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７つの課題別に分類し、
「取組の成功に向けて留意した点」を入れて掲載

７つの課題



体制

人事

育成制度

施設

その他

6つのカテゴリ

その他

施 設

制 度

支援を行うことに対し、

新たに設立、設置した

施設などの紹介

研究活動に対する支援

制度の紹介

地域とのかかわりや対

象者が組織外の活動の

紹介

体 制

人 事

育 成

採用の限定など人事と

しての取組の紹介

研究者に対する育成の

プログラム内容につい

ての紹介

連携体制の在り方につ

いての紹介

2019年度に発刊された参考事例集の中から6つのカテゴリに分類



役割を分担した連携体制をとることにより、活発的な活動につながる

〇学部など代表を含めた全学推進体制 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・京都大学・京
都工芸繊維大学・京都産業大学・京都府立大学・神戸大学・奈良県立医
科大学・奈良工業高等専門学校・奈良女子大学・奈良先端科学技術大学
院大学・武庫川女子大学・和歌山大学・立命館大学

〇部門や部会（WG)の設置 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・京都産業大学・京都大学・京
都府立医科大学・神戸大学・奈良県立医科大学・奈良女子大学・武庫川
女子大学・立命館大学

〇各キャンパスに分室を設置 ・・・ 兵庫県立大学

〇新任教員サポート ・・・ 奈良女子大学・立命館大学

〇学部による委員会活動 ・・・ 大阪市立大学・関西学院大学

〇女性大学院生による活動チーム ・・・ 大阪府立大学

体 制 ： 体制の在り方についての紹介



京都産業大学 各部会で役割を分担

広 報

Webサイト、学内
サイトでの情報発
信や広報誌の発行

啓 発

経営層向けセミ
ナーの開催、WLB
に関する取組

研究支援

研究力向上セミ
ナーーの開催、研
究支援員の配置

両立支援

育児・介護セミ
ナーーの開催、保
育サービス支援、
搾乳室・母乳保管

ダイバーシティ推進委員会

兵庫県立大学 本部と分室で役割を分担

体 制 ： 連携体制の具体的事例

本 部

【構成】

室長、副室長、室長補佐、課長、
コーディネーター、支援員

分 室

（9つの各キャンパスに設置）

【構成】

分室長、課長、職員、支援員、推進員

【本部による全学の取組】

・予算確保
・全学的意識改革
・女性研究者の地位向上
・保育支援
・広報

【分室の自律的な取組】

・セミナーの開催
ワークライフバランス
ロールモデル提示
すそ野拡大

自律的な取り組みを展開

https://www.kyoto-su.ac.jp/about/torikumi/r_support/aboutus.html https://www.u-hyogo.ac.jp/research/hmwr/pdf/torikumi.pdf



人事的な活動により、女性研究者の育成および採用の活性化

〇女性（研究・エンジニア）リーダー ・・・ 大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・神戸大学・奈良工業高等専門
学校・奈良女子大学

〇女性限定（優先）公募 ・・・ 明石工業高等専門学校・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西
学院大学・京都工芸繊維大学・京都産業大学・京都市立芸術大学・京都
大学・京都府立大学・甲南大学・神戸大学・滋賀県立大学・奈良工業高
等専門学校・奈良女子大学・奈良先端科学技術大学院大学・兵庫県立大
学・武庫川女子大学・和歌山工業高等専門学校・立命館大学

人 事 ： 採用の限定など人事としての取組の紹介



本部・部局連携型女性教員比率向上の取り組み 定年退職者後任ポストの
女性限定前倒し人事

人 事 ： 人事的な取組の具体的事例

大阪大学

クロス・アポイントメントによる

女性教員受け入れ支援制度

女性教員の採用に係る

総長裁量ポスト支援制度

女性教員の採用及び承認に関わる

インセンティブ制度

立命館大学

特殊な採用人事を用いた

女性研究者の積極的な採用

自然科学系学部で女性限定公募を実施
し、且つ、その中の一部は学長トップ
ダウンによる確保された定年退職者ポ
ストの１～２年を前倒しした採用人事



セミナーの実施や育成プログラムの確立などによる充実した研究者の育成

〇産学官教育研究連携 ・・・ 医薬基盤・健康・栄養研究所・大阪市立大学・大阪大学

〇セミナーや交流会などの開催 ・・・ 医薬基盤・健康・栄養研究所・大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学
・大阪府立大学・関西大学・関西学院大学・京都工芸繊維大学・京都産
業大学・京都大学・京都府立医科大学・京都府立大学・神戸大学・滋賀
医科大学・奈良県立医科大学・奈良工業高等専門学校・奈良女子大学・
奈良先端科学技術大学院大学・兵庫県立大学・武庫川女子大学・和歌山
大学・立命館大学

