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Ⅰ
すべての教職員が働きやすい
職場環境づくり

出産、育児、介護中の埼玉大学常勤教員を対象に、本学に在籍する大学院生または 3年次以上
の学部生を研究補助者、または事務補助者として措置することで、出産、育児、介護のために
制限される研究活動を支援します。

対象者：…埼玉大学教員で以下に該当する方
… （1）本人又は配偶者が妊娠中の者…
… （2）小学校 6年生までの子を育児している者…
… （3）親族（配偶者または二親等以内の親族に限る）の介護をしている者…
…
支援内容：
支援対象者 1人につき、1名の研究補助者または事務補助者を措置できます。
研究補助者は支援対象者（またはその代理人）の指示に従ってデータ解析や実験補助、資料作成等の研究補
助業務を行います。事務補助者は事務手続き等の補助的な業務を行います。
支援時間：40時間以内
支援単価：研究補助者 1,000 円 / 時間、事務補助者 900円 / 時間（～ 9月 30日）
　　　　　研究補助者 1,100 円 / 時間、事務補助者 1,000 円 / 時間（10月 1日～）
利用手続き等の詳細は男女共同参画室WEBサイトをご覧ください。

研 究 補 助 制 度

君との交渉に失敗し、その同意が取れなかっただけの話で
す（当時まだ2歳だった娘さんについては、知らん顔して転
園させました）。おかげで息子君のお見送りとお迎えはな
かなか大変で、保育園児ながら電車とバスを使っています。
私は学生のころから、通勤や通学に電車、バスは使いたく
ない！と思っていたので、寮に入ったりお金を工面してバ
イクや車などで通勤、通学しており、息子君は文句も言わ
ずにすごいなー、と毎日感心させられています。本題に戻
りますと、、、その送り迎えでは当然、我々のどちらかは息
子君のお供しなければなりません。週のほとんどは、妻が
お見送りを、私がお迎えを担当しています。となると、何の
気なしに費やしてきた研究や雑務への時間は、その時短を
迫られることになりました。どうしたものかな、と思って

共働きの我が家には6歳の息子と4歳の娘がおり、訳あっ
て二人の保育園は異なります。と言っても複雑な理由では
ありません。N市からK市に引っ越すことになり、二人と
もK市の保育園を転園させるつもりでいたのですが、息子

田井野 徹
Toru Taino

大学院理工学研究科
准教授

2019年度

研究補助制度を利用された教員の方々の体験談です。
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心配は杞憂だったようで、息子はすぐに新しい環境に溶け
込み、お友達もたくさんできたようです。日本語の上達も
早く、現在ではネイティブのクラスメイトと同様に授業を
受けることができています。
日本に来て約三年が経つ今では、親子ともに新生活に慣
れ、落ち着きを取り戻しつつあります。周囲のご支援とご
協力のお陰で成り立ったと感謝しています。そしてこの研
究補助制度が、今後も引き続き仕事と育児の両立を目指す
教員の、更なる活躍に役立つことをお祈りしております。

私が埼玉大学に赴任したのは2017年4月で、それまでは
中国で生活しておりました。過去に日本に留学した経験が
あり、言葉には不自由しませんでしたが、異国で新しいス
タートを切るのはやはり容易なことではありませんでした。
そんな中、最初にとても苦労したのは、講義の準備でした。
以前使用したものがほとんど使えなかったために、講義用
のスライドをゼロから作り直さなければならず、担当する
二科目が同じタームに集中していたこともあり、夜を明か
して作業することが幾度もありました。その後、同僚の先
生からこの研究補助制度のことを教えていただき、申請・
利用させていただきました。私の場合は、ゼミ生にお願いし、
主に講義資料や論文のネイティブチェックをしてもらって
います。お陰で、より多くの研究時間を確保できたとともに、
非常に勉強にもなりました。
また、私は二児の母でもあります。日本に赴任した当初、
息子は9歳、娘は1歳でした。息子に関しては、こちらに来
てからすぐ小学校に通い始めました。言葉が全くわからな
い彼が、ひょっとすると学校が嫌いになり、不登校になる
かもしれないと、とても心配していました。しかし、そんな

いたのですが、ちょうどその頃、たまたま本研究補助制度
を目にして、これは！と思い応募させていただきました。
2019年度に採用いただき、おかげさまで大変助かってい
ます。
朝は始発を使って大学に出勤、効率よく仕事をこなし

