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室長からのメッセージ

国立大学法人秋田大学 男女共同参画推進室長

渡 部 育 子
女性研究者研究活動支援事業「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」の柱のひとつが、秋
田県内大学・高等教育機関の相互協力のもとに女性研究者支援・男女共同参画を推進すること
です。
秋田県内の大学・高等教育機関といっても同じ環境とは言えず、構成員の意識も微妙に異な
ります。しかし、異なる様相をもつ機関がひとつの大きなまとまりとなることによって、新た
な道を探ることができるのではないのかと考え、平成 21 年度から、各機関の協力を得て、連
携会議やニーズ調査を重ねてまいりました。
平成 23 年度は “ 休むと替わりがいない ” という専門職ならではの課題に対して、“ 周りの人
に迷惑がかかるのでは？ ” という気兼ねをしなくてもよいよう、連携機関の協力を得て代替要
員補充のシステムを構築し、10 月に運用を開始しました。
このたびのシンポジウム「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」では、独立行政法人科
学技術振興機構 科学技術システム改革事業 プログラム主管 山村康子氏に「両立支援と大
学間連携」と題するテーマでご講演いただきました。近隣の機関が連携することで大きな成果
をあげた事例の紹介もあり、たいへん励まされました。また、パネルディスカッションでは、
女性研究者の出産・育児のみならず、介護や男性研究者のワークライフバランス推進に関して
も代替要員補充のシステムを利用できるのではないかという提案がなされました。
秋田県内における高等教育機関の男女共同参画推進の連携は始まったばかりですが、秋田の
地域的特性を踏まえた、多様なニーズを満たす連携のあり方を、これからも探ってまいりたい
と存じます。そして、女性研究者支援をコアに、より広い範囲での男女共同参画の推進につと
めてまいりたいと存じます。
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第１部

基調講演

「両立支援と大学間連携」
講師：独立行政法人 科学技術振興機構
科学技術システム改革事業
プログラム主管
山村 康子 氏

１．女性研究者の現状

が、平成 21 年度から科学技術振興調整費

・ 日本の女性研究者の比率は 13.6% であり、

「女性研究者養成システム改革加速プログ

主要先進国に比較すると極めて低く、特

ラム」が開始された。

に、自然科学系分野（理学、工学、農学
系分野）
、上位職階の女性研究者が少ない

３．女性研究者研究活動支援事業

特徴的な状況となっている。また、女子

・平成 23 年度、
「女性研究者支援モデル育成

学生比率も、学部、大学院ともに、理学、

プログラム」の後継プログラムとして、
「女

工学、農学系分野で低くなっている。

性研究者研究活動支援事業」が文部科学

・女性研究者が少ない理由については、アン

省の事業として開始され、
「女性研究者支

ケート調査の結果から男女共に「家庭と

援モデル育成プログラム」で成果の上がっ

仕事の両立が困難」
、
「育児期間後の復帰、

た取組に特化した形で女性研究者支援が

復職が困難」を挙げており、女性研究者

推進されている。

支援においては両立支援の取組が重要で
あることがわかる。

４．採択機関における機関連携の取組例
・今 年度事後評価でＳ評価となった三重大

２．政策としての女性研究者支援・養成

学の取組。三重大学、四日市大学、鈴鹿医

・総 合科学技術会議が科学技術基本計画に

療科学大学の３大学、鈴鹿工業高等専門

則り科学技術政策の企画、立案を行い、各

学校、鳥羽商船高等専門学校の２高等専

府省で科学技術政策が推進される。科学

門学校、野菜茶業研究所、養殖研究所の

技術基本計画は、平成７年度に制定され

２研究所の７機関が連携を組み、女性研

た科学技術基本法に則り、５年毎に策定

究者支援に取り組み、さらに、三重県男

されており、現在は、平成 23 年度に閣議

女共同参画センターとも連携し、三重県

決定された第４期科学技術基本計画に則

内に強い波及効果を及ぼした。連携機関

り政策が進められている。

女性研究者ネットワークの構築をはじめ、

・平成 18 年度に策定された第３期科学技術

７連携機関女性研究者ロールモデル紹介

基本計画においては女性研究者の活躍促

冊子の作成、三重大学における連携機関

進という推進方策が掲げられ、これを受

女性研究者による特別講義の実施及び連

けて平成 18 年度から科学技術振興調整費

携機関女子学生の実験研究体験、連携機

「女性研究者支援モデル育成プログラム」

関による競争的研究資金への共同申請等
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の取組を実施し、７連携機関長による共

５．機関連携における有効な取組

同宣言の発表、連携機関における女性研

・機 関連携における有効な取組として、女

究者の増加に繋げている。

性研究者のネットワーク構築、face-to-face

・
「女性研究者研究活動支援事業」採択機関

の情報交換、共同作業（共同研究、競争的

の間でも機関連携が進められており、北東

資金公募への共同申請、シンポジウム等

北地域の秋田大学、岩手大学、弘前大学の

の共同開催、データバンク等の共同構築）
、

連携、産総研を中心としたつくば地域の

自治体との連携等が挙げられる。

連携、広島大学を中心とした中国・四国
地域の連携、宮崎大学を中心とした九州・
沖縄地域の連携、関東圏の 10 私立大学連
携、U ７連携等がある。
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第２部

パネルディスカッション

「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」
〈パネリスト〉
石 川 匡 子
長 沼 奈絵子
佐 藤 了 子
菅 原 香 織
田 貝 和 子
奥 山 栄 樹

氏（秋田県立大学生物資源科学部応用生物科学科 准教授）
氏（国際教養大学 助教）
氏（聖霊女子短期大学生活文化科 准教授）
氏（秋田公立美術工芸短期大学産業デザイン学科 助教）
氏（秋田工業高等専門学校人文科学系 講師）
氏（秋田大学大学院工学資源学研究科機械工学専攻 准教授）

