熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

１ 男女の機会均等の実現
①採用、昇進、給与、研修、OJTの機会の平等、積極的是正措置の導入等

・公募文書に、男女
共同参画を推進して
いる旨及び男女共
同参画推進ホーム
ページのURLの記載
を記載する。

・公募文書に男女共同参画を推進し
ている旨の記載について、各部局長
A.教職員の募集に際して、
に依頼（平成22年度）
積極的な広報を行い、優秀
・平成22年度採用に関する公募、応募
な女性の応募数の増加を図
及び採用状況について、各部局に調
る。
査を依頼（平成22年度）

実施
予定

年度初めに、公募文書に、男女共同参
画を推進している旨及び男女共同参画
推進ホームページのURLを記載するよう
各部局等の長に対し、依頼する。

活動
報告

各部局等の長あて各部局等におけ
る男女共同参画に係る取り組みに
ついて依頼した。(7/21）

実施
予定

H22年度に実施済の調査結果につい
て、男女共同参画推進委員会及び室会
議において報告する。
また、女性応募者数の調査方法として、
職員採用時の任用手続きの際に、併せ
て調査を行うことを検討、実施する。

・女性の応募者数を
検証するため、公募
に関する応募者数
の調査を実施する。

E.女性教職員に対する大学
内外の研修の機会を拡大す （未検討）
る。

F.全教職員･学生に対して、
男女共同参画に関わる諸問
題に対応する大学の施策へ
のパブリック・コメントを実施
する。

・男女共同参画推進フォーラム実施の
際、アンケートを実施している。フォー
ラム終了後回収・集計後、HP上に掲
載。
・学生は、事実上未実施。

◎

平成22年度より、応募者数増加の検証

○ を行うためのデータ収集を開始してい

活動
報告

H22年度に実施済の調査結果につ
いて、H23年度第1回委員会及び第1
回室会議において報告した。
また、女性応募者数の調査方法に
ついて、検討の結果、任用手続きと B
併せて調査は行わず、年２回（上・下
半期）に分け調査を行うこととした。

実施
予定

女性教員の採用に際し、インセンティブ
を与えることについて検討してもらうよ
う、人事制度改革検討WGの座長あて依
頼する。

活動
報告

人事制度改革検討WG長あて、女性
教員の採用に際し、インセンティブを
付与することについて検討してもらう
とともに、検討結果を男女共同参画 B
推進室あて報告してもらうよう依頼し
た。(11/22）

実施
予定

調査結果について検証・評価を行い、男
女共同参画推進委員会及び室会議にお
いて、結果を報告する。

活動
報告

部局単位で比較すると達成できてい
ないが、H22年度の大学全体で見た
新規女性教員採用実績は22.4％と
目標を大きく上回っている旨、第１回 B
委員会及び第1回室会議にて報告し
た。

進捗

・各部局の現状について委員会で周
知し、積極的な推進を依頼
C.現在の新規採用の女性教 ・公募文書に男女共同参画を推進し
員の割合を４年後(2010年度 ている旨の記載について、各部局長 （・目標達成状況の
末)に、現在の各部局あるい に依頼（平成22年度）
検証･評価を実施す
は関連分野の博士課程の ・平成22年度採用に関する公募、応募 る。）
女性比率まで増加させる。 及び採用状況について、各部局に調
査を依頼（平成22年度）

・産休及び育児・介護休業期間等があ
る者は、教員の個人活動評価におけ
る評価対象外の扱いとしている。
（H22.1.5大学評価会議裁定）

B

進捗

・女性教員の採用に
B.各部局が、女性研究者・
・定数管理制に代わるポイント制の検 際し、ポイント制にお
教員の採用を拡大した場
討に付随して検討中（平成22年度）
けるインセンティブを
合、人事的配慮としてインセ
与えることを検討す
ンティブの付与を検討する。
る。

D.教職員の業績評価に当
たっては、出産、育児・介護
等に従事したことを考慮す
る。

◎

進捗

平成22年度より、公募の際には、本学
では積極的に男女共同参画を推進して
いる旨公募文書に記述することを各部
局長に依頼し、女性の応募数増加を
図っており、今後も継続していく予定と
なっている。（一部の部局ではそれ以前
より実施。）

る。

平成23年度に人事制度改革検討WGの
座長あて検討について依頼している。

○ また、検討経過について、引き続きフォ

部局単位で比較すると達成できていな
いが、全学的に比較すると、目標を大き
く上回っている。
＜平成22年度の教員採用について＞
・採用があった部局数 14
・うち平成18年度女性割合より女性採
用割合が上回った部局数 6
・採用者数58名 うち女性教員数14名
（24.1％）
・公募による採用者数25名 うち女性教
員数10名（40.0％）

進捗

×

参考：平成18年度の女性教員割合（全
学） 12.2％

産休及び育児・介護休業期間等がある
者は、教員の個人活動評価における評

実施
予定

実施済

○

ローアップすることとしている。

◎ 価対象外の扱いとしている。（H22.1.5大

◎

学評価会議裁定）

実施
予定

（・研修の現状(ニー
ズ)の把握し、ニーズ
があればその内容
の検討を行う。）

他の項目について調査実施予定の各部
署と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。

平成23年度にニーズ調査を実施してお

○ り、平成24年度に、調査の分析及び今
後の方針について検討予定である。

進捗

・男女共同参画推進
のために実態調査
及び対応策の意見
募集を実施する。

活動
報告

平成24年1月全学教職員を対象に、
B
意見募集を実施した。

実施
予定

他の項目について調査実施予定の各部
署と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。

○

フォーラム開催時にアンケートを実施
し、積極的に意見を求めているほか、教
職員を対象に、男女共同参画に関する
取り組み等について意見募集を実施し
ている。（学生対象の意見募集は平成
24年度に実施予定）

○

○

進捗

活動
報告

平成24年1月全学教職員を対象に、
意見募集を実施した。
B

実施
予定

年度初めに、各部局等の長に対し、各部
局等において、女性研究者が自分にふ
さわしいメンターを見つけることが出来る
ように、交流会等の実施または取り組み
支援を行うよう依頼する。
また、学長との懇談会を開催する。

②メンター制度の充実

A.制度化を図り、若手女性
研究者への助言を行うこと
により、若手女性研究者の
育成を図る。

・男女共同参画推進フォーラム実施の
際、女性研究者等の交流会を実施し、
メンター制度の一助としている。
○学長を囲む女性研究者等の交流会
・女性研究者が自分
の実施
にふさわしいメンター
平成19年度 1回
を見つけることがで
平成20年度 2回
きるように、学長との
平成21年度 1回
懇談会、部局持ち回
・明確なメンター制度はない。
りの講演会、勉強
・「女性研究者養成システム改革加
会、交流会などを開
速」プログラムにおいて、メンター制度
催する。
を導入予定。（但し、プログラムでは自
然科学研究科の教員が対象）・・・新
規養成女性研究者１名につき、メン
ター教員3名を配置（うち1名は女性）

