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Ⅰ はじめに

私が学長に就任した４年前、埼玉大学初の女性副学長を画策したものの失敗に
終わりました。まだその環境になかったものと思っています。そして２年前、再
度の試みが功を奏して堀田香織副学長が誕生しました。以来、埼玉大学での男女
共同参画事業は急速に展開しています。先ずは一歩を踏み出す、そのことの大切
さを教えてくれます。
AIがもたらす変化など、予測の難しい社会変革の時代にあって多様性は重要で

す。その一つ、男女共同参画が叫ばれて久しいものの、大学では研究職での女性の
割合がなかなか伸びていません。全国86国立大学を束ねる国立大学協会の追跡
調査によれば、2017年度の大学別女性教員比率は平均で17.8%、前年比0.5%の
微増です。埼玉大学も同じような伸び率ですが、全教員数451人に対し女性教員
数は78人で比率は17.3%、分野別では人文社会学系の23.7%、教育学部の30.5%
に対し、教員の約半分を占める理工学系が7.9%と極端に低いのが現状です。そこ
で、理工系女性教員の採用・登用を促す「戦略的ポストサイクルシステム」や活躍
を表彰する学長賞「みずき賞」を学長裁量にて導入しました。そもそも理工系女子
学生が16%と少なく、将来のキャリアパスが見え難いことや同じ環境で苦労をと
もにできる仲間が少ないことも問題です。これを解決すべく、埼玉で多様に活躍
する女性研究者・技術者と女子学生をつなぐ「彩の国女性研究者ネットワーク」も
構築しました。
「埼玉大学All in One Campus at 首都圏埼玉 ‒ 多様性と融合の具現化」を掲げ
る埼玉大学。ようやく、ダイバーシティ研究環境実現への第一歩を踏み出しました。
これを好循環モデルとすべく、学長のリーダーシップと地域協働をキーワードに歩
みを前に進め、彩の国ウーマノミクスにも貢献したく思います。

埼玉大学は2017年10月、文部科学省科学人材育成事業「ダイバーシティ推進
イニシアティブ」に選定されました。本報告書は2017年度、この事業によって行
われた埼玉大学の取組を報告するものです。
埼玉大学は、教員も職員も、常勤も非常勤も、日本人学生も留学生も社会人学生

も、ジェンダーによらず、障碍の有無にも関わらず、埼玉大学で働き学ぶ多様な人
たちが、各々に生きやすく働きやすい環境づくりをめざしています。本事業では
特に、女性に焦点をあてた取組が数多く行われていますが、女性が生きやすく働
きやすい環境をつくることは女性のためにのみに行われるのではなく、すべての
教職員が生きやすく働きやすい職場環境づくりになると確信しております。男女
を問わず、ワークライフバランスを促進することは大学全体の活性化やエンパワー
メントにつながるとも期待しています。また、女性を大切にする視点が、すべての
マイノリティの人たちを大切にする視点につながると考えております。
さらに、本事業では埼玉県地域との協働により、女性が研究や技術開発に生き

がいをもって打ち込める社会、女性であっても昇進や活躍の機会が奪われない社
会、1人ひとりが、自分のライフステージの移行とともに家事育児介護と研究のバ
ランスを柔軟に選択できる社会、そんな社会を実現したいと考えております。そ
して次世代を担う女子学生や子どもたちにそうした社会の姿を見せていきたいと
願っています。
本事業は国立教育女性会館、埼玉県や県内の研究機関を始めとする多くの皆様、

さいたま市の皆様、さらに、他大学の男女共同参画・ダイバーシティ推進に関わる
皆様のご協力とご指導のもと行われております。皆様に深く感謝するとともに、
今後とも皆様のご指導ご鞭撻をいただきたく、よろしくお願いいたします。

ダイバーシティ研究環境実現への一歩

女性の力で、一歩前へ

山口 宏樹

堀田 香織

Hiroki Yamaguchi

Kaori Hotta

国立大学法人埼玉大学
学長

国立大学法人埼玉大学
男女共同参画担当
副学長
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埼玉大学ダイバーシティ
研究環境実現のための取組
埼玉大学はダイバーシティ研究環境実現のために、
Ⅰ すべての教職員が働きやすい職場環境づくり
Ⅱ 女性教員採用・昇任促進
Ⅲ 次世代育成
Ⅳ 埼玉県地域のダイバーシティ研究環境実現
に向けた取組を行っています。

