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ご挨拶 
 
 

 
 
 

越塩 俊介 
理事（総務担当） 

男女共同参画推進室長 
 
 
 昨今の大学を取り巻く環境は、18 歳人口の減少や運営費交付金の削減が進む中、非常に厳し

い状況にあります。一方で、社会の変革を担う人材育成や地域貢献、イノベーションの創出な

ど、教育・研究機関として大学に求められる役割はますます大きくなっており、男女共同参画

を推進し、多様な人材による柔軟性に富んだ視点や発想を取り入れることは、組織を活性化し

魅力のある大学を創るために必要不可欠なことであると考えます。 
 
 本学では、平成 21 年に男女共同参画推進室を設置し、平成 22 年に「鹿児島大学男女共同参

画基本理念及び行動指針」を策定しました。平成 24 年には、男女共同参画推進センターを設置

したほか、各部局等において男女共同参画推進に係る方針を策定するなど男女共同参画推進体

制を整えて参りました。また、平成 23～25 年度には文部科学省科学技術人材育成費補助事業

「女性研究者研究活動支援事業」に採択され、主に女性研究者を対象とした支援に取り組み、

それらを礎として、現在は職種や性別を問わない支援の取組へと展開しています。 
 
 これからも、学長のリーダーシップの下、「一人ひとりが伸びやかに自分らしく輝くために」

の理念の下、全ての構成員が個性と能力を発揮できる鹿児島大学を実現できるよう一層男女共

同参画の取組を推進して参りますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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鹿児島大学男女共同参画基本理念 
 
＜前文＞ 
 
 男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現を 21世紀の我が国の最重要課題である

と位置づけています。 

 男女共同参画社会とは、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかか

わりなくその個性と能力を十分に発揮することのできる社会のことです。この実現には、教育・

研究の場であるとともに、就業の場である大学の果すべき役割・社会的責任が極めて大きいも

のと考えます。 

 鹿児島大学は、男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画社会実現の意義と責任を認

識しつつ、21世紀の総合大学に期待される使命を自覚し、地域とともに社会の発展に貢献する

総合大学をめざし、以下の基本理念の下、男女共同参画を積極的に推進します。 

 

 

＜基本理念＞ 

 

 鹿児島大学は、大学憲章の精神に則り、教育・研究機関として男女共同参画のもとに社会貢

献を続けることができる人材を育成・支援し、個々を尊重するとともに、一人ひとりがあらゆ

る場面において個性と能力を発揮できる大学を実現します。 

 

「一人ひとりが伸びやかに自分らしく輝くために」 

 

＜行動指針＞ 

１．男女共同参画の視点に立った教育、研究、就業の場の確立および大学運営における意思

決定過程への女性の参画を拡大します。 

２．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を重視した施策を推進するための環境

を整備します。 

３．女性の能力開発・能力発揮（エンパワーメント）を支援するために、積極的改善措置（ポ

ジティブ・アクション）の推進、女性キャリアガイダンスの充実、再チャレンジ支援な

どを行います。 

４．男女共同参画に資する教育・研究、広報・啓発活動を、地域（地方自治体、教育機関、

医師会、企業、NPO 等）と連携して積極的に推進します。 

 

平成 22年１月 21 日制定 

教育研究評議会決定 
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鹿児島大学男女共同参画行動計画  
                              平成 26 年 6 月 19 日  

                             教育研究評議会決定  

  本行動計画は、鹿児島大学男女共同参画基本理念（平成 22 年 1 月 21 日制定）に基づき、その行

動指針の具体化に向けての取組について明確化するものである。  

なお、本行動計画の実施期間は、平成 26（2014）年度から平成 32（2020）年度までの期間とする。  

  

１. 男女共同参画の視点に立った教育、研究、就業の場の確立および大学運営における意思決定過

程への女性の参画を拡大します。  

（１）男女共同参画に関する広報・意識啓発  

・本学における男女共同参画のための取組に関して、ホームページ、ニューズレター等を活用し

て学内外に対して積極的に広報活動する。  

  ・教職員に対する男女共同参画に関する意識啓発のためのセミナーやシンポジウム等を開催する。 

・学生に対する男女共同参画に係る意識醸成のための共通教育科目を開講する。  

  ・女子中高生に対する理系進路選択支援事業を実施する。  

（２）教員の業績評価における配慮  

  ・教員の業績評価において、妊娠、出産、育児、介護等の事情を可能な限り考慮する。  

（３）大学運営における意思決定過程への女性の参画の拡大  

  ・女性教職員の積極的な登用を推進し、大学運営における女性の参画の拡大を図る。  

  ・女性教員の教授職への積極的な登用に努める。  

  ・女性一般事務職員等の管理職への積極的な登用に努める。  

   

２. 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を重視した施策を推進するための環境を整備

します。  

  ・超過勤務縮減，計画的な会議開催等を図るとともに年次有給休暇の取得を促進する。  

・育児・介護に係る特別休暇の取得を促進する。  

・次世代育成に関する教職員のニーズを把握し、学内の保育所や学童保育の整備充実に向けた検

討を行い、必要な諸策の実現に努める。  

・休憩室等の確保を図る。  

・セミナー等の開催による育児・介護支援に係る教職員への情報提供を積極的に図る。  

・男女共同参画推進センターの各種相談対応を充実させる。  

   

３. 女性の能力開発・能力発揮（エンパワーメント）を支援するために、積極的改善措置（ポジテ

ィブ・アクション）の推進、女性キャリアガイダンスの充実、再チャレンジ支援などを行います。  

（１）女性研究者増に向けたポジティブ・アクションの推進  

  ・平成 32（2020）年までに女性研究者在職比率 20％以上及び自然科学系分野における女性研究者

採用率 25％をめざし、ポジティブ・アクションの積極的な導入を図る。  

（２）女性研究者支援  

・妊娠、育児、介護等で研究活動時間の確保が困難な女性研究者に対する研究活動支援を行う。  

  ・メンター制度等を通じて、女子大学院生及び女性研究者に対するキャリア形成上の相談体制の

整備充実を図る。  

  ・女性研究者及び女子大学院生を対象にしたキャリア形成のためのロールモデル講話やスキルア

ップセミナーを実施する。  

（３）女性一般事務職員等の昇任の促進  

・課長職相当以上の管理職に占める女性比率の向上をめざして、当該職員に対する能力開発に資

する研修機会の積極的な提供を図る。  

    

４. 男女共同参画に資する教育・研究、広報・啓発活動を、地域（地方自治体、教育機関、医師会、

企業、NPO 等）と連携して積極的に推進します。  

  ・九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q－wea）との連携を強化し、 女性研究者

支援の充実を図る。  

  ・県内他大学・自治体・企業等とのネットワークを構築する。  

  ・地域連携による男女共同参画に関する意識啓発のためのセミナー・シンポジウムを開催する。 
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1 鹿児島大学男女共同参画推進センターについて 
1-1 沿革 
 
平成 21年 9 月 男女共同参画推進室設置、看板上掲式 

平成 22年 1 月 鹿児島大学男女共同参画基本理念及び行動指針制定 

 2 月 次世代育成支援対策推進法に基づく「基準適合一般事業主」に認定 

（くるみんマーク取得） 

 4 月 男女共同参画担当学長補佐の任命 

 7 月 総務部人事課に男女共同参画企画係新設 

平成 23年 3 月 男女共同参画推進に係る長期（10年）及び短期（3年）行動計画の策定 

 3 月 男女共同参画推進に関する相談窓口の設置 

 3 月 男女共同参画推進室 Newsletter 創刊 

 7 月 研究支援員制度創設 

 9 月 文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」に採

択（～平成 25年度） 

平成 24年 4 月 男女共同参画推進センターの設置 

 4 月 女性研究者支援事業本部の設置 

 4 月 男女共同参画推進センターコーディネータの配置 

 9 月 「部局等における男女共同参画推進に係る方針等」策定 

平成 25年 4 月 男女共同参画推進体制の整備充実（広報・啓発推進部会、ワーク・ライフ・バ

ランス支援部会、女性研究者支援部会の 3 部会を設置） 

 7 月 部局男女共同参画担当責任者の配置 

平成 26年 4 月 鹿児島県「かごしま子育て応援企業」に登録 

 5 月 第 4期次世代育成支援行動計画を策定（くるみんマーク再取得） 

平成 27年 5 月 女性研究者支援担当学長補佐（男女共同参画推進センター副センター長）就任 

平成 28年 3 月 女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定 

 4 月 男女共同参画担当副学長就任 

平成 29年 4 月 男女共同参画推進担当副学長就任 

 4 月 男女共同参画推進センター副センター長（女性研究者支援担当、女性医師等支

援担当、ワーク・ライフ・バランス支援担当）配置 

 4 月 「学系等における男女共同参画推進に係る方針等（旧部局等方針等）」策定 

 11 月 役員・管理職による鹿児島大学イクボス宣言 

 11 月 鹿児島市「イクボス推進同盟」加盟 

 11 月 鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議設置 

 11 月 鹿児島県女性活躍推進宣言企業に登録 

平成 30年 7 月 男女共同参画推進センターの部屋を独立 

 10 月 「さっつん保育園」開園 

 11 月 鹿児島県女性活躍推進優良企業知事表彰 

平成 31年 4 月 第 5期次世代育成支援行動計画を策定 

(令和元年) 8 月 鹿児島県「かごしま子育て応援企業」登録更新 

 
 

くるみんマーク  かごしま子育て応援企業登録マーク 
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1-2 センター概要 
 
男女共同参画推進センター（愛称“muse 篤姫”）は、教育・研究機関として、男女共同参画のも

とに社会貢献を続けることができる人材を育成・支援し、個々を尊重するとともに、一人ひとりが

個性と能力を発揮できる大学を実現するため、意識啓発、ワーク・ライフ・バランス支援、男女共同

参画の視点に立った教育、研究、就業環境の整備、学外関係機関との連携により、男女共同参画を

推進している。 
 
＜センターの業務＞ 
（国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進センター要項第２より） 
 

センターは、次に掲げる業務をつかさどる。 
(1) 男女共同参画に係る広報・意識啓発に関すること。   

(2) 教職員のワーク・ライフ・バランス支援及び環境整備に関すること。  

(3) 女性研究者の支援に関すること。  

(4) 次世代研究者育成支援に関すること。  

(5) 男女共同参画の現状の自己評価等に関する事項  

(6) 男女共同参画推進活動に関する学内調整  

(7) その他男女共同参画の推進に係る支援に関すること。 
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2 2019 年度活動記録 
2-1 2019 年度鹿児島大学男女共同参画推進センター委員等 
 
委員名簿 

 選出根拠※ 職名/学系名  氏  名 備考 

1 1 号 センター長 越塩 俊介 
理事・副学長（総務担当） 

男女共同参画推進室長 

2 3 号 副センター長 渡部 由香 農学系 

3 3 号 副センター長 増田 美奈 
女性医師等支援センター副センター長 

附属病院 

4 3 号 法文学系 飯田 昌子  

5 3 号 教育学系 清水  香  

- 3 号 農学系 渡部 由香 併任 

6 3 号 水産学系 加藤 早苗  

7 3 号 獣医学系 井尻  萌  

8 3 号 理学系 濵田 季之  

9 3 号 工学系 青野 祐美  

10 3 号 医学系（医学科） 郡山 千早  

11 3 号 医学系（保健学科） 池田 由里子  

12 3 号 歯学系 松尾 美樹  

13 3 号 臨床心理学系 髙橋 佳代  

14 3 号 連合農学研究科 坂上 潤一  

- 3 号 附属病院 増田 美奈 併任 

15 3 号 総合教育学系 市島 佑起子  

16 3 号 総合研究学系 岡本 実佳  

17 3 号 共同学系 小田 謙太郎  

18 4 号 総務部長 野澤 知弘  

19 5 号 総務部人事課長 松浦 洋人   

20 6 号 
男女共同参画推進センター 

コーディネータ 
山口 眞理  

※国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進センター要項第３の号数  
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体制図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男女共同参画推進センター会議議事項目一覧 