進捗

活動
報告

各部局等の長あて、女性研究者が
ふさわしいメンターを見つけることが
出来るよう、交流会の実施または取
り組み支援を行うよう依頼した。
(7/21）
また、全学的男女共同参画推進
フォーラムの第二部として、学長、理 B
事及び各部局長等と女性研究者と
の意見交換会を実施した。(9/21）
自然科学研究科ではメンター懇談会
を実施した。（12/19）

1 / 10 ページ

○

制度の一助として、平成19年度より毎
年女性研究者等の交流会を実施してい
る。
また、平成22年度より「女性研究者養成
システム改革加速」プログラムを実施し
ている自然科学研究科では制度化して
おり、同プログラムにより採用した女性
研究者を対象に、3名のメンター（うち1
名は女性）を選出している。

○

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

２ 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し、意識改革の推進
①男性中心の就労・就学環境の改善

実施
予定

熊本大学における仕事と生活の調和
のための－「労働時間」改善行動指針
－を策定。（平成21年3月27日学長裁
定）

・熊本大学における
仕事と生活の調和
のための－「労働時
間」改善行動指針－
（平成21年3月27日
学長裁定）の周知徹
底（定期的な周知）、
啓発を図る。
(=３⑩A、３⑪）

おおむね四半期ごとを目途にして全学
の全職員に対してメールにより周知徹底
を図る。

進捗

活動
報告

実施
予定

(・就学環境の問題
点を調査し、必要が
あればその改善の
検討を行う。)

平成23年4月26日及び6月27日に全
職員に対してメールにより周知を
行った。6月27日の周知は、夏季休
暇の使用促進の周知と併せて行っ
たものである。また、9月26日には、
事務部の各部長宛に、この指針を添 B
付の上、超過勤務縮減策の通知を
行った。

熊本大学における仕事と生活の調和の
ための－「労働時間」改善行動指針－

◎ を平成20年度に策定し、平成23年度か

らは、定期的な周知により啓発を図って
いる。

○

（人事・労務Uにおいて検討予定の「就
労・修学環境に関するアンケート」調査
項目について、検討会に加わり協力す
る。）
進捗

活動
報告

上記「就労・修学環境に関するアン
ケート調査」の検討がなかったため、
次年度、独自に「修学環境に関する
アンケート」のＷｅｂ調査を行うこで検 Ｃ
討を進めている。

実施
予定

学長との懇談会実施にあたり、各部局等
の長に対しても、積極的な参加を呼びか
ける。

活動
報告

全学的な男女共同参画推進フォーラ
ム(9/21）の第二部「学長を囲む女性
教職員等の意見交換会」について、
各部局等の長に参加してもらうよう B
依頼した。

実施
予定

全教職員あてフォーラム開催通知時に、
参加の呼びかけを行う。特に幹部職員
等に対する参加呼びかけを強化する。
また、学内の目立つところやホームペー
ジなどに開催情報を掲載するなど、周知
にも力を入れる。

就学環境の調査については、平成24年
度に実施予定。調査結果を踏まえて、

△ 必要に応じ検討を行っていくこととして
いる。

②研修制度のあり方についての検討

・部局長との意見交
換会等を実施する。

・平成18年度より、年に1回以上、男女
共同参画推進フォーラム等を開催（=1
③）し、併せてちらし・メールなどにて、
A.男女が持つ固定的性別役 積極的な呼びかけを実施。
割分担意識の解消を図る。 ・平成20年度より、新採用事務系職員
研修にて、男女共同参画に関する講
義を実施。

進捗

「学長を囲む女性教職員等の意見交換
会」を平成19年度より年1回ペースで開

◎ 催しているが、その際、各部局等の長
にも出席を依頼している。

進捗

活動
報告

全学的な男女共同参画推進フォーラ
ム（9/21,10/12）の開催について全
教職員あて通知するとともに、特に
指導的地位に就いている職員につ
いては、積極的に参加するよう呼び
かけを行った。
また、「NO LIMIT TO YOUR
B
POWER!」(10/12）については、ポス
ターの学内掲示のほか、プレスリ
リース、ポスターの学外掲示、HP掲
載等を行い、参加呼びかけを強化し
た。

実施
予定

次年度の調査実施に向け、調査内容に
ついて検討を行う。

・男女共同参画
フォーラムへの参加
の呼びかけを強化す
る。

・意識調査を実施す
る。

◎

意識改革を推進するために、平成18年
度より継続的に男女共同参画推進
フォーラムを実施し、メイン対象者を幹
部職員あるいは学生にするなど工夫し
ている。
また、フォーラム実施だけによらず、平
成20年度より新採用事務系職員研修に
おいても「男女共同参画」の時間を設
け、本学の取り組みを周知するなどし
て、意識改革を図っている。

◎

平成18年度、20年度と意識調査を実施

◎ しており、平成24年度にも意識調査を実
施する予定である。

進捗
活動
報告

意識調査の内容案を検討した。

実施
予定

年１～２回程度のフォーラム等を開催す
る。
また、開催通知時に、各部局長や幹部
職員等に積極的な参加を呼びかけると
ともに、公的な行事を入れないなどの配
慮を併せて依頼する。

C

③定期的な啓発セミナー・シンポジウム等の開催
・平成19年度より、年に1回以上、男女
共同参画推進フォーラム等を開催
①｢21世紀における地域からの挑戦
～人材のイノベーション」（H19.5.18)
②「ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）の推進」（H19.9.7）
③「女性の活躍が日本を救う」
（H20.3.7）
④「大学における男女共同参画推
進」（H20.6.30）
⑤｢男女共同参画推進における大学
の役割」（H20.10.7）
⑥｢大学院生と研究者のためのキャ
リアデザイン」（H20.10.10）
⑦ ｢理科系キャリアパスの挑戦」
（H20.12.13）
⑧｢もう諦めなくてもいいんです」
「大学のフィールドに女性を！」
（H21.1.23）
⑨ ｢熊本大学女性研究者ロールモ
デル誌を通して」 ～キャリアパスの力
とは～（H21.3.9）
⑩｢京都大学における男女共同参画
の推進について」（H22.1.29）
⑪ルース駐日米国大使との座談会
（H22.10.18）
⑫｢働く女性」（H22.10.18）
⑬「イクメン行政官の育休体験記」
（H22.11.22）
⑳「国際色豊かな職場、アメリカ領事
館で働く女性たち」（H22.3.23）

・各部局に、大学の
啓発セミナー・シンポ
ジウムの開催時間
に部局の公的な行
事を入れない（教授
会など）などの配慮
を依頼し、希望者が
出席しやすくする。

◎
進捗

活動
報告

２回の全学的な男女共同参画推進
フォーラムを実施した。（9/21長崎大
学大井副学長、10/21（株）HASUNA
代表取締役白木氏）また、開催にあ
たって、公的行事などを入れないな B
ど配慮してもらうよう部局長あて依頼
した。
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平成18年度より継続的に男女共同参画
推進フォーラム等を実施しており、平成
23年度は、フォーラム実施の際に、積極
的な参加や実施に対する配慮の依頼を
行っている。
今後も継続的にフォーラム等を実施す
る予定である。