（？）、早い時間に大学を出てお迎えに馳せ参じる毎日にも、
最初は眠たい目をこすりながらの出勤でしたが、だいぶ慣
れてきました。研究補助者として採用している研究室の学
生には、データ入力、実験の補助や任せられるお仕事をお
願いして、また他の学生には少しずつ迷惑をかけつつ、週
末の運動（子供と遊ぶ）に少しでもエネルギーを蓄えさせて
もらっています。が、やはり子供の成長は早く、自転車練習
の初めの頃は先導して駆けていた私ですが、今ではもう彼
らの後塵を拝するのみ、です。
非常に有益な本制度がいつまでも続くように、そしてた
くさんの教職員の方々がこの制度を利用され、ご家族の方
との貴重な時間を確保できるよう、祈念しております。

石 瑾（せき きん）
Shi Jin

大学院人文社会科学研究科
准教授

子供との時間−近くの公園で−

雪遊びで大喜びする兄妹・草津温泉にて
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反応分析マップ作成のためのデータ解析をおこないます。
研究補助をお願いした研究室の大学院生が大変丁寧な作業
をしてくれました。…
第1回研究補助制度の申請のおかげで、第1回目実験
調査の結果を踏まえて、国際会議において、口頭発表「A…
Mathematician’s…Modelling…Progress…Displayed…with…
Applied…Response…Analysis…Mapping」をおこなうこ
とができました。また、研究室所属の大学院生との共同研
究として、口頭発表「A…Consideration…of…Mathematical…
Modelling… Investigation… through…Robot…Control…by…
Gestures」もおこなうことができました。また、第2回研
究補助制度の申請のおかげで、第2回目実験調査のデータ
解析を完了し、論文投稿の目途を立てることができました。
この場をかりて感謝申し上げます。

2019年度男女共同参画室研究補助制度に申請し、第1回
と第2回の両方で採択を頂きました。
現在、5歳（申請時4歳）の娘との父子家庭のため、娘の幼
稚園の送迎をおこない、約1時間半の通勤をしています。7
月に香港で開催された国際会議…The…19th… International…
Conference… on… the… Teaching… of…Mathematical…
Modelling…and…Applicationsにおける発表準備のため、
第1回研究補助制度の申請をおこないました。また、10月
に娘の運動会があり、第2回研究補助制度の申請をおこな
いました。特に、第2回研究補助制度に採択されたおかげで、
普段でしたらお手伝いすることができない運動会準備にも
参加することができました。
博士論文『原場面に着目した数学的モデリング能力に関
する研究－フッサール現象学の方法と応用反応分析マップ
を援用して－』（共立出版）の研究方法の1つである応用反
応分析マップを用いて、今年度は、数学者を対象とした実
験調査を実施し、数学的モデリングの実際を視覚化し、数
学的モデリング能力の確認・補記をおこなっています。応
用反応分析マップの作成には、膨大な作業時間を要するデー
タ処理の支援が必要となります。具体的な作業は、2回実施
する実験調査で得られた被験者のプロトコルをデータに起
こし、再生刺激法によりデータの精緻化をおこない、応用

松嵜 昭雄
Akio Matsuzaki

教育学部
准教授

娘の描いた絵
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う、伝票処理をする、さらに空になった薬品瓶の処理をする、
登録システムで破棄を行う、など、「薬品を使う」に付随す
る作業の方がやたら多くなっています。なんなら、薬品を
使用するためのゴム手袋を補充する、などの作業もおまけ
でついてきます。
家事や研究に限らずさまざまな「名もなき作業」に日々
追われ、猫の手も借りたいような状況が続く中で、本制度
により非常勤支援研究員の方に「名もなき研究作業」のお
手伝いしていただいたことで、本来の「研究」に集中する時
間をいつもより多く作ることができたように思います。本年度、埼玉大学男女共同参画室ダイバーシティ推進オ

フィスによる非常勤支援研究員制度にてご支援いただきま
した。厚く御礼申し上げます。
昨今「名もなき家事」という言葉が話題になっています。
そもそもは大和ハウス工業の「『名もなき家事』撲滅へ向け
た挑戦」というキャンペーンから広まったとのこと。「名も
なき家事」というのは、いわゆる家事（炊事・洗濯・掃除）と
は異なり、「はっきりした名前がつかない家事」のことを指
すようです。例えば、「食べ残しを冷蔵庫にしまう」「ゴミ袋
をセットする」などの作業は、名はなくとも誰かがやらな
ければいけない立派な「家事」であり、トータルで考えれば
「名もなき家事」の方が「いわゆる家事」よりもよっぽど手
間と時間がかかっているかもしれません。
大学での研究においても同じようなところがあるように
思います。例えば、単に「薬品を使う」にしても、「使う」と
いう作業だけでは済みません。まずはどの薬品を使うか調
べるところから始まり、業者に発注する、届いたものを事
務へ受け取りに行く、検収をする、箱を処分する、登録シス
テムに登録する、使用容器に入れる、残りは保管庫にしま