 
（第 1回） 

2019 年 5月 29 日（水） 

確認事項 

１. 2018 年度第５回男女共同参画推進センター会議議事要旨（案）について 

協議事項 

１．2019 年度事業実施計画について 

報告事項 

１．メンター制度について 

２．女性研究者在職状況（2019年４月１日現在）について 

３．部局等年度計画必須項目に対する取組状況について 

４．学系等における平成 30 年度取組状況等調査結果について 

 

（第 2回） 

2019 年 11 月 27 日 

確認事項 

１．2019 年度第１回男女共同参画推進センター会議議事要旨（案）について 

協議事項 

１．第３期中期目標・中期計画に係る部局等年度計画必須項目調査について 

２．「学系等における男女共同参画推進に係る方針等」に基づく令和元年度の取組状況調査につ

いて 

報告事項 

１．女性研究者在籍状況等（令和元年 10月１日現在）について 
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２．リーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を知っていますか？」の影響度アンケ

ートについて 

３．大学入試センター試験時保育支援の実施について 

４．共通教育科目「男女共同参画社会」の開設（令和元年度後期）について 

５．セミナーの開催について 

   (1) ワーク・ライフ・バランス支援セミナー 

(2) 男女共同参画トップセミナー 

  (3) 介護支援セミナー 

(4) 女性リーダー育成セミナー 

 ６．第２回鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議について 

 ７．第 11 回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムについて 

８．Newsletter Vol.23 について 
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2-2 目標値（中期目標・中期計画、女性活躍推進法一般事業主行動計画）に係る状況 
 
1．目標値 

【第 3期中期目標・中期計画（抜粋）】（平成 28～33 年度：6年間）  

研究者に占める女性の比率          20.0%以上（平成 32 年度までに） 

役員に占める女性の比率           11.1%以上を維持する 

管理職に占める女性の比率          13.0%以上を維持する 

 

【女性活躍推進法一般事業主行動計画（抜粋）】（平成 28～32 年度：5 年間）  

教育職(研究職を含む)採用者に占める女性割合 30%以上  

教育職(研究職を含む)に占める女性割合    20%以上 

指導的地位にあたる管理職に占める女性割合   15%以上 

役員に占める女性割合            20%以上  

男性労働者の育児休業取得者         3 人以上 

 

2．2019 年度の状況 

  1）研究者に占める女性の比率推移 

  2019.4.1 2019.10.1 2020.3.31 

女性研究者 20.3% 20.6% 20.5% 

  2）役員に占める女性の比率（2019 年度）  11.1%（9 人中 1人） 

  3）管理職に占める女性の比率（2019 年度）  16.0%（75 人中 12人） 

  4）教育職（研究職を含む）採用者に占める女性割合（2019 年度） 28.8%（111 人中 32 人） 

  5）男性労働者の育児休業取得者（H28～）   8人（2016：0人、2017：5 人、2018：3 人、2019：） 
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2-3 2019 年度活動一覧 
 
【2019 年】  

4 月  1 日 新任者オリエンテーション参加者へ、リーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を

知っていますか？」配付 

4 月  5 日 第 1回研究者交流会 

4 月 15 日 部局等へリーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を知っていますか？」配付依頼 

4 月 17 日 鹿児島県内男女共同参画連携会議参加機関による男女共同参画推進の取組等の情報発信ポスタ

ー作成依頼 

5 月 28 日 令和元年度前期研究支援員制度募集開始（～6月 20日） 

5 月 29 日 第 1回男女共同参画推進センター会議 

6 月 14 日 附属図書館にて「男女共同参画展」（～8月 5日） 

6 月 26 日 第 2回研究者交流会 

6 月 28 日 第 1回鹿児島県女性活躍推進会議 

 ワーク・ライフ・バランス支援セミナー 

7 月 11 日 第 2回鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議 

7 月 22 日 令和元年度後期研究支援員制度募集開始（～8月 21日） 

7 月 25 日 鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議参加機関による男女共同参画推進の取組等の情報発信

ポスター配布 

７ 月 2 6 日 出前授業「研究者への道」開講（加世田高校：工学系 山下助教担当） 

7 月 31 日 男女共同参画トップセミナー 

8 月  1 日 令和元年度前期研究支援員制度支援開始（～9月 30日） 

8 月  7 日 Newsletter vol.23 発刊 

8 月 29 日 介護支援セミナー 

9 月 20 日 第 11回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム in福岡 

（同時開催：Q-wea 理事・副学長ネットワーク会議、Q-wea 実務担当者連絡会） 

 全国ダイバーシティネットワーク組織 九州・沖縄ブロック会議 

9 月 25 日 キャリア形成セミナー（女性リーダー育成セミナー） 

10 月  1 日 令和元年度後期研究支援員制度支援開始（～令和 2年 3月 31 日） 

1 0 月 2 日 附属図書館にて「男女共同参画展」（～12月 20 日） 

10 月  4 日 後期共通教育科目「男女共同参画社会」（～令和 2年 1月 31 日） 

10 月 17 日 第 2回鹿児島県女性活躍推進会議 

10 月 21 日 鹿児島県男女共同参画審議会 

 リーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を知っていますか？」の影響度アンケ

ート実施（～11月 29 日） 

10 月 30 日 第 3回研究者交流会 

11 月  1 日 教員採用・昇任選考時のジェンダーバイアス低減に係る取組開始 

11 月 21 日 鹿児島県女性活躍推進フォーラム 
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11 月 27 日 第 4回研究者交流会 

 第 2回男女共同参画推進センター会議 

1 2 月 4 日 第 3期中期目標・中期計画に係る部局等年度計画必須項目調査（～令和 2年 2月 28 日） 

 「学系等における男女共同参画推進に係る方針等」の取組状況調査（～令和 2年 2月 28日） 

1 2 月 6 日 第 2回ダイバーシティネットワークシンポジウム 

1 2 月  9 日 女性研究者・若手研究者支援制度等説明会（医歯学総合研究科研究戦略会議主催） 

12 月 25 日 Newsletter vol.24 発刊 

【令和 2 年】  

 1 月 18 日 大学入試センター試験時保育支援実施（～1月 19日） 

 1 月 19 日 サンエールフェスタ 2020 での本学の男女共同参画推進の取組展示（～1月 26日） 

 3 月 16 日 2020 年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ公募説明会※ウェブ開催 

 3 月 26 日 Newsletter vol.25 発刊 

  

  

-11-



 
 

2-4 セミナー開催 
 
2-4-1 男女共同参画トップセミナー 

 
男女共同参画意識の更なる醸成を図るとともに、女性リーダーの育成に係る具体的な取り組みに

つなげることを目的に、人材登用に係る方々を主な対象としたトップセミナーを開催した。 

 

【日 時】令和元年 7月 31 日（水）13:30-15:00 

【場 所】農・獣医共通棟 101 講義室 

【講 師】藤井 良一氏（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構長） 

【演 題】「大学における女性リーダー育成の重要性とその方策事例について」 

【対 象】学長、理事、監事、副学長、学部長、副学部長、研究科長、副研究科長、 

部長、事務長、課長、課長代理 等 

【参加者】※（ ）は女性で内数 

77（18）：役員 9（1）、管理職 38（5）、その他 30（12） 

【内 容】 

藤井氏より、本学の男女共同参画の現状と男女共同参画（女性教員増加）の必要性について説

明があったあと、研究力には生まれつき男女差があるわけではないことや、諸外国に比べ日本の

取組が遅れていることなどがデータに基づいて示された。また、男女共同参画に関する他機関に

おける取組事例や国際的な動向について紹介があり、国や各教育機関で男女共同参画の加速策・

促進策を強化する必要があるといった指摘がなされた。 

講演後の参加者アンケートでは、「執行部への女性の参画」「学生への意識啓発」「女性限定公募」

等の施策の必要性等について意見があった。 

 

 
 
  

(左)講演する藤井氏 (右)セミナーの様子 
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2-4-2 キャリア形成セミナー（女性リーダー育成セミナー） 
 
本学における女性リーダー育成環境整備を目的に、鹿児島市の学習会講師派遣事業を活用し、女

性リーダー育成セミナーを開催した。 
 
【日 時】令和元年 9 月 25 日（水）15:00～16:30 

【場 所】学習交流プラザ 2 階 学習交流ホール 

【対 象】各課より推薦された事務・技術職員（係長・主任クラス）、管理的立場にある職員、

その他参加を希望する職員 

【参加者】※（ ）は女性で内数 

第 1部 35（25）：係長・主任クラス 26（20）、管理的立場 5（1）、その他 4（4） 

第 2部 28（22）：係長・主任クラス 25（20）、管理的立場 1（0）、その他 2（2） 

【内 容】 

・講話 30分 

講師 立元 昭子氏（A-cube 株式会社 代表取締役会長） 
演題 チームを活性化するリーダーに求められる役割 

女性管理職が少ない現状とその理由、女性と男性で周囲が望ましいと思う資質に違いがあ

ること等について説明があった後、リーダーとしてチームの生産性を向上させるためには、

効果的なコミュニケーションによる動機付けが重要であること等について話があった。 
また、ワークシートに自分の強みと弱みについて記入した。講師からのアドバイスで弱み

を強みに変換するセルフワークも行われた。 

・ワークショップ 60分 

参加者同士が、自分の強みや理想の職場、理想のリーダー像（*）を出し合い、リーダーと

なった場合にそれぞれが持つ強みを活かせるのか、どのように活かしていくのか等について、

活発な意見交換がなされた。 

最後に、講師から、これからの社会に求められる多様性のある職場には、女性の視点での

職場作りは重要であり、管理職やリーダーに女性がいることが必要であることから、自分の

強みを発揮しリーダーとして活躍してほしいとのエールが送られた。 

【参考】（*）記載の多かったもの 

休みが取りやすい、早く帰ることができる、相談し易い、明るく冗談が言える、意見が言

いやすい、人間関係がよい、仕事以外の話も、意見も言いやすい 等 

（左）講演の様子（右）ワークショップの様子  
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2-4-3 介護支援セミナー 
 
我が国の 65 歳以上の人口増加や鹿児島県の高齢化率（31.4%：平成 30年 10 月１日総務省統計

局）の高さ、さらに 65歳未満で発症する若年性認知症に対する職場での配慮の必要性などから、

介護や認知症の問題は勤労者にとって身近なものとなっている。 

そこで、家族の介護を担う場合だけでなく、自分自身もしくは身近な人の認知症症状への気付き

や支援方法について研修する機会として介護支援セミナーを開催することによって、認知症への理

解を深めるとともに介護と仕事との両立可能な職場環境の整備を図った。 

なお、本セミナーは、鹿児島市地域包括支援センターの「認知症サポーター養成講座＊」を兼ね

て実施した。 

また、セミナー後には一人ひとりの悩みへの対応のための介護相談会も実施した。 

＊認知症サポーター養成講座 
鹿児島市では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して、「認知症サポーター（認知症
について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る応援者）」養成講座を開催し、
受講者にはオレンジリング（認知症サポーターの印となるオレンジ色のブレスレット）を、認知症サポ
ーターの所属する事業所や団体などには「鹿児島市認知症サポーターステッカー」を配付している。 

 

【日 時】令和元年 8月 29 日（木） セミナー：14:30～16:00、相談会：16:00～17:00         

【場 所】農・獣医学部大会議室（農・獣医共通棟３階） 

【講 師】山田 一貴氏（鹿児島市地域包括支援センター緑ヶ丘 認知症地域支援推進員） 

【対 象】本学の職員及びその家族並びに学生 

【参加者】※（ ）は女性で内数 

12（8）：役員 1、教員 2（1）、職員 7（6）、学生 2（1） 

【内 容】 

山田氏からは、長寿あんしん相談センターの概要の紹介や、認知症の種類や症状、認知症の方

への具体的な支援方法などについて話、認知症に関する相談先の紹介などがあった。 また、セ

ミナー後には希望者への個別相談も実施され、各自の状況に応じた助言がなされた。 
参加者からは「認知症についての考え方が変わった」「認知症の方が安心して暮らせるように