〈コーディネーター〉
渡 部 育 子 氏（秋田大学教育文化学部教授・男女共同参画推進室長）

コーディネーター）それで

推進へということでは、どういうことを提案

はこれよりパネルディス

できるのか。この２点がねらいでございます。

カッションを始めたいと

それではまず最初にパネリストの皆さま

思います。

に各機関で実施されている男女共同参画に

本日はご多用の中、ま

関する取り組み、あるいは女性研究者支援等

た御足下が悪い中、大学

につきまして自己紹介も兼ねて、５分程度で

間連携合同シンポジウムにお集まりいただ

お願いいたします。

きまして、誠にありがとうございます。

それでは奥山先生お願いいたします。

始めにこのパネルディスカッションのね
らいにつきまして、２、３ご説明申し上げた

奥山）秋田大学の奥山と申します。宜しくお
願い致します。

いと思います。

秋田大学でこれまで

大学間連携は、例えば授業などで高大連携

やってきた男女共同参

が行われておりますが、男女共同参画あるい

画、現在どうなっている

は女性研究者育成支援ということで行われ

かを簡単に紹介させて

るのは本事業が初めてでございます。秋田県

いただきます。

内初めての取り組みということが第１点で
ございます。
それから２点目は、本事業のねらいでは女
性研究者支援でございますけれども、大学に
は女性研究者だけではなく、当然、男性の研
究者や技術系の職員の方、事務系の職員の
方、非常に多くの職種の教職員によって構成
されております。
そこで女性研究者支援から男女共同参画
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主なものだけお話しますけれども、2005

年に男女共同参画推進委員会というのがで

うことで保育園、本道地区、医学部の方です

きました。それから 2008 年に男女共同参画

けれども、そちらにある保育園を充実させ

推進のためのアクションプランというのが

る。それから病児、病後児保育というのを充

策定されました。これに関しては先日のアン

実させるということを挙げました。

ケートの結果、約４割の人が知っているとい

それから代替要員システムを構築すると

うことになっています。これ詳しくまた次の

いうこと。子の看護休暇を一人でも 10 日取

スライドでご紹介させていただきます。

れるようにしようとか、産前休暇を６週間

2009 年の５月には男女共同参画推進室と

だったのを８週間にしよう。それから男性の

いうのができました。これに関してアンケー

育児参加休暇を 14 日にしようというような

トの結果６割の人が知っているんですが、同

ことをこの時点でやっております。

時に相談窓口があるということを知ってい
る人は 25％にとどまっているということに
なっています。

その後女性研究者支援モデル育成事業と
いうので、相談窓口を作るとか、次世代女性
研究者育成支援などの五つの項目を柱とし
それから女性研究者支援モデル育成事業

てやってきております。

に採択されまして、これに関しては約２割の
人しか知らないということになっています。
このアンケートは大学の構成員全体に対
して行っていますので、例えば女性の中でも
非常に人数が多いのが大学の場合では病院
の看護師さんになっています。その方達が知
らない人が多いということになっていたわ
けです。
アクションプランというものは大きく二
つに分けられまして、一つが女性教員比率向

その結果ですが、横軸が年度で縦軸が人

上のためのポジティブアクションというも

数で、保育園の利用者数の推移になってい

ので、例えば採用の際、業績が同等の場合に

ます。約 45 人が定員になっているんですが、

は女性を積極的に採用するということを募

この辺がどんどん増えて、定員オーバーとい

集要項に明記するということ。

う状態になっております。

それからもう一つが環境・制度の整備とい
−8−

それから病児・病後児保育「ことりのおへ

それから男性の育児参加休暇も育児介護
休業法とかを超えて、５日を超えて取ってる
人がおります。
それから子の看護休暇というのは、この
データからは女性だけではなくて、男性もた
くさん取得しているということが明らかに
なっております。
女性教員比率の推移ですが、横軸が年度、
や」というのがありまして、こちらは定員２

縦軸が％になっていまして、目標が 18% な

名になっているんですが、その利用者数で、

んだけれども現在 16％強になって、また最

横軸が４月から３月までの月を表している。

近伸びが鈍っているという状況です。

縦軸が利用した人数。青の方が昨年度で、赤
の方が今年度です。利用者がだいぶ多いとい
うようなことが伺えます。

ごく最近の取り組みとしては、代替要員
のデータベースというものを近隣の学校と
一緒に作ったということ。それから支援員
例えば産前休暇の利用者数。これは 10 年

制度、これは小学校に入る前までの子を持っ

度の 12 月までですけれども、52 名中 50 名、

ている女性研究者が TA とか、同じように学

ほとんどの方が８週間とっていて、制度を６

生を支援員として手助けしてもらうことが

週間から８週間に変えた意味があったと思

できるという制度で、現在のところ利用者が

います。

３名です。実際に学生で支援員として働いて
いるのは５名という実績になっています。
昨年度とったアンケートの解析を今行っ
ている最中で、これからこれを踏まえた改善
が必要だろうと思っています。
そのアンケートの中で、
「大学として取り
組むべきことは何ですか」という質問項目が
ありまして、男性・女性とも一番多かったの
が「ワークライフバランスの改善」というこ
とでした。
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それから男性・女性とも２番目に大きかっ

コーディネーター）ありがとうございます。

たのが「超過勤務の縮減」ということでした。

それでは続きまして石川先生、よろしくお願

それから女性が３番目に多かったのが「時間

いします。

単位での育児介護のための休み」
。男性で３

石川）県立大学の石川

番目に多かったのが「育児休業を取得するよ

です。

うにしたい」ということ。

私共の大学は全教員
217 名のうちに、女性教
員は 15 人と７％の女性
教員になっております。
このうち実際に学生と卒業研究などで接す
る、本荘キャンパスにあるシステム科学技術
学部の場合、教員数 94 人のうち２人。生物
資源科学部の場合には教員数 95 人のうち９
人ということで、先ほど山村先生の資料に出

この辺りを見ていきますと、例えば「時間

てきましたけれども、理工系の教員数として

単位での育児介護のための休み」とあります

はほぼ一般的な部類に入るだろうと思って

が、これは既に大学の方ではアクションプラ

います。

ンを策定して、例えば子の看護のために休み

システム科学技術学部は女性教員が大変

たいという場合には、時間単位で取れるとい

少ないですが、こちらの女子学生の割合も非

うふうになっております。それを知らない方

常に少なく、現在、約 20％弱だと思います。

が多い。

秋田キャンパスの生物資源科学部は農学部

ですから、私たちが何をやるべきかと言う
と、もっとこういう制度があるんだよという

系ですが、現在女子学生の割合も非常に増え
まして、約 50％になっております。

ことを周知する必要があると思います。

普段学生と接するシステム科学技術学部、

これまでのをまとめてみると、千秋保育園

生物資源科学部の教員の中で現在までに産

の場合、利用者が非常に増えてきた。それか

休を取得した教員は３名いらっしゃいます。

ら育児・介護等、いろんな制度が利用され始

育休を取得している教員は２名おりまして、

めているけれども、まだ周知が必要であると

この教員は現在も継続中でございます。その

いうこと。それから意識改革が必要であると

内の１名は助教の先生ですが、その助教は大

思います。以上です。

学院生を対象にした授業も担当し、卒論研究
の学生も指導していますので、今回大学では
特別に代替教員を全国から募集しまして、１
人来ていただいております。
採用制度としては普通の助教の募集の仕
方と同様に、専門分野、論文数、経歴等の審
査を経て、昨年の秋から来ていただいており
ます。
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産休と育休を合わせて秋から１年間取っ