埼玉大学ダイバーシティ
研究環境実現のための取組

女性教員採用・昇任促進

Ⅱ

埼玉県地域の
ダイバーシティ研究環境実現

Ⅳ

すべての教職員が
働きやすい職場環境づくり

Ⅰ

次世代育成

Ⅲ

Saitama
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Ⅰ はじめに

ⅰ 子育て・介護中の教職員支援
●出産・育児・介護中の研究補助制度
埼玉大学に在籍する学生を補助者として措置し、出産、育児、介護により制限される研究活
動を支援します。

●産休・育休・介護休暇等からのリスタート研究費助成制度
女性教員がライフイベント（出産・育児・介護等）に際し、やむを得ず研究者としてのキャリ
アを一時中断し、その後研究活動に復帰した場合に、研究費を助成します。

●ファミサポ＠埼玉大学
さいたまファミリー・サポート・センターの育児援助を、埼玉大学構内でも平日日中だけで
なく夕方や土曜日などにも受けることができます。

●ファミリー・サポート補助事業
ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合に、その利用料金の一部を補助します。

●ベビーシッター利用助成
ベビーシッターを利用した場合に、その利用料金の一部を補助します。

●勤務日となった祝日等の一時保育
学年歴にあわせて勤務日となった祝日や土日に実施される大学入試センター試験当日の一
時保育を行います。

ⅱ 子育て・介護中の教職員のネットワーキング
●子育て中教職員ランチ会
子育て中の教職員がランチタイムに集い、交流や情報交換を行います。

●介護中教職員の集い
介護を担っている教職員が集い、交流や情報交換を行います。

ⅲ 講演会・セミナー開催
●男女共同参画室講演会
男女共同参画に資する講演会を毎年開催します。

ⅳ 相談活動
●ダイバーシティ相談
女性の相談員が、埼玉大学で働く教職員の日々の仕事や暮らしの中でのさまざまな困りごと、周
囲の人に相談しづらい悩みに耳を傾け、ご本人とご一緒に困りごとを解決する支援をしています。

●国際共同研究スタート相談
国際共同研究をスタートしようとする女性教員を対象に、国際共同研究を行っている、あ
るいはこれまでに行ってきた教員がアドバイザーとなり、共同研究立ち上げと運営のため
の相談を行っています。

男女問わず全ての教職員が働きやすい
職場環境づくりのための取組を行います。

すべての教職員が働きやすい職場環境づくり

Ⅰ
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ⅰ 女性教員採用・登用
●戦略的ポストサイクルシステムによる女性限定公募
退職人事を前倒しにしてその人件費を学長裁量経費で確保する「女性限定ポスト」を、希望
する学科で循環させるシステムです。これにより、女性限定公募がスタートしました。

ⅱ 女性教員昇任
●キャリアアップ支援
キャリアアップに意欲を持ち、高いアクティビティをあげている理工系女性教員を対象に、
研究費を支援します。

ⅲ エンパワーメント
●学長特別賞（みずき賞）
教育・研究活動に顕著な功績があったと認められ、女性研究者リーダーとして活躍する自
然科学系の女性研究者への表彰を行っています。

●ロールモデル集作成・配布
埼玉県内で活躍する理工系女性研究者や技術者の姿をロールモデル集として女子学生、中
高生に配布します。

●研究機関訪問セミナー
次世代育成のために、埼玉大学学生・院生を対象として、ネットワーク機関で女性研究者や
技術者が行うセミナーで、施設見学も同時に行います。

●中・高・大学生対象セミナー
　（理工学研究科HiGEPS主催）
「女性科学者・技術者の存在と活躍」を女子中高生・大学生に積極的に伝えるとともに、その
周りにいる、保護者／教員に向けた情報提供を行うセミナーです。

●国際シンポジウム「Asia in Modern」
　（FeRDUS主催）
埼玉大学において博士の学位を取得した（取得予定の博士課程学生を含む）アジア諸国から
の女性研究者たちが、共同して研究発表を行います。

理工系女性教員採用・上位職登用・昇任を促進します。

研究者として活躍する女性をロールモデルとして女子学生の大学院博士
課程前期さらには後期進学を促進し、次世代育成に貢献する取組を行います。

女性教員採用・昇任促進

次世代育成

Ⅱ

Ⅲ
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Ⅰ はじめに

彩の国女性研究者ネットワーク
●女性研究者・技術者セミナー
埼玉県内女性研究者・技術者の活躍を推進するためのセミナーを埼玉大学で行います。

●ネットワーク機関訪問セミナー
次世代育成のために、埼玉大学学生・院生を対象として、ネットワーク機関で女性研究者や
技術者が行うセミナーで、施設見学も同時に行います。