見守っていきたい」「学んだことを実践していきたい」といった声が聞かれた。 
 

  
  （左）セミナーの様子 （右）オレンジリング  

-14-



 
 

2-4-4 ワーク・ライフ・バランス支援セミナー 
 
本学は、女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定、鹿児島県女性活躍推進企業宣言、管

理的立場の全教職員による「イクボス宣言」、２カ所目の事業所内保育施設開設など、ライフイベ

ント期にあっても働きやすい職場環境を整備する進めているところであるが、更なる職場環境整備

を目的として、ワーク・ライフ・バランス支援セミナーを開催した。 
 
【日 時】令和元年 6月 28 日（金）14:15～15:45 

【場 所】連合農学研究科会議室（連合農学研究科棟３階） 

【講 師】小林 剛氏（鹿児島労働局長） 

【演 題】「働き方改革の目指すもの 2019 ～ワーク・ライフ・バランスの視点から～」 

【対 象】本学の職員、鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議参加機関関係者 

【参加者】※（ ）は女性で内数 

学内 50（11）：役員 2、管理職 30（3）、教員 2、その他 16（8） 

 学外  4（2）：鹿屋体育大学 1、第一工業大学 1、鹿児島女子短期大学 1（1） 

        鹿児島県男女共同参画センター1（1） 

【内 容】 

小林氏より、鹿児島県の労働者の現状について説明があったあと、働き方改革の概要やワー

ク・ライフ・バランス実現に向けての方策等について、事例を交えて話がなされた。また、講演

後には、ペーパーレス化や AI 活用といった人員や予算が削減される中での残業縮減及び休暇取

得促進のための具体策等について、参加者との意見交換が行われた。 
参加者からは「休暇の取りやすい雰囲気づくりと啓発に努めたい」「業務の見直し・簡素化を

進めていきたい」といった声が聞かれた。 

 

  （左）セミナーの様子 （右）講演する小林氏  
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2-5 研究者支援 
 
2-5-1 研究支援員制度 
 
妊娠、育児、介護・看病等期の研究者に対し、研究活動を補助し、研究者のキャリア継続・形成

を支援することを目的として、研究支援員の配置を行った。 

平成 30年度後期の募集からは、これまで男性研究者が支援を受けるための「大学、大学共同利用

機関法人、独立行政法人等に勤務する女性研究者を配偶者に持つ又は単身で育児中」との条件をな

くし、男性研究者も女性研究者と同等の条件で支援を受けられるよう対象の拡大を行っている。令

和元年度は、年間の支援人数が平成 23 年度の制度運用開始以来最多となった。 

 
 

 
 
 
 

学域 学系 前期 後期 延べ人数 

  男 女 男 女 男 女 

法文教育学域 法文学系 1  1 1 2 1 

 臨床心理学系       

 教育学系 1 2 1 2 2 4 

理工学域 理学系 1 1 1 1 2 2 

 工学系  1  1  2 

医歯学域 医学系 1 3 1 3 2 6 

 歯学系  3  4  7 

 附属病院  1    1 

農水産獣医学域 農学系  3 1 2 1 5 

 水産学系       

 獣医学系       

総合科学域 総合教育学系    1  1 

 総合研究学系       

 共同学系       

  4 14 5 15 9 29 

 
  

 前期 後期 

募 集 期 間 5 月 28 日～6月 20 日  7 月 22 日～8月 21 日 

実 施 期 間 8 月  1 日～9月 30 日 10 月 1 日～3月 31 日 

申請研究者 18 人(うち新規 6人) 20 人(うち新規 1人) 

研究支援員 22 人 25 人 

雇用総時間 702 時間 1,917 時間 
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2-5-2 メンター制度 
 
一定の職務経験等を有する教員等（メンター）が、自らの経験をふまえて所属部局や専門の枠を

超えて、相談に応じることによって、研究者（鹿児島大学病院医員・研修医を含む）及び大学院生

（メンティ）のキャリア形成・継続支援を図ることを目的とした制度である。 
メンター登録は、令和２年３月１日現在、104 人（女性 55 男性 49）。メンターリスト及び担当可

能な相談項目*は男女共同参画推進センターホームページから閲覧でき（学内専用）、メンティ（相

談者）がメンタリング（相談）を希望するにあたって参照できるようにしている。 

＊担当可能な相談項目 

1.妊娠・出産  2.育児  3.介護  4.看護  5.疾病  6.授業  7.学生指導  8.留学・海外経験 

9.外部資金獲得  10.共同研究 

 相談への対応は、相談専用メールアドレス（mentor@kuas.kagoshima-u.ac.jp）からの相談申込

みにより、男女共同参画推進センターコーディネータ及び女性医師等支援センター副センター長が

窓口となり、メンターとのマッチングを行っている。 

 

〇利用状況 

  制度利用申込  1 件／准教授 1（女性） 

  相 談 内 容  育児と仕事の両立について 

  メンタリング  面談で実施 
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2-5-3 研究者交流会 
 

様々な部局の職員・大学院生等間で気軽に語り合う場「muse カフェ」は、キャリア継続・形成支

援等を目的に、ランチタイム交流会として開催している。令和元年度は、主に男女共同参画推進セ

ンターメンターとの交流機会、ライフイベント等に係る内容で実施した。 
 

開催日時 場所 
参加者数 

※（ ）は女性で内数 
内容 

4月 5日(金) 

11:30～13:00 

事務局 

第 1会議室 

10(10) 

教員 9(9) 

職員 1(1) 

鹿児島大学保育支援制度やメンター制度等の

ご紹介・メンターとの交流 

6月 26 日(水) 

12:00～13:00 

稲盛ｱｶﾃﾞﾐｰ 

A-13 

9(8) 

教員 6(5) 

職員 2(2) 

大学院生 1(1) 

「キャリア形成と無意識のバイアス」 

高丸理香助教（高等教育研究開発センタ

ー） 

10 月 30 日(水) 

12:00～13:00 

稲盛ｱｶﾃﾞﾐｰ 

A-13 

7(6) 

教員 6(5) 

職員 1(1) 

妊娠・育児との両立 

11 月 27 日(水) 

12:00～13:00 

稲盛ｱｶﾃﾞﾐｰ 

A-13 

2(2) 

教員 1(1) 

職員 1(1) 

キャリア形成とライフイベント 

 

 

 着任間もない教員とメンターとの交流会では、新しい環境への困惑について、メンターから参考

となるアドバイスがなされ、研究者間ネットワークにもつながった。 
キャリア形成と無意識のバイアスについてのミニ講話には、育児休業からの復帰者から「家庭や

社会活動から得られる能力や資源があることに気づき、キャリアを見つめ直すチャンスと捉えるこ

とで不安が軽減した」大学院生から「自分のこれまでを振り返る機会となり、修了後に向けたモチ

ベーションが高まった」などの感想があった。 
妊娠・育児をテーマにした際には、学会時の子の帯同、県外の家族のサポートの旅費負担が大き

いなどの悩み、本学で学会が開催される際には小学生までの一時保育支援がほしい、離れた土地で

の介護や単身での育児などの視点が必要ではないかなどの意見が出された。 
キャリア形成とライフイベントでは、妊娠期の仕事との両立の仕方や、出産後の過ごし方等につ

いての経験が語られたことにより、妊娠期の参加者からとても参考になったとの感想があった。 
 なお、各学系においても女性研究者や女子大学院生を対象とした交流会が 24回開催された。 
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2-6 ワーク・ライフ・バランス支援 
 
2-6-1 保育支援制度 
 
  本学に勤務する教職員（非常勤（本学の社会保険加入者に限る）含む）が、土日祝日での勤務

等により緊急かつやむを得ず学外の保育サービスを利用した場合に、その利用費の一部を補助す

る制度。令和元年度には学内保育施設の一時保育等利用も支援対象となるよう制度改正を行った

ほか、請求までの手続きの簡略化を行った。令和元年度の利用状況は次のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 病児保育 

一時保育 

※()は学会

託児で内数 

ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ 利用回数 請求金額 

4月 15 0 0 15 18,000 

5 月  7 0 0  7 8,400 

6 月 14 0 0 14 16,800 

7 月  9 0 0  9 10,800 

8 月  7 1(0) 0  8 9,600 

9 月 17 0 0 17 20,400 

10 月  7 0 0  7 8,400 

11 月  8 1(1) 0  9 10,800 

12 月  6 0 2  7 9,600 

1 月 14 0 0 14 16,800 

2 月  7 0 0  7 8,400 

3 月 16 0 0 16 19,200 

合計 127 2(1) 2 131 157,200 

前年度 118 0 0 118 141,600 
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2-6-2 大学入試センター試験時保育支援 
 

職員のワーク・ライフ・バランス支援の一環として、大学入試センター時の試験監督等に従事

する必要のある職員（非常勤を含む）に対して、休日勤務日の保育支援を実施した。 
 

【実施日（令和 2年度大学入試センター試験日）】 

  ・本試験日 令和 2年 1 月 18 日（土）7：30～19：30、19 日（日）7：30～19：00 

   ※令和 2 年度は本学での追試験は実施されず。 

 

【保育支援実施施設】 

さっつん保育園 

対象：0歳児（生後 8週間以上）から小学校就学前の乳幼児 

子育て支援ルーム「キッズベース」 

対象：0歳児（生後 8週間以上）から児童（小学校 6年生まで） 

 

【利用職員数等】 
 職員内訳 さっつん保育園 キッズベース 計 

申込者 教員 1  1   

 事務職員 2 小計 4 0 小計 1 5 

 事務職員(非常勤) 1  0   

利用者 教員 1  0   

 事務職員 2 小計 3 0 小計 3 3 

 事務職員(非常勤) 0  0   

 
【保育児童数】 

 
 

  

 さっつん保育園 キッズベース 計 

1 月 18日(土) 3 0 3 

1 月 19日(日) 4 0 4 

計 7 0 7 
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2-7 無意識のバイアス低減策 
 
2-7-1 リーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を知っていますか？」の

全教職員への配付及び影響度アンケート 
 

  男女共同参画を推進する際に悪影響を及ぼすことがある無意識の偏見について知ることでその悪

影響を最小限に留め、一人ひとりが伸びやかに自分らしく個性と能力を発揮できる環境整備につな

げることを目的として、平成 30 年度より、全教員へリーフレット「無意識のバイアス-Unconscious 

Bias-を知っていますか？」（※）の配付を行っている。 

（※）男女共同参画学協会連絡会著（2017） 

https://www.djrenrakukai.org/doc_pdf/2019/UnconsciousBias_leaflet.pdf（次ページ参照） 

  令和元年度は、4 月 1 日に新任者オリエンテーション参加者へ同リーフレットを配付するととも

に、同オリエンテーション参加者以外の者（昨年度配付済みの者を除く）への配付については、4月

15 日に部局等に対し依頼を行った。あわせて、年度途中の採用者に対する同リーフレット配付につ

いても部局等へ依頼を行った。 

令和元年 10 月 21 日～11月 29 日には、全職員を対象に同リーフレットの影響度アンケートを実

施。回答者の 8 割近くが、リーフレットの熟読が自身の「無意識のバイアス」の意識化に影響した

と回答した。回答の詳細は 23～26 ページ参照。 
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リーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を知っていますか？」の 
影響度アンケート結果について 

 
・実施期間：令和元年 10 月 21 日～11 月 29 日 
・対  象：全職員 
・実施方法：各自、URL にアクセスし回答する 
・質 問 数：全８問 
・回答状況 