な体制であるように思っています。

ていただくのですが、学生は卒論研究のため

今回、卒業研究も考慮した体制を整えてく

実質３年生の後半から４年生の３月まで１

れているということで、代替教員の制度とい

年半研究室に所属することになります。秋

うのは非常に配慮されているとは思うので

から 1 年間代替教員に来ていただいた場合に

すが、一つ心配なのは、卒論生だけではなく

は、その教員はその次の年の秋までとなりま

て、修士の大学院生を教育している場合には

すので、卒論研究の途中で退職することに

どうなるのだろうかということです。

なってしまいます。そうなりますと学生の卒

本学は実験系ですので、学生の卒論・修論

論研究の途中で交代ということになり、学生

の場合には学生が出したデータを毎日確認

の負担もかなり大きくなりますので、大学と

する必要があり、得られたデータに対して教

してはその教員に３月末まで居ていただき、

員と学生とでディスカッションを重ねながら

育休から復帰された先生と一緒にやってい

実験のスケジュールが決まっていくわけです。

ただく時期があるというような流れになっ

１年間の育休の場合、卒論研究は代替教員

ております。

制度で対応できることが今回のことで分か

ですので、私共の大学としては教員の産

りましたが、修士の場合になると研究期間は

休・育休をとりやすい環境ということと合わ

２年間ですので、２年間のうちに１年間別の

せて、それによって学生の不利益にならない

教員で対応ということになりますと、実験内

ように、学生の教育も十分に行えるようにと

容の継続性も難しく、テーマ変更も余儀なく

いうことでケアをしているような状況です。

される恐れもわけですから、学生にとっての

以上のようなこともあり、私、個人の意見

負担は非常に大きくなると思っています。

としましては非常に女性も働きやすい環境
にあるのではないかと思います。

私たちの仕事というのは授業をするのは
もちろんですが、それ以上に未来の技術者や

私共の大学はまだ 11 年しか経っていない

研究者を育てるということが私たち教員の

ということもありますので、理系の大学とし

大きな役割だと思っています。今社会でも理

ては女子トイレも豊富ですし、ロッカー室も

工系の学生の場合、大学院進学ということを

しっかりと整備されています。子供がいらっ

非常に進めているところもありますので、今

しゃる先生の場合でも、例えば PTA 活動な

後大学院生を受け持った時にどう対応して

どで何時間か職場を離れるというような場

いくかが非常に重要になってくるだろうと

合であっても、それに対する周りの教員も非

思っています。

常に協力的だということもありましたので、
働きやすい環境にあると思います。

それから、私たちは公設機関に在職してい
ますので、女性教員としては非常に恵まれた

また、ポポロードに大学のポスターを掲示

立場にいると思います。しかし、私共の大学

しているコーナーがあり、大学の広報誌であ

を卒業した学生の様子を見ますと、結婚した

る『イスナ』という冊子を置いています。今

後、出産した後、技術者として職場に戻って

回は “ 県大ガールズ ” という、女性教員と女

同じように働けるのかと言いますと、やはり

子学生の特集が載っていますが、それを見て

それは厳しい状況にあると言われています。

も女性をバックアップしてくれているよう

大手企業では、以前に比べると制度を整え

−11−

るなど改善されてきていますが、中小企業に

学生数をパッと見ただけでも、女子生徒がす

なるとやはり女性が復職した後に働くとい

ごく多い。これは開学当初から変わらないま

うことに関して、まだ制度化されていないと

まで、やはりうちの大学の場合、リベラル

ころが多いように思います。

アーツ、教養教育というのを目指しているの

今、私たちが声を上げることで、中小企業

と、あとやはり英語で全て授業するという前

の方たちにもご理解いただけるようになっ

提でやっておりますので、どうしても女子生

ていけばと思いますし、そういうことを呼び

徒の興味が高いというか、語学系はどうして

掛けることも女性研究者や女性大学教員と

も女子生徒が多いというのもあります。

しての務めかなと思っております。
先ほど女性の教員、教授とかいうような役
職が出ていましたが、私共の大学の場合は比
較的に良い女性のバランスになっていると
思いますし、女性教員の働きぶりというのも
評価していただいているように思っており
ます。以上です。
コーディネーター）それでは続きまして長沼
先生、お願いいたします。

実際にそれと比例しているかどうかわか

長沼）国際教養大学の

りませんが、先生方の数とか、職員の数、女

長沼です。

性の数というのはとても多い方だと思って

今回こういう機会をい

おります。

ただいてお話をするとい

実際に今年、今回出してもらったデータと

うのを前提にですけれど

いうのは１月１日、今年現在のデータですけ

も、私今現在妊娠して

れども、専任教員における女性の割合はちょ

おりまして、ちょうど男女共同参画というネ

うど33％、
３人に１人が女性教員になります。

タにはまるというか、産前休暇、産後休暇、

専任職員になりますと、61％、３人に２

育児休暇をこれから取得させていただくと

人が女性になりますので、女性職員の方が圧

いう立場ですので、ちょうどいい機会だと

倒的に多いという形で、今現在国際教養大学

思ってお話させていただきます。

の方は運営しております。実際に教職員全体
では 42%、まず半数弱になるかと思います。

国際教養大学自体は今年で開学して８年
目になるんですけれども、今のところやはり
−12−

その中でも管理職の女性の割合がここ数

７名だと思います。

年、伸びたような感じはするんですけれど
も、それでもまずは教員の役職者の女性の割
合は 30％、まず３人に１人ぐらい。職員役
職者となるとやはり 18％になります。二つ
合わせるとまず 26%、４人に１人が女性とい
う割合になっております。

実際にうちの国際教養大学の場合は、女性
の独身率がすごく高いので、まだ利用されて
いないという方が多いんじゃないかなと思
います。
職員に関してはちょっと違いますが、教
員に関しては勤務状況としてフレックスに
教員・職員の女性の割合に関わってきます

