
17

Ⅰ　すべての教職員が働きやすい職場環境づくり

さいたまファミリー・サポート・センターのアドバイザー
を講師としてお招きし、「さいたまファミリー・サポート・
センター入会説明会・講習会」を開催しました。
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す。
当日は、本学教職員、学生、地域住民の方あわせて8名の
方が参加しました。
前半の入会説明会では、事業の趣旨、援助活動の内容や
流れ、会員の心得などについて説明がありました。後半の
提供会員向けの講習会では、子どもの心と体の発達、子ど
もの健康、けがや応急措置などを学びました。また、講師か
ら手作りおもちゃの紹介もあり、家にあるもので簡単に作
れることに驚きの声が上がりました。

日時 …2019年9月10日（火）　 場所 …埼玉大学　大学会館2階ラーニングコモンズA

さいたまファミリー・サポート・センター
入会説明会・講習会

 

 
 

参加を希望される方は、所属・氏名を添えて 
【diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp】までご連絡ください。  
当日参加も可能ですが、お席に限りがありますので 
事前申し込みをおすすめします。 

問合せ先 埼⽟⼤学男⼥共同参画室事務担当  
048-858-9627（内線 3181）diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

日時 2019 年 9 ⽉ 10 日（火）  13:30 16:30 

        入会説明会 13:30 14:30 

    講習会 14:30 16:30 

     ※提供会員登録希望の方は、講習会の受講が必要です。 

場所 埼玉大学大学会館２階ラーニングコモンズ A 

講師 さいたまファミリー・サポート・センター アドバイザー 

主催 埼玉大学男⼥共同参画室 

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ファミリ
ー・サポート・センターのアドバイザーが⾏っています。提供会員は、さいたま市にお住まいの方が登
録できます。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。 
 

提供会員の登録には入会説明会、講習会の受講が必 

要となります。また、依頼会員は、入会説明会に参加し、 

所定の入会⼿続きを⾏うことで登録できます。 

ファミサポ＠埼玉大学 

フライヤー

埼玉大学常勤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。

利用者：埼玉大学常勤女性教員で、小学生の子どもを養育する者
補助額：利用者１名あたり年間10,000円まで
※利用料金以外の食費、教材費、行事費、交通費、登録料等は補助対象外です。

学 童 保 育 利 用 補 助 事 業

埼玉大学常勤女性教員が出産、育児、介護等のライフイベントに際し、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ときに、研究活動の促進や負担の軽減
を図るため、研究費を支援します。

支援対象者：埼玉大学常勤女性教員で以下に該当する者。
（1）産前・産後休暇、育児休業、介護休業（介護休暇を含む）のため、概ね連続する３ヶ月以上やむを得

ず研究活動を中断した者
（2）休暇、休業の復帰から概ね 2年以内の者

支援額：1名あたり 10万円（2019年度）

産休・育休・介護休暇等からのリスタート研究費助成制度
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面倒を見ていましたが、かぜ等がはやる時期には仕事と育
児の両立が難しくなることもあり、病後児保育を利用する
ことにしました。娘が通う保育園には病後児保育室が併設
されており、ふだんとそれほど変わらない環境で保育して
もらえることも利用をする後押しになりました。
病後児保育は１日当たりの利用料がかかりますが、埼玉
大学では「病児保育利用補助事業」を実施しており、その負
担を軽減することができます。申請手続も平易で利用しや
すい制度だと思いますので、より多くの子育て世代の方々
にこのような制度があることを知っていただけたらと感じ
ております。

2018年に第一子となる女の子が誕生し、人生初となる
父親としての生活が始まりました。始めの頃は自分の時間
がこんなにもなくなるのかと軽く衝撃を受けていましたが、
毎日毎日違う顔を見せてくれる娘がそれ以上の充実感を与
えてくれています。
我が家は夫婦ともにフルタイムで勤務しておりますが育
児休業は妻が取得してくれました。次年度から保育園に預
ける予定で育休を１年弱申請していましたが、保育園入所
申込みのとき娘はまだ生後半年…実際に預けるときには
10か月になるのですが余りに幼い我が子を見ると本当に
保育園に預けるべきかどうか夫婦で悩みました。結局自分
たちで答えを出すことができず、地元にある人気の保育園
一園のみ申込みをし、受かれば預ける、受からなければ育
休を延長する、と決断を天に委ねました。結果はめでたく？
合格し保育園に通うことになりました。たくさんのお友達
や先生方と触れ合い、季節ごとのイベント等を楽しそうに
過ごす娘の姿に、この選択で良かったと夫婦ともに感じて
います。
しかし、保育園に通い始めると集団で生活するためどう
してもかぜや感染症にかかるリスクは高くなります。発熱
等で保育園に預けられない日は夫婦で分担して仕事を休み

