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はじめに
秋田大学における男女共同参画の取組は、平成 17 年度 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まいりました。
平成 25 年度文部科学省人材育成費補助事業女性研究者研究活動支援事業（拠点型）に採択され
た「
『架橋型ソーシャルキャピタル』の形成による女性研究者支援」では、秋田大学の取組のさら
なる充実に加え、秋田県内の高等教育機関や研究機関、自治体、企業等の他機関と連携し「女性
研究者支援コンソーシアムあきた」を設立しました。これは、秋田大学の女性研究者支援の取組
で蓄積されたノウハウを、秋田県全体の女性研究者支援の面から他の研究機関等に対して普及、
共有することで、各研究機関等の男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスの推進に寄与する
ことが可能となるなど、県内の女性研究者支援の一層の促進が期待されます。
女性研究者支援コンソーシアムあきたでは、若手女性研究者の研究活動に対するモチベーショ
ンを高めることを目的に、今年度、
「女性研究者支援コンソーシアムあきた賞」を創設し、優秀な
女性研究者を表彰することとし、平成 26 年 11 月 28 日に開催されたシンポジウム「自らが選択す
るワーク・ライフ・バランス－理想と現実－」では、第 1 回目の表彰式、授賞者講演が行われま
した。また、同シンポジウムでは、文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課女性政策調整
官の市川妙子氏による「高等教育における男女共同参画の推進について」と題する基調講演に続き、
自分自身のワーク・ライフ・バランスを保ちながら研究活動を続けている研究者をパネリストに、
女性研究者をとりまく環境の理想と現実について討論しました。制度は整っているものの、それ
をどのように使いこなすのか、情報提供の必要性、多様性を認めあうことが重要なのではないか
という結論を得ました。また、育児だけではなく介護に対しても支援が必要であるという問題提
起もなされました。
本報告書には当日の講演、ディスカッションの内容を収めておりますので、ご一読いただけれ
ば幸甚に存じます。

国立大学法人秋田大学 男女共同参画推進室長
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渡 部 育 子

文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」
（拠点型）

平成26年度 女性研究者支援コンソーシアムあきた

男女共同参画推進シンポジウム

自らが選択するワーク・ライフ・バランス
― 理想と現実 ―

平成26年 13：30～16：30

日時

11月28日（金）

場所

ホテルメトロポリタン秋田
３階 グランデ

プログラム

第１ 部

開会挨拶

13：30

秋

田

大

学

長

澤

田

賢

一

基 調 講 演

「高等教育における
男女共同参画の推進について」
文部科学省生涯学習政策局

講

師 男女共同参画学習課 女性政策調整官

第２ 部
14：30

市 川 妙 子

氏

「女性研究者支援コンソーシアムあきた賞」表彰式・授賞者講演
授

賞

者 秋田県立大学生物資源科学部 助教
秋田大学大学院工学資源学研究科 講師

井
石

上
沢

みずき 氏
千佳子 氏

パネルディスカッション

「自らが選択するワーク･ライフ・バランス－理想と現実－」

パネリスト 秋田県立大学生物資源科学部生物生産学科 准教授
秋田県農業試験場原種生産部 部長
秋田大学大学院工学資源学研究科 准教授

コーディネーター 秋田大学学長補佐（男女共同参画担当）

閉会挨拶

秋田大学学長補佐（男女共同参画担当）

佐
北
奥
渡

藤
川
山
部

奈美子 氏
悦 子氏
栄 樹氏
育 子

渡

部

育

子

主催 国立大学法人 秋田大学・女性研究者支援コンソーシアムあきた
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第１部

基調講演

「高等教育における男女共同参画の推進」
文部科学省生涯学習政策局 男女共同参画学習課
女性政策調整官 市川 妙子 氏

本日は 5 つの項目について説明します。
目

次

高等教育における男女共同参画の推進
１．政府における女性活躍支援の動き

平成２６年度女性研究者支援コンソーシアム
あきた男女共同参画推進シンポジウム

２．我が国における男女共同参画の現状
３．高等教育分野における男女共同参画の現状
４．文部科学省の支援施策
平成26年11月28日 生涯学習政策局 男女共同参画学習課

５．大学における取組

文部科学省生涯学習政策局男女共同参画
学習課

3

市川でございます。本日、
「平成 26

「日本再興戦略」改訂2014・女性の活躍促進の概要

年度女性研究者支援コンソーシアムあきた

日本再興戦略 ‐JAPAN is BACK‐
（平成25年6月14日閣議決定）

男女共同参画推進シンポジウム」が、このよ

○女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支援に取り
組む企業に対するインセンティブ付与等
• 企業への助成金制度や好事例顕彰の拡充
• 役員や管理職への登用拡大の促進
• 登用状況の開示促進、女性人材のデータベース化

うに盛大に開催されますことをお慶び申し上

○育児・家事支援環境の拡充
• 「放課後子ども総合プラン」
（放課後児童クラブ・放課後子供教室の計画的な整備
により2019年度末までに約30万人分の受け皿確保）
• 子育て支援員（仮称）の創設
• 外国人家事支援人材の活用

○女性のライフステージに対応した活躍支援
• 育休復帰支援プラン（仮称）の策定支援
• 仕事と子育て等の両立が困難な女性研究者等の支援
• インターンシップやトライアル雇用制度の活用、マ
ザーズハローワークの充実等による再就職に向けた
総合的な支援
• 社会人の学び直し支援

げます。私からは高等教育における男女共同
参画の推進について説明いたします。
目

「日本再興戦略」改訂2014 ‐未来への挑戦‐
（平成26年6月24日閣議決定）

○男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備
• テレワークの普及に向けた実証事業
• 教育・啓発活動の推進等ワーク・ライフ・バランス
の更なる推進
• 「待機児童解消加速化プラン」を展開し、今後２年
間で20万人の保育の受け皿を確保

次

１．政府における女性活躍支援の動き

○企業等における女性の登用を促進するための
環境整備
• 女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築
• キャリア教育の推進、女性研究者・女性技術者等
の支援
（キャリア教育プログラム情報の集約・発信、女性登
用等に積極的に取り組む大学に対する支援等）
• 「女性活躍応援プラン（仮称）」
（学び直しの地域ネットワークの創設等）
• 女性登用の「見える化」及び両立支援のための働
き方見直しの促進

○働き方に中立的な税制・社会保障制度への見直し
• 経済財政諮問会議で、いわゆる「103万円・130万
円の壁」を含め、税、社会保障、配偶者手当につ
いて2014年末までに総合的に検討
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本年 6 月に閣議決定されました「日本再興

２．我が国における男女共同参画の現状
３．高等教育分野における男女共同参画の現状

戦略」改訂 2014 では、
「女性の活躍推進」が

４．文部科学省の支援施策

大きな柱に掲げられています。具体的な政策

５．大学における取組

は「育児・家事支援環境の拡充」
、
「企業等
における女性の登用を推進するための環境
整備」
、
「働き方に中立的な税制・社会保障

2

男女共同参画社会は、多様な生き方を尊

制度への見直し」に分かれています。

重し、すべての人があらゆる場面で活躍でき
る社会であり、政府一体となって取り組むべ
き最重要課題です。
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「日本再興戦略」改訂2014・女性の活躍促進の概要 （文部科学省関係）

すべての女性が輝く政策パッケージ
（平成26年10月10日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）

 「放課後子ども総合プラン」

○様々な状況に置かれた女性が自らの希望を実現して輝くことにより、「女性の力」を最
大限発揮できる活力ある社会、すべての人にとって暮らしやすい社会をつくるため、来
年春頃までに早急に実施すべき施策を取りまとめたパッケージを策定し、速やかに着手
していく。

 一体型を中心とした放課後児童クラブ・放課後子供教室の計画的な整備を進め、



2019年度末までに約30万人分の受け皿拡大を図る。
その際、学校施設（余裕教室等）の徹底活用、全小学校区での児童クラブと
子供教室の一体的・連携した運用等が着実に実行されるよう、所要の制度的措置を
年度内に実施する。

状況に応じた女性の希望に応える
ための政策を実施し、すべての女
性が日々の暮らしに生きがいや充
実感をもって輝くことができる社
会の実現を目指す。

 「女性活躍応援プラン（仮）」
 「女性活躍応援プラン(仮)」を取りまとめ、学び直しの地域ネットワークの創設など
総合的推進体制を整備する。

 具体的には、①家事・育児・介護等で地域貢献を希望する方、②正社員や保育士等と
し て 再 就 職 を 希 望 す る 方 、 ③ 起 業 ・ NPO 等 の 立 ち 上 げ を 希 望 す る 方 向 け に 、
マザーズハローワークや学び直し支援、トライアル雇用や創業スクール等の取組を進
める。

【女性の視点から見た課題】
１．安心して妊娠・出産・子育て・
介護をしたい
２．職場で活躍したい
３．地域で活躍したい・起業したい
４．健康で安定した生活をしたい
５．安全・安心な暮らしをしたい
６．人や情報とつながりたい

 キャリア教育の推進、女性研究者・女性技術者等の支援等
○また、すべての女性が輝くために、女性の「暮らしの質」を高めることが重要であるこ
とから、女性が安全で快適に過ごせる空間づくり等、女性の視点からみた日々の暮ら
しの悩みや不便などを解決するための方策について今後具体的な検討を進め、できる
ものから実施していく。

 ロールモデル提示、出前授業などキャリア教育プログラム情報を集約・発信する。
 女性登用等に積極的に取り組む大学に対する支援、女性研究者の研究と出産・育児等
の両立のためのワークライフバランス配慮型研究システム改革、女性技術者等の
育成や就労環境整備等を実行する。
5

まず、
「放課後子ども総合プラン」ですが、

「すべての女性が輝く社会づくり本部」
、こ

女性の力を最大限に発揮するためには、安

ちらは総理大臣が本部長、メンバーは全閣

全で安心して子供を預けることができる環境

僚になっています。この「すべての女性が輝

整備が必要不可欠です。特に子育て中の女

く社会づくり本部」におきまして、
「すべて

性の仕事と生活の両立を阻んでいる、いわ

の女性が輝く政策パッケージ」が決定されま

ゆる「小 1 の壁」と言われる問題を打破する

した。

ためにも、2019 年（平成 31 年）度末までに

その中では、様々な状況におかれた女性

学校の余裕教室等を徹底的に活用いたしま

が自らの希望を実現して働ける社会のため

して、新たに約 30 万人の放課後児童クラブ

に、早急に実現すべき施策を取りまとめてい

の整備を進めてまいります。

ます。

また、
「女性活躍応援プラン」を取りまとめ、

また、すべての女性が輝くために、女性の

家事・育児・介護等で地域貢献を希望され

「暮らしの質」を高めることが重要であるこ

る方、正社員や保育士等として再就職を希

とから、女性が安全で快適に過ごせる空間づ

望する方、起業・NPO の立ち上げを希望さ

くり等、女性の視点からみた日々の暮らしの

れる方向けに、マザーズハローワークや学び

悩みや不便などを解決するための方策につ

直し支援、
トライアル雇用や創業スクール等、

いて、具体的な検討を進めているところです。

学び直しの地域ネットワークの創設など総合

目

的推進体制を整備します。

次

１．政府における女性活躍支援の動き

なお、この戦略の中では「キャリア教育の

２．我が国における男女共同参画の現状

推進、女性研究者・女性技術者等の支援等」

３．高等教育分野における男女共同参画の現状

との項目で、
「女性登用等に積極的に取り組

４．文部科学省の支援施策

む大学に対する支援、女性研究者の研究と

５．大学における取組

出産・育児等の両立のためのワーク・ライフ・
バランス配慮型研究システム改革、女性技

7

次に、我が国における男女共同参画の現

術者等の育成や就労環境整備等を実行する」
と明記されました。

状を国際的に見てみます。
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向は顕著になっていることがわかります。

男女共同参画に関する国際的な指標
HDI（人間開発指数）

GII （ジェンダー不平等指数)

GGI （ジェンダー・ギャップ指数)

１７位
／１８７ヵ国（前回12位）

２５位
／１５２ヵ国（前回21位）

１０４位
／１４２ヵ国（前回105位）

順位

国名

HDI値

順位

国名

HDI値

順位

国名

HDI値

１

ノルウェー

0.944

１

スロベニア

0.021

１

アイスランド

0.8594

２

オーストラリア

0.933

２

スイス

0.030

２

フィンランド

0.8453

３

スイス

0.917

３

ドイツ

0.046

３

ノルウェー

0.8374

４

オランダ

0.915

４

スウェーデン

0.054

４

スウェーデン

0.8165

５

米国

0.914

５

デンマーク
オーストリア

0.056

５

デンマーク

0.8025

・・

・・・

・・・

･･･

・・・

・・・

･･･

・・・

・・・

１７

日本

0.890

２５

日本

0.138

１０４

日本

0.6584

・・

・・・

・・・

･･･

・・・

・・・

･･･

・・・

・・・

平成26年（2014）公表
※「長寿で健康な生活」、「知識」及び「人
間らしい生活水準」という人間開発の３つの
側面を測るもの（平均寿命、１人あたりGDP、
就学率 等）。

平成26年（2014）公表
※国家の人間開発の達成が男女の不平等によって
どの程度妨げられているかを明らかにするもの
（妊産婦死亡率、国会議員女性割合、中等教育以
上の教育を受けた人の割合（男女別等）。

女性の教育別年齢階級別労働力の就業形態別内訳
○ 到達した教育段階が高いほど、カーブの底は深くなり、「Ｍ字カーブ」を描いている。
小・中・高校卒

短大・高専卒

大学・大学院卒

平成26年（2014）公表
※経済、教育、保健、政治の各分野毎に各使用
データをウェイト付して総合値を算出。その分
野毎総合値を単純平均してジェンダー・ギャッ
プ指数を算出。０が完全不平等。１が完全平等。

（出典）UNDP”Human Development Reports”世界経済フォーラム“The Global Gender Gap Report 2014 ”をもとに作成

（出典）平成25年版男女共同参画白書
（備考）１．総務省「労働力調査（総裁集計）」（平成24年）より作成。
２．在学中を除く。
３．「正規雇用」は「役員」と「正規の職員・従業員」の合計である。
ただし、「役員」は「雇用者」から「役員を除く雇用者」を減じる
ことによって算出している。
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日本は人間開発指数（HDI）が 17 位、ジェ

10

次のグラフをご覧ください。到達した教育

ンダー不平等指数（GII）が 25 位になってい
ます。一方ジェンダー・ギャップ指数（GGI）

段階が高いほどカーブの底は深くなるという

ですが、こちらは HDI や GII に比べ著しく低

ことで、小・中・高校卒に比べると大学・大

く104 位になっています。

学院卒の M 字カーブの底が深くなっている

この GGI は経済、教育、保健、政治の 4 分

のがわかります。

野から構成されていますが、経済分野におけ

また、復職後については、小・中・高校卒

る管理職の割合の低さや、政治における女

は非正規職員が増えていますが、大学・大

性の割合が順位の低さに反映されています。

学院卒についてはその傾向が見られません。

女性の年齢階級別就業率

各分野における女性の参画状況
70

○ 10年前と比較すると、Ｍ字カーブの底を中心に、女性の就業率は大きく上昇
○ しかし、先進諸国に比べるとＭ字カーブの傾向が顕著
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（出典）平成26年版男女共同参画白書
（備考）内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」（平成25年12月）より一部情報を更新。原則として平成25年のデータ。
ただし、＊は平成24年のデータ
なお、★は、第3次男女共同参画基本計画において成果目標が設定されている項目として掲げられているもの
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女性の就業率ですが、結婚・出産期にあ

「第3次男女共同参画基本計画」では

たる年代にいったん低下して、育児が落ち着

「202030」
、2020 年までに指導的な地位に占

いた時期に再び上昇するという、いわゆる M

める女性の割合を 30％にしようという目標

字カーブを描くことが知られています。

を立てています。スライド 11 ページのグラ

女性の年齢階級別就業率の変化を見てみ

フで見ますと、
「国の審議会等における女性

ますと、現在も M 字カーブを描いてはいま

委員」の割合は 34.1％、
「薬剤師」は 66.5％

すが、そのカーブは以前に比べて浅くなって

となっていまして、司法分野における女性割

いて、M 字カーブの底となる年齢階級も上

合は着実に増加しているものの、
「検察官（検

昇しています。ただ、右図でもわかりますよ

事）
」は 20.4％、
「初等中等教育機関の教頭

うに、先進国に比べますと M 字カーブの傾

以上」は 15％等となっています。
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各分野における女性の参画状況で一番低
いのは、
「本省課長室長相当職以上の国家公

なれば、女性の管理職が登用されることも増
えていくのではないかと考えられます。

務員」が一番低くなっており 3.0％です。た

なお、男性の挙げる昇進を望まない理由

だし文部科学省では、平成 25 年１月現在で

ですが、
「メリットがないまたは低い」
「やる

7.1％、20 代の職員の、約 40％が女性となっ

べき仕事が増える」などの理由が女性より多

ています。

く挙げられています。

なお文部科学省では、女性の積極的な採

男性の育児・家事時間

用、登用拡大に努めているところでして、来

6歳未満児のいる夫の１日あたり家事・育児時間の国際比較

0

年度は約 44％の女性職員を採用予定です。

日本
米国

女性の管理職が少ない／いない理由

英国

22.6

女性が希望しない
勤続年数が短く、管理職になるまでに退職する

14.6

現在、管理職に就くための在職年数等を満たしている者はいない

14.2

ノルウェー

9.4

仕事がハードで女性には無理である

1.