埼玉大学
常勤女性教員

出産、育児、介護中の埼玉大学常勤女性教員を対象に、本学に在籍する大学院生等（学部生を除く）
を非常勤支援研究員として措置することで、出産、育児、介護のために制限される研究活動を
支援します。

支援対象者：埼玉大学常勤女性教員で以下に該当する方。
… （1）妊娠中の者
… （2）小学校 6年生までの子を育児している者
… （3）親族（配偶者又は二親等以内の親族に限る）の介護をしている者
支援内容：
支援対象者 1人につき、1名の非常勤支援研究員を措置できます。非常勤支援研究員は支援対象者の研究課
題を推進するため、当該研究の支援業務を行います。
支援期間：2019年 6月 1日から 2020年 3月 31日までの 1ヶ月以上の期間
支援時間：週 10時間以内

非 常 勤 支 援 研 究 員 制 度

2019年度

非常勤支援研究員制度を利用された教員の方の体験談です。
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ベビーシッターを利用した場合にその料金の一部が助成される制度で、公益社団法人全国保育
サービス協会が実施する事業です。利用には本学が交付する割引券が必要となります。

利 用 者：本学に在籍する教職員で文部科学省共済組合員及び厚生年金保険被保険者
対象となる子：０歳～小学校 3年生（世話を必要とする場合小学校 6年生まで）
割 引 額：1日（回）対象児童 1人あたり 2,200…円

②割引券申込書、請負契約書・注文書等の写し提出

〈概略図〉

③割引券の交付

⑧報告用半券の提出

①利用の申込・請負（利用）契約の締結

④サービス提供指示 ⑤サービス提供

⑥割引券提出

⑦報告用半券の返却

（割引後）利用料金の請求

（割引後）利用料金の支払い

人
事
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教
職
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係
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ベ ビ ー シ ッ タ ー 利 用 助 成

わない手はないということで申請しました。ベビーシッター
業者に発行してもらい大学の人事課に事前に写しを提出す
る「請負契約書・注文書等」が何を指すのかが分かりにくく
多少難儀しましたが、その他はスムーズに運び、二人利用
したため合計で4400円の割引を受けられました。我が家
はまだ1度しかベビーシッターと利用助成制度を使ってい
ませんが、ベビーシッターサービスは一般に高額なため、
このような助成制度があるのは、利用の際の心理的なハー
ドルを下げてくれるため、非常に有益だと感じました。利
用のための手続きも思ったより煩雑ではなく、特に2度目
からはかなり手軽に使えると
感じたので、その点でも優れ
た制度だと思います。2019
年度は首尾よく1度の利用
で済みましたが、今後またベ
ビーシッターを利用する必要
が出てくることがあると思い
ます。その際は、是非またこ
の利用助成制度を活用させて
いただこうと考えております。

我が家は、（当制度を利用した時点で）2歳の長女と0歳の
長男がいます。妻が週に1～3日の不規則な勤務で、私が基
本的に週に2日の出勤以外は自宅での勤務のため、保育園
には預けず、二人の勤務日をずらし、どちらかが必ず自宅
にいるようにして子どもの面倒を見る体制で動いています。
しかし、不規則に入る仕事により、どうしても二人とも家
を空けなければならない事態が発生することがあり、両親、
義理の両親ともに気軽に頼める距離には住んでいないため、
そのようなときにはベビーシッターを利用する必要が出て
きます。前年度の「ダイバーシティ推進事業活動報告書」経
由でベビーシッター利用助成制度を知っており、これを使

髙畑 悠介
Yusuke Takahata

人文社会科学研究科（教養学部）
講師

2019年度

ベビーシッター利用助成を利用された教員の方の体験談です。
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から徒歩10分程度の距離ですが園バスはありませんので、
朝の送りは私がして、お迎えをファミサポに依頼すること
にしました。
数か月間毎日のお迎えを頼めたらいいなと甘く考えてい
ましたが、現実は厳しく実際に利用したのは初月の5回程
度でした。理由は様々ですが、家族以外に毎日お迎えを依
頼する大変さを理解できていなかったなというのが率直な
感想です。事務局の方には本当に親身になって支援会員を
探して頂きましたし、支援会員さんのご都合が合わない日
があるのは当然ですのでファミサポの制度に欠陥があると
言いたいのではない点はご理解ください。僅かな謝礼で毎
日同じ時間帯を空けて下さいとお願いするのが非常に心苦
しいのもあって、最初のひと月だけ支援をお願いする形に
なってしまいましたが、
ファミサポは大変ありが
たい制度であることは間
違いありません。今後は
例えば授業のある特定の
曜日だけ毎週とか、学会
で不在の1週間程度など
もう少し支援会員さんの
負担が少ない形で支援を
依頼する機会もあるので
はと思っています。

