
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） 

ワークライフバランス 

実現への取り組み  

     山形大学 

 

山形大学 男女共同参画推進室 
http://www.yamagata-u.ac.jp/kenkyu/danjo/ 

E-mail :     danjo@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 

1 

http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html


山形大学における 

男女共同参画の目的とは・・・ 

  

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） 

  「山形大学の学生及び教職員が性別にかかわらず、あらゆ

る活動において個性と能力を発揮でき、かつ、学業・仕事と生

活の調査（ワークライフバランス）を実現すること」です。 

 男女共同参画推進室では、この目的を実現するために、さ

まざまな施策を実施しています。本パネル展では、本学の男

女共同参画の取り組みの一部を、ご紹介します。  
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男女共同参画推進室の場所を 

知っていますか？ 
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【山形大学の男女共同参画への歩み】 

平成21年１月 「山形大学男女共同参画推進宣言」                            

平成21年４月 ｢男女共同参画推進委員会｣の設置  

   同  「山形大学男女共同参画推進に関する規程｣を制定   

平成21年５月～ 平成23年度まで3年間 

     平成21年度科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業に 

    ｢山形ワークライフバランス・イノベーション」として採択        

平成22年６月 「山形大学男女共同参画基本計画」 を策定  

【山形大学の男女共同参画の体制図】 
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これまでの取り組み 
【 意 識 改 革 】 

●男女共同参画シンポジウムの開催 
① 平成21年1月23日開催 

 「みんなでさんかく」 

板東久美子  
内閣府男女共同参画 
局長による基調講演 

結城学長による 
男女共同参画推進宣言  

② 平成22年2月12日開催    
「見つけよう！あなたのワークライフバランス」 

有賀早苗 北海道大学
副理事・女性研究者支
援室長による基調講演 

パネルディスカッション 

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） 

② 平成22年11月12日開催 「女性研究者の育成と支援 
The 3rd symposium on Gender Equality: Toward Encouraging Women in Academic Career」 
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郷通子 情報・システム研究
機構理事 前お茶の水女子
大学学長による特別講演Ⅰ  

キャロライン ケイン UCバーク
レー校 分子・細胞生物学部名
誉教授による特別講演Ⅱ 
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●男女共同参画フェスタの開催 

① 平成21年6月16日～29日 

★図書館入口において、「ワークライフバ

ランス」等の文献を紹介 

★図書館内シアターでの映像資料の紹介

と映画の上映会。 

     参加者：本学学生 約50名  

② 平成22年6月22日～7月5日 

★インフォメーションセンターにおいて、 

  男女共同参画に関するパネルの展示 

★映画でおしゃべり 男女共同参画カフェ 

★男女共同参画フェスタ 公開授業 

  参加者：本学学生・教職員・一般市民  
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●女性研究者と学長・学部長の懇談会 
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 女性研究者の置かれている状況を周囲が理解し、ワークライフバランス実現のための意見交換の機
会となるよう、平成22年度より、学長・学部長と女性研究者との懇談会を各学部にて実施しています。 
平成22年度は、懇談会の参加延べ人数は22７名でした。 

工学部 人文学部 医学部 

地域教育文化学部 理学部・基盤教育院 農学部 

映画でおしゃべりカフェ 公開授業の様子 

 平成21年度に引き続き、男女共同参画週間に合わせて、平成22年度
も「男女共同参画フェスタ」をインフォメーションセンターにて開
催しました。 
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●ニューズレターの発行 

