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Ⅴ
アウトリーチ活動
2019年度のアウトリーチ活動として、第17回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム（2019
年10月12日）・ポスターセッションにエントリーしました。（当日は台風のためシンポジウムは
中止になりました。）

埼玉大学 ダイバーシティ研究環境実現に向けての取組と成果 
埼玉大学 男女共同参画室 ダイバーシティ推進オフィス 

 
Diversity Initiatives and Effects at Saitama University 

Diversity Promotion Office, Saitama University 
 

Saitama University established the “Office of Gender Equality” in 2009 and announced the 
“Saitama University Gender Equality Declaration” in 2010.We have goals in 2022 and are 
working to diversity programs. The one of the goals is to increase the female researcher hire 
ratio at the Graduate School of Science and Engineering to 20% or more. Various support 
programs that enable both research and life events are implemented. Furthermore, positive 
actions such as women's limited recruitment started.  

 
１． ダイバーシティ研究環境実現に向けた目標 

埼玉大学は、教養、経済、教育、理学、工学の5学

部と人文社会科学、教育学、理工学の大学院３研究

科を擁する総合大学である。2010年度には、「埼玉

大学男女共同参画宣言」を発し、男女共同参画の精

神に則った教育・研究・就業の場であるのみならず、

男女共同参画社会に向けた積極的な役割を担うと

いう姿勢を打ち出している。2017年度には、文部科

学省科学技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）に採択され、

ダイバーシティ環境実現に向けた取り組みを行って

いる。本事業の目標（2017年度～2020年度）は以下

の通りである。 

・理工学研究科の女性教員採用比率：20％以上。 

・理工学研究科の女性教授比率：3.6％、女性准教

授：10.0％。 

・「彩の国女性研究者ネットワーク」の構築、女子学

生の博士課程進学促進、女性研究者の研究力向上、

女性研究リーダー育成。 

・女性教員採用比率：人文社会系40％、教員養成系

30％、自然科学系20％以上、女性事務職員50％以上。 

・研究とライフイベントの両立を可能にする支援シス

テムの全学への定着。 

 

２． 主な取組と効果 

(1) ポジティブアクション「戦略的ポストサイクルシ

ステム」 

 理工学研究科において理系女性教員採用を積

極的に増やすために、教授らの定年退職と後任補

充人事に先立ち、期間限定で学長裁量ポストを女

性教員ポストとして、希望する学科に順繰りに貸し

出す「戦略的ポストサイクルシステム」を導入した。

これによって「女性限定公募」が実現した。女性限

定公募ではそれ以外の公募と比べて女性の応募

者が多く、優秀な女性研究者の採用につながると

いう効果が見られた。 

(2)彩の国女性研究者ネットワーク 

埼玉県と埼玉大学との協働で構築した、埼玉県

域の女性研究者と技術者の活躍推進を目的とし

たネットワークである。2019 年 9 月現在、埼玉県内

３大学、埼玉県５研究機関、埼玉県域民間企業 12

社、および理化学研究所が参画している。このネ

ットワークにより、研究者・技術者の働きやすい環

境整備に関する情報交換や、次世代育成のため

の学生を対象にした取組を行い、埼玉大学では理

工学研究科において、博士課程後期進学者の割

合が増えている。今後、理系女性研究者のキャリ

アパス拡大につなげたい。 

(2) 学長特別賞「みずき賞」創設と、キャリアアップ

支援 

 学長賞の中に、女性を対象とした特別賞（みずき

賞）を創設し、研究リーダーとして活躍する自然科

学系の女性教員に授与している。また、理工学研

究科内公募により、高いアクティビティと意欲を有

する若手女性教員を対象に研究費を配分する「キ

ャリアアップ支援」を行った。これらのとりくみにより、

女性教員のモチベーションを高め、研究を後押しし、

昇任へとつなげている。 

(3)子育て・介護中教職員支援 

男女を問わず全教職員対象に、出産・育児、介

護などのライフイベントとの両立のための相談と、

女性教員を対象に、研究室運営や研究室・職場の

人間関係についての相談を行うことができる「ダイ

バーシティ相談」を開設した他、育児中、介護中教

職員のランチミーティングの開催などのネットワー

クつくり、出産・育児、介護中の教員の研究支援を

行っている。これにより、誰もが研究し働きやすい

職場環境作りの実現をめざしている。 第17回男女共同参画学協会連絡
会シンポジウム（2019）資料集
P67掲載
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Ⅵ
男女共同参画室の応援する
学生の活動