行ラベル 男性 女性 回答しない (空白) 総計 

教員等（役員・研究員含む） 277 92 14  383 

事務・技術系職員 199 247 7  453 

医療系職員 10 14   24 

その他 8 17 1  26 

(空白)    43 43 

総計 494 370 22 43 929 

１．リーフレットで参考になった項目はどれですか（複数回答可） 

 

69

195

196

657

96

126

0 100 200 300 400 500 600 700

おわりに

「無意識のバイアス」を克服するために

あなたの「無意識のバイアス度」測定法

無意識のバイアスの具体例

貢献した３人の研究者について

はじめに

277

199

10 8

92

247

14 1714 7 1
43

0
50

100
150
200
250
300

男性

女性

回答しない

(空白)
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２．リーフレットの熟読は、あなたの「無意識のバイアス」の意識化に影響しましたか。 

 

３．リーフレットの熟読後、あなたの言動において、無意識のバイアスを意識した変化があります

か。 

   
４．「３．」において「とても変化した」「ある程度変化した」を選択した方にお尋ねします。 

どのような状況で変化したのですか。（複数回答可） 

 
 
 

とても影響した, 
73, 9%

ある程度、影響し

た, 537, 68%

あまり影響しな

かった, 143, 18%

影響しなかった, 
37, 5%

とても変化した, 
22, 3%

ある程度変化し

た, 444, 56%

あまり変化しな

かった, 272, 34%

変化しなかっ

た, 53, 7%

6

52

133

124

312

164

199

0 50 100 150 200 250 300 350

その他

「無意識のバイアス度」測定法にチャレンジして、自分

の状態をチェックした

日常の出来事に「無意識のバイアス」の影響を感じる

ことが多くなった

同僚、家族、友人等の会話に、「無意識のバイアス」を

感じることが多くなった

相手の立場や状況に対する、自分の思い込みや決め

つけがあることを意識できるようになった

性別以外の属性（職業、学歴、人種、家庭での役割

等）への先入観を意識して言動するようになった

「女性は～」「男性は～」という性別への先入観がある

ことを意識して言動するようになった
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※「その他」自由記述 
 「無意識のバイアス」というものがあるんだなということを意識するようになった【男

性、教員等、50 代】 
 リーフレットに目を通したことにより、記載されていることは精度高く認識し行動等

も伴っていると自負していたが、改めて自分自身を振り返り精査修正がなされた。非

常に良い機会となりました【男性、教員等、60 代】 
 元々決めつけをしないようにという意識はあったが，「無意識のバイアス」という言葉

を知ったことで，意識がしやすくなったから【女性、教員等、30 代】 
 日頃から性別による先入観がないように意識している【男性、教員等、40 代】 
 無意識であることを認識できない人は永遠に変化しないと思った【女性、教員等、40

代】 
 特になし【男性、その他、60 代】 

５．「３．」において「あまり変化しなかった」「変化しなかった」を選択した方にお尋ねします。 

  その理由について教えてください。（複数回答可） 

  ※「その他」自由記述 
 ＜以前から意識していた＞ 

 元 （々読む前から）、バイアスについては問題意識を持っていたため【女性、教員等、30 代】 
 以前配付された際、無意識のバイアスを意識するようになったから【女性、事務・技術系

職員、50 代】 
 ジェンダーバイアスについて勉強したことがあったから【女性、教員等、50 代】 
 普段から先入観を持たないように心がけているため今回のリーフレットを機会として特段

意識を変えていない【男性、事務・技術系職員、30 代】 
 元々性別関係なく評価している。実際，ある講演会で女性講演者を最優秀講演賞に推薦し

たことがある【男性、教員等、30 代】 
 元々無意識のバイアスが少ないから【女性、事務・技術系職員、50 代】 
 自分にはバイアスが少ないことを改めて感じた【男性、教員等、60 代】 

 ＜変えられていない＞ 
 今までしみついたものを変えるのはなかなか難しいです【女性、その他、30 代】 
 知識として知っていても普段から意識するのは難しい【女性、事務・技術系職員、30 代】 
 無意識のバイアスを常に意識することは困難だったから【男性、事務・技術系職員、40 代】 

34

32

37

63

92

159

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

その他

無意識のバイアスは、いくら意識してもなくならないと思

うから

無意識のバイアスの悪影響については、個人ではどう

しようもないと思うから

これまで、無意識のバイアスの悪影響を感じたことがな

いから

リーフレットを読んで、自分の言動を変えなくてもよいと

思ったから

リーフレットの配布前から、「無意識のバイアス」を意識

していたから
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 意識は変わったが行動、言動には現れなかった【男性、医療系職員、50 代】 
 「無意識のバイアス」について常に意識した行動までいたっていないから【男性、事務・

技術系職員、50 代】 
 日常でまだ意識していないので【女性、事務・技術系職員、30 代】 

＜変える必要がない＞ 
 周りへの影響を与えていると感じていないから【女性、教員等、30 代】 

＜実践の場面に遭遇していない＞ 
 身の回りで今すぐ思いつく事例がないから【女性、事務・技術系職員、40 代】 
 期間が短くて自らの変化を測れない【男性、教員等、50 代】 
 管理職でもなく、周りに日本人しかいなく、差別していない、する人がいない状態である。

一番底辺の人間が差別を感じない職場であることに感謝する【男性、事務・技術系職員、

60 代】 
 意識して変える必要がある場面に遭遇していないから【男性、事務・技術系職員、40 代】 
 読んだ直後であり、そういったことに直面する機会がないため【男性、教員等、40 代】 

  ＜リーフレットへの意見＞ 
 主張を裏付ける論述しかなく、前提条件が記載されていない。例えば、妥当な候補者がい

るのかなど。男女格差であれば、当分野では女性で優秀な学生時代はたくさんいる。それ

が候補者として上がってこないのが問題【男性、教員等、50 代】 
 具体例の吟味が不十分と思われたため【男性、医療系職員、20 代】 
 リーフレットが読みにくく、興味を惹かれないから。そもそもの作成意図が理解しかねる。

意義は理解できるが【回答しない、教員等、30 代】 
 男女の二分法を前提とされていることに違和感を感じるから【回答しない、教員等、40 代】 
 アメリカの研究ばかりが参照されているのは説得的ではない【男性、教員等、50 代】 
 リーフレットの内容が（学術的な書き方で）判りづらい【男性、事務・技術系職員、50 代】 
 リーフレットがくどくて読みづらい【女性、教員等、50 代】 
 リーフレットが読みにくい【男性、事務・技術系職員、30 代】 
 リーフレットの根本的な思想が非常に偏っている【男性、教員等、40 代】 
 リーフレットについての意見：日本での具体例がもっと多いとよいと思いました【女性、

事務・技術系職員、50 代】 
 このパンフレットにバイアスを感じるから【男性、教員等、50 代】 
 紙版を作成するのは予算の無駄【女性、その他、50 代】 

  ＜その他＞ 
 わからない【男性、事務・技術系職員、50 代】 
 読んでない【男性、事務・技術系職員、30 代】 
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2-7-2 教員採用・昇任選考時のジェンダーバイアス低減に係る取組 
 
第 3期中期計画（人事に関する計画）「男女共同参画事業を積極的に推進するとともに、女性研究

者及び女性管理職の比率の向上を図る」に対する令和元年度年度計画「採用・昇任時のジェンダー

バイアス低減について、試行結果をもとに全学的な取組案について検討する」に基づき、教員採用・

昇任選考時のジェンダーバイアス低減に係る取組の検討を実施。平成 30年度に法文教育学域教育学

系及び総合科学域総合教育学系の教員採用選考において実施した試行の内容を一部改善し、令和元

年 10 月 21 日、全部局等に対し研究者採用ガイド「ダイバーシティの観点からの研究者採用を実施

するために」（※）を活用した取組を実施するよう依頼を行った。 
（※）北東北ダイバーシティ研究環境実現推進会議（2017） 
  http://gender.iwate-u.ac.jp/diversity/579（次ページ参照） 

取組内容は次のとおり。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
１．取組の対象  

次の各号に該当する者の採用・昇任選考（令和元年 11 月１日以降に選考にあたる教員が決定

するもの）。  
   (1) 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第３条第１号の教育職員のうち、教授、准教授、講

師、助教、助手  
   (2) 同条第７号の特任職員のうち、特任教員  
  
２．取組内容  

１）採用・昇任選考開始時  
採用・昇任選考にあたる教員は、研究者採用ガイド「ダイバーシティの観点からの研究者採

用を実施するために」（別添１）を事前に熟読のうえ、選考にあたる。  
   ※ 研究者採用ガイド配付のタイミング： 

原則、採用選考・昇任選考とも、選考にあたる教員が決定した時点で各部局等の人事担当

係より当該教員へ配付。紙媒体でも電子媒体でも可。  
２）採用・昇任選考終了後  

学長への選考経過報告書のかがみ（特任教員の場合は特任教員採用計画の様式）等へ、研究

者採用ガイド「ダイバーシティの観点からの研究者採用を実施するために」の内容を理解した

うえで選考を実施したことを記載する。  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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2-8 次世代育成 
 
2-8-1 共通教育科目「男女共同参画社会」 
 
本講義は、共生社会、特に性別に関わらずその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現

するために、様々な領域における男女共同参画を考えることによって、多様性を尊重する意識の醸

成を目的とし、授業ではアクティブラーニングを通して、自分自身の生き方や他者及び社会との関

わり方を明確化することとして、令和元年度後期の共通教育科目として開講。学部 1 年生を中心に

49 名の学生等が受講した。 
 

後期金曜 4限 共通教育棟 Common room 3  受講制限無し  受講者数：49（うち公開授業受講生 1） 

回 日 内容・講師名 

第 1回 10/4 
授業概要と自分自身の振り返り 

渡部由香 准教授（農学部） 

第 2回 10/11 
講義 大学：鹿児島大学における男女共同参画  

          渡部由香 准教授（農学部） 

第 3回 10/18 

講義 地域：鹿児島市の取組から男女共同参画を考える 
渡部由香 准教授（農学部） 

ゲストティ―チャー 小薗慶士氏・岡田明日香氏（鹿児島市男女共同参画推進課） 

第 4回 10/25 
神経科学：脳科学からみた男女共同参画(1) 

          菅野康太 准教授（法文学部） 

第 5回 11/1 
神経科学：脳科学からみた男女共同参画(2) 

          菅野康太 准教授（法文学部） 

第 6回 11/8 
家政学：多重債務に陥るシミュレーションから日々の家計管理を考える       

石橋愛架 准教授（教育学部） 

第 7回 11/22 
法学：憲法と男女共同参画(1) 

          渡邊 弘 准教授（共通教育センター） 

第 8回 11/29 
法学：憲法と男女共同参画(2) 

          渡邊 弘 准教授（共通教育センター） 

第 9回 12/6 
政治学：国際関係論からみた男女共同参画(1) 

          森田豊子 特任准教授（グローバルセンター）     

第 10 回 12/13 
政治学：国際関係論からみた男女共同参画(2)              

          森田豊子 特任准教授（グローバルセンター）  

第 11 回 12/20 
関連書籍から男女共同参画を考える 

          渡部由香 准教授（農学部） 

第 12 回 1/10 

介護問題から男女共同参画を考える 

          渡部由香 准教授（農学部） 

ゲストティ―チャー 西野浩朗 氏（鹿児島市地域包括支援センター武・田上事業所長） 

第 13 回 1/16 
防災学：災害対応における男女共同参画を考える(1) 

岩船昌起 教授（教育センター） 

第 14 回 1/24 
防災学：災害対応における男女共同参画を考える(2) 

岩船昌起 教授（教育センター） 

第 15 回 1/31 まとめ       渡部由香 准教授（農学部） 
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2-8-2 出前授業「研究者への道」 
 
