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熊本大学は、平成18年度の科学技術振興調整費の「女性研究者支援モデル育成事業」に採
択されました。本学が提案し、採択された「地域連携によるキャリアパス環境整備」事業は、
ポ
イントが2つあります。
一つは、本学が熊本県とともに実施してきた男女共同参画事業推進実績を活かした地域連
携により、女性研究者のキャリアパスを整備すること、二つめは大学や産業界でチャレンジする
女性研究者を支援し、女性人材の能力活用を図ることです。
本学における女性研究者の現状について言えば、研究者のうち女性の占める割合は、大学
院学生に比べ教員では大幅に少ない状況です。たとえばライフサイエンス分野では、修士課程
の女性比率は49%と偏りがありませんが、博士課程では22%、教員の割合は15%と、大きく
減少をしています。
この原因の一つは、学生から、ポスドクなどを経て、研究職に就くまでに、女性のライフステ
ージも大きく変化する時期であり、結婚、出産、育児、家事、介護など種々の課題と研究活動を
両立させていくことが、女性に多く求められがちな状況、また研究者という職業が女性に対し
て充分に開かれていないといったことが考えられます。そのために、本学はこの課題に次の4
つの観点から取組でおります。
1つ目が意識改革、2つ目が制度改革、3つ目が保育支援、4つ目がチャレンジ支援です。
（1）意識改革として、
「熊本大学男女共同参画推進基本計画」を平成19年3月26日に策定し、
男女共同参画委員会を中心に啓発活動を行い、全学的な男女共同推進の意識を高めるために
平成18年度3回の講演会を開催し平成19年は12月までに2回の講演会、女性研究者交流会
を開催しております。年度内にあと1回開催予定です。
（2）制度改革として、短時間勤務、ITを使った在宅勤務などの勤務体制に関する環境整備(案)
を現在検討中であり、育児・介護の必要性がある研究者等の負担軽減を行います。
（3）保育支援として、保育援助システムを創設し、子育て支援グループ等との連携により、研究
者が子育てと研究を両立できるようにします。
（4）チャレンジ支援として、大学からのみならず産業界など多様な場で活躍できるよう、人材
のデータバンク化（Ｈ20・1ＨＰ上に開設中）と情報共有を行い多様なキャリアパスの創出に
努めております。
今回、
この事業の2年目の終わりにあたり、手がけてきた事業を取り纏め中間報告書といた
しました。今後の本学における男女共同参画のさらなる事業推進に役立てていきたいと願っ
ています。引き続き、関係機関等の皆様のご支援をいただきますようお願い申し上げます。
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b. 女性研究者支援に関する現在の取組状況

平成18年度科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成
「地域連携によるキャリアパス環境整備」実施計画

（1）熊本大学企画委員会次世代育成支援行動計画フォローアップ専門委員会の設置
熊本大学では、平成17年2月、次世代育成支援対策推進法に基づき、職員が仕事と子育てを両

実施予定期間：平成18年度〜平成20年度
総括責任者： 元 達郎（熊本大学学長）

立しながら、その能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備をめざして、
「熊本大学次世代育
成支援対策行動計画」
（以降「行動計画」と略す）を策定した。さらに、同年6月、
「行動計画」の実
施及び推進を目指し、
「熊本大学企画委員会次世代育成支援行動計画フォローアップ専門委員会」
を組織し、
アンケート調査、
シンポジウム開催の成果を踏まえた環境整備に取り組んでいる。しかし

1.概

要

本事業では、次の5項目の実施による制度改善・意識改革・キャリアパス環境整備を目指す。
この取組に当たり熊本県の男女共同参画センター、子育て支援NPO、地域企業と緊密に連携しな
がら推進する。
1. コーディネーター制度の創設と全学的な男女共同参画の推進
2. 勤務体制に関する環境整備
3. 両立するための研究代替員の対応・研究費の予算配分としての助成、ITを使った在宅勤務の
サポート
4. 地域連携・人材データバンク化によるキャリアパス創出
5. 全学的な保育援助システムの整備
なお、3. については、ライフサイエンス関連部局をモデルケースとして当初スタートするが、
速やかに他部局への拡大を図る。

1.機関の現状
a. 女性研究者の人数及び今後の見通し

ながら、
これら全職員を対象として策定された「行動計画」は、女性研究者特有の職務内容を踏ま
えた支援の取り組みとしては必ずしも充分なものではない。また、
「行動計画」として挙げてはい
るものの、その実行へ向けての具体的な対策の検討が遅れている現状がある。

（2）発生医学研究センターでの男女共同参画の取り組み
発生医学研究センターを中核組織とする21世紀COEプログラム「細胞系譜制御研究教育ユニ
ットの構築」では、高い学際性と流動性を活かしながら先導的研究教育組織の構築を目指している。
女性研究者の状況を改善するため、発生医学研究センターでは男女共同参画ワーキンググルー
プを設置し、6名のメンバーが活動中である。メンバーに含まれる田賀・粂両教授は、
日本分子生物
学会男女共同参画委員会の委員としても、男女共同参画に取り組んでいる。両教授は同委員会主
催による、2005年日本分子生物学会年会の男女共同参画企画シンポジウム「両性がともにキャリ
アパスの多様性を享受する機会を得るには」のオーガナイザーとして、同シンポジウムを実施した。
なお、日本分子生物学会では、
「ライフサイエンスの分野における男女共同参画の推進に関する提
言」と題した、国、研究助成機関、奨学金貸与機関、大学、研究機関等に宛てた提言書を2005年に
とりまとめている。
先端研究の現場から、基盤的教育の現場まで、教育・研究の環境は多様であり、その特性に応じ
た柔軟な女性研究者の支援策を具体化していくことが、本学の将来にとっても緊急な課題となっ
ている。現状を分析するため、平成18年1月に発生医学研究センターに所属している教員、
ポスド

熊本大学における女性教員数は、平成18年現在114名（教員全体に占める割合12％）である。

ジュニアリサーチアソシエートを対象に男女共同参画に関するア

114名の内訳を分野別に見ると、医学・薬学系62名（分野別女性比15％）、理学・工学系12名（5

ンケート調査を行った。今回のモデル事業の提案は、機関内で幅広く集めた具体的な意見に基づ

％）、人文・社会科学系（教育系を含む）40名（16％）となっている。一方、熊本大学の大学院博士

いたものである。

課程に在籍する女子学生数は、医学・薬学系79名（在籍総数に占める割合22％）、自然科学研究
科（理学・工学系）47名（17％）、社会文化科学研究科（人文・社会科学系23名（48％）である。
熊本大学における女性教員数は、近年、漸増傾向にあるものの、博士課程在籍者に占める女子学生
割合には遠く及ばない。本学ではその現状に鑑み、今後も能力・業績・適性に基づき、公平に女性研
究者の採用を進める方針を中期計画にも打ち出しているところである。

c. 本学の特徴ある取組と女性研究者の現状
ライフサイエンス分野関係部局を例に本学の女性研究者の現状をみると、例えば、上記の発生医
学研究センターを中核組織とする21世紀COEプログラム「細胞系譜制御研究教育ユニットの構築」
では、研究推進と大学院博士課程学生と博士研究員レベルの若手研究者の育成を一本化して行っ

医学・薬学系において、学生から教員へとアカデミックキャリアパス形成のステップを追って、女

ており、中間評価において最上位の評価を受けている。発生医学研究センターとエイズ学研究セン

性比率の推移をみると、修士課程に在籍する女子学生数は49％、博士課程に在籍する女子学生の

ターでは人的資源の流動性を高めることで研究を活性化するために38名の全教員に5年の任期

比率が22％、博士研究員（ポスドク）の女性比率が16％、そして女性教員比率が15％と、キャリア

制を導入している点に、熊本大学の他の部局とは異なる特徴がある。任期制導入に伴い、
プロジェ

のステップアップに連れて女性研究者の占める割合が大きく減少していく。教員（研究者）へと女
性研究者が育つのは、概ね20代後半から30代前半であるため、
この過程で、研究と育児・介護の
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ク、テクニカルスタッフ、COE

クトの迅速な推進を図る必要性から、あるいはまた、教員予備層の若手研究の育成を図る必要性か
ら、、発生医学研究センターと21世紀COEプログラム「細胞系譜制御研究教育ユニットのの構築」
では、18名のポスドク及び24名の大学院生（COEジュニアリサーチアソシエート）
（平成17年度

両立において障壁が存在していると推測される。従って、女性研究者が育つキャリアパスの環境整

実績）を公募により研究員に参画させている。発生医学研究センターでは、平成17年現在、女性大

備にあたり、研究と育児・介護の両立のためには改善策を講じることが必要であると考察される。

学院学生は修士・博士課程では合わせて12名（2１％）、そして女性ポスドクが12名（43％）ととり
3

わけ高い水準にあり、
またテクニカルスタッフに至ると女性が占める割合が79％である。しかし、

おいては、大学の制度、慣習を、男女共同参画の立場から考えるように助言でき、
メンタルヘルスや

このような女性が多く研究に参画している部局においても、助手以上の常勤の教員では1割程度

研究にかかわることなど多岐にわたる男女共同参画のあらゆる側面に総合的に対処するアドバイ

と低い。

ザーの役割を果たせるようなコーディネーターを配置する。また、
ミッションステートメントに掲げ

女性研究者に関わる現状を見ると、平成17年度より、本学では主として研究の業務に従事する

た目標を達成するために、上位職にある職員を対象とし、啓発セミナー等を定期的に開催する。外

常勤の教員（教授、助教授、講師、助手）に裁量労働制が導入されている。業務の時間配分が研究者

部から男女共同参画に関する専門家を講師に招聘し、大学の職員が研修を積み、事業終了時の3

の裁量に委ねられていることから、女性研究者が仕事と、育児・介護の両立を行うには、柔軟な勤務

年後には大学の職員の中に専門家が育つようにする。

が出来る体制になっている。その一方で、
ポスドクとテクニカルスタッフは非正規職員（熊本大学職

なお、
コーディネーターの業務は、男女共同参画の計画策定、振興管理に関すること、育児・子育

員就業規則により、一年度内において任期を定めて雇用する職員であって有期雇用職員と規定さ

てに関すること及び女性がアカデミックキャリアを形成するに当たって直面する悩み等に対応する

れる。以下、
この計画書においては非正規職員と呼ぶ）であることから、制度上、勤務時間に裁量権

ための相談窓口等以下に示すものを担当する。

を有しない。女性研究者の育成と次世代の環境整備を行うためには、
ポスドク・テクニカルスタッフ
を含む多くの非正規職員についても育児・介護にかかる両立支援策の恩恵を及ぼせるよう雇用環
境を整備していく必要がある。
また、女性教員（研究者）は、制度上、育児・介護の両立のため、柔軟な勤務が出来る体制になっ
ているが、現実には勤務時間の裁量だけでは、両立は困難である。育児休業を取得しやすい研究環

（1）男女共同参画についての本学の教職員、学生の意識改革のための啓発活動・シ
ンポジウムの開催
熊本県の男女共同参画に関する人材を積極的に活用し、熊本県の協力を得てシンポジウムや啓
発セミナーを開催する。

境にない点も問題である。出産・育児・介護を抱える研究者の教育・研究活動についても両立でき
るように、研究者の研究・教育活動を支援したり、代替する者を配置したりすることが困難であり、

（2）メンター制度の導入

個人もしくは研究室の責任者の努力に頼っているのが現状である。その際も、任期制が導入され

若手女性研究者に対し、ロールモデル情報やキャリアパスの情報を提供するとともに、
ポスドク

ている部局では、5年単位で厳しい業績評価に晒されており、出産・育児・介護という状況は個人に

などアカデミックキャリア途上にある女性研究者に対して現職の女性研究者が個人として助言指

大きな負担を強いている。このような競争環境下では、研究室責任者の努力による改善策だけに

導をおこなうメンター制度の導入・運用を行う。女性研究者の数が少ないことから、若手女性研究

頼ることは、難しい現状にある。

者たちは、
どのようなキャリア形成を行うべきか、また結婚・出産・育児などと研究をどのように両
立していけるのか等の情報が不足している状況におかれている。このメンター制度は既に民間企

2.計画構想の内容

業において中堅女性職員を育成するに当たって女性管理者が助言する制度を採用し、大きな成果
を挙げてきたものである。コーディネーターは、
メンターを望む若い女性研究者に適切なメンター

上述のように、仕事と子育ての両立には、個人の努力を超える負担が存在しているが、社会とし

役を果たせる女性教員を配置する支援とフォローアップを行う。

てそれをサポートする体制も現状では満足できる状況にない。知的活動に取り組む人材が唯一の
資源である熊本大学にとって、本学の未来を切り拓く有為な女性人材の活用をすすめることは大

（3）育児・介護に関する教職員・学生の相談窓口、情報収集、広報活動

学戦略としても重要な課題であり、全学的な取り組みが必要である。全学レベルでの男女共同参

育児・介護に関する教職員・学生の相談窓口、情報収集、広報活動として、キャンパス内保育サー

画推進政策を考え、環境整備に取り組んでいくことは、今後優れた研究者の確保の点においても非

ビスの利用についての情報提供、公的育児・介護支援制度の利用法、病院あるいは病児保育・介護

常に重要な課題となっている。

援助施設の紹介・支援、地域のネットワークの情報提供など育児・介護支援サービスを提供する。ま

研究者という仕事は、時間の不規則性などもあり、仕事と子育ての両立に際して、職場のサポー

た、研究と育児・介護の両立支援のための勤務体制、利用可能な福利制度及び国の応募可能な研

トや配偶者（特に男性）の意識改革が必要である。次世代育成支援の行動計画において「男性の育

究費「子育て支援型ポスドク制度」など男女共同参画の各種施策について制度の周知徹底を行う。

児参加の促進」を謳っているが、その実現には男女共同参画社会の実現を目指した組織的な制度
改革・意識改革や予算措置を伴う支援策（代替員の対応など）が不可欠である。
本事業では、熊本県男女共同参画センター、熊本県子育て支援NPO、地域企業（同窓会を含む）

（4）学生チャレンジの促進
学生のチャレンジを促進するために、女性研究者との交流の場を設ける。

と連携しながら推進する。

（5）次世代の研究者（研究者の卵）への広報活動

a. 意識改革と全学的な男女共同参画の推進

次世代（小学生、中学生、高校生）を熊本大学に招いて、研究見学や研究の実体験をさせ、研究と
いう職への興味を萌芽させる。

全学的な推進体制を整備するため、事業当初において、男女共同参画推進委員会を設置し、大学
における男女共同参画推進政策を策定し、実施する組織をまず整備する。実施期間中及び終了後
も毎年評価し、推進施策に反映する体制を維持する。
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（6）ポスドク・テクニカルスタッフの勤務実態・キャリアパスに関する情報の収集・
提供

また、男女共同参画の実践に対して最重要課題となっているのが、職員（特に上位職にある職員）

男女共同参画に関する調査や報告には、教職員や技術職員、学生についての調査はあっても、
ポ

に対する啓発である。教授等の上位職にある職員については、研究と育児・介護の両立において、

スドク、テクニカルスタッフなどの非正規職員については、調査対象から外されている例が少なく

女性研究者を取り巻く諸事情、福利厚生制度のような制度の利用について、理解するように、啓発

ない。今後、正規職員以外に多数の非正規職員であるポスドクやテクニカルスタッフについても、

活動を行うことが、男女共同参画社会を作るうえにおいて、極めて重要である。従って、事業当初に

男女共同参画に関する調査対象に含め実施する。
5

（7）職場慣行の醸成

（5）優秀な女性研究者の採用可能性を高めるための配慮

講義、会議、セミナーなどの開催を、午前中又は午後の早い時間に行うなど、未就学児あるいは

教員全体に占める女性の割合を増加させるためには、優秀な女性研究者の採用の可能性を高め

就学している子どもを持つ者に対して、夜間などの参加が困難な時間帯を極力避ける。子育て中

ることが重要である。公募選考のの過程で、応募時の年令ではなく、出産・子育て・介護等の経歴を

の研究者が不利とならないような職場慣行の醸成を大学として推進する。

配慮し、実質的に教育・研究に専念した年数に基づき、業績評価する。また、女性研究者の業績が向
上し、外部資金や教員ポストを巡る競争力の向上した女性研究者を増加させる。

b. 研究と育児・介護を両立支援するための勤務体制に関する環境整備
（6）5年の有期雇用職員を継続活用する制度の検討
平成17年度より、本学では、主として研究の業務に従事する常勤の教員（教授、助教授、講師、助
手）に裁量労働制が導入されており、業務の時間配分が研究者の裁量に委ねられている。