「埼玉大学みんなのトイレプロジェクト」は、学内のダイ
バーシティ環境整備の一環としてトイレの問題を考えるこ
とからスタートしました。埼玉大学内の多目的トイレが、
性を問わず「みんな」が使いたいときに自由に利用できる
トイレになることを目指して「みんなのトイレマーク」を
制作し、2018年3月に設置しました。現在はむつめ祭での
情報発信を中心に活動を行っています。
私たちが製作したみんなのトイレマークは、学内のすべ
ての多目的トイレに設置しています。「ALL」という文字を
かたどった白色のピクトと、「みんなのトイレ」の文字が描
かれています。マークを作成するにあたり、他の施設で利
用されているオールジェンダートイレのマークを調べたり、
ゼミで学んだことを活かしながらみんなで議論したりしま
した。みんなのトイレについての考え方を深めていき、あ
らゆる人に配慮したより良い形の「みんなのトイレ」とは
何かをみんなで模索しながら丁寧に作成しました。
「みんなのトイレ」という名前には、自分とは切り離され
た「誰か」の問題として考えるのではなく、自分も含む「み
んな」で当事者意識をもってトイレの問題を考えていきた
いというプロジェクトの思いが込められています。
またマークを作成する際、私たちは色の持つイメージに
よってレッテルが貼られてしまう危険性に留意しました。
というのは、性的マイノリティを尊重するという意味を込
めて使用した「虹色」によって、みんなのトイレを利用した

人が「あの人は、性的マイノリティではないか」とみられて
しまうという可能性があるからです。それでは、周囲の目
が気になってトイレを利用しにくい方にとっての解決には
至らないと考えました。そこで私たちは虹色を使用せず、
白色でみんなが利用できるトイレであることを表現しまし
た。性の多様性とトイレの問題について考える私たちのメッ
セージは、発信活動を通じて周囲に伝えていこうというこ
とになりました。
今年のむつめ祭では、今後の活動の方向性を定めるため
に、現時点で学内外のどのくらいの人が埼玉大学の「みん
なのトイレ」について知っているのかをはかる街頭アンケー
トを行いました。また今年度は、例年行っている学園祭で
の広報活動のほかに、他大学でのゲストスピーチを行うこ
とをはじめ、みんなのトイレマークに込めた私たちの思い
や、性とトイレの問題について「みんな」で当事者意識を持
ちながら考えていくことの必要性を発信する機会を多くい
ただきました。さらに、10月には東北大学男女共同参画奨
励賞をいただくなど、プロジェクトにとって充実した１年
となりました。
今後も、多様性に開かれた大学とは何か、メンバーとと
もに議論しながらじっくり考え、活動していきたいと思い
ます！
ぜひ学内の「みんなのトイレ」を探してみてください♪

（岩浪帆乃）

みんなのトイレプロジェクト活動報告
～埼大のダイバーシティ環境をみんなで考える！～

埼玉大学みんなのトイレプロジェクト

みんなのトイレマークの設置 活動報告・ワークショップ 東北大学男女共同参画奨励賞の授賞式今年のむつめ祭での活動（街頭アンケート）
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埼女会
SAITAMA UNIV WOMEN COM

埼女会は、2018年に女子学生のコミュニティとして設
立されました。
理系で女子が少なかったり、性別を理由に将来に不安を
覚えたり。
女子学生の毎日は、時に困難です。
創立2年目、私たちはより女子学生が自由に毎日を送れ
る大学を目指して活動していきます。

文理問わず女子学生が集まれる場を作ることで、お互い
の学習を助け合うことができます。また、TOEIC受験への
支援制度、東京大学宇宙線研究所KAGRAへの他大学の女
性教授たちとのツアーの開催など、より学びたいという学
生を後押しします。

女性のロールモデルを描けるように、博士課程の学生や
教授、就職したOGなどとお話しする機会を学期に1回設
けています。就職活動に悩む女子学生の不安解消にも役
立っています。

女性を勇気づけるような本をお互いに紹介しています。
本年度は埼女会選定の本を図書館に導入し、誰でも読める
ような環境を整えています。

2019年3月　見学に行った文部科学省で

00  私たちは、女子学生の大学生活を
 支援します。

01  学習支援

02  キャリア講演

03  大学の男女共同参画へ

埼女会  https://cowinsuniv.wixsite.com/saijokai-official
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■ ダイバーシティ推進オフィスニュース

Vol.