◎

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

④学内の各種取扱いが、男女を問わず中立的な運用がなされているかどうかの検証

A.制度が男女を問わない場
合も、慣行・運用で偏りが生 （未検討）
じていないかを検証する。

B.運用において性別による
偏りがある場合、その原因
（未検討）
を取り除くための対策を講じ
る。

・慣行や運用上で男
女の偏りが生じてい
ないか、アンケートな
どの方法により現状
調査を通して検証す
る。

(・上記④Aの現状調
査に基づく検証の結
果、運用において性
別による偏りがみら
れた場合、その原因
を取り除くための対
策を講じる。)

実施
予定

他の項目について調査実施予定の各部
署と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。

平成23年度に、慣行や運用上で男女の

◎ 偏りが生じていないか、調査を実施して
いる。

◎

進捗

活動
報告

平成24年1月全学教職員を対象に、
意見募集を実施した。
B

平成24年度に、平成23年度の調査結果

実施
予定

（平成24年度着手予定）

実施
予定

他の項目について調査実施予定の各部
署と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。

△ を踏まえ、必要に応じて対策を検討する
予定である。

△

⑤性別による就労・就学上の負担に著しい偏りが生じている場合の解消措置

(未検討)

(・教職員・学生を対
象とするアンケート
調査を行い、性別に
よる就労・修学状の
負担に著しい偏りが
生じていないか検証
する。)

(・検証の結果、性別
による偏りが見られ
た場合、偏りを解消
するための対策を講
じる。)

活動
報告

平成24年1月全学教職員を対象に、 進捗
意見募集を実施した。
B

実施
予定

（平成24年度着手予定）

○

平成23年度に、就労上の負担について
男女の著しい偏りが生じていないか、調
査を実施している。
学生を対象とした調査は平成24年度に
実施予定である。

○

平成24年度に、平成23年度の調査結果

△ を踏まえ、必要に応じて対策を検討する
予定である。

⑥次世代の研究者への情報提供

・女性研究者と女子
学生の交流会を実
施する。
・女性研究者と女子学生の交流会の （＝５②）
実施（自然科学研究科）
（「加速」プログラムにおいても実施。
但し、プログラムでは自然科学研究科
A.学生と研究者との交流の
が対象。）
場を提供する。
○平成21年度より、Woman in Science
の実施
平成21年度 3回
平成22年度 3回
・全学的な男女共同
参画に関する講演
会等に学生の参加
を促す。

実施
予定

（自然科学研究科における「加速化プロ
グラム」に実施検討を付託する。）

◎
進捗
活動
報告

実施
予定

加速プログラムで採用された、女性
研究者によるシンポジウムを開催し
た。（H24.3.26）

B

（全学的な男女共同参画に関する講演
会等の実施の際には、積極的な学生の
参加を促すように周知につとめる。）

自然科学研究科において、男女共同参
画推進活動の一環として、女性大学院
生と女性教員が気軽に交流し意見交換
することを目とした「Women in Science」
と題した茶話会形式の懇談会を実施し
ている。
＜開催回数＞
平成21年度 3回
平成22年度 3回
平成23年度 2回

平成18・22・23年度には本学学生も対

◎ 象としたフォーラムを実施している。
進捗
活動
報告

その都度、掲示周知等を行ってい
る。
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B

◎

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

⑦地域社会における次世代育成のための取組みへの貢献
実施
予定

・ひらめき☆ときめきサイエンスプログラ
ムを中学生対象に開催する
・夢科学探検を小学生から一般市民を
対象に開催する

活動
報告

・ひらめき☆ときめきサイエンスプログラ
ム
7/29（金）～7/30（土）
【沿岸域環境科学教育研究センター】
12/26（月）
【教育学部理科教育（地学）】
・夢科学探検
11/5（土）
【理学部、工学部、自然科学研究科】

実施
予定

・オープンキャンパスを開催し、研究室公
開を行う

・夢科学探検等を地
域社会に開かれたイ
ベントを開催する。

○夢科学探検の実施
平成19年度より、毎年1回実施
○ひらめき☆ときめきサイエンス「よう ・ナイストライ（職場
こそ大学の研究室～KAKENNHI」の実 体験学習）、研究室
施
訪問等を受入れる。
平成19年度より、年1回程度実施（平
成22年度は未実施）

◎

平成19年度より「夢科学探検」を実施し
ているほか、女子中学生を対象とした
「サイエンス・プロジェクトfor九州ガール
ズ」や小中学生を対象とした「夏休み自
由研究に関する技術相談会」など、
様々なイベントを実施している。

◎

オープンキャンパスや夢科学探検の
際、研究室公開を実施するとともに、中
高生を対象としたひらめき☆ときめきサ
イエンス「ようこそ大学の研究室～
KAKENNHI」 を実施している。
依頼に基づき、随時職場体験学習や研
究室訪問を受け入れている。

進捗

B

進捗

○ナイストライ（職場体験学習）の受入
れ
・オープンキャンパス
・桜山中学校から附属図書館に受入
を充実させる。
（H20.6.3-H23.6.5)
・H21年度以降は業務の都合上受入
なし
○研究室訪問の受入れ
小学生から大学生までを対象に、各
部局等において研究室訪問の受入を
実施
・熊本大学X-Earthセンター市民向け
講演会」（※対象：小学生、中学生等）
・サイエンス・プロジェクトfor九州ガー
ルズ「聞いてみんね 見てみんね」（※
対象：女子中高生等）
・中学生を対象とした夏休み自由研究 ・小中高校生向け講
に関する技術相談会（※対象：中学 座や子育て中の社
生）
会人向け講座をさら
・体験講座 （※対象：中学生、高校 に充実させる。
生、大学生）
・生命倫理的デザインとしての数学教
育学 （※対象：小学生、中学生、一
般）
・夏休み自由研究相談教室 （※対
象：小学生、中学生）
・「きてみなっせ 乙女サイエンス・ス
クール天草」（※対象 女子中高生）
・「衝撃エネルギーと超臨界流体を融
合した化学実験と環境教育」（※対象：
高校生）

活動
報告

8/10（水） 【全学部】

実施
予定

・オープンキャンパスを開催し、研究室公
開を行う

活動
報告

8/10（水） 【全学部】

実施
予定

・SSH（スーパーサイエンスハイスクール）指
定校との連携
・高校への出前授業の実施
・テレビ放送公開講座の実施
・熊本大学公開講演会「知のフロンティア」の
開催
・地域マネジメント政策フォーラムの開催

B

オープンキャンパスの際、積極的に研

○ 究室公開を行うなどして、充実を図って
いる。

進捗

B

○

進捗

活動
報告

・SSH （H23.6～H24.3）
出前授業、課題研究、体験学習
講座、特別講演会を実施
【理学部、医学部保健学科、薬学部、
工学部、自然科学研究科】
・高校への出前授業
【各学部で年間を通じて実施】
・テレビ放送公開講座の実施
11/26（土）、12/3（土）、12/10（土）、
12/17（土）、12/24（土）放送
【政策創造研究教育センター】
・知のフロンティア
1/12（木）、1/21（土）、2/18（土）に実
施
・地域マネジメント政策フォーラム
12/12（月）、12/13（火）実施
【政策創造研究教育センター】