〇正規の授業としてのプログラム ・・・ 大阪大学・京都大学・京都府立医科大学・神戸女学院大学・神戸大学・
奈良県立医科大学・奈良工業高等専門学校

〇国際アドバイザーの招聘 ・・・ 大阪市立大学

〇育成プログラム ・・・ 大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・神戸大学・滋賀医科大学・奈
良県立医科大学・奈良工業高等専門学校・奈良女子大学

〇ロールモデルの紹介 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西学院大学
・京都工芸繊維大学・京都産業大学・京都大学・京都府立医科大学・京
都府立大学・神戸大学・滋賀医科大学・奈良女子大学・奈良先端科学技
術大学院大学・兵庫県立大学・武庫川女子大学・立命館大学

育 成 ： 研究者に対する育成のプログラム内容についての紹介



育 成 ： プログラムなどの具体的事例

・ダイバーセティセミナー ・キャリアデザインセミナー

・育児・介護セミナー ・両立支援セミナー

・研究力向上セミナー ・統計学セミナー

・外部資金獲得セミナー ・マネジメントセミナー

・英語論文作成セミナー ・英語スキルアップセミナー

・プレゼンテーション力向上セミナー ・ポスターセッション対応セミナー

・ロールモデルセミナー ・女子大学院生、女子大学生向けセミナー

育成プログラム

大阪大学

〇正規の授業科目として開設
〇企業の女性社員、大学院生を対象
〇企業との教育研究連携
〇参画機関との交流会の実施

奈良工業高等専門学校

〇本科、専攻科で開設
〇オムニバス形式の授業
〇企業や大学から講師を招聘
〇ワークショップへの展開

大阪府立大学

〇スキルアップセミナーの開催
〇公開審査会の実施
〇研究実践力強化プログラムの設置
※連続的カリキュラムとしての実施

さまざまな機関で行われているセミナー例

http://www.danjo.osaka-u.ac.jp/2020/04/post-17426-2-2/ http://shinayaka.nara-k.ac.jp/ http://diversity.21c.osakafu-u.ac.jp/project/skillup



〇研究支援員の設置 ・・・ 明石工業高等専門学校・大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪
府立大学・関西学院大学・京都工芸繊維大学・京都産業大学・京都大学
・京都府立医科大学・京都府立大学・神戸大学・滋賀医科大学・奈良県
立医科大学・奈良工業高等専門学校・奈良女子大学・奈良先端科学技術
大学院大学・武庫川女子大学・和歌山大学・立命館大学

〇ライフイベント中の在宅支援 ・・・ 大阪府立大学・京都府立医科大学・奈良先端科学技術大学院大学

〇メンターの配置 ・・・ 大阪市立大学・大阪府立大学・関西大学・京都大学・京都府立大学・神
戸大学・奈良女子大学・奈良先端科学技術大学院大学

〇女性限定研究費（補助金）支援 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪府立大学・京都府立医科大学・京都
府立大学・神戸女学院大学・神戸大学・奈良女子大学・奈良先端科学技
術大学院大学・兵庫県立大学・武庫川女子大学・和歌山大学

〇男性教職員向け拡大支援 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・京都工芸繊維
大学・京都府立大学・神戸大学・国立循環器病研究センター・滋賀医科
大学・滋賀大学・奈良女子大学・奈良先端科学技術大学院大学・兵庫県
立大学・武庫川女子大学・立命館大学

〇支援サービス利用補助金 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西大学・関
西学院大学・京都工芸繊維大学・京都産業大学・京都大学・京都府立医
科大学・神戸大学・滋賀医科大学・奈良女子大学・奈良先端科学技術大
学院大学・兵庫県立大学・武庫川女子大学・立命館大学