出前授業は、高校生に大学における高度な教育・研究に触れる機会を提供することにより、高校

生の個々の能力や適性の伸張を図るとともに、大学に対する理解を深めてもらうことを目的として

おり、高大連携の一環として、高校側で企画し、本学から教員を派遣して実施している。 
令和元年度は当センターから、研究者キャリアへの興味関心を高めるとともに、大学進学や仕事

の選択などのキャリア形成のための一助とすることを目的とした科目「研究者への道」を提供した。 
 
【科目概要】 

・対象生徒：全学年 
・科目及びテーマ：研究者への道（分野により副題を設定） 
・担当講師：中島祥子准教授（法文学部）、新永浩子准教授（理学部）、山下和香代助教（工学部）、 

加治屋勝子講師（農学部）、加藤早苗准教授（水産学部）、三井薫准教授（医学部）、 
橋口真紀子助教（歯学部） 

・授業内容 ※「出前授業提供科目一覧」より抜粋 
本講義では、女性研究者から、研究者になったきっかけや研究のおもしろさ、研究と生活のバ

ランス（ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和）の工夫などについて聞き、研究者キャ

リアへの興味関心を高めるとともに、

大学進学や仕事の選択などのキャリ

ア形成のための一助とします。 

 

【実施状況】 

・実施校：鹿児島県立加世田高等学校 

・実施日：令和元年７月 26 日（金） 

・受講者数：25 人（男子 14、女子 11） 10:00～10:50 12 人（男子 5、女子 7） 

11:05～11:55 13 人（男子 9、女子 4） 

・対象：全学年（選択制。キャリア教育の一環として実施） 

・授業担当：山下和香代助教（工学部情報生体システム専攻） 

・内容：「研究者への道」と題し、大学院進学やポスドク経験などの研究者キャリア及び大学教員

のタイムスケジュール等を紹介後、進路決定におけるジェンダーの影響や自己決定の重要性、

工学系の分野の多様性、研究の魅力、研究がどのように役立っているか等について話があった。 

キャリア形成については、「女性だから」「男性だから」といった考え方は必要ではなく、個々

の興味関心を大切にすることが重要であるとし、小さい頃から多様な経験をして将来の自分を

イメージすることが、時間の使い方などの自己のコントロール力を身につけること及び自分の

強みを見つけることにつながり、人からの評価、仕事、人生につながるとの話があった。 

参加者からは、「研究を身近に感じ、興味を持った」「大学院進学や研究者になることも選択

肢として増えた」「女性の活躍は今後重要であると感じた」といった声が聞かれ、進路について

考える有意義な機会となった。  
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2-9 共催企画 
 
2-9-1 研究者支援 
 
女性研究者・若手研究者支援制度等説明会（医歯学総合研究科研究戦略会議） 

  女性研究者・若手研究者支援制度等説明会は、桜ヶ丘キャンパスの女性研究者、若手研究者、

及びサポートする立場にある方などを対象に各種支援制度について説明を行うことを目的に、鹿

児島大学大学院医歯学総合研究科研究戦略会議主催、男女共同参画推進センター、URA センタ

ー及びグローバルセンター共催で開催している。 
 

【日 時】令和元年 12月 9 日（月）17:30～18:30 

【場 所】医歯学総合研究科会議室（医歯学総合研究科棟 3 2 階） 

【内 容】説明①男女共同参画推進センターによる支援制度等の紹介 

        山口眞理（男女共同参画推進センターコーディネータ） 
       説明②URA センターによる研究者支援事業の紹介 
        米川 聡（URA センター特任准教授、リサーチ・アドミニストレーター） 
       説明③グローバルセンターによる研究者支援事業の紹介 
        市島佑起子（グローバルセンター講師） 
       質疑応答 

【参加者】16名（女性 7男性 9） 
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2-9-2 次世代育成・意識啓発等 
 
男女共同参画展（附属図書館） 

中央図書館 1階エントランスにて、附属図書館と男女共同参画推進センターによる連携企画

「男女共同参画展」を開催した。 
【展示内容】 
前期：2019 年 6月 14 日（金）～8月 5 日（月） 

附属図書館選定図書展示・貸出 

国や県の男女共同参画週間啓発ポスターや事業紹介 

本学の取組、ジェンダーデータ等紹介 

国立女性教育会館女子アーカイブセンター展示パネ

ル等の紹介 

後期：2019 年 10月 2日（水）～12月 20 日（金） 

国立女性教育会館の関連図書 200 冊の展示貸出＊ 

＊共通教育科目「男女共同参画社会」の授業支援図書としての活用 

本学の取組紹介、ジェンダーデータ紹介 
国立女性教育会館女子アーカイブセンター展示パネル等の紹介 
鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議参加機関による男女共同参画推進の取組等の

情報発信ポスターの紹介 
       
女子中高生の理系進路選択支援プログラム（理学部・農学部・水産学部・工学部） 

  理学部が中心となり農学部・水産学部・工学部が連携して令和元年度女子中高生の理系進路選

択支援プログラム「かごしま 科学のタネまき塾～育て！未来の理系女子」を実施した。 
  本プログラムは、国立研究開発法人科学技術振興機構の次世代人材育成事業の一つで、本学で

は、女子中高校生が大学生や研究者として活躍する未来の自分を具体的にイメージすることがで

きるよう、企業や研究機関で働く女性研究者との交流や、体験実験、アクティブラーニングを取

り入れた模擬授業等のイベントを開催した。 
男女共同参画推進センターはロールモデル集の作成担当として事業に協力した。 

  

展示の様子  
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2-10 県内連携 
 
2-10-1 鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議 
 

第 2 回鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議 

 鹿児島県内大学等及び鹿児島県は、地域社会における男女共同参画社会の実現に向けて情報交換

及び連携を図ることを目的として、平成 29 年 11 月 11 日に「鹿児島県内大学等男女共同参画連携会

議」を設置した。本学は同会議の事務局を務めている。 

第２回目の開催となる今回は、各機関の取組紹介のほか、「固定的性別役割分担意識の払拭」をテ

ーマとした意見交換等を行った。 

【日 時】令和元年 7月 11 日（木） 

【場 所】鹿児島県民交流センター 会議室Ａ 

【出席者】20人（鹿児島県及び 6大学、1高等専門学校機構、4短期大学関係者） 
鹿児島純心女子大学、鹿児島純心女子短期大学、志學館大学、鹿児島女子短期大学、 
第一工業大学、第一幼児教育短期大学、鹿児島国際大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、 
鹿児島工業高等専門学校、鹿児島県立短期大学、鹿児島県 

【内 容】 
・各大学等の取組について：各大学等の担当者より、男女共同参画推進の現状についての説明と

具体的な取組の紹介等があった。男女共同参画推進体制については、3機関においては、男女共

同参画にかかる室、委員会等を設置しており、その他の機関においては案件の内容に応じて既

存の組織や委員会等で対応しているとのことであった。また、8 機関においては男女共同参画

にかかる何らかの方針、目標等を定め、男女共同参画推進に取り組んでいるとのことであった。 

・鹿児島県の取組について：はじめに鹿児島県男女共同参画局の迫局長より、「鹿児島県の男女共

同参画の現状と今後の取組」と題した講話があり、各種データに基づき、鹿児島県の男女共同

参画が全国に比べ遅れている状況、男女共同参画推進の必要性、女性参画の壁などについて説

明があった。続いて、鹿児島県男女共同参画室より、鹿児島県女性活躍推進事業計画や女性活

躍推進宣言企業の募集について説明があった。また、かごしま県民交流センター男女共同参画

推進課より、男女共同参画センターの事業計画等について説明があった。 

・意見交換＜テーマ「固定的役割分担意識の払拭」＞：はじめに鹿児島大学男女共同参画推進セ

ンターの山口コーディネータよりリーフレット「無意識のバイアス-Unconscious Bias-を知っ

ていますか？」及びジェンダーチェックについての紹介があった。その後、幼少期の教育や身

近な大人の姿が固定的性別役割分担意識に及ぼす影響などについて意見交換が行われた。 
 ・その他：鹿児島大学総務部人事課男女共同参画企画係の野元係長より、各機関における男女共

同参画の取組の情報発信ポスター作成に関する事務連絡があった。また、参加機関の組織

改編にともなう連携会議申合せの一部改正について諮られ、了承された。 

 
  

-33-



 

鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議参加機関による男女共同参画推進の取組等の情報発

信ポスター作成 

平成 30年度の第 1 回連携会議において提案された標記ポスターについて、今年度より作成を開

始した。本学が事務局としてとりまとめを行い、7月 25 日に各機関へ配布を行った（35～40 ペー

ジ参照）。 

 各機関における活用状況は以下のとおり。 
  

周知方法 実施機関数 

掲示 9機関（全校分 4機関、自校分のみ 5機関） 

ホームページ掲載 2機関（全校分 2機関） 

その他 1機関（学内専用 web 掲示板・自校分のみ） 
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2-10-2 行政との連携 
 
鹿児島県 

鹿児島県女性活躍推進会議 

女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍し、男女がともに安心して生き生きと働くこと

ができる「鹿児島」の実現を目指し、多様な主体が連携して鹿児島県における女性活躍の取組

を加速化するために設立。 
鹿児島県女性活躍推進会議は、経済団体、農林水産関係団体、大学、行政等で構成されてお

り、本学からは男女共同参画推進センター長が委員として参加している。 
令和元年度は 6 月 28 日と 10 月 17 日の 2 回開催され、鹿児島県及び構成団体における取組

の情報提供、鹿児島県女性活躍推進優良企業知事表彰候補企業の選考等が行われた。 
 
鹿児島県男女共同参画審議会 

  鹿児島県の男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、鹿児

島県男女共同参画推進条例第 17 条に基づき設置。 

鹿児島県男女共同参画基本計画の策定又は変更に当たっての調査審議・意見陳述や、知事の

諮問に応じて行う男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な政策又は重要事項等につい

ての調査審議・意見陳述を行っており、男女共同参画推進センター長が委員として参加してい

る。 

令和元年度は 10 月 21 日に開催され、第 2 次基本計画の総括評価や第 3 次基本計画に基づく

事業実施状況等について審議が行われた。 
 
鹿児島県女性活躍推進フォーラム 

  女性が能力を発揮して活躍できるとともに、男女がともに働きやすい職場づくりに向けて、

企業トップ等の意識改革を図ることを目的として、鹿児島県男女共同参画局男女共同参画室主

催、鹿児島県女性活躍推進会議共催により、令和元年 11 月 21 日、マリンパレスかごしまにて

標記フォーラムが開催された。 

  フォーラムでは、女性活躍推進優良企業知事表彰及び受彰企業による事例発表、小室淑恵氏

（株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長）による基調講演会並びに情報交換会が行

われ、本学からは男女共同参画推進センター副センター長、同センター関係職員が出席した。 
 
デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布 

  鹿児島県男女共同参画センターがデート DV 防止啓発のために作成している標記リーフレッ

トについて、同センターからの依頼を受けて、毎年度、新入生へ配布を行っている。 
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鹿児島市 

鹿児島市サンエールフェスタ 

  鹿児島市の男女共同参画推進事業である「サンエールフェスタ 2020」において、本学の男女

共同参画の取組に関するポスター等の展示を行った。 

  

 【展示期間】令和 2 年 1月 19 日（日）～1月 26 日（日） 

 【展示場所】サンエールかごしま 1 階エントランスホール 

 【展示内容】鹿児島大学男女共同参画推進センター事業紹介 

 【期間中サンエールフェスタ来場者数】8,894 

 