1.5
0.8

2.
3.

25.8

その他
不明

2
120

3
180

（時間）

1:07
0:39
2:51

1:05

2:46

1:00

2:30

0:40
0:59
1:07
1:13

0.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

厚生労働省「雇用均等基本調
査（企業調査）」（平成23
年）より作成
複数回答
女性管理職が少ない（１割未
満）あるいは全くない管理職
区分が１つでもある常用労働
者10人以上の企業を100とし
ている

家事関連時間

うち、育児

夫

１時間 ７分

３９分

妻

７時間 ４１分

３時間 ２２分

出典：総務省統計局「社会生活基本調査」（平成23年）
※「家事関連時間」は、「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の合計

3:00

育児休業取得率

3:21

2013年

3:12

家事関連時間全体
うち育児の時間
1. Eurostat“ How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”（2004），Bureau of Labor Statistics
of the U.S“. American Time Use Survey”（2011）及び総務省「社会生活基本調査」（平成23 年）より作成。
2. 日本の数値は、「夫婦と子どもの世帯」に限定した夫の「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の合計時間。

1. （％）
60.0

6歳未満児のいる妻・夫（夫婦と子供の世帯）
の家事関連時間（週全体の平均）

4
240

5.0

時間外労働が多い、又は深夜業がある

全国転勤がある

ドイツ
スウェーデン

10.4

家庭責任を多く負っているため責任ある仕事に就けられない

上司・同僚・部下となる男性や、顧客が女性管理職を希望しない

フランス

47.7

現時点では、必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない

160

（増

男性
女性

2012年

減▲）

２．０３％
（＋０．１４）

８３．０％
（０．６▲）

出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」

１．８９％
８３．６％
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男性の育児・家事時間ですが、日本は１日
40 分程度しかなく欧米諸国と比較して半分
程度となっています。家事の時間を加えても、

12

女性管理職が少ない、いない理由を見て

子育て期の夫の家事・育児時間は 1 日平均 1

みます。女性管理職が少ない、またはいない

時間程度となっており、欧米諸国と比較して

理由として、
「女性が希望しない」
、
「女性に

3 分の 1 程度となるなど、男性の育児参加が

昇進意欲がない」と指摘されることが少なく

進んでいないことがわかります。

ありません。企業側の理由を見てみますと、

また、育児休業取得率を見てみますと、女

「現時点では、必要な知識や経験、判断力等

性は 83.0％、男性は 2.03％の取得と、依然と

を有する女性がいない」が 47.7％、
「勤続年

して低水準で、男女間で大きな差があります。

数が短く、管理職になるまでに退職する」な

目

ど、勤続年数の短さに関連する要因が複数

次

１．政府における女性活躍支援の動き

挙げられています。

２．我が国における男女共同参画の現状

その一方で「課長以上への昇進を望まな

３．高等教育分野における男女共同参画の現状

い理由を見てみますと、
「自分には能力がな

４．文部科学省の支援施策

い」
「責任が重くなる」は男女ともほとんど

５．大学における取組

差がありませんが、女性は、
「仕事と家庭の
両立が困難になる」や「周りに同姓の管理職

14

次に、高等教育分野における男女共同参

がいない」が男性に比べ多くなっています。
女性が抱く仕事と家庭の両立への懸念が

画の現状について説明します。

解消され女性管理職が身近に現れるように
−8−

学校種類別進学率の推移

学部学生に占める女性の割合（分野別）

○ 大学（学部）への進学率は、男子 54.0 ％、女子 45.6 ％と男子の方が高い。

0%

○ しかし、女子は 9.8 ％が短期大学（本科）へ進学しており、短期大学への進学率を合

20%

わせると、女子の大学等進学率は 55.6 ％となる（H25年度）。

工学
理学
農学

教育
人文科学
芸術
家政
（備考） １．文部科学省「学校基本調査」より作成
２．高等学校等：中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者のうち、高等学校等の本科・別科、高等専門学校に進学した者の占める割合。
ただし、進学者には、高等学校の通信制課程（本科）への進学者を含まない。
３．大学（学部）、短期大学（本科）：過年度高卒者等を含む。大学学部・短期大学本科入学者数（過年度高卒者等を含む。）を３年前の中学卒業者及び
中等教育学校前期課程修了者数で除した割合。ただし、十学者には、大学又は短期大学の通信制への入学者を含まない。
４．大学院：大学学部卒業者のうち、直ちに大学院に進学した者の割合（医学部、歯学部は博士課程への進学者）。ただし、進学者には、大学院の通信制への進学者を含まない。
（出典）平成26年版男女共同参画白書

60%

80%

100%

66.5
87.1

12.9

73.6

26.4

女性

55.7

44.3

男性
40.9

59.1

保健
社会科学

40%

33.5

自然科学系全体

66.0

34.0

41.1

58.9

34.4

65.6

28.8

71.2

9.5

90.5

※ 保健には医学・薬学・歯学・看護学を含む
平成26年度「学校基本調査（速報）」（文部科学省）より作成

15

大学への進学率の推移を見てみますと、

17

学部学生に占める女性の割合を分野別に

平成 25 年度は、男子は 54％、女子は 45.6％

見てみますと、家政 90.5％、芸術 71.2％と女

と男子の方が高くなっていますが、女子は

性の割合が高く、また、資格取得につながる

9.8％が短期大学へ進学しており、短期大学、

保健や教育分野では女性が多い一方で、理

大学への進学率は 55.6％となっています。

学、工学を専攻する女性は少なく、専攻分
野別に男女別の偏りが見られます。

高等教育在学率の国際比較

教員の男女比
本務教員総数に占める女性の割合
（初等中等教育、高等教育、平成２５年度）

（備考）１．UNESCO Institute for Statistics ウェブサイト”Gross enrolment ration, tertiary”より作成。2012（平成24）年時点。
２．在学率は「高等教育機関（Tertiary Education. ISCED及び6）の在学者数（全年齢）／中等教育に続く５歳上までの人口」で計算しているため、
100％を超える場合がある。
（出典）平成26年版男女共同参画白書

16

次に、高等教育在学率の国際比較ですが、

（備考）
（出典）

文部科学省「学校基本調査」（平成25年度）より作成。
平成26年版男女共同参画白書

18

平成 24 年時点での女性の高等教育在学率は

教員の男女比については、小学校の教諭

58.2％となっており、他の先進国と比較して

は 6 割以上を女性が占めていますが、中学校、

低い水準となっています。また、他の国では

高等学校と段階が上がるにつれて、その割

女性の方が男性より在学率が高くなっていま

合が低くなっています。
また、校長、副校長及び教頭に占める女

すが、日本と韓国では逆に男性の方が高く
なっています。

性の割合は上昇傾向にはありますが、その
割合は教諭に比べ依然として低くなっていま
す。参考までに小学校の校長は、平成 2 年は
4.1％、平成 25 年は 18.6％となっています。
短期大学の准教授は 5 割を超えていますが、
大学・大学院では 2 割台に留まっていて、特
に教授、学長に占める割合は低くなっていま
す。
−9−

女性研究者数及び比率と国際比較につい

大学教員における分野別女性割合

てです。女性研究者数は緩やかな増加傾向
にはありますが、
、各国における女性研究者
の割合は、平成 25 年度は 14.4％と諸外国に
比べてやはり低い状況になっています。
研究者に占める女性割合の推移（機関別）
機関別に見ると、大学等や公的機関の女性研究者の割合は年々増加しているが、母
数の大きい企業等・非営利団体の女性研究者の割合は伸び悩んでいる。
（備考）
（出典）

文部科学省「学校基本調査」（平成25年）
平成26年版男女共同参画白書

単位：人

19

全体

平成１６年

大学教員における分野別女性割合は家政

平成１７年

平成１８年

や農学、人文科学の分野で比較的女性の割

平成１９年

平成２０年

合が高くなっていますが、講師、准教授、教

平成２１年

平成２２年

平成２３年

授と段階が上がるにつれて、女性の割合が

平成２４年

平成２５年

低くなる傾向が見られます。

全体
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
全体
研究者数
うち女性
女性研究者の割合
研究者数

830,545
96,133
1 1 .6 %
830,474
98,690
1 1 .9 %
861,901
102,948
1 1 .9 %
874,690
108,547
1 2 .4 %
883,386
114,942
1 3 .0 %
890,669
116,106
1 3 .0 %
889,341
121,141
1 3 .6 %
894,138
123,181
1 3 .8 %
892,684
124,686
1 4 .0 %
887,067
127,836
1 4 .4 %

企業等・
非営利団体
509,369
33,886
6 .7 %
502,073
32,746
6 .5 %
529,350
34,913
6 .6 %
536,850
37,145
6 .9 %
544,900
41,255
7 .6 %
549,378
39,736
7 .2 %
544,026
41,873
7 .7 %
545,985
41,619
7 .6 %
543,538
41,847
7 .7 %
536,994
43,430
8 .1 %

公的機関
36,846
4,258
1 1 .6 %
37,254
4,519
1 2 .1 %
37,075
4,628
1 2 .5 %
36,647
4,818
1 3 .1 %
35,994
4,949
1 3 .7 %
35,444
4,968
1 4 .0 %
36,328
5,288
1 4 .6 %
36,054
5,571
1 5 .5 %
35,234
5,409
1 5 .4 %
34,829
5,533
1 5 .9 %

大学等
284,330
57,989
2 0 .4 %
291,147
61,425
2 1 .1 %
295,476
63,407
2 1 .5 %
301,193
66,584
2 2 .1 %
302,492
68,738
2 2 .7 %
305,847
71,402
2 3 .3 %
308,987
73,980
2 3 .9 %
312,099
75,991
2 4 .3 %
313,912
77,430
2 4 .7 %
315,244
78,873
2 5 .0 %

※企業等・非営利団体、公的機関、大学等に分類するに当たり、科学技術研究調査報告において企業等の内数として含まれている特殊法人・独立行政法人分については、公的機関に含めている。
出典：科学技術研究調査報告（総務省統計局）より文部科学省が作成

22

研究者に占める女性割合を機関別に見る

国立大学職員の状況

と、大 学 等は 平 成 15 年 19.9％から平 成 25

職名別女性職員比率（合計）

年 24.7％、公的機関については 11.2％から

２０１３年（第１０回）
課長相当職以上
課長補佐、専門員等
係長、専門職員等
主任等
その他一般職員
計

12.3 %
14.0 %
32.8 %
66.7 %
74.6 %
60.8 %

15.9％と年々増加していますが、母数の多い
企業等・非営利団体は 6.0％から 8.1％と伸び
悩んでいます。
女性研究者が少ない理由

2001

2002

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

（出典）国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第１０回追跡調査報告書

４割以上の女性研究者は、「家庭と仕事の両立が困難」「育児期間後の復帰が困難」
であるため、女性研究者が少ないと考えている。

20

次に、国立大学職員の職名別女性職員比
率について、2013 年（第 10 回）追跡調査で
は課長相当職以上は 12.3％、課長補佐・専
門員等が 14.0％、係長・専門職員等が 32.8％
となっていて、主任等とその他一般職員は 6
割以上が女性となっています。

（出典）「第３回 科学技術系専門職における男女共同参画実態の大規模調査」（平成２５年８月 男女共同参画学協会連絡会）
※男女共同参画学協会連絡会に加盟する学協会の会員を主な対象として調査を実施（平成２４年１１月１日～１２月１４日）
回答総数は１６，３１４件（男性１１，９５８名、女性４，３５６名）

女性研究者が少ない理由は、4 割以上の女

女性研究者数及び比率と国際比較

性研究者が「家庭と仕事との両立が困難」
、

○ 我が国は、第３期科学技術基本計画より女性研究者の採用に関する数値目標を掲げ、
その登用及び活躍促進を進めており、女性研究者は年々増加傾向にある。
○ しかし、その割合は、諸外国と比較してなお低い水準にある。
女性研究者数及び比率の推移

「育児期間後の復職が困難」などを上位に挙

各国における女性研究者の割合
40%

38.3%

げています。

34.3%

30%

25.6%

24.9%
17.3%

20%

14.4 %

10%

0%
英国
（出典）以下のデータに基づいて文部科学省において作成。
○文部科学省科学技術・学術政策局「科学技術要覧 平成25年版」
○総務省統計局「平成25年 科学技術研究調査報告」

23

米国

フランス

ドイツ

韓国

日本

（出典）以下のデータに基づいて文部科学省において作成。
○総務省統計局「平成25年 科学技術研究調査報告」（日本：平成25年時点）
○ＯＥＣＤ“Main Science and Technology Indicators ”」（英国：平成22年時点、
フランス：平成22年時点、 ドイツ：平成21年時点、韓国：平成23年時点）
○「NSF Science and Engineering Indicators 2006」（米国：平成15年時点）
21
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仕事と家庭を両立するために必要なこと（科学技術分野全体）

「第３次男女共同参画基本計画」の概要
○ 「男女共同参画社会基本法」に基づき政府が策定する基本計画
○ 平成２２年１２月１７日閣議決定

○ 男女とも職場の環境に
関するもの、社会の支
援、社会的性別、生き
方に対する考え方な
ど、幅広い項目を挙げ
ている。

特

① 経済社会情勢の変化等に対応して、新たな重点分野を設定（★）
② 各重点分野に「成果目標」を設定（82項目）
③ ２０２０３０に向けた取組を更に推進
 中間目標の設定や多様なポジティブ・アクションを推進
 政治、司法、経済分野など、幅広い分野に国が積極的に働きかけ

④ 女性の活躍による経済社会の活性化や「M字カーブ問題」の解消も強調

○ 「病児保育」、「学童
保育の拡充」、「テレ
ワーク」は男女で大き
な差があり、子供を持
つ母親は、研究者・技
術者として働く上で、
男性以上に困難を感じ
ている。

（出典）男女共同参画学協会連絡会「科学技術分野における男女参画の推進に向けての要望」（平成26年4月）参考資料より

徴

男女共同参画社会とは？
男性も女性も全ての個人が、
喜びも責任も分かち合い、その能力・個性を
十分発揮することができる社会

 女性の継続就業支援や再就職支援等の施策の実施
重点分野

24

第１分野
政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大

第６分野 活力ある農山漁村の実現に
向けた男女共同参画の推進

第11 分野 男女共同参画を推進し多様な
選択を可能にする教育・学習の充実

第２分野 男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直し、意識の改革

第７分野 貧困など生活上の困難に直面
する男女への支援

第12 分野 科学技術・学術分野における
男女共同参画

第３分野
共同参画

第８分野 高齢者、障害者、外国人等が
安心して暮らせる環境の整備

第13 分野
参画の推進

第４分野 雇用等の分野における男女の
均等な機会と待遇の確保

第９分野
根絶

第14 分野 地域、防災・環境その他の
分野における男女共同参画の推進

第５分野

第10 分野

男性、子どもにとっての男女

男女の仕事と生活の調和

女性に対するあらゆる暴力の

生涯を通じた女性の健康支援

メディアにおける男女共同

第15 分野 国際規範の尊重と国際社会の
「平等・開発・平和」への貢献
26

科学技術分野全体で仕事と家庭を両立す

我が国において、男女共同参画社会の形

るために必要なこととして、男女とも「上司

成の促進に関する施策の総合的、かつ計画

の理解」
、
「職場の雰囲気」など職場の環境

的な推進を図るための基本的な計画が「男

に関するもの、
「男女役割分担の意識を変え

女共同参画社会基本法」に基づく「男女共

る」
、
「勤務時間の弾力化」
、
「仕事中心の考

同参画基本計画」です。

え方を変える」など社会的性別、生き方に対

同計画では、施策の基本的な方向と具体

する考え方など幅広い項目を挙げています。

的な施策について 15 の重点分野を示してい

その中で「学童保育の拡充」
、
「病児保育

ますが、そのうち「第 11 分野男女共同参画

の拡充」
、
「休職中に自宅で仕事を継続できる

を推進し多様な選択を可能にする教育・学

仕組み」については男女で大きな差があり、

習の充実」
「第 12 分野科学技術・学術分野に

子供を持つ母親は研究者・技術者として働

おける男女共同参画」に教育に関する記載

く上で男性以上に困難を感じています。

があり、特に第 12 分野は第 3 次基本計画に

目

おいて新たに追加された分野であり、その重

次

要性が改めて認識されたものです。

１．政府における女性活躍支援の動き

なお、この「第 3 次男女共同参画基本計画」

２．我が国における男女共同参画の現状
３．高等教育分野における男女共同参画の現状

ですが、平成 27 年末に改訂する予定となっ

４．文部科学省の支援施策

ており、平成 26 年 10 月 6 日に内閣総理大臣

５．大学における取組

から男女共同参画会議に対し、計画策定に
向けた基本的な考え方を諮問し、検討を開
25

始しています。

次に、文部科学省の支援施策についてご
説明します。
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文部科学省平成27年度予算事業における主な女性研究者支援策

