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はじめに

た学内外チームができたこと、そして
学内にその雰囲気が醸成されたことが
あります。」
これは、JSTでの中間（３年目）評価
ヒアリングの冒頭、熱っぽく力説した
私の言葉です。これが功を奏したかど
うかは定かではありませんが、実施体
制については最高のs評価を頂きまし
た。総合評価はA、つまり「所期の計画
と同等の取組が行われている」という
ことで、埼玉大学におけるダイバーシ
ティの取組は堅実にその歩みを進めて
きたと言えます。70年前の開学時に
新関良三初代学長が述べたとおり、「謙
虚で気品高く、卑怯と虚偽を排し、た
くましく前に進む」という埼玉大学の
学風そのものです。これも、ひとえに
堀田副学長をはじめ多くの方々の「つ
ながり」によるもので、心から敬意と
謝意を表します。

の事業であり、本年度3年目の中間評
価の年でしたが、3年目の目標を無事
達成することができました。本報告書
は2019年度に、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。
本学のダイバーシティ事業はⅠ．す
べての教職員が働きやすい職場環境づ
くり（子育て・介護中の教職員支援な
ど）、Ⅱ．女性教員採用・昇任促進（理工
学研究科における女性限定公募・昇任
支援など）、Ⅲ．次世代育成（女子大学
生対象セミナー、ロールモデル集配布
など）、Ⅳ．埼玉県地域の女性活躍推進
（埼玉大学と埼玉県および県内企業等
の研究機関による「彩の国女性研究者
ネットワーク」の活動など）という４
つの柱で推進されています。ダイバー
シティ事業の中間評価では、特に、学
長のリーダーシップのもと、各部局の
教員と職員からなる男女共同参画室に

「埼玉大学の特色型事業では、４つ
の目標に対し５つの行動計画を設定し
て事業を進め、着実に様々な成果を上
げてきています。学長として最も大き
いと感じている成果には、ダイバーシ
ティ研究環境実現のためのしっかりし

埼玉大学は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」　3年目を終えようとしてい
ます。「ダイバーシティ研究環境実現
イニシアティブ」事業は全体で6年間

これからの時代、AIは進化を続け、
人々は何度も自己改革を迫られるだろ
うとされます。「進化論」のダーウィン
によれば、「最も強い者が生き残るの
ではなく、最も賢い者が生き延びるの
でもない。唯一生き残ることが出来る
のは、変化できる者である。」とのこと。
AIと共存し、ダイバーシティをさらに
進める社会。その社会に適応する大学
としていくためには、学風など変わら
ず大切に持ち続けつつも、私たちが自
ら「変わる」必要がありそうです。
4月、学長の任期満了に伴い埼玉大
学の体制が変わります。新体制におい
ても、ダイバーシティ研究環境の真の
実現に向けて一人ひとりが変わり、つ
ながり、時間をつないでいくことを期
待しています。埼玉大学のさらなる輝
きのために。

４つの課題別ワーキンググループ（「意
識啓発」「ワークライフバランス」「理
系」「ダイバーシティ」）を設け、そのす
べてにダイバーシティ推進オフィスが
関わるという全学的な実施体制により、
多様な取組を展開してきたことが高く
評価されました。今後も、埼玉大学お
よび埼玉県域の男女共同参画、そして
ダバーシティ推進へとつなげていけれ
ばと願っています。
本事業は国立教育女性会館、埼玉県
ウーマノミクス課や県内研究機関を始
めとする多くの皆様、彩の国女性研究
者ネットワークご参画の皆様、さいた
ま市男女共同参画ご担当の皆様、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。

はじめに

■…ダイバーシティ実現に向けた変化とつながり

■…ダイバーシティ事業後半3年間にむけて

山口 宏樹
Hiroki Yamaguchi

国立大学法人埼玉大学
学長

堀田 香織
Kaori Hotta

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

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

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

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。

研究環境実現
のための取組

埼玉大学ダイバーシティ

ⅰ 子育て・介護中の教職員支援

ⅲ 講演会・セミナー開催

ⅳ 相談活動

ⅱ 子育て・介護中の教職員の
　 ネットワーキング

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。

非常勤支援研究員制度
埼玉大学に在籍する大学院生等を非常勤支援研究員とし
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。

学童保育利用補助事業
女性教員が学童保育を利用する場合に、その利用料金の
一部を補助します。

病児保育利用補助事業
病児・病後児保育を利用する場合に、その利用料金の一
部を補助します。

子育てランチミーティング
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。

介護ランチミーティング
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。

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。

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。
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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。

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。

次世代育成Ⅲ

彩の国女性研究者ネットワークシンポジウム
彩の国女性研究者ネットワーク参画機関の女性研究者・
技術者の交流を促し活躍推進をはかるとともに、学生に
ロールモデルを提供します。

彩の国女性研究者ネットワークセミナー
彩の国女性研究者ネットワーク参画機関の女性研究者・
技術者の研究力・技術力向上に資するセミナー、男女共
同参画に資するセミナーを開催します。

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。

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Ⅳ

彩の国女性研究者ネットワーク

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。

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。

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。

理工系女性教員採用・上位職登用・昇任を促進します。

女性教員採用・昇任促進Ⅱ

ⅰ 女性教員採用・登用

ⅱ 女性教員昇任

ⅲ エンパワーメント