みずき 

▲
 Diversity Promotion Office News 令和 2年 3月 30日

埼玉大学ダイバーシティ推進オフィス発行

Vol.6ダイバーシティ推進
オフィス ニュース

男女共同参画室講演会「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』」を開催しました

彩の国女性研究者ネットワークシンポジウム
～埼玉県の女性研究者・技術者の活躍推進と次世代育成に向けて～
を開催しました� 令和元年11月15日（金）　　　本学総合研究棟シアター教室にて

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。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。

本シンポジウムには、本学教職員・学生を始め、同ネットワーク参画機関の方々、他大学、民間機関・公的機関の方々等、
合わせて 174名の方が参加されました。山口宏樹学長の開会挨拶、国立研究開発法人科学技術振興機構プログラム主管
の山村康子氏の来賓挨拶に続き、学長特別賞「みずき賞」の授与、そして、本年度みずき賞を受賞された理工学研究科荒
木稚子准教授のスピーチが行われました。
　第１部では、「研究機関と研究技術開発紹介～学生の進路選択・就職活動についてのアドバイス～」と題し、彩の国女
性研究者ネットワーク参画機関の研究者・技術者の方々にご登壇いただき、機関の紹介、研究者・技術者としての働き方
や研究内容などについてお話いただきました。様々な分野で研究・技術開発に取り組む方々の発表に、熱心に耳を傾けて
いました。特に、第一線で活躍する女性研究者・技術者の、自らの仕事と家庭の両立方法のご報告は、学生の皆さまにとっ
て、進路を考える上での貴重な機会となりました。第 1部終了後には、ラウンジにてコーヒーブレイク＆ポスターセッショ
ンが行われ、若手研究者が最新の研究成果を発表し、コーヒーや紅茶を飲みながら、リラックスした雰囲気の中、発表者は、
様々な質問に熱心に答えていました。第２部では、同じく参画機関の女性研究者・技術者の方々から「女性研究者・技術
者の管理職への道」をテーマに管理職として活躍する女性の方々にご登壇いただき、管理職としての経験や課題について
の発表が行われました。「常に悩み
ながらも、周囲に協力をしてもらっ
たからこそ 30年以上の経験を積む
ことができた」、「相談できる先輩が
いた」「他社のロールモデルと交流
しながら、憧れの気持ちを持ち続け
た」等、様々な体験が語られました。

講演中の平山氏

満員となったシンポジウム会場

講演会の様子

登壇者全員の記念撮影 山口学長と「みずき賞」
を授与された荒木准教授

第３回

第11回

5182.indd   1 2020/03/12   16:15

　

　

　令和元年11月27日（水）、マレリ株式会社実験研究センター（栃木県佐野市）に
て、令和元年度第2回彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナーを開催しました。
当日は、芝浦工業大学、埼玉大学から学部生・大学院生・留学生９名が参加しました。
実験研究センター内にある様々な施設の中から、全天候風洞実験室、
実車電波暗室の２つの実験施設の見学をしました。研究者は、製品
化のためにコストを抑えながらも、最大限の効果を出せるよう、研
究を繰り返しているとのことでした。学生からは様々な質問が出さ
れ、みな、研究者の説明を熱心にメモしながら聞き入っていました。 参加者とマレリ㈱の皆さまとの記念撮影

マレリ株式会社（旧カルソニックカンセイ株式会社）実験研究センター見学会

　

［ 発 行 ］埼玉大学ダイバーシティ推進オフィス　  http://park.saitama-u.ac.jp/~kyodo-sankaku/
［ TEL ］  048-767-4011（内線 5185）　[ メールアドレス ] diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 オ フ ィ ス ニ ュ ー ス  み ず き Vol.6