革新的研究の推進は柔軟な思考をもつ挑戦的かつ独創的なポスドクレベルの若手研究者によっ
てなされることが多い。その能力を活かす環境作りをすることは重要である。労働基準法第14条

本学の教職員、ポスドク、テクニカルスタッフは、男女に限らず、また配偶者が常勤職につ

に基づき5年間を超えない期間に定めて雇用し契約期間が満了したのち、同一プロジェクトの再度

いているかどうかにも関わらず、育児・介護休業あるいは部分休業を取得することが制度的に

の雇用契約を結ばないことは厚生労働局長通達に鑑み妥当であると思われる。しかし、別のプロジ

可能になっている。

ェクトを公募する場合に、
これに応募して審査の上で選考されたにも関わらず大学が雇用契約を結

これを踏まえて、さらに勤務体制に関して以下の取り組みを進める。

べない状況になると、研究職に就業したい有能な労働者保護の観点と人材活用の観点の双方から
かえって不都合を生じている。学問分野の動向と社会の要請に応えて的確にプロジェクトを推進す

（1）年次有給休暇の取得促進
男女共同参画社会を推進するためには、長時間労働の働き方を見直し、男性・女性ともに育児・

るという研究領域の労働環境の特殊性を考慮し、柔軟な運用ができるように制度の整備を検討す
る。

介護などに参加しやすい環境を作ることが非常に重要な課題である。そのためには、年次有給休
暇の取得促進や時間外労働の削減を推進する。本学での平成16年1月の調査では平均年次有給

c. 育児・介護期間中の研究者への両立を支援するための制度

休暇取得状況が1人当たり7.38日（全職員1936人×7.38日＝14288日）である。本事業では
これを年間2日ずつ増加させることを目標とし、事業終了後の3年後には、年間6日の増日（延べ6
日×1936人＝11616日）、すなわち現在の約2倍の年次有給休暇の取得を促進する。

（1）育児・介護期間中の研究者への研究代替員としての実験補助者の派遣による
支援制度
研究者の業務の中には、直接自分自身がやらなくても実験補助者に依頼すれば可能な作業が一

（2）育児・介護休業の取得促進

定程度存在する。育児期間中の研究者に対し、
このような実験補助者をつけることができれば、育

育児・介護の必要のある職員が、気兼ねなく育児・介護休業、あるいは部分育児休業の取得がで

児に伴う研究効率の低下を最小限に抑えることが可能になる。女性研究者が育児・介護している期

きるよう職場慣行を改め、女性のみならず男性についても取得を積極的に推進する。後にc.で述

間中に、それまで継続的に実施している研究活動が中断・遅滞しないために、研究遂行のための補

べる、
テクニカルスタッフによる研究代替員の対応・研究費の予算措置を講ずることでその促進を

助者が必要な場合、そのための人員派遣について大学として配慮する制度を構築する。補助者は、

図る。

週30時間程度の研究補助を目安とする。このような補助をつける対象は、常勤教員だけでなく有
期雇用のポスドクや常勤技術職員も対象とする。また、特に優秀な場合には選考の上で博士後期

（3）育児・介護期間におけるフレキシブルな勤務時間制度の整備

課程（医学系にあっては博士課程）大学院生も対象とする。育児においては現実問題として、小学

研究の現場においては、競争が激しく、現実問題として研究の現場を完全に離れることは難しい

生にも乳幼児と同程度の手間がかかるので、支援対策は乳幼児を持つ者だけでなく、小学校卒業

面があるため、育児休業を取得することは容易ではない。職員・ポスドク・テクニカルスタッフが仕

程度までを対象とする。非正規のテクニカルスタッフが育児・介護休業、勤務時間の短縮を取得し

事を継続しつつ育児にも十分な時間を割くために、短時間勤務制度、始業・就業時刻の繰り上げ・

た場合にも、関係する研究を実施する個々の教員の自助努力ではなく機関からの補助による、そ

繰り下げを可能にするフレキシブルな勤務制度を整備し、制度を利用できる対象も子どもの小学

の代用実験補助者の雇用も可能とする。モデルケースとして、当初はライフサイエンス関係部局で

校卒業時までに拡大する。

開始するが、速やかに実施部局の拡大を図る。

（4）育児・介護期間に対応した業績評価の際の配慮

（2）研究費の予算配分としての助成

例えば、任期制がとられている発生医学研究センター及びエイズ学研究センターの教員の再任

現実問題として育児・介護をしている職員が周囲に気兼ねなく適正に育児・介護休業を取得する

審査に係る業績評価の際には、実質上研究に従事できない出産・育児により勤務できなかった期間

ためには、直属の上司である研究室責任者の理解と支援が不可欠である。しかし、研究室の構成員

等については、審査対象の期間としないことが規則により定められている。ポスドクについてもそ

が育児・介護休業を取得すれば、その他の構成員にも様々な影響が及び、業務を代行する人員の雇

の業績評価の際にこのポリシーを準用できるようにする。また、非正規の職員である非常勤研究員、

用や訓練のコストも発生する。これが女性研究者の育児・介護休業を取得に無言の圧力を掛け、キ

文部科学研究員などの年度予算で措置されている職についても、今後の重要な課題として育児・

ャリアアップにブレーキを掛けていると考察される。これを補償し、育児・介護休業を取得しやすい

介護がアカデミックキャリア形成の障害とならないような方策を実施する。

環境を積極的に醸成する措置として、育児・介護休業を取得している構成員がいる研究室の責任
者に研究費の追加配分を行うなどの予算措置を講じる。モデルケースとして、当初はライフサイエ
ンス関係部局で開始するが、速やかに実施の部局の拡大を検討する。
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（3）ITを使った在宅勤務のサポート
ITを使った在宅勤務のサポートを推進する。具体的には、
データ解析や書類作成のためにパソコ
ン等のIT機器や解析ソフトウェアを利用して、研究者の自宅で在宅勤務が可能となるような制度を

多様な人材の育成・活用ができ、産業の活性化につながるものと考えられる。
また、熊本県は、内閣府が全国4府県において推進しているモデル事業：
「地域における『チャレ
ンジ・ネットワーク』環境整備推進事業」の拠点の一つである。

整備し、
これを全学において運用する。情報漏えいや個人情報保護法への対応等解決すべき課題

熊本県男女共同参画センターのロールモデルなどの情報を積極的に学生・研究者に提示するこ

もあるが、大学と自宅とのアクセスについては、高度なセキュリティシステムを確保した上で運用

とにより、研究職のみならず、技術・専門知識を活かしたパラ・アカデミックキャリアパスへのチャレ

が可能となるような制度及び整備を行う。

ンジを援助する。
（＊）熊本県では、産業の振興を通じて経済の活性化と県民生活の質の向上を実現するための戦

d. 地域連携・人材データバンク化によるアカデミック、パラ・アカ
デミックキャリアパスの創出
次世代を担う多様で優れた女性研究者の参加を促進し、そして、その実績・効果を積極的に広報

略として、
「ものづくりフォレスト構想」
「バイオフォレスト構想」
「セミコンダクタ・フォレスト構想」
を策定し、人材の育成・確保などの戦略を推進している。

e. 全学的な保育援助システムの整備・構築

活動することにより、相乗効果として女子学生が研究者としてますます増加し、競争力をつけて輩
出していくものと期待される。下記のような方策を実行し、アカデミックキャリアアップ、あるいは

研究と育児を両立させるには、保育施設が職場のすぐそばにあること、あるいは利用できる保育・

産業界へスピンアウトさせることにより、パラ・アカデミックキャリアパス（産業界への雇用の場）の

介護援助システムの整備が非常に有効である。熊本大学が所在する熊本市及びその近郊では、

創出を図るために、
チャレンジ支援を体系化する。

認可保育所や熊本県の子育て支援NPO、熊本市ファミリー・サポート・センター等の子育て
支援機関・制度がある程度充実している。しかし、保育所に入所できない待機子どもは依然と

（1）大学院博士課程学生・ポスドクの人材データバンク化

して存在しており、女性研究者が産休、育児・介護休業取得後に職場復帰する場合、希望する

本学の学生・ポスドクについて人材データバンク化し、卒業生団体の連携を強め、その現状・就職

認可保育所等に入所できないことが考えられる。また、研究活動の時間的な不規則性に鑑み、

先を把握し、適切な情報提供を行い、進路相談などの支援体制を構築する。就職のサポート、アカ

長時間保育を可能にする必要がある。このように、女性研究者の生活実態に合ったそれぞれの

デミックキャリアアップへのチャレンジ支援を行う。

研究者が必要とする子育て支援形態も多様化する実態があることから、複数の育児支援メニュ
ーから必要なものを選択できる制度の創設を目指す。

（2）大学内における人材活用制度の整備
研究者の夫婦が共に同一地域の大学・研究機関のポストを得られるような配慮の推奨と、大学と

（1）子育て支援NPOとの連携による保育援助システムの構築

して情報提供サービスを行う。女性研究者がキャリアアップポジションに応募することを躊躇させ

研究活動の時間的な不規則性に鑑み、長時間保育を可能にする必要がある。このため、熊本県

る何らかの要因が存在するとすれば、それを取り除く必要がある。例えば、地理的要因（熊本のよう

の子育て支援や病児保育などのNPO、熊本市のファミリー・サポート・センターや地域子育て支援

な地方都市では、人口、
ポジションが相対的に多い首都圏に較べて同居できるチャンスが低い）、な

事業などと連携による、子育て支援システムを積極的に活用する。例えば、民間の「保育ママ」
（＊）

どがあげられる。

による保育園からの送迎や保育、病児保育、平日の夕方、土日など学内（下記の「こばと保育園）」）
・
学外、保育施設における保育時間外の研究業務があるときの、緊急時の保育援助システムを活用

（3）テクニカルスタッフの人材データバンク化

する。

テクニカルスタッフが高度な技術を身につけるにあたって、訓練・教育を大学は行っている。育っ

また、
このサービスの創出に当たっては、大学は必要な支援を行う。例えば、予め利用者の申請

た人材を、組織を超えて有効に生かすために、テクニカルスタッフについて、大学が中心となって

に基づいて、大学が契約する保育支援サービス提供者から利用者が選んでサービスを購入するよ

産学官で活用できるキャリアパスを創出することを目指す。また、育児等で雇用の中断した研究支

うなバウチャー制度の採用を検討する。なお、
この保育支援サービスシステムについては、速やか

援者の再雇用が、円滑に行われるような雇用制度の活用を図り、キャリアパスの中断からの復帰な

に全学で施行できるようにする。

ど雇用機会の拡大を図る。それぞれが持っている技術、能力を最大限活用できるようなシステムの
構築を図る。
また、今後は、博士号をもった高度な特殊技術を有するテクニカルスタッフなども含めての

さらに、保育施設の設置・充実に関する需要調査を17年度に引き続き行う。
（＊）
「保育ママ」
：保護者に代わり、子供の保育園への送迎・保育の代行をしたり、自宅（あるいは
保育できる場所）で保育を行う者をいう。

新しいキャリアパスが確立できるような体制の整備をしていくことも大事であり、このモデル
事業で試行する。

（2）学内保育施設の充実・医学部附属病院との連携による病児保育
熊本大学では、医学部附属病院内に、
「こばと保育園」が設置されている。もとは附属病院に勤

（4）大学と地域企業との緊密な産学連携によるパラ・アカデミックキャリアパスの創出

務する看護婦（現：看護師）の授乳室として設置されたものであるが、平成17年4月から熊本大学
の全職員（大学院生も含む）を対象とする学内保育施設となった。

熊本県が進めている「フォレスト構想」
（＊）を支える研究技術を持った女性たちの活用について、
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熊本大学における裁量労働体制に対応した子育て支援システムを整備する方法の1つとして、

産学の連携により交流を深めることで、産業界への新たな雇用の場を創出する。パラ・アカデミッ

この学内保育施設の活用が考えられる。学内保育施設の充実のメリットとして、職場と保育施設が

クキャリアパスへの人材の輩出は、確実に女性研究者の参入意欲を促し、女性研究者のみならず、

近接していることで、
とくに乳児への授乳の機会が確保されやすいこと、保育施設が利用者の職場
9

の実態を把握しやすいため、
きめ細かい保育が提供可能であること、熊本大学の関係者であれば、
利用者が共働きかどうか、
といった条件に左右されることなく、子どもを預けやすいこと、などがあ
げられる。現在、定員は35名で、実際の利用者は、医師、看護師、検査技師、などの附属病院関係者
が多いが、上記の学内保育施設のメリットを活かし、研究者の利用をも積極的に受け入れている。
しかし、施設の老朽化が進んでいるため、今後も継続して保育ができるように、事業1年目には、
「こ
ばと保育園」の補修事業を行う。
また、17年度調査及び18年度実施予定の需要調査を踏まえ、将来、
「こばと保育園」と医学部
附属病院と連携の上、病児保育にも対応できる体制について、検討を始める。病児保育については、
熊本市内では病後児保育を実施してる認可保育所はわずか2施設のみである。これに対し、九州大
学医学部附属病院など総合大学の附属病院において病児保育を実現したところもある。そうした
先進的取り組みをモデルとして、学内保育施設と医学部附属病院との連携による病児保育の創設

4.実施期間終了後の取組
本モデル事業での取り組みを全学的にアピールし、大学の政策決定組織に対して次の事項を働き
かける。
1.大学の中長期の目標に男女共同参画及び次世代育成の具体的な達成目標を数値目標として掲
げ、実施期間終了後も毎年評価し、推進施策に反映する体制を維持する。
2.コーディネーター制度による意識改革の成果が上がり、
コーディネーターとして引き続き意識啓
発セミナーを行えるような職員を育成する。実施期間終了後もコーディネーターの職務を行え
るようにする。
3.この事業で構築された勤務体制、保育援助システム、研究代替員の対応、研究費の助成システム
などは、大学又は部局の共通経費により維持する。

を目指す。
また、理工系・人文社会科学系の学部が所在する黒髪キャンパスに、将来において保育サービス
利用可能施設の整備を目指す。

（3）熊本大学子育て支援システムの構築

5.期待される波及効果
アカデミックキャリア、そしてパラ・アカデミックキャリアパスへ多くの女性人材を輩出することで、
女性研究者の参入促進の足掛かりとし、その結果として、女性教員の割合を向上させ、全学的な波

上述の子育て支援システムの構築にあたっては、親の側から都合ばかりでなく、子どもが育つ環

及効果を狙う。また、熊本大学の教員・学生は毎年多くの学会で発表を行っている。そこで、熊本大

境として配慮すべき点についても検討されなければならない。そのために、既存の組織の活用を

学での取り組みの成果を各学会で発表・アピールすることで、他の研究機関への働きかけとなると

図るとともに、必要に応じて新たに検討組織を立ち上げる。当面、検討すべき課題としての以下の

同時に、相互の情報交換も可能となる。

ことが考えられる。
大学は、そこで働く教職員のみならず、そこで学ぶ多数の学生から構成されている。熊本大学で

このような取組みにより、女性研究者に優しい大学、研究・職場環境は、教育・研究分野の
業績や教職員にとっても満足度の高い組織であるということを普及させる効果が期待できる。

は、今後、学業と子育ての両立という課題を抱える学生が増加することも予想される。女性研究者
には、そうした学生へのアドバイスや支援の役割を果たすことも期待されている。学生に対して、

6.実施体制

大学の子育て支援システムを開放することも考えられなければならない。大学の教職員も学生も
共に利用可能な附属保育園を設置したお茶の水大学の事例などを学びながら、大学において最も
望ましい子育て支援システムの構築を目指す。

3.育成期間終了後における具体的な目標

本事業では、熊本県男女共同参画センター、熊本県子育て支援NPO、地域企業（同窓会を含む）
と連携しながら推進する。
全学的な推進体制として、事業当初において、役員会の下に男女共同参画推進委員会及び同委
員会の下に女性研究者支援WGを設置し、具体的な検討を行うなど実施する組織をまず整備する。
また、大学の男女共同参画推進政策を策定し、、実施期間中及び終了後も毎年評価し、推進施策に

1.全学の男女共同参画推進委員会において、大学の男女共同参画推進政策を制定し、学内全体に
意識改革を定着させる。新たに構築した女性研究者の支援体制は大学により維持する。本事業