なっていますので、自分の好きな時間に行っ

が、うちの大学の場合、特に女性共同参画と

て、好きな時間に終わってということができ

いう取り組みは一切していないと思います。

るので、もし子供の病気があったとか、医者

実際に聞いたこともないし、見たこともない

に連れていってから仕事にいかなければい

というのが現状ですが、その一つの理由とい

けないっていうことがあったとしても、授業

うのが、結局必要だと感じたことが実際私も

に支障がない限りは自分の好きな時間に働

ないくらい、平等に扱っていただいていると

けるという制度で、すごく重宝しているとこ

いうのが現状だと思います。

ろです。

実際に女性であるということを意識して

それが職員の皆さんも利用できるように

働くという機会はまずないということ。あ

なればいいなと、個人的に教員の立場として

とは実際に取り組みをしなければいけない

は思うんですけれども、まだ実現してないと

という必然性をおそらく誰も感じてないん

いうのが現実です。

じゃないかなと思います。

私自身も先ほど言いましたが、２回産休・

私自身の話をさせていただくと、私は２回

育休をとらせていただいて、２児の母ですけ

出産休暇も育児休暇もこれまでとらせてい

れども、実は長男が生まれた時に私は出産休

ただいて、今に至ります。ちょっとここで

暇だけいただいて、うちの夫が１年育児休暇

見ていただきたいのが、例えば 2007 年に出

をいただきました。うちの夫は中学校教員

産休暇２名、育児休暇２名で合計４名となっ

で、１年間まるっきり４月から３月まで休ん

ていますが、実は４名ではなく、２名です。

で主夫をやっていただいて、私は稼ぎ主とし

出産休暇と育児休暇を取った方の頭数をカ

て１年活躍してという、お互いに普段できな

ウントしているので、４名ではなく、本当

い経験をさせていただきました。

は２名。というので計 12 名は、実際には６、
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やはりうちの夫も公務員であるというこ

とと、うちの大学の方でもすごく理解があっ

が下がったけれども行けないという時期が

て、いろいろ融通を利かせていただいたと

どうしても３、４日あります。その時期にど

いうのがあるので、先ほど石川先生がおっ

うするんだと。子どもは元気になったけれど

しゃったように、我々は恵まれているなとい

も、保育所に行けないので、そこをもし病児・

うのは感じているところです。

病後児保育室とか、託児室が設置できれば、

最後に、今現在国際教養大学で取得可能な
休暇の種類はいろいろありますが、実際に私

たぶんすごく助かる先生方、職員の方たちは
いるのかなと思います。

自身が取得したことがあるというのは、出産

先ほど奥山先生がおっしゃったみたいに、

休暇、育児休暇、あと妊婦休息休暇というぐ

秋田大学でやってるようなちょっと小さい

らいしかありません。

部屋でも、何か取り組みがあればすごく助か

ただ他の先生や、職員の方で介護等休暇、

るのになというのが、一番私が個人的に思っ

育児時短勤務をされた方は存じ上げていま

ているところです。以上になります。

す。ですので実際私が使ってなくても、利用

コーディネーター）ありがとうございます。

されている方はいるのかなとは思いますが、

それでは続きまして佐藤先生、お願いいたし

実際数字としては出てこなかったので、今回

ます。

は情報として出すことはできませんが、そう

佐藤）聖霊短大の方か

いうことになっております。

ら参りました佐藤と申し
ます。宜しくお願い致し
ます。
最初に取り組みとい
うことをお話する前に、
まず聖霊短大のことを簡単に説明させていた
だきますと、聖霊短大はカトリック系の私立
の短大で、設立母体は聖霊学園というところ
でございまして、短大の他に幼稚園、中学校、
高等学校が現在あります。創立は104年目で、