高橋 久仁男
Kunio Takahashi

教育学部支援室

2019年度

病児保育利用補助事業を利用された職員の方の体験談です。

業務上やむを得ない理由で、通常利用している保育以外の病児・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。

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：
利用者の子のうち、利用する病児・病後児保育事業を実施している自治体の定めにより対象となる乳幼児・児童

補助額：補助対象者１名あたり2,000円/日、および１家庭あたり10,000円/年
※利用料金以外の食費、診察や投薬料等医療費、交通費、登録料、キャンセル料等は補助対象外です。
　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。

病 児 保 育 利 用 補 助 事 業
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「子育てランチミーティング」は子育てに関心のある教職員が昼食を
取りながら、気軽に交流する場です。今回は様々な部局から、合わせて
15名の教職員が集まりました。簡単な
自己紹介の後、子育てに関する意見交
換や情報交換を行いました。
昼の休憩時間という限られた時間で
したが、「家事と育児の両立の大変さ」、
「子供を保育園に預けるときの苦労に
ついて」、「認可保育園と無認可保育園
によって延長保育の取り扱いが違う」、
「小学生は学年が上がると学童保育に
入りにくくなり、夏休み期間の預け先
が難しい」、「大学の中にも学童保育が
あってほしい」等、たくさんの質問や
意見がでました。

2019年度の介護ランチセミナーは、さいたま市保健福祉局長寿応援
部介護保険課の坂口真樹氏を講師にお呼びし、「さいたま市の介護保険」
と題して講義をお聞きした後、座談会を実施する予定で準備していまし
た。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、セミナー
の開催は延期され、次年度、改めて開催することとなりました。

日時 …2019年5月20日（月）　 場所 …埼玉大学　研究機構棟2階第二会議室

日時 …2020年3月16日（月）12：15〜13：30　 場所 …埼玉大学研究機構棟2階　第二会議室

子育てランチミーティング

介護ランチセミナー

 

埼玉大学 男女共同参画室 主催 

５月 ２０日（月）12：00～13：30 
（途中参加・退席自由です） 

場所：埼玉大学 研究機構棟２階 第二会議室 
 

はい 男性、⼥性、お⼦さんの有無、年齢などに、関係なく 

どなたでも大歓迎です お気軽にお越しください。 

参加申込 : diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp まで 
※会場準備のため事前申し込みをお願いしていますが、当日参加もモチロン OK です  
※昼食をお持ち下さい。 

お弁当の予約も承ります。ご希望の方は前日までにお申し込みください。 
（お弁当代は 400 円です。当日徴収します。） 

問合せ 埼玉大学 男⼥共同参画室ダイバーシティ推進オフィス
内線 5185

はじめてですが、参加し
ても大丈夫ですか  

孫の世話をする世代です
が参加したいです。 

子供はいませんが、興味
があります。 

⼦育てと仕事の両⽴などについて、 

       情報交換をしませんか  

フライヤー

 

埼玉大学男女共同参画室 主催 

日時 

令和２年３月１６日（月） １２：１５～１３：３０ 
  ※途中退出自由です。 

場所 

埼玉大学研究機構棟２階 第二会議室 

対象 
埼玉大学教職員および彩の国女性研究者ネットワーク機関関係者の皆様 

先着 15 名 

申込方法 
「件名：介護ランチセミナー参加希望」、「本文：➀ご所属②お名前」を記載のうえ、 

Diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp へメールで 

お申込ください。 

締切：令和 2 年 3 月 6 日（金） 
□当日は、昼食をお持ちください。 

□お弁当の予約も承ります。ご希望の方は、３月１２日（木）までにお申込ください。 

お弁当代（400 円）は当日徴収します。 

問合せ先 埼玉大学男女共同参画室ダイバーシティ推進オフィス、 
人事課教職員係（男女共同参画室担当） 
内線：３１８１ e-mail：Diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp 