実施
予定

H24年度以降の一般事業主行動計画を
策定する。（策定にあたっては、前回と同
様にPT会を立ち上げて検討を行う。ま
た、行動計画（案）を委員会に諮るととも
に、役員会等に報告する。）

・次世代育成支援対
策推進法に基づく基
準適合一般事業主
（くるみんマーク）の
認定を受ける。

○

くるみんマークの認定申請に向け行動
計画を実施しており、第2期一般事業主
行動計画（平成22～23年度）について、
平成24年度に認定申請を行う予定であ
る。

B

進捗

活動
報告

○

「夢科学探検」「ひらめき☆ときめきサイ
エンス（ようこそ大学の研究室～
KAKENHI）」「テレビ放送公開講座」「知
のフロンティア（公開講演会）」など、
様々な講座を実施している。
SSH（スーパーサイエンスハイスクー
ル）指定校との連携を強化するなどして
充実を図っている。

H24-25年度の次世代育成支援行動
計画（案）を作成し、第３回室会議に
て審議、了承された。
また、第２回委員会（1/24）、総合企 B
画会議（2/9）、役員会（2/23）にて審
議、了承された。

３ 就労・就学と家庭生活との両立支援
①男女を問わない育児・介護休業の取得促進
育児・介護休業取得促進策として、必要
に応じて代替教員の配置を行ってい
る。
・代替教員の配置は必要に応じて行
われている。
・妊娠あるいは育児中の女性研究者
対し、研究補助者雇用事業を実施。
（「加速」プログラムにおいても実施。
但し、プログラムでは自然科学研究科
の教員が対象。）
A.取得の促進策として代替 ○研究補助者雇用事業
要員の配置を行う。
平成18年度より実施している研究補
助者雇用事業について、年2回の公募
を継続して実施。
＜支援研究者数＞
平成19年度 6名
平成20年度 10名
平成21年度 9名
平成22年度 8名

実施
予定

他の項目について調査実施予定の各部
局と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。

産前･産後休暇、育
児休業、介護休業の
取得及びそれらから
の復帰に関して、取
得者と代替者の両
者にとってスムーズ
な交代が可能となる
ように努める。

○

進捗

活動
報告

また、平成18～21年度は、妊娠あるい
は育児中の女性研究者に対し、研究補
助者を雇用する支援事業を実施した。
平成22年度は、介護についても同事業
の対象とした。
平成23年度からは、支援対象者に、男
性研究者も加え、男女を問わない育児・
介護休業の取得促進を図っている。
＜支援研究者数＞
平成18年度 3名
平成19年度 6名
平成20年度 10名
平成21年度 9名
平成22年度 8名
平成23年度 6名

○

平成23年度に育児・介護休業制度に係
る代替職員の配置等に関し現状調査を
実施した。平成24年度に、調査の分析
及び今後の方針について検討予定であ
る。

平成24年1月全学教職員を対象に、
意見募集を実施した。
B

②学内保育施設の整備

A.学内保育施設（こばと保育
平成21年度より大学直営施設として
園を含む。）のあり方を総合
運営
的に検討する。

B.改築・運営費など、大学の
・大学直営施設として運営
予算補助を拡充する。

平成20年度に移転、新築し、環境を整
備するとともに、医学部附属病院長が
設置者となり、こばと保育園運営委員
会委員長（保護者代表）により運営され
ていた「こばと保育園」を平成21年度よ
り大学直営施設とした。

実施済

実施
予定

◎

実施済

実施
予定

◎ 運営費等についても大学で負担してい
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平成21年度より大学直営施設となり、
る。

◎

◎

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

③多様な保育サービスの提供

・NPO法人との連携により、病児保育
を実施し、年会費及び利用料の一部
を大学が負担している。
○モデル病児保育事業（H20.9.1A.ＮＰＯ法人、医学部附属病 H21.2.27）
・病児保育事業の継
院等との連携により、病児 ・1人1日1,000円で利用可
続実施及びその充
保育を含め保育システムを ○病児保育支援事業
実を図る。
構築する。
・年会費3,000円を大学が負担（H21.4H22.3)
・年会費3,000円・1日の利用料のうち
2000円（2日まで）を大学が負担
(H22.4-H23.3)

B.保育施設における保育時
間外（土日、あるいは夜間）
の業務があるときの緊急時 （未検討）
の保育システムを構築す
る。

実施
予定

病児保育事業を引き続き実施するととも
に、これまでの利用状況等について、検
証を行う。
また、検証結果を基に、男女共同参画推
進室会議において、予算の範囲内で、利
用料の全額負担を行うことの是非につい
て検討するとともに、検討結果を、次年
度以降の事業に反映させる。

◎

進捗

活動
報告

実施
予定

H19-23年度の利用実績について第
２回室会議において報告した。また、
審議の結果、全額負担は行わない
こととし、今後は提携先の拡充を図 B
るなど、利用しやすい環境を整える
こととした。

こばと保育園利用者を対象に、平成20
年度にNPO法人との連携による病児保
育を試行した。
平成21年度からは、全教職員を対象
に、病児保育を実施している。

他の項目について調査実施予定の各部
署と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。
平成23年度にニーズ調査を実施してお

(・ニーズ調査及び対
応策の検討。）
活動
報告

◎

平成24年1月全学教職員を対象に、 進捗
意見募集を実施した。
意見を参考に、前期試験で託児を募 B
集した。

○ り、平成24年度に、調査の分析及び今
後の方針について検討予定である。

○

④育児・介護支援のための柔軟な勤務・就学体制
平成21年度より短時間勤務制度を導入
した。（H21.2.1制定）
・短時間勤務制度を導入 周知のた
A.短時間労働制等の導入を め、冊子を作成（平成21年度3500冊）
図ると共に研究支援者によ ・妊娠あるいは育児中の女性研究者
対し、研究補助者雇用事業を実施（但
る対応を図る。
し女性研究者のみ）（3①Aを参照）

平成18～21年度は、妊娠あるいは育児
中の女性研究者に対し、研究補助者を

実施
予定

実施済

実施
予定

・検討の結果、在宅勤務については、
ニーズが少ない割に費用がかかる等
（・ニーズ調査及び
B.ITを使った在宅勤務・就学
の理由により整備しないこととなった。
上の支援体制を整備する。
対応策の検討。）
・就学上の支援体制については未検
討

◎ 雇用する支援事業を実施した。

平成22年度は、介護についても同事業
の対象とした。
平成23年度からは、支援対象者に、男
性研究者も加え、男女を問わない育児・
介護休業の取得促進を図っている。

育児・介護支援のための柔軟な就学体
制としては、既に平成20年度から「長期
履修制度」を導入済み。
対面授業を主とする本学の授業形態、
シラバスとの関連から、また、授業内容
のデジタルコンテンツ化のコスト。さらに
ニーズを考えると実施に向けた検討は
難しい。