霧島市 

霧島市「エンパワメントセミナー」 

  霧島市が、子育てや介護等を理由に離職した人等を対象に、「自分の生き方・働き方」を主体

的に選択することができるよう、男女共同参画の基本的な考え方を理解するとともに、今後の

キャリア形成の一助とすることを目的に開催しているセミナーにおいて、本学男女共同参画推

進センターコーディネータが講師を務めた。 
 【開催日】 令和元年 11 月 7 日 

【場 所】 霧島市役所 行政棟別館会議室 

【参加者】 11 名（女性 10 男性 1） 

【内 容】 講演「男女共同参画とは」 

ワークショップ「生き方や働き方を考えよう」  

展示の様子 
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2-11 県外連携 
 
2-11-1 九州･沖縄アイランド女性研究者支援 
 

  九州アイランド女性研究者支援ネットワーク Q-wea（きゅーうぃ）は、九州・沖縄地区で女性研究

者支援に取り組む大学等が自由に女性研究者支援や働きやすい環境づくりに関する情報等を交換で

きるネットワークであり、12 機関が参加している。 
 
第 11 回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム in 福岡 

  【日 時】令和元年 9月 20 日（金） 

【場 所】国立大学法人九州大学  

【テーマ】「女性の活躍推進に向けて～支援から戦略へ～」 

【内 容】 

第 1部の基調講演では、上野千鶴子氏（東京大学名誉教授）より、「男女共同参画は学問を

変えるか？」と題した講演が行われた。はじめに日本の男女共同参画の現状についての説明

があり、人口減少局面において国際競争に勝つには女性の活躍が必要であり、そのためには

「労働時間の短縮・年功序列制の廃止・同一労働同一賃金の確立」が求められるとの話があ

った。さらに、女性研究者はマイノリティとして苦しい立場にある一方で優秀な研究成果を

だしており、採用を公募制とし、選考の透明性を確保することで自ずと女性研究者は増える

との見解が示された。最後に、男女共同参画はそれ自体が目的ではなく社会変革のための手

段あること、そして「弱者が弱者のまま尊重される社会を」というメッセージが述べられた。 

第 2部のパネルディスカッションは「支援から戦略へ～組織と個人に必要なこと」と題し、

「女性研究者の上位職への登用」「女性研究者の次世代の育成」の 2 つのテーマに基づきパネ

リスト（参加機関の理事・副学長）

による各大学の取組紹介及び意見

交換が行われた。本学からは越塩総

務担当理事・副学長が登壇し、「かご

しま科学のタネまき塾～育て！未

来の理系女子～」について紹介し

た。最後に、主催の九州大学より、

シンポジウムのまとめとして参加

者一同による「令和宣言 2019 in 

Fukuoka」の提案があり、原案のとお

り採択された。 
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Q-wea 実務担当者連絡会 

    シンポジウムに合わせ、Q-wea 実務担当者連絡会が開催された。会では 2021 年度以降のシン

ポジウム開催校について協議が行われ、2021 年度は九州産業大学、2022 年度は長崎大学での開

催が決定した。また、2021～2022年度の Q-wea 事務局は宮崎大学が務めることが決定したほか、

2023 年度以降のシンポジウム開催校については原則ローテーションにより進めることが確認さ

れた。引き続き Q-wea 事務局（大分大学）からの業務報告及び 2019 年度ダイバーシティ研究環

境イニシアティブ採択期間からの情報提供が行われた。 
 

Q-wea 理事・副学長ネットワーク会議 

シンポジウムに合わせ、Q-wea 理事・副学長ネットワーク会議が開催され、同会議の申合せに

もとづき、2020 年度の同会議の議長に 2021 年度シンポジウム開催予定期間である九州産業大

学の理事を、副議長に 2020 年度シンポジウム開催機関である熊本大学の理事を充てることが確

認された。 
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2-11-2 全国ダイバーシティネットワーク組織 
 
 平成 30年度より、大阪大学を幹事機関、東京農工大学及び日本アイ･ビー･エム株式会社を協働機

関とする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（全国ネット

ワーク中核機関(群)）」が実施されている。本事業では全国を 8 ブロックに分け、各ブロックにおい

て地域ブロック会議を開催し、成果の共有や取組事例の発信を行うこととなっており、本学も九州・

沖縄ブロックの参加機関となっている。 
 
令和元年度全国ダイバーシティネットワーク組織九州・沖縄ブロック会議 

 【日 時】令和元年 9月 20 日（金） 

【場 所】国立大学法人九州大学 

【内 容】ブロック会議の主たる幹事校である九州大学より、全国ダイバーシティネットワー

ク組織の概要、2018 年度事業結果、2019 年度の事業計画について説明及び報告が行われたほ

か、次年度の主たる幹事大学についての協議が行われた。 

 
 第 2 回全国ダイバーシティネットワークシンポジウム 

 【日 時】令和元年 12月 6日（金）14:00～17：00 

  【場 所】一橋大学一橋講堂（学術総合センター内） 

  【テーマ】女性研究者が輝く近未来を創る 

  【内 容】梶原ゆみ子氏（総合科学技術・イノベーション会議 議員、富士通株式会社 理事）に

よる基調講演「イノベーティブな国になるために～産学官で進めるダイバーシティ～」のほ

か、全国ダイバーシティネットワーク及び各地域ブロックの活動状況報告等が行われた。 
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2-12 部局（学系）等の取組 
 
2-12-1 部局等年度計画必須項目に対する取組 
 
本学は、第 3 期中期目標・中期計画において、「若手・女性・外国人の増員を主とした優秀な教職

員の確保・育成を通じ、教育研究を活性化する」ことを掲げ、男女共同参画の視点から、令和元年度

計画 B-56-1 において「引き続きキャリア継続及びキャリアアップに資する制度の運用及びセミナー

等の実施により次世代育成を推進するとともに、女性研究者増加のための意識啓発等に取り組み、

実施内容を評価する」とし、部局等における計画の必須項目として「女性研究者や大学院生を対象

にした交流会を、前後期 1回ずつ開催する」を挙げている。 
必須項目に対する状況は次のとおり。 

 
部局等における女性研究者や女子大学院生を対象とした交流会の開催状況 

 

   

・開催した

開催回数

・開催しなかった

・開催した

開催回数

・開催しなかった

3 21 1 1 1

○

11 1 1 1

○○ ○ ○ ○○

○ ○

２．後期の開催状況
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 1 1 1 1

○ ○

１．前期の開催状況
○ ○ ○

獣
総
教

共
同

総
研

工 医 歯 病 農 水法 臨 教 理
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2-12-2 学系等における男女共同参画推進にかかる方針等に対する取組 
 
本学では、第 2期中期目標・中期計画期間中である平成 23 年 3月に「男女共同参画推進に係る長

期（10 年）及び短期（3 年）行動計画」（以下「全学行動計画」という）を策定（平成 26 年 6 月に

更新）し、具体的に取組を推進している。第 3 期中期目標・中期計画においても男女共同参画推進

にかかる目標及び計画を策定し、さらに、平成 28 年 4月に施行された女性活躍推進法一般事業主行

動計画とも併せて取り組んでいくこととしており、これらを着実に実行していくために、各学系に

おいては「学系等における男女共同参画推進に係る方針等」（以下「学系等方針等」という）により

取組を進めているところである。 

男女共同参画推進センターではその取組状況を毎年度調査することで好取組の可視化、課題の整

理等を行い、第 3 期中期目標・中期計画及び女性活躍推進法一般事業主行動計画の数値目標等達成

を図っている。 
 
平成 24年 9 月 「部局等における男女共同参画推進に係る方針等」の策定 

平成 29年 4 月 学術研究院の設置に伴い、旧部局等方針を「学系等における男女共同参画推進に係る方

針等」へ改定 ※学系における男女共同参画推進責任者の配置義務化 

 12 月 総合科学域の 3学系において「学系等における男女共同参画推進に係る方針等」策定 
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3　行動計画

3-1　鹿児島大学男女共同参画推進に係る目標・行動計画期間

国大協アクション・
プランにおける女
性研究者増に関す
る目標

鹿児島大学男女共
同参画基本理念
（P2）
男女共同参画行動
計画（P3）

中期目標・中期計
画（P61）

女性活躍推進法一
般事業主行動計画
（P63）

次世代育成支援行
動計画（P65）

部局（学系）等にお
ける男女共同参画
推進にかかる方針
等

平成22年度 2010

平成23年度 2011

平成24年度 2012

平成25年度 2013

平成26年度 2014

平成27年度 2015

平成28年度 2016

平成29年度 2017

平成30年度 2018

平成31年度
令和1年度

2019

令和2年度 2020

令和3年度 2021

年度

第

２

期

第

３

期

部局単位の方針を

教員組織である

「学系」単位へ
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3-2 第 3 期中期目標・中期計画及び年度計画（男女共同参画推進関係抜粋） 
 
第 3 期中期目標（平成 28～33 年度） 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  
１ 組織運営の改善に関する目標 

  【A25】若手・女性・外国人の増員を主とした優秀な教職員の確保・育成を通じ、教育研究を

活性化する。 
 
 
第 3 期中期計画（平成 28～33 年度） 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

 【B56】構成員一人ひとりが個性と能力を発揮できる大学を実現するため、第２期中期目標期

間の事業を継続しつつ、第３期では、次世代育成を目的とした就業環境等（規則・制

度）を整備し、男女共同参画事業を積極的に推進する。また、研究者に占める女性の比

率を平成 32 年度までに 20.0％以上とするとともに、女性管理職の登用を積極的に推

進し、女性の占める比率を役員は 11.1％、管理職は 13.0％以上を維持する。 
Ⅹ その他 

２．人事に関する計画 
（３）男女共同参画事業を積極的に推進するとともに、女性研究者及び女性管理職の比率の

向上を図る。 
 
 
年度計画 

 【中期計画 B-56 に対する年度計画】 
令和元年度 【B56-1】引き続きキャリア継続及びキャリアアップに資する制度の運用及び

セミナー等の実施により次世代育成を推進するとともに、女性研究者増加の

ための意識啓発等に取り組み、実施内容を評価する。 

平成 30年度 【B56-1】相談体制や保育支援を拡充することにより、構成員のキャリア継続

を図るとともに、研究力向上セミナーや研究者交流会を開催し、女性研究者

のキャリアアップや次世代育成につながる取組を推進する。 

平成 29年度 【B56-1】構成員のキャリア継続や次代を担う研究者育成を目的とした就業環

境等の改善に取り組むとともに、リーダーとして活躍する女性研究者ならび

に、研究者を目指す女子大学院生を育成するために、キャリア開発支援策を

検討・実施する。 

平成 28年度 【B56-1】研究支援員制度の充実による研究環境改善を図る。 

【B56-2】相談窓口を拡充させ、大学院生や若手研究者の研究活動上の不安解

消に取り組む。 
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【B56-3】就業環境改善を推進し、構成員が安定的に就業できる環境づくりに

取り組む。 

【B56-4】次世代育成を積極的に進め、次世代研究者の増加策に取り組む。 

 
【人事に関する計画（３）に対する年度計画】 
令和元年度 採用・昇任時のジェンダーバイアス低減について、試行結果をもとに全学的

な取組案について検討する。 
平成 30年度 採用・昇任時のジェンダーバイアス低減に係る取組を試行的に実施する。 
平成 29年度 採用・昇任時のジェンダーバイアス低減に係る具体策の検討を図る。 
平成 28年度 支援内容を拡充することにより研究支援員制度を強化する。  

学内保育施設を整備（郡元地区）し、安心して就業できる環境を提供する。 
採用時のジェンダーバイアス解消のための方針等を策定する。 

 
 

【参考】 ※数値は各年度末 

 

女性研究者在籍比率推移 目標値：平成 32年度（令和 2年度）までに 20.0％以上とする 

 
 
 女性研究者在籍比率（専任教員 職階別） 
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3-3 女性活躍推進法一般事業主行動計画 
 

国立大学法人 鹿児島大学 行動計画 

 

女性が就業継続し、活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。  

 