国際教養大学の場合、先ほども言いました

短大の方も57年目を迎えた古い学校です。

けれども、男女共同参画という取り組みを全

この聖霊学園は幼稚園を除きまして女子

くしていないのが現実ですけれども、実際

のみということで教育を行っておりますの

研究者支援というのが必要になってくる場

で、従って生徒、学生それから教員の方も女

面というのがこれからまた増えてくるかも

性の先生が多くなっております。

しれないので、何点か提案をさせていただき

2011 年現在教員の男女の数と申しますと、

ます。まず第１点として、うちの大学の場合

学長・副学長・助手も含めまして現在 33 名

は特に、病児・病後児に関して子どもがい

教員として勤務しております。そのうち女性

る先生達、職員の皆さまは困っている部分が

が 18 名で男性が 15 名です。したがって半数

ありまして、保育所に普段行かせているけれ

以上は女性の先生ということになります。

ども、インフルエンザということになると熱
−14−

教員構成の内訳としまして、教授は女性が

４名、男性８名。准教授は女性が３名、男性

いかなと思いました。

１名、講師女性７名、男性５名。あと助手が
女性３名となっております。

またその他に研究をバックアップするシス
テムとしまして、聖霊短大では助手でも働き

また事務職員の方も全部で 15 名おります

ながら大学の勤務を、短大の勤務をしながら

けれども、女性が８名、男性が７名というふ

大学院等に入学させていただく等のシステ

うになっております。これは先ほどもお話し

ムもあります、私も含めてですが、助手の時

ましたように、女子教育ということで女子の

代に大学院に行かせていただきました。現在

みの教育を行っていますことと、それから設

まで、３名の女性教員が大学院を修了してお

立当時短大の方では家政学というものを中

ります。

心に発足をしましたので、女子教員・職員が

そのうち２名はドクターコースを修了し

多く勤務しているのではないかと思います。

ておりまして、今は研究者として、教員とし

先ほど教養大の先生もありましたけれど

て活躍しております。

も、本学でも特別男女共同参画ということを

このように、男女を問わずそういう研究も

学校で考えて取り組んでいるというような

バックアップするというシステムというのは学

ことはないということでした。本学は、女性

内でできているのではないかと考えています。

の先生が多いということで、そのようなこと

しかしこのように良い環境ではあるので

を特別意識せずに仕事をしているというこ

すが、ただ課題もないわけでもないというこ

とです。

とです。先ほどから産休・育休ということで

ですが、実際そこに勤めている教員は聖霊

資料が出ておりますが、実は聖霊短大の場合

短大をどういう職場として評価しているの

は年齢構成上、産休・育休を取る層が今ほと

かを聞いてみました。インタビューという形

んどいないというのが現状です。

で聞きました。50 代４名、40 代２名、30 代

先生達の中で、これからもしかしたら取る

２名の先生に伺いましたが、その結果、全員

かなという先生もいらっしゃいますけれど

が女性だからといって働きにくいと感じた

も、だいたいは結構年齢構成が上ですので、

ことはないと言っておりました。

産休・育休という問題よりも、もしかしたら

他に聖霊短大に転職してまいりました女

介護それからご本人の病気ですね。今回も病

性教員 4 名に聖霊短大は前の職場と比べてど

気のために急に休まれるというようなことが

うだったかということを聞きましたところ、

多くありましたので、そのようなことが課題

前の職場よりも勤務時間というのがはっき

となっているというふうに思います。

りしていて、有給休暇も取り易いし、研究も

あるいはまた産休・育休をとられた先生な

自分のテーマでできるというような理由で、

んかでも、育児休暇もちろん認められていま

聖霊短大は大変働きやすい環境であるとい

す。現在２人ほど、過去に育児休暇をとった

うようなことを言っておりました。

教員と職員がおりますけれども、それでも代替

これは男女共同参画というよりも女性が

といいますか、代替の教員があるいは事務職

働き続ける、あるいは男性もそうだと思うん

の場合ですと、
代替の人が確保できないので、

ですが、働き続けることができるというよう

その仕事を残っている者でやるということで、

なところのちょっとヒントになるのではな

迷惑をかけるというようなこともあります。
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あとは先ほどもありましたように、保育園

とでの特別な取り組みというものはありま

にお願いして働くわけですけれども、急な病

せんので、自らの体験を通した現状報告をさ

気、それからどうしても保育園で熱が出まし

せていただきます。

たというと、父親ではなくて母親の方に連絡

美術工芸短期大学の教員数は現在全部で

がくる場合が多くて、どうしても授業とか、

30 名で、その内５名が女性の教員です。５

対外的な仕事をしている場合にはいけない

名の女性教員のうち、子どもがいる女性教員

とかということがありますので、そういうよ

が２名です。ただし開学してから美術工芸短

うな病児保育とか、秋田大学さんの方では自

大に勤務する女性教員で、産休・育休をとっ

前の保育園とかもあるようですけれども、そ

た教員は後にも先にも私一人で、あとに続く

ういうような小規模のところではそういう

女性教員はおりませんでした。

こともできません。

美術工芸短大が開学した年度の３月に第

そこら辺が課題であると同時に、制度とし

１子を出産しまして、その時は８月まで４カ

ては育児休暇さまざまな制度、介護休暇とか

月間の育児休業を取りました。その時、私の

ありますが、大変取りづらい制度になってい

職階が助手でしたので、教務補助という立場

ます。例えば、休暇を取ると勤務年数から外

の臨時職員が代わりを担当してくれました。

れるであるとか、その間給料が少ししか出な

そのあと第２子を平成 10 年に妊娠したの

いとか、さまざまな特に介護の場合はしばり

ですが、切迫流産で入退院を繰り返し、残念

がきつくて、同居しているとか、介護を必要

ながら５カ月で流産してしまいました。その

とする人の介護度ですとか、本人しか介護が

翌年、平成 11 年に第２子を出産したのです

できないとかの要件など、様々な問題があり

が、妊娠５カ月の妊婦健診の時に子どもに障

まして、どうしても取りにくいということが

害があって生まれてからすぐに手術をしな

あります。制度があっても取りにくいという

いと生きられないということがわかり、切迫

のが現状ということで、ご報告させていただ

早産を防ぐために、出産まで入院しなければ

きます。

いけなくなりました。
その後私は妊娠６カ月から出産までの３

コーディネーター）それでは菅原先生、お願
いいたします。

カ月と、
出産後２カ月間、
子どもと一緒に「付

菅原）美術工芸短大の菅

き添い入院」をして、その間に手術を行って

原です。

退院しました。退院後は自宅療養が必要だっ

現在、美術工芸短期大

たため、１年間育児休業をとらせていただき

学は平成 25 年に四年制

ました。その時は、指導補助は臨時講師の方

大学の開学を目指して

に、その他の授業サポートは教務補助に代わ

認可申請に向けて取り

りをやっていただきました。

組んでいる最中ということもあり、今回の代

育児休業がちょうど終わる１歳になる頃

替要員データベースには参加しておりませ

に２回目の手術があって、退院後、保育園に

ん。また、妊娠・出産・育児に関しては秋田

預けようと思ったのですが、酸素吸入が必要

市職員と同じ福利厚生が利用できますが、男

で、酸素吸入が医療行為に当るということ

女共同参画とか、女性研究者支援といったこ

で保育園では酸素吸入は出来ないからと預
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かってもらえず、日赤乳児院とか、いろいろ

す。高専機構で今年度でき上がりました『男

な保育施設を探しましたが、結局預かっても

女共同参画行動計画』というものでございま

らえるところはありませんでした。最終的に

す。できたてですので、こちらでお配りする

自宅で保育ママさんをやってくださる方が

のがちょうどいいかなと思いまして、用意い

見つかって、職場復帰できました。

たしました。

２歳になるときには３回目の手術があり、

行動計画というものを開きますと、これ

そのときは看護休暇と年休を使って付き添

が平成23年９月12日策定になっております。

い入院をしました。退院後の自宅療養の際

裏側の現状というところにグラフがござい

は、夫に３カ月間の看護休暇を取ってもらい

ますけれども、教員の数が、全体で 7.5％に

ました。たまたま夫が中学校の教員をしてお

なっております。秋田高専の場合は 62 名中

りましたので、介護休暇の代替教員の講師の

５名ですので 7.7％、若干多いかなというと

方を中学校の方で手配していただけました。

ころでございます。

３回目の手術の予後が良かったので酸素

新規採用教員に占める女性の比率が現在

吸入も必要なくなり、３歳になる年にやっと

15.7％でして、当面 20% 以上を早期達成と目

保育園に入れました。ただ保育園は夜７時ま

標を掲げているのですけれども、秋田高専と

でしか預かってもらえないので、研究会や出

しては 10％という目標を設定しているよう

張などで、休日や開園時間外の保育者の確保

でございます。

には苦労しました。私の代わりに保育園に迎

新規採用というのはそれほど多いもので

えに行ってもらって、ご飯を食べさせ、お迎

はありませんので、本年度に関しましては１

えまで見ていてくれるという人がどうして

名で、これは私です。昨年度は３人中１名、

も必要なときもあります。その時には秋田市

21 年度その前の年に関しましては５名中１

でやっているファミリーサポートセンター

名となっております。

の協力会員さんの有償サポートをよく利用
していました。

応募があれば積極的に女性教員を採用す
るという方向ではあるようですが、応募自体

妊娠・出産・育児に関しては、とにかく自

が少ないという現状でございます。

力でなんとかするしかない、というのが現状

私のことですが、今年採用になりまして、

です。

埼玉から出たことがなかったのですが、秋田

コーディネーター）ありがとうございます。

に参りました。私は産休と育児休暇をお取り

それでは田貝先生、お願いいたします。

になっている先生の代替として２年間とい

田貝）秋田工業高等専

う任期付きで採用になっております。

門学校の田貝でござい

今年度は私が代わりをやっていますその

ます。高専の取り組みを

先生が育児休暇をお取りになっていまして、

まずお話させていただ

あともうお一方ですね、産休・育休をとって

きまして、そのあと私の

いらっしゃいます。私は４月からですけれど

ことを少しお話させて

も、もう一人の先生、産休を取っている先生

いただきます。

は６月の途中まで授業をなさっていて、３月

お手元にパンフレットがあるかと思いま

いっぱいということで、こちらの場合は非常
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勤等々で賄っているようでございます。

