替要員制度の構築と実施のための具体

的方法について検討を行う。

3）次世代女性研究者育成事業

次世代女性研究者支援育成のための既存の取り組みの調査を行い、既存の取り組みとの

連携について、大学院生への支援を中心に検討する。また、地域の小中高等学校の生徒に

対して、研究への関心を喚起するためのイベントを行う。

4）FD・シンポジウム・講演会の開催

本学の委員会、県内の大学、行政と連携し、FD・シンポジウム・講演会などを開催する。

5）県内大学・行政との連携体制の整備・構築

既存の県内大学間の事業と行政との連携をもとに、女性研究者支援のための県内他大

学・行政との協力体制づくりを行う。特に、本年度は大学・行政間の組織連携と役割のあ

り方を検討し、実際に共同でFDやシンポジウムの開催など上記の事業を進めながら、女性

研究者支援のための組織づくりを進める。

・補助事業の着手　予定）日　　　　平成21年５月27日

・補助事業の完了　予定）日　　　　平成22年３月31日
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事　業　項　目 実 施 場 所 担当責任者

(1) 大学間連携と女性研究者支援

in 秋田

(1) 支援相談窓口（コンシェルジュ・

デスク）の設置

(2) 県内大学代替要員制度の構築

(3) 次世代女性研究者育成事業

(4) FD･シンポジウム･講演会の

開催

(5) 県内大学・行政との連携体制

の整備・構築

秋田県秋田市手形学園町1－1

秋田大学

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

秋田大学教育文化学部

教授　渡部　育子

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上





(1) イベント

秋田大学では８月３日、吉村昇学長をはじめ関係者が出席して　男女共同参画推進室」の開室

式が行われました。

「男女共同参画推進室」は同大における男女共同参画を推進するため、相談窓口の整備や男女共

同参画に関する講演会等の開催などを実施することとしています。また、同大では平成21年度科

学技術振興調整費　女性研究者支援モデル育成事業」が採択されたことから、学内の女性研究者

の研究環境の整備や秋田県内大学間の連携による女性研究者支援・育成体制の充実が期待され

ます。
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プログラム

実　施　日

場　　　　所

形　　　　式

対　象　者

来　場　者

周 知 方 法

実　施　者

関連サブテーマ

内　　　　容

効果、問題点

反 省 事 項

特 記 事 項

内閣府・男女共同参画推進連携会議・秋田大学・男女共同参画シンポジウム

2009年10月17日(金) 13：30～16：30

秋田ビューホテル　４階飛翔の間

一般公開・シンポジウム

展示物：リーフレット等

一般

人数：105名、（内訳　一般：53名　大学教職員：52名）

新聞　メディア取材　プレスリリース　HP ポスター・チラシ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子

「ワークライフバランス　仕事と生活の調和）の実現に向けて」

～ダイバーシティ尊重の風土醸成をめざして～

・挨拶　内閣府男女共同参画局総務課長　小野田　壮

秋田大学長 吉村　　昇

・第１部　基調講演

講演１：ノースアジア大学総合研究センター長　藤本剛氏による　社会政策

としてのワークライフバランス」

講演２：秋田魁新報社総務局人事部長　西村修氏による　新聞社とくるみん」

・第２部　パネルディスカッション　多様な生き方・働き方について」

パネリスト

西村　　修氏　秋田魁新報社総務局人事部長

佐藤加代子氏　秋田県中央男女共同参画センター副センター長

NPO法人いきいきFネット秋田理事

渡辺　安子氏　秋田労働局雇用均等室長

元野　隆史氏　秋田県生活環境文化部男女共同参画課副主幹

コーディネーター

渡部　育子　　秋田大学男女共同参画推進専門委員会委員長

教育文化学部教授

・閉会挨拶：秋田大学男女共同参画推進専門員会委員長　渡部　育子

国内外の社会政策としての男女共同参画や地元企業における育児休暇取得の取

り組みなど、幅広く考える機会となった。パネルディスカッションや会場からの

声でも熱い議論がだされ、これからの男女共同参画推進の先進県として取り組ん

でいくための理解を深めることが出来たと思われる。

講演者の講演時間が伸びたため、全体の終了時刻が遅れた。

講演者には時間厳守していただくことと、質疑応答などの時間調整が必要であっ

た。

開催告知が十分ではなく、参加者が少なかった。
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ご紹介いただきました藤本でございます。今

日はこのような席で皆さまにお話する機会を与

えてくださいまして誠にありがとうございま

す。暫時ワークライフバランスについてお話を

させていただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

私に与えられておりますテーマですが、「社

会政策としてのワークライフバランス」という

ことです。ワークライフバランスという言葉は

最近、耳にすることが多くなった言葉ですが、

頭についている「社会政策としての」というこ

とにつきましては若干説明が必要だと思いま

す。後ほど説明をしたいと思います。

ワークライフバランスということがいろいろ

取り上げられるようになったのは2004年、あ

るいは2005年ごろからだと思います。私も

2005年３月に労働政策研究研修機構が行いま

した国際フォーラムで、少子化問題に対するフ

ォーラムでしたが、ワークライフバランスに関

して欧米の取り組みを研究しておられるいくつ

かの報告を聞きまして、大変刺激を受けました。

とは申しましても欧米の先進事例が、わが国に

直接移入されるには環境が違い過ぎるというこ

とで、その意味ではいささかまゆつば的な受け

止め方もあったように思います。

当時は今日のこのようなシンポジウムが秋田

で開かれるようになるとは予想できなかったこ

とです。この４年間にそれだけ大きな変化が私

たちを取り巻く環境に生じていたと思います

し、私たちが取り組まざるを得ない状況が出て

きたということだと思います。しかしながら、

この取り組みに多くの困難が伴っていることも

事実です。その点も併せて考えていきたいと思

います。なお、この報告では内閣府の『平成

21年版・男女共同参画白書』及び厚生労働省、

仕事と生活の調和推進評価部会のデータを利用

させていただくことをお断りしておきます。

はじめに　ワークライフバランス」という言

葉ですが、アルファベットで WLBと略して表

記することもあります。表題にありますように、

仕事と生活との調和ということですが、似たよ

うな言葉として　ファミリーフレンドリー」あ

るいは略して　ファミフレ」という言葉もござ

います。このワークライフバランスとファミリ

ーフレンドリーは全く同じことではございませ

ん。ファミリーフレンドリーというと、育児や

介護と仕事との両立をメインに、やはり家庭が

第一のテーマということになります。ワークラ

イフバランスはもう少し広い意味を含んでいる

と言ってよろしいと思います。

このバランスという言葉の響きに違和感を感

じるという方もいらっしゃるようです。いわば

ワークとライフが天秤にかけられたような形で

フィフティー・フィフティーという、そんな意

味での話ではないということで、このワークラ

イフバランスという言葉の意味をより明確に表

すために　ワークライフハーモニー」あるいは

「ワークライフブレンド」という言葉を使う方

もいます。

お断りしておきますが、ワークとライフ、バ

ランス、この三つを・ (中点) で区別して表記

する仕方　ワーク・ライフ・バランス）もあり

ます。それは考え方だと思います。特に今、申

し上げているようなケースでは・ (中点）を付

けた方がいいのかもしれません。ここではワー

クライフハーモニー、あるいはワークライフブ

レンドなど、全体を統一して区切りなしに表記

しております。
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Profile 藤本　剛 氏

昭和19年　福島県生まれ。秋

田経済法科大学経済学部助教授を

経て現在ノースアジア大学経済学

部教授／専門は社会政策／現在、

学内では総合研究センター長・キ

ャリアセンター長・FD委員長な

ど／学会は社会政策学会・日本

EU学会・日仏経営学会など／社会政策学会では４年間

編集委員を務めた/その他、地域の労働行政に長年協力

してきた。



そのほかにワークライフバランスという言葉と

似たような使い方がなされている言葉にワーク

ライフマネジメントというのがございます。こ

れはマネジメントということですので、主に企

業、経営関係の方がよくお使いになる言葉だと

思います。先月　2009年９月）、NHKの教育

テレビでワークライフバランスに関する講座が

ありました。４回ほどの講座でしたが、東レの

経営研究所社長の佐々木常夫さんがお話されて

いました。この方は秋田出身の方でして、プラ

イベートな生活では非常に大変な経験をされ

て、そういう中で経営研究所の社長という要職

を務められる。そのワークライフマネジメント

の実践的な経験をこの講座の中で縷々お話され

ていたのです。

それからもう一つ、ワークライフシナジーと

いう言葉なのですが、これは日本女子大学で教

えていらっしゃる大沢真知子先生の著書のタイ

トルです。シナジー、相互作用というように表

示しています。ワークとライフの単なるバラン

スではなくて、お互いにシナジー、相互作用、

あるいは相乗効果がある、そんな響きを持たさ

れた言葉で、大沢先生はかなり以前からこのワ

ークライフバランスについては本をお書きにな

ったり講演や発言をされています。

次にワークライフバランスのポイントです

が、三つのキーワードとして多様性、柔軟性、

時間の質を挙げております。これは、2007年

の８月に内閣府が中心となります　ワークライ

フバランスと男女共同参画」というシンポジウ

ムが東京で行われ、その中で出てきたキーワー

ドです。そのシンポジウムの様子を披露した

『論争　日本のワーク・ライフ・バランス』と

いう書物があり、非常に専門的で内容の濃い、

質の高い議論が行われています。

このシンポジウムのオーガナイザーに、学者

で山口一男さんと樋口美雄さんというお二人が

います。山口一男さんがこのシンポジウムのプ

レリュードとして述べるなかで、ワークライフ

バランス社会を達成するためのキーワードとし

て、先の三つを挙げています。これがワークラ

イフバランスを語る上でこのシンポジウムのい

わば共通認識と言っていいものです。

まず多様性ですが、今日のシンポジウムの副

題に　ダイバーシティ尊重の風土醸成を目指し

て」とあります。ダイバーシティ、これが多様

性ということです。これはさまざまなライフス

タイルなりライフプランニングを持った人間が

共存して、それぞれのよさを発揮しながら仕事

をし、生活をし、それぞれ充実した時間を過ご

すこと、これがこのダイバーシティの意味する

ことだと思います。

その中には、例えば人種の違いだとか、ある

いは男女の差であるとか、年齢の違いであると

か、さまざまなダイバーシティがあります。そ

ういう中でのワークライフバランスの実現とい

うこと、これを考えていくことが求められてい

るということです。

後ほど申し上げますが、われわれの社会はあ

る意味では非常に画一化されてこれまで進んで

きた、護送船団方式のような、またある意味で

はリーダーシップの下に全員が一致してそれに

従うような、そんなスタイルが特に高度経済成

長期に一般化して、その中でダイバーシティと

いうことがともすれば見落とされがちであった

と思います。

次の柔軟性、フレキシビリティということで

すが、これは主に時間的な柔軟性ということで

す。この仕事と暮らしのバランス、あるいはハ

ーモニーを維持していく上で、われわれは時間

に非常に拘束されて暮らしているという実感を

持っているかと思いますが、その点をもっとフ

レキシブルにしていかないとこれからは充実し

た時間を、人生を過ごすことはできないんだと

いう、そんな意味合いを込めて柔軟性を挙げて

いるということです。

三番目に時間の質。これは、一つは企業との

関係でもあり、先ほどのワークライフマネジメ

ントの視角からすると、労働生産性を上げると

いう意味での時間の質、これが問題になります。

また働いているときのみならず、それ以外の時

間をどのような質で過ごせるか。それがどのよ

うな形で仕事に返っていくかという、そんな意

味の時間の質ということがあります。したがっ

てまた、家族とあるいは自分自身が、いかに心

豊かに過ごせるかという、そういう意味での時

間の質です。時間の使い方次第でどれだけ充実

した満足感が得られるか、そういう取り組みが

できるか、これが時間の質として非常に重視さ

れ、ワークライフバランスを実現するうえで必
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要とされているということです。

このように申し上げてまいりますと、このワ

ークライフバランスのポイントはかなり個人の

意識にかかわってくる問題だと思います。この

個人の意識を変えていくというのは非常に大変

なことです。また、企業の体質を変えていくと

いうことも非常に大変なことです。そのような

改革の取り組みを求めている、求められている

ということがワークライフバランスのポイント

として押さえなければならない点だと思いま

す。

意識改革と併せて掲げております　三位一体

の取り組み」というのは、最近非常にご活躍な

さっている勝間和代さんがワークライフバラン

スに関して、行政と企業と個人、これが三位一

体になって取り組んでいかないと絶対に実現し

ないと発言されていまして、それをちょっとお

借りして書かせていただきました。これまでこ

のような改革や、ワークライフバランスをいか

に広めていくかという取り組みは、いわば行政

主導で、それが企業に伝えられて、その企業が

取り組む中で個人が動くという一つの流れがあ

りました。

ただ、ワークライフバランスに関してはそう

いう流れだけでは決して充実した結果が得られ

ない。むしろ個人が取り組んで、そしてそれが

企業の取り組みとなって、それがまた行政に反

映されていくという、そういう取り組み方が求

められていると思います。

私がこの報告に　社会政策としてのワークラ

イフバランス」というタイトルをつけましたの

はそのような意味も込めてということです。社

会政策のこれまでの流れというのはどちらかと

いうと行政主導で進められてきたように思いま

す。それはもちろん必要なことですが、それと

同時にその逆の流れを作っていく必要がある。

特にワークライフバランスに関してはそのこと

を強調したいということで付けさせていただき

ました。

さて、ワークライフバランスの狙いですが、

４つ挙げています。一番目の　社会政策として

のワークライフバランス」に関しては今申し上

げたようなことで、これから少し立ち入ってお

話しいたします。

二番目は　経営戦略としてのワークライフバ

ランス」です。学習院大学経済経営研究所が出

しました　経営戦略としてのワーク・ライフ・

バランス』という本があります。これは、学習

院大学教授の今野浩一郎先生と資生堂の副社長

である岩田喜美枝さんが中心になり、34社の

企業がワークライフバランス塾に参加して

2004年から2007年にかけて取り組んだ記録で

す。非常に貴重な記録でして、関心がある人は

ぜひ読んでいただきたいと思います。

三番目は　少子化対策としてのワークライフ

バランス」ですが、これに関してはこれまでい

ろいろな機会に取り上げられているということ

で、ここでは特に詳しいことを申し上げません。

そして、四番目が今日のシンポジウムのような

「男女共同参画としてのワークライフバランス」

という取り組みです。

ワークライフバランスの狙いをどこに置く

か、あるいはどの対策を推進するなかでワーク

ライフバランスを取り上げていくかで、取り上

げ方も力点の置き方も当然に変わって参りま

す。本日のテーマのサブタイトルにあります

「ダイバーシティ」を考えますと、最も広い意

味でワークライフバランスを捉えて、そのあり

方を考えることができる領域として、社会政策

を取り上げてみたいと考えた次第です。

社会政策の対象領域としては労働市場、労働

基準、労使関係、社会保障が挙げられます。そ

れぞれの領域は関連しつつ、さまざまな分野の

雇用問題や働き方の問題、労働を支える諸制度

などに関する調査・分析と政策対応を内容とし

ておりまして、ワークライフバランスを語ると

きに、この社会政策の領域というのがいかにワ

ークライフバランスにかかわっているか、ざっ

と見て確認していただければ結構です。

この社会政策という学問ですが、ドイツが発

祥の地でして、1873年にドイツで社会政策学

会が創設されたという、非常に古い話です。そ

の担い手となった新歴史学派とは、非常に保守

的な考え方の人たちですが、イギリスの自由主

義に対してドイツをいかに成長させていくかと

いう取り組みの中で出てきたものです。新歴史

学派の名だたる学者たちが、ドイツが抱えてい

た社会問題、すなわち旧中間層の没落とか労働

運動の急展開などへの対応として社会政策の必

要を説き、政策提言を行ったものです。
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この考え方がやはり遅れて発展を遂げようとし

ている日本にも伝わってまいります。

1897年に日本でも社会政策学会が創設され

て、工場法の制定などをめぐって非常に活発な

活動を展開いたします。戦時体制に突き進んで

いく中で、その活動が抑えこまれていきますが、

戦後、1950年にこの社会政策学会が再スター

トを切ります。経済学者で東京大学総長も務め

られた大河内一男さんという方がいらっしゃい

ますが、この方は社会保障制度審議会という日

本で現在の社会保障の枠組みを作った組織の座

長を務めた方で、社会政策の論客として非常に

強い影響力を持ったということです。

この大河内理論を中心にして活発な論争が展

開され、高度経済成長の中でこの論争がさらに、

労働経済論であるとか、あるいは総合社会政策

論といった展開をしていく。つまり経済社会の

発展、その質的な展開に応じて、この社会政策

の考え方も大きく変化をしてきたということで

す。1980年代、社会政策論の新たな展開とし

て生活政策としての社会政策、とそれまであま

り聞かれなかったような取り組みも行われてい

るということです。

さて、社会政策に対する考え方が変化してい

く中で、実際の社会政策がどういうふうに変化

してきたのかを少し対象を絞ってお話しします。

現在喫緊の課題として雇用政策があります。

この雇用政策の流れは、戦後の緊急失業対策と

労働力移動促進という経済再建の中での取り組

み、それから高度経済成長期に入り、その中で

労働力不足が生じてくる。特に若年労働者、技

能労働者の不足、そして中高年労働者とりわけ

産業構造の変化の中で構造的な不況業種に生じ

た労働力の過剰といった問題が起こってきま

す。そのような中で積極的雇用政策が取られて

いきます。1966年の雇用対策法をベースにし

て雇用対策基本計画が行われるようになり一

次、二次、三次と、その時代その時期の状況を

反映してさまざまな政策が組まれてきています。

そこで一つ注目していただきたいのは、

1980年代から多面的雇用政策の導入と記され

ているところです。特に第五次雇用対策基本計

画において、急速な高齢化であるとか産業構造

の転換に伴う労働市場のミスマッチというよう

な中で、さまざまな、今につながる法律の改定

が行われるようになっていきます。

非常に大ざっぱに申し上げますと、それまで

の日本の雇用政策、あるいは社会政策は産業構

造が重厚長大である中で、あるいは輸出産業を

中心とする海外へ向けた成長・展開という中

で、一言で言えば　成年・男性・正規」労働者

を中心としたイメージで組まれてきた。ですか

ら、家族ということで見れば専業主婦のいる家

庭が一つのモデルになって進められてきたとい

うことです。それが、この1980年代以降、特

に1990年代に入って多面的雇用政策の展開と

いうことで女性の労働市場への進出、高年齢者

雇用、派遣労働の導入、労働時間の短縮や外国

人労働者に対する対応など、さまざまな雇用政

策が組まれるようになりました。

次に掲げています　80年代以降顕著になっ

てきた現在に関わるいくつかの課題」では、さ

まざまなテーマがこの社会政策の中で提起され

て、それに対応していきます。80年代半ば頃

からのものもありますし、2000年代に入って

から急激に大きな課題になってきたものもあり

ます。いずれにしても、「成年・男性・正規」

労働者を中心とする社会政策あるいは雇用政策
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の体系、社会保障のシステムも含めてさまざま

な面で浸透してきたもの、それらを見直しせざ

るを得ない状況が出てきています。

2000年に入り、雇用悪化の状況を受け話題

になってきたことにワークシェアリングという

ものがあります。2002年３月にワークシェア

リングに関する政労使合意が行われます。これ

は緊急対応型ワークシェアリングとあります

が、もちろんワークシェアリングはワークライ

フバランスではありませんで、仕事の分かち合

いであり、雇用の維持・創出ということで課題

化してきたものです。この課題に対して、緊急

対応型のみならず、多様就業型ワークシェアリ

ングというものがここで話題になります。

オランダモデルというものです。オランダ病

と言われる経済的な疲弊、失業の増大の中でオ

ランダが立ち直った一つの大きなきっかけがこ

の仕事の分かち合い、女性の労働市場の進出、

そして柔軟な働き方の選択というようなことだ

ったわけです。これをいかに日本で取り入れて

いくかということでこの時期に取り上げられた

ものです。これはその後の景況の回復であると

か、なかなか難しい問題もたくさんありますの

で一部の取り組みに留まって、そのまま立ち消

えになってしまいますが、改めて今年の３月に、

雇用安定創出の実現に向けた政労使合意という

ことで、日本型ワークシェアリングとして復活

します。これはオランダモデル、多様就業型の

ワークシェアリングがかなり意識された取り組

みです。

この多様な働き方の実現ということは、言う

までもなくワークライフバランスと深く関わっ

ております。私どもはダイバーシティ尊重をひ

とつの柱としてワークライフバランスを考えて

いるわけでして、単に言葉の問題というのでは

なく、既に触れた三つのポイントである多様

性・柔軟性・時間の質を踏まえて考えた場合、

ワークシェアリングとワークライフバランスと

は不可分の関係にあるといってよろしいかと思

います。

社会政策のおおよその流れを見ながらワーク

ライフバランスに戻って参りましたが、ワーク

シェアリングと同様に、ワークライフバランス

についても政労使合意がなされておりまして、

その概要について触れることと致します。

2007年の12月に「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲章」が政労使合意と

いうことがワーク・ライフ・バランス推進官民

トップ会議で決められております。この憲章に

基づいて 仕事と生活の調和推進のための行動

指針」が策定されております。政労使の合意に

より憲章および行動指針を策定したということ

の意義として、従来の働き方の見直しの必要性

が一致して求められている点が挙げられます。

それまでは個々の企業の取り組みに依存してい

ましたし、その意味で一部の先進的な取り組み

にとどまり、社会的な広がりに欠けていました。

今般、政府や有識者に加えて経済界、労働界お

よび地方のトップで協議・合意して、この憲章

が社会全体を動かす大きな契機にするんだとい

う非常に力強い宣言をしたわけです。

その上でこの憲章は、何故この仕事と生活の

調和が必要なのかということについていくつか

の共通認識を示しております。仕事と生活が両

立しにくい現実があり、正規労働、非正規労働

という形で働き方の二極化が進んでいる。ある

いは家庭の中における夫と妻の役割、分担意識

というのがあまり変わっていない。地域におけ

る取り組み、あるいは家庭における取り組みと

いうものがお互いにコミュニケーションを欠く

ような状況が生じているということです。

そういう中で少子化も非常に大きな問題にな

ってきている。多様な働き方を模索していくこ

とがいかに求められているか、そして仕事と生

活との調和がいかに必要であるかということを

共通認識として示した上で、このワークライフ

バランスへの取り組みが明日への投資だと宣言

しているということです。

具体的には目標とする社会を三つの視点から
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捉えて取り組むこととしています。第一には

「就労による経済的自立が可能な社会」、第二に

は　健康で豊かな生活のための時間が確保でき

る社会」、そして第三として　多様な働き方・

生き方が選択できる社会」です。それぞれの特

徴的な内容について数値目標を設定してその実

現に努めるという取り組みです。

まず①～③で三つの数値目標が挙げられてい

ます。就労率、時間当たりの労働生産性の伸び

率、フリーターの数です。それぞれ５年後、

10年後の目標が定められ、これが　就労によ

る経済的自立が可能な社会」の実現に向けた獲

得目標となっています。

「健康で豊かな生活のための時間が確保でき

る社会」としては④～⑦までで、労働時間との

課題について労使が話し合いの機会を設けてい

る割合、週労働時間60時間以上の雇用者の割

合、そして年次有給休暇取得率、さらにメンタ

ルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合とい

うことが挙げられています。

三つ目の　多様な働き方・行き方が選択でき

る社会」ということでは、⑧～⑭のテレワーカ

ーの比率、それから短時間勤務を選択できる事

業所の割合、自己啓発を行っている労働者の割

合、第１子出産前後の女性の継続就業率、保育

等の子育てサービスを提供している割合、男女

の育児休業取得率、６歳未満の子どもを持つ男

性の育児・家事関連時間それぞれに数値目標が

掲げられていることです。（内閣府『少子化社

会白書』平成21年版78-79頁）

以上の目標に対して現状はどうであるのかと

いうことに関して、これは一部についてですが

現状を調査したものが、内閣府仕事と生活の調

和推進室　仕事と生活の調和　ワーク・ライ

フ・バランス）レポート2009』（概要版）に載

っています。その特徴を概観したいと思います。

まず正規労働者と非正規労働者の量的推移に関

しては非正規労働者が拡大する中で正規労働者

の減少が見られ、憲章で指摘した働き方の二極

化傾向は依然として続いております。さらにフ

リーターの数、これは確かに減ってはいますが、

減少の速度は緩やかであり、25歳以上34歳未

満の年長フリーターが相対的に増えています。

いわゆる就職氷河期世代にフリーターとなった

層がフリーターにとどまる傾向がみられ、第２

次就職氷河期の到来が指摘される昨今、深刻な

問題となっています。

雇用形態別有配偶者の占める割合では、正規

の職員・従業者は結婚できているけれども、パ

ート、派遣、契約社員等の非正規雇用者はなか

なか結婚できない（割合にして１／４）といっ

たような状況です。

いわゆる七五三現象といわれる新規学卒者の

３年目までの離職率も高い水準にとどまってお

り、とりわけ１年以内離職が高卒ではその半分

以上を占めています。週労働時間40時間を基

準としてみた場合、49時間を超える雇用者割

合は３割弱となっており、欧米先進国と比較し

てかなり高い水準にあります。週労働時間60

時間以上の割合もあまり減少するということに

は至っていない。年次有給休暇の取得も停滞し

ている訳です。家庭に目を移しますと、共働き

世帯と片働き世帯の推移は、1990年頃に逆転

をしております。共働き世帯が社会的に中心に

なってきていることを示しているわけですが、

それと同時に2006～2008年にかけて共働き世

帯の伸びが落ちているということも併せて注目

しておく必要があります。雇用情勢が厳しい状

況の中で共働きが成立しなくなってきている。

そういう現実がこの図の中にも記されていると

いうことです。中間層をなしている共働き世帯

における経済的な疲弊が進んでいることが考え

られ、先に指摘された二極化傾向、格差の拡大

という点で、やはり注目されなければならない

ものだと思います。

さらに第１子出産前後の妻の就業経歴です

が、就業継続者が育児休業利用者を中心に増え

ているものの第1子出産者の４人に１人に留ま

っており、出産を契機に退職する割合は４割を

超えてやや増大傾向にあります。

このような状況の中で、育児休業取得率は確

かに女性では高くなりましたが、男性について

は低迷したままです。また、保育所の待機児童

は2003年以降2007年までは減少傾向にあった

わけですが、2008年にはまた増加しており、

育児をめぐる環境の厳しさが見えてまいります。

さて、ワークライフバランスに関して幾つか

のデータを見てきたわけですが、女性の状況に

ついて少し見ておきたいと思います。これは

『男女共同参画白書』から借用したものですが、
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女性の年齢階級別労働力率についてはいわゆる

M字型雇用を示しております。ただ20代～30代

前半にかけての落ち込みはだんだん浅くなって

きているということが明らかに認められます。

ボトムとなる年代も30歳代前半から30歳代後

半へと上昇しています。この点について国際比

較をしてみると、スウェーデン、ドイツ、アメ

リカ、特にスウェーデンの場合は男性と同じよ

うな構造　逆Ｕ字型）になっているということ

で、30歳代を中心に女性の置かれている状況

の違いが顕著に表れています。（内閣府『男女

共同参画白書』平成21年版22-23頁)

さて、そういう中で女性のあり方に関して日

本のおかれている状況を示すいくつかの指標が

あります。一番目のHDI、これは人間開発指

数といい、国連開発計画による指標です。健康

的な生活、教育および人間らしい生活基準とい

う、この人間らしい生活ということですが、日

本は大体この170数カ国の中で一桁台を維持し

ています。それに対してジェンダー・エンパワ

ーメント指数は、女性が政治および経済活動に

参加し、意思決定に参加できるかどうかを計る

ものですが、日本は108カ国中58番目という現

状です。さらにもう一つ下に書きましたGGI。

これはジェンダー・ギャップ指数というもの

で、世界経済フォーラムが各国内の男女間の格

差を数値化してランク付けたものです。１が完

全平等、０が完全不平等ということで見た結果

ですが、130カ国中、日本はなんと98番目の

0.643ということです。こんな数字が示されて

いるということをご記憶いただきたいと思い

ます。（内閣府『男女共同参画白書』平成21年

版19、60-61頁）

わが国における男女共同参画が国際的に遅れ

ている理由としては「仕事と家事・育児・介護

等の両立支援制度がない、足りない」が２／３、

女性では７割以上がこれを指摘し、また「それ

を活用できる雰囲気がない」ということが非常

に大きなウエート（女性で２／３）を占めてい

ます。「男性優遇の組織風土」を指摘する割合

も半数以上　女性は６割）となっています。ま

さにワークライフバランスの必要性が問われる

ということだと思います。

さてわが国におけるワークライフバランスの

政策方向と現状について見てきたわけですが、

ここで仕事と生活をめぐって現在私たちが置か

れている状況について、今一度確認しておく必

要があります。それは　社会政策としてのワー

クライフバランス」を確認するうえで不可欠だ

と考えるからです。既に述べた二極化、格差の

拡大は、例えば生活保護受給世帯・被保護人員

の増大となって現れておりますが、年齢階層で

見ると一般に中高年齢層で格差の拡大が確認さ

れるものの、特徴的には今まで格差が比較的小

さかった若年層で急速にその拡大が見られるよ

うになっています。それは若年層の非正規雇用

拡大、失業率の増大と呼応する動きでもありま

す。厳しい就職戦線にある若者が、安定した正

規雇用を求めてかなり早くから就活に必死で取

り組む状況があります。（「東京ライフ」民主党

東京都総支部連合会URL http://www.toky-

olife.jp/)

その一方で非正規雇用を拡大し、成果主義賃

金を導入してきた企業側が現状をどのように見

ているのか、注目すべき対応も認められます。

それは以前「終身雇用」と呼ばれてきた長期安

定雇用について、肯定的な見解がかなり多く見

られること、また成果主義についても短期的な

ものについては見直して、職能重視型の方向を

今後の賃金体系と考える傾向が見られる点で

す。雇用をめぐる状況は、大きな流れの中で曲

がり角にさしかかっていると言えるのかも知れ

ません。長期安定雇用の見直しと併せて、短時

間正社員の拡大なども検討されてしかるべきで

しょう。(厚生労働省『労働経済白書』平成21

年版168、169、172、186、201頁)

この報告の最初の方で、ワークライフバラン

スのポイントが、かなり個人の意識に関わって

くる問題だということを確認しています。行

政・企業・個人の方向のみならず、個人の取り

組みが充実したワークライフバランスを企業

に、また行政に、そして社会政策全体に反映さ

れていく方向が求められていると考えます。

最後に、私たちに身近な秋田におけるワーク

ライフバランスについて触れておきたいと思い

ます。

今年３月、秋田県仕事と生活の調和推進会議

は　あきた働き方改革プラン～仕事と生活の調

和の実現を目指して～」を発表しました。中央

の政労使合意の秋田版とも言うべく各界を代表
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する構成メンバーによって検討を重ね作成され

たものです。秋田の厳しい雇用情勢や急速に進

行する少子高齢化などを踏まえて、「雇用の安

定・創出の実現」「健康で豊かな生活の実現」

「子育てや介護などに応じた多様な働き方の実

現」の３分野で、平成24年度までの５年間に

達成すべき13の数値目標を定め、国　秋田労

働局）に提言する形を取っています。そして国

（秋田労働局）と地方公共団体、企業と働く者

それぞれが取り組むべき課題を明らかにしてい

ます。詳細は秋田労働局のホームページをご覧

いただきたいです。

言うまでもなく行政に期待するところはきわ

めて大きいものがありますし、改革プランの内

容について理解し、主体的に取り組むことも必

要になってきます。このことを確認したうえで、

この基調講演を閉めるに当たって申し上げたい

のは、これからこのシンポジウムで話し合われ

るのは、個々人が職場でまた家庭で、さらに個

人の生き方としていかに充実したワークライフ

バランスを実現しているか、またしていこうと

しているか、さらにそれが会社や社会にどのよ

うに反映され、行政の取り組みにどうつながっ

ていくか、ということであろうということです。

今日のテーマの副題に掲げる　ダイバーシティ

尊重の風土醸成」を目指すとは、まさにそうい

うことではないかと思います。

現在、秋田がおかれている状況、特に雇用問

題に非常に厳しいものがあります。そういう中

でこの多様性を追求していくということです

が、秋田のよさを、秋田の財産とも言うべきも

のを育てていくことが必要だと思います。秋田

の子どもたちの教育水準の高さは全国に知れわ

たっておりまして、これを支えているのが家庭

教育、豊かな家庭環境にあることも指摘されて

おります。また　秋田美人」が認知されている

のと同様に、「あきたのかあさん」が元気で働

き者でたくましいことも、私たち確認済みでは

ないでしょうか。こういうものに注目しながら、

個人個人が自らの生活の充実を図り、情報を共

有し、共に秋田の若者を育てていく。これには

秋田の男性を巻き込んで意識改革を行っていく

ということが求められていると思います。この

ような取り組みは当面の数値目標以上のものを

私たちにもたらしてくれると思いますし、秋田

大学男女共同参画推進室が県内で率先した取り

組みを示され、中心となって企画されました今

日のシンポジウムがその一つのスタートとなる

と期待しております。さらにまた、企業や行政、

社会政策そのものの変化も作り出していくと期

待をしているところです。

ご静聴ありがとうございました。

＊

仕事と家庭の調和という意味。バブル崩壊

後、「リストラ」によって人件費削減が推進

められた結果、一人当たりの労働時間が増加

し、労働者の家庭への参加が困難になりつつ

ある。仕事と家庭の調和が崩れた結果、労働

者とその家族の孤立、育児放棄、自殺者の増

加、失業者の増加など、現代社会においてゆ

とりある人間的な暮らしは難しくなってい

る。ワークライフバランスは、このような現

代日本社会に対して警鐘を鳴らし、社会全体

で真摯に取り組むべき課題を私たちに知らし

める言葉として私は受け止めている。

＊

多様性という意味。近年、様々な分野で

diversity とinclusion（インクルージョン：

包み込み）という言葉が多用されている。多

様な年齢層、性別、障がい、国籍をもつ人々

だけでなく、異なる勤務形態やライフスタイ

ルなど多様な経験と価値観をもつ人々の声を

社会に反映することが、新たな発想を生み、

新たな商品開発や雇用の創出につながるとし

て期待が高まっている。ダイバーシティは、

多様な価値観をもつ人々を包み込み、社会参

加の機会を拡大することによってより豊かな

社会の形成をはかることを意図した言葉とし

て私は受け止めている。

＊
●

●

＊
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皆さま、ただいまご紹介に預かりました秋田

魁新報・人事部長をしております西村と申しま

す。私はご紹介にもありましたが、記者として

入社しましたので「書く」ということはそれほ

ど苦にはなりませんが、一方で皆さまの前でこ

のようにお話するというのは非常なプレッシャ

ーを感じており、その辺のところをどうかご容

赦願いたいと思います。

先ほど藤本先生の　社会政策としてのワーク

ライフバランス」という講演をお伺いしました。

非常に感慨深く、またその大切さをあらためて

認識し直しました。「わが社はワークライフバ

ランスに取り組んでいる企業です」。そう胸を

張って皆さんにご紹介したいところですが、実

はまだまだ道遠しということを感じておりま

す。

今日の表題は「新聞社とくるみん」。「新聞社」

という表題の３文字の漢字がいかにも「硬い」

イメージ、それに対して、続く「くるみん」と

いう4文字は全部ひらがなで「柔らかい」もの

に感じますね。このイメージが、今日の私の話

を象徴しているように思います。

この情報社会にあって、新聞社というのは第

一線であり、情報の最先端を行く企業。例えば

IT、ウェブ、ニューメディアに関する記事と

か、先進的な企業の事業展開の記事、常に「新

しい」情報に接しており、そこで働く人々も新

しい感性を持っている━そのようにお思いにな

っておられるかもしれません。そう思っていた

だくのはありがたいことですが、それは少々買

いかぶりです。ある意味で新聞社は、その内部

は封建的な社会、典型的な男社会の職場なのか

もしれません。このことにつきましては後ほど

説明したいと思います。

さて、表題にある　くるみん」ですが、どう

いう制度か、皆さんご存じでしょうか。あえて

説明させていただきますと、この　くるみん」

というのは　少子化対策を図り、子育て支援な

ど一定の基準を満たした企業や法人が厚労省に

よって認定された」というマークです。今、私

ども人事部員の名刺にもこのピンク色の小さく

かわいい、シンボルマークが記してあります。

柔らかな　おくるみ」で包まれた赤ん坊のイメ

ージ。それは「会社ぐるみ」「社会ぐるみ」で

支えて行こうという意味もこめられている、と

いうことです。

わが社は今年５月19日付で取得しましたが、

県内で２社目。そして、なんと日本新聞協会に

よりますと全国の地方紙で４社目だそうです。

河北新報社、岡山県の山陽新聞社、それから沖

縄県の琉球新報、そして私ども魁新報というこ

とです。これには驚きました。

今年、わが社は創刊135年の年を迎えました。

明治７年２月２日、「遐邇新聞」という名前で

スタートしてちょうど135年の年。この年に、

この　くるみん」をいただくということを、ま

ず光栄に思うとともに、同時にまた大きなプレ

ッシャーを感じてもいます。

「くるみん」。お恥ずかしいことですが、実は

私、今からちょうど１年半前、この言葉を知り

ませんでした。編集局という部署から、現在の

総務局人事部という部署に異動するまで、この

「くるみん」という４文字がいったい何のこと

なのか分かりませんでした。多分、社内でもほ

とんど知る者はいなかったと思います。

このシンポジウムで、秋田労働局雇用均等室

の渡辺室長さんからあらためてご説明があると

思いますが、この１年半、「私が中心になって」

というのではなくて、人事部が一体となって夢

中で勉強させていただいて、少しは詳しくなり

Profile 西村　 修 氏

昭和56年秋田魁新報社入社。

編集局社会部、文化部記者を経て

平成13年、編集局湯沢支局長、

編集局整理部次長、同読者センタ

ー部長の後、平成20年から総務

局人事部長。
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ました。

平成15年７月、次世代育成支援対策推進法

という少し難しい名前の法律が公布、可決され

ました。現在、また一部改正されましたが、当

時はこの法律によって301人以上の企業では必

ずこれを目標にして事業主としての行動計画を

作りなさいということになっていました。届け

出義務があったのです。わが社もちょうどその

ころは300人を超えていましたので国に届け出

なければいけませんでした。

とはいうものの、「くるみん」に認定される

には、非常に高いレベルのものが求められます。

一つ目は、これが最も重いのですが、男性の育

児休暇取得、それから女性の育児休暇の取得率

が70％以上であること。さらに小学校入学前

のお子さんをお持ちの従業員に対する柔軟な、

例えば短時間労働などを含む柔軟な勤務体制。

そのほかに介護・看護規定の整備など、「くる

みん」を取るためには非常に高い基準がありま

した。そこで私どもは、申し訳ないことですけ

れども、「基準には届きそうもない、最低限の

ところでまず提出しておこう」という形でとら

えておりました。それは新聞社という職場が、

その労働環境が「くるみん」認定を受けるレベ

ルのものではない、という考えが私たちの中に

あったからです。

つまり、こういうことです。新聞というもの

は毎日発行されます。もちろん休刊日はありま

すが、基本的には毎日発行します。いったん、

重大事件、事故が起こると事件担当記者、私ど

もはこれを警察担当、サツ (察) 記者とかサツ回

りと呼んでいますが、彼らには夜昼はありませ

ん。就業規則等で勤務時間では　９時～17時」

などと決まってはいます。しかし、サツ回りは

「勤務時間が終わったから」といって、例えば

その辺で重大事件・事故が起こっているときに

仕事を終えて帰ってしまうわけにはいきませ

ん。また、先日の衆議院選挙。選挙報道も新聞

社にとっては大変重要なもので、政治経済部の

記者、そればかりではなくて総支局、ほとんど

すべての記者、社員が駆り出されます。

だいぶ昔のことになりますが、私が入社した

ころはやはり警察記者、サツ回りから始めまし

た。今はもう時効になりますのでちょっと申し

上げますが、朝７時から締め切り時間の夜中の

12時まで秋田警察署、今の秋田中央署、県警

本部などをとにかく回ります。こういう日々が

６カ月続きます、でも休みはありませんでした。

「先輩の背中を見て仕事を覚えろ」ということ

で、先輩が休みをとらない以上、新人のサツ回

りは休みなど取れるはずがありません。そのサ

ツ回り時代はとにかく修行の日々です。もちろ

ん今はそんなことはありませんよ。これは誤解

されたら非常に困りますので…はっきり言って

おきます。今はそんなことありませんが、私た

ちの若いころはそういった状態でした。

当時は女性記者などおりません。それは同業

他社でも多分、似たような状況だったと思われ

ます。ですから、ちょっと話が戻りますが、男

性の育児休暇、こんな概念というものは存在し

ないも同然でした。「休みをください」。そう言

うことがかなりの勇気を必要としたものです。

「お前、いい度胸じゃねえか」。ただそれで片付

けられてしまう。そんな時代でした。

前置きの説明が長くなりましたが、そういっ

た封建的な新聞社、男が「休み」など口にでき

ない新聞社というものを私は体で知っていまし

た。ですから人事部長として新任のあいさつで、

秋田労働局へ赴いた際も、まさか「くるみん」

というものに真剣に取り組むことになろうなど

とは夢にも思っていませんでした。

秋田労働局での新任のあいさつの折、たまた

ま「くるみん」の話題に移りました。そして、

そのときに担当の方に言われました。「このマ

ークを使用している企業は次世代を支援する、

若い世代の子育てに十分な配慮、対応策をとっ

ている素晴らしい企業だということを国が証明

するものなんですよ。次世代を大切にするとい

う、キャッチフレーズはきっと優秀な人を集め

るのに役立ちますよ」と。そして続いて一言。

「他社に先駆けて獲得してみませんか」。

私ども　先駆け(さきがけ)」という言葉に非

常に弱いんです。つい　検討します」と言って

しまいました。勢いですね。しかし、社内に帰

ってから思いました。「そうは言ってみたもの

の、非常にこれは難しいな」、前向きに言い換

えますと極めてやりがいのある作業でした。私

にとっては、記者時代、新聞記事を書いてデス

クに怒られているよりもずっと厳しい仕事だっ

たように思います。
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企画書で　くるみん」のピンクのイラストを付