男女共同参画室員のご紹介

　男女共同参画担当副学長になり4年が過ぎました。「女性教員の数だけ増やすのはナンセンスだ」という声が聴かれる中で、「優秀な女性を発掘・
採用してください！」とお願いし続けた4年間でした。そして、女性教職員が働きやすい職場環境実現のために子育て介護中の教職員支援
を行ってきました。「女性教職員が働きやすい」ことから始めて、だれもが働きやすい職場の実現を目指してきたわけですが、病気を抱え
ている教職員や病気休業明けの教職員が働き続けたり復帰したりしやすいシステム、性的マイノリティの教職員が働きやすい職場環境づく
りなど、残っている仕事は多々あります。埼玉大学が障がい者の方々にとって働きやすい職場であり得ているかも、お一人お一人にお尋ね
してみることが大事だったかもしれません。そういう意味でまだまだ課題山積ですが、いつの日か、埼玉大学にダイバーシティ研究環境が
実現し、男女共同参画（ダイバーシティ推進）担当副学長という役職が必要なくなる日まで、力を合わせて歩みたいと切に願っています。

「4 年間を振り返って」 副学長（男女共同参画担当）　堀田 香織

　今年の１月から男女共同参画室の事務を担当することになり
ました。私は携わることができませんでしたが，当室では講演
会、ネットワークシンポジウム等を開催したほか、病児保育補
助事業制度及び学童保育補助事業制度を新設し、職場環境を整
備することで女性教職員の参画拡大に向けた環境づくりを行い
ました。次年度以降も微力ではございますが、男女共同参画の
推進に少しでも貢献できるよう努めてまいります。

人事課教職員係長　新保 孝之
　平成30年4月に人事課教職員係に異動となり、男女共同参画
室及びダイバーシティ推進オフィスの事務を担当して２年経ち
ました。講演会やセミナー等のイベントの広報や、各支援制度
の事務作業を担当しています。育児や介護等のライフイベント
中の教職員が働きやすい職場環境を目指し、室員の方々の活動
を支え、大学の男女共同参画の推進に向けた取組みに事務方と
して貢献していきたいと思います。

人事課教職員係　牧 ちひろ

男女共同参画室員の方々を順次ご紹介いたします。

その他の支援制度については、
HPをご覧ください。

ライフイベントと仕事の両立のための支援制度をご利用ください

補助対象者：市区町村が行うファミサポや緊急サポートセンターを業務上やむを
得ない理由で利用する教職員（非常勤職員の場合は社会保険加入者に限る）

ファミサポ補助事業
支援策紹介 3

今すぐ
GO

http://park.saitama-u.ac.jp/
~kyodo-sankaku/

URL

埼玉大学　男女共同参画室　　　検索

　令和元年9月24日（火）、理化学研究所和光キャンパスにて、彩の国女性研究者ネットワーク
訪問セミナーを開催しました。当日は、芝浦工業大学、埼玉県立大学、埼玉大学から18名の学部生・
大学院生の参加がありました。研究室見学では、まず今本細胞核機能研究室を訪問し、「自由な
発想で研究を進め、うまい問いかけをするといい答えが返ってくる」と学生た
ちに研究のコツを教えて頂きました。次に金有洙先生のKim表面界面科学研究
室を見学し、研究にとってのダイバーシティの重要性についてお話しくださいま
した。先生のメンバーの半分が外国人で、女性も半分在籍しており、研究室では、
意図的に多様な背景の人を集めて、多様な発想を大切にしているとのことです。
参加した学生達は、熱心に先生方の話に耳を傾け、様々な質問をしていました。

理化学研究所　和光キャンパス見学会
彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナーを開催しました。

今本尚子先生を囲む参加学生のみなさん

マレリ（株）の概要につ
いて熱心に聞く参加者

金有洙先生の講義を熱心
に聴講する参加学生の

みなさん

ファミリー・サポート・センター事業（ファミサポ）等の育児援助を
利用する場合に、その利用料金の一部を援助します。（利用対象者 1家
庭当たり上限月 20時間分）

制度の内容

ダイバーシティ論入門第3ターム3・4限来年度も開講します！
来年度も開講します
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■ 活動記録