男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実に関する主な施策

※概算要求額 （ ）内は平成26年度予算額

初等中等教育

高等教育

 学習指導要領に基づき、男女平
等意識の涵養や男女が協力して
家庭を築くことの大切さに関す
る教育を充実。

 様々な分野への女性の参画を
促進するため、高等教育機関
での男女共同参画の視点に
立ったキャリア教育を推進。

 男女共同参画の視点に立ち生涯
を見通した総合的なキャリア教
育を推進

 大学の教職員を対象とした男
女共同参画に関する研修等の
取組の推進。

 固定的な性別意識にとらわれる
ことなく、主体的に進路を選択
する能力・態度を育成。

特別研究員事業（RPD）（ (独)日本学術振興会 ） 8.7億円（6.5億円）

社会教育

出産・育児により研究を中断した研究者に対して、研究奨励金（※）を支給し、研究復帰を支援。
（男女とも可）

 地域の男女共同参画を推進する人
材育成のため、国立女性教育会館
(NWEC)において、男女共同参画関
連施設や地方自治体の管理職、女
性団体のリーダーを対象とした研
修等を実施。

支援人数：200人（うち平成26年度新規採用予定100人）、支援額：36.2万円/月、支援期間：3年、平成26年度採用倍率：21.4%
⇒支援終了後約８割が研究職に復帰。
（※）研究奨励金：研究者の研究費や生活費等に広く充てることが可能。

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

 女性が長期的な視点で自らの人生
設計（ライフプランニング）を行
い、能力を発揮しつつ主体的に生
き方を選択することを支援するた
めの学習機会充実。

平成26年度は、新たに、複数の大学・研究機関等が連携して女性研究者の研究力向上を図る取組を支援。
⇒平成26年度までに96機関を採択。（平成26年度現在49機関を支援。）

 家庭・地域への参画や働き方の見
直しなど、男性に対する男女共同
参画に関する学習機会の提供。

男女平等観

女性の
エンパワー
メント

26.0億円（9.8億円）

女性研究者の研究と出産・育児・介護等との両立や研究力の向上を図り、女性研究者の活躍促進のた
めの環境整備を行う大学等を支援。（コーディネーターの配置、相談室の整備、研究支援人材の配置など）

（金沢大学）

【本事業を活用した大学の取組例】（名古屋大学）
○ 女性トップリーダー育成（女性科学者育成チームを結成し、
将来ＰＩを目指す女子大学院生をトップリーダーとして育成）
○ 子育て単身赴任教員ネットワークの構築
（平成25年11月29日 科学技術・学術審議会
○ 学内育児支援室の設置
人材委員会（第64回）配付資料より）

主体的な
選択を
可能にする
能力・態度

学会期間中の託
児室設置（左）
（金沢大学男女共同参画
キャリアデザインラボラ
トリー 平成24年度事業
報告書より）

女子中高生の理系進路選択支援プログラム（ (独)科学技術振興機構 ）

15百万円（15百万円）

女子生徒が理工系分野に対する興味や関心を喚起するための取組（女性研究者等との交流機会の提
供、実験教室・出前授業の実施等）を支援。
28

支援機関：１０機関程度（単年度ごとに採択）

27

男女共同参画を推進し多様な選択を可能

文部科学省平成 27 年度予算事業における

にする教育・学習の充実に関する主な施策

主な女性研究者支援策について説明します。

です。

平成２７年度要求・要望額 ：８６９百万円
うち優先課題推進枠要望額：２１７百万円
（平成２６年度予算額
：６５２百万円）

特別研究員事業
～出産・育児による研究中断からの復帰支援（RPD）に対する支援の拡充～

初等中等教育では学習指導要領に基づき、

○ＲＰＤのイメージ

政 策

男女平等意識の涵養や固定的な性別意識に

＜従前＞

＜支援開始後＞

復帰支援
（研究奨励金）

○第3次男女共同参画基本計画（Ｈ22.12.17閣議決定）

出産・育児
による研究中断

出産・育児により研究活動を中断した優れた研究者が円滑に研究
現場に復帰できるよう、研究奨励金の支給等の制度を拡充する。

とらわれることなく主体的に進路を選択する

研究活動

出産・育児
による研究中断

壁

研究活動の再開を目指すより多くの優秀な研究者
を支援するには、ＲＰＤのさらなる拡充が必要。

分野への女性の参画を促進するため、高等

研究活動

研究活動

研究活動

出産・育児で研究現場を離れる
と、その間に研究業績が上げられ
ないため、次の研究ポストを得る
ことが困難

能力・態度を育成し、高等教育では様々な

出産・育児から復帰する研究者を
対象に研究奨励金（PD相当）を支
給し、円滑に研究現場に復帰

○採用数の推移
H20

単位（人）

H21

H22

H23

40

50

H24

新規

50

40

継続

30

50

80

80

90

合計

80

90

120

130

140

H25

50

50

H26

H27（予定）

50

100

100

100

100

150

150

200

※平成22年度より採用期間を2年から3年に延長

特別研究員  ＲＰＤ

教育機関での男女共同参画の視点に立った

【対象：研究中断から復帰する博士課程修了者等、月額：36.2万円、採用期間：3年】
採用人数 150人 ⇒ 200人 （652百万円 ⇒ 869百万円）

キャリア教育と、大学の教職員を対象とした

出産・育児と研究の両立の実現 → 多様で優れた研究者の養成・確保

「特別研究員事業」
、
特別研究員制度（RPD）

男女共同参画に関する研修等の取組の推進
を行っています。また、社会教育では男女が

※運営費交付金中の推計額

優れた男女の研究者が、出産・子育てから円滑に研究現場に復帰できるよう研究者個人に対して
研究奨励金を支給する特別研究員－RPDを平成18年度より開始。 ※RPDの「R」は「Restart」の頭文字

は研究者個人への支援です。

それぞれの個性と能力を十分に発揮し、社

これは、優れた研究者（男女共）が出産・

会のあらゆる分野に参画していくための学習

子育てから円滑に研究現場に復帰できるよう

機会の充実を図り、家庭・地域への参画や

研究者個人に研究奨励金を支給するもので、

働き方の見直しなど男性に対する男女共同

平成 18 年度から開始されております。
採用数の推移の表をご覧ください。平成

参画に関する学習機会を提供しています。
また、文部科学省が所管しております国立

26 年度は新規 50 人、継続 100 人の規模で採

女性教育会館（NWEC）では、女性関連施

用しています。平成 27 年度は新規・継続そ

設管理職、地方公共団体職員及び女性団体

れぞれ 100 人で要求しています。

リーダーを対象にした研修等を実施しており
ます。

−12−

女性研究者の活躍促進

―特別研究員事業―

H26年度「特別研究員事業」（RPD）の領域別採用状況
60

用する研究プロジェクトを創設して、予算額

～出産・育児による研究中断からの
復帰支援（RPD）に対する支援の拡充～

（平成26年10月１日現在）

54

なお、補助期間は 3 年間であり、対象は大

47

45

50

学・国立研究開発法人等です。

40

32

29

30

25

12

申請者数
（人）
採用者数
（人）

20

10

7

8

5

1

2

7

10

6

2

「女性研究者研究活動支援事業」採択機関の全国分布

11

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
東京女子医
東京大学
科大学

3

熊本大学

0

人文学

を拡充する形で要求を行っています。

社会科学

数物系
科学

化学

工学

生物学

農学

医歯薬学

京都大学

（参考：男性採用者数）
30

また、
平成 26 年度
「特別研究員事業」
（RPD）
の領域別採用状況をグラフにしていますが、

（独）産業技
術総合研究 三重大学
所
富山大学

日本女子大
大阪大学
学

島根大学

佐賀大学

現状認識
○ 我が国の女性研究者数は増加傾向にあるが、その割合は、諸外国と比較して、なお低い水準。
特に、企業等における女性研究者の比率が低水準のまま推移。（全体：１４．４％、企業等：８．１％）
○ 研究者が研究活動を継続する上で、出産・育児・介護等との両立が困難。
○ 研究者の業績評価に当たって、育児・介護に対する配慮が不足しているとの指摘。

長崎大学

関西学院大 東京海洋大
鳥取大学
学
学

京都府立大
金沢大学
学

早稲田大学 名古屋大学 東海大学

東邦大学

弘前大学

高知大学

大阪市立大
静岡大学
学

奈良女子大
神戸大学
学

宮崎大学

東京都市大
岐阜大学
学

東京学芸大
琉球大学
学

兵庫県立大
広島大学
学

お茶の水女
千葉大学
子大学

慶應義塾大
山形大学
学

北海道大学 広島大学

奈良先端科
津田塾大学 学技術大学 香川大学
院大学
新潟大学

上智大学

静岡大学

岡山大学

大分大学

福岡大学

順天堂大学

東京女子大 福岡女子大
熊本大学
学
学

信州大学

武庫川女子
帝京大学
大学

１８年度採択機関
１９年度採択機関
2０年度採択機関
2１年度採択機関
2２年度採択機関
2３年度採択機関
2４年度採択機関
2５年度採択機関
2６年度採択機関

神戸大学
（関西学院大学、
兵庫県立大学）

徳島大学
京都産業大
（香川大学、愛媛
学
大学、高知大学）

３機関
（茨城県：計６機関）

5機関
３機関

７機関
（東京都：計29関）

国立高等専 芝浦工業大
門学校機構 学
東京医科大
学
（独）宇宙航
空研究開発
機構

金沢大学

（備考）文部科学省資料より作成

ましては、平成 21 年度に「大学間連携と女
性研究者支援 in 秋田」
、平成 25 年度は先ほど

〈出典〉
「総務省 科学技術研究調査報告」（日本：平成25年時点）
「ＯＥＣＤ “Main Science and Technology Indicators ”」（英国：平成22年時点、
フランス：平成22年時点、ドイツ：平成21年時点、韓国：平成23年時点）
「NSF Science and Engineering Indicators 2006」（米国：平成15年時点）

事業概要

副学長からお話がございましたが、秋田大学

（１）研究と出産・育児・介護等との両立や女性研究者の研究力の向上など、研究環境のダイバーシティ実現に関する目標・計画を掲げ、優れた取組を
実施する大学・研究機関を選定し重点支援。（成果を上げた機関については再指定可）
【改革の基本的方向性】
対象機関：大学、国立研究開発法人等
機関全体への展開・支援の柔軟化・プラットフォーム化
実施期間：５～６年間（うち補助期間３年間）（※法人の改革サイクルと整合）
大学・研究機関における体系的・組織的取組
特色ある先進的取組(特色型)
支援メニューの具体例

機関毎の先進的な取組をプラットフォーム化することで他機関へ展開する
大学・研究機関を支援。特に、企業等を連携機関に参画させることを条件と
することで、企業研究者が学生のロールモデルとなる効果とともに、ライフ
イベント中の企業研究者のキャリアパスの継続を図る。

東京農工大
明治大学
学

名古屋大学
（名古屋市立大
学、豊橋技術科
学大学）

択機関の全国分布図です。秋田大学におき

○ 大学・研究機関におけるダイバーシティのある研究環境の実現に必要な以下の取組を推進することにより、多様な発想や経験を有する人材が
主体性を持って活動し、優れた研究成果の創出やイノベーションを持続的に生み出す社会の実現を目指す。

複数機関プラットフォーム形成取組(連携型)

大阪府立大 福島県立医 京都工芸繊
一橋大学
学
科大学
維大学

情報・シス
テム研究機
構
杏林大学

次に「女性研究者研究活動支援事業」採

主要先進国における女性研究者の割合

○日本再興戦略改訂２０１４ （平成２６年６月閣議決定）

機関の中期目標等にダイバーシティ実現のための具体的な目標を設定する
とともに、部局毎のきめ細やかな女性研究者支援を実現し、ライフイベント中
の研究者を組織として支える取組を推進するなど、先進的な個別取組を機関
全体の取組に展開する大学・研究機関を支援。

秋田大学

（独）物質・
材料研究機 日本大学
構

：2,599百万円
：2,599百万円
： 984百万円）

研究者本人・研究者を採用・業績評価する大学・研究機関の双方にとって、研究環境の
ダイバーシティを推進するインセンティブが働いていない
２－２．女性の活躍推進/若者・高齢者等の活躍推進/外国人材の活用
⑩キャリア教育の推進、女性研究者・女性技術者等の支援等
女性登用等に積極的に取り組む大学に対する支援、女性研究者の研究と出産・育児等の両立のためのワークライフ
バランス配慮型研究システム改革、女性技術者等の育成や就労環境整備等を実行する。

群馬大学

奈良県立医 滋賀医科大 電気通信大
筑波大学
科大学
学
学

※平成22年度までは「女性研究者支援モデル育成」として実施
※「女性研究者養成システム改革加速」事業に採択された機関
21年度：京都大学、九州大学東京農工大学、東北大学、北海道大学の5機関
22年度：熊本大学、神戸大学、千葉大学、東京大学、名古屋大学、 奈良女子大学、広島大学の７機関

生物学が 10 人等となっています。
平成２７年度要求・要望額
うち優先課題推進枠要望額
（平成２６年度予算額

京都府立医 首都大学東
山梨大学
科大学
京

東京農工大
九州大学
学

採用者数は人文学が 12 人、医歯薬学は 11 人、

（旧 女性研究者研究活動支援事業）

筑波大学

（独）農業環
境技術研究 愛媛大学
所

東北大学

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

平成25年度 平成25年度 平成26年度 平成26年度
（連携型）
（一般型） （拠点型） （一般型）

名古屋市立 横浜国立大 室蘭工業大
名古屋工業 お茶の水女子大
北海道大学
大学
学
学
大学
学（芝浦工業大
学、（独）物質・材
料研究機構
鹿児島大学 福井大学 宇都宮大学 岩手大学 山口大学

機構

総合

H26：０人、H25：０人、H24：４人、H23：１人、H22：０人

東京医科歯
秋田大学 岩手大学
科大学
（独）農業・
（独）森林総 東京工業大 食品産業技
徳島大学
合研究所 学
術総合研究

を拠点とした『
「架橋型ソーシャルキャピタ

【目標・計画の設定】
・ 研究環境のダイバーシティ実現のための目標（数値目標）、計画等の設定
【研究の継続・復帰】
・ ライフイベント中に、研究補助者の配置
・ 病児保育を含め学内保育所の設備整備・運営
・ 研究者夫婦の同居が可能となるよう、一方の研究者の雇用・斡旋
・ メンターの配置やＩＴ環境整備によるライフイベント中の研究継続の環境整備
・ ライフイベント等により研究継続を断念した者の研究活動の再開促進
【支援終了後の継続性】
・ マッチングファンド方式などにより、支援終了後の自主的な継続性を担保

ル」の形成による女性研究者支援』が採択
されています。

（２）研究活動を主導する女性リーダーの活躍を促進するため、優れた女性リーダーの活躍が期待される研究領域に、女性ＰＯ（Program Officer）を
積極登用する研究プロジェクトを創設

各大学等での取り組みを支援する施策と
して、平成 18 年度から女性研究者の研究と
出産・育児・介護等との両立を図るための環

女子中高生の理系進路選択支援プログラム(大学等と連携した科学技術人材育成活動の実践・環境整備支援)

平成２７年度要求額：15百万円
（平成２６年度予算額：15百万円）
運営費交付金中の推計額

女性研究者の積極的な採用・登用を促進するための取組に加え、女子児童・生徒に向けて理系分野に対する興味や関心
を喚起する取組の強化が必要。

課題

(%)

学部学生・院生に占める女性の割合

・女性が科学技術分野に進む上での参考となる身近な事例が乏しく、女性が
研究者等をめざす上で将来像が描きにくい。
・自然科学系の学部・大学院に占める女性の割合は、人文・社会科学に比べ
て非常に低い。
進路選択の参考になる身近な事例、
ロールモデル等の情報の提供！

境整備を行う大学等を支援する、
「女性研究

※平成26年度学校基本調査（速報）より作成

女子中高生の理系進路選択支援プログラム

者研究活動支援事業」を実施しています。

取組例

科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、
大学生等と女子中高生の交流機会の提供や実験教
室、出前授業の実施等、女子中高生の理系進路選
択を支援する取組を実施する。

ここに書いています「ダイバーシティ研究

女性研究者・技術者による
ロールモデルの提示

実験教室の実施

理系学部に入学

（参考）いのちを支える医理系研究って、やってみたい！

環境実現イニシアティブ」ですが、
「女性研

（独）科学技術
振興機構

採択

企画案応募

大学、大学共同利用機関、
高等専門学校、
独立行政法人、公設試験研
究機関、企業など
期間：１年
金額：原則150万円以内

究者研究活動支援事業」を組み換え、中期

女子中学生、女子高校生

女性研究者のキャリアと研究内容につい
ての講演、臨床手技の体験等を通じて、
医理系分野の多様性や研究の面白さ、女
性の活躍を示すことにより、医理系進路
選択の意識を醸成する。
（実施機関：奈良県立医科大学）

目標等にダイバーシティ実現のための具体的

自然科学系の学部・大学院に占める女性

な目標を設定して、先進的な個別取組を機

の割合ですが、人文・社会科学に比べて非

関全体の取組に展開する大学等を支援する

常に低いという課題に対応するため、女子児

「特色型」
、複数機関によるプラットフォーム

童・生徒に向けて理系分野に対する興味や

を形成して、
他機関への展開を図る「連携型」

関心を喚起する「女性中高生の理系進路選

への支援と、優れた女性リーダーの活躍が

択支援プログラム」を行なっています。

期待される研究領域に女性 PO を積極的に登
−13−

大学等における男女共同参画を進める上

で理系女子の進学を支援することはとても大

目

切なことです。

次

１．政府における女性活躍支援の動き

例えば、奈良県立医科大学では「いのち

２．我が国における男女共同参画の現状

を支える医理系研究って、やってみたい！」

３．高等教育分野における男女共同参画の現状

と題し、女性研究者のキャリアと研究内容

４．文部科学省の支援施策

についての講演、臨床手技の体験を通じて、

５．大学における取組

医理系分野の多様性、研究の面白さ、女性
の活躍を示すことによって、医理系進路選択
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次に、大学における取組です。