け、プレゼンテーション用の企画書を作りまし

た。始めに会社幹部に言われたのは　この"く

るみ"って何だ」というものです。同僚の管理

職にも言われましたね。確かに　くるみ」も

「くるみん」も同じような響きですから。まず

「くるみん」というのは何かということから、

社内の議論を始めなければいけませんでした。

就学前の児童を持つ従業員の短時間労働、ま

たは始業時間の繰り下げなど、まず就業規則を

改定しなければいけません。「くるみん」取得

の推進委員会も作らなければいけません。それ

には労働組合への協力要請も必要です。これら

もすべて困難なものでしたが、最大の難関はや

はり当初、考えていたとおり　男性の育児休暇

取得」だったのです。

前に申し上げましたが、弊社は創刊135年。

今まで135年の歴史の中でただ１人としても育

休を取った男性はいません。ですから、さすが

に　おれが第１号だ」と手を挙げる勇気のある

男性社員はなかなかいませんでした。そこで使

った手はわが人事部のエース、若手を強引に説

得しやらせるという手段。彼にとっては"業務

命令"というものだったのかもしれません、ち

ょっと正当な手段ではありませんが、そうした

形で取得させることにしました。

社報では　ついに出た。135年、男性の育休

取得第１号」。そこまで大げさではありません

が、「男性が育休取得」の見出しが社報に躍り

ました。記事中の本人のコメント。「素晴らし

い体験だった」。この記事が社報に出てから少

しずつ社内のムードが変わっていったように思

います。硬く巨大な氷、「映画・タイタニック」

の氷山みたいなもの、その大きな氷が少しずつ

溶けていく、そのように感じました。

現在、第１号になった人事部の若手男性社員

は、社内ワークライフバランス推進運動の窓口

になって頑張ってもらっています。人事部の声

掛けによって、新聞社で最も忙しい編集局の中

から男性記者が手を挙げました。「私が取りま

す」と。

彼は当初、10日ほどの控え目な申請をして

きました。それ以上はちょっとというような気

持ちがあったのでしょう。同僚への気遣いや自

分の使命、つまり彼は自分のページを持ってい

る人間ですから、面を白紙のまま出すわけには

いきません。そうしたとき、直属の上司が「ど

うせ取るならもっと思い切ってもっと取ればい

い」と背中を押してくれたというのです。これ

がやはり彼にとって大きな取得のきっかけだっ

たと思います。２年、３年といわれるとそれは

また大変なことですが、まずは　１カ月」とい

うことで私どもも設定をして、本人と話し合い

ながら行いました。

彼の"育児奮闘記"「パパ記者　子育て１年生」

(６月～７月。別添資料)は、計６回の連載で紹

介しました。お読みになった方もいらっしゃる

かと思いますが、これは反響がありまして、各

方面から　よくやった」という言葉を頂戴いた

しました。と言っても、もちろんこの　男性記

者がよくやった」ということですが、ただ、そ

の裏方としても私たちも非常にうれしかったも

のです。

彼はその連載の最後で　育休によって今まで

の景色が確かに変わった。いつか娘にこのとき

のことを話してみたい」と触れていました。

「記者というだけではなくて、父親として得が

たい体験だった」。このようにも記しています。

彼の連載をちょっと紹介しましょう。「うま

く寝かしつけられない分を挽回（ばんかい）し

ようと、日中は朝からフル稼働。『家事能力が

高い』と妻におだてられ、調子づいたが、実際

は思うようにはかどらない。掃除や洗濯をして

いても娘がぐずれば手を休めて抱っこ。ゼロ歳

児相手にイライラが募る。しかし、ある時、子

育てに仕事のような効率を求めてはいけないと

いうことに気付いた。仕事用の自分と育児用の

自分。思考回路も体の動かし方も明らかに異な

る。育休を取得しなければ、こんな当たり前の

ことにも実感できなかったと思う」。「一家の大

黒柱である男性が育休を取得するにはある程度

の金銭的な余裕が必要だと痛感した。それでも

育休を取得してよかった。自分の働き方を見つ

め直す好機であり、世の中を見る目も確実に変

わった。これからの人生にプラスになることは

間違いない」。彼はこのように書いてくれまし

た。

ようやく獲得した「くるみん」。そして、次

第にワークライフバランスという言葉が実感の

あるものとして、全ての社員、みんなの日常生
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活の中に入ってきたという、そんな兆しが見え

ます。

先ほど藤本先生がおっしゃっていましたが、

「ワークライフバランス」とは　生活と仕事の

両立により、相乗効果を高めていく仕組み」で

あり、「生活が充実することによって仕事がう

まく進む。仕事がうまくいくことによって生活

も潤っていく」、そんな考えだと思います。

先生のお話に出てきましたが、「バランス」

ということについて。私どもはバランスという

ことも大切なことですが、その言葉が 天秤の

ように左右の安定を図る」というようなもので、

感覚として説明が難しいものにも思われました

ので、今後は「ハーモニー (調和)」という言葉

を使っていきたい、と思います。ワークライフ

ハーモニー。バランスではなくてハーモニーで

す。

その支援・推進とは、「従業員のライフスタ

イルを尊重していく」という当たり前のことだ

と思います。秋田魁新報社に勤めている、これ

からも勤めていくという満足感を感じてもら

う。そして秋田魁のために頑張ろうと思っても

くれる。そんな前向きの気持ちを持ってもらう。

そんな大きな目標を立てて、これからも頑張っ

ていってみようと思います。

私が入社したころとはもう全く様変わりいた

しまして、優秀な女子社員が年々増えています。

数多くの女性たちが入社試験を受けてくれるよ

うになりました。明るさ、ハキハキした振る舞

い。「これは (失礼ながら) 男性の受験者を上回

っている」と思う女子学生の方も多々見受けら

れるようになりました。エネルギッシュな女性

が増えてきたなというような実感です。「草食

系男子」という最近の言葉がありますが、おと

なしくなって、気持ちが優しくなった男性、そ

してその一方で、さっそうと風を切って前を走

り抜けるようなさわやかな明るい女性たち、と

ても対称的です。

昨年秋、県の主催ですが、東京で大学生を対

象にした県内企業合同就職説明会がありまし

た。ある女子学生が「御社は『くるみん』を取

っておられますか」と聞いてきたとき、私は

「やった」と思いましたね。「今、申請中です。

絶対取りますよ」と申し上げました。このとき

に驚いたのは、「くるみん」というものが、特

に首都圏などでは女子学生がその就職のための

大きな目安、選択肢の一つにしているというの

を実感しました。

例えば１部上場の大手企業では積極的に、こ

の「くるみん」というマークを商品にプリント

して有効に使っています。「人に優しい、くる

みんマークの企業」という演出。商品にマーク

をつけて、こうしたアピールが可能なのです。

そして、そうした大手企業の人事部では名刺に

必ずこのピンクのマークを刷って優秀な人材を

獲得していると聞いています。女子学生が「く

るみん」について質問をしたとき、隣は男子学

生でしたが、その男子学生のきょとんとした顔

が非常に印象的でした。

女性社員が妊娠して出産、その後もイキイキ

と働き続けられる職場。さらに男性も堂々と━

あまり堂々と取られてもこれは人事上困ります

が、いわゆる「順番に」育児休暇が取れる職場。

そうした職場環境づくりをさらに進めていくこ

とが、長く勤め続けられる企業の条件として大

切なことだと思います。

そして今あらためて思うのはキーパーソンの

こと。それは管理職です。管理職の意識改革こ

そがよりよい社内風土、雰囲気を醸成するため

に非常に大切なポイントだと思うのです。育児

休暇を申請しようとする若手社員に対して相談

相手になるはずの管理職が引いてしまったり、

戸惑ったり、否定的な反応を示しては、円滑な

制度運用はできないだろうと思います。

一般に管理職は私の世代以上、年配の男性が

多くて、長期の育児休暇というと非常に複雑な

反応を示す人が多いようです。これはどこの企

業でもそうだと思うのですが、若い男性がどき

どきしながら、「育児休暇を取りたいのですが

…」と言っても、あるいは思っても、上司が無

愛想な顔をしたら、それではもう取得すること

は難しいですよね。まずキーパーソンの管理職

への説得、意識改革というのが大切だなと思い

ます。

男女に関係なく「お互いさま」という気持ち、

これがバックボーン、一番の下の土台になけれ

ばならないと思います。誰かが長期の休みを取

る、そうすると新規採用でそれを補うことは今

の雇用環境の中では各企業とも難しいわけです

から、必ずその同僚が長期休業者の仕事を肩代
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りしなければいけない状況も出てきます。「申

し訳ないね」という長期休業者を、「構わない

よ、どんどん休んでこい」と言って周囲が送り

出す。そして、帰ってきたときには長期休業者

が「さあ、私が休んだ分は取り戻すよ」と言葉

を返してあげる。こうした「お互いさま」とい

う気持ちのかけ合いが大切なのでしょう。

男性の子育てについて少し話しましょう。

少々プライベートな話になりますが、私が30

歳代のころ、同世代の父親の子育て講座、子育

て環境、そういったことをテーマに連載をしま

した。今から15年前。まだバブル崩壊前のこ

ろ。ただし、高度成長をして上へ上へと登り続

けてきた企業がふと"立ち止まった"ころでもあ

ります。初めて「週休５日制」というものが登

場し、多くの社員たちが多様な生き方に目覚め

始めた━そんな状況でしょうか。その企業戦士

たちがあらためて家庭に向かい合ったときの戸

惑い、これを連載にまとめたものです。

タイトルは「お父さん、こっち向いて」(平

成５年２月～３月、計10回)。このタイトルは

何回か迷いながら考えて付けましたが、なかな

か気に入っています。サブタイトルは「家庭回

帰の時代を迎えて」というもの。回帰というの

は少し硬い言い回しですが、「回流してきた魚

が、その体を休めにふるさとへ帰って来る」、

そんなイメージでした。この講演に先立ち、わ

が社のデータベースで連載を見てきました。も

ちろんうまい文章だとはお世辞にも言えません

が、ただ、あの当時の熱意というか、熱い思い

というのが何か伝わってきて、新鮮な刺激を覚

えました。

「お父さん、こっち向いて」第１回は、秋田

市が主催した初めての「お父さんの子育て講座」

の様子から始まります。場所は土崎公民館。夜

７時にお父さんたちが会しての新講座でした。

初めて取材したときには、まだ「連載しよう」

とは思っていませんので、単なる生ニュースの

取材ということでサツ回りのついでに、ちょっ

と骨休みに軽いニュースということで立ち寄り

ました。事件取材のときに使うでっかいカメラ

とフラッシュを持っていったわけです。午後7

時すぎ、仕事を終えたお父さんたちが次々に会

場に入ってきました。事件取材用のでかいカメ

ラでパッパッパパッとフラッシュをたきます

と、お父さんたちが一様にびくっとするわけで

す。当然ですよね。まるで事件取材の際の被疑

者、容疑者のように「顔だけは取らないでくれ」

「これ、実は同僚も上司も知らないんだ。知ら

れたら…」「女房にだまされて来ただけ」と

口々に言うのです。あのときは本当に申し訳な

いことをしました。でも、お父さんたちの戸惑

いの姿がとても印象的で、その「お父さんの子

育て講座」をずっと追ってみよう、と思ったわ

けです。

週に１回、２カ月ぐらいの講座ですから、そ

の間に大きな変化がありました。お父さんたち

の顔が少しずつ、だんだん変わっていくのです。

それがとてもよく分かる。「お父さんの子育て

サークル」というのも、この講座の中で自然に

生まれてきたことも聞いています。酒を酌み交

わしながらみんなで子育てを語ります。「女房

はずるい。子育てという、こんな素晴らしいこ

とを独り占めにしていた」と真顔で言うのです。

全く180度の変化、これを感じます。連載は

「お父さんの子育て講座」というのを皮切りに、

さまざまな父親たちのライフスタイルを紹介し

ていきました。

当時、私の長女がまだ小学校１年生、長男が

４歳。妻は会社を辞めて専業主婦になって２人

をずっとみていました。私自身は「仕事、仕事」

という言葉を免罪符のようにして、ほとんど妻

の手伝いをしたことはありませんでした。２人

のおしめを替えたことなどありません。皆さん

に怒られるかもしれませんが本当にないので

す。お風呂に入れたことは１回か２回ぐらい。

本当に申し訳ないと今、あらためて思います。

当時、お父さんたちがつぶやいていました。

「10年早く子育ての楽しさに気付いていれば

…」。まさに、私にとっても「失われた10年」、

失われた素晴らしい日々でもありました。もっ

たいないことですね。今、私が人事部という部

署にいて、しかもここでお話をするのは、神様

から「あのときの償いをしなさい」と言われて

いるのかなとも思います。運命めいたものとい

うと変な言い方ですが、ただ、私が若いころ、

自分ができなかったこと、あの素晴らしい子育

てというものを若い世代に「思い切ってやって

みろ」と言ってみたいと思います。ただ、これ

は「会社の方針」というのではありません、あ
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くまで個人の思いということにさせてくださ

い。

一部を除いて、多くの会社では依然としてま

だ、男性優位という職場状況ではないかなと思

います。女性に対するサポートというのはまだ

まだ足りないのではないかと思います。特に昨

年秋の「リーマンショック」以来の、こうした

経済環境、不況の中でなかなかワークライフバ

ランス、ハーモニーを考えるのは難しいのは確

かです。「そんな状況じゃないだろ」と言われ

るかもしれません。でも、あえて今、「これは

結構、大事ですよ」と、言ってみたいのです。

わが国、特に秋田県の雇用の大半は中小企業で

す。私どもも「300人」を切りましたので中小

企業に当たりますが、こうした中小企業の中に

はまだまだ子育て支援・制度の整備が十分じゃ

ない、進んでいないという所も多いと思います。

ただ、私ども秋田魁新報社という"古い体質"

の会社、そういった男社会のシンボルみたいな

会社がこの「くるみん」を取れたのですから、

皆さんも十分に可能だと思います。そして、あ

えて申し上げたいのは「くるみん」を取ること

が目的ではなくて、「くるみん」を取るために

何をするか、取ってからどうするかだと思いま

す。「若い世代のためにひとつやってみるか」

と立ち上がっていくという、会社ぐるみの思い

がとても必要だと思います。そうして、若い彼

らがこの制度を気持ちよく使っていくと、そう

いった会社、社会になればいいなと思います。

そして、そのバックアップをしていただきたい

のが政治、行政の力でしょう。社会ぐるみの厚

いサポートが求められます。

弊社で連載した「パパ記者　子育て１年生」

の連載を見ていただければ分かりますが、やは

り男性が、１カ月、２カ月、３カ月と育休をと

るということになりますと、経済的な不安が持

ち上がってきます。弊社の就業規則上は無給に

なってしまいます。それは国の補助金支給は

「無給」というのが前提になっているからです。

ただ、補助の額は給与の半分程度のものであり、

やはりこれでは不安になるのも当然だと思うの

です。この辺のところをプラスアルファで何か

できないのかなと思います。繰り返して申し上

げますが、こうした経済支援について、政治が

もう一つ後押しをしていただければ、多くの企

業が「男性社員の育児休暇取得」に前向きにな

れるのではないかと思います。

最後に、「くるみん」についてですが、これ

を契機に皆さんにも検討していただきたいと思

います。インターネットで検索していただけれ

ば、かわいいピンクの色のシンボルマークがす

ぐに出てまいりますので、ぜひチェックしてみ

てください。

最後まで、私の話をお聞きいただき感激して

おります。本日はどうもありがとうございまし

た。

【参考】くるみんマーク

＊次世代育成支援対策推進法では、事業主は、従業員

の子育て支援のための行動計画を策定・実施し、そ

の結果が一定の要件を満たす場合に厚生労働大臣の

認定を受けることができます。

また、認定を受けた事業主は、認定マークを商品

等につけることができます。

（厚生労働省発表『愛称「くるみん」に決定！！』平

成19年２月16日）
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渡部） 本日はご多忙のところ、多くの皆様に

ご参加いただきまして誠にありがとうございま

す。これから約１時間ワークライフバランス、

仕事と生活との調和の実現の為には何をしたら

いいのか、皆様と一緒に考えていきたいと思い

ます。

始めにあらためてこのパネルディスカッショ

ンの狙いを申し上げます。今、ワークライフバ

ランスという言葉は町中に溢れています。しか

し具体的にどうすればワークライフバランスを

実現できるのかという点になりますと、ただい

まの二人のご講演にもありましたが、なかなか

難しい事が分かります。

ここでまずは秋田の現状につきまして多面的

にさまざまな角度から見つめてみたいと思いま

す。もしワークライフバランスの実現を阻む課

題があるとすればそれは何なのか、皆さんと一

緒に探ってみたいと思います。このような目的

でパネルディスカッションを企画しました。

ここで皆さんにぜひ注目していただきたいの

は多様性、ダイバーシティという言葉です。こ

のことは藤本先生、西村様のご講演にありまし

たように、ワークライフバランスの実現のため

には不可欠の言葉です。では、最初はパネリス

トの皆様に男女共同参画に関する施策など、各

機関で実施している事業等につきまして大変恐

縮ですが、自己紹介も兼ねてお願い致します。

なお、秋田魁新報社の西村様には基調講演でお

話いただきましたので、今回は魁新報社内部の

事に限らず日頃お感じになっている事を含めて

お話いただきたいと思います。

でははじめに、秋田県生活環境文化部男女共

同参画課副主幹の元野隆史様からお願い致しま

す。

元野） あらためまして、秋田県男女共同参画

課の元野と申します。よろしくお願いします。

私は男女共同参画課に来て今年で２年目になり

ます。長い県庁生活で男女共同参画やワークラ

イフバランスは、非常に生活に密着したもので

はあるのですが、正面から向き合ったことはあ

りませんでした。ワークライフバランスという

言葉も男女共同参画課に来て初めて聞いたとい

「多様な生き方・働き方について」

Profile 渡部　育子 氏

専門は日本古代史です。男女共

同参画社会から古代を読み解くと

何がみえてくるのでしょうか？遠

い未来21世紀のはじめは男と女

の仕事と生活について国民ひとり

ひとりが考えるようになった時代

であった、と評価されることをひそ

かに期待しつつ、男と女の長い歴史を振り返っています。

Profile 元野　隆史 氏

昭和39年７月　旧田沢湖生ま

れ/平成６年４月県庁採用/平成20

年４月男女共同参画課/家族は妻

と２人の子ども（小６男、小２女）

/目標は残業ゼロ/子どもを連れて

登山やキャンプに行くのが楽しみ

/大仙市大曲在住
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う状況でした。色々と仕事を通じて、日本がこ

の男女共同参画やワークライフバランス分野に

おいて、いかに遅れているのかということを痛

感しております。

秋田県ではワークライフバランスというのを

専門としている課はありませんが、雇用の分野

から雇用労働政策課、子育ての分野から子育て

支援課、そして男女共同参画という切り口で私

の男女共同参画課と、大きくこの三つの課がワ

ークライフバランスを推進しております。

今日、皆さんにお配りの資料の中に「男女共

同参画社会の実現を目指して」（※資料１）と

いう資料がありますので、これに基づいて秋田

県の男女共同参画課の施策をご説明したいと思

います。

資料の左側に平成11年～20年度、真ん中に

平成21年度以降が書いてあります。平成20年

度までの秋田県の取り組みというのは、基盤整

備であるとか、あるいは人材育成、啓発という

ことで、どちらかというと下地の整備というこ

とに努めてきました。国の法律が出来て秋田県

の条例を作り、男女共同参画室 (課) ができて、

それから人材の育成をするなど、実に様々な取

り組みをしてきました。

しかし下地が揃ってもなかなか実践が出来て

いないという事で、平成21年度、今年度から

は実践活動の方に少し軸足を移す為、次のステ

ージへ移る事になりました。

それでは平成21年の取り組みをご覧下さい。

まず大きく三つの柱があります。一つはネット

ワークの推進ということですが、今まで県で育

成してきました秋田Ｆ・Ｆ推進委員、これはフ

ィフティー・フィフティーということでＦ・Ｆ

という名前を付けたのですが、そういう男女共

同の推進役となる方や、県内に３カ所にある男

女共同参画センター、それから市町村など色々

な人的資源を結び付けるネットワークの構築に

力を入れて地域の課題解決をもう少し頑張ろう

というのが一つ目の柱でございます。

二つ目は女性のチャレンジ支援ということ

で、女性がさらに経営の分野、あるいは政治の

分野に出て行くために必要な支援をしていこう

という事で、今年度は「頑張る女性応援セミナ

ー」というのを県でやっております。また、男

女共同参画センターでも、チャレンジセミナー

ということで様々なセミナーなど行っていま

す。

最後に三つ目としてワークライフバランスが

あります。男女共同参画課では女性の能力を活

用する為には、その基盤としてワークライフバ

ランスは欠かせないものだと考えており、現在

県内の様々な企業に対して、ワークライフバラ

ンスを推進しています。ページをめくって頂く

と、ここからはワークライフバランスの関連事

業という事で二つ掲げていますので、その内容

を説明いたします。

まず一つは、男女イキイキ職場拡大事業とい

うものです。これは男女がともにその個性と能

力を発揮して、働きやすい職場づくりをすると

いう企業と県が協定を結びまして、県がPRし、

企業に研修の機会を与えるなどの支援をしてい

こうというものです。こちらは平成17年度か

ら取り組みを始めまして昨年度末で121の事業

所と協定を結んでおります。その中には魁(新

報社)さんも入っております。この協定の要件

がおおむね30人以上という事で、小さな企業

から大きな企業、建設会社や製造業の会社とも

多く協定を結んでおります。

それで先ほど魁 (新報社) さんからお話があ

りましたが、まず、くるみん認定が最終的に目

指すべきところと思うのですが、くるみん認定

というのは要件も厳しく、それに沿った行動を

して国の認定を受けるのはなかなか大変な事で

す。そこで、グレードダウンではないのですが、

経営者の皆さんに一歩ワークライフバランスの

方に踏み出してもらおうという趣旨で行ってい

る事業です。

協定事業所にしてもらう事は、男女共同参画

推進員の設置で、これは必須です。それから女

性の能力の活用と、仕事と生活の調和、ワーク

ライフバランスです。こちらに取り組んでもら

います。そして、さらには次世代育成支援など

の計画作りという事で、くるみんに結び付けて

もらおうと思っています。くるみんに比べると

ハードルが低いですし、企業のイメージ向上な

どに結び付けばいいと思っております。

よく事業所さんを訪問しますと玄関に協定書

を掲げて、社員向けに我社ではイキイキ職場宣

言していますという事をPRしている所も多く

あり、社員のモチベーションの向上に一役買っ
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ているのではないかと思います。

それから、二つ目に裏面の男女共同参画職場

づくり事業というのがあります。こちらは県の

競争入札における資格審査に関するもので、対

象は県内の建設工事、物品供給等の会社です。

女性能力の活用や家庭と仕事の両立支援に積極

的に取り組んでいるところを、まずその報告に

応じ中身を調査して、要件を満たしたところに

対して10点の評点を付与しようという事業で

す。こちらは、対象業種は限られるのですが、

ワークライフバランスの一つのきっかけになれ

ばと思っております。20年度末までに194の事

業者に評点を付与しております。

次に別刷りでカラーのラヴィータというのが

あります。これはもう20年になるのですが、

県が平成元年に創刊した男女共同参画の情報誌

で、年に３回発行しています。この中では事業

者の紹介や、国の現在の動向はどうなのかなど

を含め、県の男女共同参画についての様々な情

報を提供しております。市町村役場や美容院、

小児科など、女性が集まりそうなところに配布

しております。

本日、中身を紹介したいのはラヴィータ７ペ

ージのインフォメーション（※資料２）という

所で、「男女の意識と生活実態調査」というの

があります。こちらは５年に一度の調査で平成

19年度の調査が最新となっています。その中

で一つお話したいのは『②調査結果の概要 (1)

性別役割分担に対する意識』という調査結果が

あります。こちらは日本もそうですが、世界で

も同じような調査をしています。この設問は、

夫は外で働き妻は家庭を守るべきである、そう

いう考えに賛成かどうかというものです。これ

に対して賛成と答えるのは昔気質と申します

か、男は仕事をすればいいという方です。反対

派はそうではなく家事も子育てもやるのだと、

そういう新しい考えの方かと思います。

その調査結果、この平成19年度は初めて秋

田県において、賛成派が 41. 2%、反対派が

44.6%と反対派が賛成派を上回り、秋田県にと

っては記念すべき年となりました。とはいって

も全国はもっと進んでおりまして、賛成が

44.8％、反対が52.1％ということで全国から見

ると少し遅れておりますが、秋田県もゆっくり

ですが性別役割分担の考えが変わってきたと言

えます。ただ、そうはいっても、世界の中では

まだまだ少数派でして、例えばアメリカでは賛

成派が20％、日本と似ている韓国でも27％足

らずです。このように日本がいかに遅れている

のかというのが分かると思います。次の調査は

平成24年なので、その結果が楽しみです。

それからもう一つご紹介したいのは、その下

の『(2) 男性の家事等への参加を進めるために

必要なこと』の問いかけに対して様々な回答が

ありますが、その一番下に『労働時間の短縮や

休暇制度を活用することで仕事以外の時間をよ

り多くしてもらうようにすること』に対して全

体で40.2％の人が必要と答えております。

年齢別に見てみますと、20代・30代になると、

男性の60％を超える方がこれを望んでおり、

ワークライフバランスに直結する事は、まず男

性の家事等への参加が必要なことでないかとい

う結果が出ております。まず秋田県の例につい

て以上です。

渡部） ありがとうございました。それでは続

きまして秋田労働局雇用均等室長の渡辺安子様

お願い致します。

渡辺） 秋田労働局雇用均等室の渡辺です。私

ども秋田労働局雇用均等室では今日のテーマで

あるワークライフバランスを進める中で、特に

仕事と育児や介護との両立支援対策を推進して

おります。

具体的には育児・介護休業制度の定着に向け

て、事業所における育児休業等の規定整備を進

め、また労働者の方から育児休業等に関する相

談を受けて行政指導などを行っております。

育児休業については各人の申し出により取得

できる制度ではありますが、実態は職場の理解

が得られず休業が取れない所がまだまだあると

思います。育児休業等を進める助成金制度など

Profile 渡辺　安子 氏

労働省婦人少年局採用/山形・

宮城婦人少年室、宮城労働基準局、

岩手・宮城労働局などの勤務を経

て、平成20年４月より現職
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が国の制度としてありますので、もし今まで育

児休業者が一人もおらずなかなか取りにくい状

況にある所がありましたら、100人以下の中小

企業に限定されるのですが、１人目の利用者の

場合には事業主に100万円の助成金が出ますの

でこのような助成金制度を利用していただき、

ぜひ一人でも育児休業の利用につながっていけ

ばと考えております。

また、育児休業が実際に利用されている所で

も利用者は女性のみで男性の利用者はほとんど

無い企業が大多数だと思います。育児休業の取

得状況は、秋田県の平成20年度の調査では女

性が89％、男性が２％となっております。国

の調査にでも女性が90.6%、男性が1.23％とい

うことですので、ほぼ同様の数字が出ておりま

す。ただ、女性の育児休業の取得状況について

はあくまでも出産後も働き続けている女性の取

得状況でして、一方では育児負担が重いという

ことで先程の藤本先生の資料にもありました

が、第一子の出産を期に仕事をお辞めになる女

性の方が６～７割ほどいると言われています。

このように仕事と育児の両立が難しいことが

少子化の一因となっています。今、少子化対策

の一環としてさまざまな取り組みがされており

ますが、事業主に対しても先ほど秋田魁新報社

様からお話がありました、次世代育成対策推進

法に基づきまして男性の働き方を含めた職場風

土の見直しを図り、労働者と子育て支援のため

の行動計画を策定し、その取り組みを進めるこ

とが求められております。

この行動計画は、現在301人以上の大企業が

策定して取り組むことが義務となっております

が、平成23年の４月から対象範囲が拡大し、

101人以上の企業も取り組みをする事が義務づ

けられます。

また、この取り組みを確実に実施する為に、

外部への公表や社内の従業員への周知が求めら

れています。そして、先程ハードルが高いとお

話がありましたが、その行動計画に定めた目標

を達成し、更に男性の育児休業の取得者がいる

などの要件を満たした場合には、「子育てをサ

ポートしている企業」、「子育て支援に積極的に

取り組んでいる企業」ということで認定を受け

て、「くるみん」マークの利用が可能となりま

す。本日、お配りしております資料の中に水色

の資料がございますが、こちらの資料の右下に

ピンクのかわいらしいマークがございます。お

くるみをイメージしたマークになっていて優し

い子育てサポートをイメージするものになって

おります。（※資料３）

秋田県内におきましてはこの「くるみん」マ

ークの認定を受けている企業が先ほどの秋田魁

新報社様を含めまして３社です。全国的にも今

年の６月末現在で700社ちょっとですので、ま

だまだ少ないというのが現状ですが、この認定

を受けたことで会社のイメージアップに繋がり

社員のモチベーションが上がったり、先ほどの

お話にもありましたが、優秀な人材確保などに

つながったという効果を聞いております。こう

いった取り組みをしていただける企業が１社で

も多くなるように私どもは日ごろから広報、啓

発等を行っています。

それからもう一つ、本日、お配りしている資

料の中に「仕事と子育てはたらくパパ、ママ応

援します」という資料をご覧下さい。（※資料

４）こちらをご覧いただくと、妊娠・出産から

育児にかかる各ステージで利用できる色々な制

度が分かりやすく載っておりますので、後ほど

参考にしていただければと思います。

それから、併せましてその資料の中に入って

おりますが、今年の６月に育児・介護休業法が

見直しをされております。この資料で分かるよ

うに、子育てをしながら働き続けることができ

るよう短時間勤務などが事業主の義務となるほ

か、男性の育児休業の取得を進めるために父親

も育児休業を取った場合には期間を１歳から１

歳２カ月まで延長できるという内容になってお

ります。

ぜひこの機会に育児休業につきましては女性

だけの制度ではなくて、男性も含めて利用でき

る制度であると再認識していただき、今後更に

男性を含めた働き方の見直しについて考えて頂

きたいと思います。

ありがとうございました。では続きま

して、秋田県中央男女共同参画センター副セン

ター長・NPO 法人いきいきFネット秋田理

事・佐藤加代子様お願いいたします。
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佐藤） 秋田の男女が対等なパートナーとして

互いに尊重しあいながら共にいきいきと活動、

活躍できる男女共同参画センターの指定管理者

として４月から仕事をしていますNPO法人い

きいきFネット秋田の佐藤加代子と申します。

ワークライフバランス・仕事と生活の調和とい

うことですが、今日はセンターの事業を紹介し

ながら、私個人も仕事と家庭のバランスで悩ん

できましたので、その事も交えてお話をしたい

と思っております。

まず足元からと思いまして、私たち秋田県中

央男女共同センターの職員の働き方ですが、

11名全員が非常勤で週３～４回の仕事をシェ

アしております。シフト制になっており、それ

ぞれ家庭生活も考えながら毎月日程を組んでい

ます。私の場合は病院通いの家族や施設入所の

親を抱えていますので、都合をつけられる働き

方で、自分たちで起業したNPO法人、自分た

ちに合った職場であると思い、個人的に大変あ

りがたく思っています。

男女共同参画センターでは、性差別をなくす

ための意識啓発、法律の周知などの学習や研修

を行いながら、あらゆるライフステージの生き

方を応援しますというスタンスで取り組んでお

ります。また、DV相談や人間関係、家族関係

の相談にも力を入れて情報の発信をしていま

す。今日の資料の中に、先月発行したハーモニ

ープラザ便りというものが入っておりますが、

その中には男女共同参画の基礎講座として五城

目町で行われた落語家さんをお呼びしての講座

の要旨なども掲げております。

本年度のワークライフバランス推進事業とし

ては12月12日にお父さんの為の絵本講座とい

うのを開催します。女性たちの間では今、絵本

の読み聞かせが流行っているようですが、絵本

は男性にとっても素晴らしい効用があるという

お話を講師の方にしていただく予定です。仕事

だけではない、父親として子どもに絵本を読ん

であげながらロールモデルとしての父親を見せ

て欲しいと思っています。このような子供との

関わり合いが子供の成長にとって非常に大事な

ことであると同時に、父親にとっては子供時代

に帰る心の遊びができるという体験により仕事

疲れのお父さんにとっても癒やしになるような

講座にしたいと思っております。

少し個人的な話を致します。実は介護の問題

ですが、私の母親が2000年にくも膜下で倒れ

まして、要介護５になりました。自宅で４年位

介護をしていましたが、私はちょうどパートで

経理事務の仕事をしていましたが、それも出来

なくなりボランティア活動も制限されるように

なりました。介護保険を目一杯使ってもショー

トステイから帰る時間には家族の誰か居なけれ

ばならず、吸引はヘルパーさんでは出来ないな

ど、本当に家族をあてにした制度であると痛感

しました。ワークライフバランスを考える上で、

この様な介護をしなくてはいけない家族を持つ

という事は大変大きな問題であると思っており

ます。

私自身辛かったのは女性が介護をすることは

当たり前だという意識、「娘が居ていいわね」

という言葉でした。そして、嫁や娘、妻、そう

いう女性に負担がかかってくることを当たり前

とする風習です。いくら娘でも心の余裕がなく

なると厳しくなります。その様な現実を知って

ほしいし、私もそうですが、多くの女性が自分

自身の中に性別役割意識を持っていて、これが

自分自身を縛っています。そのために介護うつ

になる人は大勢います。また、女性だけでなく

男性も介護の時間が必要な人もいます。シング

ルの人が親の介護をする場合、生活費に直結し

ますので、ますます深刻化してくると考えてい

ます。今後更に高齢化する秋田県の大きな課題

であると思っています。

このような話をすると時間がどんどん無くな

ってきますので、ワークライフバランスの話に

戻りますが、私は仕事というのは家族を養うの

と同時に、人々の生活を豊かにするという事に

つながっていると考えています。ワークとライ

フのバランスをとるという事は、それだけ生活

者として視点が広がり、企業にとっても商品改

善や開発など、その経験を活かせる場が広がっ

Profile 佐藤加代子 氏

1995年の北京世界女性会議後、

女性学を学び、男女共同参画社会

の実現に向けた活動を続けていま

す。
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ていくと考えています。

事実、女性の働き方に力を入れてワークライ

フバランスを取り入れている企業は業績を伸ば

しているそうです。性別役割分担は人間として

の体験や成長のチャンスを逃しており、非常に

勿体ない事であると思います。ですから、男女

共同参画社会というのは今後社会にとって本当

に必要なものだと私は考えています。これから

中央センターとしても個人の能力は多様である

というとの考えに基づいて、固定的役割の意識

解消のための講座や女性たちが自分の自信を取

り戻すためのエンパワーメント講座を繰り返

し、繰り返し行っていきたいと考えています。

先ほど魁新報社の西村さんのお話を伺いまし

て、私たちのセンターでも企業の管理職の方や、

行政の方たちの為にもそのような講座を開催し

ていきたいと思いました。以上です。

渡部） ありがとうございます。それでは秋田

魁新報社の西村様、先ほどご講演を頂戴しまし

たけれども、お話になれなかった事などお願い

いたします。

西村） 分かりました。そ

うですね…県の「男女の役

割分担アンケート」につい

てですが、私も現役の記者

時代に何度か記事にさせて

いただきました。まとめよ

うによっては、第２社会面

のトップになるぐらいの、おいしいネタなので

す。（アンケートは）もう10年ぐらい続けてお

られると思いますが、その代表的な質問が

「『夫が外で働き、妻が家庭を守る』という考え

についてどう思いますか」というもの。たぶん、

この部分が新聞の「見出し」になるでしょうね。

これまでは、「賛成」という意見が以前は多か

ったと思います。見出しは「まだまだ秋田は"

男社会"」とでもいうような見出しになるでし

ょうか。

先ほど元野さまのお話で、「反対が賛成を若

干上回った」というお話がありました。それは

もちろん、若い世代の意識が変わってきた、と

いうことですが、一方で「反対」と答えた人の

中には別の理由で「反対」としたような人もい

る気がします。つまり、こういうことです。

これは必ずしも意識だけの問題ではなくて、

経済的な面もあるだろうと思います。今の若い

世代は男女夫婦が働かなければ食べていけな

い、奥さんの収入がなければやっていけないと

いうことで、「男女とも外で働く」ということ

を選んだのではないかとも思います。

アンケートで「男女共生意識」について問う

ことはもちろん大切ですが、それよりも結婚し

たお２人が家庭を持ったときに子育ての分担を

どうするか、という現実的なことだと思います。

代わる代わる男女が育児休暇をとれるのであれ

ば生活していけるでしょう。ですから、子育て

について政治なり行政なりが最大限のサポート

をするということが具体的に、今の状況に見合

ったものではないかと思います。

そして男性のサポートということについて一

言。また、先ほどの（講話の）続きみたいにな

るのですが、「"新"お父さん講座」みたいなも

のを積極的に開催してみては…。ファザーとい

う単語に ing をつけてファザーリングという

言葉があります。ブラット・ピットという、と

てもカッコいい米国俳優がいますが、自分の赤

ちゃんを抱きながら平気で記者会見したりしま

すよね。ああいう、カッコいいお父さんたちが

増えている。自然体で子供たちに接しているラ

イフスタイルがある。そんなお父さんになる

「講座」をどんどん増やしたいものです。

例えば木村拓哉さんをお父さんのシンボルイ

メージにしてドラマを作り、若い世代が「子育

てするお父さんはカッコいい」というように意

識改革していく手もあります。そうすれば、男

性の育児休暇取得率も上がっていくのではない

でしょうか。そうすると、奥さんも気持ちがよ

くなり、家庭円満につながる。優秀な女性は思

い切って外で仕事ができるし、男性も子育てに

生きがいを見出すかもしれません。これこそ、

今回のテーマのダイバーシティであり、新しい

ライフスタイルであると思っております。

渡部） どうもありがとうございました。それ

では私ども秋田大学での男女共同参画の取り組

みについて簡単にお話いたします。お手元の資

料が２部ございますのでご覧下さい。

秋田大学では男女共同大学の推進は、現学長
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のプラン「秋田大学吉村プラン」に書いてあり