セミナー「さいたま市の介護保険」 １２：１５～１２：４５ 

 講師 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課 坂口 真樹 

介護保険について、初心者向けに分かりやすくお話しいただきます。ランチ持

参で是非ご参加ください。 

座談会 12:45～13:30 

介護について、仕事との両立についてなど、お気軽に情報交換をしませんか？ 

彩の国女性研究者ネットワークセミナー 

フライヤー
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10月10日（木）、「第11回男女共同参画室講演会」を、東
京都健康長寿医療センター研究所研究員・平山亮氏を講師
に迎え、「男に介護は難しい？ジェンダーの視点で考える『親
の老いとの付き合い方』」をテーマに開催しました。当日は、
教職員、学生など約80名の参加がありました。
講演でははじめに、国民生活基礎調査等のデータをもと
に、誰が介護を担当しているのかなど介護の現状について
説明がありました。また一般的に男性が抱えやすいといわ
れる介護の問題について、事例を挙げながら性別役割観か
らみて男性であれば珍しく注意を向けてもらえることであっ
ても、女性であれば介護における困難がみえにくくなると
いったジェンダー非対称性の指摘がありました。さらに、
介護を受ける親が希望・ニーズを伝えられる人や親のニー
ズを判断してくれる人、いろいろな見方、判断を可能にす
るため、介護に複数で関わることの重要性を述べられまし
た。最後に、介護サービスはツールであり、肝心なのは親の
希望であって、親が希望する生活のイメージを聞いておく
こと、希望があってこそ選べる医療や介護のサービスであ
るとのお話しがありました。
…講演後には、参加者から多くの質問がありました。また、
講演後のアンケートでは「性別役割からくる女性の孤立し
やすさは介護だけでなく育児にもいえることではないか」
との感想も寄せられ、多くの参加者にとってジェンダーの
視点で介護を学ぶ有意義な時間となりました。

日時 …2019年10月10日（木）　 場所 …埼玉大学　総合研究棟１階シアター教室

第11回男女共同参画室講演会

 
埼玉大学創立 70周年記念事業 

 

 