反映する体制を維持する。さらに、同委員会で決定された政策の推進及び女性研究者支援モデル
事業を推進するため、男女共同参画推進室を設置する。

により構築した子育て支援システムを学生を含む利用者を拡張する方策を検討する。子育て支

なお、男女共同参画の実践に対して最重要課題となっているのが、職員（特に上位職にある職員）

援システムの利用経費については、受益者負担の原則を採用しながら、制度の維持存続を図る。

に対する啓発である。教授等の上位職にある職員については、研究と育児・介護の両立において、

2.コーディネーター制度を設置し、職員を対象とした意識啓発セミナー等を定期的に開催する。こ

女性研究者を取り巻く諸事情、福利厚生制度のような制度の利用について、理解するように、啓発

のミッションステートメントに掲げた目標を達成するための、全学の男女共同参画への意識を高

活動を行うことが、男女共同参画社会を作るうえにおいて、極めて重要である。従って、事業当初に

める。

おいては、大学の制度、慣習を、男女共同参画の立場から考えるように助言でき、
メンタルヘルスや

3.女性研究者が育つ環境を整備する：研究と育児・介護を両立支援するための勤務制度及び保育
援助システムの整備を進める。育児・介護に携わる研究者に対する研究代替員の対応などによ

研究にかかわることなど多岐にわたる男女共同参画のあらゆる側面に総合的に対処するアドバイ
ザーの役割を果たせるようなコーディネーターを配置する。

り、育児・介護期間中の研究者の負担を軽減する。
4.地域連携により、多様なキャリア創出を図り、次世代を担う多様で優れた女性研究者の参入を促
進する。
5.教員全体に占める女性の割合の増加：ライフサイエンス分野において、新規採用教員のうち女
性の占める割合を5年後には、現在の博士課程の女性が占める割合（22％）にまで増加させる。
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大学・機関名

大学法人

熊本大学

事業名「地域連携による
キャリアパス環境整備」事業

国立大学法人 熊本大学
男女共同参画推進基本計画

学生数、10，
207人 教員数、1，
015人
沿革等 昭和24年5月熊本大学設置（医学部、

平成19年3月26日策定

薬学部、工学部、法文学部、教育学部、理学部）

男女共同参画社会基本法（平成11年制定）は、男女共同参画社会について、
「男女が、社会

大学・機関からのメッセージ

の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機
会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

（1）熊本大学における女性研究者の現状と将来像

でき、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義し、その実現を「21世紀の我が国社会を決定す

熊本大学における女性研究者の現状は、分野別にみると、学部生の女

る最重要課題」と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進

性割合は38.6％、大学院生の女性割合は25.6％であるのに、女性教員

に関する施策の推進を図っていくことが重要である、としている。

の割合になると12.2％と大きく減少している。この原因として、学生か

熊本大学は、男女共同参画社会の実現のために大学が担うべき役割と責任の大きさを自覚

ら研究職に就くまでに、女性たちのライフステージは、大きく変化する時

し、ここに「熊本大学男女共同参画推進基本計画」を策定する。

期であり、結婚、出産を経て、女性に多く求められがちな育児、家事、介護

本計画は、本学における男女共同参画推進の目標、方針、推進体制等について基本的事項を

などの役割と研究活動の両立が困難であることがあげられる。平成19

定めたものであり、今後、大学及び各部局はこれを基にして、全学一体となって具体的な取組

年3月26日に「男女共同参画推進基本計画」を策定した。この中で、ライ

みを計画的に推進していくことになる。

フサイエンス（生命科学）分野で5年後の新規採用職員の割合を22％に
することを謳っており、今後、各部局の特性に配慮するとともに、地域と
の連携を図り、全学として推進することとしている。

（2）熊本大学の取組：チャレンジ支援
意識改革として、シンポジウムやセミナーを実施し、女性研究者の支援
策として研究補助員の対応等、勤務体制に関する環境整備を図っている。
また、優秀な女性研究者が、大学のみならず産業界など多様な場で活躍
できるよう、人材のデータバンク化(男女共)と情報共有が出来る多様な
キャリアパスの創出事業を推進している。
「男女共同参画推進基本計画」
の確実な推進を図るため、今後、大学及び各部局はこれを基にして、全学
一体となって具体的な取組を計画的に推進していく。
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Ⅰ.

目標

熊本大学は、
「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個
性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会」の実現を目指し、次に掲げる事項の推進
を図る。
（1）教育・研究及びそれを取り巻く就労・就学環境の整備
（2）男女が共に参画して社会を形成していくための原動力となり、社会で活躍できる人材の育成
（3）男女共同参画社会の形成のための教育・研究の充実

Ⅱ.

基本方針

上記Ⅰに掲げる事項の推進を図るため、次のとおり基本方針を策定し、
この基本方針に基づき、Ⅲ
に掲げる具体的事項を遂行する。
1. 男女の機会均等の実現
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
3. 就労・就学と家庭生活との両立支援
4. 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
5. 男女共同参画を推進する教育・研究の充実
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
7. 苦情申立て・救済システムの整備

Ⅲ.

基本方針の内容

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
・教職員の募集に際して、積極的な広報を行い、優秀な女性の応募数の増加を図る。
・各部局が、女性研究者・教員の採用を拡大した場合、人事的配慮としてインセンティブの付与を
検討する。
・現在の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まで増加させる。
・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。
・女性教職員に対する大学内外の研修の機会を拡大する。
・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。
②メンター制度の充実
・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。

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
②研修制度のあり方についての検討
・男女が持つ固定的性別役割分担意識の解消を図る。
③定期的な啓発セミナー・シンポジウム等の開催
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
・制度が男女を問わない場合も、慣行・運用で偏りが生じていないかを検証する。
・運用において性別による偏りがある場合、その原因を取り除くための対策を講じる。
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
14

⑥次世代の研究者への情報提供
・学生と研究者との交流の場を提供する。
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

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
・取得の促進策として代替要員の配置を行う。
②学内保育施設の整備
・学内保育施設（こばと保育園を含む。）のあり方を総合的に検討する。
・改築・運営費など、大学の予算補助を拡充する。
③多様な保育サービスの提供
・ＮＰＯ法人、医学部附属病院等との連携により、病児保育を含め保育システムを構築する。
・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の保育システ
ムを構築する。
④育児・介護支援のための柔軟な勤務・就学体制
・短時間労働制等の導入を図ると共に研究支援者による対応を図る。
・ITを使った在宅勤務・就学上の支援体制を整備する。
⑤出産、育児、介護が不利とならない雇用制度の整備
・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。
・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。
⑥育児・介護後復帰する女性人材の活用促進
・休職中の教職員に対して業務に関する情報提供等のサポートを行う。
・復職者の教育研究経費の配分が不利益とならないように配慮する。
⑦女性人材の情報バンク化と就職支援サービスの提供
・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。
・その積極的推進のために産業界・教育界との情報共有
化を図り、現状の改善につなげる。
⑧夫婦研究者への就職支援
⑨育児・介護相談窓口の設置（男女共同参画窓口の兼務）
⑩職場慣行の見直しと改善
・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。
⑪年次有給休暇の取得促進

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
②大学及び各部局における数値目標の設定
・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。）
・女性職員の採用・登用を促進する。
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・本学のあらゆる委員会の女性比率について実態を把握し、男女比率の改善に向けた数値目標
を検討する。
・役員、教授、
（局・部）課長等における女性比率を増大させる。
・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。
③積極的な改善策の策定
・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を行い、積極
的 改善措置（ポジティブ・アクション）を図る。
・まったく女性教員のいない部局又は学科においては最低１名の女性数員の採用を図るように
努力する。
・教職員の採用、業績評価において、性別による偏見がないか常に点検をする。
・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。
④パブリック・コメントの実施
・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。

Ⅳ.

1.男女共同参画推進委員会の設置
全学的な男女共同参画を推進するため、学長の下に熊本大学男女共同参画推進委員会を、
ま
た、その下部組織として各部局に男女共同参画推進委員会をそれぞれ設置する。なお、委員会
運営のために必要な財源の措置を図る。

2.男女共同参画推進室の設置
男女共同参画事業を推進する組織として、担当理事を室長とする男女共同参画推進室を設置
する。
推進室の事業推進のため、ジェンダー学や男女共同参画等を研究する兼務教員の確保につ
いて、コーディネーター及び事務職員の配置も含めて検討し、事業推進に最もふさわしい体
制を整備する。

3.地域社会との連携
熊本県及び県内市町村、九州各県、地域NPO団体、そして地域企業等と連携して、意識啓発、
子育て支援、人材データバンク化による多様なキャリアパスの創出などを推進する。

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
・ジェンダー学や男女共同参画関係について新たに研究支援
を行う。
・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）。
・女性のキャリア支援教育科目を充実させる。
②女性大学院生を増加させるためのプログラムの策定
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

4.男女共同参画推進の達成度の評価
男女共同参画推進についての達成度を毎年確認するため、報告・評価の場を設ける。

Ⅴ.

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
・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
・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ど人権に関わる悩み相談について、
担当委員会との連携による対処
・将来的には、
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ど、人権尊重に関わる防
止・苦情処理・救済システムを統合する。
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計画期間
「第１期熊本大学男女共同参画推進基本計画」の策定
・平成19年度から平成28年度までの10ヵ年を第１期の計画期間とする。
・大学及び各部局は、平成19年度から平成28年度までの第１期の目標及び年度ごとの計画を
設定する。
・大学及び各部局は、目標及び計画の中に可能な限り、達成すべき数値目標を設定する。
・大学及び各部局は、年度ごとに計画の達成度を評価し公表する。
・平成23年度（基本計画の策定後5年目）に目標の達成度について中間評価を行う。

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
・学生、研究者及び教職員への積極的な情報提供を図る。
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
・男女別に算出し、現状把握を行う。
・歴史的推移も把握する。
・大学の公表資料において可能な限り男女別の比率を示す。
③女性のロールモデルの紹介
・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。
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
・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外へ紹介し、
特に優れた取組みを表彰する。

推進体制

参
考

用
語
解
説

【ジェンダー（社会的性別）の視点】
「社会的性別」
（ジェンダー）が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合も
あり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものである。
このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分
担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがある。その一方で、対象の
中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直
しを行おうとするものではない。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら
進める必要がある。
【OJT（On the Job Training）】
職場での日常業務を通じて行なわれる訓練の事。直属の上司や先輩の仕事振りを観察したり、直接
教わったりしながら、実務をこなしていく上で必要不可欠な技術や知識、モラルなどを現場で学ん
でいく事を指す。
【積極的改善措置（ポジティブ・アクション）】
様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、
男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて
実施していくものである。
積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家
公務員の採用・登用の促進等が実施されている。
男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、
また、国に準じた施策と
して地方公共団体の責務にも含まれている。
【ロールモデル】
将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考にする役割モデルをいう。
「女性のチャレ
ンジ支援策について」
（平成15年4月男女共同参画会議意見）では、一人一人が具体的に自分にあった
チャレンジをイメージし選択できるよう、身近なモデル事例を提示する重要性が指摘されている。
（主に「内閣府男女共同参画局ホームページ」の「用語集」から引用）
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●復職者への配慮
○復職者の教育研究経費等の配分が不利益にならないように配慮する。
●就職支援、情報の提供
○博士課程、
ポスドク等の人材情報バンク化をおこない、就職支援、情報の提供を行う。
●代替え要員の配置
○育児・介護休業の取得促進策として、代替え要員の速やかな配置する。

男女共同参画推進事業
部局における推進事例
5
1

女性教職員・学生の増加

●研修制度のあり方
○研修制度のあり方についての検討を行う。
（男女間の固定的な役割分担の意識解消）
●啓発セミナー等の開催
○定期的な啓発セミナー・シンポジウム等の開催する。
●情報の積極的な提供
○男女共同参画推進に関する情報の学生、研究者及び教職員への積極的な提供を行う。
●女性研究者等の活動紹介
○本学で活躍している女性研究者や卒業生等の活動紹介(例：ロールモデル集の作成・活用）
●交流の場の提供
○学生と研究者との交流の場の提供を行う。
（次世代研究者への情報提供）
●パブリックコメントの実施
○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。
●研修機会の拡大
○女性教職員に対する大学内外の研修の機会を拡大する。

●女性教職員の応募数増加
○実践例①：教職員募集に際しての積極的な広報活動、具体的な対策を図る。
○実践例②：教員採用については、男女応募者数を教授会等において公表し、分析・対策を図る。
●女性職員の採用・登用の促進
○新規採用の女性教員の割合を2010年度までに現在の各部局あるいは関連分野の博士課程の
女性比率まで増加。
○実践例：まったく女性教員のいない部局又は学科においては最低１名の女性教員の採用を図るよ
う努力する。
●指導的地位に女性の占める割合を国のレベルへ
○2020年までに、少なくとも30％にする。
○実践例:あらゆる委員会において男女比率の改善に向けた数値目標を検討する。
●プログラムの策定
○女性大学院生を増加させるためのプログラムの策定をする。

6
2

研修・啓発

教育・研究

業績評価
●キャリア支援科目の充実
○ジェンダー学の確立と女性のキャリア支援科目を充実させる。
●研究支援
○ジェンダー学や男女共同参画関係にについて新たに研究支援を行う。
●専任教員の配置等、教員の充実
○男女共同参画に関する教育充実のため、専任教員の配置を含めて教員の充実を図る。
●教育・研究プログラムの策定
○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を行う。

●業績評価に当たっての配慮
○女性教職員の業績評価に当たっての、出産、育児・介護等に従事したことへの配慮を行う。
●性別による偏見点検
○採用・業績評価において性別による偏見がないか常時点検する。
●男女間に偏りがないかの検証
○学内の各種取扱いについて男女間に偏りがないか検証する。
○実践例：各学部の各種取扱いについて実態調査をし、課題の分析を出し、対策のため積極的改善
措置を図る。

7

休業

3 メンター制度の導入
●助言による育成
○若手研究者への助言による育成を行う。
●ネットワークの構築
○女性研究者等の交流会を開催する等、ネットワークを図る。
●担当委員会との連携
○セクシャルハラスメント担当委員等との連携を推進する。

4

環境改善
●就労・就学環境の改善
○男性中心の就労・就学環境の改善を図る。
●職場慣行の見直しと改善
○子育て・介護中の教職員が不利とならないような職場環境の確立を図る。
●短時間労働制・在宅勤務等の導入
○育児・介護を必要とする教職員等に短時間労働制およびITを使った在宅勤務等の導入を図る。
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●育児・介護休業の取得促進
○男女を問わない育児・介護休業の取得促進を図る。
●有給休暇の取得促進
○年次有給休暇の取得促進を行う。

8 その他
●男女共同参画事業の推進
○部局独自の男女共同参画事業の推進を図る。
●女性比率の目標値の設定
○部局において、女性比率の目標数値を掲げるを推進を図る。

熊本大学男女共同参画推進室
TEL/FAX：(096)342-3281

男女共同参画への取組み
熊本大学は男女共同参画への推進として

女性に優しい環境づくり

に積極的に取り組んでいます。
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国立大学法人熊本大学男女共同参画推進委員会規則

（議事）
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（意見の聴取）

平成18年7月6日制定

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
（専門委員会等）

（設置）
第1条

国立大学法人熊本大学法人基本規則（平成16年4月1日制定）第29条第1項の規定に基づき、国

立大学法人熊本大学に、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の基本理念にのっとり、国立大
学法人熊本大学における男女共同参画を推進するため、
国立大学法人熊本大学男女共同参画推進委員会（以
下「委員会」という。）を置く。
（組織）

第7条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
（事務）
第8条 委員会の事務は、総務部人事課の協力を得て、企画部企画課において処理する。
（雑則）
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
（1） 学長が指名する理事 3人
（2） 文学部、教育学部、法学部及び医学部から選出された教員 各1人
（3） 大学院社会文化科学研究科及び大学院法曹養成研究科から選出された教員 各1人
（4） 大学院医学薬学研究部から選出された教員 2人

附 則
1 この規則は、平成18年7月6日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号の委員の任期は、同条
第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

（5） 大学院自然科学研究科から選出された教員 3人
（6） 総合情報基盤センター、生命資源研究・支援センター、エイズ学研究センター及び発生医学研究セ
ンターから選出された教員 各1人
（7） 医学部附属病院から選出された教員 1人
（8） 事務局長
（9） 看護部長
（10） 男女共同参画に関し識見を有する学外の者 若干人