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） 

主  な  内  容 

第 

３

号 

１．「山形大学男女共同参画基本計画」の策定に当たって 山形大学長 結城章夫 

２．「山形大学男女共同参画基本計画」（平成22年6月策定） 

３．「男女共同参画フォーラム～女性にとって魅力ある工学部とは～」5月10日 

４．「高木直教授 男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」6月22日 

５．「第2回山形大学男女共同参画フェスタ開催」6月22日～7月５日 

６．女性研究者からのThe Message【第3回】理学部 長谷見晶子教授 

第

４

号 

１．「学長・学部長と女性研究者等との懇談会開催」7月8・9日、8月2・9日 

２．「女子高校生・大学対象 国際ナノプランクトン学会公開講座」9月7日 

３．「朗報 山形大学男性育児休業取得第1号」9月27日 

４．「平成22年度山大託児サポーターの誕生」 

５．「第１回アドバイザリー・ボードの開催」7月16日 

６．女性研究者からのThe Message【第4回】農学部 木村直子准教授 

第

５

号 

１．「国際シンポジウム『女性研究者の育成と支援』開催」11月12日 

２．各種の女性研究者支援制度の紹介 

３．「第1回女性研究者交流会lunch meeting を開催しました」12月27日 

４．「女子高校生・大学生対象 女性研究者裾野拡大セミナー開催」 

５．カリフォルニア大学バークレー校のワークライフバランス取組紹介 

６．女性研究者からのThe Message【第5回】人文学部 金子優子教授 

第

６

号 

１．「目指せ！理系マドモアゼル！！理系女子力UPセミナーの開催」1月19日 

２．「各キャンパスでメンター講習会開催」 

３．研究継続支援員制度の利用者からの声 

４．第2回アドバイザリー・ボードの報告 

５．女性研究者からのThe Message【第6回】医学部 鈴木匡子主任教授 
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●女性研究者のネットワークづくり 

 平成21年11月より、ニューズレターを年4回発行しています。平成22年度は、第3号（平成22年７
月）、第4号（平成22年10月）、第5号（平成23年1月）、第6号（平成23年3月）を発行し、教職員・学
生及び学外の男女共同参画関係機関に配布しました。 

 女性研究者のネットワーク作りの一環として「女性研究
者交流会」を毎月開催しています。これまでに7回開催しま
した。どなたでも参加可能です。詳細は右記問い合わせ先
か、男女共同参画推進室のHPをご覧下さい。 

http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html


●ホームページの充実 

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） 

●メールマガジンの発信 

紅花の橙をモチーフにしたオシャレなHPを公開中です。日本語／英語で情報を発信しています！  
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「山形大学男女共同参画推進ぱれっと通信」を毎月1日に、ご登録いただいたみなさまに配信しています。 
平成23年6月からは内容をパワーアップし、山大ライフを満喫するためのお得な情報や、山大リレートーク
エッセイ「ワークライフバランス事始め」を掲載中です。 
メルマガの受信登録は、 
こちら→→ http://www.yamagata-u.ac.jp/kenkyu/danjo/support/mailmagazine.html 

リニューアル特大号（ぱれっと通信第15号 平成23年6月） 

http://www.yamagata-u.ac.jp/kenkyu/danjo/  
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●託児サポーター制度 
 「託児サポーター制度」とは、託児サポーター研修を受講して、「山大託児サポーター」として認定
された「託児サポーター（山形大学の学生）」が、大学（小白川キャンパス）内で、教職員・学生の子
どもの保育にあたる制度です。 

＜託児サポートの流れ＞ 
①子育て中の山形大学教職員・学生が、「託児サポート制度」に登録。 
②託児希望日の３日前までに、託児を依頼。 
③大学内の「ニコニコ託児ルーム」で、山形大学が認定した託児サポーター 
 （学生）が、１３：００～２０：００まで、教職員・学生の子どもを保育。 
  

託児サポーター講習協力機関：ＮＰＯ法人やまがた育児サークルランド 

山形新聞 朝刊 平成21年10日1日掲載 

託児実習中の託児サポーターの学生たち 

【利用登録者数】  （平成23年2月現在） 

  保護者の数（教員、職員、学生）：１５名 

  子どもの数：２３名  
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【平成22年度利用実績】 

  延べ利用時間： ２０２時間  

  延べ利用回数： ５８回 

  子ども一人あたりの平均利用回数： ４．５回  

【託児サポーター登録者数】  （平成23年2月現在） 

  21年度登録： 29名 （女性25名、男性4名） 

  22年度登録： 16名 （女性14名、男性2名）  

【平成23年度の託児サポーター養成講座】 

  説明会 7月13日（水） 16:30-17:00  

  養成講座  9月22・26・27・29 日 終日 

          場所：基盤教育1号館１２３教室 

http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html


●ユビキタス・ワーキング・システム 
 「ユビキタス・ワーキング・システム」とは、学外からはできなかった業務の一部を、学外からも行えるように
することで、利用者の業務と家庭生活との両立を支援するシステムのことです。具体的には、男女共同参画
推進室に利用を申請し、ＩＤ・パスワードを受け取ることで、インターネットを通じて、これまで学外からアクセス
することができなかった学内のページの閲覧や入力が一部可能となります。 