ますように最も重要な施策の一つです。そして、

もう具体的にはこの「秋田大学男女共同参画の

取り組み」をご覧いただきたいのですが、現在

秋田大学では非常勤も合わせまして約2000人

の教職員が働いております。１枚めくると教職

員のワークライフバランスを改善するための環

境・支援制度の整備とありますが、秋田大学は

大変よく制度が整っております。詳しくご覧頂

きたいのですが下の「２－２支援制度面の整備」

４) ５) ６) は、この平成20年度から実施したも

のですので簡単にご紹介いたします。

子どもの看護休暇を５日から10日とし運用

に際してはこれを時間単位で取れるようにす

る。それから、産前休暇を現在の６週間から８

週間とする。また育児参加休暇を現在の５日か

ら２週間の14日にするという新しい制度を設

けました。そして私どもがこのアクションプラ

ンが出したのが平成20年３月11日でして、実

際どの程度周知されているのかという事で、昨

年12月にアンケート調査をいたしました。と

ころが残念なことに60％の教職員は大学のア

クションプランを知らないと回答しました。

さて、ここでこのパネリストの皆さまから各

機関の施策、あるいは個人的なご意見等を頂き

ましたが、私ども秋田大学も含めましてワーク

ライフバランスを整える仕組みは整っていると

いうのがお分かりいただけたと思います。ここ

で少し焦点を絞って話しを進めたいと思いま

す。

ワークライフバランスの実現を阻む壁がある

とすればそれは何なのか。どうすればこの壁を

打ち破ることができるのか。ただいまのパネリ

ストの皆様、あるいはご講演をいただきました

お二人の先生方からもある程度の答えは頂きま

したが、改めて皆様と一緒に考えていきたいと

思います。

ここで、まず私ども秋田大学の例からお話し

ます。秋田大学ではアンケート調査の結果

60％の教職員が半年位ではまだ周知していな

かったということが分かりました。ですから今

後の取り組みはこれを周知徹底するという事が

必要です。また同じアンケート調査で、これだ

け整った育児・介護等の休業を利用しやすい

か・しにくいかという項目があり、育児休業で

は利用しやすいと回答した教職員が24％で、

利用しにくいと回答された教職員が25％と上

回っています。介護ではなんと41％の教職員

が利用しにくいと回答しております。これは介

護部分休業でも同じデータが出ております。

詳細は現在分析中ですが、同時に休業取得、

あるいは勤務時間や仕事に関する相談窓口の必

要はどうかという項目も調査した結果、この相

談窓口が必要かどうかという項目では85％の

教職員が必要だと回答しました。つまり、個人

のニーズにあった、合わせた柔軟な支援を求め

ているということがこのアンケート調査の結果

分かりました。実はこのアンケート調査は回収

率76％と大変良い回収率でしたので、私ども

としては、現在確かに休業取得しにくい雰囲気

ではあるが、相談窓口の設置等の柔軟な支援を

行えば一歩前進出来るという感触は得ておりま

す。

さらに嬉しい事に、先ほどご紹介した育児参

加時間・看護休暇を平成20年度に早速取得し

た教職員がいました。看護休暇取得者は15人

でそのうち男性が12人でした。また育児参加

時間も６人の男性が取得しています。この時間

単位で取得する事は一つの柔軟なやり方で、秋

田では職場と家が比較的近く時間単位で取得す

る事でこのライフワークバランスが両立しやす

いのではないかと私どもは考えております。

秋田大学の事例を紹介致しましたが、ただい

まご紹介したことに対しパネリストの皆様に一

言ずつコメントを頂きたいと思います。元野様

お願いします。

元野） 一言と言われたのですが、ワークライ

フバランスを進める上でのポイントは三つある

と思います。まず一つがワークライフバランス

の言葉や取り組みについての認知度がまだまだ

低く、内容も言葉も知っている人は１割ぐらい

という現状です。まずそれを、どんどん広げて

いく必要があると思います。行政としても色々

広報はしていますが、まず魁新報社様やマスコ

ミの方にもどんどん紹介していただければと思

います。

それから二つ目のポイントは、経営者の考え

を変えるということです。経営戦略として、ワ

ークライフバランスはこれから取り組んでいか
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ないと会社は衰退していくというような話もよ

く聞きます。まず経営者が自らの事として取り

組んでいただきたいのです。その取り組みのき

っかけを与える為に行政として何をするべきか

が一つ重要な課題ですので、そこを我々は研究

していかなければと思います。

それからポイントの三つ目は先程のお話から

もよく出ていますが、男性の働き方を変えると

いう事です。魁(新報社)の西村さんからこんな

楽しい子育てをなぜしなかったのかというお話

がありましたが、子育てや更に家事なども男性

も関心を持ってもらい仕事以外の関心を見つけ

てワークライフの方を充実してもらいたいと思

います。

まずその三つがポイントかと思います。

渡部） ありがとうございました。渡辺様はい

かがですか。

渡辺） 今、元野さんから男性の働き方を変え

るというお話がありましたので私どもに関連す

るものとしてお話いたしますが、育児・介護休

業法というと休業制度が前面に出ており、長期

にお休みを取るイメージが強いのですが、この

法律は、渡部先生の方からご紹介のあった看護

休暇制度、それから時間外労働や深夜業を制限

するといった制度も法律で定められておりま

す。

ですから、休業は取らずに働きながらこうい

った制度をうまく使って仕事と育児・介護等を

両立する事も可能ですので、あわせて活用して

いただければ大変ありがたいです。

渡部） ありがとうございます。佐藤様はいか

がですか。

佐藤） 私は制度と意識というのが車の両輪だ

と思っています。現在北欧ではやっております

が、例えば男性の育児休業を従業員10人以上

の会社は必ず取るという様な制度が日本にもき

ちんとした法律として出来ればいいと思ってい

ます。

その時に大事なことは、休業した人に対して

「あの人は得をしている」とか、「あの人の代わ

りはどうするのか」などの了見の狭い考え方で

はなく、会社全体が社員皆さんの子供を一緒に

育てているという気持ちを持って自分たちも社

会の、次世代の子供を育てていると考えて欲し

いです。それともう一つ、とても大事なことだ

と思うのですが、今の私達大人の働き方が若い

人達にどのように映っているかという事です。

お母さん達たちに、20年後この赤ちゃん達が

大人になって家庭を作る時に、どんな家庭にな

って欲しいかと思ったら、まず自分達の生き方

をもう１回考えてみるといいのではないかと、

よく話をします。私達がそのモデルとなるよう

な働き方、生活をしていければと思いますし、

センターも頑張っていきたいと考えています。

渡部） ありがとうございます。西村様はいか

がですか。

西村） ワークライフバランスの推進を阻害す

るもの、それは「気兼ね」ではないでしょうか。

「気兼ねする子どもたち」という、県内教育者

が書いた興味深い本がありましたが、まさに

「気兼ねしすぎる」ということです。

例えば弊社では今、編集局の２人の女性記者

が育休を取っています。もうすぐ３人目が休暇

を取るでしょう。いずれも１年以上の長期休暇

です。高度成長時代、好景気の時代でしたら、

すぐに代替の方を雇用できるのでしょうが、今、

それは難しいことです。ですから、実際に育児

休暇を取ろうと考える女性たちが一番悩んでい

るのは「同僚に迷惑が掛かる」ということ、つ

まり「同僚への気兼ね」なんです。「私たちが

いなくなった分、残された同僚は２倍働くこと

になる」、そうした思いがあるのです。

「お互いさま」という気持ち、それにあふれ

た社内風土が必要でしょう。育児休暇を取る人

が、他の同僚に「あなたが今度取るときは、私

に任せて」と気軽に言える風土であれば理想で

すが、それはなかなか難しいことです。

「気兼ね」ともう一つは、休業中の「経済的

な不安」。こちらについても、国や自治体、政

治が積極的に経済支援をしていただきたいと思

います。

渡部） ありがとうございます。ワークライフ

バランスを阻む壁は「気兼ね」。つまり自分自
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身の気持ちが壁になっているのではないかとい

う西村様からのご指摘でした。ありがとうござ

います。

ここで会場の皆様から何か今日のシンポジウ

ムでお感じになりましたこと、あるいはご自身

や、ご自分の身近で共同参画推進を行っている

ことの紹介など何でも結構です。ご発言してい

ただける方は恐れ入りますが挙手をお願いいた

します。

会場女性） 私は、今介護福祉施設で働いてい

ます。私の大変さから感じた事があります。や

はり若い人は意識的にはどんどん取りなさいと

いう雰囲気はあるのですが、実際には若い人は

共働きでないと生活が成り立っていきません。

もし片一方が育休を取れば収入が本当に減って

しまいます。お金で買えないことを沢山経験す

るからと言えばいいのですが、やはり現実には

介護の世界は本当に厳しく生活が出来ないから

育休が取れないという事が現実にあります。本

日内閣府の方がいらっしゃいますので、ぜひ国

の施策としても頑張ってほしいと思っておりま

す。以上です。

渡部） ありがとうございます。少子高齢化で

ある秋田にとって介護の問題は大変重要です。

ありがとうございました。

それではお願いいたします。

会場男性） 特に法人いきいきFネット秋田理

事の佐藤様と、魁新報の西村様、それから本日

参加の女性の方にお伺いしたいと思います。今

日はこのようなコンパクトにまとまったシンポ

ジウムで非常によく理解できました。しかし、

様々な条件が良くなり、クリアされてきて本当

にいい条件を獲得した時に、その与えられた可

能性を十分駆使出来るのでしょうか。

先程、西村様は優秀な若い人達も入ってきて

いますというふうにお話されましたが、本当に

その人達がそういう能力を発揮出来るものなの

でしょうか。私は若いときにノルウェーに留学

したので北欧の状況はある程度知っています。

それで女性が自信を持っていきいきとして生き

ていく社会の良さはよく分かります。ですが、

少しその辺がいつも気になりますので、女性の

側の内面の変革の必要性等があれば教えていた

だければありがたいです。

渡部） それでは西村様からお願いいたします。

西村） 私は大丈夫だと思います。講話の中で、

首都圏で行った県の就職合同説明会のときのお

話をしましたが、最近の傾向を見れば、間違い

なく女性たちのモチベーションは高いですし、

その能力も優れています。

就職面談のとき、「給与条件、定休」などを

聞いてくる男子学生が多いのですが、女子学生

たちは「記者としてのやりがい」、「最近の政治

や重大事件への対応」などについて、「私はこ

う思うのですが…」と前置きしながら積極的に

質問してくる人が増えている、ということを興

味深く感じています。

実際に女性記者は増えています。男性記者と

同じく、サツ（警察）回りについてバリバリ働

いています。そして、女性ならではの視点を生

かした記事をモノにしています。そうした意味

で、彼女たちは今の強力な戦力であり、今後と

も間違いなく素晴らしい人材が来るだろうと、

私は前向きに考えています。

渡部） ありがとうございます。では、佐藤様

ご指名がありましたのでお願いいたします。

佐藤） はい。私も結論から言うと大丈夫だと

思います。女性も本当に多様な個性を持ち色ん

な方がいます。先ほどジェンダー指数の資料も

ありましたが、日本の女性は本当に能力の高い

人達が沢山います。しかしそれが活かされてい

ない現実があるのではないかと思います。男性

も女性も様々な方がいて、色々な能力や可能性

は、性別によるものではなくそれぞれが違うと

いう視点を持っていく事が大事だと考えており

ます。

渡部） ありがとうございます。それでは次の

方、お願いいたします。

会場男性） 都会では待機児童という問題がよ

く出ます。秋田県の場合も待機児童というのが

実際に起きているのかどうかという点と、もう

一つは病児保育というのを実際に開設している
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例があるかどうか、この二点をお聞きしたいの

ですが、元野様か渡辺様にお伺いできますか。

渡部） では、渡辺様お願いします。

渡辺） 私どもは厚生労働省ですが、労働関係

の出先機関という事で正確なデータではござい

ませんが、秋田市等におきまして待機児童は一

定数いると聞いております。

それから病児保育ですが、病後児保育は秋田市

内で何カ所かで行っておりますが、認可保育所

では病児保育そのものはやっていないと記憶を

しています。

渡部） ありがとうございます。では、お願い

します。

会場女性） 今私は現場の方で県の寄附講座の

方で勤務しておりますが、総合地域医療推進講

座の方で女性医師の支援という事で仕事をして

おります。先程の病児保育の件ですが、病後児

保育室は今、市内の日赤病院の乳児園と、青空

保育園で行われています。秋田大学でも病児保

育を検討しています。また、現場の声というこ

とで気が付いたことが２～３ありましたので提

供させていただきます。

一つはやはり今、ロールモデルというか、こ

うしたらいいという目標内容が、女性に見えて

こないという難点があると思います。他の職種

でも同じだと思いますが、女性医師でも子育て

をしながら仕事を続けるにはこうすれば良いと

いうイメージが学生や先生の前にはなかなか浮

かび上がってこないという問題点があり、ほか

の職種でも同じだと思いますが、そういう女性

医師の方達がどんどん発言しアドバイスをし

て、ロールモデルがはっきりすると不安を持た

ずに仕事を続ける事が出来ると思いますので、

そのような情報を得られる機会を増やしていた

だければと思います。

それからもう一点、先ほど西村さんの方から

現場での気兼ねというお話がありました。やは

り医療の現場も新聞社と同じで、何があっても

時間とか関係なく仕事しなければならない状態

です。女性の先生が仕事を辞めずに復帰した場

合の制度や、夜の勤務を免除して続けていくと

いう制度が出ており、そういう制度を利用する

先生が増えてきているのですが、実際にはやは

り当直を免除されるとほかの人の当直の回数が

増えて負担が大きくなります。男性の先生や独

身の女性もそうですが、お子さんが比較的大き

な女性の先生の負担も増えるという意味では、

やはりそういったところで負担が増えた方のサ

ポートというか、そういう方がどうしたら楽に

なるか。

日中体制が充実した分、当直明けのお休みが

増えるなど何かしら実際に、変な言い方メリッ

トが無いと難しいと思います。お互いさまとい

う話がありましたが、自分がお互いさまをいつ

受けられるか分からない状態でサポートし続け

るというのはやはり難しいと思います。負担の

増えた方のサポートが出来る状況であればとも

っと職場で支えあうような気運が高まるのでは

ないかと思いましたので発言させていただきま

した。

渡部） ありがとうございます。まさに核心を

ついた個人の意識と、制度面のご指摘ありがと

うございました。

もう一人だけお願いいたします。

会場女性） 先ほど佐藤さまが制度と意識が車

の両輪だということをおっしゃったのですが、

それは理解も必要だと思います。育児短時間勤

務、これを取りやすい環境を急いで整備するべ

きだと思います。

私は育休明けで４月から勤めています。育児

短時間勤務を週２日間取る予定でしたが、実際

は取れません。しかも片道２時間かかる所を勤

務地にされました。実際まだ理解が非常に不足

していると思いますので、ぜひ育児短時間勤務
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制度の取りやすい環境づくりをお願いします。

私は育休復帰と同時に今の状況では二人目(の

子供)は残念ながら諦めなくてはいけないと思

いました。

渡部） 生活者の視点として大変貴重なご意見

ありがとうございました。まだまだ沢山ご意見

があると思いますが、時間の限りもありますの

でここでまとめたいと思います。

まず、本日ワークライフバランスのための制

度はかなり整備されていることが分かりまし

た。ですから、ワークライフバランスを実現す

るために、まず目新しいことを仰々しくする必

要はないということも分かりました。

ただし、最後の方のご発言のようにワークラ

イフバランスというのはまさにこのオーダーメ

イド、休業の取得の仕方にしても一人ひとり抱

えてる事情は違うわけです。それから女性医師

の支援をされている方の発言にもありました

が、この多様なライフスタイルに合わせて職場

ももっと柔軟でなければいけないという事で

す。もう一つがもっと柔軟な支援をするために

は職場、あるいは行政を含めて今後どうすれば

いいのかが課題だと思います。ただし、まずは

ワークライフバランスを実現するために、それ

を阻む壁があるとすればそれは自分自身、一歩

踏み出す勇気、まず自分が変わり、そのことで

周りを変える。そのことが職場を変え、あるい

は社会も国も変えていくと思います。つまりワ

ークライフバランスを阻む壁を打ち破ることが

できるのです。そのときにまず一歩踏み出す勇

気が必要です。

本日のシンポジウムでは介護の問題、病児保

育の問題、またそのような休業を取得するため

に周りに与える影響、たくさん出てきました。

だからこそワークライフバランスの実現のため

にはダイバーシティ、多様性を尊重する姿勢が

大切だと思います。ワークライフバランスとい

うのはオーダーメイドです。多様な生き方、働

き方を選択できる社会はすべての人の幸福につ

ながると考えられます。

最後、本日はご講演の二人の先生方、パネリ

ストの皆様、そして会場の皆様のおかげで非常

に大きな収穫を得ることができたと考えており

ます。長時間ありがとうございました。

司会） 以上をもちまして内閣府男女共同参画

推進連携会議、秋田大学と３社共催による男女

共同シンポジウムを終了いたします。本日はお

忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうござ

いました。

（了）

＊育児介護休業法の改正

近年、長時間労働やサービス残業によって

労働者たちの家庭参加はますます困難になり

つつある。このような職場環境において育児

介護休業制度を利用することは、同僚に迷惑

をかけるのではないかという気兼ねや、上司

から不利益な取り扱いをされるのではないか

という懸念から高いハードルとなっている。

今回の改正では、育児介護休業制度を利用し

やすい職場環境を作るため、働き方の見直し

をはかった。少子化への歯止めのさらなる一

歩となることを期待したい。

＊
●

●

＊
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［La Vita (ラヴィータ) 秋田県男女参画情報誌］
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出典及び配布者資　　料　　名

ハーモニープラザだより 秋田県中央男女共同参画センター

秋田県中央男女共同参画センター　ハーモニープラザ　(パンフレット） 秋田県中央男女共同参画センター
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プログラム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

形　　　　　式

対　　象　　者

来　　場　　者

周　知　方　法

実　　施　　者

関連サブテーマ

内　　　　容

効果、問題点

反　省　事　項

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援in秋田

2009年12月16日(水) 14：00～16：00

秋田大学　工学資源学部1号館　３F 共－302

模擬講座

展示物：パネル

大学生、大学教職員

人数：15名、（内訳　教職員：９名　学生：６名）

ポスター・チラシ配布、学内ポータル

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部育子

女性の理工系研究者数の増加を目的として実施した。

１．工学資源学部電気電子工学科　山口留美子准教授「液晶と偏光の魅力」講

義

２．機械工学専攻博士前期課程2年　吉原未紗「カワイイは測れる？」講義

３．地球資源学専攻博士前期課程2年　 木泉美「CO2を地下に入れてみよ

う！！」講義

教員や大学生の意識啓発につながった。

告知・周知が十分ではなく、参加者が少なかった。今後は、早めの告知と周知

方法の改善を行う。

特になし
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プログラム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

形　　　　　式

対　　象　　者

来　　場　　者

周　知　方　法

実 施 者

関連サブテーマ

内　　　　　容

効果、問題点

反 省 事 項

特 記 事 項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援in秋田

2009年12月23日(水) 13：30～16：00

カレッジプラザ

一般公開

展示物：パネル

学生　中学・高校）

人数：35名、 内訳　中学生：７名　高校生：22名　教職員：６名）

新聞　メディア取材　プレスリリース　HP, 

その他　県内の中学・高校にポスター・チラシを送付と訪問案内）

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部育子

女性の理工系研究者数の増加を目的として実施した。

１．工学資源学部電気電子工学科　山口留美子准教授　液晶と偏光の魅力」講

義

２．機械工学専攻博士前期課程２年　吉原未紗　カワイイは測れる？」講義

３．地球資源学専攻博士前期課程２年　 木泉美　CO2を地下に入れてみよ

う！！」講義

県内中高生約30名の参加があり、工学についての興味関心を深め、研究者と

の交流を図った。県内の中学・高校に秋田大学の取り組みの周知が図られた。

今後の継続により、より大きな効果が期待される。アンケート調査の結果も好

評であった。

秋田県内の交通事情等により、県北や県南地区においても分散開催する検討

の必要があると感じた。

内容等についてはアンケート調査の結果を参考に今後のあり方について検討す

る。

特になし
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講師：山口　留美子 准教授（工学資源学部　電気電子工学科）

電気電子工学科で准教授をしております山口

と申します。

今、液晶テレビが皆さんの家庭にもあるかと

思いますが、実際の液晶を見る機会はほとんど

ないと思いますので、きょう皆さんに、この液

晶の実物を見てもらいたいと思います。それか

ら、液晶テレビや皆さんの携帯電話の画面のと

ころですが、実はこれは偏光板というのが貼っ

てあります。この偏光板というものを使わない

と、実は液晶テレビというのは何も見えません。

きょうは　液晶と偏光の魅力」ということで、

これから１時間弱、皆さんにお話をしたいと思

います。また、簡単な実験も行います。それか

ら偏光と言いましたが、偏光板を使うとどうい

うおもしろいことができるのか、偏光とは実際

どういうものなのかということを実感してもら

いたと思います。

では最初に、液晶という言葉は知っています

か。この液晶の　液」というのは液体の液とい

う意味です。それから液晶の　晶」の字という

のは、結晶の　晶」からとっています。「流れ

る結晶」という言い方をされることもありまし

た。液体の一番の特徴は流れることです。結晶

というと、普通は塩とかダイヤモンドなどのよ

うに、かたくて固体と言われているものですが、

結晶だけれども流れるという、わかりにくいも

のです。

英語ではこれを本当に液体の液 Liquid、そ

れから結晶の晶で Crystal。Liquid Crystal

と呼んでいます。よくこの頭文字をとって

「LC」と書かれているので、例えば液晶テレビ

だと LCTV と略されます。あとはノートパソ

コンやデスクトップパソコンにも、ほとんど液

晶表示素子が使われています。普通のブラウン

管方式のテレビはほとんどなくなったので、そ

のときに　LCD」と略して書かれるのは、こ

れは Liquid Crystal Display の略になってい

ます。

一方、皆さんはこれまで理科の時間や化学の

時間に、物質の三態という言葉を習ってきたと

思います。この物質の三態というのは、物質は

温度によって、固体と液体と気体のいずれかの

状態をとると教科書には書いてありました。

でも、実際は固体でもなく、液体でもなく、

気体でもなく、この中間の“状態”をとるとい

うのが実はあるのです。液晶もその状態の一つ

です。この“状態”を英語では phase と呼ん

でいます。液晶という言葉は、固体の状態と液

体の状態の中間にあらわれる phase を示す意

味で使われることもあります。

液晶状態が現れる物質は、固体、液晶、液体、

気体と、四つ持っていることになるのです。だ

からこれは物質の四態になりますが、世の中に

は五態とか六態とか、たくさん持っている物質

も実はあります。

ということで、実際の液晶は２度融ける、逆

の言い方をすると２度凍る特徴があります。ど

ういうことかというと、普通の状態であれば、

結晶は固体。例えば氷があります。氷が融ける

と普通は水になり、液体になります。凍ると液

体が固体、氷になる。結晶ですので、分子や原

子が規則正しく並んでいます。これが勝手に動

くこともないわけです。
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では一方、液体はというと、分子や原子がラ

ンダムに、ばらばらに並んでいて、それも自由

にこの中で動くことができます。ですので、傾

けると水面　液面）が傾いていることが起こる

わけです。

では、２回融けるというのは、固まっている

ものが融けて液晶の状態をとって、また融けて

液体状態になるということです。ではこの液晶

状態では、実際に分子や原子がどのように並ん

でいるか。

液晶分子というのは細長い形をしています。

化学構造式でみると、Ｃが炭素、Ｈが水素で、

Ｎが窒素分子で、ちょっと細長い形で科学結合

をしている特徴を持っています。この細長い形

をした分子が規則正しく並んでいると結晶で

す。１回融けて液晶、２回目に融けるとようや

く液体になって、そのとき分子はばらばらに並

んでいます。では、液晶はどういう並び方をし

ているのかというと、長い方向が一方向にそろ

って並んでいるけれども、分子の重心の位置は

ばらばらになっています。固まっていないので、

重心位置を自由に変えることができます。つま

り流れることができるということです。

では、液晶の実物を実際に観察してみましょ

う。皆さんに瓶の中に入っている液晶を見ても

らいます。この液晶は、冷蔵庫の中では凍って

結晶状態になっています。室温で融けて液晶状

態を示し、乳白色になっていて、35度以上で

融けて液体になります。ドライヤーで温めると

簡単に融けます。融かしたり凍らせたりという

ことができるので、それをやってみたいと思い

ます。

実際にはどのように見えるかというと、固ま

っている状態では逆さまにしても落ちてきませ

んが、温度を上げていくと、少し融けて凍って

いる液晶と融けた液晶が両方みられます。これ

が完全に液晶状態になって、液体のように流れ

ることができるので、瓶を傾けると液面も傾き

ます。これをもう１回融かしましょう。少し融

けて透明になった液体状態とまだ乳白色の液晶

状態が両方みられます。水の上に氷が浮かんで

いるようなものをイメージしてください。ここ

に液晶という氷があって、さらに液体という水

がある形になっています。ですからよく注意し

て観察するとおもしろいことが見えると思いま

す。一見、液体のように見えるけれども、融け
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て凍って、また融けて凍ってというところを実

際に見て、実感してもらいたいと思います。

どちらも液体のように流れますが、液晶状態で

は白くて、液体状態になると透明になります。

どうして液晶だと白くて、液体だと透明になる

のでしょうか。考えてみたいと思います。

今、雪が降っていますが、雪は白いけれど、白

い色がついているわけではありません。雪は融

けると透明な水になります。実はそれと同じな

のです。雪は水の結晶です。水の分子の結晶で

す。雪が白いのは光が散乱して白く見えている

のです。液晶の　晶」の字が結晶だということ

は、結晶としての性質を持っているため、光が

散乱をして白く見えます。

さて、皆さんが持っている液晶は、液晶テレ

ビとか携帯電話の液晶画面のところです。そこ

には偏光板が貼ってあります。偏光板がないと、

実は液晶画面は何も見えません。

ところで、この偏光板の　偏光」とは何かと

いうことを、これから皆さんにお話ししたいと

思います。偏光、そもそも光とは何かというこ

とになりますが、光を正確に表現すると、“電

磁波”となります。

皆さんはラジオや携帯電話をよく使うと思いま

す。ラジオの電波とか携帯の電波という言い方

をしますが、電波も正確に言うとこれも電磁波

となります。実は光も電波も同じ種類の　波

（は）」というのがついています。波ということ

になります。

では　波」は何かというと、最初に思い浮か

べるのは海の波です。海の波、水面の波という

のは、水位が上下しているということを波とい

いますね。電磁波の波は、電気の波。つまり電

位、電圧が上下していると表現できます。

「上下している」という言葉を　振動してい

る」という言い方に変えます。例えばお風呂で

ちゃぷちゃぷと波をつくると、大体１秒間に１

～２回ぐらい振動するような波をつくることが

できます。ではラジオのような電波、電磁波は

１秒間にどのくらい振動しているかというと、

１秒間に約100万回です。ラジオの周波数を合

わせるときに、何々放送局の何メガヘルツなど

と言っているのは、ここの100万回振動してい

ることを表現している部分です。

では携帯電話の電波はというと、１秒間に

10億回。だからラジオの1000倍くらい多い数

で振動しています。ラジオの電波も光も同じ電

磁波だと言いましたが、光は何回ぐらい振動し

ているのかというと、１秒間に500兆回ぐらい

も振動しているのです。ですので、同じ電磁波

といっても、光はラジオの電波の50万倍ぐら

いも多く振動している電気的な波で、これが光

の正体になります。

あまりにも振動の回数が500兆回とか多いの

で、光の場合は波長で表します。波長というと、

波の波頭から波頭までの距離で言います。光に

は赤、緑、青とありますが、これは波長の長さ
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が違います。青の0.45マイクロメートルです。

これよりも波長が短くなり0.3マイクロメート

ルぐらいになるとお肌の大敵の紫外線になりま

す。赤の光は0.65マイクロメートルくらいです。

それよりも波長がもっと長くなり１ミクロンと

か２ミクロンになると，赤外線と呼ばれます。

マイクロメーターというのは１ミリの1,000

分の１です。家庭用のラップのフィルムの厚さ

は10ミクロンぐらいです。だから、それの20

分の１ぐらいがこの光の波長の長さになりま

す。ちなみにラジオの電波というのは波長が

300メートル。携帯電話の電波になると約30セ

ンチになります。

波というと波線の図を書いて説明してきまし

たが、このような震動しかないのでしょうか。

実はいろいろな震動のしかたがあります。ヒン

トとして新体操のリボンでつくっている波を考

えてください。

リボンを縦や横に振って波を作る演技があり

ます。リボンの先の動きに注目すると、この手

の動きがちょうど一直線上を動いています。実

は波もこのように振動していて、このような震

動をしている光のことを　直線偏光」と呼びま

す。

それから、こういう螺旋を描く演技もよくし

ます。リボンを動かしたときのリボンの先端は

マルだったり、細長い楕円だったりします。こ

のような振動する光のことを　円偏光」あるい

は　楕円偏光」と言います。偏光というのは、

波の震動のしかたが円になったり、直線になっ

たりするときに、“光が偏っている”、“偏光し

ている”と言います。

では、太陽や蛍光灯から出てくる光はどうな

っているのでしょうか。これらは実は偏光して

いません。それを　無偏光」といいますが、光

の方向や形がぐちゃぐちゃになって、あちこち

行ったりしているという感じが無偏光になりま

す。直線偏光と楕円偏光が瞬時に切りかわって

いる、非常に短い時間でいろんな偏光状態をと

りながら私たちの所に光が届いている、そのよ

うに考えてください。無偏光の記号は、矢印が

あちこち向いている記号で書きます。
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初めのほうで、「液晶テレビは偏光板を使っ

ています」と言いましたが、この偏光板は何を

する板なのでしょうか。それをこれから皆さん

に見てもらいたいと思います。皆さんに小さく

切った偏光板を渡しますので、これでいろいろ

な実験をして、観察をしてみたいと思います。

今見てもらったことを整理すると、偏光板は

特定の方向に振動する光を通す板、言い方を変

えると、直線偏光を作り出す板のことです。例

えば、蛍光灯から出ているのは無偏光と言いま

した。実はお渡しした偏光板を長方形に切って

あるのは、長い辺の方向に振動する光が皆さん

のところに出てくるようになっています。無偏

光の光が偏光板を通ったとき、長い方向に振動

する光が出てくるということは、逆に、短い方

向に振動している光をこの板は全部吸収するよ

うにできているということです。だから、吸収

されて残った振動が出てくるような板になって

います。ちょうど半分くらいの光を通して半分

は吸収しているので、中間の灰色の色をしてい

ます。

では直線偏光が入ってきたらどうなるかとい

うと、偏光軸が縦にそろっていれば吸収されな

いので、全部出てきます。けれども、この軸が

横を向いていると、この光はこの偏光板に全部

吸収されて出てきません。これが偏光板の仕事

ということになります。

したがって、２枚重ねたときに長い方向をそ

ろえると光が通ってきますが、傾けると半分く

らいに暗くなり、完全に垂直に重ねると、ほと

んど光が出てこないというのは、先ほどの理由

によります。

先ほど、円偏光というのがあると言いました

が、では円偏光が偏光板を通ってきたときには

どうなるのかというと、やはり一部通ってきま

す。そしてこのように振動して、やはり直線偏

光になって出てきます。

直線偏光が入ってきたときは、偏光軸の方向

がこの振動方向と直交していると全部吸収され

て出てこなくなります。つまり偏光板を回すと

光が出てきたり、出てこなかったり、というこ

とを繰り返します。円偏光が入ってくると、偏

光板をどのようにぐるぐる回しても、常にある

一定の光が出てくることになります。
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１枚の偏光板で皆さんに観察してもらいまし

たが蛍光灯から出てくる光は、偏光板を回しな

がら見ても、光の量が変化するということがな

かったのは、実は円偏光が入ってきているので

はなく、無偏光、つまり偏光していない光がき

ているからということになります。

皆さんの中で「私の携帯は有機ELです」と

いう人はいますか。有機ELにはこの円偏光板

というのが使われているのです。

偏光サングラスとか偏光グラスという言葉を

聞いたことがあるかもしれません。スキーのゴ

ーグルは、偏光板を使用しているゴーグルとい

うのが多いのです。また釣りをする人は偏光サ

ングラスをよくかけます。どうしてかというと、

雪面または水面からの反射光がちらちらして見

えにくくなるのを防ぐためです。皆さんに１枚

の偏光板をのぞいていただいて、明るいところ

と暗いところを探してくださいと言いました。

床とかそれから髪の毛の反射で光の強さが変わ

ったと思いますが，実は反射光は特定の振動方

向の光を多く含んでいるため，このような現象

が起こります。

例えば太陽から来た光が水面で反射される成

分と、それから海の中まで入って魚から反射し

て出てくるものと２種類あります。釣りをする

人は魚のほうを見たいわけで、水面のきらきら

した光は邪魔なのです。偏光サングラスで反射

光に多く含まれる特定の偏光を吸収すること

で，水の中から出てくる光，つまりは魚のほう

がよく見えることになります。

最後に液晶テレビの原理を皆さんにお話しし

たいと思います。

液晶テレビとは、液晶素子を２枚の偏光板で

挟んであります。バックライトで照らされてい

る光が偏光板を通って直線偏光になり、それが

液晶を通ってくると、直線だったはずの偏光状

態が楕円になったり、いろいろ変化します。２

枚目の出口側に置いた偏光板を通ってくる光

は、どういう偏光状態になっているかというこ

とで、どのくらい光の量が抜けていくかが変わ

ってきます。

ところで、ブラウン管のテレビはブラウン管

の表面から光が直接出ています。液晶テレビと

いうのは液晶そのものが光っているわけではな

く、光を通すか通さないかという役割をしてい

るため　液晶光シャッター」という言い方をし

ています。そういう役割をするのが液晶のお仕

事なのです。

例えば、黒くなるように偏光板を重ねて、そ

の間に液晶を入れます。そうすると、偏光方向

がもし液晶を通っても偏光方向が変わらなけれ

ば、この光はこの偏光板を通ることができない

ので、そのときは黒表示、シャッターは閉じて
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いることになります。液晶を通ってきて円偏光

になったり、または直線偏光の振動している方

向がすこし斜めになったりすると、光は半分く

らい透過するようになって、グレーの表示がで

きるようになります。これをシャッターが半開

きの状態と表現しています。

最後に、皆さんが携帯電話を持っていたら、

携帯電話の画面の上にこの偏光板をのせて見て

ください。携帯電話の画面のところに確かに偏

光板を使っていることを確認するために、１枚

偏光板を上に置いて、真っ暗になるところを探

してみてください。偏光板を携帯電話の画面の

上で回すと、明るくなったり暗くなったりしま

す。確かにここには偏光板がはってあることが

わかります。

皆さんの中にはのぞき見防止のシートを張っ

ている人がいると、真っ黒になるところを探す

ことはできません。メーカーによってすこし違

いますが、斜め45度に置くとちょうど暗いと

ころと明るいところが探せます。

では、暗いところが見つかった人は、もし透明

な定規を持っていたら偏光板と携帯電話の画面

の間に定規を差し込んでください。そうすると

何が起こるかというと画面の表示がみえてきま

す。

定規と液晶というのは、実は同じような光の

性質を持っています。これを光学異方性といい

ますが、セロハンテープ、透明な定規、下敷き、

ポリ袋などプラスチックでできたものでは、液

晶と同じ光学異方性というのを持っています。

皆さんは手で定規を回しましたけれど、液晶テ

レビでは電圧をかけて細長い液晶分子を回した

りしているのです。

これで講演の話は終了ですが、私たち研究者

や教員、大学の先生はどういうことをしている

のかをご紹介いたします。

大学での主な仕事は、教育と研究です。講義

やゼミ、学生の研究指導をしたりしますが，そ

のほかにも、様々なことをしています。また、

大学の外での仕事もあります。学会や研究会で

いろいろな講演会をしたり、それから県や国の

各種委員会に所属していろいろな仕事をしてい

る場合もあります。それからこのような研究成

果の発表として、学会や国際会議への出席、研

究論文の執筆というのも重要な仕事の一つにな

ります。

以上で私の講演は終わります。ありがとうご

ざいました。
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皆さん、こんにちは。秋田大学大学院２年の

吉原未紗です。

まず初めに、簡単な自己紹介をします。私は

現在、工学資源学研究科というところで、機械

について勉強をしています。なぜ機械を勉強し

ているかというと、実は皆さんと同じ高校生の

ころになんとなく気象予報士になりたいなと思

っていました。いわゆるお天気お姉さんです。

ですので、大学では気象について勉強しようと

考えていました。受験シーズンになり、願書を

書いていました。そのとき、たまたま見ていた

テレビに江戸時代のからくり人形が特集されて

いたのです。皆さんはからくり人形を見たこと

がありますか。江戸時代の茶運び人形というも

ので、ぜんまいを回すと、お茶を持ってきてく

れる人形です。このかわいい人形に、私は一目

ぼれをしまして、これをつくってみたいと思っ

たのです。からくりというのは機械かな。それ

なら機械工学を勉強してみよう。このような単

純ないきさつで、今、機械について勉強をして

います。

きょうは私が、普段大学で研究していること

について、皆さんに紹介します。

私たちはものを見たときに、「かわいい」と

か「かっこいい」とか感性を感じます。例えば

この２つのイラストは髪型が違いますが、どち

らがいいと

思いますか。

ところで、皆さんは髪型で失敗したことはあ

りませんか。ちなみに私は何回もあります。そ

のたびに、「髪を切る前にその髪型がいいか、

おかしいのかわかれば、こんな失敗しなくてい

いのに」といつも思っていました。だとしたら、

これは予測できないのでしょうか。

では、どのように予測するのか。私たちは、

ものを目で見て、「良い」とか「おかしい」と

いう感性を感じます。であれば、目に注目した

ら「良い」とか「おかしい」が予測できるので

はないか、こんなふうに考えました。目でもの

を見ることは、実は奥が深いのです。

こちらは、目の断面図です。
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目はものの情報を光として受け取ります。光

として情報が目に入ってくると、その情報は目

のいろいろなところを通り網膜へ到達します。

そしてその情報は、網膜から視神経へ送られて、

最終的に脳に到達します。そして脳でその情報

をキャッチして、ようやく私たちは「見えた」

と感じることができるのです。しかし、これだ

けでは私たちはものの形をきちんととらえるこ

とができないのです。

それでは目で生じる現象の一つ、錯覚を少し

だけ体験してみましょう。皆さんに資料が配付

されていると思いますので、ご覧ください。

まず最初です。これは有名な錯覚図形です。

（以降の錯覚図形はニュートン別冊　北岡明佳

著「錯視完全図解：脳はなぜだまされるのか？」

出版2007/9/27 をもとに作成）

多分、皆さんも１回くらいは見たことがある

と思います。２つ矢印がありますが、どちらの

矢印の方が長く見えるでしょうか。多分、上の

矢印の方が長く見えたのではないかと思いま

す。でも実はこれ、２つとも同じ長さです。これ

は Myller lyer が発見した錯視で Myller lyer

錯視と呼ばれています。

では次です。黒いブロックがありますが、こ

のブロックの中の角の部分は白いはずなのに、

黒くぼんやりとしたものが見えないでしょう

か。（Hermann Grid錯視）

では次です。格子の交点に白いドットがある

のですが、このドットの中にさらに黒いドット

がちらちらと現れては消えないでしょうか。

（scintillating grid 錯視）

じゃあ次です。４つハートがあります。どの

ハートが一番明るく見えるでしょうか。おそら

く皆さんから向かって一番右側のハートが明る

く見えて、左側に行くに従って暗く見えると思

います。でも、実はこれ全部同じ明るさなので

す。（明るさの対比）

次はただの２つの正方形なのですが、次のペ

ージになると正方形がゆがんだ形に見えません
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か。四方から押されてへこんだ形に見えると思