ITを使った在宅勤務・就学上の支援体
制を整備については、検討の結果、

－ ニーズが少ない上に、費用がかかるこ

◎

－

とから実施しないこととした。
進捗

活動
報告

eラーニングの活用も含め、社会人
学生支援のニーズ調査を行っている
が、対面授業を主とする本学の設置
形態、コスト面から本格実施は難し Ｃ
い。

⑤出産、育児、介護が不利とならない雇用制度の整備
A.産前・産後休暇期間及び
育児・介護休業期間中の代
替要員を措置する。（＝３①
A）
B.育児・介護中の研究者に
対して研究支援者による対
応を図る。（＝３④A）
⑥育児・介護後復帰する女性人材の活用促進
A.休職中の教職員に対して
・学内専用ポータルサイトを学外から
業務に関する情報提供等の
も閲覧可能とした。
サポートを行う。

B.復職者の教育研究経費の
配分が不利益とならないよう （未検討）
に配慮する。

実施
予定

○ （＝３①A）

○

実施済

実施
予定

◎ （＝３④A）

◎

実施済

実施
予定

◎ 覧可能とした。

（・各部局の実態調
査の実施及び対応
策の検討。）

学内専用ポータルサイトを学外からも閲

実施
予定

各部局予算担当者への実態調査の実
施

活動
報告

１２月に調査を実施した。

実施
予定

データバンクの内容等を確認し廃止も含
め今後の運用の再検討を行う。

活動
報告

検討の結果、キャリア支援Uに届く博
士課程向け求人票を活用しデータバ
ンク登録者にメール配信していくこと B
とした。

実施
予定

産業界とはキャリア支援U所管の求人票
に博士対象の欄を設け求人ニーズを探
る。教育界に関しては教員募集サイトと
リンクを張る。

◎

○

平成23年度に、復職者の教育研究経費
の配分について、配慮がされているか、
また、配分方針を定めているかを調査
した。
平成24年度に調査の分析及び対応策
を検討予定である。

○

○

平成19年度より、ポスドク及び大学院生
を対象とした人材データバンクを運用
し、ポスター等により登録を呼びかけ
た。
平成19・20年度に、登録者を対象とした
キャリアセミナーを開催した。
平成24年度以降、登録者に博士課程向
け求人情報をメール配信する予定であ
る。

○

進捗

Ａ

⑦女性人材の情報バンク化と就職支援サービスの提供

A.大学院学生、ポスドク、教
員、技術職員、卒業生（大学
院学生、ポスドク、テクニカ
ルスタッフ、教員等として過
去に本学に在職・在学した
者）等の女性人材について
情報バンク化を行い、就職
支援サービスを提供する。

・平成19年度より人材データバンクを
運用
・就職支援サービスとして、キャリアセ
ミナーを開催。
・キャリアデザインセミナー（H19.3.8）
・｢大学院生と研究者のためのキャリ
アデザイン」（H20.10.10）
・｢理科系キャリアパスの挑戦」
（H20.12.13）
・平成21年度以降、就職支援サービス
未実施。

B.その積極的推進のために
産業界・教育界との情報共
（未検討）
有化を図り、現状の改善に
つなげる。

（・就職支援サービス
の具体的な内容及
び人材データバンク
の運用方法について
検討する。）

（・熊本県、熊本市に
おけるサービス等の
現状調査の実施。）

進捗

産業界とは平成22年度より本学用求人
票に博士対象の欄を設け求人ニーズを

○ 探っている。

教育界に関しては、平成24年度教員募
集サイトとリンクを張る。

進捗

活動
報告

2012卒3月向け求人票2170件
（12/15現在）中博士課程向けは175
件（８％）であった。

実施
予定

他の項目について調査実施予定の各部
署と調整、連携の上、教職員を対象とし
た調査を実施する。

○

C

⑧夫婦研究者への就職支援
（・実態、要望調査を
実施し、必要に応
じ、こばと保育園へ
の入園、研究補助者
雇用事業など本学
実施事業において配
慮を検討するなど対
応策を検討する。）

進捗

活動
報告

平成24年1月全学教職員を対象に、
意見募集を実施した。
B
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○

平成23年度に夫婦研究者に対する就
職支援についての意見募集を実施し、
ニーズやその具体策について調査を実
施した。
平成24年度に、調査結果の検証を行う
とともに、必要に応じて対応策について
検討する予定である。

○

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

⑨育児・介護相談窓口の設置（男女共同参画窓口の兼務）
・男女共同参画推進室の設置
・室及び各コーディネーターを相談窓
口としてHPで周知
・介護施設に関する書籍を室に配置
するとともに各コーディネーターに配
付し、貸出可能としている。（H21年度
購入、男女共同参画推進室にて4冊
管理）

・育児・介護に関す
る相談窓口の業務
内容について広報を
行う。
（＝７①）

実施
予定

男女共同参画推進ホームページにおけ
る、育児・介護に関する相談窓口の業務
内容に係る情報提供を充実させる。

男女共同参画推進室を設置し、室及び
コーディネーターが相談窓口として対応

◎ している。

今後は、相談窓口の業務内容について
広報を行う予定である。

活動
報告

HPを更新した。

◎

進捗

B

⑩職場慣行の見直しと改善
・熊本大学における
仕事と生活の調和
のための－「労働時
間」改善行動指針－
（平成21年3月27日
学長裁定）の周知徹
底（定期的な周知）、
啓発を図る。
（＝２①、３⑪）
A.会議等については、子供
を持つ者に対して参加が困
難にならないような時間設
定を行うなど、子育て中の教
職員が不利とならないような
職場慣行を確立する。

熊本大学における仕事と生活の調和
のための－「労働時間」改善行動指針
－（平成21年3月27日学長裁定）にお
いて、「会議は、特別な事情がある場
合を除き、始業・終業時間内に終了す
ることを徹底する。」としている。

実施
予定

・特に管理職に対し
て、ワーク･ライフ･バ
ランスに関する意識
向上のための研修
会を実施するととも
に、ワーク･ライフ･バ
ランスに関する意識
醸成への取組につ
いて人事評価制度
における申告事項に
する等、両立支援に
関する風土醸成を図
る。

◎ （＝２①、３⑪）

○

実施
予定

（平成24年度着手予定）

実施
予定

毎年4月に、各部局の人事・労務管理担
当ユニットへ年休取得計画表を配付し、
所属職員への周知を依頼する。また、定
期的(年２回程度）年次有給休暇使用促
進の周知を、全職員に対してメールで行
う。

△ 平成24年度以降検討予定である。

⑪年次有給休暇の取得促進

・年休取得計画表を
活用した計画的な年
次休暇取得促進を
図る。

進捗

活動
報告

・熊本大学における
仕事と生活の調和
のための－「労働時
間」改善行動指針－
（平成21年3月27日
学長裁定）の周知徹
底（定期的な周知）、
・平成22年度より年休取得計画表を 啓発を図る。
配付し、計画的な取得を促している。 （＝２①、３⑩A）
・熊本大学における仕事と生活の調和
のための－「労働時間」改善行動指針
－（平成21年3月27日学長裁定）にお
いて、目標３として掲げられ、具体的な
対策が５つ挙げられている。