附 則
1 この規則は、平成19年7月26日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項第2号及び第3号の委員である者は、
この
規則施行の日において、当該各号に相当する改正後の第2条第1項各号の委員と なるものとする。
3 この規則施行後最初に委嘱される第2条第1項第2号から第7号までの委員の任期は、同条第4項の規
定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

（11） その他委員長が指名する者 若干人
2 前項第2号から第7号まで、第10号及び第11号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項の委員には、女性を相当数含むものとする。
4 第1項第2号から第7号まで、第10号及び第11号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 第1項第2号から第7号まで及び第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、 前項の規
定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
（審議事項）
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
（1） 男女共同参画の推進のための方針の策定に関すること。
（2） 男女共同参画の推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
（3） その他男女共同参画の推進に関し必要な事項
（委員長）
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の理事のうちから、学長が指名するものをもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
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国立大学法人熊本大学男女共同参画推進室要項
（設置）
1 国立大学法人熊本大学に、男女共同参画事業を推進するため、国立大学法人熊本大学男女共同参画推
進室（以下「推進室」という。）を置く。
（組織）
2 推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
（1） 学長が指名する理事 1人
（2） 総務部人事課長、総務部労務・安全課長、企画部企画課長、学務部キャリア支援課長及び教育学部
事務部事務長
（3） 総務部人事課副課長、総務部労務・安全課副課長、企画部企画課副課長、施設部施設企画課副課長、
研究・国際部研究支援課副課長、研究・国際部社会連携課副課長、情報企画課副課長、医学部附属
病院事務部総務・企画課副課長及び人文社会科学系事務部副事務長
（4） 財務部財務課副課長、学務部学生課副課長、自然科学系事務部副事務長及び生命科学系事務部副
事務長のうち、第5項の室長が指名する者 各1人
（5） その他必要な職員
（男女共同参画コーディネーター）
3 推進室に、前項各号に掲げる者のほか、男女共同参画コーディネーターを置く。
4 男女共同参画コーディネーターは、男女共同参画事業に係る調査研究、指導助言、啓発、広報、情報収集
及び相談並びに地域との連絡調整等の業務を行う。
（室長）
5 推進室に、室長を置き、第2項第1号の理事をもって充てる。
6 室長は、推進室の業務を統括する。
（副室長）
7 推進室に、副室長２人を置き、室長が指名する第2項第2号の者をもって充てる。
8 副室長は、室長を補佐する。
（業務）
9 推進室は、次に掲げる業務を行う。
（1） 男女共同参画推進委員会で決定された施策の推進
（2） 女性研究者支援モデル育成事業の推進
（3） その他男女共同参画事業の推進に関し必要な業務
（連携協力）
10 総務部人事課、総務部労務・安全課、企画部企画課、財務部財務課、施設部施設企画課、学務部学生課、
学務部キャリア支援課、研究・国際部研究支援課、研究・国際部社会連携課、情報企画課、医学部附属病
院事務部総務・企画課、人文社会科学系事務部、教育学部事務部、自然科学系事務部及び生命科学系
事務部は、推進室の業務に関し連携協力するものとする。
（事務）
11 推進室の事務は、総務部人事課及び企画部企画課において処理する。
（雑則）
12 この要項に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年4月27日から施行する。
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育児に係る研究支援事業の公募について
この支援事業は、文部科学省の「女性研究者支援モデル育成」事業として平成18年度から3年間の事業
として採択された『地域連携によるキャリアパス環境整備』事業の取り組みの一環として計画されたもので、
育児期間中の女性研究者への実験補助者の派遣による支援を行うことで、本学における女性研究者の育児
と研究活動の両立を支援するため下記のとおり公募します。
なお、男女共同参画委員会あるいはそれに代わる委員会を備えた部局等に所属する研究者（事業は女性
限定）を対象としています。
記
１．事業の目的
自然科学分野では、研究室において行われる継続的な実験が多く、育児期間中の研究者にとって、研究と
育児の両立に障害があると考察される。本事業では研究者が育児に携わっている期間中に、それまで継続
的に実施している研究活動（実験等）が中断・遅滞しないよう、研究遂行のための研究補助者を派遣し支援
する。
2．応募資格
研究時従事している本学に所属する女性の常勤研究者、
非常勤の研究員（文部科研研究員、
COEリサーチ・
アソシエート等）で、乳幼児から小学校卒業までの子どもを主に養育中である者。
（男女共同参画の観点から本来は育児に携わる男女両性の研究者を対象とすべきところであるが、当面は
必要性が高い女性研究者に限定する。）
3．支援内容
研究室で行われる自然科学系の実験等に対する補助のため、週30時間程度を上限として研究補助者を
派遣する。
（育児の程度や研究内容等の審査を経て年度ごとに支援する。）
4．募集人数
8名（派遣時間等により増減する。）
5．応募方法
別紙様式1により1部、下記応募先に提出する。
6．締め切り
平成20年2月1日（金）必着
7．審査の方法
①書類審査と面接審査により行う。
②熊本大学男女共同参画推進委員会女性研究者支援ワーキンググループが決定する。
8．事業の応募先・問い合わせ先
熊本大学男女共同参画推進室
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全学的な推進体制の確立

学

熊本大学「女性研究者支援モデル育成」事業

熊本大学で、この事業を契機に、女性が多様な
研究分野で活躍できるよう環境整備を行い、大
学のみならず産業界など幅広い分野での雇用
の場の創出。

長
男女共同参画
コーディネーター

担当理事

次世代育成支援行動計画
フォローアップ専門委員会

男女共同参画
推進委員会
男女共同参画
推進室

科学技術基本計画の目標達成に貢献する。

女性研究者支援検討WG
連携

熊本大学男女共同参画推進基本計画
−新たなる改革と支援−

熊本県、熊本市、NPO・ボランティア団体、企業等（熊本県男女共同参
画センター、熊本市ファミリー・サポート・センターなど）

推進体制

地域との連携による熊本大学の取り組み：骨子

１ 男女共同参画推進委員会の
設置・学長の下、全学的な男
女共同参画の推進

1
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勤務体制・研究代替員の対応

熊本県男女共同参画センター

意識改革

3

メンター制度・啓発事業

地域連携による
キャリアパス環境整備
地域子育て支援NPO
熊本県地域子育て支援事業

地域産業界、教育界、
人材データバンク

保育支援

チャレンジ支援

ハード・ソフトの充実

多様なキャリアパスの創出

研究者育成

両立支援

制度改革

2

2

男女共同参画推進室の設置・
体制の整備

教育・研究及びそれを取り巻く就労・就学環境の
整備
男女が共に参画して社会を形成していくための
原動力となり、社会で活躍できる人材の育成
男女共同参画社会の形成のための教育・研究の
充実

3

地域社会との連携・人材デー
ターバンク化によるキャリア
パスの創設

4

男女共同参画推進の達成度
の評価・毎年評価報告の場を
設ける

目標・基本方針
①男女の機会均等の実
現

②制度慣行の見直し、 ③就労・就学と家庭生活との両立支
意識改革の推進
援

④政策・方針決定過程
への女性の参画の拡
大

⑤教育・研究の充実

⑥ジエ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

⑦苦情申し立て・救済システムの整備

熊本大学は、全学一体となって具体的
な取り組みを計画的に推進する。

計画期間・H19〜H28
10ヵ年計画

地域連携によるキャリアパ
ス環境整備・具体的な対策

メンター制度・ロールモデ
ルの提示

女性に優しい環境づくり

意識改革・調査・分析・統計
・情報の提供と対策

全学的な保育援助システ
ムの整備

積極的な改善の策定、パブ
リック・コメントの実施

○女性教員の
恒常的な増加

5年後の新規採用女性教員の割合
＝現在の各部局あるいは博士課程の女性割合

○女性職員の採用・登用
の促進
27

全学的な推進体制の確立と基盤整備

女性研究者の現状について

全学的な男女共同参画の推進
1：キャリアパスが上がるにつれて女性比率が大幅に減少。

基本計画の策定
●7つの基本方針
●推進体制の確立

2：研究者は激しい競争にさらされている、労働時間が長い
任期制・流動職（ポスドク・技術職員など）についている人が多い。

3：育児休業取得率が低い

全学男女共同参画委員会の設置
各部局男女共同参画委員会の設置
各部局の推進計画の策定
大学への要望・部局の計画など
実態調査・意識調査実施中

→

講

師

→

（教員の女性割合）
ライフサイエンス
理学・工学
人文・社会
全体

助教授

→

教

部

→

（大学院生の女性割合）
ライフサイエンス
理学・工学
人文・社会
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修士課程

49％
17％
48％

→

22％
17％
48％

男女共同参画
推進委員会
［組織］
人事・労務担当理事
教育担当理事
研究担当理事
人文社会科学系及び
自然科学系の教員
生命科学系の教員
事務局長
外部委員
その他学長が指名する者

男女共同参画
コーディネーター

授
意識啓発
シンポジウム・
啓発セミナー

15％
4.5％
16％
12％

部局によって大きな違いがある

学

担当理事

全学の推進体制
・両立支援
・女性研究者育成

地域との連携による熊本大学の取り組み：
意識改革

■キャリアパスが上がるにつれて女性比率が大幅に減少

手

長

・次世代育成支援対策部会
子育て支援システム検討委員会
・キャリアパス支援部会

女性研究者の現状について

助

学

博士課程

部局レベルでの女性の教員の採用へ、
積極的なインセンティブを与えることも必要

熊本県（潮谷義子知事）との連携

次世代の研究者
への広報活動
小・中・高校生

女性研究者の
交流の場

意識改革
コーディネーターの設置
キャリアパス
情報収集・提供

メンター制度
ロールモデル
育児・介護に関する
相談窓口
保育システムの構築

地域による『チャレンジ・ネットワーク』
「環境整備推進事業拠点」
「地域活性化事例研究事業」
「熊本県男女協働政経塾」
（事務局は熊本大学）
・キャリアアップ講座
・女性起業支援講座
・現代女性学、男性学
・住民参加講座
・チーム・マネージメント講座
・男女共同参画基礎講座など、
毎年400以上の県民の啓発、
女性の能力活用支援
「女性のキャリア形成支援事業」
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意識調査
全学職員、熊大および九州管内女子大学院生

概

要

版

文部科学省科学技術振興調整費

『女性研究者支援モデル育成事業』に係る
熊本大学男女共同参画意識調査
調査結果の考察と今後の展望
はじめに
本報告書は、平成18年度文部科学省の科学技術振興調整費の「女性研究者モデル育成」プログラ
ムに採択された「地域連携によるキャリアパス環境整備」事業の取組みとして実施した熊本大学の男
女共同参画意識調査の結果をまとめたものである。
熊本大学は、熊本県とともに平成12年度から実施した男女共同参画推進事業の実績(男女協働政
経塾、地域活性化事例研究、女性のキャリア形成支援等)を活かし、
まず、地域連携による女性研究者の
キャリアパス環境整備に取組み、女性研究者を積極的に支援し、大学や産業界等での活用を図り、最終
的には、全学的に男女共同参画を推進していくことにしている。

熊本大学意識調査（平成18年度）

本事業を推進する国においては、2001年３月に閣議決定された第２期科学技術基本計画で、人材
の活用と多様なキャリア・パスが謳われている。また、2006年12月には、
「男女共同参画基本法」に
基づき、
「男女共同参画基本計画（第２次）」が閣議決定された。その中の重点事項として、
「12．
新た

職場環境整備
女性の仕事と家事の両立
育児休業取得後の再教育制度の充実・支援
育児休業取得後の代替要員の確保
男性の意識改革
社会保障制度の拡充
男性の仕事と家庭の両立
再雇用制度の採用
女性の意識改革
推進体制の整備
上司の理解
評価システムの改善
各種年齢制限の撤廃
大学としての目標設定
女性研究者の交流の場
一定期間の女性優遇措置
夫婦別姓
任期制の撤廃
任期制の改善
任期制の導入

な取組を必要とする分野における男女共同参画の推進」として「科学技術分野」の目標数値が「研究
組織毎に、当該分野の博士課程（後期）における女性割合等を踏まえつつ、自然科学系全体として25
％（理科系20％、工学系15％、農学系30％、保健系30％）を目安とし、各研究組織毎に、女性研究者
の採用の数値目標の設定、達成のための努力、達成状況の公開などが行われることを期待する。」と
謳われている。
今回の意識調査では、別紙調査票のとおり問1から問8までは属性に係わること、問9から問14ま
では男女共同参画に係わる意識調査、問15から問20までは子育てについての課題調査となっている。
本学における全教職員等に対する男女共同参画意識調査は今回が初めてである。
女性
（n＝1099）
男性
（n＝718）

有効回収率が49.4％（配布数3,682人、回収者1,819人）であった。
職種別に配布数に対しての回答率を見ると、①医師・看護師89.2％(配布数563人、回収数532人)、
②事務系職員74.9％（配布数530人、回収数397人）、③ポスドク・女性大学院生38.9％(配布数
529人、回収数206人)、④教員37.7％(配布数1,036人、回収数390人)、⑤事務補助員等28.7％
(配布数1,024人、回収数294人)、である。
回答者全体の男女別・年齢別の構成をみると、①20歳代614人33.8％（男性118人、6.6％、女
性495人、27.2％）、②30歳代472人25.9％（男性173人、9.5％、女性299人、16.4％）、③40
歳代384人21.1％（男性203人、11.2％、女性181人、9.9％）、④50歳代287人15.8％（男性
173人､9.5％、女性114人､6.3％）、⑤60歳代60人3.3％（男性50人、2.7％、女性10人、0.7％）
となっている。
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今回の調査は全ての質問にあたり、男女別、年代別、男女年代別、職種別にサンプル数、割合を出し
ている。
今後本調査の結果を活かし、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することの出来る男
女共同参画社会、その理念が活かされた熊本大学の実現をめざして、教職員及び学生のための教育、
研究が推進され、それを取り巻く就労・就学環境の整備や人材育成を大学として、推進していくための
基礎資料となることを願うものである。

けて、早急に取組む事が求められる。
以上の考察を踏まえて、本学では、
「男女が、お互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会」の実現を目指して、次の3項目
の推進を図ることが重要と考えられる。
①教育、研究及びそれを取り巻く就労・就学環境の整備
②男女が共に参画して社会を形成していくための原動力となり、社会で活躍できる人材の育成
③男女共同参画社会の形成のための教育・研究の充実

■九州管内7大学と熊本大学の女性院生の実態調査の状況比較
九州管内の７大学(九州大学、佐賀大学、長崎大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学)の女
性院生に対して、各大学200名を対象として調査票を配布(1,400名分)。回収率は394名28.1％
であった。熊本大学の女性院生の回収率は、175名31.8％である。
他大学に対しても本学と同じ質問事項(問9から問14と問20)による調査をしたところ、その比
較結果は、総じて異なることは少なく、各大学が抱えている課題も同じであることがわかった。
■課題分析と今後の展望
熊本大学における女性教員数は、平成18年１月現在で、114名（教員全体950名に占める割合12
％）である。医学・薬学系62名（女性比15％）、
理学・工学系12名（5％）、
人文・社会・教育系40名（16
％）である。博士課程の女子学生数は、医学薬学研究部79名（22％）、
自然科学研究科47名（17％）、
社会文化科学研究科23名（48％）である。また、女性教授の割合は17名、4.9％(教授全数349名)
である。教員全体数における男性の教授の割合は､34.9％に対して、女性教授の割合は、1.8％とな
っている。男女の助教授の割合を見てみれば、男性助教授は、25.9％で女性助教授3.3％と、教員に
占める女性の割合はどちらも非常に少ないのである。
事務系職員は、平成18年1月現在で、全体職員数502名のうち女性職員は、114名の22.7％で
ある。その中、役付(係長)以上の女性職員は、14名（係長以上の全体職員数249名)5.6％である。こ
のことは、係長級以上が全体職員数の49.6％であることからも女性役付数は少ない。本学の現状の
データや調査６の「現在の役職」から見ても、男女間で昇進の機会に差があることは明らかであり、今
後の大学の取組みとして、その要因分析等や女性教員増加のための公募システムの検討と女性職員
研修を含めたポジティブ・アクションの採用を図ることが重要となる。
また、問9から問14における「男女共同参画について」のアンケート結果からもわかるように、男女
間において「性別役割分担意識」に対する認識のズレがあることや問10の項目の大半で、男性では、
「平等である」と答えた割合が全て、同年代の女性に比べて10％以上高かった。このことは、男性に
とって、制度的に平等に出来ていると思っていることが、女性にとっては、平等と捉えられない状況が
窺える。他にも、男性よりも女性の結婚が遅く、子どもの数が少ない実態も、就労・就学と家庭生活・育
児における両立が困難な状況にあたることを示していると推測される。このように、男女の役割分担
が固定化されて家事・育児・介護が女性に任されてきた結果として、多くの女性達が男女共同参画の
実現のためには、
「男性の意識改革」、
「男性の仕事と家庭の両立」が必要であることを指摘している。
また、ポスドク等や女性大学院生からは、
「評価システムの改善」、
「各種年齢制限の撤廃」などをあげ
ていることが注目されるべきことである。
女性教職員や女性学生のキャリアのステップアップの実態をみれば、20歳代から30歳代の女性達
にとって、この人生の一時期には、仕事と育児・介護の両立における障壁が存在していると考えられる。
キャリアパスの環境整備にあたり、研究と育児・介護の両立のためには何らかの改善策を講じることは
必要不可欠である。上記のように職種によっては、男女共同参画の実現のための要件としてあげてい
る項目が異なっていることから、部局ごとにその特性を加味しながら、男女共同参画社会の実現に向
32