１．計画期間： 平成 28年 4 月 1日～平成 33年 3月 31 日（5年間）  

２．当機関の課題  

一部の雇用管理区分で女性が少ないこと、ならびに指導的地位にあたる管理職に女性が少ない。  

・教育職（研究職を含む）で、女性の在職率が低い。  

・指導的地位にあたる管理職に占める女性比率が低い。  

・男性労働者の育児休業取得率が低い。  

３．定量的目標  

・目標１ 教育職（研究職を含む）採用者に占める女性割合を 30％ 以上とする。  

・目標２ 教育職（研究職を含む）に占める女性割合を 20％ 以上とする。  

・目標３ 指導的地位にあたる管理職に占める女性割合を 15％ 以上とする。  

・目標４ 役員に占める女性割合を 20％ 以上とする。  

・目標５ 男性労働者の育児休業取得者を 3名 以上とする。 

 ４．取組内容 

取組内容１：教育職（研究職を含む）における採用選考にあたり、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾊﾞｲｱｽを低減するた

めの取組を行う。 

○平成 28年 04 月～ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾊﾞｲｱｽ低減に向けた指針等の策定ならびに周知  

○平成 29年 04 月～ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾊﾞｲｱｽ低減策の実施  

○平成 30年 04 月～ 選考過程におけるｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾊﾞｲｱｽ低減策の効果検証、改善  

○以降、PDCA サイクルによりルーティン化する。 

取組内容２：ライフイベント期ならびに疾病治療期にある労働者に対する支援を拡充し、離職

を減らす取組を実施する。 

○平成 28年 04 月～ 就業環境改善への取組（相談窓口の拡充）  

○平成 28年 10 月～ 疾病治療期にある労働者に対する支援（本人支援）策の検討ならびに策定  

○平成 29年 04 月～ 労働者の別居住地支援（愛称「住まいる」支援）策の検討ならびに策定  

○平成 30年 04 月～ 別居住地支援策の実施 

取組内容３：女性管理職の登用ならびにリーダー的役割を担う女性労働者を増加させるために、

人材育成に係る研修制度や支援制度を整備する。 

○平成 28年 04 月～ 女性管理職ならびにリーダー的人材育成研修プログラムの策定  

○平成 28年 10 月～ 管理職登用の重要性を説き、女性労働者自身のキャリア形成に資すること

を目的としたロールモデルセミナーの開催  

○平成 29年 04 月～ 女性労働者におけるリーダー的人材育成支援制度の策定  

○平成 30年 04 月～ 女性労働者におけるリーダー的人材育成支援制度の実施 
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取組内容４：男性労働者の育児休業取得率を引き上げるために業務内容ならびに各種制度の見

直しに取り組む。 

○平成 28年 04 月～ 業務改善に係るアンケートの実施  

○平成 28年 10 月～ 組織改組の検討  

○平成 29年 04 月～ 育児休業取得労働者に伴うサポート労働者へのインセンティブ付与策（育

児休業サポーターシステム）の検討  

○平成 30年 04 月～ 育児休業サポーターシステム実施ならびにその他のライフイベント期に 

あたる労働者へのシステム適用拡充検討（ライフイベントサポーターシス

テムへの統合）。  

○平成 31年 04 月～ ライフイベントサポーターシステム実施 
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3-4 国立大学法人鹿児島大学次世代育成支援行動計画 
 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を整備することによっ

て、職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間 2019 年 4月 1日から 2024 年 3月 31日までの 5年間 

 

２ 内容 

 （1）妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するため

の雇用環境の整備 

  

     目標 1 育児休業中及び育児休業からの復帰者へのキャリア継続支援 

（具体策）【2019 年 4月～】  

・育児休業に関する相談体制を構築する。  

       ・育児休業中の職員へ定期的な情報を提供する。  

              ・育児休業復帰者へのスキルアップの支援（面談等）を行う。 

 

目標 2 子どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の運営 

（具体策）【2019 年 4月～】 

・各キャンパス内において，勤務形態に応じた保育施設の運営を行い 

労働者の働きやすい職場環境の整備を行う。 

  

  （2）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備  

  

    目標 3 年次有給休暇取得の促進（計画期間終了時に取得率を 20％以上増加） 

（具体策）【2019 年 4月～】 

・ワーク・ライフ・バランスの意識啓発を行い，平均取得日数の情報 

を掲示するなど，取得の促進活動を行う。  

 

   目標 4 時間外勤務の削減のための具体的な取り組みを実施 

          （具体策）【2019 年 4 月～】  

・定時退勤日等を設定し，業務改善の意識を促進する。  

  

（3）次世代育成支援対策に関する事項  

  

目標 5 若年層のインターンシップ等の就業体験を通じ，適正な募集・採用機会の確保 

          （具体策）【2019 年 4 月～】  

・大学生のインターンシップを実施する。  

・特別支援学校等と連携を行い，就業体験を通じ，職種に応じた 

就労意欲を高め，採用機会を確保する。 
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国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進室要項 
 

平成 21年９月 25日 

学 長 裁 定 

(趣旨) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成 16 年規則第１号)第 20 条の２第２項の

規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進室(以下「室」という。)に関し、必要

な事項を定める。 

(業務) 

第２ 室は、次に掲げる業務をつかさどる。 

(1) 男女共同参画推進に係る基本方針に関すること。 

(2) 男女共同参画推進に係る具体的方策に関すること。 

(3) 男女共同参画状況の調査及び分析に関すること。 

(4) 男女共同参画に係る情報発信及び相談体制等に関すること。 

(5) その他男女共同参画の推進に係る支援に関すること。 

２ 室は、前項各号に掲げる事項について継続的に状況を確認し、業務遂行の障害となる要因を分

析し、適切に対応する。 

(組織) 

第３ 室は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事 

(2) 学長が指名する副学長 

(3) 学長が指名する学長補佐 

(4) 総務部長 

(5) 総務部人事課長 

(6) その他学長が必要と認めた者 

２ 前項第６号の者の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

(室長等) 

第４ 室に室長を置き、第３第１項第１号の理事又は同項第２号の副学長をもって充てる。 

２ 室に副室長を置き、室長が指名する者をもって充てる。 

(構成員以外の者の意見の聴取) 

第５ 室が必要と認めたときは、構成員以外の者に意見を聴くことができる。 

(事務) 

第６ 室に関する事務は、関係各課の協力を得て総務部人事課において行う。 

(雑則) 

第７ この要項に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要項は、平成 21年９月 25日から実施する。 

２ 国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進作業部会設置要項(平成 21 年８月４日学長裁定)は、

廃止する。 

附 則 

この要項は、平成 22年７月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、平成 24年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、平成 24年５月８日から実施し、平成 24 年５月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成 27年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、平成 29年５月１日から実施する。 
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国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進センター要項  
  

平成 24 年３月 15 日  
学 長 裁 定  

  
(趣旨)  

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成 16 年規則第１号)第 20 条の３第２項の規

定に基づき、男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。  
(業務)   

第２ センターは、次に掲げる業務をつかさどる。  
(1) 男女共同参画に係る広報・意識啓発に関すること。   
(2) 教職員のワーク・ライフ・バランス支援及び環境整備に関すること。  
(3) 女性研究者の支援に関すること。  
(4) 次世代研究者育成支援に関すること。  
(5) 男女共同参画の現状の自己評価等に関する事項  
(6) 男女共同参画推進活動に関する学内調整  
(7) その他男女共同参画の推進に係る支援に関すること。  
(組織)  

第３ センターは、次に掲げる者をもって組織する。  
(1) 副学長及び学長補佐のうちから学長が指名する者  
(2) 男女共同参画推進室長(以下「室長」という。)が指名する者  
(3) 各学系より選出された者 各 1 名  
(4) 総務部長   
(5) 総務部人事課長  
(6) 男女共同参画推進センターコーディネータ    

２ 前項第３号の者の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の者の任

期は、前任者の残任期間とする。  
(センター長等)  

第４ センターにセンター長を置き、第３第１号の者のうちから学長が指名する者をもって充てる。  
２ センターに副センター長を置き、室長が指名する者をもって充てる。  
３ センター長は、センター会議を招集し、その議長となる。  
４ センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。  

(部会等)  
第５ センターに必要に応じて部会等を置くことができる。  
２ 部会等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。  

(事務)  
第６ センターに関する事務は、総務部人事課において行う。  

(雑則)  
第７ この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  
１ この要項は、平成 24 年４月１日から実施する。  
２  国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進室推進部会要領(平成 21 年９月 25 日男女共同参画

推進室決定)は、廃止する。  
附 則  

この要項は、平成 25 年４月１日から実施する。  
附 則  

この要項は、平成 27 年４月１日から実施する。  
    附 則  
この要項は、平成 29 年４月１日から実施する。  

    附 則  
この要項は、平成 30 年２月 27 日から実施する。 
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国立大学法人鹿児島大学研究支援員制度実施要項  
                                    

平成 30 年１月 18 日  
学 長 裁 定  

  
(目的)  

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の妊娠、育児、介護・看病等期

(以下「ライフイベント期」という。)の研究者に対し、研究支援員(以下「支援員」という。)を配

置することにより、研究活動を補助し、研究者のキャリア継続・形成を支援することを目的とす

る。  
(名称)  

第２ この要項において、支援する事業は、国立大学法人鹿児島大学研究支援員制度(以下「研究支援

員制度」という。)と称する。  
(対象)  

第３ 研究支援員制度に申請できる研究者(以下「対象研究者」という。)は、本学の研究者で、次の

各号のいずれかの事由により十分な研究時間を確保できない者とする。ただし、産前・産後休暇、

育児休業又は介護休業中にある者を除く。  
(1) 本人又は配偶者(届け出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が妊娠中

の者  
(2) 中学３年生までの子を養育している者  
(3) 要支援又は要介護の認定を受けている家族の介護をしている者  
(4) 病気(難病、重病、障害など)の家族の看護をしている者  
(5) その他前各号に準ずるライフイベント期における事情がある者 
(支援内容)  

第４ 支援内容は、対象研究者の研究活動に必要な実験補助、研究データの解析、統計処理、文献調

査、発表資料作成等の研究補助業務に限るものとする。  
２ 配置する支援員は、対象研究者の管理下で、原則として学内において研究補助業務を行うものと

し、支援員自身の研究を行ってはいけないこととする。  
(申請手続き)  

第５ 対象研究者で、研究支援員制度の利用を希望する者は、所定の期日までに別に定める申請書類

等を、本学男女共同参画推進室(以下「室」という。)に提出するものとする。  
(利用者の決定)  

第６ 第５の申請があった場合は、国立大学法人鹿児島大学研究支援員制度利用者決定に関する申合

せ(令和元年 10 月 24 日男女共同参画推進室決定)に基づき、室で審議のうえ、研究支援員制度を

利用できる研究者(以下「利用者」という。)を決定する。  
(支援の取消し)  

第７ 室長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、室の議を経て、支援を取り

消すことができる。  
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段によって採択されたとき。  
(2) 本学の規則等に違反し、利用者としての適格を欠くに至ったとき。  
(支援員の採用等)  

第８ 支援員の身分は、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成 16 年規則第 45 号。以下

「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける非常勤職員とする。  
２ 支援員の採用手続き等は、非常勤職員就業規則を準用する。  
３ 支援員は、本学に在学し、利用者が推薦する学部学生(第４の職務遂行が可能と判断された者に

限る。以下同じ。)及び大学院学生並びに大学院課程修了者(常勤的な職に就いている者を除く。)
とする。  

４ 前項のほか、室長が支援員として修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む。)及び博士

課程(博士後期課程を含む。)の学生と同等と認めた場合は、利用者が推薦する学部卒業者(常勤的

な職に就いている者を除く。)が支援員となることができる。  
(配置期間・時間)  

第９ 支援員の配置期間は、前期５か月以内(５月～９月)、後期６か月以内(10 月～３月)とする。  
２ 支援員の配置時間は、学部学生及び大学院学生にあっては１日７時間以内、週当たり 23 時間以
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内(ただし、１日の勤務時間が５時間以内である場合は 25 時間)とし、学部卒業者及び大学院課程