います。（オービンソン錯視）

次は平行線がたくさんあります。でも、次の

ページを見ると、平行線が平行ではなく、ゆが

んで見えませんか。（カフェウォール錯視）

次は一直線に並んだ文字列です。でも次のペ

ージを見ると、文字列の並びが斜めになって見

えませんか。（文字列が傾いて見える錯視）

錯覚の体験はこれで終わりです。どうでした

か。ところで、錯覚はなぜ生じるのでしょうか。

脳がだまされる、目の構造と関係がある、私た

ちの心理と関係があるといったいろいろなこと

が原因として考えられています。ここでは目の

構造と関係があることについて見ていきます。

こちらは先ほどもごらんいただいた目の断面

図です。目はものの情報を光として受け取り、

そして光として情報を受け取ると、その光の情

報は目のいろいろなところを通り、網膜に到達

します。そして、その情報は網膜から視神経へ

と伝えられ、最終的に脳に到達します。そして

脳でその情報をキャッチして、ようやく私たち

は　見えた」と感じることができます。

でも、これだけでは私たちはものの形をきち

んととらえることはできなくて、そのままの形

としてとらえるためには、光として情報が伝達

していく間に、いろいろなところで情報の処理

や整理が行われて、初めて私たちはものの形を

とらえることができると話ました。

では、この情報の処理や整理は、一体どこで
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行われているのでしょうか。それはこの網膜で

最初に行われています。そしてさらに脳でもそ

の情報が処理や整理がされているのです。とい

うことは、網膜の処理や整理の段階で間違って

しまうと、その間違った情報が脳に送られてい

ってしまい、錯覚が起きてしまうのです。

それでは網膜について少し詳しく見ていきま

す。網膜というのは厚さ0. 2ミリの薄い膜で、

たくさんの細胞からできています。光がやって

くると網膜の細胞は興奮して、この光の情報を

脳へと伝えます。

例えば、星の図形を見たとしましょう。光と

して、情報が網膜にやってきます。そうすると

濃いところほど細胞が興奮していて、薄いとこ

ろはあまり興奮していないことを表します。こ

のように見てみると、網膜に映っている段階で

は、まだぼんやりとしか形をとらえていないと

いうことがわかります。これがさらに情報が送

られて、処理されていくことで、最終的にくっ

きりとした星の形を見ることができるのです。

では、網膜には先ほど見た錯覚図形がどのよ

うに映っているのか見てみます。

これは最初に見てもらった錯覚図形です。２

つの矢印、上の矢印が長く見えたのですが、網

膜にはそれぞれこのように映っています。なん

と上の矢印の方が、直線部分が長いのです。つ

まり、網膜に映し出されている段階で、もはや

情報が間違ってとらえられていて、この間違っ

た情報がこのまま脳に送られてしまい、錯覚が

起きてしまうのです。

次です。白いはずなのに、角の部分が黒く見

えていた図形です。網膜にはこのように映って

いるのです。これを見ると、白いはずの角が網

膜に黒く映っているのです。この間違ってとら

えた情報が脳に送られ、私たちはここを黒いと

思ってしまうのです。

どうでしょうか。「網膜って結構重要な役割

をしているのだな」と思いませんか。それでは

髪型が「良い」とか「おかしい」ということを

どうしたら予測できるのでしょうか。

今までのことをまとめてみます。網膜が受け

取った情報を脳に送っている。網膜がどんな情

報を受け取るかによって、私たちの感じ方が違

ってきそうです。ということは、網膜に映し出

される映像と、「良い」とか「おかしい」とい

う感性、何か関連しているのではないでしょう

か。

最初に見ていただいたこの２枚のイラスト。

網膜にはどのように映っているのか見てみま

す。このように映っているのです。ぼんやりと

したものが映っています。これは濃いところほ

ど網膜の細胞が興奮しているのです。

ちなみにこの網膜に映っている画像を一体ど
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のように映し出しているのでしょうか。多分高

校生の皆さんは習っている積分を使って計算し

ています。でも、その積分の計算量が膨大な量

になりますので、コンピューターで計算してい

ます。そうしてこのような画像を出しています。

話を戻しますが、この画像に色をつけてみま

す。こんな感じです。これは、赤いところほど

細胞が興奮していて、青いところはあまり興奮

していないところです。下の数値は細胞の興奮

レベルを示します。これを見ると、細胞がすご

く興奮しているところと、あまり興奮していな

いところが存在しています。さらにその場所は、

絵によってさまざまなのです。これが「良い」

とか　おかしい」とかの指標になるのではない

かと考えました。

そこで、次のような仮説を立てました。網膜

に映っている画像を３Ｄで見たものです。

高いところほど細胞が興奮しているところ、

低いところはあまり興奮していないところで

す。細胞は興奮しているところと、興奮してい

ないところの興奮レベルの差、つまり傾き、こ

れが「良い」とか「おかしい」という感性と関

係しているのではないかという仮設を立ててみ

ました。

では、仮説を検証してみます。本当に傾きと

「良い」「おかしい」は関係があるのでしょうか。

実際に調べてみます。今から皆さんにアンケー

トをお配りします。お配りしたアンケートには

いろいろな髪型が描かれています。どの髪型が

よくて、どの髪型がおかしいと感じますか。

「良い」と感じる髪型と　おかしい」と感じる

髪型をそれぞれ５つずつ選んでください。

では結果について見ていきます。今回はあら

かじめ用意した結果について見てもらいます。

上がみなさんが「良い」と感じたモデルです。

こちらの下４つが、みなさんが「おかしい」と

感じるモデルです。

ではこれらと傾きは何か関係があるのか見て

いきます。このグラフは縦軸が傾きです。それ

ぞれ比較してみると、「良い」と感じたモデル

では傾きが小さくて、「おかしい」と感じたモ

デルでは傾きが大きいという特徴があります。

この傾きと「良い」「おかしい」には何か関係

がありそうです。

では、全部のモデルだとどうなるのか見てい
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きます。今度は横軸が傾きで、縦軸が人気度で

す。棒が高いものほど人気が高いというように

見てください。これを見てみると、傾きが

2,500から3,000の間のモデルを「良い」と感じ

ていると言えます。

では、人気の低かった髪型はどうだったのか

見てみます。例えば傾きが3,500から3,750の

間のモデルが当たるのですが、これらを「おか

しい」と感じた人は大体100人くらいいるとい

うようにして見てください。傾きが大きい、あ

るいは小さいモデルをみんなが「おかしい」と

感じていると言えます。

では比較して見てみます。青い棒が人気の高

かった髪型、赤い棒が人気の低かった髪型です。

傾きが2,500から3,000の間のモデルをみんな

が「良い」と感じ、傾きが大きい、あるいは小

さいモデルを「おかしい」と感じていることが

言えます。どうやら私たちが「良い」と感じる

傾きがありそうです。

ところで皆さん、アニメのキャラクターはか

わいいと思いませんか。アニメのキャラクター

の髪型の傾きは、一体どれくらいなのでしょう

か。調べてみました。これらのキャラクターの

髪型の傾きを求めてみました。すると大体同じ

くらいの傾きになりました。しかもちょうど傾

きが2,500から3,000の間なのです。この数値

は先ほどの人気の高かった髪型の傾きとちょう

ど一致するのです。どうやら2,500から3, 000

の傾きであれば、私たちは「良い」と感じるの

ではないか。そんなことが言えそうです。

将来もしかしたら、美容室に行って髪を切っ

てもらう前に2,500～3,000の傾きになる髪型の

リストを作っておけば、そこから選ぶだけで、

もう髪型で失敗することもなくなるかもしれま

せん。

以上で研究紹介を終わらせていただきます。

いかがでしたか。工学と聞いて思い浮かべる研

究と違っていて、驚いた人もいるかと思います。

工学といっても、いろいろな分野や研究があり

ます。工学とはこういうものと決めつけず、足

を踏み入れてみたら案外おもしろいかもしれま

せん。ご清聴、ありがとうございました。
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「CO2を地下に入れてみよう！！」ということ

で、秋田大学大学院工学資源学研究科地球資源

学専攻２年、 木が発表します。よろしくお願

いします。

初めに自己紹介を行います。私は生まれて高

校生のころまで、愛知の名古屋で育ちました。

名古屋というと車のトヨタなどが有名な場所で

す。秋田のように雪は降らないし、交通の面で

も多少便利なところで育っています。

では、なぜ私が秋田大学に入り、地球資源学

を学ぼうとしたかというと、石油は生きていく

上で必要だと感じたからです。皆さんが持って

いるペットボトルのもとの素材に使っているの

も石油です。車の原動力、ガソリンのもとも石

油です。このように石油というのは私たちの生

活基盤で、とても大切なものとなっています。

ですから今から環境についてお話をします。

石油が地球温暖化問題の原因として言われてい

ますが、私たちの生活基盤の支えとなっている

石油を今から使わないという方法は、多分、皆

さん無理だと思います。石油がなくなってしま

ったら、このようにライトの電気や、ペットボ

トル、下敷きなど、すべてのものが使えなくな

ってしまいます。そうなってしまうと困るのは

私たちです。だからその石油を使いながら地球

温暖化問題を解決することはできないか、そし

て石油を学ぶ上で環境問題も重要だと思い、こ

の研究を行っております。

では、これから地球温暖化問題について説明

します。これはアラスカ・ミューアの氷河の写

真です。1941年８月の時点では、写真いっぱ

いに氷河がありました。でも同じ角度から60

年後に写真を撮ったところ、この赤いマルのと

ころまで氷河が後退しています。これは地球温

暖化によって氷河がこれだけ溶けてしまった証

拠となっている写真です。

では今、地球温暖化問題とテレビで騒がれて

いますが、地球温暖化問題とは一体どういうこ

とでしょうか。文章に書くと「温室効果ガスの

大気中濃度が上昇することによって、地球規模

で気温が上昇する問題」です。

図２を用いて説明しますと、温室効果ガスと

いわれるガスが地球上にシールドを張ってしま

います。そのシールドは太陽から発せられるエ

ネルギーは通しますが、地球から放出されるエ

ネルギーは、なぜか地球に反射してしまうとい

う性質があります。このため、外から来る熱は

地球に到達しますが、地球から放出されて宇宙

空間に出るはずの熱は宇宙に行かずに、シール

ドにはね返されて地球に戻ってきてしまいま

す。このため地球が暖まってしまうのです。

（出典：環境省「20世紀半ば以降の地球温暖化

は人間活動が原因」

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/stop2008/）
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では、この温室効果ガスとは一体何でしょう

か。皆さんに問題です。温室効果ガスとは以下

のどれでしょうか。１番、二酸化炭素。２番、

メタン。メタンというのは聞き覚えがない方も

いらっしゃると思いますが、ガソリンや都市ガ

スで自分たちが火として使っているものの原料

だと考えてください。３番、一酸化二窒素。こ

れは工業活動などでよく使われるガスです。温

室効果ガスは１番、２番、３番のどれだと思い

ますか。ヒントは温室効果をもたらす大気中に

拡散された気体が温室効果ガスです。

正解は二酸化炭素もメタンも一酸化二窒素

も、すべて温室効果ガスとなっております。

地球温暖化係数と言われる係数があります。

この係数は二酸化炭素を基準として、地球の温

暖化にどれだけ影響を及ぼすかということを数

字で表した値になっております。CO2を１として、

メタンは21倍の温室効果があります。一番下

のフッ化硫黄という気体は２万3,900倍も二酸

化炭素より温室効果が高いことになります。

では、なぜテレビなどでは二酸化炭素を削減

しようと言っているのでしょうか。これだけ見

ればメタンや、トリフルオロメタンとか、聞き

覚えのないガスを削減したほうがいいのではな

いかと思います。しかし、この2007年度温室

効果ガスの排出量を見ると、聞き覚えのない二

酸化炭素以外のガスは各２％以下で、ほとんど

排出されていません。それに対して、二酸化炭

素は全体の約95％を占めています。これだけ

占めていれば、たとえ温室効果が先ほどの指標

で１倍と書いてあっても、さすがに地球温暖化

問題の原因として取り上げざるを得なくなって

います。そのため、二酸化炭素を減らそうと言

っているのです。

先ほど温室効果ガスの大気中濃度が上昇する

ことをご説明しました。では、温室効果ガスの

現実として、大気中濃度はどれほど上昇してい

るのでしょうか。

これは西暦ゼロ年から2004年度までの温室

効果ガス大気中濃度変化を表したグラフとなっ

ています。赤色が二酸化炭素、青色がメタン、

黒が一酸化二窒素です。そしてこの赤い棒が産

業革命の時代です。二酸化炭素を例にとると、

産業革命の前まで約280ppmで二酸化炭素の大

気中濃度は変化していました。産業革命が終わ

ると、二酸化炭素は大気中濃度がすごく上がっ

ていることがわります。これはほかのメタンで

も一酸化二窒素でもこのような傾向があると言

えます。

では、2005年はどれほど上がったのかとい

うと、約380ppmにまで上昇しました。大気中

濃度が変化すると気温も変わります。産業革命

前の280ppmのときの大気中濃度をゼロ度と基

準して、400ppmまで大気中濃度が上がると1.5

度上がると言われています。また750ppmまで

上がると、なんと4.3度気温が上昇するという

報告がなされています。（出典：気象庁「IPCC

第４次評価報告書第１作業部会報告書　概要及

びよくある質問と回答（2007,確定訳）」

http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc

/ar4/index.html）

では、ここで問題です。1906年から2005年

までの100年間で、世界の平均気温は何度上昇

したでしょうか。１番、0.54度。２番、0.64度。

３番、0.74度。３つのうちどれでしょうか。

答えは３番の0.74度です。近年になればなる

ほど気温上昇が加速していると言われていま

す。世界の平均気温上昇のグラフをみると、世

界の平均気温をプロットしたものを直線で近似

したグラフとなっております。この赤色が過去

150年の気温変化を直線近似したもの、黄色い

線が過去25年間の気温変化を直線近似したも

のです。これらの傾きが違うのがわかるでしょ

うか。近年になればなるほど、気温上昇の傾き

が大きくなっていることがわかります。（出

典：環境省「多くの自然環境が既に温暖化の影

響を受けている」

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/stop2008/）

次に、平均気温が上がるとどのような影響が
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あるのでしょうか。生態的ではサンゴの死滅が

有名だと思います。その他には私たちが生きて

いく上で大切な食べ物、穀物の生産量が初めは

増加します。食べ物がたくさんとれるようにな

ります。しかし、その後、穀物の生産量は低下

してしまいます。低下していくと、餓死する人

も出てくるのではないでしょうか。また、私た

ち人間の健康問題でいきますと、感染症による

負担の増加、また呼吸器系疾患の患者の増加が

挙げられます。

日本においても沖縄のサンゴの死滅が挙げら

れますし、東北ではブナ林の分布の適地の減少、

そして淡水域における種の分布変化が挙げられ

ます。また青森特産のリンゴですが、将来は北

海道で栽培されて、北海道の名産品になるかも

しれません。これらの影響への対策として日本

では2020年までに温暖化ガスを1990年度比で

25％削減すると、ほかの国の前で鳩山首相が

発表しました。

二酸化炭素を1990年度比で25％削減しよう

と仮定してみます。日本のCO2排出量の変化の

推移です。1990年度から二酸化炭素の排出量

が徐々に増加しています。現に2007年度は

1990年度と比べ、二酸化炭素の排出量は約１

億5,000万トンも増加しました。（出典：JCCA

http://www.jccca.org/content/view/825/728/)

では、この増加した分を、もし1990年度比

25％削減という値で2007年度比に換算してみ

ると、34％削減しなくてはなりません。これ

を聞いて大変だと思う方は多いと思います。ま

た補足として、2008年度の二酸化炭素の総排

出量が出されましたが、2008年度は2007年度

より少し下がっています。なぜ下がったかとい

うと、すこし皮肉な話ですが不景気により下が

ったと言われています。

さてここで問題です。長期的に見てコストが

安くなるのは次のどちらでしょうか。１番、温

室効果ガス削減に対して、現時点では対策を行

わず問題が発生したら対策を行うケース。２番、

早期に削減対策を行うケース。短い期間ですと

確実に１番だと思いますが、100年、200年の

スパンで考えてください。

正解は、２番の早期に対策を行うケースと言

われています。ある報告書によると、対策をし

ない場合のコストと比較して、約３分の１にな

るという報告がなされています。３分の１とい

いますと、金額が大きくなればなるほど大きい

値となります。

それではどのような対策が今なされているの

でしょうか。有名なもので太陽光発電や風力発

電、原子力発電は、発電時に二酸化炭素を出さ

ない方法として注目されています。また森林は

CO2を吸収します。これもまた一つの温暖化対

策の方法と言っても過言ではありません。また

コマーシャルでよく見る「チームマイナス６％」

は環境省が行っている対策です。皆さんの家庭

から出るCO2を少しでも減らしてくださいとい

うものです。これも有効な対策の一つといえま

す。

次にこれは CCS と呼ばれている方法です。

CCS は日本語名で「炭素隔離貯留技術」とい

いますが、発電所や製鉄所などの排ガスから二

酸化炭素を回収して、地中や海中に貯留する技

術のことを指します。つまり、大気に放出され

る二酸化炭素を地下に隔離しようという技術で

す。今回の発表の題目にもなっています。

CCS は地下がたくさんあればあるほど収量

が豊富になります。まず地面をどんどん掘って

いくと水層、堆水層にあたります。その水に

CO2を入れるという方法があります。

また、秋田は油田がある地域です。この油田

にCO2を圧入して、また石油を回収しようとす

る方法もあります。今回、私はこの石炭層に二

酸化炭素を圧入する技術について研究を行って

おります。石炭層隔離貯留技術といいますが、

その方法について説明したいと思います。

まず、火力発電所などから発生した二酸化炭

素を石炭層に圧力を加えて地下に押し込みま

す。もともとその石炭の中にはメタンが含まれ

ています。メタンはエネルギーとして火力発電
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所などで用いられている原料です。その石炭層

内で、二酸化炭素とメタンを交換します。そう

すると二酸化炭素は石炭層に残ったまま、メタ

ンだけ石炭から出てきます。そして出てきたメ

タンを回収し、火力発電所でエネルギーに変換

します。しかし変換するとまた二酸化炭素が出

てきてしまいます。その出てきた二酸化炭素を

また炭層内に入れて、メタンと交換して、再び

メタンを回収して電力をつくる、この一連の流

れを二酸化炭素炭層固定化と呼びます。（出

典：地球環境研究センター「ココが知りたい温

暖化」

http://www-cger.nies.go.jp/qa/qa_index-j.html）

この方法のメリット・デメリットはどのよう

なことがあるのでしょうか。メリットは、先ほ

ども話したようにメタンを回収できるというの

が最も大きなメリットです。逆にデメリットは

コストが高いことです。

では、そのコストを計算してみましょう。ま

ず、火力発電所や製鉄所から出てくる排ガスは

すべてが二酸化炭素であるというわけではあり

ません。二酸化炭素以外にもいろいろなガスが

含まれています。そのガスから二酸化炭素のみ

を１トン回収するコストが、この30USドルか

ら50USドルかかります。また、それに加えて

二酸化炭素１トン当たりの固定コスト、石炭層

に二酸化炭素を入れるコストがかかります。さ

らにまたメタンを回収するときのコストも合わ

せて、マイナス20USドルからプラス150USド

ル。このマイナスというのは利益が出ると思っ

てください。この利益はメタンを回収して、発

電所などに売ったときの価格で利益をまかなっ

ています。合計しますと約100USドルぐらいか

かります。

ここで、石炭火力発電の場合ですと、１キロ

ワット時で0.89キログラムのCO2を排出します。

このCO2排出量を回収・固定コストの合計値を

用いて金額に換算しますと、１キロワットで

17円ほど余分に電気代がかかる計算になりま

す。東北電力の電気代が１キロワットで約17

円ですので、炭層固定隔離を用いますと、東北

電力の電気代は約２倍になるかもしれません。

さて、これまで炭層固定隔離について説明し

ましたが、私が現在何をやっているかといいま

すと、過去から未来を予測しています。今わか

っていることをもとに、未来を予測しています。

これからどのようなことが起こるのか、石炭に

二酸化炭素を圧入して本当に大丈夫か、将来は

本当にここでいいのかということを研究してい

ます。

きょうはご静聴いただき、ありがとうござい

ました。
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・難しい話だったけれども身近なテーマやテレビなどで聞いている話が詳しく

聴けてよかったと思います。

・楽しい実験やおもしろい研究だったので、ためになったこともあるし良かっ

たです。

これからもがんばってください。今日はありがとうございました。

・とても良かったと思います。これからもがんばってください・応援しています。

・普段関わらない内容だったので、難しかったのですが、いろんなことを知れたので良かったです。

・少し中学生としては難しかった。でも学校では学べないような内容で楽しかった。

・今日はとても役に立つような内容を聞き、とても楽しく知ることができました。

これからの生活にも役立てていきたいと思います。

今日はいろいろな内容を知ることができ、とてもよかったと思います。ありがとうございました。

・液晶のところがとても楽しくて、こんなのだったのかと思い、ためになりました。ありがとうございま

した。

・「カワイイは測れる？」のテーマを目当てに参加しましたが、そのテーマでも日常ではなかなか知るこ

とのできないことを知ることができ、自分の視野を広げることができました。

・工学はどのようなことをするのかあまり分からなかったけれど、自分の知らない分野のことを聞くこと

ができてよかったです。

工学をより身近に感じることができ、コーヒーブレイクでは大学生の方とお話することができてよかった

です。

・今日はとても興味深い話をたくさん聴くことができてよかったです。たくさんの発見を自分の進路に役

立てていきたいと思います。

・今日は今までに考えたことの無いようなことをわかりやすく説明してくれてとても楽しかったです。

・自分が思っていたよりも工学は難しいより楽しいとわかることができました。今日は参加してとても自

分のためになりました。

・いろいろな話を聞くことができて楽しかったです。大学で研究していることを知ることができてよかっ

たです。

・視野が広がり、とてもいい講義でした。今後の進路の参考にしてみたいです。

・自分が文系か理系かということは判断できませんでしたが、貴重なお話を聞かせていただいて、工学に

興味を持つことができました。

・講義はやはりグラフの見方や資料に関して、頭が追いつかず、理解に苦しむ箇所もありましたがとても

興味深かったです。

・親に勧められてなんとなく来ましたが、本当に楽しい一時を過ごすことができました。工学に対する難

しい印象もなくなり、これからの文理、生物物理の選択に役立てたいと思いました。

・普段知れないことを知ることができ、また質問することで疑問を解決することができたのでとてもいい

機会を持てて良かったなと思いました。

また自分の進路についての参考にもなったのでよかったです。

・今日はとてもためになるお話を聞くことができ楽しかったです。自分はまだ進路がはっきりしていない

のですが、もう一度ゆっくり考えようと思います。

・コーヒーブレイクの時間に吉原さんとお話しできたので良かったです。環境についても現在の科学で取

り上げられている分野だったので、理解しやすかったです。

みんなが「カワイイ」や「似合わない」と思う値もわかりましたし、また、その逆にその値からはずれ

ているものはあまり感じないということもわかりました。

・普段学校では聞けない話が聞けて、とても参考になりました。工学でどのようなことを学んでいるのか

を少し知ることができてよかったです。

・光の仕組みがわかって、楽しかったです。

・吉原さんの発表を聞き、工学とはこんなにも幅広い学問なのかと驚きました。工学というと機械という

イメージが大きいのですが、このような研究もあったのか！という思いでした。

アプローチがたくさんあるのが工学のおもしろさだと思います。楽しいイベントをありがとうございま

した。

・コーヒーブレイクの時間では先生方が積極的に話しかけてくださり、質問しやすい雰囲気でした。

あまり学校では１つのことに触れる時間が長くないので、こういった機会に話を聞くことができて楽し

かったです。
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プログラム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

形　　　　　式

対　　象　　者

来　　場　　者

周　知　方　法

実 施 者

関連サブテーマ

内　　　　　容

効果、問題点

反 省 事 項

特 記 事 項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援in秋田

2010年2月2日(火) 10:30～11:30

本部棟第三会議室

研修会

展示物：無

秋田大学教職員　

人数：9名、（内訳　教職員：9名）

ポータルサイト、ポスター掲示、チラシ配付、会議

男女共同参画担当学長補佐　渡部育子

～コンシェルジュ・デスクの充実に向けて～

相談支援窓口のスタッフの対応を統一し、柔軟な支援ができることを目的と

して実施

１．秋田大学大学院　医学系研究科　上村佐知子助教

「基本的な相談の受け方」講義

２．秋田大学　教育文化学部　奥山順子准教授

「子育てに必要な支援とは」講義

３．質疑応答

カウンセリングについての基本的な知識やノウハウを学ぶことができた。こ

れから体制の整備やシステムの活用に関して非常に有意義な研修であった。

また、柔軟な支援について、さまざまな面で直接的・間接的な支援が必要に

なることが分かった。これを機会に、支援体制を検討しさらに充実させていき

たい。

質疑応答の時間がほとんど取れなかった。

研修全体の時間を十分に確保することができなかった。講師のスケジュール

確保に十分な時間が必要である。

相談マニュアルを作成し、全教職員に周知する。
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よろしくお願いします。上村です。今日の内

容は、心理相談やカウンセリングを想定した基

本的な相談の受け方ということでお話ししま

す。実際にはもっと多岐に渡る相談内容がある

と思いますので、これはその一部だと思って聞

いてください。

まず我々が相談を受ける時に一番大事にして

いることは、五つあります。「来室してくれた

ことをまずねぎらってもらえたか」ということ、

来談してくださった方が「大事にされていると

感じたか」、また、来談者の「秘密は守られて

いるか」ということです。そして、「来談の目

的が確認されて、その達成はできたか」という

ことも大事です。相談目的が達成されたかにつ

いては、相談後に「何となくなあ」と思って相

談者が帰られても、後から効果を感じることも

あるようです。最後に、「受け入れてもらった、

聞いてもらった感じがするか」ということも重

要です。これらのことを我々心理臨床に携わる

ものは特に気を遣って対応しています。

具体的にどういう対応をするべきなのかと考

えた時に、次の五つのポイントがあります。

まず、「聴き方」、それから全部に共通して、

「カウンセリングマインド」と「コミュニケー

ションスキル」です。コミュニケーションスキ

ルというのは非常に大事なことで、最近ではク

レーム対応や、電話対応においてもよく使われ

る用語です。話し方一つでも言葉遣いとか雰囲

気とか、専門的な科学に裏づけされた方法を駆

使しているようです。私の場合、細かい言葉遣

いはうまくいかないのですが、それでもなんと

か仕事をこなしているところをみますと、言葉

遣いだけではない何らかの技術でカバーしてい

るのかな、と思います。

次に守秘義務の扱いです。これは臨床心理の

世界では非常に大事にしていることですので、

後でそのことについても触れたいと思います。

それから最後ですが、私が本当に気を遣ってい

ることに、自分のメンタルヘルスがあります。

相談対応だけではなく、受け手も普段から心構

えを作っておくことが大事だと思います。

では、まず聴き方です。今日のポイントの中

でも一番核心に迫るところです。来談者の話を

聞いていると、しゃべっている言葉と、その背

後にある感情が同じではないと感じることがあ

ります。この人は何を言いに来たのかなと思い、

話がよく分からないときは、来談者の感情に着

目して、言葉だけを取り上げないことが大事で

す。

来談者がつらい表情をされていて、言葉では

「別に大したことはありませんでしたよ」と言

っていても、「つらかったのではないのでしょ

うか」とこちらで戻したりします。「別に」と

かおっしゃるけれども、「つらかったのではな

いですか」という話をした途端、話が深まって

いくことがよくあります。
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人というのは感情と言葉が一致しないことが

たくさんあります。よくあるのが、「どうせ私

が悪いのですけど」という言い方です。この

「どうせ･･･悪いのですけど」という最後の逆説

の部分でわかると思いますが、本当は、「私は

全部悪くない」、「私だけが悪いのではない」と

いうような感情が隠れています。このように、

おそらく本人も無自覚であろうと思われる感情

を拾ってあげることが、本人の気持ちを整理す

るための重要なプロセスとなってきます。

人間がネガティブな感情を吐き出すというこ

とは、ネガティブなことをしているのではない

かという罪悪感を伴ってしまいます。基本的に

人は、いやな感情を出したくありません。けれ

ども、行動に善悪はありますが、感情に善悪は

ないのです。悪い感情を持っても、別にそれは

罪にならないし、悪いことをしているわけでは

ないのです。

そういうことを来談者に説明し、｢あなたが

そう思ってしまうことは仕方のないことで、悪

いことではありませんよ｣と伝えてあげること

が必要になります。

我々は、本人の感情をジャッジする資格はあ

りません。感情の事実を大事にすることが必要

なのです。その場合、客観的な事実とかなり食

い違うこともあるのですが、そのことにはあま

りこだわらないで聴いていただくことも大事で

す。

例えば来談者に何かがありまして、非常につ

らい体験をされたという時に、客観的には「そ

んなにつらい体験かな」と思うことがあります。

けれども本人にしてみればとてもつらかった。

つらいということは、他の人がどう思おうと本

人にとっては事実ですから、「やはりつらかっ

たのだろうなあ」というふうに感情に添ってい

くわけですが、そのことが結果的にとても有効

なことが多いです。

文部科学省ではいじめの判断として、「本人

がいじめられたと思ったらそれはいじめにな

る」という言い方をしています。たとえ他の子

ども達からの行動が仲間としての挨拶とか、関

わり合いの範疇であって、いじめではないと誰

もが思うような状況でも、本人がいじめられた

と思ったら、本人のつらさはいじめられたつら

さなのです。だから客観的な見方の一方で、本

人の感情に添うという複眼的な見方をしていく

と良いと思います。私は心理臨床家とは本人の

感情に添う専門家だと思っています。

わかってくれる人がいるだけで、人というの

は安心して落ち着きます。私たちの中でも何か

あると家族や友達の前で、騒いだり泣いたりし

て、すっきりする人がいます。女性がストレス

に強いのは、ストレスを溜めないからだと言わ

れていますが、自分の感情をわかってもらえる

というのはそれだけ心の立て直しを早くするこ

とができます。

一方で男の人はこういうのは苦手です。ネガ

ティブな感情はなかなか出せない。そういうこ

とから、非常にストレスに弱いと言われるわけ

です。

私は、面接しているとアドバイスしたくなり

ます。つい、「それ、わかりますね。でもそう

いう時って、こういうふうに私は考えましたよ」

と言いたくなります。しかし、つらかったとい

うのを「そうですよね、それはつらいですよね」

と一緒に落ち込んであげるとか、一緒に添って

あげることによって、相手は元気になります。

元気になると自分で考えられるようになりま

す。ですので、積極的に助言する必要もないわ

けです。

以前に子どものことで相談にいらしたお母さ

んが話をしているうちに、旦那さんとの関係の

ことで愚痴を言いはじめ、今までの苦労話をし

ていて、「それは大変でしたね」などと相槌を

打っていました。すると彼女は、突然立ち上が

って、「わかりました。私、離婚したかったの

ですよ。やっぱり離婚します。」と言って、次

の週になったら離婚していました。その後、私

は、「相談としてこれでよかったのかな、子ど

ものために本当に良い判断だったのかな」と悩

みました。しかし、お母さんの離婚後、親子と

も今までよりずっと元気に暮らしていることを

聞き、「やはりお母さんらしく生きるために離

婚することを選択されたのだ」と考えるように

なりました。
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それから、聴き方についてです。耳で聞く、

聴取する、事実確認をする聴取の仕方です。こ

れはよく学校の生徒指導の先生が子どもたちに

聞く聞き方です。

ですが、今回注目してほしいのは目と耳と心

が入っている「聴く」という字です。傾聴する

の「聴」です。これについて先ほど申し上げた

通りに相手にとっての事実、それは客観的な事

実だけでなくて、感情の事実というものを確認

する必要があります。

相談内容については、やはりネガティブな感

情ですから、信頼できない人には話したくあり

ません。自分が安心してネガティブな感情をは

くことができる相手、またこれに堪えられる相

手、安心できる相手、そういう相手になること

が大事です。では、信頼してもらうためにはど

ういうことが大事なのだろうかということで、

次に書きました。

カウンセリングには３大原則があります。一

つ目は聴き手が自分に関心を持ってくれる「純

粋性」、二つ目は聴き手が自分にとって安全で

尊重してくれる「尊重性」、三つ目は相手が自

分に共感してくれる「共感性」があります。

まず一つ目の「純粋性」です。カウンセリン

グを行う人は、純粋に相手に関心を持つことが

大事です。自分に関心のない人に、自分のこと

を話す気にはなりません。また、聴き手は自身

が安定した状態で、健全な思考を働かせられる

ようでなくてはなりません。自分自身を受け入

れてこそ、相手をありのままに受け入れ、自然

な姿で、ありのままの自分を示すことができる

のです。

つまり、聴き手自身が安定していなければい

けないということです。心理臨床の世界には、

乗り越える問題を自身が抱えている人が多く集

まってきているように思うことがあります。

時々とても怪しい人とか、デンジャラスな人が

います。しかし、そんな人でも自分の問題を乗

り越えて、自分が安定した状態であってこそ、

相手の問題に引っ張られないで寄り添っていけ

る矛盾した技術が駆使できるのだと思います。

私にも苦手な分野の相談があり、自分がとて

も揺すぶられることがあります。そのような時

になぜ自分がこの手の相談が苦手なのかという

ことを振り返ってみてください。例えば、自分

は小さい時にこういう性格傾向だったのに、こ

ういう事件があって、ちょっと屈折しているか

らこのような問題に反応するのかな、といった

感じです。自分自身の特徴やそのような問題を

少し知っておくことは、自分自身の安定のため

に大事なことだと思います。

二つ目の「尊重性」です。聴き手は相手にと

って安全な人でなくてはなりません。相手を受

け入れる気持ちを持ち、相手の人格を尊重し、

思いやることです。人は誰でも、相手から尊重

され、大事にされていると感じるときには安心

できますが、相手から見下されたり、軽んじら



れていると感じるときには、防衛的になったり、

ありのままを示すことができなくなります。

三つ目は「共感性」。聴き手は、相手の身に

なって、話をよく聞き、理解することが大事で

す。未経験のことであっても、想像力を働かせ

ることはできます。うなずいたり、あいづちを

打ったり、相手に正確に言葉で返すことで、聴

き手が理解したことを伝えると有効です。どう

しても理解できないときは、正直にその旨を伝

えますが、「あなたが今、本当につらい気持で

あることは理解できる」と付け加えましょう。

ここは少し難しいのですが、共感できないこ

ともやはりあります。けれども、いろいろイメ

ージしていて、「もしそういう状況でそのよう

な立場にあった時に、やはりそういうふうに思

うことがあるかもしれない。そうしたらやはり、

つらいなあ」ということですね。そのようにど

んどんイメージを膨らませていくことが大事で

す。

しかし、共感するということは相手と一緒に

落ちこんだり、相手と一緒に喜んだり、相手と

一緒に泣いたりという部分も含まれてきます。

本当に実際泣くかどうかは別にして、できたら

泣かないほうがいいですが、やはりそのぐらい、

相手と共感するということです。

先ほども言いましたが、どこか客観的な自分

と、どこか共感している自分とを使い分けられ

ると、非常に楽にできます。あまり共感しすぎ

てしまうと、非常につらいことがあります。

私も以前にあったことですが、DVのケース

と虐待のケースを１日に３ケース連続で聞いた

ことがありました。そうすると想像力を膨らま

せて聴いているので、自分の中でも疑似体験が

起こり、具合が悪くなりました。そのことを

「二次受傷」と言いますが、自分もまるで虐待

にあったような感じとか、まるでDVにあった

ような感じになります。具合が悪くなりそうな

ときは、自宅に帰ってから差し障りのない範囲

で家族に話すことがあるのですが、その時は、

どこか話の端々に男性不信のような態度が出る

のでしょうか。私の話に夫も責められているよ

うな気持ちになったと言っておりました。この

ような場合、夫婦関係があまりいい状態ではな

くなるという場合もあるかもしれませんし、身

体的な症状が出て寝込んだり、気持ちが落ち込

んで休職したりする人もいるかもしれません。

夫婦の間でそのような話をするかどうかは別で

すが、話を聞いた自分もやられたなと思ったと

きには安心できる誰かに話す、そういうことも

大事になってきます。これが二次受傷というも

のです。

それから「コミュニケーションスキル」につ

いてです。これは、話し方や態度についてです。

どうやって相手を変えようかという気持ちが先

行すると、怒ったり、叱ったり、諭したりする

言葉が入り、そういう態度が出てきます。

でもやはり人間というのは脅されたり、すか

されたりしても、なかなかうまく心を開けない

ものです。まるで“北風と太陽”という民話み

たいなものです。怒ったり叱ったりすると、一

時的には怖さのために言うことを聞こうとしま

すが、心はどんどんコートを厚く着込んでしま

います。北風と同じような状況になってしまい

ます。本人が自分から安心して服を脱がないか

ぎりは、その人の懐には入っていけないのだと

思います。

ですので、あくまでも本人が情報を取捨選択

することを想定して、情報提供という伝え方を

－88－



するのが無難です。さらに少し強めに言う時に

は「私はこういうふうにしたほうがいいのでは

ないかと思うのですが」というように、一人称

で自分の考えを伝えます。必ず一人称で言いま

す。「誰々さんもそうやっていますよ」という

ような操作的な言葉は使わないで、「私はこう

思います」という言葉を使います。

それから「あなたがこのようにここを訪れて

くれたことを非常にありがたいと思う」とか、

「あなたがそのことで非常に心外な気持ちにな

ったとすれば、それはとても残念だと思う」と

か、「悲しく思う」という感情の言葉を使いま

す。先ほども言いましたが、感情にはいいも悪

いもないので、だから言えるのです。

また、一方的に話す来談者がときどきいらっ

しゃいますが、そんなとき、「ちょっと当惑し

ております」とか、「ちょっと戸惑っています」、

「ちょっと整理させていただいていいですか」

という言葉をよく使います。

それから、お願い調についてです。これは、

「あなたが頼んだから私はそうした」と後から

言われること以外に使っていただきたいのです

が、自分の位置を下げることで相手を優位にす

ることができます。

例えば「こちらのお部屋に入っていただけま

せんか」といった簡単な会話の時です。日常的

なことにお願い調を使うことによって、相手が

いい気持ちになる、大事にされていると感じる

ことがあります。

次に自分の雰囲気を考えて、振り返ってみて

ください。言葉以外の持つ影響力が絶大だとい

うことをここで示しています。

言葉自体の影響力は10％程度と言われ、声

や話し方が55％、雰囲気が35％と言われてい

ます。では、「話している内容は全然伝わって

いないのか」と思われるかもしれませんが、話

している内容以上に、話し方や声というのは大

事だということです。

声は一般的にあまり高いよりは低い方が落ち

着いて聞こえます。また雰囲気は落ち着いてい

たほうがいいなどと言われます。しかし、こち

らにも個性があり、不可能なことがあります。

まず自分のできる範囲で相手に合わせて調整し

ていくことがいいと思います。

座る位置については、対面するのは緊張する

ため、相談する時には直角の角を使い、「く」

の字に座ります。相手と目を合わせることも、

視線を外すこともできる位置で安心できるとも

言われています。もしそういう机がありました

ら、利用してください。

次に「よい印象とは？」とあります。昨今で

はボディタッチは気をつける必要があります。

また、やはり怒っているよりは微笑みがあった

ほうがいいです。それから人間というのは自分

と似ている人を好きになります。ご自分の友達

を想像してください。自分とまったくかけ離れ

た服装をしている人はいますか。いませんね。

大体自分と似たような服装をしていると思いま

す。これは、自分と同じ価値観を持つ人が近く

にいると、人というのは安心するからなのです。

自分の価値観が支持されたというふうな部分が

出てくるからだと言われています。

そう考えると、人間はわりと自己愛的なもの

だと思います。つまり、「自分はいい人だ」、

「自分はなかなか見所があるな」と思いたい願

望がいつもあるということです。

また、「人は自分を好きになってくれる人が

好き」です。男性に言い寄られると、少なくと

もその人を嫌いにはなったりしないということ

はありませんか。

それから元気のない来談者がいらっしゃった

時に、自分がある程度元気で、颯爽としている

と、｢あなたのように颯爽としたい｣と言われた

りして自分が良いモデルになっていることがあ

ります。
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次に、「説得的コミュニケーションの知識」

です。これは相手を説得する時や誘導したい時

の技術です。

恐怖喚起メッセージというのは有効だと言わ

れています。例えば、睡眠時間を取らないと、

脳の発達に影響が出るという情報です。

反復とか、予告の効果、これは相手にとって

見通しや余裕を与えます。例えば、私が不登校

の子どもの家に「家庭訪問に行きますよ」と言

ってから行くか、いきなり行くかというのでは、

かなり違います。大概の場合、家庭訪問に行く

不登校の子どもは予告していかないといけませ

ん。いきなり行くと相手を大事にしていないこ

とになります。ですが予告してしまうと構えす

ぎて会えなくなってしまいます。逃げてしまい

ます。しかし、たとえ会えなくても、余裕やコ

ントロール感を与える、相手に選ぶ権利を与え

るということは必要です。

三つ目は、相手の自尊感情が高いほど、理解

力はあるけれど、説得効果は低いと言われてい

ます。この場合、自己選択・自己決定を見守っ

ていく。情報は提示するけれども、やはり元気

になって、自分で自己選択していくことを応援

していくということが大事かと思います。

四つ目は一面的メッセージ対両面的メッセー

ジ。インテリジェンスの高い方には予想される

良い結果と悪い結果の両方を示すと効果的だと

言われています。インフォームドコンセントと

いい、最近はごく普通に使われています。「あ

なたは手術すると90％助かりますけれども、

手術をしないと10％助かりません。どうしま

すか？」というような説明を行い、自分で選択

してもらいます。自分で選択できたという感覚

が持てると自信も引き出せます。したがって、

どうしていいか分からない人には選択肢を与え

ると選びやすいということがあります。

それから押し問答になってしまうと逆効果に

なりますので避けてほしいと思います。

次に「守秘義務について」です。相談内容か

ら知り得た情報など、プライバシーを保護する

必要があります。また、特に本人が他言無用と

する内容のもの、人に言ってほしくないという

ものがたまにあります。

秘密については、きちんと本人に確認してい

く必要があります。あらかじめ守秘義務につい

て説明をし、秘密は守られるけれども、一般的

には、自傷他害の恐れのあるものは秘密にでき

ないことをお伝えします。自傷他害というのは

自殺の可能性とか、誰かを殺す計画があるとか、

傷つける可能性があるというようなことです。

そのような場合の秘密は守れないということを

伝え、他の人に伝えることに理解と納得を得る

ため、最後まで尽力します。

それから学内外に協力を依頼したり、連携し

たり、セクハラやハラスメントなどのいろいろ

な部署と連携するために本人の情報を用いると

思います。その時にどういう言葉でどういう言

い方をするかということを本人と話し合って、

シミュレーションしておく必要があると思いま

す。予想外に、来談者にとって嫌な言い回しや

言葉があることもあります。

次の集団的守秘義務という考え方です。カウ

ンセラーなど相談を受けた聴き手と来談者の２

人で話している守秘義務は確かにありますが、

部署として集団的守秘義務で扱うものもありま

す。例えば、適度な情報交換がされていないと

スタッフ同士の報告や、連絡相談がスムーズに

いかないことがあります。
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「守秘義務だから」といって絶対生徒の相談