この実現のためには、上述した意識調査項目の分析結果に基づき、課題解決のための対策が必要と
なる。以下に、早急に取り組むべき課題・対策として、3項目掲げる。
①男性への意識啓発の必要性
○ 男性中心の教育・研究をはじめとする就労環境の改善。
○ 男女が持つ固定的性別役割分担意識の解消を図る研修制度の確立。
○ 学内の採用、昇格、評価など各種取扱いが、男女に中立的に運用されているかの検証。
②女性へのキャリア形成の啓発の必要性
○ 専門性を生かした採用、昇進、給与などキャリア形成にかかる研修。
○ ＯＪＴ
（注:on-the-job training）の機会の平等、積極的改善措置の導入。
○ 意志決定過程への女性参画(ロールモデルや交流の場の提供)。
○ ジェンダー学や男女共同参画に関する研究の推進。
③仕事と家庭の両立支援の推進
○ 仕事と家庭の両立環境整備をあらゆる面で推進・支援
○ 男女を問わない育児・介護休業の取得促進。
○ 学内保育園の位置づけと整備。
○ 多様な保育サービス（延長保育・病児保育・送迎など）についてＮＰＯ法人や大学医学部附属病
院等との連携。
○ 育児・介護支援のための柔軟な勤務体制。
○ 出産、育児、介護が不利にならない雇用制度の整備等。
○ 育児・介護後復帰する女性人材の活用促進。
○ 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の徹底。
今後の展望として、
これらの課題解決を図るべく、大学における男女共同参画の推進体制の整備を
図る。学長のリーダーシップの下、
「全学的な男女共同参画推進委員会」と各部局の「男女共同参画
委員会」が連携して、熊本大学の目指す目標を達成出来る組織体制を構築することが重要となってく
る。その目指す目標を明確に設定するために、早急に本学における「男女共同参画推進基本計画」を
策定する必要がある。
平成19年2月1日
国立大学法人熊本大学男女共同参画推進室
女性研究者支援検討ＷＧ委員長 森 光昭（理事）
委員 粂 昭苑（発生医学研究所センター教授）
委員 上野慎也（政策創造研究センター教授）
委員 八幡彩子（教育学部助教授）
委員 緒方洋子（男女共同参画コーディネーター）
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（4）大学全体で女性比率が少ない理由

調査の概要

問12

調査目的
熊本大学の男女共同参画推進のための意識調査と両立支援に関わる課題を掘り下げるために熊
本大学の職員と女性院生・ポスドク及び九州各県7大学の女性院生、ポスドクを対象として意識

大学全体で見ると、女性比率（学生・研究者・役職）が少ないのはなぜだと思いますか。
主なものを2つ選んでください。

●回答者全体では、①「家庭と仕事の両立が困難」51.1％、②「職場環境」25.5％、ついで③「女性
の意識」18.9％をあげた割合が高かった。

調査を実施する。

調査設計
1.調査対象
熊本大学本学…職員と女性院生・ポスドク
九州地区の国立法人7大学…女性院生・ポスドク

2.調査対象
対象者による自記入式調査法
・熊本大学本学調査…本学指示部数を各部局へ配布し対象者に配布してもらい回答用紙を回収。
・九州地区の国立法人7大学調査…各大学に調査票を郵送し、対象者に配布してもらい回答用
紙を回収し返送してもらう。

3.調査配布数と回収率
＜熊本大学本学＞
教員
配布数
回収数
回収率（％）

事務系職員

1,035
347
33.5

531
352
66.3

看護師（特定有 事務系補助員及びポス
期雇用職員含） ドク（医員・研修医含）
563
1,024
502
443
89.2
43.3

女性院生
529
175
33.1

合計
3,682
1,819
49.4

＜九州地区の国立法人7大学＞
1大学200サンプル、合計1,400サンプル配布＝回収数394サンプル（回収率：28.1％）

4.調査項目
（1）家庭生活や役割分担について
（2）男女平等について
（3）女性の就業環境・機会について
（4）大学におけるセクシュアル・ハラスメント防止について
（5）子育てについて

5.調査実施期間
平成18年12月2日〜平成18年12月20日

6.調査主体
国立法人大学 熊本大学 研究国際部・社会連携化

7.調査委託機関
（株）ダイヤ企画
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問12-2

大学における指導的地位に女性がつくには何が必要だと思いますか。
主なものを2つ選んでください。

●12-2 大学における指導的地位に女性がつくために必要なことについては、回答者全体では、
①「仕事と家庭との両立環境」49.7％ついで②「社会全般の理解・環境整備」30.8％③「女
性の業績を伸ばせる環境」23.6％をあげた割合が高かった。とりわけ女性は54.8％と多く
の者が両立環境の整備を望んでいる。

問12-3

問12-5

女性研究者を増加させる上で、
どのような環境や機会が必要だと思いますか。
主なものを2つ選んでください。

●12−5女性研究者を増加させるために必要な環境や機会として回答が多かった項目は、全体
では、①「テーマに長く取り組める環境」30.6％、②「能力の適切な評価」29.7％、③「上司
の理解」27.2％、④「研究・開発時間」23.4％であった。
●属性別にみると、
教員では、
①「テーマに長く取り組める環境」34.6％、
②「能力の適切な評価」
27.4％、の割合が高い。事務系職員では①「能力の適切な評価」35.8％、②「テーマに長く
取り組める環境」26.4％、の割合が高く、医師では、①「研究・開発時間」40.4％、②「テーマ
に長く取り組める環境」33.9％、
が高くなっている。
看護師では、①「テーマに長く取り組める環境」33.9％、②「研究・開発時間」28.6％が高い。
事務補助員等では①「能力の適切な評価」34.4％、②「テーマに長く取り組める環境」28.6
％である。
ポスドク等では、①「上司の理解」27.6％、②「能力の適切な評価」27.6％であり、女性大学
院生では①「上司の理解」32.8％、②「能力の適切な評価」30.5％などが高かった。また、女
性は①「テーマに長く取り組める環境」30.7％、②「能力の適切な評価」29.0％、③「上司の
理解」27.1％、などが高く、男性では、①「能力の適切な評価」30.9％、②「テーマに長く取り
組める環境」30.2％、③「上司の理解」27.2％、
を挙げた割合が高かった。

研究分野において男女の処遇の差があると思いますか。

●12-3 研究分野における男女の処遇の差については、回答者全体で、
「あり」が18.4％、
「な
し」が26.1％、
「わからない」が54.8％であった。教員及び男性では「なし」とする返答が４割
以上にのぼったが、女性は「あり」20.7％と答えた割合が「なし」15.5％より高かった。
●年代別に比較をすると、年齢が上がるほど処遇に差は「なし」と答える割合が高く、60歳代で
は50％が「なし」と答えている。しかし、
男女別に比較をすると、
女性のすべての年代で「あり」
と答えた割合が「なし」を上回っており、形式的には、男女の処遇の差はない制度にあるものの、
女性の側から見るとそうした「差」をすべての年代が感じていると考えられる。
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（5）大学における男女共同参画推進のために必要なこと

問13

大学における男女共同参画社会推進のため、今後何が必要だと思われますか。
主なものを2つ選んでください。

意識啓発：男女共同参画シンポジウムの開催

●回答者全体では、①「職場環境整備」36.1％、②「女性の仕事と家庭の両立」24.5％、③「育
児休業取得後の代替要員の確保」14.8％、④「女性の意識改革」14.1％などが多く挙げられ
た。
●属性別に分析すると、教員では、①「職場環境整備」28.5％、②「女性の仕事と家庭の両立」
24.4％の割合が高く、事務系職員では、①「職場環境整備」38.0％、②「女性の仕事と家庭の
両立」21.2％が高くなっている。
医師では、①「女性の仕事と家庭の両立」35.1％、②「職場環境整備」31.6％、③「育児休業
取得後の代替要員の確保」31.6％で、看護師では、①「職場環境整備」44.4％、②「女性の仕
事と家庭の両立」30.7％となり、医師と順位が入れ変わり「職場環境整備」が14ポイントも高
くなっている。
事務補助員等では、①「職場環境整備」33.6％、②「女性の仕事と家庭の両立」20.8％の割
合が高く、
ポスドク等では、①「男性の仕事と家庭の両立」24.1％、②「職場環境整備」20.7％、
②「女性の意識改革」20.7％、②「男性の意識改革」20.7％で、女性大学院生では、①「職場
環境整備」32.2％、②「女性の仕事と家庭の両立」21.5％、などの割合が高かった。
●また、男性は、①「職場環境整備」34.1％、②「女性の仕事と家庭の両立」22.0％、③「女性
の意識改革」20.1％、④「育児休業取得後の代替要員の確保」17.4％等をあげた割合が高く、
女性は、①「職場環境整備」37.3％、②「女性の仕事と家庭の両立」26.2％、③「育児休業取
得後の再教育制度の充実・支援」15.1％、④「育児休業取得後の代替要員の確保」13.2％、
をあげた割合が高い、中でも、女性の掲げる①「職場環境整備」と②「女性の仕事と家庭の両
立」が③以下を引き離して高く掲げている所に女性の必要性が見える。
●年代別では、20代から60代までは男女ともに総じて、①「職場環境整備」と②「女性の仕事と
家庭の両立」であるが、③番目としては、男性の20代から40代までは「育児休業取得後の代
替要員の確保」を挙げ、男性の50代から60代では、
「女性の意識改革」を挙げている。また、
女性の20代は「育児休業取得後の再教育制度の充実・支援」を掲げ、女性の30代は「育児休
業取得後の代替要員の確保」を掲げ、女性の40代から50代は「男性の意識改革」を掲げてい
る。
●上記のように、大学の業務・職種は多岐にわたっているが、全体的に「職場環境整備」や「女性
の仕事と家庭の両立」を掲げている。
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2007/5/8

『地域連携によるキャリアパス環境整備フォーラム』アンケート結果
講演者

参加者数
231名
アンケート提出数130名
回収率
56.2％

日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
社団法人経済同友会終身幹事（前代表幹事）
北城 恪太郎氏

１．
あなたのプロフィールを教えてください。
男性
66

女性
46

未回答
18

合計
130

10代
7

20代
56

30代
6

40代
27

50代
25

60代
5

未回答
4

職業・職種
大学内外教職員
55
未回答
12

地方公務員
5

2．
講師 北城恪太郎先生の
かがでしたか。
とてもよかった
84

公務員
9

会社員
2

パート
1

無職
1

学生
45

講演「21世紀における地域からの挑戦〜人材のイノベーション」の内容はい

よかった
39

普通
3

つまらなかった
0

未回答
4

3．
講演「21世紀における地域からの挑戦〜人材のイノベーション」について、今まで考えていたことと違っ
たところはありましたか。
あった
62

なかった
54

未回答
11

4．
3で「あった」と答えた方は、どんなところでしょうか。
女性10代
・女性の活躍の場が広がったことを聞き、意欲が増した。社会全体の動きを見ながら、
これからの存続を考
えて行動すべきであるし、そういう会社に就職したいと思った。
女性20代
・今まで考えたこともなかったので、
とても勉強になりました。
・多様性の重要さ
・「男女平等」という観点からでなく「あたらしい視点として」女性を登用するという観点を知ることが出来た。
・GDPや成長率のこと。日本の立場と中国の立場。
・女性の直接的な競争力への導入は、実際にはそんなに行われていないと思っていた。しかしIBMでは「同
じ能力であれば女性を投入」という具体的なことをしていた。
・大企業と言われている会社が率先して女性を支援しているとは思っていなかったので、
とても心強いと感
じました。
・既存のものの改善と変革の組み合わせであるということ。
・こんなに女性が社会への進出を推進しているとは思いませんでした。
・ワークライフバランスが日本で根づきはじめつつあること。
・イノベーションの概念が想像していたものと違いました。
40
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・男女で格差があるというのが今まで続いていたけど、女性の活躍が社会の活力となると考えられている
という点が違った。

・競争力のために多様性を、
という考えが好ましいと思った。
・｢多様性の重要性」がイノベーションに深く関わっている点を初めて理解した。

・女性だけでなく男性にも在宅などのシステムが与えられていたところ。

・男女共同参画に競争力として活かす。

・女性の「能力｣を重視して管理職に配属するという会社が日本に存在していたことに驚いた。

・革新が究極的には社会に役立つものでならないこと。

女性40代
・改善とイノベーションの2論で進める意義について。

男性50代

・ワークライフバランスの推進、人間力の価値観。

・価値観

・企業の取り組み方で女性の働きやすい社会が本当に実現されつつあると思いました。

・評価の考え方（成果主義）、基準、やり方。
・日本企業トップとしての心構え。

女性50代

・評価方法の違い

・高い志をもっていく必要ある。仕事を好きと言える所がすごい!女性の多様な働き方推進の取り組みの参
考にしたい。ワークライフバランスの推進・実践をしていきたい。
・もっとグローバルな視点を持つこと。教育の更なる重要性。
・イノベーションの意味。ダイバーシティ。
・評価の仕方の方法。上司と共に評価するということ。

5．本日の講演を通して，
自分のイノベーション「絶えざるチャレンジと変革」は必要だと思
いましたか。
思った
121

思わなかった
3

未回答
6

男性10代

6．5で「思った」と答えた方は，
どんな「チャレンジや変革」が必要だと思いましたか。

・女性を平等に扱うのはいいが、女性であるだけで厚遇するという考えには不満を持った。会社にとってプ

女性20代

ラスになるとは思えない。
・具体的内容を問わず、北城氏の考え方に非常に感化された。

・自分自身の意識の改革。今ある女性の社会における地位にがっかりして失望するのではなく、もっと自分
の能力を発揮するための目標や意識が大切だと思った。
・チャンスをつかむこと。チャンスをつかみ、自ら挑戦して努力して目標を達成することが大切だと思った。

男性20代

・女性の活躍できる社会づくり

・女性を雇うことによって変革を生み出す。

・「いかに時間を効率よく優先順位をつけたりしてやりたいことを実現していくか」について、時間の使い

・人間が変わるだけでなく、会社・社会も大きく変わっていく必要があること。

方をその時々に応じて考えるべきだと思いました。

・ワークライフバランスに対する企業の考え方。

・現状に満足することなく、常に向上する心を持つことが必要だと思いました。

・イノベーションのための多様性。

・自分は女性だからか、社会で上を目指すということをあまり考えていなかったがもっと考えるべきかもし

・同じだけの仕事が出来るなら、男性ではなく女性のほうを昇進させるという発想。

れないと思った。

・評価される対象として実績のみが対象でないことに驚きました。

・積極的に学び、積極的に動くということ。

・人材の活用こそ日本を救うという考え方。福利のためではなく、｢競争力」としての女性の活用という考え

・もっと女性の登用を推進していこうと思う。

方。
・女性の能力活用のための女性優遇の制度というのが多いと考えていたのですが、男性にも優しい環境づ
くりが推進されていると思いました。

・私は女性ですが、登用の機会が増えると聞き、その中でその機会に対応できるためにも日々改善、新しい
考え方を身につけたいと思いました。
・多様性を持ってハングリー精神を持って物事に取り組む。