●男女共同参画・研究力向上のための情報配信
男女共同参画および研究力向上に資する情報をネットワーク機関がお互いに配信します。

●就職・多様なキャリアパス紹介のための学生・院生への情報配信
ネットワーク機関の女性研究者・技術者が女子学生・院生に向けて進路選択に役立つ情報を
配信します。

実施体系（学内外恊働）

埼玉県、および埼玉県内企業・大学等との協働で、女性研究者・技術者
のネットワークを構築し、交流・情報交換しながらダイバーシティ研
究環境実現を目指します。

埼玉県地域のダイバーシティ研究環境実現

ダイバーシティ推進オフィス
コーディネーター（准教授）
ダイバーシティ推進員

事務補佐員

（NPO法人）そよかぜ保育室

彩の国
女性研究者
ネットワーク

Ⅳ
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Message
— メッセージ —

男女共同参画室員

代は年齢からみて出産・育児の適齢期でもあります。知
り合いのK先生は、出産後わずか1週間余りで海外出張
にでかけました。またS先生は育児休暇をとらず、乳児
をだっこして電車通勤し、職場に併設されている保育園
で昼休みには母乳を与え、一緒に帰宅します。彼女は国
際会議にも必ず連れて出席し、研究発表の間は現地でベ
ビーシッターを雇います。出張すればするほどベビーシッ
ター代で赤字になるそうです。女性が働き続けるかたち
はさまざまですが、研究のプロとしての生き方を選択し
た彼女たちは輝いて見えます。基本的に研究者・教育者
の仕事に「男女の差はない」はずですが、日本社会では家
事、育児、介護にかかる負担は女性の方が大きいと思わ
れます。そこには性別役割分担の無意識のバイアスがあ
るのです。埼玉大学では昨年度より研究活動と育児・介
護の両立を支援するための就労・研究支援制度が整備さ
れ、理念から実動へと進んでいます。いつか近い将来、真
に男女共同参画の大学が実現すると信じています。

術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現
イニシアティブ（特色型）」に選ばれました。同事業を
一つのきっかけに、男女共同参画、ダイバーシティ研
究環境を推進していく上で、今までなかなか手が回ら
なかったような仕組みや環境整備が加速して進んでい
ると感じています。
労働とジェンダー分野での研究では、組織自体がジェ

ンダー化されていることが明らかにされています。「こ
れは男性（女性）に向いている仕事」などといったよう
に組織内で「自然と」共有されている意味、考え、価値
や信念がジェンダー化されていることを指しています。
そしてこれは一橋大学名誉教授の木本喜美子さんが指摘
するように、マネジメントによって一方的に作り出され
るものではなくて、組織内メンバー間の相互作用や交渉
過程を経て、姿をあらわすものとされています。自分の
組織のジェンダー化に気付くのは難しいことですが、自
組織のジェンダー化過程を検討し、変えていくような力
を見出していけたらと思います。

女性研究者が出産後の育児の時期に研究を減速するこ
となく継続することができたならば、その後の研究者人
生において豊かな蓄積を残せるでしょう。若手の研究者
としてスタートラインに立つ30代は、研究費の獲得や業
績を求められ、もしも任期制のポストであれば、産休・育
休で休んではいられないのが現状です。その一方で、30

2009 年に埼玉大学に着任した時に、当時の上井学
長から埼玉大学に男女共同参画室を作りたいので、室
員になってほしい、と言われました。私自身、大学組
織の右も左もわからない中、男女共同参画室の立ち上
げにかかわり、以降、男女共同参画室員をつとめてい
ます。手探りで男女共同参画室の役割、機能を考え、
活動をしてきた中で、7年目にして、2017 年度科学技

金井 郁
Kaoru Kanai

大学院人文社会科学研究科
准教授

井口 壽乃
Toshino Iguchi

大学院人文社会科学研究科
教授
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る工学部電気電子システム工学科は、前期・後期日程の
入学試験ともに受験者女子比率が約4%と極めて低く、
最下位から2番目、女子の受験者が少ない学科として赤
い枠で囲まれて表示されていました。電気電子分野には
女性が少ないと日頃から思ってはいたものの、こうして
数値的に示されると改めてそのことを実感しました。こ
のような状況を少しでも変えるための方策のひとつとし
て「埼玉大学で活躍するリケジョたち」のWebページ
の作成の一部に関わり、理学部・工学部のトップページ
からもリンクしてもらいました。これからの追い風とな
るように、埼玉大学は今年度の「ダイバーシティ研究環
境実現イニシアティブ（特色型）」に選定されたことから、
Webページの内容の充実なども含めてより一層の進展
が図られると期待しています。さらに、ダイバーシティ
に関する現在の取り組みが、将来、誰もが活躍しやすい
社会の実現に繋がることを願っています。