内容を先生方に話さないスクールカウンセラー

がいました。学校現場では、保護者や先生方、

子どもに関わっている大事な方々がたくさんい

ます。私は、子どもをある程度説得して、他の

大人に応援してもらうように調整することも仕

事だと思っています。つまり、何が何でも守秘

義務というのは、本人のためにはなっていない

のではないか、問題解決を遅らせる原因にもな

るのではないかということです。無難なところ

はやはり集団的守秘義務という共通認識を持ち

合わせるほうがずっと上手くいくと思います。

最後ですが、「聞き手のメンタルヘルス」とい

うのがとても大事になります。先ほども申し上

げましたが、自分がやられたら困ります。気持

ちが深く落ち込み、つらくなってしまうと困り

ます。

だいたいの自分の限界を知っておくことが大

事です。限界というか、私には手に負えないと

線を引くことですが大事ですが、これが非常に

難しいです。また、最終責任は個人とその家族

にあるということで、問題を本人や家族に戻し

てあげることも大事です。知らず知らずのうち、

聞き手が来談者の問題を背負い過ぎて、来談者

の力をそいでいることもあります。

それから援助職に進んでくる方は非常にいい

方が多いです。援助職養成の学科の学生を見て

いると、とても人間が好きで、親切ないい子た

ちが多いと思います。看護専攻の学生もいい子

が多いです。しかし、そういう子は一生懸命に

なりすぎて、人の問題を抱え込みすぎてしまい、

最終的にバーンアウトになる可能性が高いと言

われています。

そのようにならないために、聴き手は抱えら

れない悩みを聞いたときの処理の仕方やその予

防を日ごろから考えていく必要があります。抱

えられそうにない相談を持ちかけられた場合、

安心できて、守秘義務も守れるスタッフの中で

その話をしたほうがいいと思います。特に上司

の方にはそのような役割を担ってもらいたいと

思います。

私たちは、守秘義務のある相談内容で家族や

学校現場で話せない気持ちが重くなるケース

は、臨床心理の仲間内で話します。誰がどうし

たという特定の情報を避け、「今日こういう系

統の相談あって、とても気分が重い」という程

度の話です。私は、「つらさを薄める」という

言い方をよく使いますが、実際話さないとなか

なか薄まりません。みんなで共有して薄めてい

かないと、やはりつらくなってきます。

それから生活に意図的にオンとオフのメリハ

リをつけることが自分のメンタルヘルスにはい

いと思います。私の場合は、家に帰ると子ども

や家族のことで、強制的に気持ちが切り替わり、

仕事モードが一気にオフになってしまいます。

一人暮らしの方は仕事を持ち帰って考えて込ん

でしまうことがあるようですが、そういう状況

をなるべく避けていただくことが大事です。

それから四つ目、これが大事ですが、相談体

制の整備とシステムの活用です。

先ほど言ったようにチームでアプローチして

いくことが大事だと思います。相談をどの程度

受け付けて、全体で抱えていくかということで

す。例えば問題を持つ人には危険な人もいるわ

けです。かなり振り回す人もいます。危険そう

なことには前もって保険をかけます。保険とい

うのは、「危ないことをしない」、「一人で秘密

を持たない」、「一人で全部受けない」というこ

とです。つまり上司の方や、仲間内で共同して

持つということも大事だと思います。さらに殴

りこんでくるような人もいるかもしれません。

そういう時には一人で相談を受けないで二人で

受けるというようなシステムを作っていくこと

が大事です。

このスライドで「治療構造を作る」とありま

すが、今お話ししたような体制やシステムを作

ることです。例えば、病院の方は、病院という

枠の中で白衣を着て働いています。それもりっ

ぱな治療構造になっています。病院の面接では、
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一人50分までというように時間制限があり、

決まった部屋で面接をしています。例えばそれ

が全部なかったと想像してみてください。病院

から出た時も相談者が来るとしたら、ものすご

く疲れます。つまり構造を作って制限していく

ことがとても大事になってきます。私の知って

いる相談所の職員の人は、職場では私服でも構

わないのですが、必ず制服に着替えるそうです。

来談者と面接するための「心の鎧」なのだそう

です。これは一つの例ですが、このように構造

を作っていくことは、相談機関にとってなくて

はならないもののようです。
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よろしくお願いします。奥山でございます。

私に与えられた課題は育児や、保育に関する

相談ということですので、考えてきたことをお

話させていただきたいと思います。

「子育て支援」という言葉はもう誰もがわか

っていますが、なぜ今あえて「子育て支援」と

言わなければいけないのだろうかというところ

から少し考えたいと思います。

子育てはもともと親だけでするものではな

く、いろいろな人がかかわってするものだった

のですが、今はそれがなかなかできない状況な

ので、あえてサポートの体制が必要だと思うの

です。

支援には、経済的な支援、情緒的な支援、情

報の支援、具体的な育児の支援というように、

いろいろなサポートがあります。しかもその中

には直接的なサポートもありますが、直接的で

はない、間接的な支援も大事であるというのが

私の考え方です。

近年、子育て支援という言葉を、我々の仲間

はよく「子育ち支援」とか「親育ち支援」とい

うふうにも使います。私は子どもが自ら育って

いく環境をどう作っていくのか。親も子どもを

育てることの喜び、そして親自身も成長してい

くことを支えられるような立場で子育ての支援

とか、育児の支援というのを考えたいと思って

います。

少し具体的なところをお話していきたいと思

います。私自身はだいぶ前になりますが、保育

の現場にいたので、視点が親よりも子どものほ

うにいくことが多いのですが、資料に「保育と

保育サービス」と書いたように、「保育」と

「保育サービス」は分けて考えたいと思ってい

ます。例えば保育や幼稚園などで子どもの発達

を支える、子どもの発達を保障するために行っ

ている「保育」と、親に対するサービスを主と

する「保育サービス」とは重なる部分はありま

すが、本来異なるものです。

保育サービス業は、幼稚園や保育所、行政な

どのほかに民間の業者でも行っていることがあ

ります。中には民家の一角で子どもを預かった

り、夜間の保育、いわゆるベビーホテルと言わ

れるようなところもあります。保育サービスが

もっぱら親に視点がいっているところもありま

す。そういうところが、預け先がなく、どうに

もならなくなった時の親の救いの場になってい

るは場合もあり、一生懸命やっている所もある

のですが、必ずしも子どもにとっていい環境で

はない場合もあります。保育を考える時には、

是非子どもの視点を忘れないようにしたいと考

えています。

次に「情緒的な支援」についてです。「イン

フォーマルな支援の重要性」と書きましたが、

私が数年前に県内の幼稚園、保育所で保護者の

方に調査をしたところ、「普段の悩みを誰に相

談しますか」と問うと、だいたいが自分の親、

配偶者の親などの家族でした。それから友だち、

職場の同僚。私からするとショックなのですが、

実は幼稚園や保育所の先生に相談するというの

はとても少なくて、さらに相談機関もまた少な

いのです。

いくつか県外の相談事業をやっているような

ところのお話を聞くと、いろいろな窓口が開か

れているのですが、相談事例が少ないところも

あるそうです。相談がないということは本来な

らばいいことなのですが、相談件数を増やさな

ければと頑張っている矛盾したようなこともあ

ります。なかなか相談窓口という所には行きに

くいということもありますので、行きやすい・

相談しやすいというのが大事だと思います。

もう一つはインフォーマルな支援の重要性で

す。育児に関するもやもやした気持ちとか、抑

うつ感とかストレスなどを研究したものをみる

と、そういう抑うつ感やストレス度の低い人達

は、実は相談相手がいたり、家事・育児の分業

が家族の中でできている人が多く、それも重要

な条件なのです。

しかしそういうことばかりではなく、夫が美
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容院に行ったのに気がついてもくれないといっ

たことが意外に大きな問題となることがあった

り、着ている服を褒めてくれるとか、他愛もな

いおしゃべりをする相手が日常的にいる人は、

それを乗り越えていけているということもあっ

たります。具体的な支援ではなく、日常的な関

わりがあることで、いろいろ大変な時期もクリ

アしていける大きな力になっているということ

なのです。

一般に仕事を持つ親のほうが、職場の仲間な

ど家族以外の人間関係が広がっているので、専

業主婦で家庭にいる人たちよりもその辺はうま

く乗り越えていける傾向があるとも言われてい

ます。

それでは大学という環境はどうなのでしょ

う。学校の現場などは女性も多く、育児・出

産・子育てを経験している人たちもたくさんい

て、それでお休みを取ることも、みんなが共通

に理解していますが、大学で考えると育児・出

産・子育てをしている人の絶対数が少ないの

で、そういう話が身近でできるような職場の人

間関係ができにくいことも、鍵になってくると

感じています。

しかしながら「みんなおなじ」ということは

安心感につながる反面「みんなおなじ」といわ

れることへの不安や不満もあります。子どもを

育てることは答えが出るものでもないし、こう

すれば絶対いいということでもありません。あ

る場合はこうすればいいけれども、同じことや

ってもうまくいかないこともあるし、予定通り

にはいかないし、いつももやもやした、整理が

つかないような状態がずっと続いていくこと

で、みんながそういう思いを持っています。

「みんなそうなのであって、あなただけではな

いのよ」というようなことが、すごく救いにも

なります。しかし、先ほどの上村先生のお話と

もつながりますけれども、「みんなと同じじゃ

ない、私は私なのよ」ということもあります。

これは私の知っている育児支援を研究をして

いる男性の研究者の話です。家に帰って、奥さ

んが「今日こんなことがあって大変だったのよ」

と言った時に、彼が「みんなそうなんだよ」と

言った一言で、夫婦の危機にまで陥ったという

ような話がありました。

やはり本人が持っているもやもやした気持ち

とかストレスは、「他がみんながそうなのだか

ら頑張れ」とか、「みんなやっていることなの

だから、大丈夫だよ」というのは、とても辛い

ことになる場合もあります。だけど、私だけで

はないというと安心感もある。相矛盾すること

ですが両方とも大切です。

「両義性」と書いたように、やはり子どもに

関わることは、白か黒かというような、そうい

う答が出ないところが特徴であって、そのもや

もやしたところにも楽しさも見つけながら、誰

かと共有しながら進んでいける環境づくりが大

事ではないかと思います。

次に、「仕事復帰時の不安とか負担感」と書

きました。私も現場で何人か育児休業を取って

いる職員と一緒に仕事をしてきて、最大の難関

は育休復帰の時なのです。もちろん出産までの

間に仕事を続けていくことも人それぞれに大変

ですが、育児休業が終わって、子どもを保育所

に預け始めると、大体の子どもはたくさん病気

をもらってきたり、しょっちゅう熱を出したり、

しょっちゅう保育所からは電話がかかってきま

す。いよいよ仕事復帰しようという時に、その

前にたくさんのハードルができてくるわけで

す。

また、子どもが病気になったり、保育施設に

慣れないなどということなど、そういう状態の

時に自分自身を責めてしまう。こんなふうにし

て子どもにこんな辛い思いをさせてまで自分は

仕事をしていっていいのだろうかという思いに

なってしまうケースがとっても多かったりしま

す。

また育休明けたらまたバリバリ仕事しようと

思っていたのに、こんなはずではなかったとい

う仕事上の不安や、子どもの病気や、保育施設

に慣れないというようなことも自分の責任にし

てしまい、子どもが抱えている問題を親の責任

にしてしまうという問題もあります。また親同

士の新たな付き合いなども、結構ストレスにな

ることがあります。そのようなことも、「みん

なそうなのよ」と言われてしまうと、そこで落

ち込んでしまいますが、それをまずは聞いても

らえる相手がいることがとても大事だと思って

います。

また「情報的な支援」では、今たくさんの情

報がありますので、他の機関ともうまく連携を
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取り、それをコーディネートしていくことが大

事だと思っています。

今回、相談窓口を設置するにあたり、情報提

供も必要ですが、まずは柔らかく迎え入れるよ

うな、そして実際産休や育児休業をとる時だけ

ではなくて、相談がなくても相談窓口に入りや

すいことが必要なのかもしれないと感じていま

す。

今日のお話はここで終わらせていただきま

す。ありがとうございました。
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１

相談窓口で、感情的になりすぎず、どこかで客観的にというのが、とても訓練が必

要なことだと思いました。また、相談を受ける側も、より多様な情報を持つ必要があ

ると感じ、今後の育児・介護の情報や研修が不可欠だと感じました。

２ 柔軟な支援のあり方にふさわしい内容でした。

３

４

表情と言葉は同じとは限らないので、客観的に、また共感しながらお話を聴けるよ

う、まずは自分の健康（心の健康）管理が大切だと思いました。これからももっと広

く知識をつけたいと思います。

集団守秘義務－治療構造というお話はとても心に残りました。

５

このような研修を初めて受けましたが、とても勉強になりました。自分（聞き手）

のメンタルヘルスも大事なんだと知り、相談窓口の相談体制をきちんと整備しなくて

はいけないと思いました。

６

７

カウンセリングとコーチングの違いが分かりました。いずれ、相談者を元気づけ、

あるいは勇気を出してもらえるよう、ハード面、ソフト面、メンバーの対応スキル等

を構築していきたいと思った。

人の気持ちや悩みについてわかっているつもりのことでも、知らないことや改めて

納得してしまうような話がたくさんあった。自分が悩んでいるとき、どう聞いてもら

いたいかよく考えれば、人の話にも耳を傾けることができると思う。私生活にも役立

ちそうだ。この部屋をなんとか扉を叩きやすい部屋にできればと、改めて思った。

私たちで対応できる範囲がどこまでかも明確にしたほうがいい。

８

簡潔、明瞭でわかりやすく、とてもよかった。事実より感情にそうこと、共感する

こと、助言をも必ずしも求めないこと、そして何より自分のメンタルヘルスが大切と

いうことはためになりました。
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１

自分の出産から仕事に復帰するまでのプロセスをフィードバックして、涙が出るよ

うな気持ちで聞いていました。やはり、産休・育休に入る前に不安を軽くできるよう

な支援ができるように、参画室で取り組まなければと思います。

２ 柔軟な支援のあり方にふさわしい内容でした。

３

４

子供の視点を忘れず、柔軟な対応が大切だと思いました。育休明けの職場復帰の不

安は体験した人でないとわからないので、周囲の理解も必要だと感じました。支援し

てくれる施設等の知識も取り入れたいです。

研究者の場合のお話はとても共感できるものでした。

５

私はまだ子供はいませんが、もし今後出産をしてもすぐ働きたいと思っています。

ただ、現実的に考えると、まだまだ制度があっても利用できる雰囲気の職場は少ない

です。秋田大学が女性にとってより働きやすい環境にする為にも、男女共同参画推進

室が出来る支援を考えていかなければと思います。

６

７

今はまだ子育てが未経験だが、聞いているだけでも身にしみるお話でした。自分が

正社員、研究者の立場なら、職場復帰に不安をもつのは当然。家族にも保育士がいる

が、何でも相談できる立場になってあげているか、聞いてみなくては。

子育て中のため先生の話にはとても共感でき、理解できました。子育ては楽しいも

のです。でもつらいのは孤独になること、理解者がいないことだと思います。何かト

ラブルがあっても理解、共感し、手をさしのべてくれる人がいればのりこえていける

と思う。

８
共感することが多く涙が出ました。場合に応じて（親同士、友人、相談窓口など）、

ざっくばらんに話してもらえる人、場所の提供（PR含め）が必要だと強く感じた。
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プ ロ グ ラ ム

実　　施　　日

場　　　　　所

形　　　　　式

対　　象　　者

来　　場　　者

周　知　方　法

実 施 者

関連サブテーマ

内　　　　　容

効果、問題点

反 省 事 項

特　記　事　項

平成21年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム

2010年２月19日(金) 13：30～16：00

秋田大学　ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー　大会議室

一般公開・フォーラム

展示物：無

一般、大学教職員、大学生

人数：69名、（内訳　一般：５名　大学教職員・学生：64名）

ポスター、チラシ、HP、会議

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部育子

・挨拶　秋田大学長

・報告：「秋田大学男女共同参画推進の現状と課題」

男女共同参画推進室コーディネーター　川畑智子特任准教授

・講演：「企業におけるダイバーシティ推進

～組織で活躍する女性を育てるために～

リコーITソリューションズ株式会社取締役会長執行役員　國井秀子氏

・質疑応答

・閉会あいさつ：秋田大学男女共同参画推進専門員会委員長　渡部育子

各部局から多くの参加者があり、秋田大学の男女共同参画推進の現状を理解

していただいたことと、民間企業の実情や取り組みの結果や国際的に比較して

の日本の状況など、個人や大学組織としても意識改革が求められることを強く

発信していただき、そのことについて理解を深めることが出来た。

アンケート調査の結果も意識改革が必要であると感じられるコメントが多く

あり、これからの取り組みをより前進させるための良い機会となった。

各部局に告知をしていたが、隅々まで行きわたっていないことが分かった。

今後、周知を徹底するべく、告知手順について精査していきたい。

特になし
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はじめまして。男女共同参画推進室　特任准

教授の川畑智子と申します。本日は秋田大学の

男女共同参画の取り組みについて、その現状と

課題について報告させていただきます。

秋田大学では大学間連携と女性研究者支援秋

田というプロジェクトを展開しております。プ

ロジェクトの総括責任者は秋田大学学長吉村昇

です。そして実施責任者は学長補佐の渡部育子

です。本日は当推進室を代表しまして、私が報

告させていただきます。

秋田大学では平成16年度より男女共同参画

のための取り組みを行ってまいりました。平成

20年３月には秋田大学男女共同参画のための

アクションプランを策定し、具体的な行動計画

を公表しました。

昨年５月14日には男女共同参画推進室を設

置し、具体的な活動を開始しました。このアク

ションプランでは次の２点に重点を置いており

ます。一つは女性教員比率向上のためのポジテ

ィブアクション、そして２点目に教職員のワー

クライフバランスを改善するための環境・支援

制度の整備です。こちらについては平成20年

から実施中です。

このグラフは平成17年度以降の秋田大学の

女性教員比率の推移を示したグラフです。平成

17年度以降毎年１％ずつの増加傾向を示して

おります。平成23年にはこれを18％にするこ

とを目標としています。グラフの下をご覧くだ

さい。

こちらは大学院生を含む女性研究者の割合を

示したものです。平成20年12月１日現在20.6％

です。これを平成23年度には25％に増やすこ

とを目標としています。

秋田大学では平成18年、平成20年の２回に
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わたり男女共同参画に関するアンケート調査を

実施しています。これまでの調査結果から女性

研究者数を増加させる際の課題は次の五つにま

とめられていました。

「個々の生活や仕事の実態にあわせた支援」、

「現行制度の十分な活用と柔軟な運用の必要」、

「休業制度を利用しやすい職場づくり」、「代替

要員を確保すること」、「次世代の女性研究者を

育成すること」になっております。

(a)についてですが、秋田大学の教職員は40

代、50代の年齢層が多いことから育児支援だ

けでなく、介護支援のさらなる充実化を図って

いく必要性があります。そして特に女性研究者

においては勤務形態が多様であることから、

個々のニーズに合わせた柔軟な支援が必要であ

ると考えられます。

(b)についてですが、秋田大学の教職員は比

較的近い地区に居住している人が多いことか

ら、保育所や介護福祉施設などの社会資源を活

用できるように、地域社会との連携を図ってい

くことが大切であると考えられます。

(c)については平成18年度に行った調査結果

によれば、育児休暇を利用しにくいと回答した

教職員が４人に１人。そして介護休業について

は４割の教職員が利用しにくいと回答しており

ます。

さらには８割以上の教職員が休業中の仕事や

勤務形態についての相談窓口が必要であると回

答しております。

(d)についてですが、秋田大学は中規模大学

であるため、ポスドクなどの女性研究者が少な

く、その結果研究支援員や研究補助員を確保す

ることは困難です。そこで本務校を持つ大学非

常勤講師を活用した大学間での代替要員制度の

構築が必要だと考えております。

そして(e)についてですが、秋田大学の男女

の教員数の不均衡、特に理工学分野における女

性教員の少なさは、女子学生の少なさに起因す

る所が大きいと考えられます。そこで現在研究

職を目指している女子学生の支援のみならず、

大学進学以前の段階にある女子中高生に研究や

研究職に関する関心を持ってもらうことが大切

であると考えられます。

これら五つの課題を解決するための方策とし

て、次の五つが挙げられます。一つは支援相談

窓口コーディネーターの設置。そして２点目に

地域の女性研究者支援のための調査・企画の実

施、そして代替要員制度の構築。３点目に次世

代女性研究者育成支援。４点目に講演会・シン

ポジウム・フォーラム・FDなどの企画・実施

です。そして５点目に県内の大学、行政、教育

機関との連携です。

１点目に関しましては昨年男女共同参画推進

室が設置されたことにより、課題は解決済みで

す。今後は多様な勤務形態に応じた柔軟な支援

を行っていくために、支援相談窓口の充実化を

図っていくことを目指しています。また病児保

育においても発展させていくという考えもあり

ます。

また２点目ですが、代替要員制度を構築して

いくためには、まず、将来的に代替要員となっ

てくれる、なりうる潜在的、顕在的女性研究者。

女性研究者の活用の可能性を調査活動によって

明らかにする必要性があります。また代替要員

のニーズを調査する必要があります。こうした

調査は秋田大学だけでなく、県内の高等教育機

関を対象に行う必要性があると考えておりま

す。

３点目ですが、秋田大学では次世代女性研究

者育成支援、特に理工学分野の次世代女性研究

者支援に力を入れております。すでに工学資源

学部では女子高生、女子大生のものづくり教育

を活用し、次世代女性研究者の裾野を拡大して

おります。

４点目ですが、こうした育児休業、介護休業

を利用しやすい環境づくりをするためには、ま

ず第一に女性研究者支援、そして男女共同参画
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推進について意識啓発をしていく必要性があり

ます。そこで講演会、シンポジウム、フォーラ

ムの企画が大切であると考えております。

また部局ごとに男女の教員比率が異なり、比

率の大小によっては女性研究者支援や男女共同

参画に対する意識の持ち様が異なるという調査

結果が出ていますので、意識啓発の仕方も今後

工夫していく必要性があると考えています。

そしてこれら四つの方策を行うためには、県

内の大学そして行政、教育機関との連携が大切

であると考えられます。特に秋田県は高等教育

機関が少ないことから、教育機関の相互の協力

が必要であると思います。

現在取り組み中の次世代女性研究者育成事業

をご紹介いたします。先ほども述べた通り、秋

田大学では特に工学自然科学系の研究者の裾野

の拡大を進めております。平成20年度には工

学資源学部に２学科を新設し、女子学生の割合

が大幅に増加しました。

平成19年度より秋田大学では工学に関する

様々なイベントを行っています。本年度は男女

共同参画推進室の主催で、「もしかしたら、あ

なたも工学女子？」というテーマで女子中高生

を対象に工学女子イベントを行いました。

このイベントは主に女子中高生を対象に理工

学女性研究者が講師となって、ロールモデルと

なることによって、次世代の女性研究者すなわ

ち中高生に工学に関する興味関心を持ってもら

うことを目的としております。この活動は今後

も継続していく予定です。

もう１点、現在取り組み中の活動をご紹介し

ます。秋田大学では女性研究者支援のために柔

軟な支援に向けて調査活動を行っております。

平成18年度３月に行った調査では、代替要員

のニーズが極めて高いことが示されておりま

す。育児休業を取らない理由について、代替要

員がいないために職場に迷惑がかかると回答し

ている教職員が５割に上りました。そして介護

休業については実に７割以上の教職員が同様な

理由を上げております。そこで現在、女性研究

者のための柔軟な支援のあり方についての調査

を行っております。この調査では育児、介護中

の支援に関するニーズ調査を行っております。

これは本プロジェクトの遂行体制を図式化し

たものです。本プロジェクトは秋田大学が地域

の拠点となって地域社会との連携を図ることに

よって遂行体制を整えてまいります。
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本プロジェクトによって期待できる効果は次

の四つにまとめられます。女性研究者数と比率

の増加。育児・介護休業の取得しやすい職場環

境の整備。ワークライフバランスの改善。次世

代女性研究者の加速です。

本プロジェクト終了後の継続策についてご説

明いたします。本プロジェクト終了後は大学戦

略推進経費により継続してまいります。プロジ

ェクト後の計画と組織の運用体制を検討し、男

女共同参画推進室が中心となって女性研究者の

数や比率の増加などの量的側面だけでなく女性

研究者の生活それから研究、仕事面の充実など

の質的側面の支援を今後も継続してまいりま

す。それと同時に次世代の女性研究者を育成し、

支援する事業を継続的に行ってまいります。

最後にお知らせがあります。今月、秋田大学

男女共同参画推進室の『コロコニ』のホームペ

ージとリーフレットが誕生いたしました。リー

フレットは皆様の今日の配付資料の中にありま

す。リーフレットには本日の私の講演内容の概

要が掲載されていますので、お時間があるとき

にでもご覧ください。

当推進室の愛称についてご説明いたします。

“コロコニ”とはアイヌ語で“ふきのとう”と

いう意味です。“ふき”と言えば秋田大学の校

章となっています。そして秋田県の花は“ふき

のとう”です。ふきのとうは雪の中から春を知

らせるということで、厳しい環境の中でも力強

くそして明るく生きていく女性研究者をイメー

ジして、この愛称をつけました。

左側は「コロコニ」のホームページのトップ

ページです。秋田大学のホームページからアク

セスできます。本日配付資料の中にその詳しい

アクセスの仕方が書いてありますので参考にし

て下さい。コロコニホームページの真ん中あた

りに“コンシェルジュ・デスク”というアイコ

ンがあります。これは育児・介護の相談の窓口

になっていますので、ご関心のある方は是非と

もご利用ください。

そしてその隣に『コロコニだより』というア

イコンがあります。これはコンシェルジュブロ

グとなっています。現在、秋田大学学長吉村昇

先生のブログと本プロジェクトの実施責任者で

ある渡部育子のブログが掲載されていますの

で、是非ともご覧ください。

そしてこのブログは本推進室のスタッフが交

代で２週間に一度更新してまいりますので、皆

様のアクセスを心よりお待ちしております。

本日は秋田大学男女共同参画の取り組みにつ

いて私が代表して報告させていただきました。

ご静聴ありがとうございました。
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ご紹介ありがとうございます。國井でござい

ます。みなさん、こんにちは。男女共同参画活

動の大変活発な秋田大学様で講演をさせていた

だきますことを非常に光栄に存じます。吉村学

長の強力なリーダーシップの元で、いろいろな

活動をされていることを先ほどもご紹介ありま

したし、パンフレット等で拝見いたしまして、

企業の中での私たちの活動がどのくらい皆様に

お役に立てるかなとは思いますが、ご紹介をさ

せていただく次第です。

本日の話の流れとしては、まず企業はどうし

てこの問題を重要だと思っているか、なぜ女性

の活躍推進、ダイバーシティを進めているかと

いうお話。それから日本が非常にこの点では遅

れているわけですけれども、どういうところが

遅れ、どのくらい遅れているか、どんな障害が

あるかということ、そしてこの問題に対してど

のように対応していったらいいか、またどう解

決していったらいいかということを私の企業で

の経験をもとにご紹介申し上げたいと思いま

す。

まず、企業の成長のためにダイバーシティが

重要であるという点ですが、必ずしも日本の中

ではまだ常識になっていないですね。しかし、

世界のいろいろな企業研究の中ではダイバーシ

ティが重要と認識されております。

そのポイントをお話いたしますと、まず、昨

今は企業を取り巻く環境が大きく変化している

ということです。例えば技術革新、ニーズの変

化、グローバルな大競争、それから世界経済危

機などいろいろありますが、企業がこの環境の

大きな変化の中で健全に成長していくために

は、その変化にいかにクイックに、いかに上手

く対応していけるかがキーポイントなのです。

よくダーウィンの進化論があげられますが、

強い者が必ずしも生きのびるわけではなく、変

化に対応できるものが生き残っていくというこ

とです。IBMの元会長のルイス・ガースナー

さんもおっしゃっていますが、「変化に対応で

きる者のみが生き残る」ということで、IBM

さんはこの方針でグローバルにダイバーシティ

を強力に推進されています。ここが重要だと思

います。

以前は、女性が働くと少子化が起きるという

話がありましたが、これは全く逆で、女性が活

躍すれば子どもも増えるということが、世界的

に証明されています。このようにいろいろな点

で誤解があります。企業の成長のためにはいか

に人材の多様性が重要かをまず強調したいと思

います。

グローバル企業であればますます多様性が重

要になってきます。人材の多様性があるといろ

いろ多面的な見方や考え方がでてきて、もろい

会社にならない。企業にとっては健全に成長し

ていくこと、継続できることが非常に重要なの

です。事業がダメになって、社員の首を切らな

ければいけないなんていうのは最悪な話なわけ

ですから、どうやって成長していくか。多様性

に手を打っていくことが極めて重要です。

ダイバーシティの観点でのデータは、日本で

すと21世紀職業財団が2003年に発表したデー

タがありますがちょっと古いので、米国の

NPOで「カタリスト」というところが発表し

ているデータをご紹介します。（図６）
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それぞれのグラフで女性登用が進んでいる企

業が向かって左側です。遅れている企業が右側

にあります。いろいろな点で見て、利益率とか、

成長率が高いのは女性の登用が進んでいるとい

う結果です。

実際、最近新聞などでもかなり取り上げられ

て、ダイバーシティのメリットが書かれていま

すが、マッキンゼーの調査では女性の役員の多

い企業は職場環境が良く、経営戦略、調整力が

優位であると報告されています。次にここが一

番のキーポイントになるのですけれど、変化へ

の対応が早い、発想が豊かであるとか、現実的

であるとかという記事が日経新聞に載っていま

した。CSRとしてもダイバーシティは重要な

のですが、企業の成長戦略としても重点と考え

ているポイントです。

しかしながら日本は非常に悪い環境にありま

して、ご存じかも知れませんけれども、国連が

発 表 し て い る Gender Empowerment

Measure という、女性がどれだけ社会におい

て意思決定に参加できているかを見る指標で

は、109カ国中57位と非常に低いのです。一方、

日本における人間開発指標は非常に高い。例え

ば教育だとか、健康だとか、いろいろな総合的

な項目があります。この指標では男性も女性も

かなり日本は世界の中で上位にあるのですけれ

ど、女性の意思決定への参加度合いが低い。

さらにもう一つデータをご紹介したいのです

けれど、毎年「世界経済フォーラム」が男女格

差指数を発表しております。2008年は最悪で

す。130カ国中98位という、後進国よりもずっ

と低い状況にありました。2009年度は75位に

上がっています。ただ先進国の中ではやはり最

下位という状況です。

こういう環境の中にあって企業がグローバル

に成長するためには、個別にも取り組んでいか

なければいけないという状況があります。もう

少しどういうふうにひどいかというところを、

国連のご指摘を見てご紹介したいと思います。

日本は1985年には「国連女性差別撤廃条約」

を批准しています。この条約ができたのはちょ

っと前ですけれど、日本が批准したのは85年

です。ところが去年国連から、他の国ではこの

間にいろいろと改善してきているのに、日本は

十分な改善がないと非常に厳しい指摘をいただ

いております。40数項目にわたっての指摘が

あります。法的な拘束力も不十分で、民法の夫

婦別姓問題もありますし、教育についてもそう

ですし、企業における管理職とか、政府におけ

る管理職も女性の数が非常に少ないという指摘

です。さらにこれだけ遅れているということが

国民にあまり知らされていない、啓発が不十分

であるということも、強く指摘されてきており

ます。

また国連女性差別撤廃条約に付随して「選択

議定書」、Optional Protocol というのがあり

ます。これは個人通報制度と言われていて、も

しその国で問題解決できなかったら、国連に通

報して対応を取ってもらえるのですけれど、こ

れを日本はまだ批准しておりません。アフリカ

の小さな国でもすでに批准しているのに、日本

は遅れていて、これは今の政府の中でも早く批

准しなければということで、内閣府なども言っ

ているところですけれども、なかなか足並みが

そろわない。

先ほど申し上げたように、世界各国で多くの

施策を打ってきていますけれど、そういう中で

日本だけがどうしてこれだけ遅れているのか。

遅れているためにポテンシャルがまだ残ってい

るとも言えますけど、少子高齢化の中での労働

力の問題では、女性が働かないというのは大き

な損失です。

ですから日本にとって国家的な喫緊の課題で

あると認識しております。特に働く人が、いろ

いろな人材が、少ないと言われている地域にお

いては極めて重要な課題ですけれども、これが

なかなか変わっていないという状況です。

これについてはとりわけ教育と労働の問題が

指摘されています。たとえば、教育における男

女差別を禁止する条約が日本はまだ未批准で

す。家庭科共修は1993年、94年に中学、高校

と実施されてきているのですが、ただ実態は進

学校などですと、きちんとやっていないという

問題も国連からは指摘されています。これは意

識向上の点で長期的に問題となり早く解決しな

ければいけない。

それからよくコース別の人事施策は日本の特

徴と言われているんですけど、これも ILO か

らはたびたび是正を求められているものです。

実態としては、コース別人事というのは女性だ
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けに適応されていて、総合職、一般職でここに

壁ができ、そのため総合職の人にいろいろなプ

レッシャーもかかり過ぎるなど、大きな問題を

残しています。 （図13）

また非正社員、正社員、これの二極化の問題

がございます。同一労働、同一賃金というのは

極めて重要なことなのですけれど、それが徹底

していないということが女性差別の大きな背景

になっているわけですね。

ちょっとデータを見ていただきたいのですけ

れど、ワークライフバランスが非常に重要で、

女性が活躍するためにはまずそこからというの

はどこでも共通かと思います。それのベースに

なるデータがここにあります。

こんなギャップがあるのは日本だけですね。

他の国にはこれ程の差はないのですけれど、女

性の家事、育児、介護の負荷が日本だけ極めて

高い。これは共働き夫婦であれ、専業主婦がい

らっしゃる家庭であれ、変わりがないのです。

専業主婦のいらっしゃる家庭の夫のほうがま

だ家事をやっているというデータがここに出て

います。これはどうしてだろうと、よく言われ

ています。この表は１日の時間を睡眠とか、仕

事とか、家事・育児などに分けて、どんな比率

かを見たものです。 （図14）

上から見て共働きの家庭の女性は、家事・育

児・介護に１日４時間15分平均で使っている。

それに対して夫のほうは30分です。その下に

いって専業主婦がいらっしゃるところで、家

事・育児、妻の時間は６時間52分と長いので

すけれど、夫のほうは39分という状況です。

黄色い所に注目して下さい。この数値が非常に

大きな特徴があると思うのです。

ある所に行ってこのデータお見せした時、若

い男性が多かったので「どうしてでしょう」と

聞いたら、「早く帰ると家事をやらなきゃいけ

ない。だから残業するのだ」といわれました。

本音かわかりませんけど、そういう話も出まし

た。

この理由はともかく女性にこれだけの負荷が

かかっているので、まずこのバランスを取って

いく必要があるのと、これに対するサポートを

していくことと、２つの面で解決していく必要

があるというふうに思います。

また、人事・雇用に関しても古い慣習が残っ

ていて、特に戦後の右肩あがりの経済の発展の

もと男性中心、会社中心、生涯雇用のなかの長

時間労働です。東京ですと長時間の通勤という

のが加わります。年功序列、業務が俗人化して

いて“あうんの呼吸”でという文化、そして男

性のコミュニティがあって、そこの中で男性が

働きやすく、男性中心の労働、人事制度などが

できあがっている。そこに女性が入っていくと

非常に孤立し、違和感があり、やりにくい。今

は変わりつつあるのですけれど、うちの会社で

もいろいろ制度を改善しておりますけれども、

やはりまだ基本に残っているというのが現実で

ございます。

それから大学とか官庁とかではあまりないと

言われていますが、企業ですといわゆるオール

ド・ボーイズ・ネットワークといって、カラオ

ケとかゴルフとかが重要になる。企業の幹部に

なると土日ゴルフでいろんな情報を仕入れて、

いろいろなお付き合いの中で商売が決まってい

くとかが、実態としては結構あります。

海外は似たようなことは多少あってもここま

ではない。おつきあいはありますけれど、パワ

ーランチとかくらいです。家族同士のお付き合

いはあっても、夜までカラオケに夫だけ行くな

んて、欧米ではすぐ離婚になってしまうのであ

まりないですけど、日本は残っているのですね。

そうすると女性は非常に仕事がしにくい環境に

なります。

さて、大学だとちょっと違うのかもしれませ

んけれど、企業なりかなり大きい組織のキャリ

アパスを考えると３つの次元がある。まず入社

して、例えば技術分野なら技術に関して専門性

を高めて高度化していく。下の図で縦の軸にな

る !は、業務内容を高度化してキャリアを形成

していくフェーズです。これはたいていのとこ

ろであてはまります。最初から幹部になるとい

うのは、ベンチャーでもない限りないでしょう

から、通常は下からだんだん経験を積んでいく。

次に、ある業務に慣れてきたら、今度は別の

業務を経験する。例えば研究開発だったら事業

部のほうに移って事業をやってとか、マーケテ

ィングをやってとか、関連の職能を拡大し、さ

らに高いレベルの組織階層に上がっていくとい

うような、②，③の横軸にあたるキャリア形成

があるわけですね。 （図17）
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人によってウエイトがいろいろ変わったりは