男に介護は難しい？ 
ジェンダーの視点で考える

「親の老いとの付き合い方」 
埼玉大学では、介護実態調査や介護セミナーを行うなど、現在、介護をしながら働いていく

のに必要な制度を様々な角度から検討しています。介護を抱える教職員にとって、その仕事へ

の影響は少なくありません。 

そこで今年度は、介護する息子たちの調査を長年行ってきた平山亮先生をお呼びし、親の介

護への向き合い方についてジェンダーの視点からお伺いしたいと思います。「ケア＝女性のしご

と」という性別役割観のもとでは見落としがちな、「男らしさ」とケアの相容れやすさ・共犯性

など、私たちのジェンダー認識の盲点にも切り込みながら、女性と男性が協働して介護を担っ

ていくためにどのような心づもりが求められるかをご講演いただきます。 

 平山 亮 氏 

（東京都健康長寿医療センター研究所 研究員） 

 10 月 10 日（木）15 時 30 分～17 時 00 分 

      （受付：15 時 15 分～） 

 埼玉大学総合研究棟１階 シアター教室 

 埼玉大学教職員、学生、 

その他男女共同参画に興味のある方 

講師プロフィール： 

平山 亮（ひらやま・りょう） 

東京都健康長寿医療センター研究所、福祉と生活ケア研究チーム（介護・エンドオブライフ研

究）研究員。Ph. D in Human Development and Family Studies。専門は社会学、ジェンダー

論。現在は親を介護する男性の視点から見た男性性や、LGBT 高齢者へのケア提供をめぐる課題

について調査研究を行っている。 

主な著書に『迫りくる「息子介護」の時代：28 人の現場から』（共著、光文社新書、2014 年）、

『きょうだいリスク』（共著、朝日新書、2016 年）、『介護する息子たち：男性性の死角 

とケアのジェンダー分析』（勁草書房、2017 年）など。 

主催 埼玉大学男女共同参画室 

フライヤー 講演会の様子

堀田副学長挨拶

講演中の平山氏
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本ランチミーティングは、男女共同参画室主催・教育企
画室が共催し開催したものです。今回は、様々な部署の教
職員の皆様、合わせて27名（教員14名、職員13名）が集ま
りました。
ミーティングでは、まずゲストスピーカーの山下親子先
生の問いかけに答える形で、参加者がどのような問題を抱
えているかを話すことから始まりました。各部局教員、就
職支援や学生支援に携わる職員から、「長期に授業を欠席
する学生」「医療が必要だと思われるが病識のない学生」「発
達障がいだと思われる学生」「元気がなくなってしまった学
生」「学習状況が極端に悪い学生」「優秀なのに自己評価が低
い学生」「被害的になる学生」の存在が挙げられ、「どのよう
にかかわったらよいか」「合理的配慮として大学としてすべ
きことの範囲」「大学の専門的な相談体制」といった問いが
出されました。
次に、山下先生から青年期ひきこもりに関する調査結果
や、大学受験を突破してきた学生における発達障がいの多
様な現れ方などについての説明がありました。さらに、こ
うした学生への理解を踏まえたうえで、対応の際の留意点
として、以下の点が挙げられました。

⃝具体的、簡潔に伝える。
（例　『これを提出しないと、実習登録できません』といっ
た二重否定ではなく、『実習登録のためにこれを提出し

てください』
⃝肯定的な表現にして伝える。
（例、『あと〇単位落とすと留年だよ』ではなく、『あと〇
単位で卒業できるよ』）

⃝視覚優位の学生には、メールやメモなど視覚情報も用いる。

⃝表面的な問題や表現の裏にある本人の想いを聴く。

⃝自主的に相談しない場合や援助を求めない場合が多いの
で根気強く働きかける。留年を繰り返し在籍年限ぎりぎ
りに相談室を訪れる学生も多い。

⃝困った時の複数対応の大切さ

⃝保護者への連絡と保護者と一緒に専門機関を受診、来談
してもらう。

さらに、障害者差別解消法に基づく合理的配慮について
議論がなされ、埼玉大学では学生は各学部等支援室、なん
でも相談室、保健センター等につなげること、教職員の相
談窓口は各部局支援係であること、女性研究者支援の一環
としてダイバーシティ相談で女性教員の相談に乗ることが
できることが確認されました。また、「困難を抱える学生」
を抱えて困っている教職員の集まりを今後も行ってほしい
という声が聴かれました。

日時 …2019年7月4日（木）　 場所 …埼玉大学　研究機構棟2階第二会議室

SUダイバーシティ ランチミーティング
（研究・教育エンパワーメント編）

埼⽟⼤学 男⼥共同参画室 主催・教育企画室 共催

SU ダイバーシティ
ランチミーティング

※会場準備のため事前申し込みをお願いしていますが、当日参加もOKです。

昼食をお持ちください。
お弁当の予約も可能です。ご希望の方は７／1（月）までに、お申し込みください。
（当日400円をご持参ください。）

締切 2019年7月1日（月）
申込先 diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

問合せ先 埼⽟⼤学男⼥共同参画室ダイバーシティ推進オフィス 048-767-4011(内線5185)diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

研究・教育
エンパワーメント編

Today’s Theme
「困難を抱える学⽣」をどう理解し、どのように関わるか

学⽣を指導していて、「メンタルが不調なのかな」「障がいがあるのかな」「最近、
元気がないな」と不安になることはありませんか 
そのような時、教員として、「困難を抱える学⽣」へどのような配慮や支援をした
ら良いのでしょうか。専門家のお話をお聞きしながら、ご⼀緒に考えてみませんか。

Guest Speaker

*日 程 2019年7月4日(木)

*場 所 埼⽟⼤学 研究機構棟2階 第二会議室
（埼⽟県さいたま市桜区下⼤久保255）

*時 間 12 10~13 30（途中参加・途中退席OKです。）

参加費
無料

やました のりこ

*対 象 埼⽟⼤学教職員の皆様
彩の国⼥性研究者ネットワーク参画機関教職員の皆様

Profile
お茶の⽔⼥⼦⼤学 ハラスメン
ト等人権侵害相談室/一橋⼤学
ハラスメント相談室
専門相談員(臨床⼼理⼠）

山下親⼦ 先生

東京⼤学、九州⼤学、⽴教⼤学で、約15年間、学生相談カウン
セラーとして勤務したのち、現在はキャンパス・ハラスメントの
相談に携わっています。以前は、学生の相談に応じることが主な
仕事でしたが、今は、⻑期⽋席の学生や関係性を築くことが難し
い学生への対応に悩まれる教職員の方の困り感に寄り添うことが
多くなりました。皆様がどのようなことに困られるかをお話しし
ていただける範囲で伺いながら、ご一緒に考えさせていただけれ
ばと思っております。

フライヤー SU…ダイバーシティランチミーティングの様子