修了者にあっては１日７時間以内、週当たり 18 時間以内で、各期 120 時間を上限とする。  
３ 前項の規定にかかわらず、支援員が本学で雇用(ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシス

タント、チューター、学習アドバイザー等)されている場合は、それらの勤務時間の合計時間が、

学部学生及び大学院生にあっては週 23 時間(ただし、１日の勤務時間が５時間以内である場合は

25 時間)以内、学部卒業者及び大学院課程修了者にあっては、週 18 時間以内とする。ただし、学

生の修学に支障がでないよう配慮するものとする。  
(給与)  

第 10 支援員の給与は、時間給のみを支給し、他の給与は支給しない。なお、時間給については、予

算の範囲内において調整することができる。  
(1) 学部学生(１年次生～４年次生)については、850 円とする。  
(2) 学部学生(５年次生～６年次生)、大学院生、学部卒業者及び大学院課程修了者については、

1,100 円とする。  
(配置状況報告)  

第 11 利用者は、配置する支援員の勤務状況を適宜把握し、月末に出勤簿を、各期支援終了後に成果

報告書を総務部人事課に提出することによって、配置状況を報告するものとする。  
(事務)  

第 12 研究支援員制度に関する事務は、総務部人事課男女共同参画企画係において処理する。  
(雑則)  

第 13 この要項に定めるもののほか、研究支援員制度に関し必要な事項は、別に定める。  
附 則  

１ この要項は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。  
２ 国立大学法人鹿児島大学研究支援員に関する取扱要項(平成 23 年４月 21 日学長裁定)は、廃止す

る。  
附 則  

この要項は、平成 30 年 10 月 1 日から実施する。  
附 則  

この要項は、令和元年 10 月 24 日から実施する。 
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国立大学法人鹿児島大学教員業務短期支援員制度実施要項 
 

平成 30 年１月 30 日 
学 長 裁 定 

 
(目的) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の教員に対し、業務短期支援員

(以下「短期支援員」という。)を配置することにより、教員の妊娠、育児、介護・看病等期におけ

る両立及び復帰を支援することを目的とする。 
(名称) 

第２ この要項において、支援する事業は、国立大学法人鹿児島大学教員業務短期支援員制度(以下

「教員業務短期支援員制度」という。)と称する。 
(支援対象) 

第３ 教員業務短期支援員制度の対象となる教員(以下「対象教員」という。)は、国立大学法人鹿児

島大学研究支援員制度実施要項(平成 30 年 1 月 9 日学長裁定)に規定する国立大学法人鹿児島大学

研究支援員制度(以下「研究支援員制度」という。)の対象者のうち、やむを得ない事情により研究

支援員制度に申請できなかった者とする。 
(支援内容) 

第４ 支援内容は、対象教員の教育及び研究活動の補助業務とする。 
２ 配置する短期支援員は、対象教員の管理下で原則として学内において補助業務を行うものとし、

入学試験、成績判定、人事等の大学の管理業務に係る内容には従事できないものとする。 
(申請手続き) 

第５ 教員業務短期支援員制度の申請は、対象教員が、別に定める申請書類等を、本学男女共同参

画推進室(以下「室」という。)に提出するものとする。 
２ 前項の申請があった場合は、室で審議のうえ、教員業務短期支援員制度を利用できる教員(以下

「利用者」という。)を決定する。 
(支援の取消し) 

第６ 男女共同参画推進室長(以下「室長」という。)は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると

認める場合は、室の議を経て、支援を取り消すことができる。 
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段によって採択されたとき。 
(2) 本学の規則等に違反し、利用者としての適格を欠くに至ったとき。 
(短期支援員の採用等) 

第７ 短期支援員の身分は、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成 16 年規則第 45 号。

以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける非常勤職員とする。 
２ 短期支援員の採用手続き等は、非常勤職員就業規則を準用する。 
３ 短期支援員は、本学に在学し、利用者が推薦する学部学生及び大学院学生とする。 

(配置期間・時間) 
第８ 短期支援員の配置期間は、一事業年度内の３か月以内、1 回限りとする。 
２ 短期支援員の配置時間は、月 20 時間を上限とする。なお、配置時間については、予算の範囲内

において調整することができる。 
３ 前項の規定にかかわらず、短期支援員が本学で雇用(ティーチング・アシスタント、リサーチ・

アシスタント、チューター、研究支援員、学習アドバイザー等)されている場合は、それらの勤務

時間の合計時間が週 23 時間(ただし、１日の勤務時間が５時間以内である場合は 25 時間)以内と

する。ただし、学生の修学に支障がでないよう配慮するものとする。 
(給与) 

第９ 短期支援員の給与は、国立大学法人鹿児島大学アルバイト職員に関する取扱要項(平成 25 年

３月 15 日学長裁定)第８条第１項に準じ、時間給のみを支給し、他の給与は支給しない。なお、

時間給については、予算の範囲内において調整することができる。 
(配置状況報告) 

第 10 利用者は、配置する短期支援員の勤務状況を適宜把握し、月末に出勤簿を、支援期間終了後

に報告書を総務部人事課に提出することによって、配置状況を報告するものとする。 
(事務) 

第 11 教員業務短期支援員制度に関する事務は、総務部人事課男女共同参画企画係において処理す
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る。 
(雑則) 

第 12 この要項に定めるもののほか、教員業務短期支援員制度に関し必要な事項は、別に定める。 
附 則 

この要項は、平成 30 年４月１日から実施する。 
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国立大学法人鹿児島大学保育支援実施要項  
 

平成 27 年 12 月４日  
学  長  裁  定  

 
(趣旨)  

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)において実施する保育支援につ

いて、必要な事項を定める。  
(保育支援)   

第２ 本学は、教職員に対し、中学校就学前までの子に対する保育支援として次の支援を行うもの

とする。  
(1) ベビーシッター利用料金一部補助  
(2) 一時保育利用料金一部補助 
(3) 病児・病後児保育料金一部補助 
(対象者)  

第３ 保育支援の対象者は、本学の教職員(本学の社会保険加入者に限る。)のうち、土日祝日での勤

務、子の病気等により、緊急かつやむを得ず通常利用しているサービス以外の保育サービスを利

用しなければならない者とする。  
２ 保育支援の対象となる保育サービスは、個人間の契約に基づくものでない事業者の提供するサ

ービスであり、かつ、１回の利用につき利用者の負担額が 1,200 円以上のものとする。 
(支援額等)  

第４ 支援額は、１回の利用につき 1,200 円とし、同一世帯に対しては年間 36,000 円を上限とす

る。ただし、予算額及び希望者数により年間の支援上限額を調整することがある。  
２ 同一世帯に対する支援回数は、１ヶ月につき４回を上限とする。 

(利用方法)  
第５ 利用にあたる諸手続きについては、別途定めるものとする。  

(支援の中止)  
第６ 本学は、実施年度の途中であっても、予算の都合により支援を中止することができるものと

する。この場合において、支援の中止に関し、教職員に対し、事前に通知するものとする。  
(返還)  

第７ 利用内容に虚偽事項や不正が認められた場合には、当該期間の支援額を返還しなければなら

ないものとする。  
(雑則)  

第８ この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  
附 則  

この要項は、平成 27 年 12 月４日から実施する。 
附 則  

この要項は、平成 31 年４月 25 日から実施する。 
附 則  

この要項は、令和元年 10 月１日から実施する。 
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鹿児島県内大学等男女共同参画連携会議に関する申合せ  
 

平成 29 年 11 月 11 日  
参加機関合意  

 
(目的及び設置)  

第１ 鹿児島県内大学等及び鹿児島県(以下「参加機関」という。)は、地域社会における男女共同参

画社会の実現に向けて、情報交換及び連携を図ることを目的として、鹿児島県内大学等男女共同

参画連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。  
(組織及び構成員)  

第２ 連携会議は、別表に掲げる参加機関から選出された者(以下「構成員」という。)で構成する。   
２ 構成員は、各参加機関において男女共同参画又はダイバーシティの推進を担当する者とする。  

(会議)  
第３ 連携会議は、年に 1～2 回開催し、以下の事項について情報交換及び検討を行うこととする。  

(1) 参加機関における男女共同参画及びダイバーシティに係る現状並びに取組  
(2) 国、県及び地域における男女共同参画及びダイバーシティに係る現状並びに取組  
(3) 参加機関の連携による男女共同参画及びダイバーシティに係る取組  
(4) その他連携会議が必要と認める事項  
(運営)  

第４ 連携会議の運営は、鹿児島県男女共同参画室と連携して、鹿児島大学が担当する。  
(事務)  

第５ 連携会議の事務は、鹿児島大学総務部人事課において処理する。  
(雑則)  

第６ この申合せに定めるもののほか、連携会議に関し必要な事項は、別に定める。  
附 則  

この申合せは、平成 29 年 11 月 11 日から実施する。 
附 則  

この申合せは、令和元年７月 11 日から実施する。  
 
 

別表（第２関係） 
参加機関名 備考 
学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子大学 事務局進路支援課地域連携推進室長 
学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子短期大学 総務課 
学校法人志學館学園 志學館大学 総務課 
学校法人志學館学園 鹿児島女子短期大学 総務課 
学校法人都築教育学園 第一工業大学 庶務課 
学校法人都築教育学園 第一幼児教育短期大学 庶務課 
学校法人津曲学園 鹿児島国際大学 総務課 
国立大学法人 鹿児島大学 総務部人事課男女共同参画企画係 
国立大学法人  鹿屋体育大学 総務課 
独立行政法人国立高等専門学校機構 
 鹿児島工業高等専門学校 

総務課 

鹿児島県立短期大学 総務課 
鹿児島県 総務部男女共同参画局青少年男女共

同参画課男女共同参画室 
かごしま県民交流センター男女共同

参画推進課  
（鹿児島県男女共同参画センター） 
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全国ダイバーシティネットワーク組織九州・沖縄ブロック会議要項  
  

(趣旨)  
第１条 この要項は、全国ダイバーシティネットワーク組織要項第４条第７項の規定に基づき、全国

ダイバーシティネットワーク組織九州・沖縄ブロック会議(以下「ブロック会議」という。)に関し

必要な事項を定めるものとする。  
(目的)  

第２条 ブロック会議は、九州・沖縄ブロックのダイバーシティネットワーク組織の形成・強化を図

ることを目的とする。  
(組織)  

第３条 ブロック会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
(1) 幹事大学等の九州大学、長崎大学及び宮崎大学の理事又は副学長相当の者各１名  
(2) 別表に掲げる機関の理事又は副学長相当の者各１名  
(3) その他ブロック会議が必要と認めた者  

２ 前項の委員の任期は平成 36 年３月 31 日までとする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の

後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
３ 前項の委員は、再任を妨げない。  

(議長)  
第４条 ブロック会議に議長を置き、前条第１項第１号の委員のうちから互選する。  
２ 議長は、ブロック会議を主宰する。  

(ブロック会議の開催)  
第５条 ブロック会議は、原則として年１回開催する。  

(事務)  
第６条 ブロック会議の連絡調整及び事務は、議長が所属する幹事大学等が行う。  

(雑則)  
第７条 この要項に定めるもののほか、ブロック会議の運営に関し必要な事項は別に定める。  

附 則  
この要項は、平成 30 年 12 月 21 日から施行する。  

  
 
別表（第３条関係）  
国立大学法人 九州工業大学、佐賀大学、熊本大学、大分大学、鹿児島大学、琉球大学 
公立大学 福岡女子大学 
私立大学 九州産業大学、沖縄科学技術大学院大学 

 
【参考】  
※第３条第１項第３号の「理事又は副学長相当の者」に含むものの例示  
副理事、学長補佐  
副所長、副病院長、副機構長  
副社長、専務（取締役）、常務（取締役）、取締役、執行役員  
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