・労働条件の改善などが必要だと思った。

・常に成長する、女性だからとあきらめないこと。

・女性の登用や評価方法で競争力を高めるというところ、評価方法の内容がとても興味深かった。

・自分の立場が子（娘）→OL→部下を持つOL→主婦→母と変わっていくが、
どのステージにおいても変わ

・女性の登用による競争力アップという考え方。
・学歴よりも人物力
・日本の経済状況との関わりで考えることがなかった。

らない自分を持ち続けること。このむずかしさを最近強く感じるので…
・日本は豊かになりすぎて、ハングリー精神に欠けていると思います。女性が自然体でいきいきと活躍し、
ま
た女性の目線からみた日本社会の新しい創造が必要だと思いました。

男性30代

女性30代

・偏らない総合的で評価に対する企業的の積極的姿勢

・問題意識をもつこと。

・他のアジア諸国では、女性が活躍していることに驚いた。

・仕事とプライベートをもつこと。

男性40代

女性40代

・国際環境（教育レベル）

・女性の登用に目標を掲げる。ワークライフバランスで男性の考え方を変えていく。
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・意欲を持ち、能力の向上につとめなければと思いました。

・今はまだ、指示待ち型になっているので自ら課題を発見し、解決していけるようになりたいと思います。

・意識、意欲を持ち続けること。

・常に問題意識を持つという考え。

・「いかに時間を効率よく優先順位をつけてやりたいことを実現していくか」このような考え方で日常の業

・自分から積極的に挑戦することが必要だと思いました。

務を行うことです。

・普段から周りの人とコミュニケーションをとり、自分が信頼される様に努めたいと思う。
・目標、将来像を持つ。

女性50代

・問題を発見する力。

・時間をもっと有意義に使いたい。

・大学での先生の在り方。

・それぞれがイノベーションすることによって、創造性が生まれる。

・既存の考えにとらわれず、常に前向きに意欲を持つことが大切だと思う。

・コミュニケーション、パッションを持ってひとりひとりが自分で課題に向かっていくこと。
・組織への提案（具体的データに基づく科学的提案）を積極的にやっていく。

男性30代

・部下の評価の仕方→職場での評価の在り方について考えさせられました。

・目先の効果・反応にとらわれない中長期的な視点に基づく意識改革。

・女性をいかに活用するか、具体的に自分は何ができるか。

・世界の中の日本は、
かなり優位な位置にあると油断していた。世界を意識する気持ちがこれまで足りなか

・安易に現在の仕事を受身に行うのではなく、常に問題意識を見つけようとする気持ちを持つこと。他業種

った。

の方々との情報交換。
・常に問題意識（課題意識）を持ち、なぜ？どうして？と常に自問しながら、今何をすべきか客観的に自己を
見つめ前進していきたい。私は「生涯学習」を実践しています。
・勉強、自分を高める。
・多様性の重要さを認めるところから始め、推進する必要性があると思った。

男性40代
・自分の仕事を通して何か熊大の役に立つように、その熱意はあるが、それを持ち続けることの大切さを再
認識した。
・ワークライフバランスの推進
・自ら課題を考え、組織人として意欲的に取り組む。

女性60代

・人生を豊かにするためのチャレンジや変革をこれから考えます。

・多様性と活用、
チャレンジにチャレンジが必要。

・ワークライフバランスを意識した、実現するための変革。
・人間力の強化

男性10代

・問題意識を持つ。

・男性の育児参加などは積極的に取り組むべき事由だと思った。

・固定観念（常識）をもう一度見直すこと。

・特に自分の意識を変革し、何かしらに挑戦する気構えが必要だと思った。

・あきらめないこと。

・学生時代に目標をつくり、それに向けての努力

・組織の発展には、適正な人事配置・採用計画・人材育成計画が重要。

・学ぶ意欲

・現状に疑問を持つこと。

・変革に合わせた多様性！イノベーションの下には、まずは人のつながりが必要だと思った。
・他者とは違うこと。

男性50代
・男女共同参画社会の形成

男性20代
・企業だけが努力してもイノベーションにはつながらないと感じた。

・女性も自立して声をあげていく。公務員であった国立大学では、
まだまだ男女差別が存在すること、その
改善がどの程度できるのか大きな課題があると思われる。

・常に問題意識を持つことが必要だと感じた。

・意識改革とチャレンジ精神

・常に自分を高めようとする姿勢。

・メンタリティーな発展

・今の意識のイノベーション。多様性の認知と需要も含む。

・熊大でも、もっと休みが必要。。

・幅広い視野や価値観を持つことが必要である。その為には多様な価値観を認められるようになることが

・まずは現状（現場）の見直し、変革。

必要であると思う。
・「新たな価値観」に触れ、自分の幅を広げて生きたいと思った。

男性60代

・留学したいと思った。今しか出来ないことをしようと思った。

・自分自身の古い意識を考え直す必要がある。

・ワークライフバランスは時期によって変わっていくので、その時期で何が大事かを判断して社会の変化も

・年齢的に遅い。

感じることで自分を考えるとチャレンジ・変革になると思う。

・改善とイノベーションで企業の発展

・コストなどのリスクがあっても色々と挑戦する勇気と意欲が必要と思いました。
・様々な人たちと積極的に意見交換をしていきたいと感じた。そこで得た刺激や意見が仕事につながる
と思う。
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7．このフォーラムは何でお知りになりましたか
県庁HP
3
その他（学内広報）
1

熊大HP
チラシ（メール）
20
60
その他（授業内での案内）
13

・男性20代
友人・知人の紹介
23
その他（NHK）
1

その他（キャリア支援課）
5
未回答
1

8．その他、意見感想
女性10代
・IBMに入社したいと思った。社会から好印象を受けるような会社は、このように意欲を持たせ、どん
どん好い人材が集まる仕組みになっていると思った。ただ、男性がヘッドハンティングで抜かれるこ
とが少なくないのでは…？

・大変良い講演でした。
・これから働いていく中で、自分自身のワークライフバランスについて考えていきたいと思った。
・大変参考になりました。意欲と勇気、そしてこれからやってみたいことが見つかりました。とても貴重な時
間でした。
・最後に聞いた評価方法がとても良かったと思う。今までの日本の慣行とは違うが、｢人間」が働いている会
社という面で見るととても理にかなっていると思う。人材を作るにはとても重要だと思う。
・IBMはとても魅力的な会社だと感じた。ぜひインターンシップなどに参加して、
もっとIBMのことを知りた
い。
・全体の話も面白かったが、最後のIBMの成果主義に関する話が非常に興味深かった。

女性20代

・男性40代

・日本の最先のところで活躍されている北城さんのお話を聞けて、
とても貴重な時間でした。

・事務系職員の人事評価や研修にも参考になるのでは？

・IBMさんの取り組みを実際聞くことが出来て良かった。このような素晴らしい会社をもっとマスコミ・国

・男社会の中で意欲を持ち続け働き続けること。辛い事がたくさんありますが、大きな励ましをいただきま

は取り上げて、他の会社に刺激を与えて欲しい。
・女性に優しい会社というものが具体的にどのような取り組みを行っているのか知ることが出来て良かっ
たです。これから就活をするので、会社選びの参考にしたいです。
・大企業のトップの方の話が聞けて光栄でした。
・今日お話していただいた北城氏は女性の個人的な意見などにも大変耳をかたむけていらしゃるので管理
職としてもとても魅力的な方だと思いました。

した。 感謝。
・会場が狭い。
・熊大の役員会などでも男性ばかりである。オブザーバーでも良いので、必ず女性に出席してもらい、発言
を求めたらどうだろうか。女性を集中的に役員登用することが大学にとっても必要だと思う。
・わかりやすく説明していただいたところが良かったと思います。
・どのように人材を活かしていく必要があるか、考えさせられた。

・日本IBMという企業にとても興味を持った。これから就職活動に入るので、企業選びなどの参考にもなり
ました。
・女性技術者を目指す私にとって、大変希望を持つことが出来ました。
・e-ワーク制度、
ライフワークバランスの調整など、社員がとても働きやすい企業だと思いましたが、
このよ
うに対策を練っているのがIBMなどの一部の企業だけなのかと不安も感じました。
・上司の重要性を感じた。

・男性50代
・一般企業では社長などの考え・方針で様々な取り組みができるが、大学では国の意識が強くワークライフ
バランスの推進（男女共同参画）には壁があるのではないでしょうか。本当に大学を変えようとするビジョ
ンはあるのでしょうか。今回の講演だけに終わるものではなく、活きたビジョン・行動計画をたててもらい
たい。
・とても充実した内容のお話でした。

女性30代

・日本を代表するビジネスリーダーの講演を聞き、大変啓発を受けた。

・女性のチャレンジ支援が福利厚生でなく企業価値を高めるものであること。若いうちから職業観が必要

・働くこと、生きること、教育や評価のあり方などたくさんの示唆をいただきました。

なこと。人事評価など大変参考になりました。
・男性60代
・女性40代

・北城先生の広い見識からのお話、
とても感銘を受けました。

・社内で進めるポジティブアクションの進め方が参考になりました。

・ある種の真理がわかった。

・評価に対するフレキシブルなご意見が大変興味深かった。
・女性50代
・熊大では具体的に何が実現できるだろうか。男性の意識は変化しているであろうか。
・熊本県のイノベーションとして今何をやるべきか…について考えさせられる話でした。素晴らしいお話を
ありがとうございました。
・非常にわかりやすい講演でした。
・男性10代
・熊大は、学力コンプレックスを感じている人がとても多いです。だから大学や成績が採用基準にないとい
うことを知り、少しだけ自信が持てました。
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意識啓発
シンポジウム・
啓発セミナー

女性研究者の
交流の場

熊本大学「女性のキャリア形成支援のあり方」
車座談義での意見交換

板東さん、学長、
学部長、事務局長、
女性研究者の、
交流を実現した

演題：
「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進」

講演者：内閣府男女共同参画局長

板東 久美子

氏

日 時：平成19年9月7日（金）14：00〜15：30
場 所：熊本大学くすの木会館レセプションルーム
参加者：「熊本大学男女共同参画推進基本計画」の
推進に中心的な役割を担う教職員 100名
全学的な男女共同参画推進体制の整備を目指して熊本
大学は、本気で頑張るあなたを応援します。

熊本大学は、文部科学省の女性研究者支援モデル
育成事業に採択された、
「地域連携によるキャリア
パス環境整備」事業により、平成18年度から女性研
究者支援のためのプロジェクトを本格的に推進して
います。

熊本大学

元達郎学長挨拶

本事業は、本学の女性研究者等のキャリアパス環
境を整備すると共に、女性研究者等を支援し、本学、

仕事と家庭の両立に必要なこと

産業界等での女性人材の活用を図る事を目的とし
ています。この目的達成のため、本学は「熊本大学
男女共同参画推進基本計画」を策定いたしました。
計画の確実な実現を図って参ります。

講師 板東久美子内閣府男女共同参画局長
講演主旨
ワーク・ライフ・バランスは個人・社会にとって重要
な課題となっている。世界の潮流は①働き方の見直
し②多様な制度・組織のダイバーシティである。大学
としての取組は多様な人材を活かすこと。マネージ
メントが必要である。女性のエンパワーメントだけ
でなく全体の問題として捉えていくこと。知的人材
の育成機関としてダイバーシティを出せる環境整備
が問われてくる。ワーク・ライフ・バランスが重要に
なる。
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熊本大学「女性のキャリア形成支援のあり方」
車座談義のアンケート結果及び意見交換会からの考察
講演を聴いる熊本大学の中心的な役割を担う
教職員（役職）100名

1.質問の2で大学の今後の事業実践について

講演後活発な意見交換がおこなわれた。

①意識改革及び制度改革を望む人5人、長時間労働の短縮を望む人3人、両立支援を望む人2人である。
②男性の上司が多い中、女性のポジション獲得困難さがよく見える。

2.質問3から女性研究者が必要と思っている項目
①両立支援を望む人が8名、意識改革と女性登用が5名である。
②子育て対策がいままでにいかに少なかったが伺われる。

3.質問5の中で問うている「熊本大学の男女共同参画推進基本計画」で掲げている項目で
推進したいこと

女性研究者等との交流会（車座談義）
『女性のキャリア形成支援のあり方』

内閣府男女共同参画局長 板東久美子様を囲んで

①意識改革が6名で1番で両立支援が4名、女性登用は3名と続いている。
②女性研究者の多くが女性登用をあげれないのはロールモデルの少なさにあると思える。

日 時：平成19年9月7日（金）17：00〜18：30
場 所：熊本大学 くすの木会館 参加者： 女性研究者等（30名）

下記のアンケート結果及び意見交換会から、熊本大学のワーク・ライフ・バランス推進の施策推進の項目は
車座談義の討論主旨

下記の通りである。

○女性のキャリアを継続していく上で一

①労働時間の短縮（長時間労働の見直し）=6歳以下の子供を持つ職員が望む働き方が選べるシステムの

番課題であると思っていること。又その課

採用

題解決するためにはどのような支援が必

②男性の働き方の見直し＝強制力のある制度確立

要であるか。

③保育室の充実、 学童放課後対策の充実等。
④ロールモデルの提示、
メンター制度の確立。

○子育てと研究、業務の両立支援に関す
ること、ワーク・ライフ・バランスの取組に

熊本大学『女性のキャリア形成支援のあり方』車座談義 アンケート結果②

ついて

日時
場所
参加者数
アンケート回答率
回収率

熊本大学「女性のキャリア形成支援のあり方」車座談義の意見等
①

労働時間短縮（長時間労働の見直し）
=小学校以下の子供を持つ職員が望
む働き方が選べるシステムの採用。

②

男性の働き方見直し。

③

保育室の充実、学童放課後対策の充実。

④

ロールモデルの提示、
メンター制度の

2007/9/7（金） 17：00〜18：30
くすの木会館
32名
20名
63％

1.あなたのプロフィールを教えてください。
男性・女性
20
20代
なし

合 計
20
30代
なし

40代
11

50代
6

60代
3

70代
なし

職業・職種
大学教員・研究者
13

事務
4

未回答
3

確立。

2.本日の講演「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」を考えると、どんなところを熊本大
学も事業として実践すべきですか。
・人員増加による各人の仕事時間の短縮
・多様な人材を活かすマネージメント力
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・理想と現実のギャップをいかにうめていくかが、
これからの課題だと思われます。大きなステップを踏む
ために学内のコンセンサスをもっと得る必要があると思われます。
・9時〜5時ワークの推進、裁量型労働の導入
・意識改革
・子育て支援
・残業短縮（男女とも）
・むずかしいですね。
・男性中心の就労環境の改善、時間内会議、中立的な運用の検証
・こばと保育園の支援（24時間保育、病児保育）
・最後の板東さんのお話にあった、
「女性の問題としてのみでなく男性の問題としてとらえるべきです、男
性も含めての時短を考える必要がある、そのためには仕事の効率を上げる方法を考えるのも大事（シス
テムの問題）」という所。

3.女性研究者等に関する支援の方法として必ず必要であると思われることを書いてください。
・保育と家事支援
・育児支援
・アシスタント配置
・子育て支援
・積極的な女性登用
・方針決定の中への女性の参画
・大学院生の比率に応じた割合の採用をもっと意識的に取り組んでほしい。
・男女の社会均等の実現
・今のところは育児保育支援にならざるをえないでしょう。
・介護支援
・保育、支援員（研究補助）
・研究のサポートができるような体制が欲しい。NSが働きながら大学院で学べるような体制が欲しい。
・「女性」だけの問題ではないという点が重要と思う。やはり「男女」共同なのだから自分にも関係している
という意識の醸成が必要。

・みなさんそれぞれが良いロールモデルだと思います。人権の問題だという捉え方も大事です。
・男性の問題としての意識改革が欲しい。
・それぞれ苦労して自分のキャリアを築き上げているのだと知り、心強く思った。

5.熊本大学が3月26日に策定した「熊本大学男女共同参画推進基本計画」で掲げています項目の
中で、女性のキャリア形成支援に限って、まず第1に推進したいところを挙げてください。
・就労、就学と家庭生活との両立支援
・周囲の支援
・男性スタッフに対する啓発
・意識改革
・教育、研究の充実
・女性の参画
・子育て支援
・まずはどうやって推進するかを…
・男女の機会均等、女性研究者・職員に対する研修の機会増加
・子育て支援、介護支援
・女性参画の拡大
・制度慣行の見直し、意識改革の推進
・女性職員の役付割合の増加