の意識の醸成を行っています。
大学生のための男女共同参画ワールド・カフェ（100人男女会）

概 要

各大学における女性研究者の活躍に向けた取組

これから社会で活躍する学生が多様な選択の中から自身が希望する生き方や人生
設計を行えるよう、大学生を対象に、男女の働き方や家庭生活に関する現状を学び、
男女が共に活躍できる社会について議論するワーク・ショップをH24年度より開催。

 推進体制整備
 採用等の数値目標の設定
 推進組織、コーディネーターの整備

 ポジティブアクション

①ミニミニ講義
 企業の女性管理職割合や男性の家事・育児時間など、男女の働き方や家庭生活に関す

 採用・昇進等の積極措置

るデータ等を示しながら男女共同参画の基礎知識を講義。

内 容

 勤務環境改善

②ワールド・カフェ
 いくつかのグループに分かれた後、ファシリテーターから出題される問いに基づき、






男女共同参画社会の形成に向けた取組や自身の在り方などについてグループを変えな
がら議論。

③全体発表、ゲストコメンテーターからのコメント
 いくつかのグループから代表者にまとめを発表してもらい、全体共有。
 ゲストコメンテーターから男女共同参画の視点から講評。

短時間勤務制導入、休暇・休業制度拡充、９時５時体制等の業務改革、テレワーク導入
研究支援者等の配置
相談窓口整備、メンター制導入、ロールモデルや情報の提供、研究者等のネットワーク構築
パートナーとの同居支援

 子育て支援
 保育支援（学内保育所、夜間保育、病児保育、学童保育、地域の子育て支援ネットワーク）

参加者
の声

自分が想像していた
より、広い視野や
考え方、生き方が
あることを知った。

相手を受け入れ
尊重し合い、共生
することを意識
することが必要だ
と気づいた。

 再就職支援

男女の隔たりが
自分の中に
無意識にあることに,
話すことで気づけた。
男性も女性も
色々なことを
考えているから、
次はそれをどう
行動していくか
が大事。

 一時中断後の復職支援
 学び直し支援

 次世代育成
 女子学生支援、中高生の理系進路選択支援 等

【100人男子会×女子会！学生だけの本音ミーティングinみえ】

日 時 ：平成26年6月28日10：00～12：30
場 所 ：四日市市文化会館（三重県四日市市）
参加者 ：大学生115名（男子73名・女子42名）

報告書は全国の大学、女性関連施設へ配付。掲載ＨＰ→ http://danjogaku.mext.go.jp

 意識啓発
36
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また、学生が男女の働き方や家庭生活に

各大学における女性研究者の活躍に向け

関する現状を学び、男女が共に活躍できる

た取組は「推進体制整備」
、
「ポジティブアク

社会について議論するワーク･ ショップを実

ション」
、
「勤務環境改善」
、
「子育て支援」
、
「再

施することで、多様な選択の中から自身が希

就職支援」
、
「次世代育成」
、
「意識啓発」な

望する生き方や人生設計を行えるよう「大学

どがあります。

生のための男女共同参画ワールド ･ カフェ」

国立大学における男女共同参画に関する推進状況

を平成 24 年度から開催しています。

検討中

未検討

（１）男女共同参画推進の基本方針、宣言等の作成、提示

９７．７

２．３

０．０

（２）室、委員会、ワーキング・グループ等の検討推進体制の設置・充実

９６．５

３．５

０．０

（１）採用時におけるポジティブ・アクションの実施

７４．４

１２．８

１２．８

（２）昇任・給与・研修等の男女機会均等の推進

５４．７

９．３

３６．０

（３）意志決定過程への女性の参画の拡大

６５．１

１５．１

１９．８

（４）次世代研究者へのロールモデルの提供

７６．７

７．０

１６．３

（５）非常勤講師の待遇の改善の促進等

１６．３

１２．８

７０．９

（１）就労支援制度の整備・充実

９７．７

２．３

０．０

（２）研究継続支援制度の整備・充実

８０．２

９．３

１０．５

（３）施設設備の設置・充実

７６．７

９．３

１４．０

（４）メンタル的なサポート体制の整備・充実

１．男女共同参画の推進体制の整備

男女の働き方や家庭生活に関するデータ

単位：％

実施中

２．女性教員・研究者の拡大

等を示しながら講義を行った後にグループご
とに分かれ、ファシリテーターからの問いに

３．就業環境の整備・充実

グループを変えながら議論をすすめ、最後に

６８．６

１６．３

１５．１

（１）性別役割分担意識の解消や職場慣行の見直しと改善

６７．４

１１．６

２０．９

（２）男女共同参画を推進する諸制度の学内外への積極的広報

８８．４

１．２

１０．５

（３）教育研究の推進と啓発セミナー・シンポジウム等の開催

７４．４

７．０

１８．６

（４）両立支援制度の活用可能な雰囲気の醸成

８３．７

４．７

１１．６

４．意識啓発の推進

各グループでのまとめを発表し、全体での共
有とゲストコメンテーターから男女共同参画

（出典）（一社）国立大学協会「国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第10回追跡調査報告書」
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国立大学における男女共同参画に関する

の視点から講評を行います。
平成 26 年度は 6 月 28 日に「100 人男子会

推進状況ですが、男女共同参画推進の基本

×女子会！ 学生だけの本音ミーティング」

方針、宣言等の作成、提示している大学は

を三重県四日市市で開催しました。

97.7％実施されており、男女共同参画の推進
体制については、ほとんどの大学で整備され
−14−

ていると言えます。

ポジティブアクションの方法例
方式例

採用時におけるポジティブアクションの

人数・割合の割当

目標・期間の目安

インセンティブ付与

基盤整備の推進
（研修の充実、メンター制等）

実施ですが、こちらは 74.4％と実施率が高く
●女性限定公募の実
施（岩手大学、信州
大学等）

なっている一方で、非常勤講師の待遇の処

●女性教員比率目標 ●女性教員採用に対
値の設定（秋田大学、 する人事ポイント付
鳥取大学等）
与（北海道大学等）

取組例

遇の改善等については 16.3％とほとんど進ん

●女性教員を採用し
た学部に対して経費
を支給（茨城大学、
琉球大学等）

でいない状況です。

●出産・育児等のため
の研究支援員やサポー
ターの配置（弘前大学、
山形大学等）
●e‐ラーニングを活用
した研修の実施（東京
大学等）

●女性研究者を採用
した部局には、助教
の雇用に対して財政
的支援（神戸大学）

就労支援制度の整備・拡充ですが、こち
らは 97.7％実施、男女の固定的な性別役割分

※その他、能力が同等である場合の優先的取り扱い（プラス・ファクター方式）など
（出典）平成25年度国立大学法人の業務実績評価等を基に作成） 39

担意識の解消や職場慣行の見直しと改善は

ポジティブアクションの実現方法にはいろ

67.4％と、就業環境の整備・充実、意識啓発

いろな手法がありますが、例えば一定の人数

の推進については各項目とも実施率は高く

や比率を割り当て、達成すべき目標と達成ま

なっています。

での期間の目安を示し、インセンティブの付
与、研修の充実、メンター制等、基盤整備

国立大学の平成２５年度業務実績評価

の推進などを実施しています。

女性メンター教員、コーディネーターの配置、女性教員採用におけるインセンティブ経費の措置等
により、女性教職員比率が向上するなど、取組の成果が現れていた。

【具体的な取組の例】
● 熊本大学
大学コンソーシアム熊本の地域連携部会の下に、女性研究者研究活動
支援事業ワーキンググループを設置して取組の普及のための体制を作り、
その協力を得て、県内12大学で活躍している女性研究者のロールモデル
誌を制作し、県内の大学等に幅広く配布している。また次世代育成とし
て女子学生、卒業生、女性研究者による講演会や懇談会、臨海合宿を開
催し、熊本県内をはじめ九州の女子中高生、保護者、教諭から参加を得
ている。

● 岩手大学
女性限定教員公募や上位職階の女性教員の採用を進める「One‐Up公募
制度」といったポジティブ・アクションの実施により積極的に女性教員
の採用を進め、また、「両住まい手当」といった地域の大学の課題を考
慮した特色ある取組等により女性研究者の離職を抑制している。さらに、
自然科学系の大学院博士課程へ進学する女子学生比率も大幅に増加。

● 秋田大学
女性教員比率向上のインセンティブとして、女性教員比率目標値の達
成のために２％以上増加させた部局員比率向上を目的とした採用と認め
られる女性教員に対するスタートアップ経費を配分している。

● 広島大学
女性教員採用にあたってポジティブアクションの実施や、女性の活躍
促進支援の一環として顕彰制度「メタセコイア賞」を設けている。

【代表的な取組の例】

ポジティブアクションの実践事例

 「くるみん」マークを平成25年度中に取得
静岡大学、愛媛大学、宮崎大学等

 平成25年度中に保育施設を開設・拡充

東京農工大学「１プラス１」

九州大学「九大方式」

（インセンティブ付与）

（新設等）山形大学、静岡大学
（拡充等）広島大学、徳島大学等

 推進組織の設置・拡大

女性限定採用枠を設定し、平成21～25年度に毎
年３～４名（5年間で17名）の常勤女性教員を
新規採用。



独自採用方式“農工大式ポジティブアクション
「1プラス１」”により、常勤の教授、准教授、
講師、助教に女性を採用した場合、当該専攻に
プラス 1 名分の助教の人件費を支給している
（独自経費）。

群馬大学、横浜国立大学、香川大学、
大分大学、宮崎大学等

 表彰制度の創設

（人数・割合の割当）



滋賀大学、広島大学等

 女子学生・女子中高生を対象とした取組
を実施

女性研究者の採用計画

東北大学、三重大学、岐阜大学、新潟大学、
名古屋大学、奈良先端科学技術大学等



理工農分野の主要部局に対して毎年５名分、そ
れ以外の部局に２-３名分の女性枠教員ポストを
設定。



女性枠は人員管理方式「ポイント制」を活用し
て拠出し、部局間の競争を促進。



その上で女性限定の国際公募を実施し、部局に
おける一次審査ののち、二次審査にあたる全学
審査会で候補者自身と、部局における男女共同
参画・女性研究者支援の取組も総合的に審査。



女性枠で採用された教員に移籍者が出た場合、
後任は引き続き女性枠として運用する。

60
女性限定採用枠

女 50
性
研 40
究
者 30
数
20
名
10

（出典）各大学の平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書から作成。
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前年度までの累積採用数

14
11

（
）

国立大学の平成 25 年度業務実績評価です

0

が、女性メンター教員、コーディネーターの

26

4
2

4
4
2
2

26

25

8
3
4
2

3
6
2

25

25

3
8
2

各年度における採用数
「１プラス１」
前年度までの累積採用数
各年度における採用数

25

既在籍女性研究者
平成21年2月時点での試算数

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
（文部科学省「女性研究者研究活動支援事
業シンポジウム2013報告書」より作成）

（「女性研究者養成システム改革加速 中間評価」より作成）

40

配置、女性教員採用におけるインセンティブ

次に、ポジティブアクションの実践事例で

経費の措置等により女性教職員比率が向上

すが、東京農工大学では「１プラス１」とし

するなど、取組の成果が表れてきています。

て、女性を新規採用すると、一人分の助教

秋田大学におきましては女性教員比率向

の人件費を支給しています。また、九州大学

上のインセンティブとして、女性教員比率目

では「九大方式」というポジティブアクショ

標値の達成のために 2％以上増加させた部局

ンの実践事例を挙げさせていただいておりま

員比率向上を目的とした採用と認められる女

すので、ご覧ください。

性教員に対するスタートアップ経費を配分さ
れています。
また、山形大学、静岡大学、広島大学、
徳島大学等では平成 25 年度中に保育施設の
開設・拡充等を行なっています。
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大学における保育施設

大学における女性の学び直し事例➀

保育施設を設置し
ている大学（A）

うち学生の子供を受け入れて
いる施設を有する大学（B）

全大学数
（C）

設置割合
（A/C）

国立大学

４９大学

４０大学

８６大学

５７．０ ％

公立大学

１０大学

３大学

８２大学

１２．２ ％

日本女子大学「リカレント教育課程」
 ４年制大学卒業の、就業経験のある女性（年齢不

（出典）文部科学省調べ（国公立大学における保育施設の設置状況・平成24年5月現在）

お茶の水女子大学 学内保育所「いずみナーサリー」
設立

設置・運営

対象

大学関係者（教職員、学部生、院生、科目履
修生等）およびその紹介があった保護者の子
供。入所時点で生後6か月～4月1日現在で満
3歳未満。

保育時間
利用形態
定数
役割

2002年 附属幼稚園園舎内で大学保育施設
いずみ保育所としてスタート。
2005年 大塚宿舎を改修し「いずみナーサ
リー」となる。
お茶の水女子大学 認可外保育所

8:30～17:30（月～金）
月ぎめ保育（就労・研究のニーズに合わせた
利用日数選択型）
26名（0歳8名、1～2歳18名）
•
•
•
•

女性研究者支援と福利厚生の場
乳児の発達と保育に関する研究
学生の実習と多様な研究の場の提供
乳児の発達の視点に立った質の高い保育



名古屋大学 学童保育所「ポピンズアフタースクール」
設立

2008年 既存の学内保育所を増築し、２階
部分に全国初の学内学童保育所を設置。

設置・運営

設置：名古屋大学、運営：民間委託

対象

大学関係者（常勤・非常勤の教職員、学生、
研究生等）

保育時間

8:00〜19:00（平日・長期休暇時）

問）を対象に、１年間（２学期）のキャリア教育を
提供すると共に、レベルの高い再就職先のあっせん
を一体化した「リカレント教育・再就職システム」
2007年度より文部科学省「社会人の学び直しニーズ
対応教育事業委託」として始まり、2010年より独自
経費で実施。2008年度より大学の課程としては日本
で初めて、学校教育法に定める「リカレント教育課
程」（ 「履修証明」を授与する課程）となる。
入学時の年齢層

受講者の職歴

関西学院大学「ハッピーキャリアプログラム」
 文部科学省「社会人学び直しニーズ対応教育推進プ
ログラム」の委託事業として20年度～24年度まで実
施後、現在も取組を継続。

 大卒以上の女性を対象。出産や結婚などを理由に仕
事を辞めた主婦等に財務・会計やマーケティング、
ビジネス英語等、大学院レベルの内容を半年にわ
たって教える。

 就職セミナー、キャリアカウンセリング、インター
ンシップ等のサポートも合わせて実施。
講義風景

※夜21時まで延長可能
※土曜日は延長保育として対応。
利用形態

受講フロー

レギュラー会員（月額・曜日固定式）と
スポット会員（自由日程式）二本立て。
※長期休暇中だけや、１日から利用可能

定数

60名（レギュラー会員40名、スポット会員
20名程度）

役割

•
•

仕事と子育ての両立支援
大学の知的財産を生かした子供の知的好
奇心を高めるプログラム開発と実施

目指せるスキル例

主な再就職先例

○TOEIC800点
○消費生活アドバイザー
○公認内部監査人
○社会保険労務士
○記録情報管理者

○リコー
○(株)山陽新聞社
○菱電機(株)
○富士火災海上保険(株)
○(財)２１世紀職業財団
出典：関西学院大学HPより

出典：日本女子大学HPより

41

43

次に大学における保育施設ですが、保育

大学における女性の学び直しの事例とし

施設を整備している国立大学は 49 大学、公

ては、日本女子大学では「リカレント教育課

立大学は 10 大学となっています。

程」を、関西学院大学では「ハッピーキャリ

秋田大学では学内保育施設に病児・病後

アプログラム」を実施しています。

児保育室「ことりのお部屋」を開設し、子ど
もが病気等で登園できず、仕事の都合で自
宅での保育が困難な場合に家庭に準じた環

次世代育成
（独）国立女性教育会館
「夏の学校」





境での看護・保育が可能になっています。
また、名古屋大学の「ポピンズアフタース
クール」は、既存の学内保育所を増設する
形で全国で初めて学内学童保育所を設置さ






れています。

毎年８月に２泊３日で、女子中
高生を対象とした「夏の学校」
を開催。2013年度は女子中高生
129名、保護者・教員40名が参
加。
理工系分野で活躍する女性から
キャリアパスや職場の様子を紹
介したり、実験等を通して理系
の魅力を体験する等のプログラ
ムを実施。
生徒だけでなく教員・保護者向
けのプログラムを実施。保護者
には理系進路選択の魅力等を紹
介し、教員には年間指導計画案
づくり等を実施。
平成18年度から実施しており、
OGが学生スタッフとして企画・
運営を行っている。
日本学術会議（※）が共催し、
男女共同参画学協会連絡会が協
力。
※「科学と社会委員会科学力増
進分科会」・「科学者委員会 男
女共同参画分科会」