平成22年度以降、年休取得計画表を活
用した計画的な年次休暇取得促進を

◎ 図っている。

平成23年4月26日及び6月27日に全
職員に対してメールにより周知を
行った。6月27日の周知は夏季休暇
の使用促進の周知と併せて行ったも B
のである。

実施
予定

◎ （＝２①、３⑩A）

◎

実施
予定

管理職については、全職員に対する年
次有給休暇使用促進周知の際に、特に
率先して取得するように強調する。
学長、理事は年次有給休暇の制度はな
いが、業務スケジュール上、空白とする
日が作れるように本人及び関係事務セ
クションにおいて会議日程等を工夫す
る。
進捗

・特に、学長、理事、
管理職の年次有給
休暇の取得を促進
する。

活動
報告

平成23年4月26日に全職員に対して
年次有給休暇の計画的使用につい
て周知を行った際に、併せて各部局
長と事務系の管理職に対し、管理者
自らが積極的に年次有給休暇を取
得することを促進する通知を行っ
た。9月26日の超過勤務縮減策の通
知の際にも、職場環境の整備につい B
て徹底したほか、12月20日に開催し
た労務関係の職員研修の際にも、
ワークライフバランスの重要性につ
いて社会保険労務士から講演を
行った。

◎

平成23年度に、全職員に対して年次有
給休暇の計画的使用について周知を
行った際に、併せて各部局長と事務系
の管理職に対し、管理者自らが積極的
に年次有給休暇を取得するよう促した。
また、超過勤務縮減策の通知の際に
も、職場環境の整備について徹底した
ほか、労務関係の職員研修の際にも、
ワークライフバランスの重要性について
社会保険労務士が講演を行うなどして
いる。

４ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
①学長声明その他による学内外への周知
・男女共同参画推進基本計画を策
定。（平成19年3月26日策定）
・基本計画の冊子を作成し、学内外に
配付。
平成20年度5,000部作成、配布
平成21年度5,000部増刷、配布
学内外に配布、またフォーラムや新入
学学生等へ配布を続けている
・女性研究者支援に関する科学技術
振興調整費への積極的な応募（平成
21年度及び22年度募集分）
H22年度採択、科学技術振興調整費
女性研究者養成システム改革加速
「バッファリングによる女性研究者養
成の加速」
・中期目標・中期計画において、男女
共同参画を推進するとともに、政策・
方針決定過程への女性の参画の拡
大について記述（それに基づき数値目
標を設定）

実施済

実施
予定
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◎

平成18年度に学長裁定により、男女共
同参画推進基本計画を策定するととも
に、冊子を作成し、学内外に積極的に
配付した。（ホームページにも掲載）
第2期中期目標・中期計画において、男
女共同参画を推進するとともに、政策・
方針決定過程への女性の参画の拡大
について記述している。

◎

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

②大学及び各部局における数値目標の設定
A.新規採用の女性教員の割
合を４年後(2010年度末)に
現在の各部局あるいは関連
分野の博士課程の女性比
率にまで増加させる。（国の
「男女共同参画基本計画」
（第２次）では、我が国全体
での女性研究者採用の数値
目標は、自然科学系全体と
しては25％（理学系20％、工
学系15％、農学系30％、保
健系（医歯薬）30％）であ
る。）（＝１①C）

実施
予定

・就職説明会などの
際に、男女共同参画
を推進している旨広
報する。

B.女性職員の採用・登用を
促進する。

・事務局の男女共同参画推進基本計
画において、「新規採用数のうち女性
の占める割合が40％を超えるよう努
める。」「係長以上の職に占める女性
事務職員の割合が30%以上になるよう
努める。併せて、課長以上の職につい
ても増加に努める。」としている。
・技術系及び医療系職員については、
（・女性職員の採用・
未検討。
登用の実態を調査
し、今後の改善方策
を検討する。）

C.本学のあらゆる委員会の
女性比率について実態を把
（未検討）
握し、男女比率の改善に向
けた数値目標を検討する。

実施
予定

職員採用試験業務説明会において、男
女共同参画推進を行っている旨積極的
に広報する。

活動
報告

H23年度職員採用業務説明会にお
いて、男女共同参画を推進している
旨、受験者に周知を行った。

実施
予定

事務系、技術系（施設系・教室系）及び
医療系職員について、男女比及び女性
職員の登用状況を調査し、結果を室会
議において報告する。
また、事務系及び技術系（施設系）職員
の結果については、人事戦略委員会に
も併せて報告し、必要に応じて、改善策
を検討してもらうよう依頼する。

活動
報告

実施
予定

本年度中に全学の各種委員会に参画す
る女性教員の委員数を調査し、参画状
況を把握する。
進捗

活動
報告

・全学委員会名簿及び各担当への
調査により把握済み

実施
予定

年度初めに、各部局等の長に対し、各部
局等において、教授、准教授、副課長な
どの職位への女性の登用を行うよう依
頼する。

◎ （＝２①、３⑪）

○

○ 平成24年度以降検討予定である。

平成23年度に全学委員会の女性委員
数を調査し、女性比率について実態を

○ 把握した。

平成24年度に数値目標について検討
予定である。

○

B

進捗

活動
報告

◎

B

事務系、技術系、医療系職員の採
用状況及び登用状況について調査
を行い、第3回室会議（11/15）にて
結果を報告した。
また、人事戦略委員会への報告に
C
ついては、平成24年度に行い、必要
に応じて、改善策を検討してもらうよ
う依頼することとした。

・教授、准教授、副
課長などの職位へ
の女性の登用を進
める。

7/21付け各部局等の長あて、教授、
准教授、課長、副課長等への職位
へ女性を積極的に登用するよう依頼 B
した。

女性比率増大に向け、各部局等の女性
比率を委員会にて報告し、各部局長等

○ にあて、積極的な女性の登用を依頼し
ている。

○
実施
予定

・理事･副学長には
最低１名の女性を登
用するよう努める。

平成24年度に、理事・副学長への女性

進捗

○ の登用について検討してもらうよう、学
長に対し、積極的に働きかけた。

活動
報告

E.2020年までに、指導的地
位に女性が占める割合が国
のレベルになるよう（「少なく
とも30％になるよう期待す
る。」）、本学の取組みを推
進する。（＝４②D）

進捗

進捗

（・委員会における実
態を調査し、今後の
改善方策を検討す
る。）

・平成22年度の部局長等女性比率に
D.役員、教授、（局・部）課長
ついて調査済み
等における女性比率を増大 ・平成20年度以降、女性教員を男女
させる。
共同参画推進担当学長特別補佐に任
命

◎ （＝１①C）

学長に対し、理事・副学長への女性
の登用について文書で依頼した。

実施
予定
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A

○ （＝４②D）

○

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

③積極的な改善策の策定
実施
予定

（・現状調査を行いそ
の結果を公表す
る。）

A.女性教員・学生の少ない
分野において女性の進出が
妨げられている問題の分析 （未検討）
を行い、積極的改善措置（ポ
ジティブ・アクション）を図る。

・ 公募状況・業績評
価を検証し、育児・
介護期間の取り扱い
等に関するガイドラ
インを作成する。

・ 女性研究者養成シ
ステム改革加速プロ
グラム（女性教員の
少ない自然科学研
究科で実施）を着実
に実施する。
（＝４③B)