しますけれど、やはり大企業のトップになる人

はだいたいこの３つをバランス良く経験して、

スパイラルアップしてきていることがほとんど

です。これは、シャインさんという人が書いて

いるキャリアの教科書的な話です。

女性は入社して①のパスはかなりチャンスが

あるのですけど、②，③についてはなかなかチ

ャンスが回ってこない。企業の中でローテーシ

ョンをする、本人もローテーションされたくな

いっていう話もありますけれど、ともかく２，

３について計画的にキャリアを作っていくよう

に、女性を少なくとも過去においては指導して

きていないのですね。

したがって、突然①しか経験してない人を、

③のあるところにポッとおいても実際はミッシ

ョンが果たせないので、「やっぱり女性は駄目

だ」という話にされちゃう場合もあるのです。

したがってきちんとキャリアパスをプランし

ていく必要があるのですけど、ここでかなりギ

ャップがあるので、不利な状況におかれていま

す。

それからさらにアメリカですと、昇格スタイ

ルがコンテスト型と言われているのですけれ

ど、あるポジションになると、その時一番誰が

ぴったりかというところで選ぶのですね。過去、

育児休職していましたとかいうのは関係なく、

その時能力があれば、そのポジションに就ける。

ところが日本はどっちかというとトーナメン

ト型で順番に上昇する所が多くて、育児休職を

するとやはり昇進が遅れる。遅れると、課長職

だと課長補佐とかになっていないとそのポジシ

ョンに就けないというので、敗者復活がなかな

か難しい体制になっております。このあたりは

改善しつつあるのですけれど、まだまだ多くの

組織の問題として残っています。こういう環境

では女性が残りにくいし、育児休業、短時間勤

務でまた評価が下がるというハンディキャップ

もあります。 （図18）

もう一つ言われるのが、ここに書いてないの

ですけれど、男性は期待で昇格させる。この人

はこういう仕事できそうだなというので期待で

昇格させるのだけれど、女性の場合実績を上げ

ないと昇格させない。これはマイノリティだか

ら、あるいは活躍できる環境がなかなかなくて、

育成効率が悪いからというのも口実としてはあ

るのですけど、やっぱり意識の問題があります。

このあたりは政府も最近になって少しは言っ

ています。国連から再三に渡って指摘されてい

て、意識改革は時間がかかりますので、子ども

の教育から始めないといけないのです。

法律も多少問題がありますけれど、「女性は

家庭」というすごく根強い固定観念が問題です。

ここは、私は大学がやはりがんばっていただか

ないといけないと思うのですね。社会のイノベ

ーションは大学から、大学の方たちが先進的に

取り組んで啓蒙もしていただかないといけない

なと思います。

日本全体としては、いろいろな点で情報不足

で、この問題は非常に重要であるということの

認識が低くて、また女性だけの問題と捉えられ

がちなのです。これは、社会全体あるいは企業

全体の問題なのですけれど、どうも小さくとら

えられてしまう。

それから成功事例が周りにないというのもな

かなかピンとこないところですね。

若い人たちはかなり変わりつつある。そこは

期待できるかなと思うのですけれど、ジェネレ

ーション・ギャップがかなりあります。

女性の活躍を阻む主な要因というところでま

とめますと、こういうような項目になります。

（図20）

保守的な社会環境があり、そういう中でワー

クライフバランスがとりにくい家庭・労働環

境。それから女性に不利なキャリアパスとか昇

格スタイル、なかなか進まない意識改革という

ことで、これをどう改善していくかです。

それで私たちは、どうしていったらいいかと

いう話に移ります。

まずワークライフバランスがとれない、育児

支援とか介護支援だとかのしくみがなかった

ら、まずこの制度を作る必要があります。リコ

ーでも、昔は女性と男性で、研修の時間、内容

などで差がありました。それを同様にしてほし

いというと、「どうせ女性は早く辞めるから」

と言われたわけです。ともかく女性が働き続け

られるようにするのが第一ステップで、先ほど

の表の女性の負荷が大きい家事・育児などへの

対応が必要です。すなわち、育児休職とか、短
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時間勤務などが制度として作られ、またその制

度を活用できるような環境、これを作っていく

必要があると思います。

今、秋田大学さんはいろいろ積極的な活動を

されています。病児保育などで先進的な取り組

みもなされていますので、すばらしいと思いま

す。あと男性の育児休職も取得しやすいように

していく必要がありますね。

育児が女性だけっていうのは先進国ではだい

たい日本だけなのです。ここを変えていくため

には、やはり男性の育児休職者の方たちも増え

て、男女ともにワークライフバランスという文

化を作り上げる必要があります。

今、男性で育児休職とりたいという人は、期

間は別にして30％いるというデータが出てお

ります。

ところが実際取れているのは、政府の統計で

1.23％なのですね。それは経済的理由であった

り、代替要員がいらっしゃらないとかもありま

す。代替要員の問題は女性も同じですが。あと

社会的なプレッシャーです。これは企業の中で

も男性が育児休業取る時に上司が余計なことを

言っちゃうというのもあります。「育児休職を

取ると昇格に不利よ」とか、「昇進が遅れるよ」

ということを、言ってしまう。そういうことも

あって、ここが大きな問題になっております。

制度としては法的にはかなり進んできている

んですけれど、取れるかどうか、職場の特に上

司次第ということなので、上司に対応を正しく

とってもらわないと変わらないということで

す。

さて、リコーでは育児で退職する女性はほぼ

０です。育児を理由に辞めますという人はいな

くなりました。ただ「そのあと十分活躍できて

いますか」という点では、ちょっと疑問符が残

っているのです。

入社の時に実力のあった女性たちが同年代の

男性と比べて実力が発揮できていないというの

は一目瞭然。もちろん例外がありますけれど、

ほとんどの場合そうです。

他の国では有能な女性を活用しているのに、

日本だけできないというのはもったいない話で

す。そこのポイントはいわゆる｢日本の優しい

男性｣のせいもあるし、本人のせいもあるしと

いうことです。

まず職場の問題としては、適切な仕事を与え

ていない。先ほどもお話したように、キャリア

アップしていくには、いろいろなことを経験し

なければいけないし、ある時は修羅場をなんと

か乗り越えて実力をつけるというのもあるので

す。女性に対しては、特に育児を抱えていると

小さな仕事とか、優しい仕事とか、重要度の低

い仕事ばかり与えられる。これはリコー本社の

中の研究所の中でアンケートをとって調査した

時にも、そういう話が出てきました。

他社さんにお話を聞いても、やはり女性はそ

ういうふうなミッションの与え方をされている

ケースが多いということです。

それからいろいろ男性の経営者の方たちとも

お話するのですけれども、失敗した時のそのあ

との対応が全然違うのですね。男性だと、もっ

とその次に失敗を乗り越えてやらせようとする

のですけれど、女性だと優しいと言うのか、甘

やかすと言うのか、「しょうがないね」という

感じで、あまりそこから学んで、さらにチャレ

ンジするというふうにしていかないケースが多

い。

そういう中で管理職にいつまで経ってもなれ

ないと、モチベーションが高い人はそう思って

しまう。あるいは適当にやっていこうというの

で、女性の方も諦めてしまうというケースも結

構あります。あるいは完ぺきにやろうとして精

神的に破たんしてしまうという、完璧主義者の

方もいらっしゃいます。どちらもうまくいかな

いので、ここを変革していく必要があります。

現場でいろいろヒアリングするのですが、ま

ず、第一に効くのは上司の対応なのですね。上

司の教育をどうするかというのは、我々企業に

とっては大きな課題です。

この問題は非常にセンシィティブで、本人は

だいたい差別しているなんて認識しておりませ

んので、無自覚なんですね。それを意識できる

ようにいろいろ visible していく必要があると

思います。

これは啓発活動の中でいろんなケースの話を

してもらって、女性がどう対応しているか、あ

るいはどんなサクセスストーリーがあるかを知

り、自分のケースと比較して、どこが悪かった

かということに気付くことが重要ではないかと

いうことです。マネージャー同士のディスカッ
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ションというのも、非常に重要です。

これは、私がヒアリングをした結果、現在仕

事を続けている人たちの女性のキャリアで問題

になっているところのまとめです。 （図25）

いろいろなタイプの方がいらっしゃると思う

のですけど、少なくとも女性のエンジニアは責

任感が強いけれど、同レベルの能力を持ってい

る男性と比較した時には、自信を持っていない

方が多い。男性は、当然本人は自信あるだろう

という前提でいろいろ行動するのですけれど、

本人はずっと自信がないので女性には常にエン

カレッジする必要があるのです。

より高い目標に向けて、エンカレッジをする。

「彼女は元気だからそんな必要ないよ」と言う

上司がいるのですけれど、その実本人は非常に

自信がなくてということが多いので、これは意

識して上司がやる必要があると思います。

それから女性マネージャーは数が少ないの

で、孤立しがちなのですね。先ほど申し上げた

オールド・ボーイズ・ネットワークで男性は意

識しなくても “どこどこは元気のいい組織だ、

今度誰さんはどこかに異動しそうだ、何とかの

事業は伸びそうだ”などいろいろな情報が入っ

てきます。このような話が、総合的に状況判断

するには重要なのですけど、女性にはそのよう

なネットワークに参加する機会が少ないので情

報提供を適切にしてあげる必要があります。

そして、キャリアアップするための育成プロ

グラムを提供していく必要があります。これは

男性よりも女性の方により計画的にやっていか

ないと、放っておいてもある程度はやれる男性

とは違うというところを意識する必要があると

思います。

それから能力のある女性のキャリアパスが見

えないというのが一つ課題です。ロールモデル

があまりない。周りにあのようにやればよいと

いう example があれば、わりと考えやすいし、

トライしやすい。しかしそれが人数が少ない中

では、ロールモデルがいなくてイメージがわか

ないので、出口が見えない、その中で何かやる

というのは非常にストレスが高いわけです。キ

ャリアアップのステップを visible にしていく

必要がある。そこが重要だと思います。

先ほど申し上げましたが、上司の意識をどう

変えていくかで、これはいろいろな事例研究を

研修の中でやっていくのがやはり重要かと思い

ます。ジェンダー・リテラシーのレベルを上げ

ていく必要があります。

ある外資系 IT 企業では女性活用の指標を毎

期作っています。全世界でグローバルに女性比

率をどれだけ上げなさいというのがくるわけで

す。管理職の評価指標の中に女性をどれだけ活

用しているか、管理職にどれだけ上げられたか

というのがあるのですね。常にリテラシー・レ

ベルも上げていますし、それからマネージメン

トの指標もきっちりしているので、大きな成果

が上がっています。社長自ら重要性のお話をさ

れていました。

このスライドは女性に向けてのお話です。女

性たちがこういう環境の中でも是非もっと活躍

していただきたいのですけれど、そのために私

が過去いろんな人に言ってきたこと、あるいは

やってきたことのまとめでもあります。（図26）

まず、あまり自分のためと思うと今の日本の

環境だと損だと思うことのほうが多いかもしれ

ません。ですから後輩のためにちょっとでも前

進しようというふうに、自分というよりは社会

的な位置付けの中で考えていったほうが気が楽

で、やれると思うのですね。

それからやはりロールモデルをできるだけ見

つける。イメージできるということが極めて重

要なのでできるだけ身近にあったほうがいい。

ロールモデルの人がいると、自分が困っている

時に、あの人だったらどうするかなと考えると、

結構やり方が見えてくるということが多いと思

うのですね。

もう一つだけ申し上げたいのは、私がアメリ

カに留学して本当に良かったと思うのが、アメ

リカでは女性が非常に活躍していて、それを身

近に見たということです。女性は当たり前に仕

事をしているのを見るだけで、すごくエネルギ

ーになりました。

ですから女性だけの集まりはどうも･･なんて

言われる方もいらっしゃるのですけれども、活

躍している姿を見ることは、これ自体が結構エ

ネルギーだということを申し上げたいと思いま

す。

それからメンターを見つける。いろいろやっ

ているといろいろな困難があります。クリエイ

ティブな仕事をすればするほど、いろいろ障害
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も出てくると思います。そういう時にぴったり

１人の人がメンターというのは、いかないかも

しれません。しかし、いろいろ経験してきた人

に話をしていく中で、自分で糸口が見つけられ

るということは度々あることなのですね。です

から、自分のメンターは誰か、その人に積極的

に話をしに行くということが重要かと思いま

す。

オールド・ボーイズ・ネットワークほどには

いきませんけれど、それなりに女性の数が増え

てきているわけですから、仲間を作って問題を

共有するということは非常に心強いことだと思

います。

私は今、情報サービス産業協会の人事雇用部

会の部会長をやっているのですが、IT産業で

は女性のプロジェクトマネージャーとか、アー

キテクトが少ないので、孤立しがちです。そう

いうコミュニティを作ってあげましょうという

活動をしています。このように問題を共有する

ことは極めて有益なことだと思います。

それと、どんな上司か、どんな同僚かによる

のですけど、理解してくれる方も、より好意的

な方もいると思うので、そういう方たちを味方

につけて、いろいろアドバイスを引き出すとか、

応援演説をやってもらえるようにしていくとか

です。そういうふうに持っていくことも、一つ、

組織の中のダイナミズム、力学として重要だと

思います。

そして組織の中で自分に対する期待が何で、

どういう貢献をすべきかを考えること。自分中

心だけに考えていたら昇進、昇格っていうのは

うまくいかないわけで、当然、所属している所

でのミッションがあるわけですから、そこに対

して女性は期待だけで昇格させないというのも

ありますけれど、少しずつ変わりつつもありま

すから、期待が何か、何が貢献できるかという

ことを常に念頭に置く必要があると思います。

それからやはり実力をつける、勉強をする。

勉強は単に座学だけでの話ではないですけど、

いろんな所へ出て、多くの分野の人と話をする

のも重要でしょうし、人のネットワークを作っ

ていくのも重要でしょうし、業務によっていろ

いろあると思います。常に勉強していくという

ことは極めて重要だと思います。

女性は育児・介護などで忙しいということも

あって、すごく closed の中で生活して、あま

り他の所に出かけていくチャンスを自ら作らな

い、作れないというか、そういう環境もあると

思うので、上司はできるだけ社外の活動だとか、

全社の活動に女性をアサインすると、その人の

見方が変わってきて、能力を大きく開発できる

と思います。

ここまでは私の体験をある程度もとにお話し

てきましたが、リコーではかなり早い時期から

ジェンダーフリーへの取り組みということで、

マニュアルやガイドブックを作って進めてきて

います。この取り組みにおけるリコーの基本方

針に３つの柱があります。 （図27）

一つは男女ともに働きやすい環境整備で、と

りわけワークライフバランスに関するもの。そ

れから能力開発、それから意識改革ですね。

<一部省略>

先ほどからお話しているように、まずは上司

の理解が重要です。仕組みを変えても必ずしも

全社同じような状況ではないわけですからばら

つきがあります。同じ組織の中でもばらつきは

大きくあります。その差はやはり上司の意識に

よるところが大きい。上司の裁量でどんな困難

があっても本人がやりたいと思っていて、上司

が理解してくれたらなんとかやれるというよう

なことがデータとして出てきました。

さらに仕事が続けられても、モチベーション

が低い仕事では嫌だというのがこの次の話で

す。やはり今の環境の中だとお子さんを保育園

に預けて苦労をしてやっている。それだけがん

ばっているのに任せられる仕事が極めて小さ

な、あまり貢献度が高くないものではやる気が

おきない。やはり仕事の与え方は極めて重要で、

貢献度にも大きく関わってくる。

それから身近にロールモデルがある、仲間が

たくさんいるというのが極めて重要ということ

も出ています。

あとは意識の問題、改革の柱の中の最後が意

識改革だったわけです。制度があるだけでは不

十分で実際運用できるようにするためには、や

はり意識を全般に変えていかなければいけな

い。これについてはやはりいろんなパネルディ

スカッションをやったり、セミナーをやったり
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して、たびたびこういう問題をみんなで考えて、

また他社の事例だとか、進んでいる事例も紹介

してもらうということも重要です。

そしてこれは私が自分の組織の中で女性育成

に向けてやったことなのですけれども、ジョブ

ローテーションを計画的にやることです。なか

なかここが現場に任せておくと進まない。有能

な人はその組織で抱えていたい、サポートして

もらえばとても上司も Happy。ただ本人のこ

とを考えると他のこともやったほうがいい。こ

れは大学などでもよく聞きますね。すごく有名

な先生の元に有能な女性がいるけど、サポート

業務が中心で、本人に論文を書く力が十分ある

のだけれども、結局サポートだけで終わって、

なかなかポジションが確保できないという事例

をいくつか見ています。意識的に組織として改

革する必要があると思います。

それからさきほどふれましたけれど、転勤す

ることができないような家庭の事情がある場合

に、それでも職能を広げるということは極めて

重要なので、そうした時にはクロスファンクシ

ョナルなプロジェクトに参画してもらうこと

で、代替案を作って進めておりました。また、

グローバルに活躍する場をできるだけ作る。部

門によっては女性も海外出張させるのは怖いか

らやらせないというようなところも昔はよくあ

りました。

それから社外へのネットワーキングへのすす

めです。社外の活動は極めて重要で、そうする

中でキャリア形成の意識が進みます。時には極

めて有能で外にスカウトされてしまうケースも

ありますが、貢献度が高くいろいろな場面で活

躍できる人たちが増えてきているというのはよ

かったなと思っています。

こちらの大学でもあるかもしれませんけれ

ど、ロールモデルのデータベースを作り、いろ

んな情報を交流できる場を、地道ですけれど作

り上げていくことが重要だと思っております。

そして、全体として組織の中でこういう活動

を効率よく成功させるためには、PDCAをきっ

ちり回していくということです。まず、第一に

重要なのは、組織のトップからの強いメッセー

ジです。こちらは吉村学長が強いメッセージを

出されているからきっとやりやすいと思うので

すけれども、組織としてまずこれが重要で戦略

としてやっていくという方針が述べられる必要

があると思います。 （図28）

それから推進していくにあたっては、専門組

織がないとなかなか確実には動いていきませ

ん。秋田大学ではおありなので、素晴らしいこ

とだと思います。管理職の意識改革、制度の充

実を進め、成功事例を早くどんどん作っていく

のがポイントになるかと思います。

私どもがいろいろ活動していて、非常に有益

だったと思うのは特に女性たちのキャリアプラ

ンの作成です。実は「キャリアプランを書いて

ください」と言ってもなかなか書いてもらえな

い。そこで、本人に対して研修をしたり、上司

に対する研修もやって、５年後、15年度も見

据えた自分のキャリアパスを考え、プランを作

っていくのですね。計画通りには必ずしもいか

ないのですが、先ず書いてみる。

一度そういうのを考えて、一つベースになる

ドキュメントがあることは極めて重要だという

のをあとからより強く認識しました。それは企

業だと、上司は結構変わるし、異動もあったり

します。その時キャリアプランがあると、その

次の上司が継続してキャリアプランについて考

えていく時に使える。このようなものがなくて

別の組織になったりすると、また０ベースにな

ってしまうことが結構あるわけですね。非常に

計画的に考えてくれる上司だったらいいのです

けど、必ずしもそうではない。

キャリアプランを持っているとここまではこ

うしてきましたと、次はこういう能力を開発し

たいというのを文書で示せる、その時のいろん

な状況で中身としては変わっていくかもしれま

せんけれど、話のきっかけになるし、チェック

リストとして非常に有益だということを認識し

ました。

大学でキャリアプランがぴったりするかどう

かは知りませんけど、やはり個々の人がどうい

う道筋でどうしていくかというのをラフにもま

とめてみるということは重要だと思います。

<以下省略>

女性が今日キャリアを構築するには能力という

よりはそれを意識した姿勢や信念を持つことが

需要だと思います。単に能力開発だけではなく、
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女性のキャリアアップへの意識づけも男女共同

参画の中で考えていく必要があるのではないか

と思っている次第です。

日本がこれだけ女性の活躍推進の観点におい

て遅れているというのは大きな損失だと思いま

す。それを是非大学は知の拠点として、それを

地域にもアピールし、学生さんの育成にも活か

していただきたいと願います。私は内閣府の男

女共同参画推進連携会議のメンバーでもありま

すし、学会や企業の中でも推進活動を進めてい

きます。そこで思うのは、大学の重要性という

のは強調してもしきれないところがある。

社会に出る直前の大学での教育の中で、女子

学生にも男子学生にもお話したようなダイバー

シティ推進の重要性について十分認識した上で

企業にきていただけると、企業も非常に楽なの

です。ただし、企業の中には多様な方がいらっ

しゃいますから、正しい意見が必ずしもすぐ通

るわけではありませんが、基本的なコンセプト

としてその重要性を理解した若い人たちが社会

の中核となった時には必ず、企業経営は健全に

なると期待しています。

グローバルなコンペティションの波の中で、

少子高齢化が進んでいるのに、人口の半分を占

める女性の活躍が推進されないということは非

常にもったいないので、いろいろな観点で男女

共同参画を進めていただきたいと願います。女

性の先生方のモデルがたくさん増えて、大学で

の啓発活動がさらに推進されれば、世の中は本

当に変わっていくのではないかといます。

私たちが新しい商品をまず世の中におくり出

す時、オリジナリティがあって、ユニークなも

のであれば、まず大学に持っていきます。これ

はアメリカのソフトウエアの会社も同じです

が、一番理解力のある所、新しいことに対して

敏感なところに持っていきます。是非このダイ

バーシティ推進の活動は大学の皆さまにお願い

したいと思います。本日このような機会を与え

ていただいて大変幸運だったと思っておりま

す。

皆さんご静聴ありがとうございました。
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会場女性：私は秋田大学の医学部で女性医師支

援の仕事もしてまして、今日はすごく興味深い

お話をありがとうございました。

なかなか他大学とのシンポジウムなどで医学

部の状況についてはお伺いする機会は多いので

すが、企業のお話というのは初めて伺ったので、

すごく参考になりました。いろいろ聞きたい事

があるのですけれども、一つずつお願いしてよ

ろしいでしょうか。

一つ目は先ほど上司の方でやりがいのある仕

事を与えるための、例えばFDだとか、そうい

うのを行ってらっしゃるということなんです

が。

特に女性に対する理解が多い上司の方で先回

りをして、お子さんがいるからこれは大変だろ

うということで、例えばそのチャンスを逆に遠

慮してくださる方がいらっしゃるんですね。例

えば海外出張ですとか、学会などを敢えて外し

てくださるというか。そういった逆ジェンダー

フリーと言うか、ジェンダーフリーのような、

理解しようと努めてくださるあまりに逆に与

え、チャンスを与えるのを遠慮して下さる方に

対するそういうFDなどは何かされてらっしゃ

るのでしょうか。

國井：私達、FDではないんですけれども、や

はり上司に対して一般的な啓発活動と個別の業

務の与え方の両面から支援します。自部門であ

れば面談をマネージャとして部下に、どんな仕

事の与え方をしているかについてディスカッシ

ョンして変えてきているのです。

自分の組織はいいんですけれども、他の所に

なるとなかなか言葉をかけるのは難しいのです

が、啓発活動の中で幾つも事例をお話していま

す。

さっき言った（優しい上司）というのが一番

でもないかもしれませんけれど、非常に困るん

です。「やるべきこと、やりがいのある仕事を

本当に与えているか」を自問自答してください

というようなお話をしています。

実際優しすぎる仕事の与え方をしている上司

がいるのです。「良かれと思っていたけど、や

はりそれは間違いなのですね」と言ってくる人

も結構いますね。

会場女性：それに関連してなのですが、多様化

するということで女性の方自身もいろんな考え

方の方がいらっしゃるので、すごく高い目標を

持って頑張っている方をどんどん支援するとい

うのはもちろんやりたいところなのですが、ほ

どほどでいいという方を「がんばろうよ、もう

ちょっとできるんじゃない」とやったほうがい

いのか、こういう方はそのまま放っておくと言

ったら変ですけど、そのままそういう人として

接したらいいのかと、すごく悩むところです。

もっと能力があるのにそこがすごくもったいな

いと思うことがあるのです。その辺りの対応と

いうのはどうされているんでしょうか。

國井：会社によって少し違っていますけど、頑

張る人しか支援しないという、外資系は割とそ

うです。評価をバサッとそこで変えますよね。

私たちはできるだけ能力のある人を増やしてい

きたいので、いろんな啓発活動をして、期待し

ている、これだけできるはずだからとか、自信

をつけてもらう。エンカレッジして、仕事をア

サインするように持っていこうとしています。

直の部下だったらいいですけど、何段階もあれ

ばなかなか伝わらないというところがあるかと

思うのですけど。

私は基本的には、できるだけそこはエンカレ

ッジして、やってくれる人を増やしたいという

スタンスです。企業としては、辞めるなら別で

すが、きちんと貢献してもらわないと他の人の

足を引っ張ることになりますから、そこを意識

してもらう。ただ家庭の事情とかありますから、

それは考慮してなんですけど。やってほしいと

期待することが非常に重要じゃないでしょう

か。それをまた直接に言うことですね。本人に

伝えるということが極めて重要かと思います。

会場女性：ありがとうございました。もうちょ
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っとあります。先ほど活躍するために人材の多

い所よりも女性が少ない分野という。

國井：女性が少ないところと言ったのではなく

て、人材が足りないところですね。

会場女性：わかりました。

國井：新しい分野などは男性も女性もいなく

て、業務に対して人が不足しているというのが

ありますよね。不景気でもやはり足りない世界

と人材が余っているところでは違っているので

はないですかと。

会場女性：ありがとうございました。というの

は医師としてこれから科を選ぶ時に、女性の先

生が多いところと少ないところと、自分がやり

たいのは少ない分野なんだけれども、道がない

ところで、すごく悩まれる方がいて。やはりキ

ャラクターの問題もあって、好きにやりなさい

と言ってどんどん好きに開いていく方と、なか

なか言い出せなくて背負いこんでしまう方がい

らしたので、その辺りどうされているのかお伺

いしたかったので。

もう一つ先ほど何回かヒアリングということ

をおっしゃっていたのですが、アンケートなど

でニーズを探ることが多いのですが、回収率に

もよると思うのですけれども、アンケートです

と意識の高い方やそれについて問題意識を持っ

ている方の回答率は良いのですが、実際に問題

を持っていたり、問題がある方の回答率が少な

い印象がありまして、そうなるとやはりヒアリ

ングなど、直接話を聞いたり、そういう方をピ

ックアップというわけではないのですが、する

有用性というのもあるのではないかと思うんで

すね。

というのは学生と話していても、最初に自分

が心配しているとおっしゃることと、ほんとに

心配していることが少し違ったりすることがあ

って、それは実際に話をしている中で明らかに

なることが多いので、そのあたりのアンケート

の結果とヒアリングの結果がどの程度違うのか

ということと、それぞれで何を求めたらいいの

かというところ、もしご経験がありましたら教

えていただきたいのですけれども。

國井：アンケートは全体的な数値データをとれ

るので、いろいろな方に現状の把握をご説明す

るには非常に有益です。客観的にこういう取り

方をしてこうでしたというのは重要です。ただ

問題を分析するにあたってはかなり深く洞察力

を働かせる必要があります。分析するにはアン

ケートだけではなかなか読み切れない、いろん

な事情があります。

ですから個別のヒアリングでケース・スタデ

ィというか、事例を深く見ていかないと対策を

どうとっていったらいいのか分からない。表面

的な話ではない深い問題もありますので、ヒア

リングである程度わかった上で、ある仮説モデ

ルの上にアンケートをとっていく、そういう全

般的な流れでやっています。

アンケートも取りかたによって結果がだいぶ

違いますからね。

会場女性：最後ですが、このような講演会に実

際に聞いていただきたい方というのはまずいら

して下さらないことが多くて、結構意識が高い

方が、聞きに来て下さるのです。院内や学内で、

私たちが企画してやった時にも、意外と実際に

そういう立場にある方が聞きにきてくださって

いて、管理職の方がいらっしゃらないので、先

生のスライドでも全員参加のフォーラムがあり

ましたけれども、そのあたりをどのようにして

引っ張り出しているのか秘策があれば教えてく

ださい。

國井：一つは自分が責任者であれば指示できま

すからね、それは一つ、一番楽なところですけ

ど。そういうポジションばかりではありません

から。そういう時は出てほしいキーパーソンに

は個別に話をしに行って、出てもらうようにい

ろいろお話をするとか、それからミッションを

与えてしまう。パネリストにしてしまうとか、

何かの役割を担っていただいて巻きこむ。そこ

に出ないと次のステップに入れないような何か

を仕組んでしまうなど、いろいろありますけど。

会場女性：どうもありがとうございました。

司会：ありがとうございました。もう一つだけ

ご質問、コメントいただきたいのですが、どな
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たかございませんでしょうか。

会場男性：今日は面白いお話ありがとうござい

ました。秋田大学の女性研究者支援モデルのプ

ロジェクト委員会の１人でもあります。

２つだけ教えていただきたいのですが、今日

私はこの男女共同参画の場合、先生は女性の意

識ということも強調されておりましたけど、９

割ぐらいは男性の意識とか、行動の問題だとい

うふうに私自身は認識しているのです。それだ

けとは申し上げませんが。

一つ上司というお言葉を使った時に、これか

らの時代だと女性の上司が増えてくると思うの

ですが、上司が女性か男性かということで、ス

トラテジーが違うのですか。それとも先生は、

先ほどのディスカッションでもすでに、意識下

に男性というようなことが含まれていて、プレ

ゼンテーションの議論を言ったと思うのですけ

ど。上司が女性の場合も同じストラテジーにな

るのですか。

國井：女性の上司がどういう意識かによると思

うのです。今の社会だと女性で頑張ってきた人

が必ずしもジェンダーリテラシーが高いとは限

らないのです。その方はがんばってすごく能力

があって、実績を出された。ただ日本の社会だ

とやりにくいことが多いので、チャンスがなく

て活躍できなかった人もいるということをどの

程度ご認識かにもよるわけです。

お子さんを実家に預けられるとか、少々楽な

環境もあり得るではないですか。人によってだ

いぶ違って、上司が女性であっても同じような

男性社会の男性のパターンできた人もいらっし

ゃるので、それは理解がより女性のほうが高い

可能性は多いとは思いますけれど。よくあちこ

ちの企業で聞くのは、良くできる女性がポジテ

ィブアクションに反対していて、何ともできな

くて困っているという話もあるので、それは女

性上司に対しても同じようなことだと思うので

すね。

社会での位置付けをどうご理解していただい

ているかということだと思います。

会場男性：よくわかりました。もう１点ですが、

先生ご自身のキャリアのお話で入社された時

に、インベーダーと言われたというのですが、

わたしから見るとお話の仕方や、挙動作を見て

いるととてもエレガントで、とても女性っぽく

見えるんのですけど。

一つ質問なのですが、私は長い間ノルウェー

の人達と共同研究をしていて、お話をすること

が多いのですが、ノルウェーの女性にある時ノ

ルウェーは男女共同参画が上手くいっていて、

すごいじゃないという話をした時に、私は聞い

たのです。「ノルウェーでもつまり、女で勝負

してのし上がっていく人はいるのですか」と聞

いたら、「それは人間のやることだからいっぱ

いいるわよ」と言ったんです。びっくりしたの

ですけど。そういうダイバーシティまで許され

るのでしょうか。たとえば企業の中で。

國井：それは許されないと思いますね。それを

受け入れる人はたぶんどこかで問題が起きると

思いますけど。

会場男性：それをお聞きして安心しました。

國井：男性経営者から聞くのですが、「なにか

不都合があると『私、女だから』という人がい

る」と。女性に対するリテラシーというのも上

げていかないといけないですね。

司会：大変ありがとうございました。この辺で

質疑応答を終了したいと思います。ありがとう

ございました。
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７．この講演によって、職場で女性が活躍するための参考になりましたか。

は　い　【理由】

いいえ　【理由】

・「能力」ではなく「姿勢」という言葉がとても印象的でした。

・女性が職につく＝少子化という考えは間違っていると言われたこと、参考に

なりました。

・キャリアプランを考えてみたいと思いました。

・企業のきびしい側面がよくわかり参考になりました。

・キャリアプランの必要性を感じた。

・有効に人的資源を開拓するための措置について

・いろいろなジレンマを抱え、悶々としていた部分が全部明快に語られ、「そう

そう、そうなんだよねー」と共感を得られたことが明日からの仕事の活力に

なります。

・役職に甘んじ、仕事らしきものをしていない上司、常勤職員こそ参加すべき

セミナーだった。

・国立大学の体質そのものが改善されない限り、馬の耳に念仏でしかない。

・女性の社会進出、キャリアが必ずしも少子化に直結するわけではないと言う

話は、秋田県にとって大変意義のあるインフォメーションでした。

・今後の方針の参考になった。

・男女共同参画のためのソフト面に問題があることがわかった。

・夫婦間のワークライフバランスの重要性を認識した。

・課題及び解決策が具体的に説明されていたから。

・企業の取組み例は参考になったと思います。

・民間企業におけるジェンダーフリーの状況、取り組みについて把握すること

ができたから。

・キャリアプランの作成によるモチベーションの向上効果、分野選択の必要性

の理解が活躍につながる。

・リコー社の事例

・講演が分かりやすく理解できました。

・周囲の環境や男性の意識改革も大事ですが、何よりも女性自身の考え方・姿

勢・信念が大事だということを感じました。

・女性の地位や可能性の現状と問題点が興味深かったです。

・自分のモチベーションアップにつながった。

・まわりの意識もあるが、女性本人の意識改革も重要であると感じた。

・今日、参加した人からもっと広く関心が広まるきっかけになると思います。

「上司の理解が必要」ということについて具体的な提案がなかったのではないで

しょうか。
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８．本フォーラムに参加して感じたことをお聞かせください。

・企業側の取り組み、姿勢について豊富なデータや事例をもとに具体的なお話が聞けてとても参考になった。

・昨年、國井先生のご講演を聞く機会があり感銘を受けました。現在大企業でも大変という、様々なことが
起き世の中の流れが変わったので、改めてお話を伺えたのはとても有意義であった。またお話を伺う機会
を熱望しています。

・日本の意識の遅れをどう改善していくのか、大学が率先して取組みをしてください。学内だけでなく学校
教育に関わる人を育てている秋田大学に期待したいと思います。

・育休の間仕事から離れ、不安が大きくなるため、フォローアップ研修など実施して欲しいです。

・職場環境を良くするコミュニティー作りに共感を得ました。

・ジェンダーリテラシーを全学的に広げて欲しいと思いました。

・すばらしいご講演でした。

・女性自らの意識も大事だと分かった。

・異業種の方からの話を聞くことは有益。

・企業や大学においてフォーラムなどの重要性、上司の理解の重要性などは重ねて理解できた。子どもの立
場から、保育の重要性についての理解を広めることも重要と考えるがリコーでの取り組みを聞いてみたか
ったと思う。

・明快な講演内容に胸のすく思いがした。やはり日本の現状を明示し社会（特に男性）の意識改革が最優先
と思う。もちろん本人の意識もですが。あきらめないようにしたい！「能力より姿勢」ですね！

・秋田大学の男女共同参画が着実に進行していると感じた。「ジェンダーフリー」の言葉は使用してほしく
なかった。

・「大学」という生温い環境に長年浸っている人種は、自分には甘いが他人を批判する。営利を追求しない
ので、向上心もなく改革意欲も欠如している。同族機関にではなく生活（生死）と背中合わせで生き延び
ようと必死の民間企業に研修に出すべきだ。

・世界の中で、ここまで日本が遅れた状況であるということに非常にショックを受けた。男性・上司への教
育・意識改革協力が不可欠であると感じた。

・民間でも女性のキャリアアップが難しいことが、大変びっくりした。

・もう少しフォーラムの宣伝をしたほうがいいのでは？私は当日まで知りませんでした。

・育児、介護休業制度に対する周知も重要であるが、実際に取得しやすい環境づくりが不可欠である。男性
育児休業取得者が出てくるよう期待します。「上司の理解」「大学全体での理解」がこれからの課題である
と感じました。
女性教員比率の向上のみならず、女性事務職員の幹部登用も重要だとわかりました。

・少しでも多くの女性が活躍しやすいような環境を作るためにも、今日のようなフォーラムを設けることは
重要だと思った。

・リコー社のように管理職の能力評価（目標設定）評価シートに女性の登用数を項目として入れると、女性
の登用が進むのではないかと思いました。

・女性の社会進出は素晴らしいと思いますが、それに伴い男性側にも新たな負担が強いられることになると
思います。この観点についても今後講義等お願いしたい。
・ハード（制度）面の整備は比較的容易と思われますが、併せてソフト（意識）面での改革が必要ですが、
大学であれ民間であれ、それがなかなか進まないことが課題だと思いました。
女性の管理職への登用は民間でも進んでいないということを知り、官民共に人材の育成に努めていく必要
があると感じました。

・男女共同参画推進において、学内に専門部署があることは非常に心強いと思った。実施しなければいけな
いことが山ほどある。

・講演は非常に有意義であった。

・國井先生、川畑先生のお話、大変勉強になりました。

・企業内の男女差の現状についてのお話は、まさに自分が以前企業に勤めていたときに経験したことばかり
でした。
また、講師の方の現職であるリコー社の、女性担当者（責任者）の方とお仕事させていただいたことを思
い出しました。

・非常にためになる話だった。自分の人生プランを立て、目的意識と柔軟性を持った人として働きたいと思った。

・講演内容はとても良かったが、無理なこととは承知ですが講座内容をまとめた資料を配付して欲しかった。
内容が多いので全て記憶することができないため。

・女性の活躍のためには大学がもっと力を入れていかなければならないと感じました。

・参加者が多かった。男性の参加がうれしかった。
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９．次回（平成22年度）フォーラムのテーマについて、講演して欲しいテーマは何ですか。