筑波大学
「夏休みサイエンス体験合宿」






平成25年８月に、女子中高生を
対象とした体験合宿を２泊３日
で開催。
女性研究者と語り合う座談会
（ラウンドテーブルカフェ）
や、
科学実験への参加体験（１日サ
イエンス実験体験）、筑波大学
の最先端科学技術の見学、OGに
よる講演など、科学の楽しさを
身近に感じてもらい、女子中高
生の理系の進路選択を後押し。
保護者・教員へのセミナーや見
学会などを同時に実施。

出典：筑波大学HPより

「女子中高生のための
関西科学塾2012」







平成18年度より続く、京都大
学、大阪大学、大阪府立大学、
奈良女子大学、資生堂等からな
る５大学・１企業・１非営利団
体の大規模な連携を基盤とする
取組。
中学１年生から高校３年生の女
子150名及び同伴者（保護者、教
師）50名を対象に、理系の研
究・実験等のおもしろさを体験
できる科学塾を年５回開催。
講演会、大学生等との交流、模
擬実験、研究所見学、教員・保
護者向け懇談会等を実施。

出典：室奈良女子大学HPより（写真は2009年度の様子） 44

次世代育成としては、独立行政法人国立

大学における女性の学び直し（社会人大学院 入学者数の推移）

女性教育会館が「夏の学校」を、筑波大学

○ 大学院の全学生に占める女子学生数の割合は，長期的に見ると上昇傾向。
○ 修士課程の社会人学生に占める女子学生の割合を見ると，平成２５年では半数近い 47.0 ％
を占めている。

が「夏休みサイエンス体験合宿」を、また関
西では大学・企業等が連携して「女子中高
生のための関西科学塾 2012」を実施してい
ます。
次世代育成

（備考）文部科学省「学校基本調査」より作成
（出典）平成26年版男女共同参画白書

東北大学「サイエンスエンジェル」

名古屋大学「あかりんご隊」

東北大学では、科学者を目指す女子のロール
モデルが不足している現状を踏まえ、東北大学
自然科学部局に在籍する女子大学院生から構成
されるSA（サイエンスエンジェル）を創設
し、様々な活動を展開している。

名古屋大学に在籍する理系女子学生のコミュ
ニティ。理系女子学生なら誰でも参加可能で、
少数派になりがちな女子学生たちの進路相談や、
イベントへの参加など、様々な取組を行ってい
る。

42

次に、大学における女性の学び直し、社
会人大学院入学者数の推移についての説明
です。
大学院の女子学生数は長期的に見ると上

主な活動

主な活動

 オープンキャンパスでの女子学生セミナーに
参加出張
 セミナー、出前授業
 東北大学サイエンスカフェにファシリテー
ター（促進役）として参加
 東北大学女性研究者フォーラムへの参加
 女子学生ネットワークの整備
 市民への科学コミュニケーション

 理系女子学生同士の交流会の開催
 女子中高生理系進学推進セミナーや若手女性研
究者サイエンスフォーラムへの参加
 保育園・学童保育所や一般のイベントでの出張
理科実験
 オープンキャンパスでの女子高生への進路相談
 男子学生も対象とした理系のための人生ガイド
セミナーの開催

昇傾向にありますが、修士課程の社会人学
生に占める女子学生数は、平成 25 年度には

45

また、次のスライドでは同じく次世代育成

半数近い 47％を占めています。
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の実例として東北大学「サイエンスエンジェ
ル」
、名古屋大学「あかりんご隊」を紹介し
ていますのでご覧ください。
女性の活躍推進のためには、大学におけ
る男女共同参画を進めていくことは非常に重
要です。
地域で女性が活躍するためには教育・学
習の果たす役割が大きく、生涯に渡る学びの
機会の充実と学校・家庭・地域などの社会
のあらゆる分野において、男女共同参画社会
の形成に向けた教育の学習の充実を図ること
が大変必要です。
秋田大学を始めといたしまして、各大学に
おかれましてもさらに男女共同参画の動きが
加速されますと共に、引き続きご協力をお願
いできればと思います。
なお、このあと「女性研究者支援コンソー
シアムあきた賞」の表彰式とパネルディス
カッション「自らが選択するワーク・ライフ・
バランス−理想と現実−」が行われます。と
ても楽しみにしておりますので引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。

国立女性教育会館公式キャラクター
「ヌエッキー」
生息地：埼玉県比企郡嵐山町
その他の情報はHPを御覧ください
（http://www.nwec.jp/）

46

以上で私からの説明は終わります。どうも
ありがとうございました。
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質

疑

・

応

答

▼会場Ａ：質問というか、若干意見がありま

ら共同研究の場合には、その空白の期間と

す。これは全体の出席の方のご発言を聞いて

いうものをどういう形でお互いにフォローし

から質問すべきことかと思いますが、本日の

て、情報を提供し合っていくのかということ

講演で、文科省が女性研究者に対して制度

です。これは個々の大学の仕事だと思います

的な支援をされているということは、非常に

が、若干そこら辺りの問題点、これはちょっ

よくわかりました。

とどのように考えておられるのか、お聞かせ

ただ 2 点、これは意見になるかと思います

願えればと思います。

が、お話しさせていただきます。
一つは、研究者というのは一人でする仕事
である。要するに研究をどれだけやって、ど

▼市川氏：ご質問と貴重なご意見承り、あり
がとうございます。

れだけの評価であるか、論文を何本書いて、

今、お話のありました研究者に対する環境

実績はどうかという仕事です。その中でやは

というのは、必ずしも十分ではないと承知し

りこれは女性に限らず、今大学のポストが非

ております。

常に厳しくなっております。

回答になるかどうかわかりませんが、女性

ですから、学会では出産や育児でブラン

研究者の活躍促進について補足です。研究

クがあるとしても、そういうことは全く考

者の業績評価にあたって育児・介護に対す

慮されないので、やはり全国学会での発表、

る配慮不足を認識しております。

それから論文の提出をためらわれる方がい

問題を解決していくためには、皆さんが男

らっしゃるというのが現実であろうかと思

女共同参画の必要性について認識していた

います。

だくと共に、研究者個人に対しても支援等

そうするとやはり全体のいわば人件費の枠

をしていくことと、まず意識を変えていくこ

がやはり窮屈であると言えると思いますし、

とが必要と考えております。理想と現実は違

これは特に女性の方のハンディがやはり肥大

う、その差を埋めていくためには、上司の方

化されていると感じます。現実はこういうこ

であるとか、同僚の方、それから支援したい

となのではないかと思います。

という方の意識をそれぞれ変えながら共通に

それから２番目になりますが、これは職場
内の評価だと思います。出産・育児等での

男女共同参画という意識を高めていくことが
必要だと思っております。

空白期間というものをどういう形で職場のス
タッフが埋めていくのかという問題です。例
えば授業のコマ数の問題であるとか、それか
−18−

な自分の意志ではなく、その他の理由で仕事
を辞めざるを得ないような能力の高い女性を
もう少し減らすように対策をしなくてはいけ
ないと考えているところです。
▼会場Ｂ：それはすなわち、大学院とか大学
を出られた方が就職するような職場では、結
婚や出産期に重要なポストについていること
▼会場Ｂ：貴重なデータをたくさんどうもあ

が多いので、周りに迷惑をかける等の理由で

りがとうございました。

辞めざるを得ないケースがまだまだ多いとい

一つ解釈で質問させていただきたい点が

う、そういう解釈でよろしいでしょうか。

あります。10 ページのグラフについてです
けれども、
「到達した教育段階が高いほど、
カーブの底は深くなり、M 字カーブを描いて
いる」というのは、どういうふうに解釈され
ていますでしょうか。
▼季武氏：文科省の季武と申します。今ご質
問いただいた、10 ページの女性の到達した
教育段階が高いほどカーブの底が深くなって

▼季武氏：そうですね。表の中でも紫色に

いるという点につきまして、文部科学省にお

なっている部分が正規雇用の職員の方を表

いてはそれだけ高い学歴のある女性が、就

していますが、やはり学歴が高いほど正規雇

職しても結婚を機に仕事を辞めてしまう方が

用で雇われている女性が多いといえます。

特に多いということで、能力のある女性が仕

正規雇用である分、やはり働き方ですとか、

事を続けることが難しい状態であると把握し

柔軟に対応しにくいところがあるといえます

ております。育児休暇を取得された後でも、

し、また、結婚されている場合、学歴の高い

引き続き仕事を続けていくかどうかの選択に

女性のパートナーの年収が高い傾向にあると

ついては、ご自身の選択で仕事を辞めて家

いうこともあり、どうしても働き続けなくて

庭に専念されたいという方もいらっしゃると

はいけないかどうかという点で見た時にも、

は思いますが、職場の環境ですとか、両立

やはりパートナーの収入だけでやっていける

が難しいといったような理由で仕事を続ける

であろうということを考えて、退職という選

ことをあきらめて、お子さんがある程度大き

択をすることもあるのではないかと考えてお

くなってから、非正規雇用など元の雇用とは

ります。いずれにしても、自分としては働き

違った条件で働いている方が多いということ

たいと思っていても、周りの都合で働き続け

がここで示されていると思います。そのよう

ることができないし、そこまでがんばらなく
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てもいいのではないかと考えて働くことをあ
きらめるような、十分に能力を活かせるのに
もったいないと言いますか、そういった女性
を減らしていかなければいけないと感じてお
ります。
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第２部

平成 26 年度女性研究者支援
コンソーシアムあきた賞
若手研究者部門
いのうえ

【授賞者】井上 みずき 氏
秋田県立大学生物資源科学部

助教

研究テーマ「有性繁殖とクローン繁殖に着目したクローナル植物の生活史戦略の解明」

クローナル植物とは、たとえばササのよう
な植物です。ご存じのようにササはタケノコ
で増えていきます。地下の中で地下茎が伸
び、そこから芽が出てくるというふうにして
個体を増やすわけです。

秋田県立大学 生物資源科学部
森林科学研究室
助教 井上みずき

植物の有性繁殖とクローン繁殖に着目
有性繁殖

クローン繁殖

H26女性研究者支援コンソーシアムあきた賞

秋田県立大学生物資源科学部森林科学研
究室助教の井上です。私は生態学の研究者
をしております。
シカにより劣化した生態系の保全に関する
研究や送粉群集の研究もしておりますが、今
お互いが切れても独立して生きていくこと

回は受賞対象となったクローナル植物に関す
る研究についてご紹介したいと思います。

ができるために、この過程を単なる成長では
なく、繁殖ととらえることもできます。ただ、
繁殖というよりは分身に近いものだと考えら
れます。なぜなら、遺伝子型は親と同じだか
らです。それに対して有性繁殖では種子が

研究活動の紹介

できます。ササの花を見たことがある方もい
らっしゃるかと思いますが、ササはイネ科で
あるため、ササが開花すると稲の穂のような
ものができます。
私は、これまでにクローナル植物研究の材
−21−

料として、ヤマノイモ、ヤチヤナギ、ササを

生産量が異なるとか、オスの花からメスの

扱ってきました。本日は、その中でヤマノイ

花へ花粉を運んでいるのはアザミウマらしい

モを材料とした研究について触れたいと思い

ぞ、だとか、ムカゴというものは、まずツル

ます。ヤマノイモは、皆さんご存知のように

から地面に重力散布されるのですが、その後

自然薯と呼ばれて道の駅などで売られている

にネズミがムカゴを運んで貯食し、二次散布

植物です。

をしているようだ、といった生活史戦略に関
するものです。

スのある植物です。イチョウはオスの木とメ

ヤマノイモのクローン繁殖・有性繁殖の関係
および遺伝構造

スの木がありますよね？ヤマノイモもオスの
クローン繁殖量 (g)

株とメスの株がある植物です。それぞれ花序
の形が違いますが、オスの花で作られた花

ムカゴの数

このヤマノイモというのは、実はオスとメ

0

5

10

散布距離 （ｍ）

粉がメスの花に運ばれて種子ができるという

シュート長 (m)

(Mizuki et al 2005a)

(Mizuki et al 2005c)

(Mizuki & Takahashi 2009)

野外のヤマノイモはほとんどムカゴ出身？
遺伝構造に寄与しているのは
マイクロサテライトマーカー
ムカゴより種子
を作成 (Mizuki et al 2005b)

雌雄異株植物と呼ばれるタイプです。

(Mizuki et al 2010b)

種子

雄・雌ともにムカゴを作る

ムカゴ

:K\"

こうした私の研究と、それ以外の既知の研
究成果を合わせて考えると、森の中に自生し
ているヤマノイモ個体というのは、ほとんど

クローン繁殖
有性繁殖

ムカゴ由来なのではないかと想像されます。

親の遺伝子型そのまま

そこで、今度はヤマノイモ用のマイクロサテ

親の遺伝子を半分受け継ぐ

ライトマーカーという遺伝マーカーを開発し
クローン繁殖としてはムカゴを作ります。

て、自生地のヤマノイモ個体の遺伝子型を調

ヤマノイモのムカゴというのを見たことがあ

べてみました。森の中でヤマノイモの位置を

る方もいらっしゃるかと思います。有性繁殖

記録し、その葉を取ってきて遺伝解析をして

では、種子事態はメスの株にできますが、ク

やります。すると、ムカゴ由来のヤマノイモ

ローン繁殖によるムカゴはオスの株にもメス

個体というのはほとんどいなくて、種子由来

の株にもできます。有性繁殖というのはオス

のヤマノイモ個体ばかりで集団は構成されて

とメスの遺伝子を受け継ぐので、種子の遺伝

いそうだ、ということがわかりました。今現

子は各親の遺伝子の半分ずつから構成され

在は、その理由を明らかにする研究を基盤Ｃ

ています。しかし、クローン繁殖であるムカ

で行っています。

ゴでは、先にも触れましたが、作られた親の
遺伝子と全く同じ遺伝子で構成されるため、
「クローン（分身）
」になります。
このヤマノイモという植物を使って今まで
にした研究としては、オスとメスでムカゴの
−22−

私と夫は飛行機と新幹線を乗り継ぐ距離
基盤Cで研究中:ウイルス感染に対する
有性繁殖と無性繁殖の抵抗性

で別居結婚しております。一緒に同居したの
は娘の産休・育休の間だけです。育休復帰

モザイクウイルスに感染したヤマノイモ
→植物個体の生存に大きな影響を与えているのでは？

後は、娘を連れて秋田にもどって、現在に至
ります。復帰の際には、私の両親を関東から

１．ヤマノイモの遺伝的多様性とウイルス
感染率の集団間変異

呼び寄せました。娘が 3 歳までという約束で

２．ウイルス感染ヤマノイモ個体の生理的
抵抗性の違い

同居してもらっています。

大学・学科の支援状況

ヤマノイモはモザイクウイルスに感染しま

別居結婚

す。感染するとヤマノイモの葉はモザイク模

妊娠中の登山実習
講師を雇ってもらい免除

産休に入り、初めて夫と同居
娘出産

様になり、農地では収量が下がるということ

代替教員の確保

産休・育休

で、非常に嫌気されているものです。ムカゴ

夫を置いて、娘を連れて秋田県立大に復帰
育休中の科研使用・学外
現在に至る
からの論文アクセス許可

由来の個体は種子由来の個体に比べて、こ
のウイルスに弱いのではないかと仮説をたて

実習での宿泊減免等

研究を続けています。
次に、妊娠中から復帰後まで大学側がど
のような支援をしてくれたかということにつ
いてちょっと触れたいと思います。私の学
科は泊りがけの実習がウリの一つであります
が、私の担当パートは登山を伴います。妊娠

研究と育児の両立

期間中の登山は体調急変の可能性もあるた
め、学外講師を雇ってもらい、免除していた
だきました。

さて、ワークライフバランス関係のことに
ついてもコメントしてほしい、という講演依
頼でしたので、少し紹介したいと思います。

産休・育休期間中は代替教員を確保して
いただきました。私が職場復帰した後も半年
間継続して代替教員を雇用していただいた
のですが、本当に助かりました。娘を保育園
に通わせ始めた半年間は、驚くほど次々に娘

家庭状況
別居結婚
産休に入り、初めて夫と同居
娘出産

私の両親を関東から呼び寄
せ同居中。娘が3歳までの
約束。

産休・育休
夫を置いて、娘を連れて秋田県立大に復帰

が（私も）病気にかかりました。代替教員が
いてくれたおかげで、急な保育園の呼び出し
への対応や病児の看病を何とか乗り切れた
と感じております。
また、育休中に科研費の使用を許可して

現在に至る
朝・夕の夫とのFacetime
＆
3－4週間に1度の夫の来秋

いただきまして、乳飲み子を抱えてですけれ
ども、野外調査もこなせました。また育休期
−23−

間中に過ごしていた夫自宅から、県立大学

本日は賞をいただき本当にありがとうござ

図書館を経由し学術誌への外部アクセスが

いました。また、講演をご清聴いただきあり

可能でしたので、娘が昼寝している間に、

がとうございました。

少しずつ論文作成も進めることができまし
た。
復帰後の支援については学科教員の皆様
に配慮いただいているところです。
たとえば、
宿泊実習時の当直業務をかなり免除してい
ただいています。

感謝
研究教育を続けてこられたのは、
大学の学長・理事・事務局の支援
研究室の教授・准教授を中心とした学科教員のあたたかい配慮
研究室学生の自律的研究姿勢
共同研究者の配慮
夫の叱咤激励
とともに、なにより