そのために事業主から依頼を受けた、例え

私は公募情報を見て、応募したのですけれ

ば学部長とか、そういった人が代わりの人を

ども、この代替要員制度というのが今年でき

探して、その際にこういったデータベースを

たばかりなのですけれども、もしこれがもっ

利用することができればいいのではないか

と前からあれば、もしかしたら私は秋田に来

というふうに思います。

てなかったのではないかなと思っております。

コーディネーター）ありがとうございます。

私は今まで首都圏で高等学校と大学の非

もし急に休まなければいけない場合にこの

常勤をあちこちかけ持ちをしてきておりま

データベースを利用するということですね。

して、初めての専任になっております。２年

このデータベースを作るのにはかなり難儀

間というと、２年後というのが非常に不安

いたしまして、運用いたしましたのが昨年の

です。都内でやっている私立大学の非常勤

10 月からです。これから改善していかなけ

も土曜日に回していただきまして、金曜日

ればいけないところ、あるいは更なる充実し

の夜帰って、土曜日、大学の非常勤を勤めて

ていかなければいけないところもあると思

いるという状況です。また日曜日の夜に戻っ

いますけれども、例えばこういうデータベー

てくるというような生活を続けております。

スがあると、先ほど聖霊女子短大の佐藤了子

以上でございます。

先生が介護のことをちょっとおっしゃって

コーディネーター）それぞれパネリストの皆

いましたが、何か使えそうなということござ

さま、各大学固有の問題あるいは状況につき

いますでしょうか。

まして、それぞれの先生方の個人のご体験を

佐藤）先ほどお話しましたように、職員の年

含めましてお話くださいまして、ありがとう

齢構成上、産休・育休というよりは親の介護

ございました。

それから子供の病気の方が増えてきており

昨年度行いました１回目の大学間連携合

ます。あとは本人、
ご本人の病気というので、

同シンポジウムの後、連携推進会議やニーズ

急に休むと。これは産休・育休であればある

調査を繰り返しまして、でき上がりましたの

程度予定がたつというのは変ですけど、いつ

が代替要員制度でございます。

生まれるとかというのがあって、代わりの方

そこでまず連携大学の方々のご意見を頂

もということもあるのですが、急な病気や、

戴しながら構築いたしましたこの代替要員

あるいは急に介護で休まなければならない

制度、人材情報データベースの持つ可能性に

というような時には、代わりの方に来てい

つきまして、考えてみたいと思います。

ただくのが難しくなります。このような急を

奥山先生、先生お考えのところございまし

要するときなど、このようなシステムがある

たら、お願いいたします。

と、本学でも参加させていただいているので

奥山）まず育児休業とか取る場合に代わりの

すが、そういう先生達がもしいらっしゃれば

人を雇う義務というのが事業主にあります

有効なのではないかと思っております。

ので、実際には例えば私たちが何か休む、結

コーディネーター）ありがとうございます。

果的に取るとかいう場合に事業主、具体的に

たとえば講座によって、比較的代わりのもの

学長がそれぞれの専門の代わりの人を的確

が得やすいというところと、教養科目など、

に選ぶというのは非常に難しい事です。

その科目を担当できる教員が一人しかいな
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いというようなこともございますので、これ

系の大学に行かなくても、将来の目標を考え

は是非活用していきたいそういう制度でご

ながら進んでいくことができます。短大に

ざいます。

入ってもステップアップできるということ

ただ、
これはWeb上のものでございまして、

を宣伝させていただけたのは本学としても

先ほど山村先生のご講演にもありましたけ

大変良かったということです。

れども、
やはりface-to-faceと申しましょうか、

コーディネーター）ありがとうございます。

これを使おうという気になるのは、実際にこ

この大学間連携につきましてはまだ課題も

うして集まってみて、というようなことも多

多いところでございますけれども、こうして

いわけでございます。

各大学の本当に内情まで情報を共有できた

実は連携会議の中で生まれたものがござ
います。それが会場の皆さま方のお手元の資

ということはひとつの収穫ではないかと考
えられます。

料にもございますけれども、
『リケジョへの
扉』という企画でございます。

とくに男女共同参画は意識しないという
機関もあること、そういう中でも介護の問

これは秋田大学と聖霊女子短期大学が連

題、あるいは病児・病後児をどうするのかと

携で開催した次世代育成イベントです。佐藤

いう問題があることが紹介されました。秋田

了子先生、ちょっとご説明ください。

大学の例として、制度はあるけれども周知を

佐藤）それではお手元のこういうピンクの冊

徹底しなければいけないという問題も指摘

子ですけれども、
『リケジョへの扉』という

されました。

ことで共催ということで、させていただきま
した。

次に、先ほども申しましたように、女性研
究者支援からキャンパスすべてに、そして地

たまたま本学の卒業生で専攻科を卒業し

域に男女共同参画を広めるにはどうすれば

ております。専攻科ということで４大卒と同

いいのか。一言でお願いいたします。

じ資格ということです。その資格を取りまし

石川）先ほど理系の女性教員が非常に少ない

て、秋田大学の方に研究補助員ということで

というのが山村先生の資料の中でもござい

就職をしておりました。

ました。学生の時から現実に身を持って感じ

そこで進められまして、大学院の方に進み

ていることですし、それを重々承知の上でこ

ました。その後 iPS 細胞の研究員ということ

の世界に入ってきているのですけれども、そ

で勤めております。

ういう時に私の励みになったのは恩師から

聖霊短大だけではなかなかこういう卒業
生がおりましても、自前でこういう規模の、

「女性でも頑張れば必ず認められる」と言わ
れたことでした。

本学は小規模の学校でございますので、なか

それが今になって最も役に立っているこ

なかこういう講演とか、実験なども難しかっ

とですし、学生の時から振り返ると今は随分

たのですが、秋田大学の協賛ということで実

働きやすくなったなというふうに思います。

現することができました。聖霊短大の卒業生

それはたぶん今教授として活躍されてい

もステップアップをすることによって、大学

る世代の女性の先生達が一生懸命頑張って

院とかも修了して、仕事ができるというよう

下さったということ、またその様子見て支援

なこともありますので、必ずしも最初から理

して下さる先生達がいらっして下さったか
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らだと思っています。