そ　　の　　他

・育児・介護を主にする人のレスパイトケアと周囲の理解促進についてなど。

・職場環境をより良くするハード面、設備等の取り組みについての講演。

・ワークライフバランス

・公務員体質（親方日の丸）を根底から見直す。

・子育て、子どもとの関わり方

・女性支援に伴う男性の対応について

・ポジティブアクションについての具体的な内容、事例研究、学生向けの講

演会

・男女の得意分野の違いについて。能力自体に差があるとは思っていないし、

個人差も大きいと思いますが、もし得意な分野に差があるのならば教えて頂

きたい。
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７） 講演会「男女共同参画推進を考える」

「男女共同参画推進を考える」報告書

プ ロ グ ラ ム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

形　　　　　式

対　　象　　者

来　　場　　者

周　知　方　法

実　　施　　者

関連サブテーマ

内　　　　容

効果、問題点

反　省　事　項

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援in秋田

2010年3月5日(金) 13：30～16：00

秋田ビューホテル　４階飛翔の間

一般公開・講演会

展示物：パネル、リーフレット等

一般

人数：105名、（内訳　一般：37名　大学教職員・学生：68名）

新聞、プレスリリース、HP、

その他（県内の教育機関・交流施設・企業などにポスター･チラシを送付及び電

話による案内）

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部育子

・挨拶　秋田大学長

・講演１：駐日ノルウェー王国大使館一等書記官　ドッテ・バッケ氏による

「豊かな暮らしを支援する男女平等政策」

・講演２：国立女性教育会館研究国際室長　中野洋恵氏による「男女共同参画、

これまでの歩みと今後の課題　－第２ステージに向けて－」

・質疑応答

・閉会あいさつ：秋田大学男女共同参画推進専門員会委員長　渡部育子

県内外から、年齢層も幅広く多くの参加者があり、ノルウェー王国の国策や

日本の実情などを幅広く聞きながら、考える機会となった。質疑応答も活発に

あり、意見交換も含め会場は熱い雰囲気であった。参加者からは、秋田大学か

ら男女共同参画推進を強く発信されることが期待された。アンケート調査の結

果も好評であった。

特になし

特になし
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皆さん、こんにちは。今日は秋田へご招待い

ただき、ありがとうございます。これからノル

ウェーの男女平等政策についてお話をさせてい

ただきます。

今日のテーマはノルウェーの男女平等政策で

す。ノルウェーも日本も人口について共通の課

題、つまり少子化という問題に直面していま

す。経済的に生き残るために私たちの社会は労

働への参加を促し、出産を確保していく必要が

あります。ノルウェーでは男女共同参画はこの

面で欠くことのできない政策なのです。日本と

ノルウェーにはいくつかの点で共通の特徴があ

り、また現代社会の共通の課題を抱えています

が、お互いの社会の構造を特徴づける歴史的・

文化的な違いについても考える必要がありま

す。違いを認識することは、お互いの経験に基

づいた意見交換を進める際の土台になるからで

す。民主的な権利と経済成長、整った福祉制度

をはじめ、私たちの将来を支える人たちを確保

することは、なによりも優先されるべき課題

です。

男女共同参画は、このような目的の中では、

大変重要な項目です。私たちは経済的な自立や

平等の権利を確保し、男性も女性も家庭生活を

楽しむことができるような対策を考え、実施し

ていくことを目指しています。これは活気があ

ふれ、競争力のある社会を維持していくことに

つながります。

私は男女共同参画には三つの柱があると考え

ています。第一に、基本的な人権が守られなけ

ればなりません。現在ではすべての人間は、性、

年齢、人種、社会的立場にかかわらず、自由に

生活し、平等に社会に参加するための権利を持

つと、世界的にも広く認識されています。です

から、男女共同参画の推進は女性にとっても男

性にとっても、こうした権利を確保できるもの

でなければなりません。

第二に男女共同参画は、急激な高齢化と出産

率の低下がおきている先進社会で大きな意味を

持つということです。社会の経済力を維持する

ためには労働人口を増やさなければなりませ

ん。ほとんどの国々でまだ活用されていない労

Profile Ms. Dorthe Bakke

1997-2001年 オスロ大学　日本語、

経済学専攻

1998-1999年 名古屋大学　文部省

奨学研修生

2001-2003年 ジョンス・ホプキンス大

学 M.A. 国際関係専

攻 フルブライト奨学生

2003-2004年 Peace Research Institute, Oslo 

2004年 ノルウェー外務省入省

2006-2008年 駐リトアニアノルウェー王国大使館　一等

書記官

2008年現在 駐日ノルウェー王国大使館　一等書記官

言語　ノルウェー語、英語、日本語、

フランス語

ノルウェー王国大使館　一等書記官　Ms. Dorthe Bakke
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働力は女性であります。ですから、女性の職場

進出は、労働力の増加や経済力を維持するため

の最も良い方法です。

この取り組みを成功させるためには、労働市

場における機会均等が前提となります。また、

長期的に労働力を維持するためには十分な出産

率を保つ必要があります。また、こうした取り

組みには男女共同参画により、女性が家庭と仕

事を両立できるようにすることが大切です。

第三に、豊かな暮らしを確保することです。

バランスのとれた職場環境だけではなく、バラ

ンスのとれた家庭生活は、女性にとっても男性

にとっても質の高い生活を実現するために欠か

せません。子どもと過ごす時間は、男性にとっ

ても有意義であり、子どもも両親との触れ合い

を通して成長しています。家事の分担によって、

新しい家庭生活の姿が生まれます。

ここではノルウェーが様々な分野において、

男女共同参画を推進していく上で行ってきたこ

とをお話したいと思います。

基本的な男女の平等については、1978年の

男女平等法によって決められています。この法

律は男女平等オンブットという機関によって守

られていて、教育・雇用・文化的面など、生活

全般にわたり性による差別を取り除くことを目

的として、男女平等の実現に向けた実質的な手

段として考えられたものでした。

北欧では機会均等だけでは十分な平等ではな

いと考えられています。女性の地位向上のため

には、積極的な取り組みが求められているので

す。政府は独立した法律をつくることで、不公

平な現実を浮き彫りにし、法律の実施する機関

をつくりやすくしたのです。

この法律はもちろん、直接的な性差別も違法

としています。

例えばあるノルウェー人の雇用主が従業員で

ある女性が妊娠したことを理由に解雇すると法

律違反になります。この法律では間接的な性差

別も違法としました。ノルウェー法のもとでの

間接的性差別とは、全員に適用される規則や規

定が、ある性にとって不利になる場合をいいます。

この法律は二つのことを意図しています。一

つはほとんどの分野で実質的な男女平等を実現

すること。そしてもう一つは、男女の役割に対

して影響を与えることです。

この法律は例えば公的機関が機会均等の実現

に向けた計画や制度をつくり、社会のあらゆる

分野で男女平等に向けて積極的に取り組むよう

求めています。職場などで、女性は男性よりも

弱い立場にあると考えられていますので、男女

機会均等を目指して、女性にある種の便宜を図

ることが必要でした。このため法律の目的は男

女平等の推進ですが、同時に女性の地位向上も

意図したものとなっています。

これはこの法律が議会を通過した時に、もっ

とも熱い議論がたたかわされた点の一つです。

というは、表現が性について完全に中立ではな

いからです。ノルウェーの男女平等法は、仕事

に適用されるだけではなく、教育・政治・家庭

を対象としている点で、他に例を見ないものと

なっています。男性に対しても女性に対しても、

性別を理由にした差別的扱いは法律にふれ

ます。

ノルウェーには男女平等に関する独立したオ

ンブッドがいて、男女平等法に関わるあらゆる

ことを保護する責任を持っています。オンブッ

ドは国家職業監督局とともに、男女平等に関す



－132－

る被雇用者の権利を守ることを目的としていま

す。例えば雇用者に、子育てに関する父親の権

利に否定的なケースの調査などを行っており

ます。

男女平等の第２段階は経済的な面です。人は

私たちにとって最大の資源です。しかし、ヨー

ロッパのほとんどの国では日本のように人口の

高齢化が進み、出産率が低下しています。この

問題を解決するために、男性も女性も、家庭で

も職場でも、同じ条件のもとで積極的な役割を

果たせるようでなければなりません。

ノルウェーの過去40年間の進展を見れば、

私たちの社会が経験してきたプロセスを理解す

ることができるでしょう。1969年には、10人

中９人の母親は外で仕事をしていませんでし

た。現在では10人中９人が仕事を持っていま

す。私たちはどのようにこれを達成したので

しょうか。

ノルウェーの労働人口における女性の増加

は、真剣に取り組んできたから実現できたので

す。社会が女性の社会進出の環境を整えるだけ

ではなく、これを豊かな家庭生活とあわせてと

らえ、充実した生活を送ることができるように

することが大切です。

こうした分野で1970年代をピークに、社会

的変化がおきました。その頃、経済成長や福祉

社会の発展につれて、公共部門を中心にあらゆ

る場で労働力が求められていました。これは労

働に関する女性の役割や立場が変化するだけで

はなく、文化的・社会的変化にもつながりまし

た。長い間、女性が行ってきた家事や子育ての

負担がだんだんと公的機関に移されていったの

です。

1986年には当時のグロ・ハーレム・ブルン

トラント首相が内閣の合計18の閣僚ポストに

８人の女性を登用し、世界的にも注目を浴びま

した。1996年にブルントラント首相に替わり、

男性のトールビョルン・ヤーグランに引き継い

だとき、小さな子どもは「首相って男性もでき

るもの？」と尋ねたそうです。

現在、閣僚の半分、50％は女性です。そして



－133－

ノルウェー国会議員の39％が女性です。

写真は現在のストルテンベルグ内閣です。

20人の中の10人が女性です。

高等教育を受ける女性も増えました。現在、

大学生５人のうちの３人は女性です。現代社会

において、経済成長と技術革新が進められてい

くには、女性の才能や能力、技能を活用してい

かなければなりません。若い世代は教育・仕

事・政治・社会生活・家庭といったあらゆる分

野に男女が平等に参画できることを期待してい

ます。これは前向きでとても望ましいことです。

女性の才能や技能は経済の成長や発展にとって

非常に重要で、それは男性の父親や保育者とし

ての能力が豊かな家庭生活に欠かせないことと

同じです。こうした要素をうまく統合できれば、

私たちが経済発展に持続可能な社会のための、

たしかな基盤を整備したことになるでしょう。

労働市場への女性の参加を後押しする考え

方、つまり女性や母親が職場で働くことは当た

り前であるという考え方が大変重要です。21

世紀を生きる女性には、「仕事をしていますか」

と尋ねるよりも「どこで働いているのですか」

と尋ねるほうが賢明です。

社会の様々なカテゴリーに属する人々のため

に民主化を目指していくことは、現代国家が繁

栄していくための基本です。男女がともに仕事

を持って、経済の担い手になるためには、それ

ぞれの可能性にも差別があってはなりません。

これまでに述べてきたとおり、男女平等は社会

に利益をもたらす投資です。こうした目標や基

本的な権利をあわせて、適切な出産率をともに

実現していくことが大事です。これは私たちの

年金を確保するだけではなく、これからの世代

が豊かな生活を送るためにも必要です。

ノルウェーは1980年代の初めに少子化に直

面し出産率が減少しましたが、80年代後半か

ら増加し始め、2008年の出産率は1.96となりま

した。この数字はヨーロッパ諸国の中で非常に

高い数字です。これに比べてスペインでは1.27、

ドイツは1.34で、同じ年のEU加盟各国の平均

出産率は1.48でした。1985年時点での日本とノ

ルウェーの出産率は同率でしたが、現在日本の

出産率は1.37に低下しています。

欧州委員会は出産率の低下は個人が様々な選

択をする際の障害によるものだとしています。

ここで言う「障害」とは、例えば就業機会の遅
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れ、不安定な雇用状況、高い住宅費、そして家

族手当や育児休暇、保育などのインセンティブ

がないことだと思います。

昔は女性解放運動と労働市場の進出が家族や

出産率に対する最大の脅威とみられました。し

かし、現在では子育てと仕事の両立が可能な

国々では、出産率も女性の労働参加率も高いこ

とが分かっています。女性解放運動を支援して

いない国の出産率は低く、その結果、その国々

は高齢化社会の問題に直面しているのです。

ノルウェーでは1970年代終わりごろから、

子育てと男女平等政策を充実させてきたことと

が、出産率の上昇にプラスになったと考えられ

ています。これまではそれぞれの家庭の問題と

考えられてきたことが、公的支援や手当などの

政策により、出産率と女性の労働力参加率とい

うユニークな組み合わせが実現したのだと思い

ます。

ここでノルウェーで最も重要な子育て政策の

取り組みについて説明したいと思います。これ

らの政策はすべて、女性にも男性にも家庭と仕

事の両方への参加を可能とすることを目的とし

ています。

まず第一に、ノルウェーでは家庭の経済的安

定を目指しています。家庭の経済的安定を確保

する主な目的は、子どもたちを守り、貧困を防

ぐためですが、同時に男女平等の考え方でもあ

るのです。

幼い子どもを持つ家庭への手当の大部分は女

性に給付されます。ノルウェーではすべての子

どもに対し、18歳になるまでに毎月子ども手

当が母親に給付されます。月にほぼ１万５千円

です。また子どものいる家庭への優遇税制も適

用されています。さらに1990年には子どもが

３歳になるまでより多くの時間を家庭で子ども

と過ごしたいという親に対する助成金制度が導

入されました。希望者は部分的に同時に保育施

設を利用することもできます。

ノルウェーでは1970年代から1980年代まで、

保育施設に行く子どもが増え、過去20年、保

育施設の全入が政治課題となってきました。現

在の労働党、中央党政権は保育施設に関する行

政に大きな力を注いでいて、2009年１月１日

からは子どもが１歳になると、すべての親は子

供を保育施設に入れる法的権利を与えられるよ

うになりました。



－135－

ノルウェーの保育施設は公立・私立の両方が

あります。公立・私立を問わず、親の支払う費

用は３万５千円です。政府の目標は親の負担を

２万６千円までに引き下げることです。保育施

設の運営費の80％は国と地方自治体が負担し

ます。私立の保育施設についても75％を国と

地方自治体が負担しています。

2000年にはノルウェーの子どもの62％が保

育施設に通っていました。2008年にはこれが

87%に増えました。１歳から２歳までの子ども

の75％、３歳から５歳までの96％が保育施設

に通っています。希望すれば保育施設に入れら

れるという目標はほぼ達成されたのです。

安全で信頼のおける保育施設が確保されるこ

とで、ノルウェーの男女共に仕事と家庭を両立

させることができるのです。保育施設の増加に

継続的に力を入れることが、ノルウェー女性の

就業率の高さを保つひとつの要因です。

第二にノルウェーでは男性と同じように女性

の労働市場への参入をしやすくしています。雇

用保険制度を設けるとともに、雇用差別を禁止

しています。妊娠や出産を理由に、母親や父親

がその権利に従って育児休暇を取得したいとい

う理由で差別することを禁じているのです。育

児休暇を取得する保護者は元の職場に戻ること

を保証されています。女性も男性も家庭と仕事

の両立ができるべきなのです。両親には子ども

がいても仕事が続けられるように、２人で合計

３年間の育児休暇を取る権利が与えられていま

す。ただし両親のあいだで期間を分け、いずれ

の親も２年以上家で過ごすことのないようにし

なければなりません。子どもの誕生から１年間、

いずれかの親が給料の80％の手当を受けなが

ら育児休暇をとることができます。

これまで多くの場合、この制度は母親が利用

していました。しかし、男女を問わず政治に参

加し仕事を持つのと同じように、男女が等しく

子育ての権利を分かち合うべきだというのがノ

ルウェーの政策です。このため、一定の育児休

暇を父親が取得するよう決めています。このパ

パクォータ制は1993年に導入され、今では父

親の90％以上が取得しています。現在ではパ

パクォータは10週間です。父親がとらないと

10週間の有給の育児休暇がなくなります。

また、両親には子どもが病気になった時に、

12歳未満の子どもを対象に年間10日間看病す

る権利があります。またパートタイムとして働

く機会もたくさんあります。仕事を持つ女性の

約半数が勤務時間を短縮して勤めています。重

要な制度の一つに、小さい子どもの保護者に対

し、勤務時間の短縮分にあたる賃金の引き下げ

にあたり、短い勤務形態を取る権利を与える制

度があります。またフレックス制度も親にとっ

て大変重要で、ノルウェーの労働人口に対する

母親の割合の高さに大きく貢献しています。

もちろん、こういった子育てのための様々な

福祉政策にはお金がかかります。税金のほかに、

事業者に対する財政支援も必要です。しかし、

私たちの経験から考えると、経済社会的に十分

な見返りがあるといえます。家庭に優しい制度

を採用することで、企業の利益に貢献できる能

力の高い人材を得ることができると思います。

ノルウェーでは職場での多様性を重視し、人材

を総合的に活用することが広く行われていま

す。



過去30年のノルウェー社会の発展をみると、

男女平等はその目的を果たしてきたと言えま

す。職場や社会での男女同権を実現し、非常に

高い女性の労働参加率を達成するとともに、比

較的高い出産率が維持されています。これに関

連し、家庭と育児に関する男性の姿勢も変化し、

今の父親は家庭や子育てに参加するべきだと期

待されています。また、このことが雇用やキャ

リア開発の場での女性差別を減らすことにもつ

ながりながら、一般に男女が社会のすべての面

で等しく参加することが当然のことと受けため

られています。

しかし、なにもかも達成できたというわけで

はありません。男性とほぼ同じ数の女性が労働

市場に参入しているにもかかわらず、女性は典

型的な女性の仕事とされる保育士や教師などの

職場に多く見られます。女性の労働参加率の高

さは、必ずしも社長や取締役など高い地位への

女性の進出には結びついていないのです。女性

は新製品に関するアイディアや新しい解決策や

仕事のやり方を持ち込むことで、ビジネス界に

新しい風を吹き込むことができます。ビジネス

界で働く女性の割合を増やす優れた公共政策を

つくることが大切な課題といえます。またそう

いう政策は企業の収益性などを高めるというこ

とを考える必要もあります。

最近の統計によると、企業の収益性と女性の

管理職の割合に関連性が見られます。デンマー

クのオーフス大学とコペンハーゲンビジネスス

クールが行った「Worth its Weight in Gold

for Bottom Line」という研究は、すべての業

界において一般に高い地位の女性管理職のいる

企業のほうが、いない企業に比べて良い結果を

出していると結論付けています。ビジネス界は

いまだに保守的で、2004年までは男性が優勢

でした。

2003年、ノルウェー政府はすべての企業に

おける男女比を近づけることを狙って、上場企

業と政府系機関に関する法律の改正に着手しま

した。議会はこれを認め、2004年１月１日か

らすべての政府系企業で、取締役会で男女の人

数をそれぞれ最低40％とすることが義務付け

られました。そしてすでにその目標は達成され

ています。

同じ法律は2006年１月１日から民間部門に

も義務付けられました。この政策はビジネスや

経済分野における女性の地位向上を意味しま

す。2009年には40.1％の取締役会の役員は女性

です。私の知る限り、このような法律を可決し

た国は、ノルウェーが世界で初めてです。

さて次に、男女平等に関する３番目の点、豊

かな暮らしの話をしましょう。国民の幸せは国

家の責任です。これは前にも言ったような経済

的成功だけではなく、国民に豊かな生活を与え

るということです。男女平等はこれに様々な意

味で貢献しています。

一つには、言うまでもなく、性にかかわらず
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すべての人に望むキャリアを与えられるという

ことです。同時に社会のあらゆる人に、充実し

た家族生活を与えられるということも重要で

す。女性も男性も、子どもを愛し、ほとんどの

人は子どもと過ごすことを望んでいます。もち

ろん、子どもも父親と母親との触れ合いを求め、

それが子どもたちの成長にもよい影響を与えま

す。この意味で育児休暇制度やフレックス制度

は重要な政策といえます。一方、保育施設は子

どもたちにとって、社会性を育て学ぶ上での貴

重な経験の場です。大人にとっても子どもにと

っても充実した人生を送る上でも重要なので

す。

しかし、いろいろと問題もあります。ここ数

年、ノルウェーでは共働きをしながら小さな子

どもを持つ人々の生活はどのくらい良いものな

のかという議論がなされてきました。ノルウェ

ーの大きな新聞の一つである Aftenposten

（アフテンポステン）の投稿欄に、共働きで子

育てをする人々の多くが抱える「時間に追われ

ている」という不満について、何人かの男女か

ら意見が出され、長い間議論されていました。

仕事と家事の間に暮らしや子どもとの時間を楽

しむ時間があるのでしょうか。多くの場合、ノ

ルウェーの家庭ではいまだに女性が男性より家

事の責任を多く背負っています。結局、子ども

にとってキャリアと家庭の両立は、そんなに魅

力的ではないライフスタイルのように思う人も

います。

しかし、ほとんどの女性がキャリアと家庭の

両立を望み、若い家庭では家事の分担が進み、

両立の助けになっているのが議論の結論だった

ようです。この中で男性の意識や役割の変化も、

一つの大きな要因だったと言えるでしょう。男

性は家庭でより大きな役割を果たし、家事や育

児への関わりを増やしています。

男性にとって父親としての役割はより大きく

なりつつあります。男性がこの役割を果たすに

は、職場の理解も必要です。男性も例えば子ど

もが病気の時は休みをとらないといけなくなり

ます。これは認められてきてはいますが、まだ

完全とは言えません。

また、ノルウェーで育児休暇を取得する父親

と母親のバランスは、まだ圧倒的に母親に傾い

ています。いまだにパパクォータ制より長い期

間、父親が休むことが、あらゆる企業で受け入

れられているわけではないのです。男性の中に

も仕事を休みたくない、また子育てには興味が

ない人もいます。また多くの女性が自ら望んで

育児休暇を取っているとも言われています。完

全な平等の実現のために変えていかなければい

けない伝統的な価値観を残している面が、企業

側にも男性にも女性にもあると言えます。

世界のほとんどの先進国が深刻な人口問題に

直面し、多くの国が少子高齢化の問題を抱えて

います。少子高齢化が進むにつれて、福祉制度、

特に年金制度が危機にさらされています。この

ような課題には、変化をもたらすことのできる

長期的な戦略が必要です。

ノルウェーでは男女平等の推進をその戦略の

中心に置いてきました。そして統計をみると、

その成果が表れていると思われます。出産率は

だんだんと高くなっています。またノルウェー

経済は、国の競争力とビジネス環境については

世界でもトップクラスです。ノルウェーが男女

平等をどのように実現するか、完璧な青写真を

描いているわけではありません。またノルウェ

ーの政策が必ずしもそのまま日本の社会に完全



に当てはまるとも限りません。しかし日本で政

策をつくる人々、そして国民が将来の政策を考

えるときに、ノルウェーの経験を役立てていた

だければ嬉しいと思います。

それでは皆さんからの質問を楽しみにしてお

ります。ご清聴、ありがとうございました。
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司会）ただいまの講演内容に関する質問を受け

たいと思いますが、どなたかございますか。質

問のある方はマイクを持ってまいりますので、

挙手をお願いいたします。

会場女性Ａ）ノルウェーのお話、ありがとうご

ざいました。私は幼稚園の子どもがいるのです

けれども、去年、育児休暇が明けまして本当に

大変だったのですけれども、仕事をしながら子

どもを育てること。結局遠いところに通ってい

たものですから、体も壊して大変だったのです

が。

今、来年度に向けて育児短時間勤務の用紙を

11月と１月と２回出したのですが、４月から

とれるかどうか、分からない状況なのです。と

ても不安なのですけれども、ノルウェーで育児

短時間勤務をどういう形態でとっているのか、

詳しく教えてもらいたいと思います。お願いし

ます。

バッケ）ノルウェーの保育施設についてもう少

し詳しく説明したいと思います。ノルウェーで

は保育園と幼稚園に行くことが徐々に普通にな

りました。それ以前、ノルウェーの50年代と

60年代を見ると、母親は家で子育てをし、仕

事はしませんでした。しかし女性の権利運動が

60年代に盛んになり、70年代に入ると、国も

女性が働けるようになるために何か政策をつく

らなければならないということになりました。

その一つが保育施設をつくることでした。

ノルウェーでは、女性が子どもの面倒をみる

ことに不安があると仕事をしない、仕事をする

ときに不安感があるとよい仕事をしないと考え

られていますので、安全で教育的な保育施設を

つくることが必要とされました。

70年代から少しずつ保育施設が増えました。

それはほとんどが地方自治体がつくった保育施

設でした。そして特に2000年に入ってから、

政府は保育施設に注目して、どうにか保育施設

を増やし、保育士を教育しなければならないと

考えました。

そのため、ノルウェーでは2000年から予算

を増やしました。例えばある地方で保育園をつ

くりたいと思えば、地方自治体に申し込んで、

保育園を建てるお金をもらいます。このような

様々な制度が出来、その結果多くの保育施設を

建てることができました。

また、講演の中でも触れましたが、保育施設

の運営費は国が80％を払います。保育園を運

営するためにはたいへんお金がかかりますが、

ノルウェー政府は親に負担を求めることはした

くないのです。親が全部払うと親の給料より高

くなってしまいますので、国が払うべきと考え

られ、その結果80％を国が負担しているので

す。そしてその80％は地方と国とで分担して

います。

ノルウェーでは義務教育は６歳から始まりま

す。６歳から子どもは小学校に入ります。もち

ろん、義務教育には学費がありません。しかし

保育施設は義務教育ではありませんので、親は

園費を払わなければいけません。しかしその園

費の上限が抑えられていて、現在は月に３万５

千円を払います。この額を下げるというのも今

の政府の目標のひとつです。

ですから、ノルウェー人の立場からみると、

女性が仕事と家庭を両立できるためには、保育

施設が一つの鍵となります。保育施設がなけれ

ば女性は働きたくても働けません。保育施設は

大変重要なことだと考えられているのです。

会場女性Ａ）女性の短時間勤務についてもうち

ょっと詳しくお話してください。

バッケ） はい、わかりました。

短時間勤務は一つの権利です。ノルウェーの

労働環境をみると、日本と少し異なります。日

本ではよく正社員かどうか、という話がありま

すね。会社で100％の時間を働いている人を正

社員と、パートで働く非正社員とでは、労働者

の権利が違います。ノルウェーではどのパーセ

ントで働いても、皆、正社員として働いていま

す。労働者として同じ権利を持っているのです。

例えば女性が小さい子どものいる間に80％

の仕事をしたいなら、80％の契約に変えて、

毎日80%働くか週に１回休むと、いう働き方が

あると思います。権利は同じですが、給料が下



がります。ですから100％で働く人と80％で働

く人の違いは給料のレベルの違いなのです。

例えば、育児休暇の権利、休暇の権利といっ

た、差別されると法律違反となる権利でも、す

べて同じです。労働環境をフレキシブルにしな

いと、小さい子どもを育てることは難しいです

ので、女性にも男性にも労働時間を短くする権

利があります。その権利は、会社の上司と相談

して短くすることができます。

会場女性Ａ）会社の上司と相談して短くすると

いうことなのですが、そのことによってパワー

ハラスメントとかを受けることにはならないで

しょうか。

バッケ）講演の最初の部分で、男女平等オンブ

ッドについて話をしました。「男女平等オンブ

ズマン」という意味の言葉ですけれども、日本

の制度とは違いますのでオンブッドがどういう

人か、説明が必要かもしれません。ノルウェー

ではオンブッドは中立的な立場にあって、社会

のいろいろな権利を守るという役割を持ってい

ます。

例えば、ノルウェーでそのような女性が労働

時間を減らしたい場合は、上司と話をします。

もし上司から「絶対にいけない。会社にとって

悪いことになりますので、そんな無理な要求を

出さないでください」と言われると、その女性

はオンブッドに相談することもできますし、労

働組合にも相談することができます。またノル

ウェーの会社の中にも HMS 担当（Health,

Environment and Security）がいますので、

このようにハラスメントになることは相談しな

ければなりません。

ですから、もちろんハラスメントを受ける人

は全くいない、とここでは言うことはできない

のですけれども、もしそういう状態になると相

談する場所がいろいろありますので、労働者の

権利を守ることができます。

会場女性Ｂ）大仙市男女共同参画推進課の者で

す。今日はありがとうございました。

最初の時に、ノルウェーでは機会均等、

equal opportunity だけではなくて、積極的な

取り組みが日本とは違うところだと思います。

日本でも男女共同参画と言っていますけれど

も、やはり積極的な取り組みがなされていない

から、そこで日本とノルウェーの差ができたの

かなと思います。

その中でパパクォータ制についてお聞きした

いのですけれども、1993年、パパクォータ制

について利用しない場合は権利が消滅するとあ

るのですけれども、権利はどのような権利が消

滅するのですか。

バッケ）パパクォータ制は1993年につくられ

ました。ノルウェーの親は子どもが生まれた最

初の１年に育児有給休暇を取ることができま

す。その中の最初の６週間は母親が取らないと

いけないのです。そしてその１年の中の６週間

は、父親が取らなければなりません。実は今

10週間になりました。父親はその10週間を利

用しないと、その間の手当がなくなります。

10週間は２カ月半です。ですから有給休暇が

9.5カ月になってしまいます。法律で義務付け

ることには、パパクォータを取る人を増やす目

的がありました。誰でも、手当はいらない、と

いう人は居ないですので、取得者の人数を増や

すことができました。

司会）バッケさん、ありがとうございました。
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皆さま、こんにちは。ただいまご紹介いただ

きました国立女性教育会館研究国際室長の中野

洋恵と申します。今日は「男女共同参画、これ

までの歩みと今後の課題」ということでお話す

る機会を得たことを光栄に思っております。

私は実は秋田は初めてなのですけれども、秋田

の皆さまにお目にかかることができて嬉しいです。

先ほどノルウェーの話のお話がありました。

私は実は５年前にノルウェーに行ったことがあ

ります。５年前だったのですけれども、お迎え

の時間になりますとお父さんが乳母車を押して

いる姿をたくさん見かけまして、日本とは違う

風景だなと思いました。しかもノルウェーの乳

母車は大きくて、街中を押して行く時に、街中の

人がとても優しく、しかもバスに乗る時に皆が乳

母車を一緒に乗せてあげたりして、本当に地域で

子育てをやっている。それから男性も女性もやっ

ているのを目の当たりにして、日本もどうやっ

たらいいのかなと、５年前から考えていました。

ノルウェーの後で話すのは結構辛いものがあ

ります。といいますのは日本の動きを見ると、

1999年に男女共同参画基本法ができ10年たち

ましたが、進み方が必ずしも速くないというこ

とです。内閣府では、今年予定されている「男

女共同参画プラン（第３次）」に盛り込む内容

を検討していると思いますが、どのようにした

ら日本の男女共同参画推進のスピードをあげる

ことができるのかを考えなければなりません。

そのためには日本の現状がどうなっているのか

を明らかにする必要があります。

また、本日の講演会は大学の「女性研究支援

モデル育成事業」の一環として実施されていま

すので、大学ではどういうことができるのかと

いうこともあわせて考えていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

このあたりはまず確認です。資料のほうにあ

りますので、あとでご覧ください。平成11年

６月23日に公布されました男女共同参画社会

基本法の背景には、ノルウェーと同じ少子高齢

化があり、これからの社会を考えると、男女共

同参画社会をつくっていくことは重要であると

認識されていると考えられます。

基本法の中では男女共同参画社会とは「男女

が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画

される機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す

ることができ、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう」と定義されています。

Profile 中野　洋恵 氏

1980年３月　お茶の水女子大学家
政学研究科修士課程
修了。

1991－1993年　恩賜財団母子愛育会
日本子ども家庭総合
研究所研究員。

1993年－現在　国立婦人教育会館事
業課研究員を経て平成14年11月より現職。

平成20年度 「家庭教育関連委託事業選定委員会」委員
を務める。



また、この男女共同参画社会基本法ができた

背景には、国内の状況の変化だけではなく世界

の動きもあります。本日お話しを伺ったノルウ

ェーを始め、世界のどこの国でも男女共同参

画・男女平等を進めているということです。

特に1975年の国際婦人年世界会議をきっかけ

に世界の男女平等、男女共同参画が進んできま

した。第１回国際婦人年世界会議で「世界行動

計画」がつくられました。

それからここの年表にあるように、10年経っ

たらどうなっているのか、それからまた10年

経ったらどうなっているのかというのを時々チ

ェックしながら、きちんと男女平等が進んでい

るのかをチェックし確認。そして新しい課題は

何かということを出しながら進んでいます。

2005年に「北京＋10」という会合がありま

した。2010年、今年ですけれども「北京＋15」

に向けての動きが進んでいます。

つまり男女平等、男女共同参画を進めていく

ことは日本だけの課題ではなくて、実は全世界

に共通する課題であるということです。

日本はそういった課題に向けて1975年に総

理府の中に「婦人問題担当室」を置きました。

これは今の男女共同参画局です。それから

1977年には男女共同参画を進めていくために

は学習がとても重要だということで、今、私が

仕事をしている「国立婦人教育会館」。この通

り、まだ「婦人」と使っていたのですけれども、

国立女性教育会館が開館したのは1977年。

それから85年には「女子差別撤廃条約」を

批准し、去年まだいろいろ課題があるというこ

とで宿題が出されておりますけれども、こうい

った様々な年度の取り組みを経ながら、プラン

をつくり、法律をつくりながら、いろいろ男女

共同参画を進めてきたという経緯がございます。

男女共同参画基本計画では11の重点目標が

あります。まず政策方針決定過程での女性の参

画の拡大。つまりものを決めるところ、意思決

定するところに日本はとても女性が少ないの

で、そこを変えていきましょうということです。

それから男女共同参画の視点に立った社会性

の慣行の見直し、意識の改革。まだ日本では性

別役割分担意識が強く、それがネックになって

なかなか女性が進んでいけない。女性が何かし

ようとすると「女はこういうものだ」というよ

うな固定的な考え方から何かしようということ

ができないということがあるとしたら、そうい

う制度・慣行を見直していかなければならない

し、意識も変えていく必要があります。

それから雇用等の分野、農山漁村の男女共同

参画もあげられています。男女の職業生活と家

庭地域生活の両立ということで、ワーク・ライ
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フ・バランスの推進。高齢者が安心して暮らせ

るような条件をつくっていくこと、女性に対す

る暴力をなくしていくこと、生涯を通じて女性

の健康を支援していくこと、メディアにおける

女性の人権を尊重していくこと、男女共同参画

を進めていくための学習を充実していくこと、

そしてこれが日本だけではなくて、全世界と協

調しながらやっていくといった多岐にわたる目

標を設定して進められています。

ではそれぞれの分野でどれだけ進歩したの

か、それを確認し、計画の素案がつくられてい

るのだと思っています。

データを見てみましょう。

先ほどから言いましたように、男女共同参

画・男女平等を進めるのは日本だけの話ではな

くて、実は全世界共通の課題なので、世界でど

うなっているのかということを考えるような指

標が出されています。

おそらくここにいらっしゃっている方は男女

共同参画に関心を持たれている方なので、この

話はよく聞いているのかもしれませんけれど

も、確認しておきたいと思います。

まず、国連開発計画が毎年、「人間開発報告

書」を出しています。この「人間開発報告書」

はそれぞれの国の人たちが持っている力をどれ

くらい発揮できているか、どれくらい人間とし

て開発されているかということの指標の報告書

です。

ここの中で HDI と GEM という指標が毎年

とられているのですけれども、このご説明をし

たいと思います。

まずHDI は人間開発指数といって、Human

Development Index。人間が持っている力を

どれくらい発揮できているかということで、こ

れは平均寿命、つまり人間が持っている生命力

をどれくらい発揮できているのか。それから人

間が持っている能力をどれくらい使っているか

ということで、教育水準。それから人間らしい

生活ができているかということで、国民所得を

とっています。その指数がHDIです。

それからもう一つ、男女共同参画・男女平等

が世界的な課題でございますから、女性がどの

くらいエンパワーしているかということを示す

指標としてGEM、ジェンダーエンパワーメン

ト指数というのをとっています。これは国会議

員、専門職・技術職、管理職に女性がどれくら

い占めているか。それから男女の推定所得はど

うなっているかということで、つまり女性がど

れくらい持っている力を社会の中で生かしてい

るかという指数です。

このHDIとGEMですけれども、日本の中

でHDIは177カ国中８位です。昨年の数字を見

ても８位です。大体８位とか７位とか、いつも

10位以内にとどまっています。ですので、人

間開発指数である平均寿命、教育水準、国民所

得は全世界の中で日本は非常に開発の進んでい

る国であるといえます。

問題であるのがGEMです。GEMは女性が

どれくらい社会の中で活躍できているかという

ことなのですけれども、これは最も新しい数字

を言いますと108カ国中57位です。残念なこと

に、いろいろ施策をやっているのにもかかわら

ずランキングが年々落ちてきているというのが

日本の状況です。

これは日本も頑張っているのだけれども、お

そらく他の国も男女平等のために頑張ってい

て、他のところに追い抜かれていってしまう。

ちなみにノルウェーはいつもこれが１位か２位

です。先ほど「日本はノルウェーと同じ課題を

持っていますね」とおっしゃられましたけれど

も、ノルウェーとスウェーデンは１位、２位に
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ずっといるのだけれども、日本はこのGEMが

だんだん低くなってきている。一体これはどう

してなのかを考える必要があります。

それからもう一つ、世界経済フォーラムが

「ジェンダー・ギャップ指数」を発表していま

す。これはGEMよりも多くの分野からデータ

をとって指数化したものです。それをみると

108カ国中58位と落ち込むわけですが、それ以

上にジェンダー・ギャップ指数をみると130カ

国中98位。これはその前の年に91位だったの

で、このランキングも低下しています。

大きな課題は女性の政治参画です。これは衆

参議院議員の中の女性の割合です。これを見る

と右肩上がりになっていて女性は増えていると

思われるかもしれませんけれども、実は左のパ

ーセンテージのところを見ていただきたいので

すが、一番上にあっても100％ではありません。

25％です。本当は100％にしたかったのですけ

れども、100％にすると動きがほとんど分から

ないので、動きを見るために大きくとってあり

ます。

上昇傾向にあるものの、それでもまだまだ少

ない。青い線は衆議院議員です。去年の夏に衆

議院選挙がありまして、女性が非常に活躍して、

女性の映像は非常に多かったように思います。

女性が立候補しているところなど、女性の当選

者がテレビに映っている映像はかなりたくさん

あるという印象を持ちました。

では女性は大幅に増えたのかというと、実は

そうではなくて、今、11.3％です。それでも今

までで一番多いということなのですけれども、

11.3％にすぎない。先ほどノルウェーでは39％

ということでしたから、やはり女性が意思決定

の場にどれだけ参画していくかということが課

題だということを再認識しました。

都道府県、市長村、特別区議会ではどうかと

言いますと、特別区議会、それから市議会、都

道府県議会、町村議会という順番になっています。

特別区議会は２割を超えるような状況になっ

ていますが町村議会ではまだまだ少なくて５％

ちょっと。それから都道府県議会でもそのくら

いです。

おそらく地域の課題、地域の男女共同参画を

進めよう、それから地域の課題を解決していこ

うという時には、ものを決めるときに女性と男

性がいるということはとても重要だと思います

けれども、この数字をどうしたら上げられるの

か。その方策を考えていかなければならないと

思います。

次は年齢別労働力率です。国際比較のデータ

を示しました。

まず日本を見てください。日本は右上ですが、

ご存じのとおりMの字カーブを描いています。

出産や育児で1回仕事を辞めるけれども、子ど

もが大きくなるとまた働くということで、アル

ファベットのMの字を描く「Mの字就労」なの

です。ところが全世界やアジア諸国で比べると、

Mの字をつくっているところは実は日本と韓国

だけで、他のところを見ると、女性より男性が

少なくなっているのですけれども、同じような

形を描いています。
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これはアジアなのでヨーロッパはどうなの

か。これがヨーロッパのグラフです。ヨーロッ

パもこうして見ると、女性のほうが若干低くな

っていますけれども、それでもMの字を描いて

いるところはもうありません。特に北欧のとこ

ろにいくと、ここではフィンランドの労働曲線

を描いていますが、男性と女性のカーブが非常

に似ている。

先ほどのノルウェーのお話ですと、今や10

人のうちの９人のお母さんが働いているという

ことでしたけれども、制度を整えることによっ

て労働力率を変えていくことはできるのではな

いかと思います。

今、Mの字就労で、女性はまた働きだすとい

う話をいたしました。では、一体、どういう形

で働いているのかということを末子の年齢との

関係で見ていきたいと思います。

これは一番下の子の年齢別に妻の就業状況を

示した表です。簡単に言ってしまうと、２歳以

下の子どもを持っている母親が、雇用者として

働いているのが３割。仕事をしていないのが７

割ということになります。

子どもが大きくなるとどうなっていくかとい

うと、子どもが12～14歳というところが一番

多く働いているのですが、一番下の子が12～

14歳だと雇用されて働いているところが７割。

それから無業者が３割ということで、ここでち

ょうど逆転します。

子どもの年齢が上がっていくと、再び仕事に

戻っていくことが分かるのですけれども、では

どういう人が戻っているのかというのを見ると、

雇用者のうちで正規の職員かパート・アルバイト

かというところを見ていただきたいと思います。

実は雇用者で正規という数字を見ると、２歳

以下の時には17％、３～５歳では14.7％、６～８

歳では14.0％、９～11歳では16.3％、12～14歳

では18.3％、15～17歳では19.5％、18歳以上で

は13.0％となります。つまり、正規で働いている人

の割合がそれほど大きく変わってはいません。

では何が増えているのかと言いますと、歴然

としているのですけれども、雇用されて働いて

いる人のうち、パート・アルバイトが２歳以下

の時には9.5％、３～５歳では24. 7％、６～８

歳では34.0％、９～11歳では38.9％、12～14歳

では39.3％、15～17歳では37.8％、18歳以上で

は24.0％という数字で動いていきます。要は子

どもが大きくなると再び働きだす。つまりMの

字カーブでもう１回Mの字が上がってくるので

すけれども、それはパートとかアルバイトで上

がってくるということがわかります。

男女の給与格差をOECDの国際比較で見る

と、日本は韓国に続いて下から２番目というこ

とで、雇用の場の男女平等、男女共同参画の推

進も課題です。
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次は生活時間です。先ほどノルウェーにも生