 

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） 

●就業規則の周知徹底 

平成23年5月末までに、１０名の女性研究者の皆様にご利用いただいています。 

  ワークライフバランスの実現のために、山形大学の職員就業規則から、出産・子育て・介護に関する制度
について取りまとめたパンフレットを作成し、平成23年1月に全職員へ配付をしています。 
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●ノートPCの貸出 

【貸出できるノートパソコン・周辺機器】 

 ①ノートパソコン Windows大画面モデル 

（15インチ Panasonic Let’s note F10等） 

 ②ノートパソコン Windows 軽量モデル  

 (12インチ Panasonic Let’s note S9等)  

 ③ノートパソコン Macintosh  

 （15インチ Mac Book Pro）      

 ④Windows用のWebカメラセット  

 （Webカメラ1台とマイク1台）     

 ⑤Mac用のWebカメラセット 

 （Webカメラ1台とマイク1台）     

  ＊①～③のパソコンは１人１台まで、 

   Webカメラは1人2セットまで貸与します。 

【申請要件】 

本学の女性の常勤研究者で以下に該当する方が対象です。 

 ①妊娠中、又は小学6年生までの子育て中の者 

 ②市町村から要介護の認定を受けている親族(同居別居は 

  問わない）を介護している者 

 ③勤務地の都合により、2世帯以上の生計を営んでいる者 

 ④その他、上記理由に準ずる者 
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●巡回聞き取り相談事業 
・「巡回聞き取り相談」とは、巡回聞き取り相談員、及び、男女共同参画推進室員が各キャンパスを
巡回し、女性研究者（教員・博士課程の大学院生）の研究と生活の現状を把握するとともに、女性研
究者が抱える問題を汲み上げる事業です。 
・平成21年度は対象者150人中96名より聞き取り相談を実施しました。実施率は64％でした。 
 
・ 
ワーク 分野(研究・教育)で抱える 
              問題・要望 
 【共通の問題】 
  ・話し相手がいない  
  ・女性研究者を支援する仕組みを知らない 
  ・心理的ストレス 
  ・女性は研究グループも組みにくい 

 【大学院生】 
  ・研究環境への不満 
  ・指導体制への不満 

 【留学生】 
  ・孤独、不安 

 【教員】 
  ・研究費を取るプレッシャー 
  ・（若手教員の場合）キャリアを積む上での不安 
  ・研究・教育・事務のバランスが悪い 
  ・会議の負担「会議の時間で圧迫されている」 
  ・スタッフが足りない 
  ・上層部の考えが見えてこない 

ライフ分野（家庭・生活）で抱える 
               問題・要望 
 【共通の問題】 
  ・研究もしたい、家族（夫）とも暮らしたい 
  

 【未婚・非婚世代】 
  ・結婚・育児への不安 
  ・子どもを育てるのに理想的なロールモデルがあると 
   良い  

 【子育て世代】 
  ・制度上は育休が取れるが、取得しづらい 
  ・子育てを優先したいが、なかなかできない 
  ・女性自身の意識改革の必要性がある 
  ・病児保育・病後児保育への要望 
  ・職場の雰囲気改善、育休等取得可能な雰囲気づくり 
     ・出産・育児への理解が低い 
     ・夕方はいるのが当然という雰囲気 
     ・休むと責められるような雰囲気 
  ・育休期間の延長への要望   

平成21年度調査結果ダイジェスト 

調査名：平成21年度「男女共同参画に係るアンケート調査」 

調査対象：全ての常勤教職員と定時・短時間勤務職員 

回収率：53.8％ （2471人配布中有効回答数1329人） 

質問項目：仕事、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）、 

    生活について問1～問30 

詳細は『山形ワークライフバランス・イノベーション第２部男女 

    共同参画に係るアンケート結果報告書』を参照下さい。 

 

回答者のプロフィール 

 ●全教職員に対するアンケート調査（平成20・21年度） 
生活（ライフ） 

仕事（ワーク） 
 男女ともに「忙しすぎる」とストレスを感じる人が多い。
女性は男性よりも「出勤したくないと感じる」「今の仕事
を辞めたい」と感じる傾向がある。大学教員の業績は分野
や職階の影響はあるが、男女の差はいえない。  