ども、新幹線ですと４、５時間かかりますの

現に私共の大学でも教務学生委員長は女

で、そうすると半日かかってしまうというよ

性の教授でして、その先生の働きぶりを見て

うな状況です。なかなかこんなことがないと

いると自分ももっとやらなければと思って

来る機会がないような土地だなと思ってお

います。

ります。

今はこのように周りも社会も変わってき

コーディネーター）実は大学間連携というこ

まして、男女共同参画と口だけじゃなくて、

とを私ども秋田大学が提案させていただい

どんどん制度もできているように思います。

たのは、秋田は例えば仙台からの通勤圏にも

しかし、ただ制度ができたということだけ

ならないし、代わりの教員が必要と言っても

ではなくて、周りにその制度を支援して下さ

すぐにはいないよね、とこういう地域の特性

るたくさんの理解者が増えて初めて実際に

もあったわけでございます。

運用されて行きやすくなるのではないかと
思っています。

それからパネリストの方々からご発言が
ありますように、介護の問題が出てきました

ですので学部長であるとか、一部の上位職
にある教員だけではなくて、もっと身近な教

時の遠距離介護ということも出てくるわけ
でございます。

員や職員の方々にも理解していただき、また

それではこの辺で若干ですけれども、フロ

中小企業の方にもそのような制度を支援し

アの皆さまにお一方、お二方、ご発言お願い

ていただけるような世の中になっていけば

したいと思います。

と思います。

たとえば大学にはこういうことを期待す

最後に女性研究者もやはり一研究者とし

るというようなご発言がございましたらお

て精進するということを前提に、このような

願いします。今ちょうど秋田市内の大学がほ

制度を活用していくことが、制度を浸透させ

とんど集まっております。

る上で一番大切なことなのではないかなと

会場男性 A）秋田市役所では最近、研究等の

いうふうに思っています。

ために県内大学と連携をしています。今後も

コーディネーター）ありがとうございます。

そういった面で地域の大学と連携しながら

只今のは周囲のサポート・理解とともに女性

研究の方も進めていければと思っておりま

研究者自身も今支援体制は非常に女性ター

す。

ゲットになっておりますけれども、それに甘

また私は男女共同参画という担当課です

えることなく、努力することが大事ではない

ので、今日の講演でありました通り、それぞ

のかということでございますけれども、ここ

れの大学の取り組みなどを参考にさせてい

のところも非常に難しいところでもあるかも

ただきながら、まずは秋田市の共同参画とい

しれません。行き過ぎるとすべて自前でとい

うのを進めていきたいと思います。

うことになっちゃうかもしれませんし。

コーディネーター）ありがとうございます。

それでは田貝先生、埼玉からいらしてちょ

ちょうど今秋田市役所からは秋田市のさま

っとよそ者の目で秋田をご覧になって、秋田

ざまな審議会の女性議員比率を増やそうと

っていうのはどういうところに見えますか。

いうことで、大学にも依頼を頂戴していると

田貝）私は飛行機で帰省しているんですけれ

ころで、ちょうどデータベースなどをお作り
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になるという、そういう計画おありなんでしょ

いう現状でございます。

うか。

まだたくさんご意見もあろうかと思いま

会場男性 A）ご紹介もありましたけれども、

すけれども、本日は代替要員制度をはじめと

秋田市役所の方で審議会 120、130 ほど持っ

する、大学間連携と秋田市内の大学の様々な

ています。こちらのほうで女性の比率を高め

問題について考えてまいりました。プロジェ

ようということで運動を進めておりまして、

クトの取り組み期間終了後も連携を深めま

同じような形で女性人材リストというのを

して、地域貢献もしなければいけないと考え

作成しております。

ております。

今回渡部先生の方からご協力いただきな

それからもう一つは今、病児・病後児・介

がら、秋田大学に人材リストの方に登録して

護等の問題も出されましたように、秋田で必

下さいということで、現在登録を進めている

要なものは何かということを念頭に置きま

ところです。

して、働く環境をより改善してもらいたいと

今後もそういった形で大学の方と協力を

考えております。

得ながら、各審議会の女性の登用を進めまし

本日は本当に会場の皆さまからもご発言

て、女性の比率を高めたいと思っております。

いただきまして、ありがとうございました。

コーディネーター）ありがとうございます。

それでは山村先生からパネルディスカッ

女性研究者支援から男性研究者、そして教員

ションにつきまして、コメントを頂戴出来れ

に限らず職場全体、社会を丸ごと意識を変え

ばありがたいと思います。

ていく、そういう点で何かご意見、ご発言等

山村）どうもみなさんありがとうございまし

ございましたら、もう一方だけお願いしたい

た。大変現場の声を聞くことが出来まして、

と思います。

参考になりました。機関によってだいぶ状況

会場女性 B）病児・病後児保育制度ですが、

が違うなという感がいたしました。ただし、

これは例えば中通病院なんかにもあると思う

現状特別支援措置がなくても、なんとかやっ

んですけれども、たぶん一般の人は預けられ

ていける状況はあるかと思うんですけれど

ない。そういうのでなくて、一般にも使える

も、皆さん、いろいろな問題、例えば育休を

ような、そういう制度がないと大変ですね。

取った時に大学の仕事どうするのかとか。お

コーディネーター）ありがとうございます。

子さんが病気になった時にどうするのか。任

それは先ほどの実はランチミーティングの

期が付いている職務、その後どうするのか。

時から出ている話題でございまして、病児・

いろんな問題があると思うんですね。

病後児、大変困っていると、なかなかないと。

今までは皆さん、ご自分でなんとかなさっ

実は私どもの病児・病後児保育は先ほど奥

てきたと思うんですけれども、それではやは

山先生からご紹介ありましたように、大学内

り大変ですので、やはり情報を共有するとい

にありますけれども、その他の支援というこ

うことで支援体制作りというのは非常に大

とではまだまだ不足しているものもござい

事なことだと思います。

ます。

今現在は役に立たなくても、いろいろ状況

ホームページで子育て情報、介護情報など

変わってきますので、教員の年齢構成であっ

の情報だけは提供させていただいていると

たり、今の状況は変わってきますので、是
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非やはり支援体制というものは機関の中で