6.車座談義としては初めての取組でした。このような会は必要と思いますか。必要な方は次回ど
んなテーマでしたいですか。他に方法があればお持ちのアイデアを書いてください。
・思う（テーマ
）
・他の方法（

必要と思う

）

18名

次回テーマ
4.本日の車座談義は、働く女性達に取ってネットワークが張れる「出会いの場」のひとつであると
思っています。女性研究者等のロールモデルとして参考になったことがありましたか。先輩や仲
間の発言でためになったと思われることがあったら挙げてください。
・現実の困難を聞いて、多くの人ががんばっていることに気がつきました。女性の問題だけにしないで下さ
い。男性への働きかけが必要です。
・全て参考になりました。
・こばと保育園の充実をぜひ！
・みなさん家庭を守りながら、戦ってこられましたね。
・結婚したキャリアウーマンの多くは、家庭を犠牲にして家族の支えあっての今であると思いました。
・働き方など、参考になった。
・苦労はあっても、仕事を続けてこられた方々は活き活きとされていると感じた。女性が結婚、子育てで仕
事をやめる必要がない環境作りをしたい。
・子育てしながら研究を続けておられる先生方が多いのに驚き、敬服しました。
・仲間がたくさんいることに気付かされ、心強く思いました。
・みなさん、苦労されたのですね。
・男性こそ、育児休業や介護休暇を積極的に取得していくべきという意見。
・参加した意義があった。
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・男性スタッフの男女参画に対する考えをもっと伺いたい。
・情報交換だけでもできれば…
・まずは「現状を語り合う」ことから始めては…
・今回は自己紹介で終わりましたが、
まずは予定していたキャリア支援についての考え方を論議できると良
い。
・今後、男女共同参画推進に自分がどのように関わっていけるか。

7.その他、ご意見ご感想がありましたらお書きください。
・良い具体例をもっと紹介して欲しい。
・お世話になりました。
・ありがとうございました。
・立場がいろいろ違うので、やっぱり男性もいれないと…
・このような会の継続をお願いしたい。
・大変良い会でした、
またぜひ参加したいです。どうもありがとうございました。
・女性教員をふやすことは女子学生へのエンパワーにもつながると思っている。次に「業績」
「業績」と言
われるけど、現実的には女性に家事・育児の負担が多い中で男性なみの業績を要求されてもむずかしい
と思います。同じ業績の時は女性を選ぶという発想が欲しい。この考え方によって女性採用は増加してく
53

地域との連携による熊本大学の取り組み：

研究と育児の両立支援のための制度改革

ロールモデルの紹介
熊本県と連携
意識啓発
シンポジウム・
啓発セミナー
次世代の研究者
への広報活動
小・中・高校生

女性研究者の
交流の場

No.1
熊本県で
活躍している
女性（一般）

意識改革
コーディネーターの設置
キャリアパス
情報収集・提供

メンター制度
ロールモデル
育児・介護に関する
相談窓口
保育システムの構築

No.2
熊本県で
活躍している
女性（専門職、
教育・研究など）

熊本大学の取り組み：制度改革

両立支援：積極的な是正
実験補助者の派遣

制度改革
研究代替員の対応

研究者としてのキャリアを継続させるには、研究室を長期にわたって
離れることは不利である。
短時間労働、始業時間の繰り下げ・就業時間の繰上げなど、
フレキシブルな勤務制度を作る対象を小学校卒業時までに拡大

制度改革（勤務体制）
（現在進行中）
1：育児・介護期間中に完全休業の育休ではなく半日程度の労働時間短縮を認める制
度の整備：常勤/非常勤職員に適用
2：IT技術の活用による在宅勤務：
全員に適用できるように制度改正（育児・介護に関係なく）
3：公募選考・業績評価の際に育児・介護期間を配慮する。

育児期間中の女性研究者に対する研究支援：
全学公募・審査による研究補助員の派遣
（平成18年度3名＋19年度6名）

育児休業取得
促進

各部局への
男女共同参画推進
への拍車

育児期間中の女性研究者への
実験補助者の派遣による支援事業
年度ごとの募集・審査による派遣
研究者の仕事の中には、実験補助者に依頼すれば可能な作業が一定量存在する。育児
期間中の女性研究者の育児に伴う研究率の定価の是正策として、補助する人員を派
遣する。
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熊本大学在宅勤務ＷＧの検討状況

※介護休業に関する学内規則

育児・介護等に伴う短時間勤務体制について

国立大学法人熊本大学職員介護休業等に関する規則
第2章 介護休業
（介護休業の申出）

育児・介護等に伴う短時間勤務は、
「国家公務員の育児休業等に関する法律」を基本的に踏襲することと

第4条

し、以下のように検討した。

職員のうち､介護休業をし､その後職務に復帰することを希望するものは､学長に申し出る

ことにより､介護休業をすることができる。ただし、国立大学法人熊本大学職員雇用規則（平成

なお、今回の検討に関して女性研究者の意見等を踏まえて次の2点については熊本大学独自の適用とし

16年4月1日制定）第7条の規定に基づき、任期を定めて雇用される

て追加変更した。

職員及び特定有期雇用職員（以下「7条任期付職員等」という。）にあっては、次の各号のいずれ

①職員の範囲を6時間以上の労働を基本とする。

にも該当する者に限り、当該申出をすることができる。

※6時間のパート労働者も育児・介護等に当たるケースも想定されることから対象範囲としたものであ

(1) 本学に引き続き雇用された期間が1年以上である者

る。

(2)

②適用期間について、育児は就学前だけではなく、就学期にも対象を拡げることで労働者にとって軽減と

第5条に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日（以下この号におい

て「93日経過日」という。）を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者（93日経過日か

なることから追加している。

ら1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が
ないことが明らかである者を除く。）

Ⅰ．対象者となる職員等の範囲は次の要件のいずれかに該当する者とする。

〜〜〜 中略〜〜〜

Ⅰ-1 職員の範囲

第6条

職員の範囲は、熊本大学就業規則第２条に定める職員のうち、6時間以上の労働を基本とする職員と

職員は、同一の対象家族について、186日（7条任期付職員等にあっては93日）を限度と

して繰り返し介護休業申出をすることができる。

する。
※

裁量労働制を導入している教員については「専門業務型裁量労働制適用除外申請書」を行うこと

で適用除外認定をうけて、通常勤務に振り替えなければ適用できないこととなる。
Ⅰ-2 対象となる範囲

Ⅲ.

短時間勤務の基準

短時間勤務時間の基準は、次のとおりとし、勤務形態から選択できるものとする。
（1）1日あたり4時間（週20時間）

(1) 育児を必要とする者

（2）1日あたり5時間（週25時間）

(2) 介護を必要とする者

（3）週2日半（週20時間）
（4）週3日（週24時間）

Ⅱ.

適用期間

（注） 人事院の改定では、1週間当たりの勤務時間は20時間から25時間の範囲内で各省各庁の長が

短時間勤務を行う場合の適用期間及び適用方法等は次のとおりとする。

決定することとされている。

Ⅱ-1 適用期間
対象となる範囲において短時間勤務を行う場合の適用期間は次のとおりとする。
（1）育児を事由とする場合

※当初、短時間勤務時間の基準として「週1日（週8時間）
・週2日（週16時間）」の時間設定も想定した。
しかし、
この時間設定は除外することとした。

①小学校就学の始期に達する子を養育期間
②小学校就学における必要な期間

Ⅳ.

請求期間

短時間勤務の請求期間は１回の請求につき、1月以上1年以下とする。
※育児休業に関する学内規則

※ 当初、請求期間は回数の規定はなかったが、回数を表示することとした。

国立大学法人熊本大学職員育児休業等に関する規則
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)

育児休業職員が､その3歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。ただし、国立大学

Ⅴ.

給与

給与等の支給区分は次のとおりとする。

法人熊本大学職員雇用規則（平成16年4月1日制定）第7条の規定に基づき任期を定めて雇用

（1） 俸給月額及び職員関連手当（俸給の特別調整額等）は勤務時間に応じた額

される職員及び特定有期雇用職員（以下「7条任期付職員等」という。）については、1歳6か月に

（2） 諸手当の特例

達するまでの子を養育するための休業をいう。

①通勤手当
：通勤回数に応じて一定割合の額を減額して支給する。
②超過勤務手当

（2）介護を事由とする場合

56

：その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの

①介護を必要とする任意の期間

勤務にあっては100分の100とし、8時間を越える超過勤務については、
１週間あたりの勤務時

②介護休業と併用する任意の期間

間が40時間である常勤職員と同じ取扱いとする。
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（3）期末手当、勤勉手当及び期末特別手当
就業規則第2条に定める職員とは

※期末手当等が支給される職員に対しては俸給月額等に準じて勤務時間に応じた減額が生じるものと考

（1）教育職員

えている。

教授、准教授、講師、助教、助手、副校長、教頭、副園長（教頭（学校教育法(昭和22年法律第

V.

26号)第81条に定める教頭をいう。））、教諭、養護教諭

有期雇用職員の採用

（2）一般職員

育児短時間勤務により業務の処理が困難となるおそれがある場合には、当該業務に従事させるため、有

事務職員、技術職員、図書職員、教務職員、技能職員、労務職員

期雇用職員を採用することができるものとし、次のとおり定める。

（3）医療職員

（1） 処遇・服務等について

医療技術職員、看護職員

有期雇用職員の処遇・服務等については基本的に常勤職員と同様の取扱いとする。

（4）有期雇用職員

（2） 給与について

事務補佐員、技術補佐員、技能補佐員、教務補佐員、臨時用務員、非常勤教員、非常勤研究員、

有期雇用職員の給与は、その職務と責任に応じて熊本大学職員給与規則に定める基本給表を適用

ティーチング・アシスタント、
リサーチ・アシスタント、医員、医員（研修医）、学校医、学校歯科

し、有期雇用職員の給与の規定は適用しないこととする。

医、学校薬剤師

（3） 手当の支給について

（5）特定有期雇用職員医療技術職員、看護職員（当該職務に必要な免許を有する又は免許の取

有期雇用職員には、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は支給しないこととする。

得が見込まれる者で、一の年度内において任期を定めて雇用する職員に限る。）
（6）再雇用職員
熊本大学在宅勤務ＷＧの検討状況

一般再雇用職員、特定有期再雇用職員、有期再雇用職員）
（7）個別契約職員

在宅勤務に伴う勤務時間体制について

寄附講座教員、その他の個別契約職員
在宅勤務については、労働基準法第38 条の2で規定する事業場外労働の「みなし労働時間制」を適用
できること。また、在宅勤務を行う目的として「通勤時間の短縮」
「効率的な業務の推進」などを勘案して
Ⅲ−2 対象となる範囲

次のとおり検討した。

職員の範囲は、熊本大学就業規則第2条に定める職員のうち、8時間労働を基本とする職員であるこ

Ⅰ.

と。

導入目的

（1） 自宅勤務により効率的に業務が行える者

平成18年度科学技術振興調整費における女性研究者の自立的研究環境整備促進「地域連携によるキ
ャリアパス環境整備」の事業計画が立案されている。その計画の「（3）
ＩＴを使った在宅勤務のサポート」

（2）その他

の中で、自宅での在宅勤務が可能となるような制度を整備し、全学において運用することが提言されてい

※ 当初、
在宅勤務の対象となる範囲として「（1）育児を必要とする者・
（2）介護を必要とする者・
（3）

る。このことから以下にＩＴ等を使った在宅勤務実施要領を定め、
「通勤時間の短縮」
「効率的な業務の推

自己啓発を目的とする者」も含めていた。しかし、検討の結果上記のような対象とすることとなっ

進」を通じたワーク・ライフ・バランスを目的としたサポート制度を構築するものである。

た。

Ⅱ.

対象となる業務
対象となる業務は、次の要件に該当する業務とする。
（1）施設及び実験機器を必要とせず物理的制限がない業務
（2）業務の性質上、勤務部署での処理を必要としない業務

Ⅲ.

Ⅳ.

適用期間

在宅勤務を行う場合の適用期間は、週2日以内を限度とする。

Ⅴ.

在宅勤務の業務管理方法

（3）一定量以上の個人ワークを必要とする業務

在宅勤務の業務管理を行う方法等は、次のとおりとする。

（4）目標の設定、結果の検証が客観的（数値）に可能である業務

（1）在宅勤務従事者は、業務に従事した時間を日報等に記録すること。

（5）上司が直接管理をする必要がない業務

（2）在宅勤務従事者は、記録した日報等により定期的に管理者に報告すること。

対象者となる職員等の範囲

対象者となる職員等の範囲は次の要件のいずれかに該当する者とする。
Ⅲ−1 職員の範囲
職員の範囲は、熊本大学就業規則第2条に定める職員のうち、8時間労働を基本とする職員であるこ
と。

Ⅵ.

業務の円滑な遂行

在宅業務の円滑かつ効率的に遂行するために管理者及び在宅勤務従事者間で、次のことを取り決めてお
くこととする。
（1）管理者は、業務内容及び業務遂行方法等について文書をもって周知すること。
（2）通常及び緊急時における連絡方法を管理者と在宅業務従事者間で明確すること。

※以下に就業規則第2条に定める職員について記載しているが、職種（アンダーライン部分）によって
は導入ができない、
または適当でない職種がある。
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Ⅶ.

業績評価等の取扱い

熊本大学の取組：保育支援

在宅業務従事者の業績評価等を明確に行うために次のことについて定義を行うこととする。
（1）職務における成果・貢献についての定義
（2）在宅業務で生成される価値及び結果に基づく評価と処遇の定義

Ⅷ.

熊本県 子育て支援NPO、
病児保育NPOと連携

費用負担の取扱い
……………※現在のところ、費用が発生しないような方法での実施検討が必要

病児保育
医学部附属病院
との連携

ＩＴ機器を使用した在宅勤務で発生する以下の費用負担等について定めるものとする。
（1）通信費
（2）情報通信機器等設備費
（3）事業主負担限度額の設定
（4）在宅業務従事者の請求方法等

Ⅸ.

在宅勤務者の自律

在宅勤務に従事する者は、次のことを遵守すること。

保育園

自宅・
（大学の）休憩室など

子育て支援NPOとの連携による
保育支援システムの構築

全学

的 な保育

「こばと保育園」
学内保育施設整備改善

学内保育施設の改築へ

シ ステムの整 備 ・

構築

（1）作業能率を勘案した自律的業務の遂行を行うこと。
（2）自分の業務を自身でマネジメントできるような自律度を持つこと。

Ⅹ.

健康管理
在宅勤務は従事者の自律によるところが大きい、また健康管理等においても管理者が最終的には管

理を行う。

ⅩⅠ.

子育て支援システム検討委員会の設置：
学内保育園のあり方について
アンケート調査による需要の把握

その他

制度利用の促進を図るために次の特典を得ることができる。
（1）在宅勤務従事者は、各種委員の業務及び会議体への出席等、管理運営業務を免除することができ
る。

子育て支援システム検討部会

審議経過報告

（2）実験系の研究者で在宅勤務従事者には、学内における実験等で補助者が必要な場合には研究補助
者をつけることができる。ただし、適用期間に応じて研究補助者の勤務日数を取り決めるものことが
できる。なお、予算は所属部署において措置するものとする。
（3）研究者においては、在宅勤務中でも業務に支障のない範囲で育児・介護を行うことができる。

ⅩⅡ.

その他

在宅勤務実施に当たって必要な詳細については別途定めるものとする

1.第1回子育て支援システム検討部会
キックオフミーティング：8項目の検討内容
こばと保育園の見学
2.第2回子育て支援システム検討部会
こばと保育園充実構想立案
コアラ保育園の見学：福田病院
3.第3回子育て支援システム検討部会
耐震診断、運営面の課題（保育士の雇用）、ニーズ調査
子育て支援NPO研修会を開催
①NPO法人チャイルドケアサポートみるく
病児保育を専門に行うNPO法人
②子育てサポート はっぴぃ
サポーター会員：保育サービス講習会修了者
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H19.12「保育支援検討WG」

大学内保育施設の整備状況について（報告）
1.

この基本計画に基づき、
男女共同参画の取り組みを継続していく。

現状
昭和45年に、医学部附属病院内に職場保育園として「こばと保育園」を設置。現在、医学部附属病院に

附属する保育施設として看護師のみならず、大学全体の教職員や大学院生の児童を受け入れ、職業・学業

目

と子育てとの両立支援の役割を果たしている。

2.