まず初めに、3人目の子供が生まれる前後の1か月間、長
男の幼稚園のお迎えをファミリー・サポートに依頼し、そ
の利用料をファミリー・サポート補助事業でご支援いただ
きました。深くお礼申し上げます。本補助事業への申請自
体は大変簡単ですし担当職員さんも快く対応して頂けます
ので、ファミサポをご利用の際は是非この制度の活用もご
検討ください。
さて、我が家には長男（年中）、次男（3歳）がいる中で、3
人目（これまた男の子！）をどのように迎えるかを妻と話し
合い、3人目にして初めて里帰り出産をしないことにしま
した。また自分たちの両親は遠方在住で高齢のため、手伝
いを依頼するのはためらわれるという状況でした。出産の
ために妻が入院中の1週間は私が仕事を休んで家庭をどう
にか回せますが、妻と新生児が外出できるようになる産後
1-2か月間休み続けるのは、少し抵抗がありました。日用
品はネットスーパーの利用や私が仕事帰りに買えますので、
長男の通園方法が大きな課題になりました。幼稚園は自宅

成瀬 雅人
Masato Naruse

大学院理工学研究科
助教

2019年度

ファミリー・サポート補助事業を利用された教員の方の体験談です。

ファミリー・サポート・センター事業（ファミサポ）や緊急サポートセンターの病児・病後児
保育支援事業（緊急ファミサポ）を利用する場合に、その利用料金の一部を補助します。

利用者：埼玉大学の教職員（非常勤職員の場合は社会保険加入者に限る。）
補助の対象となる者：
（1）0歳から小学校 6年生までの乳幼児・児童
（2）身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている満 18歳に達するまでの子

補助の対象となる育児援助活動：
（1）保育所、幼稚園、小学校および放課後児童クラブ等の保育開始前・終了後・休みの時の子どもの預かり、

および施設までの送迎
（2）病児・病後児の預かり

補助の対象となる支払報酬は、ファミサポの利用は1家庭あたり月20時間分、緊急ファミサポの利用は1家庭
あたり年20時間分が上限です。
※ファミサポの純然たるサービスの報酬以外の会費、食費、交通費、キャンセル料等は補助対象外です。
　なお、ファミリー・サポート補助事業を利用するには、当該ファミサポに会員登録が必要です。
　利用手続き等の詳細は男女共同参画室WEBサイトをご覧ください。

フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト 補 助 事 業
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ファミサポ＠埼玉大学

さいたまファミリー・サポート・センターは、育児の援
助を受けたい方（依頼会員）と育児の援助を行いたい方
（提供会員）からなる会員組織で、会員による相互援助活
動の調整などをセンターのアドバイザーが行っています。
依頼会員に登録すると、通常保育が実施されない夕方や
土曜日・日曜日にも、提供会員に子どもを預ける育児援
助を受けることができます。提供会員は、さいたま市に
お住まいの方です。育児援助は原則として提供会員の自
宅で行いますが、埼玉大学の教職員は、学内で子どもを
提供会員に預けることもできます。

さいたまファミリー・サポート・センターに依頼会員登録
をします。さいたまファミリー・サポート・センターが実施
する入会説明会に出席し、所定の入会手続きをしていただ
くのが原則ですが、WEB上で詳細の確認をして、入会手続
きをすることも可能です。

プレイルームは、幼児教育に関する研究のための施設で
すが、空いている時間は、埼玉大学の教職員はファミサポ
を利用する場合に使用できます。詳細は次ページをご確認
ください。

http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/
詳細は下記URLをご確認ください。

埼玉大学男女共同参画室事務担当　総務部人事課………048-858-9627問合せ先

⃝授業1コマ分の2時間だけ子どもを預かってほしい！
⃝セミナーに参加する3時間、子どもを預かってほしい！
⃝習い事や塾に子どもを迎えに行って、連れてきてほ
しい！…

⃝土曜日・日曜日に開催される学会参加のために、終
日子どもを預かってほしい！

例えば、こんなときに育児援助を受けること
ができます。

ファミサポの育児援助を受けるには プレイルームの使用について