いう方向に向かっております。

作っていかれると何かとためになります。

これは女性だけではなくて、男性にも将来

それからもう一つ、是非女性の方にお願い

的には当てはまっていくことでございます

したいんですけれども、長期的なライフ設計

ので、是非支援体制を今のうちに問題があま

を特に若手の女性の方に立てていただきた

り大きくならないうちに作っていっていた

いと思います。

だきたいと思います。

具体的には配偶者の方も将来的にご自分

以上でございます。ほんとに今日はありが

がお仕事を続けられたいのであれば、それを

とうございました。

一緒にやっていけるような方を選択しなけ

コーディネーター）山村先生、どうもありが

ればいけないという、これは外国の研究者の

とうございました。

方が言われたことの受け売りですけれども。

このプロジェクト期間は今年度で終わり

そういったこともありますので、ご自分の

でございますけれども、大学間連携および女

ライフ設計というのをしっかり特に若手の

性研究者支援を秋田大学は継続して行うと

方には立てていただきたいと。女性の方は特

いうことが学内では合意を得ております。連

に立てていただきたいと思います。

携システムもようやくここまで来たところ

私共のモデル育成事業、女性研究者支援事
業でもオンデマンド支援であったり、個別支

でございますので、さらなる発展をしてまい
りたいと思います。

援であったり、個々の女性研究者の方の状況

そのことをお約束いたしまして、ご挨拶に

というのは非常に異なりますので、それに

代えさせていただきます。本日はありがとう

あった支援をしていかなければいけないと

ございました。
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平成 23 年度 大学間連携合同シンポジウム
「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」に関するアンケート
平成 24 年２月１日
（水）開催

質問１．性別

質問５−１．満足度（基調講演）
あまり参考にならない 6％

男 47％

とても
参考になった
47％

女 53％

ふつう 18％

参考になった
29％

質問２．年齢

70代 6％

50代 29％

質問５−２．満足度（パネルディスカッション）
あまり参考にならない 6％

20代 6％

とても
参考になった
47％

30代 35％

参考になった
29％

40代 24％

質問５−３．満足度（全体）

質問３．職業・所属
会社員 12％
行政関係者
12％

その他学校
関係者
6％

その他 6％
秋田大学教職員
23％

他大学教職員 41％

質問４．本シンポジウムを知ったきっかけ
その他 35％

知人からの紹介
12％

ふつう 18％

ポスター・
チラシを見て
47％

ホームページを見て 6％
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とても
参考になった
25％

ふつう 33％

参考になった
42％

質問５．本シンポジウムの内容についての満足度及び意見・感想など
【基調講演について】
・女性研究者支援が、
「第３期科学技術基本計画」により推進されていたことということが初
めて分かり参考になった。
・数値目標だけを掲げるのではなく、女性研究者が世界に、国に、県にどんな成果をもたら
してきたのか具体的に説明があればよかった。
・国の支援制度がよく分かった。
・全国の男女共同参画のことが知ることができ、自分の大学にも積極的に取り組んでほしい
と思いました。
【パネルディスカッションについて】
・男女共同参画を無意識に行われているという国際教養大学の教職員意識が興味深かった。
・大学関係者は、情報交換ができてよかったのでは。長沼先生のお話を聞いて参加者の男性
の中には育児休暇を取ろうと思った人がいるだろうか。
・現状がよくわかった。
・各大学の様々な現状を知ることができとても勉強になりました。
・各大学の現状を知ることができ有益であった。
【全体について】
・これで２回目の参加ですが、いつも結果の出ない話し合いに残念に思っています。渡部先
生の締めくくりでホッとして帰っています。
６．その他（意見・感想）
・封建制が色濃い秋田も、こんな外部からの力で少しづつ変わると思えました。私も３人の
子育てをしましたが、代替もなく、私と子供の体が健康であったことで何とか切り抜けま
した。健康・不健康の紙一重だったと思います。
・市内各高等教育機関の様々な取り組みや問題などを聞く機会となり参考となった。
・各大学の現状を聞かせていただきましたが、それが男女共同参画推進へどうつながってい
くのか、女性研究者支援にどうかかわっているのか、つかめなかった。一般人から見れば、
とても恵まれ待遇がいいと思いました。そもそも教員＝研究者なのでしょうか？ 成果や
結果をもたらさない研究では意味がないと思いますが。
県内には支援を優遇できる人材がいるでしょうか？ 特に大学関係者は、県外が多いので
はないでしょうか？
保育園・幼稚園、小学校等、家庭教育を含めて低年齢の教育の大切さを感じました。
・県立大の石川先生のおっしゃることに大変共感しました。様々な女性研究者支援制度も大
事だが、周囲の気持ち的な理解、支援、また、女性研究者本人の高い意識（甘んじない）
があって、初めて組織の制度も機能するというのは本当にその通りだと思いました。
・男性の関わり方についてもっと取り組んでほしい。
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平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

平成 23 年度 大学間連携合同シンポジウムに関するアンケート
本日はご来場いただきましてありがとうございます。今後の事業の参考とするため、皆さま
の率直なご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。
以下の項目について、いずれかに○をつけるか、記入してください。
１．性別

①女

②男

２．年齢

① 20 歳未満 ② 20 代 ③ 30 代 ④ 40 代 ⑤ 50 代 ⑥ 60 代 ⑦ 70 代以上

３．職業・所属

①秋田大学教職員

②他大学教職員

④男女共同参画団体関係者

③その他学校関係者

⑤行政関係者

⑥会社員

⑦自営業

⑨その他（

⑧無職

）

４．本シンポジウムをお知りになったきっかけについてお答え下さい。
①チラシ・ポスターを見て
③知人からの紹介

②秋田大学・男女共同参画推進室ホームページを見て

④その他（

）

５．本シンポジウムの内容について、満足度及びご意見ご感想などをご記入ください。
５：とてもよかった（とても参考になった）４：よかった（参考になった）
３：ふつう ２：あまり参考にならない １：参考にならない
内

容

評

価

基調講演

５・４・３・２・１

パネルディスカッション

５・４・３・２・１

全

体

コメント

５・４・３・２・１

６．その他ご意見がございましたら、ご記入ください。

ご協力ありがとうございました。ご記入後は会場出口の回収箱にお入れください。
秋田大学 男女共同参画推進室
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