年 月 日 活 動 内 容
2017年～継続中 文部科学省科学技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）に採択
2018年　4月～継続中 ダイバーシティ相談
2018年　4月～継続中 彩の国女性研究者ネットワーク参画機関訪問（2回）
2018年　4月～継続中 新規採用教職員に研究倫理eラーニング受講を義務付けて実施
2019年　4月1日 事務補佐員採用
2019年　4月1日 新任教職員研修でのWLB支援策周知活動「埼玉大学のダイバーシティ推進について」
2019年　4月1日 彩の国女性研究者ネットワーク運営委員会の発足
2019年　4月1日 ファミリー・サポート補助事業採択者決定(以降随時）
2019年　4月～継続中 国際共同研究スタート相談
2019年　4月1日・16日 「安心・安全な学生生活を送るために」講習会
2019年　4月2日 彩の国女性研究者ネットワーク機関対象の登録事項調査の実施
2019年　4月～継続中 彩の国女性研究者ネットワーク運営委員会（3回：4月9日、6月4日、11月15日）
2019年　4月16日 彩の国女性研究者ネットワーク参画機関拡大（参画機関：日本ピストンリング株式会社・芝浦工業大学）
2019年　5月10日 男女共同参画室非常勤研究員制度採択者決定
2019年　5月13日 第1回男女共同参画室研究補助制度採択者決定
2019年　5月13日 第1回男女共同参画室会議
2019年　5月14日～5月16日 第1回理系WG会議
2019年　5月20日 子育てランチミーティング開催
2019年　5月30日 第1回意識啓発WG会議

2019年　5月31日 2019年度埼玉大学FD・SD研究会でのダイバーシティ推進周知活動「埼玉大学におけるダイバーシティ
の重要性と課題」

2019年　6月6日 第1回ワーク・ライフ・バランスWG会議
2019年　6月12日 彩の国女性研究者ネットワーク参画促進のための機関訪問
2019年　6月13日 彩の国女性研究者ネットワーク参画機関拡大（参画機関：サイデン化学株式会社浦和工場（研究所））
2019年　6月19日 彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナー打ち合わせのための機関訪問（カルソニックカンセイ株式会社）
2019年6月20日～6月26日 第2回理系WG会議
2019年　7月4日 SUダイバーシティランチミーティング開催
2019年　7月19日 ハラスメント研修会
2019年　7月30日 理系女性教員の会開催
2019年　8月7日 リケジョCafé（オープンキャンパス(理・工学部）の女子学生・保護者向け相談会）開催
2019年　8月27日 そよかぜ保育室訪問
2019年　8月27日 彩の国女性研究者ネットワーク参画促進のための機関訪問
2019年　8月28日 祝日授業開講時の院生の保育利用検討会議
2019年　8月30日 ダイバーシティ推進オフィスニュースvol.5発行
2019年　9月10日 さいたまファミリー・サポート・センター入会説明会・講習会開催
2019年　9月24日 第2回男女共同参画室研究補助制度採択者決定
2019年　9月24日~継続中 病児保育利用補助事業採択者決定
2019年　9月24日 彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナー開催：理化学研究所
2019年　9月26日~継続中 ファミサポ＠埼玉大学の利用
2019年　10月3日 第2回意識啓発WG会議
2019年　10月10日 第11回埼玉大学男女共同参画室講演会
2019年　10月24日 第2回男女共同参画室会議
2019年　11月15日 第3回彩の国女性研究者ネットワークシンポジウム
2019年　11月15日 彩の国女性研究者ネットワーク担当者連絡会
2019年　11月15日 彩の国女性研究者ネットワーク参画機関拡大（参画機関：ポーライト株式会社、株式会社オリジン）
2019年　11月27日 彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナー：マレリ株式会社実験研究センター
2020年　1月9日 第3回意識啓発WG会議
2020年　1月30日 女性職員向けランチミーティング開催
2020年　2月17日 英語論文執筆・学会発表セミナー開催
2020年　3月11日 第3回男女共同参画室会議
2020年　3月 ダイバーシティ推進オフィスニュースvol.６発行
2020年　3月 2019年度ダイバーシティ推進事業活動報告書発行
2020年　3月 男女共同参画室HPリニューアル、英語版HP開設
2020年　3月 埼玉大学ダイバーシティ推進オフィス…ダイバーシティ相談リーフレットリニューアル、英語版リーフレット発行
2020年　3月 「彩の国女性研究者ネットワークのご案内」再版
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