一昨年4月に、最初に出席した男女共同参画室会議で
配布された資料の中にあったショッキングなデータを目
にしたことが、微力ながら委員として役に立てればと心
に決める契機となりました。そのデータとは、理学部・
工学部の入学試験の状況を示した表でした。私の所属す

矢口 裕之
Hiroyuki Yaguchi

大学院理工学研究科
教授

２年間室員を務めたことで、男女共同参画や多様性に
ついて議論したり講演会を聞いたりする貴重な機会を得
ました。前者に関して、理工研としては女性教員比率を
20％にすることが目標となっています。しかしながら、
よく言われるように、女性応募者の割合そのものが実際
低く、短期間で達成するのは難しいと思われます。長い
目で見て女性の博士学位取得者を増やす必要があり、そ
のためには初等中等教育からの対策が必要と思います。
現在、県内女子高のスーパーサイエンスハイスクール
（SSH）運営指導委員を務めているので、今後はその
面からも貢献できればと考えています。

石井 昭彦
Akihiko Ishii

大学院理工学研究科
教授

育て支援を専門に、子どもの心身の健康な育ちを支える
環境づくりをめざして研究と教育、実践を一貫してすす
めてきました。子どもの健康な育ちには、「周囲の人的
環境、物的環境をよりよくすること」が欠かせません。
埼玉大学で男女共同参画やダイバーシティ関連の事業が
今後、ますます進められていくことで、教員、職員が自
身の生涯発達においてどのような状況にあっても、より
その人らしく活躍できる研究環境、職場環境づくりに寄
与できると考えます。またそのサポート体制は必ず、学
生にも還元され、さらなる埼大のパワーアップにつなが
ることを信じています。
最後に。埼玉大学男女共同参画室の活動やダイバーシ

ティ事業関連のイベントに参加されたことのない方も学
内にまだまだ多いような。きっとすべての方にとって、
これからの研究環境、職場環境をよりよくすることにつ
ながる内容であるはず。各種サポート事業の利用ともに、
開催される講演会やイベントにどうぞご参加ください。

学部、専門分野を超えて学内のメンバーが、「埼大の
未来につながる研究環境、職場環境づくり」について考
え、語り合い、リサーチし、活動した時間だったと感じ
ています。参画室発足当時からの着実な歩みも間近で見
ることができ貴重な経験でした。
私自身は教育学部に所属し、子どもの発達と保育、子

吉川 はる奈
Haruna Yoshikawa

教育学部
教授
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これまで、本学におきましては、性別違和がある学生
（トランスジェンダー）の学内における通称使用の申し
立てへの支援をはじめ、LGBTなど性的マイノリティの
学生の相談（研究相談を含む）なども受けてきました。
性的マイノリティに限らず、広く性に関する相談も受け
てきました。
さらに、本学の「さいだい交流ひろば」といった学内

外の人々をつなぐ施設とも連携しながら、学内の学生お
よび教職員だけではなく、地域の方々とも「性の多様性」
などについての学習会も行っています。
そういった専門性を活かして、本学のダイバーシティ

の中でも、性別、性的指向や性自認をもとにした差別が
なく、すべてのセクシュアリティの学生および教職員が
安心して学び、働ける環境づくりに力を注いでいきます。

渡辺 大輔
Daisuke Watanabe

教育機構
基盤教育研究センター
准教授

ていなかったことを知ることができました。参画室実施
のセミナー等への参加やホームページの整備などに関わ
ることを通じ、個人的には男女共同参画に対する意識を
変え、諸取り組みの有意義さを認識することができまし
た。そのような意識変容・認識は埼玉大学の男女共同参
画を進めていく上で全教職員が共有すべきものと思いま
す。ただし一昨年行なわれた調査の回答率などを見ても
男女共同参画への理解が大学全体に浸透しているとは言
えないのでは、とも感じています。実質的な取り組みと
共に、啓発活動もしていかなければなりません。

田子内 健介
Kensuke Takonai

教育学部
准教授

　この 2年間微力ながら男女共同参画室員を務めさせ
ていただき、採用や昇進に関する男女格差の存在や育児・
介護に関わる支援制度など、以前はほとんど注意を向け

私の専門は教育学で、その中でも性教育をはじめとし
たセクシュアリティ教育の方法などについて研究をして
います。そこでは、性は多様であるということを基本と
しています。