私の両親のサポート

これまで育児をしながら研究を続けてこ
られたのは、大学初の代替教員採用を英断
していただいた大学の学長、理事のお蔭で
ありますし、科研費使用については柔軟な
事務局の対応があったからです。また研究
室の教授、准教授を中心とした学科教員の
温かい配慮や心配りのおかげです。加えて、
研究室学生も自律的に研究しており、私が
細かく指導しなくてもやってくれるというと
ころも助かっています。宿泊を伴う野外調
査は、娘が幼いころは厳しいわけですが、
「無
理をしなくても今年は自分たちが頑張るか
らいいよ。
」と言ってくれた共同研究者の配
慮というのもありがたかったです。また、常
に論文は書き続けなければいけませんとい
う夫の叱咤激励もあったと思います。最後
に、両親のサポートには感謝してもしきれま
せん。
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平成 26 年度女性研究者支援
コンソーシアムあきた賞

ワーク・ライフ・バランス部門
いしざわ

ち か こ

【授賞者】石沢 千佳子 氏
秋田大学大学院工学資源学研究科

講師

研究テーマ「情報漏洩の防止を目的とした残留ファイルの検出に関する研究」

平成26年度女性研究者支援コンソーシアムあきた 男女共同参画推進シンポジウム

No.1

No.3

1. 略歴
1992年（平成4年）
同年
1995年（平成7年）
現在

育児中の研究活動の紹介

秋田大学大学院 工学資源学研究科
石沢 千佳子

2000年

平成26年11月28日

こんにちは。秋田大学の石沢です。ご紹

秋田大学 鉱山学部 資源化学工学科 卒業
㈱富士フイルムソフト開発センター秋田 入社
秋田大学 鉱山学部 情報工学科 教務職員
秋田大学大学院 工学資源学研究科 講師

2012年

初めに略歴についてですが、私は平成 4 年

介いただきましてありがとうございました。

に秋田大学鉱山学部を卒業しました。その

簡単ではありますが、私の育児中の研究活

後、一般企業に就職し、3 年間だけ会社勤め

動についてご紹介させていただきたいと思い

をしました。その後、母校である秋田大学に

ます。

教務職員として採用していただき、現在は工
No.2

学資源学研究科で講師をしております。教
務職員として採用されてから現在に至るまで

講演内容

の間、
「育児をしながら学位を取得する」こ

1. 略歴

とを経験しましたので、本日はその内容につ

2. 利用した制度および周囲からの協力・支援
3. 研究紹介

いてお話したいと思います。人生は山登りに

4. 今後の活動に向けて

例えられることがありますが、私の場合、出
産後、育児をしながら一つ目の山を登り、そ
の後、少し落ち着いてから二つ目の山を登っ

本日のお話は、このような内容で進めてい

て、一昨年に学位を取得したところです。

きたいと思います。
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No.4

2. 利用した制度および周囲からの協力・支援

インターネットを使える環境が未だ整ってい
なかったので、紙の書類を郵送して貰うこと

(1) 利用した制度
出産・育児に利用可能な制度※1
有給・無給

2000年頃

産前休暇

産前8週間

〇

－

有給

6週間

配偶者出産
付添休暇

～2日

－

〇

有給

育児参加休暇

～14日

－

〇

有給

産後休暇

産後8週間

〇

－

有給

育児休業

～3才

〇

〇

無給

保育休業

～1才，30分×2回/日

〇

〇

有給

種類

取得可能期間

5 月という年度の変わる時期であり、自宅で

女性※2 男性※2

に加え、学会参加手続きの代行なども行っ
て貰いました。また、毎年 4 月になると学部
4 年生が研究室に配属され、卒業研究が始ま
りますが、その開始時期を研究室全体で工

～1才?

夫していただきました。具体的に言いますと、

※1・・・国立大学法人秋田大学職員規程より一部抜粋， ※2･･･常勤職員の場合

私が出産・育児のために利用した制度は、

産後休暇が 5 月迄でしたので、4 月、5 月は
研究室全体でゼミを行ったり課題を出したり

産前休暇、産後休暇、保育休業です。ご存

と、研究の開始に向けた準備を行い、6 月か

じの方もいらっしゃるかもしれませんが、保

ら研究テーマに沿って各自の研究を開始する

育休業とは、子供が 1 歳に達するまでの期間、

というスケジュールに調整して貰いました。

1 日 2 回 30 分ずつの休みを取得できるという

保育休業期間中は、実習室の巡廻業務を

ものです。私の場合、保育休業を朝と夕方

免除して貰いました。私の所属する情報工学

に取り、周りの人よりも遅めに出勤して早目

科ではコンピュータ実習室を所有しており、

に帰る生活を 1 年間続けさせていただきまし

学生は空き時間に自由に使用できますが、安

た。初めての育児で最初は保育園の送迎で

全確認のために夕方 6 時以降、教職員が交代

さえままならなかったものですから、時間短

で見回りを行っています。そこで、保育休業

縮勤務は大変有り難いものでした。

中はこの業務から外して貰うといった配慮を
No.5

していただきました。また、研究室では、研
究の打ち合わせや実験が夕方迄に終わるよ

2. 利用した制度および周囲からの協力・支援

うに、開始時間を早目に設定するなど、時間

(2) 周囲からの協力・支援
①産前・産後休暇中
・書類等の郵送
・学会参加事務手続きの代行
・研究室所属学生の研究指導スケジュールの調整
②保育休業期間中
・実習室巡廻業務の免除
・研究打ち合わせ時間の調整
③休暇・休業の終了後
・研究打ち合わせや実験等を業務時間内に実施するスケジ
ュールで研究室全体が運営されている

配分には随分と気を使っていただきました。
研究の打ち合わせなどを早目の時間に設
定するスタイルは、この時以来ずっと続いて
おり、研究室に定着しています。そのお陰で
私は、業務時間内に集中して仕事をすること

★育児経験者や育児中の人達が周囲に多い
→ 話し易い雰囲気であり、チームワークの良さに助けられた

ができていると感じています。

利用した制度は以上の 3 つですが、実はこ

私が育児をしながら仕事を続けられたの

の間に、職場の方々から沢山の協力・支援を

は、このように環境を整えていただいたこと

いただきました。

に加え、身近にいた方々からの理解があった

その一例ですが、産前産後休暇中は、職

からだと思います。私の上司は男性の先生で

場に届いた書類を定期的に自宅へ郵送して

すが、共働きで育児を経験されてきた方でし

貰いました。休暇を取得した時期が 3 月から

たので、育児に関しても大変理解があり、精
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神的にも随分と支えていただきました。また、

そこで、学会に参加するメンバーを前半組や

同僚の中にも育児中の方がいました。育児経

後半組といったグループに分けて行動したり

験者や育児中の方が周りに多かったため、話

しています。
家庭では、私、夫、実家の両親のスケジュー

し易く、
「お互い様」という雰囲気の中でチー

ルを全員で共有しています。私が出張の間は

ムワークの良さに助けられてきました。
No.6

2. 利用した制度および周囲からの協力・支援

夫が子供の世話をしますが、たまに 2 人の出
張が重なってしまうこともあります。このよ
うな場合には実家の両親の出番なのですが、

(3) 心掛けたこと
①時間の使い方
・「直接会って行うこと」と「個人で行うこと」の切り分け
・「直接会って行うこと」を業務時間内に優先的に行う
②報告・連絡・相談を密にする
職場では・・・
・研究の進捗状況
・育児に関すること（子供の体調や学校行事予定など）
・学会（出張）に行くための工夫、など
家庭では・・・
・家族でスケジュールを共有
・役割分担と予行練習
・保育園や学校（保護者の会）との情報共有

誰が子供を保育園に送って行き、誰が迎え
に行くのか、といったことまでも保育園や子
供の周りの方々に伝えると共に、予行練習も
行っていました。
No.7

3. 研究紹介（1/4）

私自身が心掛けたことは時間の使い方で

「情報漏洩の防止を目的としたファイル操作ログの取得
と残留ファイルの検出に関する研究」

す。学生さんと研究の話をするなど「人と直

 ユーザの過失によってファイルがコンピュータ（PC）に残留し、
情報漏洩が発生する場合がある。

接会って行うこと」と、データ整理など「自
分一人で行えること」を切り分け、優先順位

①ファイルの持ち出し

②ファイルの残留

を付けて行いました。

ファイルを残留させない
ことが重要
情報の流出
③ウィルスに感染など

また、報告・連絡・相談、いわゆる「ほう

組織内部のPC

外部（自宅など）のPC

れんそう」を密にするようにしました。職場

情報漏洩の発生例

では、仕事の進捗状況は勿論のこと、育児

このように過ごしてきた中で私は、持ち

に関することも意識して「ほうれんそう」し

帰った仕事を家でするときに、データを紛失

ました。例えば、子供の体調が悪そうなと

したり、壊したりすることなく、安全に使い

きに前もって周囲に伝えておいたことによっ

たいと考えるようになりました。そこからヒ

て、急に帰宅しなければならない状況になっ

ントを得て、自宅で大切なデータを扱う際に

ても大丈夫なように、対処していただいたこ

情報漏洩を起こさないようにするための方法

とが多々ありました。

について研究を始め、この研究が学位の取

私は学会に参加するために出張に行くこと

得に繋がりました。

がありますが、学会は 3日間から 4 日間といっ

どのような研究かと言いますと、職場のパ

た長い期間開催されます。しかしながら、こ

ソコンから USB メモリに実験データなどを

の期間ずっと家を空けることは難しかったの

コピーして持ち帰り、自宅のパソコンで作業

で、前半だけ参加する、または後半だけ参

を行った後、
再び職場に持っていくのですが、

加する、という方法で出張に行っておりまし

自宅のパソコンがウィルスに感染すると中に

た。学会期間中は自分自身の発表もあります

残されていたデータが漏洩する場合があり

が、研究室の学生さん達の発表もあります。

ます。これを防ぐためには、自宅のパソコン

−27−

内にデータを残さないよう、必ず消去するこ

No.9

3. 研究紹介（3/4）

とが大切なのですが、
「消去することを忘れ
てしまう」とか「ファイルを何処に保存した

ファイルの情報が登録される
（インデックスが変更される）

のか分からなくなる」といった過失が起こる
場合があります。私自身がよく忘れる方なの
ファイルをコピー
する前の状態

で、このような過失を防止することによって

ファイルをコピー
した後の状態

ファイル操作とインデックスの変更処理の関連
ファイル操作

インデックスの変更処理

作成

追加＋書き換え

コピー

追加＋書き換え

置換

書き換え

更新

書き換え

削除

削除

移動

削除＋追加

名称変更

改名

情報漏洩を未然に防止できるのではないか

 PC内のファイルインデックス（ファイルの一覧）に加えられる
変更処理に基づいてファイル操作を推測

という視点で始めた研究です。

 ファイル操作の履歴（ログ）を調査することによって、ファイル
が削除されたか否かを判別
No.8

そこで、ユーザがパソコンを操作したと

3. 研究紹介（2/4）

きに、パソコン内でどのような変化が起こる

目的

のかを調べました。その結果、着目したもの

USBメモリからPCにコピーされたファイルの残留を検出する手法

が、パソコン内にあるファイルの一覧情報で、
ファイルをコピー

ユーザ

外部のPC

ユーザの行った操作を
把握するためには？

ファイルインデックスと呼ばれるものです。

残留ファイルを見つけ
るためには？

これは、本に例えると目次のようなものです。

file.docが残留しています

このファイルインデックスは、ユーザが操

提案手法のイメージ

作を行う度に書き換えられて状態が変化し

そこで本研究では、USB メモリからパソ

ていきます。ですから、
「ファイルインデッ

コンにコピーされたファイルの残留を検出す

クスの状態を見ることによって、行われた操

る方法を考えることを目的としました。

作を把握できるのではないか？」
、
「更に、行

イメージとしては、ユーザが USB メモリ

なわれた操作を追跡することによって、ファ

を自宅のパソコンなどに接続して使用した場

イルが削除されたかどうかを知ることができ

合、作業を終えるときに、
「ここにファイル

るのではないか？」と考えました。

が残留していますよ」というような警告を表

スライド内の左上の図は、パソコン画面の

示してくれるものです。しかしながら、この

例ですが、ファイルをコピーすると、そのファ

ような仕組みを作るにためには、
「ユーザが

イルの絵が画面に表示されます。この絵が表

行なった操作を把握するためにはどうしたら

示されたということは、ファイルインデック

良いのか？」や「残されたファイルを見つけ

スにファイルの情報が追加されたことを意味

るためにはどうしたら良いのか？」といった

しています。表に示すように、ファイルの作

課題がありました。

成やコピーが行われると、ファイルインデッ
クスには情報が追加されたり書き換えられた
りします。また、ファイルの削除が行われる
と、ファイルインデックスからも情報が削除
されます。このようなことを調べ上げて研究
を進めてきました。
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3. 研究紹介（4/4）
ファイルインデックスの
変更処理

ファイルの
保管場所

言い訳にせずに、色々なことに対して、どう
したらできるのかを前向きに考えていきたい

ファイル名

と思っています。

ファイル操作

これまでは、周囲の方々が私の状況を察し

追加
コピー

削除

移動
改名

て事前に対策を立ててくれていたお蔭で、研

名称変更

書き換え

更新

究も育児も続けられたと思っています。これ

ログの例

からは自分からアイディアを出し、積極的に
行動できたらと思います。
検出結果の例

スライド内の上の図は、ファイルインデッ
クスの変更履歴を記録したものです。図の
左側がファイルインデックスの変更履歴を表
していて、どのような変更が施されたのかが
分かります。この変更履歴に対応する操作を
右側に表しましたが、ユーザがファイルをコ
ピーした後、そのファイルを移動し、更に名

まだ先のことかもしれませんが、子育てが
一段落すると、今度は介護の仕事があると思
いますので、それに向けての情報収集なども
始めていきたいと思っています。
以上、ざっくりとした話ですが、これで私
の話を終わりたいと思います。何かの参考に
なれば幸いです。
No.12

前を変更後、上書き保存を行ったことが分か
ります。そして、変更履歴に基づいて検出さ
れたファイルの情報を警告メッセージとして
表示するものを作成しました。

ご清聴ありがとうございました

現在は、検出されたファイルを自動的に消
去する方法について研究を進めているところ
です。
No.11

4. 今後の活動に向けて

ご清聴ありがとうございました。

・育児中であることや仕事（研究）をしていることを
言い訳にせず、どうしたらできるようになるのかを
前向きに考える。
・介護との両立に備え、準備を始める。

以上が私の行ってきた育児中の研究につ
いてです。
今後も「育児中だから」ということや「仕
事をしているお母さんだから」ということを
−29−

パネルディスカッション

「自らが選択するワーク・ライフ・バランス
−理想と現実−」
〈パネリスト〉

秋田県立大学生物資源科学部

准教授

佐

藤

奈美子 氏

秋田県農業試験場原種生産部

部長

北

川

悦

子氏

秋田大学大学院工学資源学研究科

准教授

奥

山

栄

樹氏

〈コーディネ－ター〉秋田大学学長補佐（男女共同参画担当）
教育文化学部 教授

渡 部 育 子

▼渡部：渡部育子でございます。よろしくお

秋田大学の方では今度 1 月 1 日から中学校に

願いいたします。

入る前まで取れるようになるということで、

ただいまから会場の皆様方と一緒に「自ら
が選択するワーク・ライフ・バランス－理想

年々状況が変わってきたなというふうに感じ
ております。よろしくお願いいたします。

と現実－」ということについて考えてまいり
たいと思います。
パネリストの先生方に簡単に自己紹介を一
人ずつお願いいたします。奥山先生からお願
いいたします。
▼奥山：秋田大学の奥山と申します。よろし
くお願いします。
私は専門が機械でして、このワーク・ライ
フ・バランスというと全く関係のない分野に

▼渡部：ありがとうございます。それでは北
川先生、お願いいたします。

なっています。その私がなぜ、この場に来て
いるのかと言いますと、私が、秋田大学に勤

▼北川：農業試験場原種生産部の北川と申

務する男性の中で初めて育児休業を取った

します。よろしくお願いいたします。
農業試験場は公設試ですが、大学とは研

ということで、今日は来ております。
子供が今 10 歳なので 10 年前になりますけ

究環境が違うのではないかと思うところがあ

れども、だいぶそれから状況が変わってきた

ります。公設試では、県の施策に沿った課題

なという感じは非常に受けております。

について、業務命令として試験研究を行うこ

子の看護休暇というのが現在小学校に入

とになっております。

る前まで年 10 日間取ることができますが、
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私の所属する「原種生産部」では、秋田

県の農家の方が使う種子の大元を生産する

私の専門分野は稲の遺伝学でして、植物

業務を担っております。稲、麦、大豆の種子

の体の形がどのような仕組みでできているの

は農家の方が農協を通して予約して購入す

かということを明らかにしていきたいと思っ

ることになっておりますけれども、３段階の

ています。私自身、8 歳と 5 歳の子供がおり

生産工程の最初の２段階が県の責務となっ

ますので、ワーク・ライフ・バランスについ

ておりますので、農業試験場で生産しており

ての現実をできるだけ何かしらお伝えできれ

ます。私はその部署におります。

ばと思っております。よろしくお願いします。

私が何故ここに居るのか考えてみたのです
が、男女雇用機会均等法の前に就職しており
ますので、そこの状況の変化が分かるという
ことで呼ばれたのかなと考えております。
先程、奥山先生から「状況が変わってき
ている」という話がありましたけれども、男
女雇用機会均等法の前からみると非常に変
わっています。
「女性が働くの？」という時
代のスタートでしたので、今はもう私自身は