次

主な課題

（1）老朽化 昭和45年の設置（築37年程度経過）
（2）環境の悪化 近接して立体駐車場が整備（交通事故への危惧）

3.

検討状況（H18.8〜H19.12）

（1）保育支援検討WGでの検討
男女共同参画推進室に、
「保育支援検討WG」
（座長は企画部企画課長）を設置し、保育園の将来構
想について検討
（2）保育支援検討WGでの検討結果
①設置形態
医学部附属病院立から熊本大学立保育園への転換
②老朽化対策と設置場所
老朽化が著しいため改築は行わず新築にて対応。設置場所については医学部敷地等を候補地
とする。
③建物の形状等
大学の財政負担を考慮し、木造平家建とする。面積は270㎡程度。
④定員
35名から40名へ増員
⑤運営形態

男女機会均等の実現
苦情申立て・救済システム
の整備

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

保育園運営委員会による運営

熊本大学

⑥保育体制
延長保育、病児保育、NPO法人等とタイアップ
⑦保育料
現行の料金体系
※「女性研究者支援モデル育成」事業にて、子育て支援NPO研究会開催や発生研の学会に保育室を併設

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

男女共同参画推進基本計画
7つの基本方針

就労・就学と家庭生活との
両立支援

するなど、両立支援を図っている。

男女共同参画を推進す
る教育・研究の充実
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政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大
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第3期科学技術基本計画のポイント
（女性活躍の推進）
〈平成18年3月閣議決定〉
・競争的研究資金や受給において、出産・育児等に伴う一定期間の中断や期間延
長など女性研究者の活動に配慮した措置の拡大。

大学等における次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画に、両立
支援を規定、環境整備や意識改革を含めた取組。国はモデルとなる取
組を支援。

本九祭（学園祭）では、中学校、高校へ広報し、
男女共同参画企画として、
将来研究者を目指す女子中高生の相談デスク、
簡単な実験手法の体験コーナ ーを併設した。
次世代の研究者へ
の広報活動
小・中・高校生
（平成18・19年度）

・大学等において、女性研究者の積極的な採用・登用の促進。各組織ごとに、女
性の採用の数値目標の設定、達成状況の公開など、自然科学系全体として採
用目標25％を期待。
・女子の科学技術分野への興味・関心を喚起・向上に資する取組の強化、ロール
モデル情報の提供等。

（平成18年度）

（平成19年度）

「女性研究者支援モデル事業採択大学」 10大学

東京大学

東京女子医科大学

（独法）森林総合研究所

熊本大学

（独法）産業技総合研究所

京都大学

○行動計画、目標値、意識改革

DNA電気泳動の体験コーナーでの様子

九州大学

○採用・登用に関するインセンティブ

東京農工大学

○出産育児休暇取得者への配慮

日本女子大学

○出産育児休暇取得者のいる研究室

東北大学
早稲田大学
奈良女子大学

への配慮
○職場環境の整備
○女性研究者のネットワーク拡大
○裾野拡大策

お茶の水大学
北海道大学
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大阪大学
（独法）物質・材料研究機構
名古屋大学
神戸大学
男女共同参画のパネルと相談デスクで、簡単な実験手法を体験している様子。

千葉大学
広島大学

大企業としての大学の力を
女性研究者支援策に生かす！
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学生研共同企画「ニワトリ胚を見てみよう」コーナーで体験する小中高生たち。

平成18年11月3日（祝）、4日（土）
熊本大学本荘九品寺地区学園祭（本九祭）

発生医学研究センター共同企画：
「生命の不思議：動物の発生を見る」

［併設企画］男女共同参画企画：
「実験体験・女子中高生相談デスク」
詳細は IMEG News Letter および下記のホームページを参照してください。
発生医学研究センター：http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/topics/honkyu2006/
『本九祭2006』：http://www.geocities.jp/honkyusai2006/

①「生命の不思議：動物の発生をみる」
発生医学研究センター
1階カンファレンス室
両日とも11時〜17時まで

ピペットマンを使い簡単な実験操作体験をしている様子。

③

顕微鏡を設置し、ネズミの胚観察コーナー

①、②

②「科学技術研究に興味をいだく女子中高生のための相談デスク」
場所 発生医学研究センター 1階カンファレンス室
両日とも3回に分けて相談しています。
・11:00〜11:30
・13:00〜13:30
・15:00〜15:30

③ 講演「体内時計とうまくつきあう」
講演 講師 発生医学研究センター 粂 和彦 助教授
（日本テレビ番組「世界一受けたい授業」に出演有り）
日時：平成18年11月3日（金）13:30〜15:00
場所 医学部基礎研究棟 １階 第一講義室
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熊本大学
発生医学研究センター高校生の研究体験事業

（文部科学省の女性研究者支援モデル育成事業
「地域連携によるキャリアパス環境整備」事業の一環）

基礎医学研究とは？
熊本大学

〜現場で最先端の研究を体験しよう！〜

発生医学研究センター男女共同参画委員

粂

昭苑

「大学」と「大学院」の役割
大学の後半から大学院に進むと、小中高と違い、
教師が「教えられる」ことは、
どんどん少なくなる。
誰も知らない答を自分で探すしかない＝＞それが研究

研究の現場である研究室で過ごしていただくこ
とを通じて科学に自分の可能性を見いだすこと
がねらいです。体験は発生医学研究センター及
び関連施設である遺伝子実験施設で行われま

診療
社会貢献

した。

教育

研究

教育と研究が両輪となる

（研究室において体験実験中）

（発生医学研究センター

粂昭苑教授の講義風景）

12研究室
5年の任期制の若手教授中心
2007年−2012年
グローバルCOE（生命科学）
（13大学13プログラムが
研究拠点として選ばれた）
発生医学研究センターが中心
＋生命資源研究・支援センター
＋薬学部＋医学部の組織

3【日 時】
平成19年7月31日（火）13：30〜16：30
平成19年8月 1 日（水） 9：30〜16：30

2005年9月開設の新棟

発生学、基礎医学、生命科学領域における
国際水準の研究活動と人材育成を行っています。
4【参加高校・参加者数】
熊本県立第二高等学校

主な研究の内容は、以下の3つから成ります。

（県内スーパーサイエンス指定校）
第2・3学年の普通科理系および理数科生徒20名

（研究体験感想の発表風景）

・哺乳動物などの体の成り立ち (胚形成部門）
・各組織・器官の形成機構（器官形成部門）
・再生医学研究（再建医学部門）

発生学＞＞再生医学
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発生の研究とは

特別授業(講義・実験)に関するアンケート(生徒用)集計
熊本大学発生医学研究センター研修

体がどうのように作られるのか？
その仕組みを知る

Q1. 授業（講義・実験）はわかりやすかったと思いましたか。
0％

15％

モデル動物を使って

0％

わかりやすかった

0％

どちらかといえばわかかりやすかった
どちらともいえない

・体 〉〉臓器 〉〉細胞 〉〉分子

どちらかといえばわかりにくかった

再生医学研究とは
体外で増やす

わかりにくかった
85％

体外で分化させて
欲しい細胞を作る

Q2. 授業（講義・実験）は興味深い（面白い）とおもいましたか。
0％
0％
15％

面白かった

0％

どちかといえばおもしろかった

組織
幹細胞

ES細胞

どちらともいえない
どちらかといえば面白なかった
85％

面白くなかった

損なわれた組織・器官の修復
体 << 臓器 << 細胞 (<<分子)

Q3. 授業（講義・実験）で学んだことがらについて、もっと知りたいと思う内容はありましたか。
0％
0％

発生医学研究センターで一緒に研究するには・・・

ある

0％

どちらかといえばある

30％

どちらともいえない

医学教育部

薬学教育部

今回の研究体験事業

どちらかといえばない

・文部科学省の「女性研究者支援モデル育成」事業

70％

ない

熊本大学【地域連携によるキャリアパス環境整備】事業

・学部から参加
薬学部の卒業研究生として参加
（医学部の基礎演習）

（H18〜20 全国で10大学が採択された）
高校生への研究紹介事業の一環

Q4. 授業（講義・実験）で学んだことがらは、あなたの進路または研究者の仕事を考える上
で、参考になりましたか。
0％

・発生医学研究センター（9研究室）

・大学院から参加
医学教育部
薬学教育部

0％

と生命資源研究・支援センター（1研究室）

参考になった

0％

狙い

どちらかといえば参考になった

35％

どちらともいえない

・最先端の実験・研究を体験 科学の面白さ
・科学技術に関心を持つ
・女性研究者もたくさんいる！

どちらかといえば参考にならなかった
65％
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参考にならなかった
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熊本大学の教職員の男女比

熊本大学の教員の女性比(Ｈ16〜Ｈ19)
女性教員（文学部）

H18 男性教授28名（97％）
H19 男性教授28名（93％）

女性教員（教育学部）

H18 男性教授47名（94％）
H19 男性教授45名（96％）
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熊本大学の教員の女性比(Ｈ16〜Ｈ19)
女性教員（法学部）

女性教員（大学院社会文科学研究科）

H18 男性教授17名（94％）
H19 男性教授16名（89％）

女性教員（医学部・保健学科）

H18 男性教授20名（71％）
H19 男性教授20名（71％）
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熊本大学の教員の女性比(Ｈ16〜Ｈ19)

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）

女性教員（大学院自然科学研究科/H16、17工学部・理学部含む
H18、19工学部ものづくりセンター含む）

H18 男性教授106名（99％）
H19 男性教授103名（99％）
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熊本大学の教員の女性比(Ｈ16〜Ｈ19)
女性教員（大学院医学薬学研究部/H18、19薬学部6年制含む）

H18 男性教授58名（97％）
H19 男性教授64名（97％）

女性教員（大学院法曹養成研究科）

H18 男性教授12名（100％）
H19 男性教授15名（94％）
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熊本大学の教員の女性比(Ｈ16〜Ｈ19)
女性教員（保健センター）

H18 男性教授1名（100％）
H19 男性教授1名（100％）

女性教員（総合情報基盤センター）

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）
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熊本大学の教員の女性比（Ｈ16〜Ｈ19）
女性教員（地域共同研究センター）

H18 男性教授2名（100％）
H19 男性教授2名（100％）

女性教員（生命資源研究・支援センター）

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）
78

熊本大学の教員の女性比（Ｈ16〜Ｈ19）
女性教員（留学生センター）

H18 男性教授1名（100％）
H19 男性教授1名（100％）

女性教員（エイズ学研究センター）

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）
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熊本大学の教員の女性比（Ｈ16〜Ｈ19）
女性教員（衝撃・極限環境研究センター）

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）

女性教員（発生医学研究センター）

H18 男性教授11名（92％）
H19 男性教授 9名（90％）
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熊本大学の教員の女性比（Ｈ16〜Ｈ18）
女性教員（生涯学習教育研究センター）

H18 男性教授1名（100％）

女性教員（沿岸域環境科学教育研究センター）

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）
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熊本大学の教員の女性比（Ｈ16〜Ｈ19）
女性教員（大学教育機能開発総合研究センター）

熊本大学の教員の女性比（Ｈ16〜Ｈ19）
女性教員（環境安全センター）

H18 男性教授2名（100％）
H19 男性教授2名（100％）

女性教員（政策創造研究センター）

H18 男性教授1名（100％）
H19 男性教授2名（100％）
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H18 男性教授0名（0％）
H19 男性教授0名（0％）

女性教員（医病）

H18 男性教授3名（100％）
H19 男性教授3名（100％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）
女子大学院生（文学研究科・修士）

男子学生 1年次 17人（52％）
（H19） 2年次 17人（33％）

女子大学院生（教育学研究科・修士）

男子学生 1年次 22人（42％）
（H19） 2年次 22人（42％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）
女子大学院生（法学研究科・修士）

男子学生 1年次
（H19） 2年次

6人（33％）
15人（58％）

女子大学院生（法曹養成研究科＝H18法曹養成・法科大学院）

男子学生 1年次 28人（65％）
（H19） 2年次 14人（61％）
3年次 14人（45％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）
女子大学院生（医学研究科・修士）

男子学生 1年次 0人（ 0％）
（H18） 2年次 1人（50％）

女子大学院生（医学研究科・博士）

男子学生 1年次 0人（ 0％）
（H19） 2年次 0人（ 0％）
3年次 0人（ 0％）
4年次 1人（17％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）
女子大学院生（医学教育部・修士）

男子学生 1年次 11人（65％）
（H19） 2年次 10人（50％）

女子大学院生（医学教育部・博士）

男子学生 1年次 60人（81％）
（H19） 2年次 76人（79％）
3年次 57人（76％）
4年次 39人（71％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）
女子大学院生（薬学研究科・博士前期）

男子学生 1年次 0人（
0％）
（H18） 2年次 5人（100％）

女子大学院生（薬学研究科・博士後期）

男子学生 1年次 0人（ 0％）
（H18） 2年次 0人（ 0％）
3年次 1人（50％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）
女子大学院生（薬学教育部・博士前期）

男子学生 1年次 46人（54％）
（H19） 2年次 32人（52％）

女子大学院生（薬学教育部・博士後期）

男子学生 1年次 12人（83％）
（H19） 2年次
7人（47％）
3年次 32人（91％）
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熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）

女子大学院生（自然科学研究科・博士前期）

男子学生 1年次 364人（83％）
（H19） 2年次 383人（87％）

熊本大学

大学院生の女性比（Ｈ13〜Ｈ１9）

女子大学院生（社会文化科学・博士後期）

男子学生 1年次 14人（54％）
（H19） 2年次 10人（56％）
3年次 13人（50％）

女子大学院生（自然科学研究科・博士後期）

男子学生 1年次 70人（85％）
（H19） 2年次 52人（78％）
3年次 92人（85％）
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キャリア支援−人材データバンクの立ち上げ

産業界、教育界と情報共有
産学の連携により
産業界への雇用の場の創出

対象者：
博士課程の学生・ポス・ドク

人材データバンク化
地域産業界、教育界、
テクニカルスタッフ
育児等で雇用の中断した研究支
援者の再雇用が、円滑に行われ
るような雇用制度

人材データバンク

チャレンジ支援
多様なキャリアパスの創出

今後は対象者への登録の呼びかけ、運用へ

男女共同参画室：
ホームページの作成

クリックして下さい。
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熊本大学での男女共同参画への取組
〜地域連携によるキャリアパス環境整備事業〜
（1）熊本大学における女性研究者の現状と将来像
熊本大学における女性研究者の現状は、分野別にみると、学部生の女性割合は38.6％、大学院生の女性
割合は25.6％であるのに、女性教員の割合になると12.2％と大きく減少している。この原因として、学生
から研究職に就くまでに、女性たちのライフステージは、大きく変化する時期であり、結婚、出産を経て、女性
に多く求められがちな育児、家事、介護などの役割と研究活動の両立が困難であることがあげられる。また
研究者という職業が女性にとって一般的でないといったことが考えられる。
熊本大学では、
このようにキャリアアップとともに女性が減少する現状を改善するため、平成19年3月26
日に「男女共同参画推進基本計画」を策定した。この中で、
ライフサイエンス（生命科学）分野で5年後の新
規採用職員の割合を22％にすることを謳っており、今後、各部局の特性に配慮するとともに、地域との連携
を図り、全学として推進することとしている。

（2）熊本大学の取組：チャレンジ支援
女性研究者の層を厚くし、優秀な女性研究者が活躍できる環境が実現するか否かは、将来の熊本大学の
研究活動のポテンシャル（潜在能力）を大きく左右する問題でもある。
多くの女子学生たちが、研究者を志望し、その道にチャレンジしていくような気運の醸成と、情報提供、啓
発を積極的に進め、成果ある事業展開を推進していくこととしている。意識改革として、
シンポジウムやセミ
ナーを実施し、女性研究者の支援策として研究補助員の対応等、勤務体制に関する環境整備を図っている。
また、優秀な女性研究者が、大学のみならず産業界など多様な場で活躍できるよう、人材のデータバンク
化(男女共)と情報共有が出来る多様なキャリアパスの創出事業を推進している。
「男女共同参画推進基本
計画」の確実な推進を図るため、今後、大学及び各部局はこれを基にして、全学一体となって具体的な取組
を計画的に推進していく。
※キャリアパス：職階級のステップアップを図ること
熊本大学の教職員の女性割合（H18.1.1現在）

熊本大学学生に占める女性割合（H18.2月現在）
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