ワークライフバランス  仕事の阻害要因 

 どの職種・性別とも、時間や補助人員などに対し、主たる業務
と関係のない業務など仕事量が多いことを上位に選択。さらに
女性では育児・教育など生活関連の項目が選択される。 

  
  

まとめ 

 仕事が忙しくワークライフバランスに不満を感じている人
が多い。中でも家事、育児、介護などの家庭面の責任は女
性が担う傾向が有り、特に負担感が強い。 
 大きな負担を感じている人を中心に、全ての教職員のワー
クライフバランスを改善することが必要であろう。 

文部科学省 科学技術人材育成費補助金 
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●研究継続支援員制度 
 「研究継続支援員制度」とは、出産・育児・介護等により、十分な研究活動を行うことができない女性研究者
に、「研究継続支援員」を配置して研究の支援を行い、研究活動の継続を支援する制度です。 
 

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） 

●メンター制度 

支援対象者は、本学の常勤研究者（教員・後期博士課程学生・ポストド
クター・医員等を含む。）で、 

①妊娠中、又は小学6年生までの子育て中の者  

②市町村から要介護の認定を受けている親族(同居別居は問わない）
を介護している者  

③勤務地の都合により、2世帯以上の生計を営んでいる者  

④その他、上記理由に準ずる者   です。 

平成23年5月末までに、18名（延べ人数）の皆様にご利用いただいています。 

研究継続支援員を利用している方々の声 

  「メンター制度」とは、平成23年2月から新たに実施した制度で、身近に相談者のいない女性の若手研究者
等が、人的ネットワークを広げ、教育や研究に一層能力を発揮することができるよう、先輩研究者であるメン
ターと相談することができるよう、大学として支援する制度です。 
 
利用対象者：①本学の助教・助手・博士後期課程在籍者・ポストドクター・医員 
        ②在籍3年以下の常勤研究者 
        ③その他、男女共同参画推進室長が必要と認める者 
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メンター
制度
利用者

男女共同参画推進室

メンター

メンター日程等の
連絡・

報告書の提出

利用経費
負担 依頼承諾

内容・日程
等の決定

メンター制度のしくみ 
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【女性研究者の裾野拡大】 

●裾野拡大セミナー  

●基盤教育授業の開講 
 
 「ウーマン・オブ・ヤマガタ」（平成21年度後期 平成22年度後期、平成23年度前期） 
 山形で活躍する女性（研究者・企業・ＮＰＯ等） １１名による講義,             
                                                     講義記録ブックレットの発行 

    

 「ジェンダーの社会学」（平成22年度前期） 

 「ジェンダーの文化人類学」（平成22年度前期、平成23年度前期） 

 「男女について議論する」（平成23年度前期） 

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） 

 

 日 時 タイトル 内  容 結   果 

人

文

学

部 

 

2010 年 

11 月 2 日

（火） 

 

人文学部 OG

が語る日本

近代文学研

究‐女性研

究者裾野拡

大セミナー 

人文学部の卒業生で女性

研究者として活躍中の方

を講師とするセミナー 

参加者数：42 名、（内訳 学生 36 名,教員 4 名,職員 2 名） 

山形大学人文学部卒業生で研究者として活躍しておられ

る赤間亜生氏（仙台文学館 学芸室長）と水野麗氏（秋田

工業高等専門学校 講師）を講師に迎え、ご自身の日本近

代文学研究の概要、研究者を志した動機などについて講

演後、参加者との質疑応答を行った。 

理

学

部 

 

2010 年 

9 月 7 日

（火） 

女性研究者

の裾野拡大

のための公

開講座及び

パネルディ

スカッショ

ン――ナノ

プランクト

ン研究につ

いて－ 

 