▼渡部：ありがとうございます。それでは

子供を育てている状況にはありません。職場

皆さまと一緒に考えてまいりたいと思います

の人たちが子育てで難儀されている時に、ど

が、このようなシンポジウムでは、まず現実

のような支援をしてあげられるのかを考える

がどうで、どういう問題があるでしょうとい

立場です。状況が変わってきた中であっても

うところから入ることが多いのですが、今日

やっぱり難儀しているように見受けられる場

は、理想であればこうだと、そこのところか

面がありますので、そういった点について、

ら考えてまいりたいと思います。
奥山先生は育児休業をかなり前に取得さ

今回お話できれば良いと思っております。

れたということですが、休暇等の制度はたく
さんございますので、おそらくすべてを使っ
ておられるのではないと思われます。休暇だ
けではなくワーク・ライフ・バランス、育児
についてのお話が最初に出てきましたので、
まず育児という切り口でまいりたいと思いま
す。その理想というのは、どういうことが考
えられますでしょうか。奥山先生、お願いい
▼渡部：ありがとうございます。それでは佐

たします。

藤先生、お願いいたします。
▼奥山：職場の中ということで言えば、私
▼佐藤：秋田県立大学の佐藤と申します。

の場合は制度を割と使っている方です。例
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えば育児休業を取ったとか、あるいは現在

ですから職場の上司の方が「こういう制度

も時間外勤務の免除などを出していて、こ

があるよ」と紹介するのは、制度を利用する

れも、私が秋田大学で最初ではないかと思

者のプレッシャーを外すきっかけになるかと

うのですが、制度があるとそれは労働者の

思います。それは非常にいいことではないか

権利というふうに認識していて、結構遠慮

と思っています。

なく使う方です。

あとは、先程の授賞されたお二人のお話と

ただ、日本ではこういう人が割と少なく

いうのは、非常にリアリティに高いお話であ

て、周りに遠慮する方が多いと思います。私

ると思って聞いていたのですが、
「限られた

が職場で時々聞かれるのが、
「育児休業とか、

時間の中に仕事をしなければならない」とい

時間外勤務の免除とかいう制度があるのは

うのがありましたが、そういった時に現在の

知っているけれど、どうすれば取得できるの

国立大学、秋田大学は国立大学から国立大

ですか？」とか、それから学生が卒業する際

学法人に変わって、前の国家公務員法から労

に「先生は育児休業取られたそうですが、自

働基準法の元で動くようになっていますが、

分も職場で取ることができますか？」という

現在、私共は勤務時間が 8 時 30 分から 17 時

質問を受けることがあります。

までになっております。教員の場合には裁量

学生からすると県外から秋田に来て、秋

労働制になっておりますが、それは厚生労働

田で就職して秋田県内の人と結婚したいが、

省の定めるところの専門業務型の研究職とい

親は遠い所に居る。育児をするのが、父親・

うものになっています。私たちが裁量で労働

母親しかいなければ母親一人では大変だろ

できるのが研究職、研究に関することであっ

うから、自分も育児休業を取れるようにした

て、他の業務、例えば教育とか、それから会

いのだけれども、自分も取る権利があるのか

議とか運営とかは勤務時間内に行わなけれ

と、質問されたりします。どうすればいいの

ばならない。そういったところを考えていく

かわからないようです。

と限られた時間内で会議などを収め、17 時

制度があるのは知っていてもまだ使うこと

には終わりましょう、とした方が育児中で子

がためらわれるみたいな場合に、私の知って

供を迎えに行く人などは、非常にやりやすく

いるケースで非常にいいなと思ったのは、自

なるのではないかなと思っています。そんな

分の部署で育児に関わる人がいる時に、こう

ところです。

いう制度があると上司の方が紹介してくれる
のが良いと思いました。短時間勤務制度とい

▼渡部：先程授賞されたお二人の先生方の

うのも、今は大学でありますけれども、秋田

講演の内容を踏まえてのご発言、ありがとう

大学で短時間勤務制度を初めて使われた附

ございます。

属病院の方よりも先に、日赤の病院で、短時

さて、そこでただいま奥山先生から上司が

間勤務制度を使われた看護師さんの方がい

配慮してあげるということが、ある意味理想

らっしゃいますが、この方の場合も看護師長

に近づけるのではないかというご説明がござ

に制度を紹介されたと聞きました。

いましたけれども、この点について北川先生、
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いかがでしょうか。

ういう制度を実際に現在使っているか、ある
いはこんな制度があったらいいなということ

▼北川：農業試験場だけではなく、公設試

も含めて、もし何かご要望等あればお願いし

では女性研究員がそれほど多くないというの

たいと思います。佐藤先生、いかがでしょう

が現状です。農業試験場には 47 人の研究員

か。

がおりますが、7 人が女性です。7 人がみな
同じ悩みを持っているかというとまた別で、
生活環境等それぞれ違うので抱えている悩
みも違うと思います。
子育てに関しては、公設試も制度的には
非常に充実しています。ただ、それをいかに
使っていくかといった場面で、研究員が制度
をすべて把握していないのではないかと思い
ます。職場の中で女性が少ないものですか

▼佐藤：私は、産休制度を使わせていただ

ら、ケーススタディがまだ少ない。育児休暇

きました。実際に子育てしつつ、仕事をさせ

をとった方は、女性で１人しかいない。

ていただいていて、私の場合は主人がだいぶ

今回、改めて公設試ではどういう制度が

やってくれているというのもありますが、秋

整っているかを調べてみましたが、非常に恵

田市に関して言えば、制度的にはファミリー

まれてはいますが、実際にどうやって使って

サポート制度や、病児保育というものもでき

いけばいいかということは十分周知されてい

てきておりますし、非常に整えられている方

ないのではないかと感じました。経験者が近

ではないかと思います。私自身としては「特

くにいればいいのですが、いない場合が多

にもっとこれを」という制度に対する要望は

いので、情報を周知する場を多く設けていけ

今のところはありません。

ばもっと使いやすくなるのではないかと思い
ます。

▼渡部：ありがとうございます。制度はかな

女性だけではなくて、相手のあることです

り整っているし、ただそれを上司がどううま

ので、ご主人の協力を得るにしても相手方の

く職場の中に定着させてくれるのかというこ

職場の理解がなければ、進まないことです。

とですね。そして何よりも情報提供が必要で

良い事例をたくさん紹介していただくこと

ないのかということですが、これは実現可能

が、ポイントと思っております。

と思われます。
さて、育児や介護などのライフイベント中

▼渡部：ありがとうございます。制度そのも

の研究の方ですが、これに関して、
「もっと

のは整っているというお話で、これは、現在

こういうことがあれば自分の研究はもっと進

の法律を見ていけば、私どもは一般企業より

められるのに」というようなことがありまし

かなり上回っているところもございます。そ

たらお話しいただきたいと思います。大学と
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公設試、あるいは企業の中でも、職場によっ

もできるようになってきていると教えてもら

て若干違ってくるとは思いますが、北川先生、

いました。保育所の方が、病気の子どもを 1

いかがでしょうか。

週間くらいみてくれる民間の病院を紹介して
くれるそうです。今年から始まったというこ

▼北川：公設試の研究員に求められるのは、

とですが、もう少しそういった場所が増えれ

担当業務に対しての成果を出すことです。し

ば使いやすくなると思います。

たがって、論文を書くということは、必ずし
も業務とはなっておらず、本人の努力事項

▼渡部：ありがとうございます。病児保育に

であり、8 時半から 5 時 15 分までが勤務時間

つきましては、私ども秋田大学でももってお

ですけれど、勤務時間外で行っていると思

りますし、今年から市立病院ですとか、中通

います。

病院にできているようでございます。

業務については、周囲の協力が得られる体

佐藤先生、研究の面でこういうことがあれ

制となっていると思います。その一方で、自

ば理想的というようなことは何かございます

分のためのスキルアップの時間というのは、

か。

子育てなどがありますといくら周囲の協力が
あっても、限られた時間の中で制約がかかる

▼佐藤：やはりワーク・ライフ・バランスと

というのは実感します。

いうことで、家のことと仕事を両立させてい
こうとすると、仕事ができる時間というのが
限られてきますので、先程の授賞者講演の中
で話がありましたように、自分の中で工夫は
するとしても、どうしても研究を一緒にやっ
てくれる技術的補助の方を雇用できれば楽
になるだろうな、と思うような場面があると
言えばあります。
ただ、これは、別に育児中の人でなくても、

▼渡部：研究に関してこういうフォローがあ

誰にでも言えることであると思うので、この

れば育児中の方々等はいいのではないかと

場で申し上げるべきことではないかもしれま

いうのは何かございますでしょうか。

せん。

▼北川：子供の病気とか、突発的なところで

▼渡部：ありがとうございます。技術的なこ

す。理解は得られても、突発的な休みなど

とで補助というと、たとえば実験などを補助

計画が立たないところのフォローを得るのは

してくれる方ということでしょうか。

なかなか難しいなと感じます。
最近の状況を若い女性研究員に聞いてみ

▼佐藤：研究では自分で考えて、自分しか

たのですが、子供の病気に対してのフォロー

できない部分というのもありますが、人手が
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あればどんどん進んでいくような部分もあり

は、男女共同参画推進の一環として、コロコ

ますので、そういった部分での補助というこ

ニトーキングという教職員の生の声を聞く会

とです。

を開催しております。そこで育児に関しても
近くにどちらの実家もない時は、子の看護休

▼渡部：ありがとうございます。私ども秋

暇が小学校に入るまででは足りないよねとい

田大学では、現在小学校 3 年生までの子ども

うような声があがってきております。

を有する女性教員と一部男性教員に対して、

そこで、育児に関してもオーダーメイドな

研究支援員を付けるという制度を実施して

個人に合せた支援が必要だということを最

おりますけれども、そういう制度を拡大した

近感じておりますが、そういう突発的なこと

場合に、佐藤先生はそれで研究が進むと考

に組織として対応できることはございますで

えられますでしょうか。

しょうか。奥山先生、お願いします。

▼佐藤：それは確実にあると思います。

▼奥山：学外の仕事という意味だと例えば、
私が迎えに行くのであれば代わりに誰かが
対応しなければならないという形にまずはな

▼渡部：ありがとうございます。
突発的な想定外のことがおきた時、どうす

りますね。これは突発的ではなくて、私が育

ればよいのかというお話がございましたけれ

児休業を取った時の話ですが、その時には

ども、この点につきまして奥山先生、何か理

秋田高専の先生に代替要員として講義をし

想的な対応策はありますでしょうか。

ていただきました。前もってわかっている場
合はそういう形でもいいですが、それ以外の

▼奥山：私の場合、子供が病気などで保育

場合でも、この人が休む場合には代わりにこ

園から呼ばれそうな時は妻と朝相談して、今

の人がやるというような体制を普段から作っ

日は誰が迎えに行くというような形で予め決

ていくことが必要だと思います。

めていますね。例えば今日は私、そうでない

大々的にではないですが、私が知ってい

時や次の日は妻と。両方都合が悪い場合に

る例をお話しします。長岡技大の先生で、こ

は祖母の所にお願いするというような形で対

の先生が国際会議に行く時には別の先生が

応しておりました。

講義をするという、2 人でメインとサブを決

やはり、病気が一番突発的というか、１回

めてというような形でやっているという所が

呼ばれてその日で終わるわけではないので、

あります。そういうのは参考になるかと思い

その後は誰が休むかとかいう計画を立てて

ます。

対応していた時期があります。

それからもう一つ、子の看護休暇とか、育
児休暇とかありますが、岩手大学の場合だと

▼渡部：ありがとうございます。おじいちゃ

孫の育児休暇があるそうです。例えばその孫

ん、おばあちゃんも交えてご家族の協力体

が熱を出したから迎えに行くとか、孫の世話

制ということですが、実は私ども秋田大学で

を子供がやるのを教職員であるおじいちゃ
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ん、おばあちゃんが手伝うという制度があり

しょうか。

ますので、そういった制度も考えようによっ
ては使えるのかなというような気がします。

▼北川：育児休暇の時に代替要員を臨時的
に雇用した事例はありますが、その他の理由

▼渡部：ありがとうございます。岩手大学も

での事例はないようです。業務に差し障りが

大変ユニークな孫の育児休暇という制度が

でることが明らかな場合は、職場全体でフォ

あるようですね。授業あるいは業務を複数名

ローをしてもらえるようにはなっております

で担当するようにして、一人が対応出来ない

が、ただ待っているだけではそのようなフォ

ときに、もう一人が代わりをするというよう

ローは準備されないかもしれないので、既に

な体制を作っておいたらいいのではないかと

用意されている制度を自ら勉強して、周囲に

いうようなお話がありましたが、そういう体

アピールしていくというのも重要だと感じま

制については、佐藤先生、いかがでしょうか。

す。また、個人で抱えておくのではなく、問
題を外に出してみんなで考えてもらうことも

▼佐藤：今伺っていて非常にいい制度だな

必要だと思います。

と、そのようにできればいいなと思いました。
そのような体制が作られ、使われていくた

▼渡部：ありがとうございます。問題を外に

めには、そのコミュニティの構成員の方の中

出して、いろんな人と共有していくことが大

に、いろいろな生き方があって、様々な立場

事だというのはあらゆる場面について言える

の人がいるということを許容していく、そう

ことかと思いますね。

いう雰囲気が出来ていないといけないと思い

これまで、研究を続けるためには、親御さ

ますので、そういう雰囲気を最初に作ること

んのフォローというのはかなりありがたいと

が必要かなと思いました。

いうお話がございましたが、そうして年数が
経っていきますと、フォローしてくれていた
親御さんの介護の問題が出てきます。これも
育児以上に制度そのものも複雑で悩ましく、
まさに多様な支援が必要です。しかも、育児
と違う所はいつ始まって、いつ終わるかわか
らないという問題がございますので、この介
護についてもこれからいろいろ制度を整え、
さらに意識も醸成していく必要があろうかと
思われますが、この点につきまして、もし介

▼渡部：ありがとうございます。北川先生、

護が必要な事態になった時にどうであれば

大学とは多少業務のやり方が違うと思います

一番いいか、少し考えてみたいと思います。

けれども、公設試ではそういうチームプレー
といいますか、代替要員というのはいかがで
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それでは、佐藤先生からお願いいたします。

▼佐藤：そうですね、今、私も夫もどちらの

たのです。本当にあちらこちら、秋田市内外

両親も共に遠方におりますので、今のところ

十何カ所を回りましたが、10 年待ちと言わ

は双方の親の近くに住んでいる兄弟に、かな

れました。施設の面は、自分の力だけではど

りおんぶに抱っこになるのかなという状況で

うにもならないと思います。10 年の介護は、

す。

ウィークデーは母、土日は私と主人と 2 人で

もし自分たちが介護をしなければならない
ということになれば、やはり確実に、おそら

という形でなんとかやり過ごしたという感じ
です。

く育児以上に時間も、もしかすると労力等も

子育ての時は親が居て面倒を見てくれま

かかると思いますが、私自身は今、あまりに

したけれども、介護は支援してくれる人のい

現状から遠すぎて、具体的にこのような制度

ない状態でやらなければならない場面が多

があればというのは思い浮かばないです。で

いかと思います。特に遠距離であればそうい

も、何かしら必要だとは思います。

う状況になるかと思いますので、制度面で休
暇が取れるようになったとしても、安心して

▼渡部：ご両親が遠いというところがまさに

頼めるような施設は必要だと思います。

大学教員の置かれた状況でして、生まれ故
郷で就職するということは非常に少ないとい

▼渡部：ありがとうございます。奥山先生、

うところが大学教員の特徴でございます。ご

いかがでしょうか。制度面では秋田大学は、

指摘ありがとうございます。

整っている方と思いますが。

北川先生、介護についてはこういう支援が
ほしいとかご要望はございますか。

▼奥山：そうですね、制度面ではいいと思い
ます。私の場合ですと、今年父が亡くなり、

▼北川：これまでにいろいろと選択する場面

母もずっと前に亡くなっているのですが、育

がありました。私の最初の職業は宮城県の公

児と比較して親の介護の場合というのは、思

務員でしたが、中途退職しました。何故かと

い通りに行かないという感じが非常にします

いうと、私自身秋田県の出身で、小さな頃か

ね。例えば、親の意向とこちらの意向が合わ

ら「あなたが親を見るのよ」と言われていた

ないという問題もあると思います。

ので、たまたま結婚する相手から「親の面倒

私の父の場合は、該当するような入れる施

を見る」と言われた時、この言葉に私はぐっ

設というのはありませんでした。結局、自宅

と押されてしまいました。それで、宮城県を

と病院の間を何回か往復して亡くなったとい

辞めて秋田に戻って来ました。やはり介護も

うような形でした。

人生を大きく変える場面ではないかと思いま
す。

ですから、介護は自分たちが予定を立てて
やるというのは非常に難しいので支障があり

私は父を亡くしていますが、10 年間認知

ますね。そこをうまくアドバイスしてくれる

症の父を看病いたしました。かなり大変でし

ような所があるとありがたいなと思います。

た。病院や施設など、頼める場所がなかっ
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本日は、さまざまな方いらしておられるよ
うですので、必ずしも研究に特化したことで
はなくても結構ですので、例えば、今回のシ
ンポジウムは女性研究者支援となっておりま
すけれども、
「いや、男性をも支援してくれ
ると女性にもこのようないいことがある」と
か、逆に「女性への支援をもっとすると、こ
れはいずれ男性にも波及する」そういう話で
▼渡部：ありがとうございます。コーディネー