〇出張時保育支援 ・・・ 奈良先端科学技術大学院大学

制 度 ： 研究活動に対する支援制度の紹介

支援制度を確立させることにより、研究活動の活発化を促す



制 度 ： 支援制度の具体的事例

女性限定研究費支援

大阪府立大学

【女性研究者支援事業】

女性研究者に対する研究費の支援を行う事業

＊対 象 ： 女性のみ

＊支援期間 ： 最長2年

女性研究者の比率、上位職昇任数の増加を図る

奈良女子大学

【教育研究支援員制度】

ライフイベント中の教員の研究活動支援をして
教育研究員を採用する制度

＊支援対象 ： ①出産・育児・介護などに関
わる女性教員

②妻が他の研究機関における
常勤の研究者である男性教員

＊採用対象 ： 主に博士後期課程修了者

支援者と被支援者双方のキャリアの形成、キャリ
ア復帰などのチャレンジ支援・再チャレンジ支援
に寄与する

研究支援員の設置

http://gepo.nara-wu.ac.jp/ja/institution/special/ https://genki.osakafu-u.ac.jp/



さまざまなライフイベントに即した施設の設立や設置による研究活動支援

施 設 ： 支援を行うことに対し、新たに設立、設置した施設などの紹介

〇病児・病後児保育施設の設置・提携 ・・・ 大阪市立大学・大阪大学・京都大学・京都府立医科大学・京都府立
大学・滋賀医科大学・奈良県立医科大学

〇保育施設（待機保育含む）の設置・提携 ・・・ 大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西学院大学・京都工芸
繊維大学・京都大学・京都府立医科大学・京都府立大学・神戸大学
・国立循環器病研究センター・滋賀医科大学・奈良県立医科大学・
立命館大学

〇隔離室の設置 ・・・ 京都大学

〇託児（一時預かり）の実施 ・・・ 大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西大学・関西学院大学
・京都大学・京都府立大学・甲南大学・神戸大学・滋賀医科大学・
奈良県立医科大学・奈良女子大学・奈良先端科学技術大学院大学・
武庫川女子大学・立命館大学

〇授乳室（搾乳室）・母乳保管 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西大学
・京都産業大学・京都大学・京都府立医科大学・滋賀医科大学・奈
良女子大学・奈良先端科学技術大学院大学・武庫川女子大学・立命
館大学

〇電動搾乳機など備品貸出 ・・・ 大阪大学

〇おむつ替えシート、ベビーチェアの設置 ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学・関西大学
・京都工芸繊維大学・京都産業大学・京都大学・京都府立医科大学
・奈良女子大学・奈良先端科学技術大学院大学

〇育児スペースの貸出 ・・・ 大阪教育大学・関西学院大学・京都大学・奈良先端科学技術大学院
大学・奈良女子大学・武庫川女子大学

〇おむかえ保育 ・・・ 京都大学・奈良女子大学

〇女性専用休憩室 ・・・ 奈良先端科学技術大学院大学



施 設 ： 設立、設置した施設の具体的事例

京都大学 病児・病後児保育施設の設置

子どもが発熱

×登園・登校
できない

専任小児科医

事前診察・回診

京大病児保育室

『こもも』

対象年齢

生後6か月から
小学校6年生

利用時間

7時半から18時

看護師・保育士

常駐

対象者

大学教職員と
学生の子ども

子どもが病中・病後であっても仕事や研究を

休むことなく、子どもの保育ができる保育室

を提供。附属病院と連携し、子どもに対する

フォロー環境も整え、隔離室も整備している。

http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/care/sick/

http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/care/sick/


地域や学生へ向けた活動による体制つくり

〇女子学生（学部生、小中高生）に向けたイベント ・・・ 大阪教育大学・大阪市立大学・大阪大学・大阪府立大学
・京都工芸繊維大学・京都産業大学・京都大学・京都府
立大学・神戸大学・奈良工業高等専門学校・奈良女子大
学・奈良先端科学技術大学院大学・兵庫県立大学・武
庫川女子大学・和歌山工業高等専門学校・和歌山大学・
立命館大学