高校生・大学生等を招待

し、女性研究者の裾野拡大

のため、国際的な研究の第

一線で活躍している女性

研究者からナノプランク

トンの研究の基本から発

展までを通したパネルを

用いて、研究の面白さなど

を直に伝えてもらう。 

参加者数：不明、講師：原田尚美（海洋研究開発機構）：

女性研究者のライフサイクル 

富田（萩野）恭子（岡山大学）：研究という仕事、Denise 

Kulhanek(米国国立科学財団ポスドク)：ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸの楽し

さ 他 2 名 

女子高校生・大学生が主な対象者であるということで、

それぞれの講師が自分自身の研究者になるまでの道のり

を語った。大学進学での挫折が新たな出会いにつながっ

たこと、就職の内定を断って大学院に進学したこと、南

極観測船では男性 200 人中、女性 1 人だったことなどの

話は高校生の関心を引きつけ、その後の質問も活発に行

われた。 

2010 年 11

月 19 日

（金） 

「次世代を

担う女性研

究者による

未来予想図

～元気な女

子が世界を

変える～」 

 

山形に縁の深い新進気鋭

の女性研究者による生き

生きとした姿を通して、理

系女子の可能性を認識す

る。 

参加者数：115 名、（内訳 高校生 90 名,高校教諭 6 名,大

学生・院生 11 名、大学職員 8 名） 

山形に縁の深い新進気鋭の女性研究者 4 名による生き生

きとした講演（実習を含む）を通して、若い世代の女性

に理系進路への可能性を再認識してもらう。県内女子高

からの参加希望が、当初想定していた人数を遥かに超え

る程の反響があり、課外授業の一環としての開催となっ

た。参加者の感想には、女性が活躍する時が来たことを

実感したとの声が多く寄せられた。参加した女子高から

は、次年度も是非とも開催して欲しいとの要望をいただ

いた。本学関係者にとっても、大学を巣立っていった女

性研究者の活躍ぶりに直接接することが出来たことは、

女子学生への進路指導の参考となった。 

工

学

部 

2011 年 

1 月 19 日

（水） 

目指せ！理

系マドモワ

ゼル！～理

系女子力 up

セミナー～ 

 

女子学生が肩肘張らずに

研究をやっていけるモチ

ベーションを作るため、現

在活躍している新進気鋭

の女性の先生や先輩方の

研究等を伺い、参加者の皆

さんで理系女子について

考える。 

参加者数：65名（内訳 高校生 12人、大学生・院生 38

人、教職員 15人、男性は 1/3程度） 

先生方の招待講演と、日常で撮影した写真を参加者に

示しながらエピソードを紹介し、日常的に考えているこ

とをお話していただくセミナーを開催した。 

アンケート結果を見ると、参加者は招待講演とセミナ

ーに楽しんで参加できたようで、「親近感が沸いた」「研

究者についてのイメージが深まった」など、好意的な意

見が多かった。問題点としては、セミナーの題目の一部

に「女性研究者支援」など、少しでも女性のためのとい

うニュアンスが含まれると、男子学生や男性教職員が参

加しにくくなるようだ、ということだった。 

農

学

部 

 

2010 年 11

月 6日（土） 

大学院生に

聞いてみよ

う！大学で

の研究生活

って、どんな

感じ？――

女性研究者

裾野拡大セ

ミナー in 農

学部 part３ 

 

本学農学部への進学を

検討している高校生およ

び研究室配属前の前期学

部学生を対象とし、農学研

究への興味関心を高める

ことを目的とする。特に、

本企画は、大学院への進学

率の低い女子学生を念頭

に置き、女子学生の修士課

程への進学率の向上を目

指す。 

参加者数：60 名程度（内訳：高校生・大学生、高校生保

護者） 

目的：大学院修士課程学生により研究室での学生生活を

紹介することで、学部後期教育課程の雰囲気を理解し、

農学研究への興味関心を高めること 

第１部 農学部大学院修士学生(4 名)による「大学での研

究生活って、こんな感じ！」 

第２部 覗いてみよう！「生物のミクロな世界」今回は

司会進行も含め、学生 AA 主体で行った。実際に現在学

んでいる修士学生による、自身の研究内容、生の研究生

活、大学院に進学した経緯などのプレゼンテーションが、

非常にわかりやすかった。今回のセミナーは、発表者や

運営に関わった AA学生にとっては、一般の方に自分の関

わっている仕事を説明するよい機会であり、勉強になっ

たと考えられる。 

 平成22年度は、全学に女性研究者の裾野拡大セミナーの開催を呼びかけ、理学部2回、農学部1回、
人文学部1回、工学部1回の合計5回のセミナーを開催しました。 
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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） 