女性活躍推進法の制定が大きく影響していますが、日本
は、ジェンダー平等後進国です。それは、世界経済フォー
ラム（World Economic Forum）が毎年発表する各国
の男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数（Gender 
Gap Index：GGI）が、144 カ国中 114 位（2017 年）
であることからも明らかです。こうした状況の中、「女
性研究者支援」が重要な課題であることは言うまでもあ
りません。しかし、男女共同参画室が取り組むべき課題
は、女性だけの問題ではありません。大学として重要な
ことは、性別にかかわりなく安心して研究や教育、学問
に取り組める環境、多様性が尊重され、多様性が活かさ
れる環境を整えることです。昨年度、男女共同参画室に
新たにダイバーシティ推進オフィスが設置されたこと
は、そうした環境実現に向けての確かな一歩だといえま
す。このオフィスを拠点に、埼玉大学のダイバーシティ
研究環境が推進されることに、室員として微力ですが貢
献していきたいと思います。

2009年 7月、埼玉大学に男女共同参画室が発足され
てから室員をつとめています。この間、埼玉大学の教職
員・学生を対象とした調査や、埼玉大学のジェンダー平
等を推進するためのさまざまな取り組みに関わらせてい
ただきました。大学のこうした動きの背景には、男女共
同参画社会基本法に基づく基本計画の推進や、近年では、

田代 美江子 
Mieko Tashiro

教育学部
教授 
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めに、女性教員が大勢いることに驚きました。同じ大学
に所属する教員同士でも、所属学科が違えば顔を合わせ
る機会はありません。工学部という事もあり、何かしら
の委員会に行くと女性は自分一人という状況に慣れっこ
になっていた私には、この男女共同参画室の会議はとて
も新鮮、かつ先生方のパワーに圧倒されるばかりでし
た。そして、何といっても嬉しかったのは、「埼玉大学
は本当にやる気があるのか？」と他大学の先生から聞か
れること数年、ようやく 2017 年に「ダイバーシティ
研究環境実現イニシアティブ」に採択されたことです。
これは堀田副学長（男女共同参画室長）の強力かつ絶妙
なリーダーシップがあったからこそであると思います。
また、この間に理系女性教員の会（通称「魔女会」）を
復活させたことも、特に印象深い出来事です。埼玉大学
の男女共同参画はこれからが正念場かと思います。男女
を問わず全ての埼玉大学の構成員が充実した生活を送れ
るよう、今後の活動に期待しています。

川合 真紀 
Maki Kawai

大学院理工学研究科
教授

女性研究者支援部会メンバーとして男女共同参画室に
参加させていただきました。それまで、学会の男女共同
参画委員を経験し、学術・研究分野での取り組みについ
ては若干の知識を持っていたつもりではありましたが、
果たして、大学でどのように何をしたら良いのか、右も
左も分からないまま加わりました。委員会の場でまず始

護の支援以前の問題にも、企画室として積極的に取り
組んでいく必要があるのかと最近感じております。理
学部では高校生・中学生向けの講座（Hisep、 Higep 等）
を様々設けておりますが、こうした取り組みは一つのヒ
ントとなるように思います。参画室としても、こうした
講座の PRや、他分野の同様な講座の開設などありそう
です。また、高大連携講座として、例えば数学科では学
部１年の授業を充てていますが、講義の物足りなさを訴
える高校生もおります。高校生だから女性だからといっ
た先入観に囚われない試みも必要なようです。
どのようなことがその学問へと向かわせたのか（女性）

研究者に問うてみるのも一考かと思います。「気が付い
たらそうなっていた」のかも知れませんが。

長瀬 正義 
Masayoshi Nagase

大学院理工学研究科
教授

理工学研究科（院数学コース、理学部数学科）より、
支援部会委員として男女参画室へ２年間参加させてい
ただきました。理工系では女性は一般に少なく、私の所
属しております数学科への女性入学者は例年２、3名で
すし、大学院への進学者入学者は更に少なく２、３年に
１名程度となっています。その意味では、子育てや介

てはじめて、本当の意味での「ダイバーシティ」に通じ
る道が少しずつ開かれていくと思います。男女共同参画
室では、講演会やセミナー、あるいは支援事業を通じ
て、女性へのさまざまなサポートを行うとともに、教職
員同士、教職員と学生、また他の研究機関の方々との相
互理解を深めてきました。もちろん終わりのない道のり
ではありますが、今後もこのような取り組みを通じて、
風通しの良い学修・研究環境の実現へと進んでいくこと
を願ってやみません。

明星 聖子
Kiyoko Myojo

大学院人文社会科学研究科
教授

多様な価値観や生き方が「単に並びたっている」だけ
ではなく、それらがお互いに関心を持ち合い、認識しあっ