B.まったく女性教員のいない
部局又は学科においては最
（未検討）
低１名の女性数員の採用を
図るように努力する。

・ 全く女性教員のい
ない部局又は学科
の長あてに、女性教
員の採用を図るよう
依頼する。

D.部局に、積極的改善措置
について検討する組織（例
えば、男女共同参画推進委
員会）を置き、中期的、長期
的目標及び具体的数値目
標を定め、達成状況につい
て毎年学内外に公表する。

○

平成23年度に女性教員の少ない分野
及び女子学生数の少ない学部・学科等
の調査を実施した。
平成24年度に該当部局に改善のため
の検討を依頼する予定である。

○

平成23年度に、各部局の公募状況、業
績評価の活用状況及び育児・介護期間
の取扱いについて各部局へ調査を実施
した。
平成24年度に、育児・介護期間の取り
扱いに関するガイドラインの検討を行
い、平成25年度に策定、各部局に周知
する予定である。

○

「女性研究者養成システム改革加速」プ
ログラムを実施している自然科学研究
科では、平成22年度以降、計画的に女
性教員の採用を実施している。
平成24年度以降も、継続して女性教員
の採用を実施予定である。

進捗

活動
報告

①女子学生数の少ない学部・学科
等については、把握済み
②女性教員の少ない分野について
は、12月28日締切で調査を実施
B
①、②共に集計後、HP及び文書によ
り公表

実施
予定

各部局の公募状況、業績評価の活用状
況及び育児・介護期間の取扱いについ
て各部局へ調査を行い、状況を取りまと
める。
進捗

活動
報告

・12月28日締切で調査を依頼し、各
部局の状況を取りまとめた。

実施
予定

採用計画数

活動
報告

・平成23年4月1日准教授 1名採用
（産業創造工学専攻先端機械システ
ム講座）
・平成23年7月1日助教 1名採用
（産業創造工学専攻マテリアル工学
B
講座）
・平成24年2月1日准教授 1名採用
（情報電気電子工学専攻機能創成
エネルギー講座）

実施
予定

まったく女性教員のいない部局について
調査、分析する。

B

○

３名
進捗

進捗
活動
報告

まったく女性教員のいない部局につ
いて、調査・分析を行った。

平成23年度に全く女性教員のいない部
局の調査を実施した。

○ 平成24年度に必要に応じて、該当部局
の長あて女性教員の採用を図るよう依
頼予定である。

C

○
・ 女性研究者養成シ
ステム改革加速プロ
グラム（平成22～25
年度に自然科学研
究科で実施）を着実
に実施する。
（＝４③A)

（・実態調査を行い、
必要に応じて、面接
のガイドライン作成、
採用審査や業績評
C.教職員の採用、業績評価
教員採用にかかる公募状況調査を実 価結果に関する
において、性別による偏見
施（平成22年度）
チェックシステム構
がないか常に点検をする。
築などにより、点検
を行う。）

・全部局に男女共同参画推進委員会
を設置済み（平成19年度）
・各部局ごとに実状にあった推進計画
を策定
・具体的数値目標の有無は各部局に
よる
・達成状況についての学外公表はして
いない。（学内公表については、各部
局での推進状況を委員会において報
告している。）

女性教員の少ない分野及び女子学生数
の少ない学部・学科等の調査を実施し、
今年度中に調査結果をＨＰ及び文書に
より公表する。

・各部局において、
部局の男女共同参
画委員会の活動状
況を 内外に積極的
に公表する。

実施
予定

○ （＝４③A)

実施
予定

前年度に依頼した女性教員の採用に関
する取組みに関し、その成果について検
証を行う。

活動
報告

・平成22年7月末に依頼
・公募→採用まで進んでいる事例が
予想より少なく、成果の検証が困難 C
なため、来年度に検証を実施

実施
予定

部局ごとの推進計画及び達成状況の学
内外への公表結果を基に、数値目標の
設定について検討する。

進捗

○

進捗

活動
報告

・平成23年9月1日現在の推進計画
及び達成状況を新たに調査済み
・調査結果を基に、男女共同参画推
進委員会で、数値目標の設定を部
B
局へ依頼することについて検討し
た。

○

平成22年度に、各部局に男女共同参画
推進に配慮した文言を教員公募文書に
記載するよう依頼するとともに、同年よ
り採用教員にかかる公募状況調査を実
施し、公募が行われた際、何名の応募
があったのか調査を実施している。
平成24年度以降に、その成果について
検証を行う予定である。

平成19年度に全部局に男女共同参画
推進委員会等が設置され、各部局の実
情にあった推進計画を策定している。
男女共同参画推進委員会では、各部局
での取り組みについて、報告が行われ
るとともに、計画についても随時見直し
が行われている。
平成23年度より達成状況をホームペー
ジで公表している。
具体的数値目標については、平成24年
度に各部局に検討を依頼する予定であ
る。

○

○

④パブリック・コメントの実施
A.学生、研究者及び教職員
からの意見を積極的に取り
入れる。（＝１①F）

実施
予定

○ （＝１①F）

○

５ 男女共同参画を推進する教育・研究の充実
①男女共同参画に関する教育・研究の充実
実施
予定

・学際科目等におけ
平成21年度から、法学部でジェンダー
る男女共同参画関
A.ジェンダー学や男女共同 学に関する科目を開講
連科目の充実拡大
参画関係について新たに研 （他学部生は一般教養科目として受講
を図るため、授業担
究支援を行う。
可）
当教員に対する研
究支援を行う。

教養教育の管理運営及び実施体制の見
直しの最中であり、検討を次年度以降に
持ち越す。
進捗

活動
報告

今年度、教養教育機構を設置すると
ともに、「全学教育・学習支援のあり
方検討WG」を立ち上げ、共通教育を
全学的に実施担保する組織を次年 Ｃ
度設置する方向で検討を開始した。
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平成21年度から、法学部にてジェン
ダー学に関する科目を開講しており、新

△ たな研究支援については、平成24年度
に教養教育教務委員会にて検討開始
予定である。

△

熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

平成19～22年度までの実施内容

B.男女共同参画に関する教
育を充実させるために、専
任教員の配置の検討を含め
て教員の充実を図る（例え （未検討）
ば、大学教育機能開発総合
研究センターへの配属を検
討）。

・女子学生向けのキャリア支援科目と
して学際科目「女性と職業」を開講
女性のライフサイクルコースの特性及
び職業と家庭の両立に関する日本の
現状を理解し、職業選択や就職活動
C.女性のキャリア支援教育 を含む将来の生活設計への視点を養
科目を充実させる。
うことを目的とし、本学学生を対象に、
平成18年度より学際科目「女性と職
業」（1単位）を開講した。平成19年度
も継続され、平成20年度には2単位の
科目として開講した。継続中。