①女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム  

平成22年10月５～６日 於京都大学 

ポスター発表  

③男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム  

  平成22年8月27日～29日 於国立女性教育会館    口頭発表  

④岩手大学男女共同参画推進キックオフシンポジウム 

 平成22年7月29日 於岩手大学   口頭発表 

②山形県男女共同参画センター・チエリアフェスティバル  

平成22年10月17日 於山形県男女共同参画センター・チェリア 

ポスター発表  
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【アウトリーチ活動】 
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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） 

アドバイザリーボード・メンバー      

  赤塚 孝雄 氏 （山形県立産業技術短期大学校長） 

  伊藤眞知子 氏 （東北公益文科大学教授） 

  元村有希子 氏 （毎日新聞科学環境部記者） 

第1回山形WLBイノベーション・アドバイザリーボード 2010年7月16日（金） 
 
○評価できる点 
 ・WLBと女性研究者支援を結びつけて考えている点が評価される。 
 ・学長をはじめ推進体制が全学的にとられている。 
 ・この取組は県内の大学や組織のモデルになる。影響力も大きい。 
○今後、期待する点  
  ・スタートしたばかりであり、これからが鍵となる。制度設計をうまく用意していただきたい。 
  それを公募に書くことでいい先生が来てくれる。 
 ・山形大学は、研究生活を堪能できる場所であるというメッセージを自信をもって出してほしい。 
 ・女性研究者のモデルを若い人に示していってほしい。  
 ・教職員一人ひとりの意識改革を図っていただきたい。県内のネットワーク化も期待したい。 
  ・大学職員の残業をなくし、市民として率先垂範できるWLBをめざしてほしい。 
  ・この取組が全国に知られていないのはもったいない。全国に知らせることも重要だ。 

第２回山形WLBイノベーション・アドバイザリーボード 2011年3月7日（月） 
 
○評価できる点 
 ・基本計画の策定と具体的内容が適切である。 
 ・多くの具体的な活動を進めている。 
 ・予算を最大限に有効活用し、学長が先頭に立って室員が情熱を持って推進している。 
 ・横の連携を作ることが必要。ランチミーティングは良い取り組みだ。 
 ・ニューズレターは写真が多くなり改善された。 
○今後、期待する点  
 ・全学の推進体制が作られたが、今後、いかに部局で具現化していくかが課題。 
 ・補助金終了後の継続が課題。あらゆる手段を使い予算の手当をすることが必要。 
 ・地域として男女共同参画に取り組む必要がある。大学間のネットワーク作りに山形大学が果た 
  す役割は大きい。 
 ・山形大学は環境が整っているということを実感できる機会を作り、既に整っている制度をクリア 
  に伝えることが必要。 
 ・学生が男女共同参画を認識する仕組みを作る必要がある。 

14 

【アドバイザリーボードの開催】 

 「アドバイザリーボード」とは、山形大学の男女共同参画推進のために幅広いアドバイスをいただくために
設置された、外部有識者3名から成る会議です。 
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●男女共同参画基本計画の策定 

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） 

検討会議 主   な   内   容 

H21.12～   
H22.4 

男女共同参画推進室ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

合計6回開催 

「基本計画（案）」を作成し、各種資料をもとに、ミー

ティングで検討を重ねる。 

H22. 2. 5 
「基本計画（案）」について各部局へ意見の取りまとめを

依頼した。 

H22.2.22 第3回男女共同参画推進委員会 「男女共同参画基本計画（案）」について協議した。 

H22.4.13 第4回男女共同参画推進委員会 

新委員7名（各学部の副学部長と基盤教育院の女性教員）

を加えた新たな委員会で、各部局から寄せられた意見・要

望等を踏まえて再度、基本計画案を検討した。 

男女教員比率改善のため、学部ごとに数値目標を設定する

ことに対して議論が集中した。 

H22.5.12 教育研究評議会 
「男女共同参画基本計画（案）」について説明・検討後、

継続審議となった。 

H22.6. 9 教育研究評議会 

「男女共同参画基本計画」が承認される。全学の数値目標

は残し、学部ごとの目標設定は各学部の判断に一任となっ

た。 

H22.7.28 第5回男女共同参画推進委員会 
各部局に、「具体的対応・計画等」の作成と提出（11月末

まで）を依頼。 

H22.12.21 第6回男女共同参画推進委員会 「各部局の具体的対応・計画等」について検討した後承認。 
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