も結構ですので、何かございましたらお願い

ターが発言するのもなんですけど、私も母親

いたします。

の時は大変でした。奈良での学会に出席の
際は、朝病院に行って様子を見て大丈夫そ

▼会場 A：私自身そうですが、最近の助教

うなので、それから夜行の切符を買いまして、

クラスですと、もし研究者夫婦であっても同

学会に出て、新幹線で夜遅く帰り着いて、と

じ大学にいるということはめったにありませ

いう経験がございます。

ん。私自身も私が秋田で主人は岡山ですし、

介護につきましてはかなり個人によって違

私の友人たちを見ても岐阜と静岡、それから

うということと、それから公的な施設が利用

兵庫と広島というようにかなり離れていて、

できるかということもありますけれども、た

最初から別居しています。そういう時は、ほ

だワーク・ライフ・バランスは、特に研究者

ぼ何の支援も受けられない状況です。

の場合、一番研究で重要な仕事をしなけれ

やはり、別居している研究者夫婦に対して

ばいけないような、そういう時に介護と重な

の支援として、例えば、在宅勤務を何日間か

るというような悪いタイミングも多いもので

許可していただくだけで、相手の所に何日間

はないかと想像しておりますけれども、北川

か居て仕事ができますので、非常にいいと思

先生、いかがでしょうか。

います。一緒に住めるというのが理想ですけ
れども、ベストではなくベターな支援がある

▼北川：介護について、あまり詳しく言うと

といいと常々思っております。

これからの方たちがっかりされるかもしれな
い。なかなか一言では言い表せないです。

▼渡部：ありがとうございます。特に研究者
の場合に、勤務先が離れているということが

▼渡部：ありがとうございます。ここで会場

多いですね。しかも距離がかなり離れてい

の皆さまからもご意見を頂戴したいと思いま

るという場合に、ただいま会場からは在宅何

す。
ご意見ある方は挙手をお願いいたします。

日という、そういう勤務形態も制度としてあ

その際にはお名前とご所属をお願いいたしま

ればいいという大変貴重なご意見でございま

す。マイクをお持ちいたしますので、どなた

す。ありがとうございます。

かいらっしゃいませんでしょうか。

このことに関連いたしまして、奥山先生、
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何かございますでしょうか。

携していくことで、ワーク・ライフ・バラン
スの改善ということで何が期待できるのか、

▼奥山：岩手大学にある女性教員がいて、

会場の皆様方からこのコンソーシアムあきた

伴侶が別の大学にいるという場合で、相手

に、これを期待する、あるいはこれを要望す

のところに行って来る際に、何日というので

るというようなことございますでしょうか。

はなくて、旅費を補助するという制度が確か
あったと思います。秋田県立大学も是非そう
いう制度を作って、別居している研究者の方
に留まって研究を続けていただきたいと思い
ます。
▼渡部：ありがとうございます。ただ今の会
場からのご発言に関連しまして、北川先生、
何かございますでしょうか。

▼会場 B：非常に冷たいような見方ですが、
介護にしても子育てにしても、女性であるか

▼北川：夫婦が離れた場所に勤務するとい

らという家族のしがらみとか、あるいはその

う事例というのは、県職員の中ではあまりな

他のしがらみを女性であるから男性よりはや

いですけれども、子育てとか、親の面倒を見

はり縛られなければいけないのでしょうが、

るといった時は、非常に辛いのではないかな

それを取っ払うということがまず必要だと思

と思います。悩み相談をできるような場所が

います。だから介護はもう私は関係ない、そ

あれば改善されていくとは思います。

して自立した研究者であることを認める、そ

このコンソーシアムに参画するまで、公設
試でワーク・ライフ・バランスや子育ての悩

こは冷たいけれども個人の自由だと思いま
す。
ただ冷たい人間であるということをあなた

みを語り合う機会はありませんでした。
こういった大きな輪の中に入れてもらうこ

は引き受けるのであれば、それでやってくだ

とによって、公設試以外の情報をスキルとし

さいと、まずその権利を認めると。だけどや

て身に付けられるのではないかと、非常に期

はり迷いたいということであれば、それは公

待して参加させていただいております。

的な支援、あるいは職場の支援が必要だと
思います。

▼渡部：ありがとうございます。この女性研

だからまずそれは、やはりしがらみをとに

究者支援コンソーシアムあきたは、秋田県内

かく捨てるということの権利を一旦認めない

の高等教育機関、公設試、行政も含め 20 機

と、なかなか女性の自立ということは難しい

関、それから本日企業も参画してくださいま

のではないかと思います。

して、21 機関が参画しております。この女
性研究者支援コンソーシアムあきたとして連

▼渡部：ありがとうございます。
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▼会場 C：女性研究者支援コンソーシアムと

情報処理センターの主任という立場でした

いうことで、今、秋田大学が中心になり、私

が、センター長だった谷口先生という方に、

たち秋田県立大学も参画させていただいて、

私が「育児休業取ります」って言ったら、谷

すごく期待していることがあります。

口先生が「自分の頃であれば、父親が育児

例えば私たちの大学は、それほど大きな

休業を取るというのは考えられなかったけれ

大学ではないので、育児休暇とかその他の

ども、
今はそういう時代なのだろうね」と言っ

お休みの時に、その代替要員が大学内では

てくださいました。先程、北川先生が男女雇

なかなか補えないということがありますの

用機会均等法以前の話をされている時、谷

で、秋田県内の他の大学でも同じような分野

口先生はそこまで考えてお話されていたので

の先生がいらっしゃると補え合えるのではな

はないのかということを今日初めて気が付き

いかと期待しています。もしかしたら範囲を

ました。

東北に広げるとさらにいいのかもしれないで
すが、我々の大学だけではなくて、小規模の

▼渡部：ありががとうございます。北川先生、

大学ですとか、公設試のように、数十人の

お願いいたします。

組織も結構多いと思いますので、それを大き
な組織で実施していただけるとよりいいのか

▼北川：制度を整えていただくことに加え、

なと思います。その辺りを大変期待している

情報交換は重要だと思います。
「女性に限る」

ところです。よろしくお願いいたします。

というのは妊娠、出産だけで、育児、介護は
男女共同でできることですので、女性だけで

▼渡部：ありがとうございます。それでは、

はなく、男性とも共有できればと思います。

パネリストの先生方、この女性研究者支援コ

例えば、公設試の中の男性で育児休業をとっ

ンソーシアムあきたに期待することを一言ず

た方はおらないようです。奥山先生のような

つ、お願いいたします。奥山先生からお願い

事例を教えてあげられたら、男性の考え方が

いたします。

変わってくるのではないかと考えております。
また、本コンソーシアムの実施期間は 3 年

▼奥山：私が育児休業を取得した時に、秋

間ということですが、これを起点にして女性

田高専の先生に代替要員をお願いしたとい

研究者支援が長期的に県内に広がって行く

うようなこともありまして、このコンソーシ

ことを期待しております。中でも、女性研究

アムあきたは、情報交換の場として非常に価

者対象の賞があるというのは励みになるので

値があるのではないかなと思っています。ま

はないかと思っていますので、継続を期待し

だ情報交換とか、情報発信が足りないようで

ております。

すので、もう少し情報が行き渡るようにとい
うのが必要かもしれません。

▼渡部：ありがとうございます。それでは最

最後に一つ紹介をさせていただきたいの
ですが、私が育児休業を取る際に、私は、

後になりましたけれども、佐藤先生、お願い
いたします。
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でこの女性研究者支援コンソーシアムあき
たをより発展させたいと思います。

▼佐藤：ワーク・ライフ・バランスという
となかなか格好の良い言葉ですが、やはり、
家庭に何もしがらみがなかった若い時代か
ら考えると、仕事に使える時間というのも
限られてきますし、研究のペースというの
がどうしても自分が思う理想には達せなく
なるという現実はあります。先程、少し途
中でもお話が出ましたが、やはり何もそう
いうしがらみなくどんどん研究をしていか
れて、成果を出しているような方を非常に
すばらしいと思ってもいます。ただ、
一方で、
しがらみがあって研究のペースが一時期落
ちている状態の人を少し長いスパンで許容
すれば、素晴らしい成果に結びつく場合も
あると考えています。なので、やはり、い
ろいろな生き方を許容できる雰囲気を作る
ための情報交換の場をこのコンソーシアム
あきたでつくっていただければと期待して
います。
▼渡部：ありがとうございます。まだ話は
尽きないと思いますけれども、そろそろ時
間になってまいりました。個々の制度につ
きましては、同僚あるいは上司の理解等々
ありましたけれども、何と言っても全体の
意識あるいは雰囲気、そして多様性を認め
合う、そういう風土を醸成するということ
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「平成 26 年度女性研究者支援コンソーシアムあきた 男女共同参画推進シンポジウム」
アンケートご協力のお願い
本日は「平成 26 年度女性研究者支援コンソーシアムあきた 男女共同参画推進シンポジウム」にご
参加いただき、誠にありがとうございました。今後の講演会等開催の参考にさせていただくため、本日
ご参加くださいました皆様のご意見やご感想をお聞かせください。
以下の項目について、あてはまる番号に○をつけてください。
Q１．性別

①女

Q２．年齢

①20 歳未満 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代以上

②男

Q３．所属
①秋田大学以外の学校関係者(教員・職員)
⑤大学生・大学院生（秋田大学以外）
⑦秋田大学教職員

②公務員

③NPO 職員

④会社員

⑥その他（

）

⑧秋田大学大学院生・学部生

Q４．どのようにして本シンポジウムをお知りになりましたか。
① チラシ・ポスターを見て

②新聞掲載記事を見て

③秋田大学ホームページ・男女共同参画推進室ホームページ・秋田県女性研究者支援ネット
ホームページを見て

④知人からの紹介

⑤ その他（

）

Q５．本シンポジウムはいかがでしたか。該当するものに○をつけて、理由も教えてください。
①大変満足した

②満足した

③あまり満足できなかった

④満足できなかった

理由

Q６．今後開催してほしい講演会などの要望や、男女共同参画に関してのご意見などございましたら、ご自
由にお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。
秋田大学男女共同参画推進室 coloconi
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「女性研究者支援コンソーシアムあきた男女共同参画推進シンポジウム」
◎参加者数 36名
【アンケート結果】
回答者数 17名
◎参加者数

36名

◎参加者数
◎参加者数36名
36名
回答者数
回答者数17名
17名

◎回答者数

質問１．性別

17名

◎参加者数 36名
男性 18％
回答者数 17名

Q１ 性別

女性……14名

質問１．性別
質問１．性別

質問２．年齢

Q２ 年齢
男性…… 3名

60代 35％

20代…… 1名
30代 … 4名
質問１．性別
質問２．年齢
質問２．年齢

40代 … 6名

50代 … 0名
60代 … 6名
男性 18％
20代
6％6％
20代
60代
35％
60代
35％

男性
男性
18％
18％

質問２．年齢

60代 35％

30代
24％
30代
24％
女性 82％

女性
女性
82％
82％

質問３．所属

Q３ 所属

本学以外の教職員
35％

秋田大学教職員
35％

本学以外の教職員……………………… 6名
質問２．年齢
質問３．所属
質問３．所属

女性
82％
40代
35％
40代
35％

質問３．所属
質問４．どのようにして
質問４．どのようにして
本シンポジウムを知ったか
本シンポジウムを知ったか

公務員…………………………………… 3名
20代 6％ 0名
NPO職員…………………………………
60代 35％
会社員……………………………………
1名

その他
その他
秋田大学教職員
29％
29％
その他
35％
6％

秋田大学教職員
本学以外の教職員
秋田大学教職員
本学以外の教職員
大学生・大学院生（秋田大学以外）…
0名
30代 24％
35％
35％
35％
35％
その他…………………………………… 1名

チラシ・ポスターを
チラシ・ポスターを
本学以外の教職員
見て
見て47％
47％ 35％

秋田大学教職員………………………… 6名

会社員 6％

秋田大学大学生・大学院生…………… 0名

女性 82％

その他
その他
6％6％

40代 35％

Q４ どのようにしてシンポジウムを知ったか
会社員
6％6％
会社員
公務員
18％
公務員
18％
チラシ・ポスターを見て………………
8名
新聞掲載記事を見て…………………… 0名

満足した………………………………
大変満足した 14名
満足した
あまり満足できなかった………………
0名
18％
82％
満足できなかった……………………… 0名

質問４．どのようにして
知人からの紹介………………………… 2名
本シンポジウムを知ったか
その他……………………………………
5名
質問５．本シンポジウムの感想
質問５．本シンポジウムの感想
その他
満足した
満足した
29％
82％
82％

知人からの
紹介 12％
公務員

ムの感想

質問５．本シンポジウムの感想

チラシ・ポスターを
大変満足した
大変満足した
見て 47％
18％
18％

ホームページを
見て 12％

18％
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満足した
82％

その他
29％

質問４．どの
本シ

その
29
知人からの
紹介 12％

18％

その他
6％
知人からの
知人からの
ホームページを
ホームページを
Q５ 本シンポジウムの感想
紹介
12％
紹介
12％
見て
見て12％
12％
質問５．本シンポジウムの感想
会社員 6％
公務員 3名
18％
大変満足した……………………………

ホームページを見て…………………… 2名

以外の教職員
35％

公務員

質問４．どのよ
本シン

大変満足した
18％

知人からの
紹介 12％

質問 5）本シンポジウムはいかがでしたか。該当するものに○をつけて、理由も教えてください。
① 大変満足した（3 名）
【理由】 ・悩みは様々だが、情報を共有する場としてコンソーシアムあきたが動いているきっかけとなったの
ではないでしょうか。
・賞を受賞された先生方の講演が興味深かったです。制度が整っていても育児が大変であること、し
かし前向きに研究を続けられていることがわかりました。
・あきた賞受賞者のお2人のご報告が素晴らしく、支援を活用しながら優れた業績をあげておられる
女性研究者の存在が光ったと思います。若手研究者の目にもっと多くふれると良いと思いました。
② 満足した（14 名）
【理由】 ・参加者が少ない。内容が良かったので残念です。
・女性（若手）研究者の努力、工夫、組織的支援等の具体例が興味深かった。病児保育２ヶ所では
少ない。又、子供にとって保育園が変わるという環境変化は大変なことだ。親戚が近所に居ない場
合、子育てサポーター（地域住民）が近隣者に１〜２名もてるように市町村の支援制度をつくるべ
きだ。政治、政策で動いてほしい。介護の支援も多くのニーズがあると思う。
・いろいろな立場の方の意見が伺えた。貴重なデータも拝見でき、考えを深めることができた。
・受賞講演で生の体験をお聞きできたこと。
・仕事と家庭を両立している方々のお話は大変参考になった。が全体的に少し長い。
・受賞選考基準が応募要項記載内容のままで、当選者と落選者は何が違ったのかを聞けなかったのが
残念でした。これでは来年以降再チャレンジしようという気になれず、かえって研究意欲を落とす経
験となりました。受賞講演はお二方とも素晴らしく楽しく拝聴させていただきました。
・パネルディスカッションが大変有意義でした。次回は企業内での取り組みや保育園側からの話など
も聞けたらと思いました。
・多様な話を聞けたこと。課題が見えたこと。
・いろいろな考え方を知ることができた。
質問 6）今後開催してほしい講演会などの要望や、男女共同参画に関してのご意見などございましたら、ご自
由にお聞かせください
・「マタハラ」を脱却し、
「妊娠・出産・育児」を社会・職場で祝福するよう、トップ・上司・同僚の風土を築
いていくことと、制度的なバックアップも重要。大活躍している政治家・研究者・社長にも母親がいた事を
忘れないことが大切と感じた。
・介護問題が大切と思うので…。医療制度と実際の違い！！
・大都市と秋田県・秋田県内、秋田市と他地域の制度の差や女性が社会で働く事への地域での意識の差につ
いて表現して欲しい。
・共働きの男性、組織の管理職にどんどん参加してもらうことが重要。介護についての企画もお願いしたい。
・奥山先生が育児休暇を取得し、育児に積極的に関わる事により、職場全体のチーム力が向上し業績（研究
成果？）が上がった等のエピソードをふまえた管理職向けのセミナー等。
・業として研究している方（アカデミックのポストにある方など）の業績が優れているのは当然のことだと思
います。そうではなく、研究ではない本業の仕事を持ちながらアフターファイブあるいは休日のみの限られ
た時間で研究している人たち、ＩＦや論文数は確かに劣るかもしれませんがそのような人たちにも光があた
る機会があってほしいなと思います。選考枠を検討していただけたら嬉しく思います。男女共同参画に意識
の低い上司をどのようにしたら変えていけるか、講演してもらいたいです。
・パートナーが単身赴任していて、実家も遠いという方がワークライフバランスを確保できたら良いだろうな
…と感じました。
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女性研究者支援コンソーシアムあきた男女共同参画推進シンポジウム

「自らが選択するワーク・ライフ・バランス
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