活時間のお話があって、男性が女性に比べると

まだ家事の時間が少ないというような課題が指

摘されていましたけれども、日本の比ではない

ということがこれを見ていただければ分かると

思います。

この家事時間は夫婦でいるカップルだけをと

って、その生活がどうなっているのかを時間で

みたものです。この家事時間を見ていただくと、

妻は家事時間が３時間40分、夫は15分という

ことで、この開きはとても大きなものがあります。

妻のほうは、妻が働いているかどうかによっ

て、この家事時間が大きく変わってきています。

妻が共働きで35時間未満、つまりパートとか

短い時間で働いている妻の家事時間は３時間

45分。35時間以上働いている妻の家事時間は

２時間34分。それから妻が働いていない無業

の人で４時間41分。働いていない人ほど家事

時間が長いという傾向がみられます。

夫のほうをみると、妻が働いているいないに

かかわらず、夫の家事時間はあまり影響を受け

ない。それだけ男性はやっていないことが分か

るわけです。

だから今ワーク・ライフ・バランスというこ

とが言われているわけですけれども、男性がど

うしたらこのワーク・ライフ・バランスができ

るのかも考えていかなければいけないと思って

います。

次は教育です。先ほどノルウェーのお話では、

大学にいっている人は女性のほうが多いという

ご説明がありましたけれども、日本はまだ進学

率を見ると、高校までの進学率は男女に差がな

いのですけれども、大学以降の進学率になると、

大学は男子のほうが進学していて、大学院にな

るともっと男子学生のほうが進学しているとい

うデータがあります。

さらに日本の場合、専攻分野にかなり偏りが

あるのです。理工系に占める女子学生の割合は、

日本はとても低いです。OECDが2008年版の

資料によれば理工系に占める女性の割合は

OECD加盟国の中で日本は最下位です。

それが数字に表れるとどうなるかというと、

日本では女の子が理工系に進むということが非

常に少なくなっているということが、このよう

な国際比較を通して見るとよく分かります。

理工系に女の子が進まないので、研究者に占

める女性割合も日本は非常に少なくなっています。

冒頭の学長様の御挨拶にもありましたけれど

も、これはもしかしたら女の子の持っている力

を伸ばし切れていないのではないか。国際比較

を見ると、女性で理工系に進んでいる人もたく

さんいる。だからもしかしかしたら、日本も潜

在的な能力を持っている女子学生がいるのかも

しれない。それにもかかわらず、理工系を選ば

ないというのは、ある意味もったいないと言う

か、持っている能力を生かしきれていないのか

もしれません。

男女共同参画社会はそれぞれの人の持ってい

る力を使うのが「男女共同参画社会」だとした

ら、まだ女の人の持っている力を使いきれてい

ない。それが日本だということがこうしたデー

タを見るとよく分かってくると考えられるので

はないでしょうか。
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それからこれは大学です。大学の先生、研究

者がどうなっているのかを見たものなのですけ

れども、まだまだ大学教員に占める女性の割合

は少ない。だからここをどうやっていけばいい

のかということが、実は今、課題になっている

ところなのですが、これを国立、公立、私立、

それから学長、副学長、教授、準教授、講師、

助教、助手というふうに見ました。これも見て

いただくと女性の割合というのは、全体で見る

と18.9％が女性ですが、国立大学だけで見ると

12.3％で、国立大学における女性教員に割合は

まだまだ改善していかなければならないと思い

ます。

それから職位があがるほど女性が少なくなっ

ています。まずはトータルとしての教員全体を

増やすこと、それから意思決定の場に参画する

ためにはどうしたらいいのか。そういう方策を

考えることが、これからのあり方としてとても

重要な点だと思います。

男女共同基本計画の第２次では、女性の比率

を増やすために「202030」と言われています。

男女共同参画基本計画 (第二次) には「2020年

までに、社会のあらゆる分野において指導的地

位に女性が占める割合が少なくとも30％程度

になるように期待し、各分野における取組を促

進する」と記載されています。

もちろん30％がどうかということはそれぞ

れの分野によって違うのかもしれません。日本

では30%も難しいので、先ほどノルウェーの

40％という数字はすごいなあと思いました。

科学技術も大きな課題の一つです。先ほど数

字を見ていただいたように、女性が理科系を選

ぶ割合が少ないということで、「第３期科学技

術基本計画」が平成18年３月に出され、この中

には採用の目標値として、「自然科学系全体と

して、女性25％」ということが明記されました。

さらに男女共同参画がなかなか進まないので

「参画加速プログラム」が出され、仕事と生活

の調和ということで、ワーク・ライフ・バラン

ス施策も大きな柱になっています。

ワーク・ライフ・バランスを進めないかぎ

り、男女共同参画は進まないと思います。仕事

と生活のバランスをどのようにとっていくか。

これは女性も男性も同じように、仕事と生活を

自分の人生の中でどのように調和させて豊かな

生活をつくっていくかを考えることが必要で

す。

それから、生活困難を抱える人の増加など、

新たに生じてきた課題への対応も求められるよ

うになりました。例えば母子家庭やこれから高

齢化が進む中で増えると予測される独り暮らし

の高齢女性。国際化が進む中で外国籍をもつ女

性も増加しています。その中には生活困難を抱

える女性も多く、喫緊の課題となっています。

それから地域における男女共同参画推進のあ

り方ということで、地域において男女共同参画

がなかなか進まない。本当は地域の中で進めて

いかなければならないのだけれども、先ほど言

いましたように、まだまだ根深い役割分担意識

があるとか、それから政治の場はやはり男だと

いうことで、地域に行けばいくほど女性が意思

決定の参画の場に出にくいなど、そのようなこ

とをどうやって進めていこうかということで、



新たな事をやっていなければならないと言われ

ています。

それから女性に対する暴力も、男女共同参画

を進めていくためにはクリアしなければいけな

い課題です。

それでは最後になりますけれども、大学では

何ができるのでしょうか。

まず、この事業もそうなのですけれども、女

性研究者を支援しましょうということを進めて

いるので、大学としてやることは研究機関とし

て女性研究者を支援していくことが一つ。もう

一つが大学は教育機関なので、大学生などのこ

れから社会に出ていく人に対しての男女共同参

画をどうやって教えていくことができるのか。

「キャリアプランニング」と書きましたけれど

も、これから職業を持って生きていく若い人た

ちがどうやったらワーク・ライフ・バランスが

できるのか、男女共同参画ができていくのか、

そういう意識を持った人を育てられるのかとい

うことを考える。それも大学でできることだと

思います。

それからセクハラを防止していくこと。この

三つが男女共同参画を進めていくために大学が

取り組むことではないかと考えています。

日本学術会議の中でも男女共同参画の重要性

が言われ、アンケート調査が実施されました。

これを見ていただきますと赤いところが実施

中、黄色いところが検討中、青が未検討という

ところなのです。大学ではセクハラ防止のため

の制度をつくる、介護休暇制度を整備していく、

公募システムを確立していく、意思決定の場へ

の女性の登用を進めていくことが実施されてい

ます。

達成目標を設定する、指針をつくっていく、

どうなっているのかを統計的に整備して問題を

分析する。組織をつくるということについては、

まだ未検討というところが多いようですけれど

も、今全国の大学でこういうデータが出るとい

うことは、大学としてもきちんと男女共同参画

をやっていくことが重要であるという認識を少

しずつ持ちつつあるということではないかと思

います。

それを進めるために、科学技術振興調整費・

女性研究者支援モデル育成事業が平成18年度

から始まりました。秋田大学も出ていますが少

しずつモデルをつくって、これを全国に広めて

いく方向です。

この科学技術基本計画には重点課題があるの

ですけれども、この中の人材の育成、確保、活

躍の促進というところで、個々の人材が生きる

環境をつくっていくこと、女性研究者の活躍を

もっと進めてくことが明記されています。
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それから次にキャリアプランニングですけれ

ども、これはおそらく大学だけではなくて、大

学と地域の中と一緒になってやっていく必要が

あるのではないかと思っています。例えば、就

職しても３年で辞めてしまうとか、それから１

回辞めると非正規になってしまうとか、格差の

問題であるとか、若い人の労働の場の問題がと

ても大きな課題になっております。

これはどうしていったらいいのか。大学は就

職をこれまでやってきたのですけれども、就職

支援活動だけではなくて、これから先の自分の

人生の生き方としてどういうふうにやっていこ

うかということを考えていくことが必要なので

はないでしょうか。

最近ではキャリアプランニングやライフプラ

ンニングという言葉が使われるようになりまし

た。大学はもちろん企業でも、企業に入った人

がどうのようにやっていくのかという長期的な

ビジョンを考えています。

ですので大学も、就職時のマッチング。これ

からはキャリアを長期的に見据えたような就職

支援をやっていく必要があるのではないかと思

っております。

特に女性は結婚したり、出産したりすると辞

めてしまうのがまだまだ多い。というのは、先

ほどのデータからもおわかりいただけるよう

に、子どもの年齢が低いと無業であるという女

性は非常に多いのです。長期的なプランに立っ

た時に、自分はどのようにやっていこうか考え

る必要があると思います。

それからそれは女子学生だけではなくて、男

子学生もそういうことを考えることが重要では

ないかと思っております。先ほどお話ししまし

たように男性にとってライフ・ワーク・バランス

が大きな課題になっていますから、男子学生にと

ってもライフプランという視点が不可欠です。

こうした支援をするためには大学の中だけでは難

しく、地域との連携を作っていくことが必要です。

地域で活躍している人は、どんなキャリア形

成をしてそこにいるのか、そして学生がそこに

行って実際に体験してみると仕事のことが分か

るのではないか。それから、女性で仕事をして

いる人がどういうことをやっているのかという

ことを、例えば卒業生に来て話をしてもらって

考える、そんなプログラムがあってもいいかも

しれません。

その時に、もしかしたら大学と地域にある女

性センターなどと共同して何かできると、とて

も広がりがあるような活動が地域でできていく

可能性があるのではないでしょうか。

そういう地域の様々な活動と大学が一緒にな

ることによって、「男女共同参画がまだ地域に

根付いていない」と言われるのですけれども、

それを少しずつ変えていくことができるのでは

ないかと思います。

最後にセクシャル・ハラスメントですけれど

も、これもどこでも起きている問題です。セク

ハラの問題は労働の場でも起きていて、学校の

場でも起きていて、大学でも、高校、中学校で

も問題になっていますけれども、男女共同参画

社会を進めるということは、男性も女性もそれ

ぞれに人権を大事にしようということですか

ら、それを大事にするためにはこういうハラス



メントを解決していくことは、人権の観点から

非常に必要だと思います。

セクハラと言うとなかなか分かりにくいと

か、これがセクハラなのかとか、難しい問題があ

るのですけれども、セクハラは相手が望まない性

的な言動または性差別的な意識に基づく言動であ

って、次のいずれかに該当する行為を言います。

セクシャル・ハラスメントの行為であるかど

うかは、あくまで言動を受けた者の主観が基準

で、本人が不快と思うかどうかということによ

ります。

対価型のセクハラと環境型のセクハラと言わ

れますけれども、対価型のセクハラは教育とか

研究をやっていく時に、地位を利用して性的な

嫌がらせをすることです。例えば指導教員が学

生に向かってデートをしつこく誘って、それを

断ったら非常に悪い点数を付けたというよう

な、地位を利用して性的な嫌がらせをすること

が対価型セクシャル・ハラスメントにあたります。

それから環境型セクシャル・ハラスメント

は、そういう嫌がらせをすることによって、周

りがすごく嫌な気持ちがする。例えばパソコン

の待ち受け画面をヌード写真にしたり、または

壁に貼ったりすると、そこに来た人がとても嫌

な気持ちがする。そういうものもセクシャル・

ハラスメントになります。

「お茶くみは女の仕事でしょう」、逆に、「男

だから力仕事はやらなければいけない」とかで

す。「男のくせにこういうこともできないのか」

というような嫌がらせが言われた人が、本当に

自分が性的に否定されたと思って気持が悪くな

って、仕事や勉強する環境が破壊されてしまう

ことを直していくことが大事です。

これは男性と女性が本当にやっていく時に

は、基本的には守っていかなければならないこ

とだと思っております。

はじめに申し上げましたように、今は男女共

同参画基本計画（第３次）の検討が進められて

います。もうすぐパブリック・コメントが出さ

れるかと思うのですけれども、私たちの声を届

けることが必要です。

今日はずっとデータを示しながらご説明しま

したように、10年経ちましたけれども、日本

は男女共同参画という面から見るとまだまだ変

えていかなければならないところがたくさんあ

ります。どうしていけばいいのか、そのために

は政府に任せるだけではなくて私たちも考えて

いかなければならないのではないかと思います。

それから具体的なプログラムも提案していく

ことが必要です。一つの例を挙げると、国立女

性教育会館では「女子中高生夏の学校」という

事業を実施しています。実は科学に興味関心を

持っている女子中高生がたくさんいます。とこ

ろが学校や家庭で「女の子は理科系には向かな

い」という暗黙のメッセージから進路として理

科系を選択しなくなってしまいます。「女子中

高生夏の学校」のプログラムでは科学技術の分

野に進んだ女性の話を聞いたり、女性の大学生、

大学院生がチューターとして交流するプログラ

ムを提供しています。このプログラムで女子中

高生たちが元気になっていくことがわかりまし

た。希望者も年々増加しています。全国でもこ

のようなプログラムが広がっています。

これから男女共同参画を推進するために何を

したらいいのか、私たちは多くの人と情報交換

をしながら考えていければいいと思っています。

ご清聴、ありがとうございました。
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司会）ただいまのご講演内容に関することで、

何かご質問などございませんでしょうか。質問

のある方は挙手をお願いいたします。

会場女性Ａ）今日はわかりやすいご講演、あり

がとうございました。私は秋田大学医学部の者

です。一つ、キャリアプランニングに関する質

問なのですが、キャリアプランニングというと

学部の学生に対するキャリアプランニングと、

仕事を始めている若い教員や研究者に対するキ

ャリアプランニングがあると思います。

先ほど先生がお話をされたように、思いつく

ものは例えばキャリアプランニを自分で設計し

てみるとか、先輩の話を聞くなどのロールモデ

ルを探したり、手伝うくらいしか思いつかない

のです。若手教員と研究者になってからのキャ

リアプランニングの違いと言いますか、どうい

うものを差別して考えていたったらいいのかの

ヒントがありましたら、ぜひ教えていただきた

いのですが。

中野）どうもありがとうございます。とても難

しい課題をいただいてしまったようなのですけ

れども、ぜひ何かやってみていただけるといい

と思います。

今のキャリアプランニングは、実は始まった

ばかりで、文部科学省のほうに男女共同参画学

習課というところがあって、キャリアプランニ

ングのための調査研究が始まっています。ホー

ムページなどを見ると報告書などが載っていま

す。

そこで、１年目は調査研究をして、２年目は

いろいろなところで実験的にやってみましょう

ということで、実験的な取り組みを始めたとこ

ろなので、ぜひそういう事例なども参考にされ

て、そしてぜひトライしていただければと思い

ます。

会場女性A）ありがとうございました。

司会）ありがとうございます。もう一人いらっ

しゃいます。

会場女性Ｂ）富士通東北システムズの者です。

共同参画計画を推進していく上で一番問題にな

るのは男女それぞれの意識改革というところ

で、私はやはり幼児期からの教育がないと非常

に難しいのではないかと思っております。ここ

で言っている「教育、学習」というものの具体

的な内容と対象を教えていただければと思いま

す。

中野）今、出されているのは教育の部分だと

「初頭・中等教育において、児童・生徒の発達

段階に応じて、社会科、家庭科、道徳、特別活

動など、学校教育全体を通じてやっていく必要

がある」と記載されています。

ただ、今のようなお話だと、もっと小さい時

期から、例えば幼稚園であるとか、家庭教育で

あるとか、そういう中でも取り組んでいくこと

が必要だと私も思います。

たぶん、４月か５月になったらパブコメを求

めるような動きになると思いますので、その中

にぜひご意見を書いていただくといいのではな

いかと思います。

会場女性Ｂ）ありがとうございます。

司会）あと一人、一番後ろにいらっしゃる方、

お願いいたします。

会場女性Ｃ）聖園学園短期大学附属幼稚園保護

者です。中野様のお話の中で、ワーク・ライ

フ・バランスを実現していかないと、男女共同

参画社会にならないという一言がとても胸に響

きました。ありがとうございました。

秋田大学のスタッフの人たちが藤里町の会の

時に皆さん来てくださって本当に嬉しかったと

思います。また11月、12月に入院した時にも、

とても働きやすい職場だなと思ったのは、夜勤

の女性の方が私の子どもと同じ年の子どもがい

るのですけれども、「夫がみてくれているので、
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このように働ける」とおっしゃっていましたし、

女性のドクターも「小学校に入るまでは夫も同

じ職場で働ける」と聞きまして、ぜひ秋田大学

からワークライフバランスとか、男女共同参画

のことを発信してもらいたいと思っておりま

す。

中野様に質問なのですけれども、ジェンダー

とか男女共同参画とか、平成９年から秋田大学

の社会教育主事講習で学ばせていただいたので

すけれども、現在平成22年３月時点では、ま

だ育児短時間勤務がとりにくい社会になってお

ります。このことに関して、中野様のご意見を

伺いたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

中野）ありがとうございます。ワークライフバ

ランスは私も非常に大事だと思っていますし、

秋田大学から発信していただきたいというのは

大賛成です。

短時間勤務なのですけれども、私は短時間勤

務がとれるような仕組みをつくっていくこと

が、もちろん大事だと思っております。

それから男性も意識がすごく大事だというこ

となのですけれども、男性が意識改革を若い人

は始めています。子育てにかかわる人たちが、

最近増えてきている。だから、もしかしたら今

の長時間労働ではなくて、もっと短くしようと

いうのは、男性のほうから出てくると思います。

今、育児をする男性のことを「育メン」とい

うような言い方で言うようなので、「育メン」

を増やしていくことがとても大事だと思いま

す。

司会）ありがとうございます。秋田大学に「育

メン」が増えることを祈っております。

会場女性Ｄ）こんにちは。これまで私はこのテ

ーマに関しまして偏見をもっておりまして、女

性が主張しなければいけないということで思い

こんでおりましたけれども、今日お伺いしまし

てとても範囲が広くて国際的なのですが、幼児

から大人までとても広い世界で共通することに

気付きました。そのことを教えていただいて、

感謝申し上げます。

私は秋田市にございます赤レンガ郷土館で秋

田市内の民族芸能の調査をしております嘱託職

員なのですけれども、秋田市内の番楽や竿灯、

そのほかいろいろなことを調査してまいりまし

た。

もうすでに男女共同参画が行われているとい

う実例をお伝えしたくて、１分間をいただきま

した。というのは、秋田の竿灯がございますけ

れども、参加する方はこれまで男性ばかりでし

た。実際には小学生で竿灯をあげているお嬢さ

んもおります。それから番楽も男性に限られて

いましたけれども、秋田市内の番楽では男子生

徒が少なくなりまして、女性の参加がすでに行

われております。

ですから、女性が働く、学ぶ、いろいろな視

点から取りあげられておりますけれども、実際

に民族芸能ではすでに女性が活躍しているとい

う事例をお伝えしたくてお時間をいただきまし

た。失礼いたします。

中野）どうもありがとうございました。一緒に

頑張っていきましょう。

司会）ありがとございました。それではこれで

質疑を終わらせていただきます。
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2）女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会報告書

第１回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会報告書

(2) 委員会・会議

1）女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会報告書

第１回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会報告書

プ ロ グ ラ ム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

出　　席　　者

議　　　　　事

１．報 告 事 項

２．審 議 事 項

３．決 定 事 項

４．今　後　の

進　め　方

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援 in 秋田

2009年７月23日(木) 16：30～17：26

本部棟第三会議室

女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員

（８名出席、５名欠席）

実施計画、運営委員長の選出、本年度の事業実施計画

・経緯等の説明

・プロジェクト運営委員長の選出

・本年度の事業実施計画

・特になし

・特になし

・全員の協力体制のもと実施する。

・メール会議を活用して実施する。

・特になし

プ ロ グ ラ ム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

出　　席　　者

議　　　　　事

１．報 告 事 項

２．審 議 事 項

３．決 定 事 項

４．今　後　の
進　め　方

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援 in 秋田

2010年３月15日(月) 14：00～14：30

本部棟第三会議室

女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員（３名出席、１名欠席）

男女共同参画推進室コーディネータ（オブザーバー）

女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

・平成21年度活動実績

７月～３月までの活動内容を報告した。

・平成22年度活動予定について

活動予定と参加者リストについて説明した。

１．で報告があった内容に対する審議

・活動予定と参加者リストについて審議した。

・活動予定と参加者リストについて了承された。

・特になし

・特になし



プ ロ グ ラ ム

第３回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会報告書

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

出　　席　　者

議　　　　　事

１．報 告 事 項

２．審 議 事 項

３．決 定 事 項

４．今　後　の
進　め　方

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援 in 秋田

2010年1月18日(月) 14：30～15：30

本部棟第二会議室

女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員

（11名出席、２名欠席）

男女共同参画推進室コーディネータ

第２回運営委員会議事要旨、事業進捗把握、次年度事業計画

・第２回運営委員会議事要旨の確認

・人事異動の報告（男女共同参画コーディネータと事務系補佐員）

・講演会開催について

・研究支援員に関するニーズ調査の実施について

・コンシェルジュ・デスクの充実について

・次年度の事業計画について

１．で報告があった内容に対する審議

・ニーズ調査の内容に関しては、メールにて意見交換し内容を確定する。

・特になし

・特になし

・特になし
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プ ロ グ ラ ム

第２回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会報告書

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

出　　席　　者

議　　　　　事

１．報 告 事 項

２．審 議 事 項

３．決 定 事 項

４．今　後　の
進　め　方

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援 in 秋田

2009年10月29日(木) 15：00～16：06

本部棟第三会議室

女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員

（11名出席、2名欠席）

第1回運営委員会議事要旨、事業実施計画

・第1回運営委員会議事要旨の確認

・運営委員長より、今後の事業実施計画についての説明

・人事異動の報告（男女共同参画コーディネータと事務系補佐員）

１．で報告があった内容に対する審議

・動きやすい体制づくりや各学部棟への働きかけが必要との提案あり

特になし

特になし

特になし



3）大学間連携連絡会議報告書

第１回　大学間連携連絡会議報告書

プ ロ グ ラ ム

課　　題　　名

実　　施　　日

場　　　　　所

出　　席　　者

議　　　　　事

１．報 告 事 項

２．審 議 事 項

３．決 定 事 項

４．今　後　の

進　め　方

特　記　事　項

女性研究者支援モデル育成

大学間連携と女性研究者支援 in 秋田

2010年２月１日(月) 11：00～12：00

本部棟第三会議室

秋田県立大学（２名）

秋田国際教養大学（１名）

秋田大学（５名）

第１回大学間連携連絡会議

・「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」の概要について

・大学間連携支援体制の在り方について

・その他

県内高等教育機関の核となる３大学が協力体制の下で連携し、意識啓発も含め

た連携事業を提案していくこととした。

特になし

次回４月中旬以降に日程を調整し、第２回の大学間連携連絡会議を行うことと

した。

特になし
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日　　　　時

平成21年11月25日(水)
10：00～15：45

懇親会18：30～20：00
平成21年11月26日(木)

9：30～14：30

日本大学会館
２階大講堂

女性研究者支援改革プログラム
事業合同シンポジウム
「女性研究者支援の新時代を迎えて」参加

渡部育子（実施責任者）
川畑智子（特任准教授）

【シンポジウム参加】
・秋田大学男女共同参画の取り組みについてスライドを使い説明報告
・他大学の取り組みについての情報収集や意見交換など懇親会への出席

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成21年11月27日(金)
13：30～16：00 カレッジプラザ

大学コンソーシアムあきた
「県内高校と大学・短大等による連携のための合
同意見交換会」出席

川畑智子（特任准教授）
菅原妙子（スタッフ）

・これまでの実施状況や今後の改善方策、相互の教育課題や連携・協力
の可能性について議論
・理系工学女子の人材育成についての意見交換、工学女子に関連したイ
ベントの案内

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成21年12月１日(火）
13：30～17：40
懇親会18：00～

千葉大学
西千葉キャンパス
けやき会館
大ホール

シンポジウム
「千葉大学における男女共同参画」
―次のステップに向けて― 参加

川畑智子（特任准教授）

【シンポジウム参加】
・京都大学教授伊藤公雄氏の基調講演
・千葉大学の取り組みと課題についての講演
・懇親会
育児支援を利用した女性研究者から生の声を聞き、支援相談窓口の設
置に向けた取り組みの参考とする。

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成21年12月１日(火）
17：00～18：00

秋田大学本部棟
２階　応接室

株式会社リコーITソリューションズ
国枝孝之氏・高橋望氏・北島裕実氏との面談

渡部育子（実施責任者）
庄司幸浩（人事課長）
川村瑠理（スタッフ）
黒田里美（スタッフ）

【企業からの視察】
・秋田大学男女共同参画の取り組みについて配付資料を使い説明
・リコー MPMeister visual solution の内容説明

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成21年12月8日(火）
14：30～16：50

新潟大学
総合教育研究棟

Ｂ253

シンポジウム
「～キャンパスシッターによる育成・支援プラン～
女性研究者が活躍できる大学を目指して」参加

川畑智子（特任准教授）

【シンポジウム参加】
・科学技術振興機構社会技術研究開発センター長有本健男氏などの基調講演
・千葉大学のこれまでの取組みと課題についての講演
・今後の課題と取り組みについてのパネルディスカッション
・懇親会

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細
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日　　　　時

平成22年1月28日(日）
13：30～16：30

ノルウェー王国
大使館

ノルウェー王国大使館一等書記官ドッテ・バッケ氏
広報部　仙波亜美氏　伊達朱実氏との面談

渡部育子（実施責任者）
妹尾春樹
（女性研究者支援モデル育
成プロジェクト委員）

【講演講師依頼等の打合せ】
・３／５講演会、８月国際シンポジウムの講師依頼
・秋田大学男女共同参画の取り組みについて配付資料を使い説明
・講演後の報告書作成の許可等

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年２月５日(金）
13：00～15：00 島根大学

充実した支援相談体制をもつ島根大学から情報収
集し、本学の支援相談窓口（コンシェルジェ・デ
スク）の充実をはかる。

上村佐知子
（女性研究者支援モデル育
成プロジェクト委員）

【他大学調査】
・臨床心理士を雇用している島根大学に赴き、支援相談窓口として、
個人的な問題をどこまで扱っているかなど、成果と実績を参考にする。

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年２月18日(木）
13：15～15：00

秋田大学本部棟
第３会議室

奈良先端科学技術大学院大学　教育研究支援部
企画総務課　課長補佐　横山勲氏
総務係　若井真也氏との面談

渡部育子（実施責任者）
川畑智子（特任准教授）
中井正宏
（人事課総括主査）

菅原妙子（スタッフ）
中川徳子（スタッフ）
川村瑠理（スタッフ）

【他大学からの調査訪問】
・秋田大学男女共同参画の取り組みについて配付資料を使い説明
・奈良先端科学技術大学大学院からの調査項目回答
・男女共同参画推進室の見学

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年２月23日(火）
10：00～11：15

独立行政法人
産業技術総合研究所　
男女共同参画室

室長　沢田美智子氏　主査　大谷加津代氏
キャリアアドバイザー　糸永伸子氏との面談

大山　弘
（人事課総括主査）
菅原妙子（スタッフ）
中川徳子（スタッフ）

【他大学調査】
・キャリアカウンセリングの環境整備の方法
・カウンセリングのノウハウなど
・参考に同意書やチェックシートなどを提供して頂く

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年２月23日(火）
13：15～17：10

筑波大学
大学会館
国際会議場

「持続可能な女性研究者支援　筑波スタイル」
キックオフシンポジウム
筑波研究学園都市における男女共同参画の推進
参加

大山　弘
（人事課総括主査）
菅原妙子（スタッフ）
中川徳子（スタッフ）

【シンポジウム参加】
・京都大学　総長室特命補佐　人文科学研究所教授　竹沢泰子氏

「女性から、マイノリティから、周縁から生まれる
～新しい発想の可能性を求めて～」の講聴

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細
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日　　　　時

平成22年２月24日(水）
13：30～15：30

岡山大学
ダイバーシティ推進
本部男女共同参画室

岡山大学の男女共同参画・女性研究者支援の取り
組みに関する調査をする。

渡部育子（実施責任者）
川畑智子（特任准教授）
川村瑠理（スタッフ）

【他大学調査】
・国際シンポジウムについて
・交流サロンについて
・人材登録バンクの構築について
・女性研究者のメンタルサポートカウンセリングの範囲
・カウンセリングのマニュアルなどについて
・ウーマン・テニュア・トラック教員制度の構築に至るまでの経緯など
・これらの取り組みについての学内の反応について

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年３月１日(月）
10：30～12：15

秋田大学
本部棟２階
応接室

静岡県立大学
国際関係学部教授・男女共同参画センター
副センター長　犬塚協太先生との面談

渡部育子（実施責任者）
川畑智子（特任准教授）
中川徳子（スタッフ）

【他大学からの調査訪問】
・秋田大学男女共同参画の取り組みについて資料をもとに説明

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年３月１日(月）
10：30～12：00

奈良女子大学
奈良女子大学の男女共同参画・女性研究者支援の
取り組みに関する調査をする。

中井正宏
（人事課総括主査）

菅原妙子（スタッフ）
川村瑠理（スタッフ）

・研究支援員制度の立ち上げのノウハウやそれにともなう諸問題と対策
・キャリア形成などの支援ネットワークの構築のノウハウについて
・サイエンス出前講座のための中学・高等学校との連携の仕方、中高生
の集客ノウハウについて

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年３月18日(木）
10：00～12：00

宮崎大学
宮崎大学の男女共同参画・女性研究者支援の取り
組みに関する調査をする。

渡部育子（実施責任者）
川畑智子（特任准教授）
菅原妙子（スタッフ）

【他大学調査】
・サポート室の体制について
・相談可能な範囲と相談員の研修について
・相談者向けマニュアルや相談員マニュアルの整備
・支援相談窓口の充実の仕方について

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細

日　　　　時

平成22年３月25日(木）
10：00～12：00

京都大学
京都大学の男女共同参画・女性研究者支援の取り
組みに関する調査をする。

渡部育子（実施責任者） 【他大学調査】
・サポート室の体制について
・相談可能な範囲と相談員の研修について
・相談者向けマニュアルや相談員マニュアルの整備
・支援相談窓口の充実の仕方について

開 催 場 所 目　　　　　　的

本学からの出席者 詳　　　　　　細
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(4) スタッフ活動記録

開　催　日 実　　施　　内　　容

７月

８月

９月

10月

11月

12月

23日(水） 平成21年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

3日(月） 男女共同参画推進室開室式

31日(月） ＪＳＴ打合せ

１日(月） 秋田大学平成21年度の各学部における非常勤講師調査

５日(火） 男女共同参画シンポジウムポスター発送

17日(土） 内閣府・男女共同参画推進連携会議・秋田大学
男女共同参画シンポジウム「ワークライフバランス（仕事と生活との調和）の
実現に向けて」～ダイバーシティ尊重の風土醸成をめざして～開催

18日(日） 内閣府・男女共同参画推進連携会議・秋田大学
男女共同参画シンポジウム「ワークライフバランス（仕事と生活との調和）の
実現に向けて」～ダイバーシティ尊重の風土醸成をめざして～
秋田魁新報社31面掲載

29日(木） 平成21年度第２回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

２日(月） 特任准教授１名着任

10日(火） 男女共同参画推進室ポスター作製

16日(月） 12月23日開催工学女子イベント参加依頼訪問活動（秋田県内高校１カ所）

17日(火） 12月23日開催工学女子イベント参加依頼訪問活動（秋田県内高校３カ所）

18日(水） 12月23日開催工学女子イベント参加依頼訪問活動（秋田県内高校１カ所・中学２カ所）

19日(木） 12月23日開催工学女子イベント参加依頼訪問活動（秋田県庁）

19日(木） 秋田県内関係機関へ12月23日開催工学女子イベントポスター発送

20日(金） 12月23日開催工学女子イベント参加依頼訪問活動（秋田県内高校３カ所・中学１カ所）

25日(水) 日本大学シンポジウム　女性研究者支援改革プログラム
～26日(木）「女性研究者支援の新時代を迎えて」参加

26日(木） 12月23日開催工学女子イベント参加依頼訪問活動（秋田県内高校２カ所）

27日(金） 大学コンソーシアムあきた「県内高校と大学・短大等による連携のための合同意
見交換会」参加

１日(火） 千葉大学シンポジウム「千葉大学における男女共同参
－次のステップに向けて－」参加

１日(火） (株)リコー ITソリューションズと面談

８日(火） 新潟大学シンポジウム「～キャンパスシッターによる育成・支援プラン～
女性研究者が活躍できる大学をめざして」参加

16日(水） 秋大生対象「あなたも、もしかしたら工学女子？」模擬講座開催

21日(月） 男女共同参画シンポジウム報告書　男女共同参画シンポジウム
「ワークライフバランス（仕事と生活との調和）の実現に向けて」
～ダイバーシティ尊重の風土醸成をめざして～発行

22日(火） 大学間連携連絡会議開催のための協力依頼訪問（秋田県立大学）

23日(水） 中高生対象イベント「あなたも、もしかしたら工学女子？」開催

24日(木） 大学間連携連絡会議開催のための協力依頼訪問（国際教養大学）

25日(金） 中高生対象イベント「あなたも、もしかしたら工学女子？」
秋田魁新報社23面掲載

25日(金） 10月17日開催シンポジウム講師への報告書提出と年末挨拶訪問（５件）
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開　催　日 実　　施　　内　　容

１月

２月

３月

５日(火） イベント開催に関する作業会議

12日(火） 研究者支援に関する調査ニーズの打合せ

18日(月） 平成21年度第３回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

22日(金） 文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」申請

25日(月） 女性教員募集要項調査

28日(木） ノルウェー王国大使館にて3/5講演会の打合せ

１日(月） 第１回大学間連携連絡会議

２日(火） 男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員研修

５日(金） 島根大学へ男女共同参画推進の取り組み調査視察

５日(金） 男女共同参画推進室リーフレット「coloconi ～コロコニ～」発行
※３／５講演会ポスター・チラシ・男女共同参画リーフレット発送

９日(火） 秋田大学男女共同参画推進室ホームページ「コロコニ」開設

12日(金） ニーズ調査票発送

16日(火） ホームページ検索手順告知パンフレット発行

18日(木） 奈良先端科学技術大学院大学より調査視察訪問

19日(金） 秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業　
男女共同参画推進フォーラム開催"

23日(月） 独立行政法人産業技術総合研究所へ男女共同参画推進の取り組み調査視察・
筑波大学キックオフシンポジウム「持続可能な女性研究者支援　筑波スタイル」
筑波研究学園都市における男女共同参画の推進参加

24日(水） 岡山大学へ男女共同参画推進の取り組み調査視察

１日(火） 静岡県立大学より調査視察訪問

１日(火） 奈良女子大学へ男女共同参画推進の取り組み調査視察

１日(火） 病児・病後児保育室「ことりのおへや」ホームページ開設

４日(木） 工学女子イベント紹介リーフレット「Girls ぷち Lavo」発行

５日(金） 講演会「男女共同参画推進を考える」開催

６日(土） 岡山大学イベントにて秋田大学ポスター展示

８日(月） コンシェルジュ・デスク相談リーフレット「基本的な相談の受け方」発行

15日(月） 平成21年度女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

18日(水） 宮崎大学へ男女共同参画推進の取り組み調査視察

25日(木） 京都大学へ男女共同参画推進の取り組み調査視察

29日(月） 秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業　秋田大学　男女共同参画資料集発行
男女共同参画推進フォーラム実施報告書発行
講演会「男女共同参画推進を考える」発行
コンシェルジュ・デスクご案内カード発行
男女共同参画推進に関する意識調査　報告書発行
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５．全学的な男女共同参画推進体制の充実
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(1) 委員会名簿

女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

氏　　　 名

◎吉　村　　　昇 学　長 プロジェクト期間中 委員長

谷　川　成　美 理事（総務・財務・施設担当）

妹　尾　春　樹 医学系研究科教授

渡　部　育　子 教育文化学部教授

(学長補佐 (男女共同参画担当))

庶 務 担 当 ： 人　事　課

◎印は委員長を表す。

職　　　　　　名 任　　　　期 備　　　考
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女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

氏　　　 名

◎ 渡　部　育　子

四反田　素　幸

和　泉　　　浩

奥　山　順　子

阿　部　　　寛

妹　尾　春　樹

金　子　善　博

鈴　木　圭　子

上　村　佐知子

中　村　雅　英

奥　山　栄　樹

坪　井　ひろみ

山　口　留美子

川　畑　智　子

学長補佐(男女共同参画担当)

教 育 文 化 学 部 教 授

教 育 文 化 学 部 教 授

教育文化学部准教授

教育文化学部准教授

医 学 系 研 究 科 教 授

医 学 系 研 究 科 教 授

医学系研究科准教授

医学系研究科准教授

医 学 系 研 究 科 助 教

工 学 資 源 学 部 教 授

工学資源学部准教授

工学資源学部准教授

工学資源学部准教授

男 女 共 同 参 画 推 進 室

特 　 任 　 准 　 教 　 授

2009年７月～2010年３月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

2009年11月～2010年３月

委員長

庶 務 担 当 ： 人　事　課

職　　　　　　名 任　　　　期 備　　　考



６．女性研究者のための柔軟な支援のあり方

に関する調査報告
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調査概要

１．調査主体 ：

平成21年度文部科学技術省科学振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業　秋田大学「大

学間連携と女性研究者支援 in 秋田」女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

２．調査責任者 ： 渡部育子　教育文化学部教授

担当：川畑智子　特任准教授

３．調査協力者 ： 秋田大学男女共同参画推進室、人事課　

４．調査目的 ：

女性研究者支援を目的として、育児・介護休業制度を利用しやすくするための研究支援員のあ

り方について検討する。

５．調査対象 ： 教育系職員　全学部対象

６．調査期間 ： ２月15日(月)～３月１日(月) ２週間

７．調査方法 ： 質問紙調査　学内便で郵送回収

８．集計方法 ： 単純集計

９．調査結果の利用目的 ：

女性研究者支援のためにより柔軟な支援体制を具体化するための基盤を作ること。

10．プライバシー保護 ：

調査票は無記名で、封筒に入れて回収した。統計的処理を行い、個人が特定化されないように

配慮する。記述データは、固有名詞は一切使用しない。アンケート票およびデータは男女共同参

画推進室が責任をもって厳重に管理する。

11．アンケート回収結果 ：

回収率53.5%  配布部数642・回収部数344（うち白票５、破損１)
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12．集計結果（主なもの）



７． 参　 考　 資　 料
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秋田魁新報社　平成21年10月18日掲載
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秋田魁新報社　平成21年12月25日掲載
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秋田魁新報社　平成21年12月25日掲載



文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」
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