中間評価

H23年度計画

・学際科目等におけ
る男女共同参画関
連科目の充実拡大
を図り、授業担当教
員を増やす。

アクションプログラム（取組）別

実施
予定

教養教育の管理運営及び実施体制の見
直しの最中であり、検討を次年度以降に
持ち越す。

活動
報告

今年度、教養教育機構を設置すると
ともに、「全学教育・学習支援のあり
方検討WG」を立ち上げ、共通教育を
全学的に実施担保する組織を次年 Ｃ
度設置する方向で検討を開始した。

進捗

実施
予定

・学際科目等におけ
る女性のキャリア支
援教育科目におい
て、女性卒業生講師
の多様化を図る。

平成24年度に教養教育教務委員会に

△ て検討開始予定である。

キャリア科目「女性と職業」の構成内容
を見直し、新たな女性卒業生派遣の検
討を図る。

◎
進捗
活動
報告

公務員職としての講師派遣を前提に
県等に依頼した。
C

女性のライフサイクルコースの特性及
び職業と家庭の両立に関する日本の現
状を理解し、職業選択や就職活動を含
む将来の生活設計への視点を養うこと
を目的とし、本学学生を対象に、平成18
年度より学際科目「女性と職業」（1単
位）を開講した。
平成19年度も継続され、平成20年度以
降は2単位の科目として開講している。
平成24年度以降は、女性卒業生講師
の多様化を図る予定となっている。

項目別

△

◎

②女性大学院生を増加させるためのプログラムの策定
◎女性研究者と女子学生の交流会の
実施（自然科学研究科）
（「加速」プログラムにおいても実施。
但し、プログラムでは自然科学研究科
が対象。）
・女性研究者と女子
○Woman in Scienceの実施
学生の交流会を実
平成21年度 3回
施する。
平成22年度 3回
（＝２⑥A）

実施
予定

◎ （＝２⑥A）

◎

◎サイエンス・プロジェクトfor九州ガー
ルズの実施

③キャリア形成、再チャレンジに関する教育・研究プログラムの策定

（未検討）

（・平成23年度に全
学的なキャリア教育
推進体制を検討予
定。）

実施
予定

「進路支援委員会」において検討を行う。

活動
報告

「進路支援委員会」において全学的
な推進体制作りまでの結論に至ら
ず、新たに設置した「全学教育・学習
C
支援のあり方検討WG」において検
討することとした。

進捗

平成24年度より、全学教育・学習支援
の在り方検討WGにおいて、全学的な

△ キャリア教育推進体制について検討す

△

る予定である。

６ ジェンダーの視点による学内の調査・分析、統計及び情報の提供
①男女共同参画推進に関する定期的な実態調査、情報提供
・平成18年度に男女共同参画推進関
係のホームページを設置
A.学生、研究者及び教職員
(http://gender.kumamoto-u.ac.jp/)
への積極的な情報提供を図
・平成22年度に積極的な情報提供の
る。
ために、ホームページをリニューア
ル。

平成18年度に男女共同参画に関する
情報提供のためホームページを設置

実施
予定

実施済

◎ し、平成22年度にさらなる改良のためリ

◎

ニューアルした。

②男女共同参画に関する事項についての統計処理と公表

A.男女別に算出し、現状把
握を行う。

・平成19年度の大学概要より、職員数
等を男女別に掲載
・平成22年度より男女共同参画推進
委員会にて部局別女性割合を報告し
ている。

B.歴史的推移も把握する。

・平成13年からデータを収集し、ホー
ムページにおいて推移を公開。

C.大学の公表資料において
・平成19年度の大学概要より、職員数
可能な限り男女別の比率を
等を男女別に掲載
示す。

平成22年度より男女共同参画推進委員
会にて、学校基本調査に基づき部局別
女性割合を報告している。
平成19年度の大学概要より、職員数等
男女別に掲載している。

実施済

実施
予定

◎

実施済

実施
予定

◎ 数を調査し、ホームページで掲載してい

◎

実施
予定

◎ 男女別に掲載している。

平成19年度の大学概要より、職員数等

◎

実施済

平成13年度以降の部局別男女別職員
る。

◎

③女性のロールモデルの紹介
A.女性のロールモデルとし
て、本学で活躍している女性
研究者、女性管理職、卒業
生等の活動を学内外に紹介
する。

・平成20年11月に本学女性研究者の
ロールモデル誌を作成し、学内外に配 ・ロールモデル誌の
付（平成20年9月2,500部、平成21年3 改定版を作成する。
月3,500部）

平成20年度に本学女性研究者のロー
ルモデル誌を作成し、学内外に配付し

実施
予定

（平成24年度着手予定）

実施
予定

（平成25年度着手予定）

◎ た。

◎

△ 平成25年度より検討開始予定である。

△

平成25年度には、改訂版を作成予定で
ある。

④男女共同参画推進に関する優れた取組みの紹介と表彰
A.本学の女性教職員が能力
を発揮しやすい環境づくりに
関する優れた取組みを学内 （未検討）
外へ紹介し、特に優れた取
組みを表彰する。

（・表彰制度について
検討する。）
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熊本大学男女共同参画推進基本計画 中間評価

計画項目

平成19～22年度までの実施内容

アクションプログラム
[平成22年度策定]
※ただし（）は、除く

中間評価

H23年度計画

アクションプログラム（取組）別

項目別

７ 苦情申立て・救済システムの整備
①男女共同参画に関する総合的な相談窓口の設置
コーディネーターが相談窓口となって
いる。
平成18年～20年度 1名（専任コー
ディネーター）
平成21年度 3名 （平成21年度以
降、教員がコーディネーターを兼任）
平成22年度～ 4名

男女共同参画コーディネーター（4名）
が、カウンセラーとして総合的な相談窓
口となっている。
今後、育児・介護に関する相談窓口の
業務内容について広報を行う予定であ
る。

育児･介護に関する
相談窓口の業務内
容について広報を行
う。（＝３⑨）

実施
予定

◎

A.セクシュアル・ハラスメント
及びその他のハラスメントな
担当委員会の規則及び関係マニュア
ど人権に関わる悩み相談に
ルに沿って、対応している。
ついて、担当委員会との連
携による対処。

実施済

実施
予定

◎ に沿って、対応している。

B.将来的には、セクシュア
ル・ハラスメント及びその他
各種課題はあるが、統合は困難な現
のハラスメントなど、人権尊
状である。
重に関わる防止・苦情処理・
救済システムを統合する。

実施済

実施
予定

－ での統合は困難であることから、統合

A.相談窓口にカウンセラー
を配置する。

◎

②人権に関わる相談等への対応

S
A
B
C
D

担当委員会の規則及び関係マニュアル

検討の結果、種々の問題があり、現状
は見送ることとした。

予定より大幅に進んでいる
予定より進んでいる
予定どおり進んでいる
予定より遅れている
予定より大幅に遅れている
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◎ 達成（継続して実施中）
○ 着手（取組中）
△ 未着手
× 非達成
－ 実施見送り

◎

－