〇女性の社会復帰に向けた技術講習会などの実施 ・・・ 明石工業高等専門学校・京都産業大学・奈良女子大学

〇企業の女性社員育休時の科目等履修 ・・・ 大阪大学

〇学内教職員の子ども向け ・・・ 大阪教育大学・大阪大学・神戸大学・立命館大学
サマースクールなど長期休暇中のプログラム

〇地域・学生の共助システム ・・・ 奈良女子大学

〇子育て支援サポーターの育成 ・・・ 大大阪教育大学・阪市立大学・奈良女子大学

その他 ： 地域とのかかわりや対象者が研究者以外の活動の紹介



奈良女子大学 地域・学生との共助システムの確立 神戸大学 サマースクール

①依頼内容を登録

その他： 地域や学生との連携体制や組織内関係者の子どもに向けた活動の具体的事例

利用者

登録サポーター

地域の人々
学生

退職後の教員

②依頼に対応可能な

サポーターが立候補

③担当サポーターを

選択

Web
ならっこ

【ならっこネット】

対象：学校関係者の子ども

子ども1人ひとりに対する専任のサ
ポーターによる預かりや送迎の実施

【ならっこイベント】

対象：イベント参加者の子ども

大学で開催されるイベントでの託児

支援システム

子どもたちの夏休み期間中にサマースクールを実施

【対象】
大学に勤務する教職員および学生の子ども（小学生）

【内容】
研究科によるプログラム
自然科学、人文科学それぞれでのテーマを設定し、
実験や絵画、考える力を養うプログラム

http://gepo.nara-wu.ac.jp/ja/childcare-support/narakko-net/ http://www.office.kobe-u.ac.jp/opge-kyodo-sankaku/support/support09.html



情 報

機関名 情報記載ページ URL

大阪市立大学 https://www.wlb.osaka-cu.ac.jp/

大阪大学 http://www.danjo.osaka-u.ac.jp/

大阪府立大学 http://genki.osakafu-u.ac.jp/

関西大学 http://www.kansai-u.ac.jp/gender/

関西学院大学 https://www.kwansei.ac.jp/gender/ https://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/gender/

京都工芸繊維大学 https://www.sankaku.kit.ac.jp/

京都産業大学 https://www.kyoto-su.ac.jp/about/torikumi/r_support/

京都大学 http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/

京都府立医科大学 https://www.kpu-m.ac.jp/j/miyakomodel/

京都府立大学 http://kpu-sankaku.jp/

神戸女学院大学 https://www.kobe-c.ac.jp/kenkyusho/

神戸大学 http://www.office.kobe-u.ac.jp/opge-kyodo-sankaku/

国立循環器病研究センター http://www.ncvc.go.jp/education/diversity/

滋賀医科大学 http://danjokd.shiga-med.ac.jp/

滋賀大学 https://www.shiga-u.ac.jp/information/cooperation-planning/

奈良県立医科大学 http://www.naramed-u.ac.jp/~josei/index.html

奈良工業高等専門学校 https://diversity.nara-k.ac.jp/

奈良女子大学 http://gepo.nara-wu.ac.jp/ http://www.nara-wu.ac.jp/j-kaikaku/index.html http://www.nara-wu.ac.jp/core/index.html

奈良先端科学技術大学院大学 http://www.naist.jp/gender/

武庫川女子大学 http://mukogawa-gsankaku.jp/index.html https://www.mukogawa-u.ac.jp/~female_r/

兵庫県立大学 https://www.u-hyogo.ac.jp/danjo/

和歌山大学 http://www.wakayama-u.ac.jp/equal/

立命館大学 http://www.ritsumei.ac.jp/research/rsupport/

https://www.wlb.osaka-cu.ac.jp/
http://www.danjo.osaka-u.ac.jp/
http://genki.osakafu-u.ac.jp/
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https://www.sankaku.kit.ac.jp/
https://www.kyoto-su.ac.jp/about/torikumi/r_support/
http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/
https://www.kpu-m.ac.jp/j/miyakomodel/
http://kpu-sankaku.jp/
https://www.kobe-c.ac.jp/kenkyusho/
http://www.office.kobe-u.ac.jp/opge-kyodo-sankaku/
http://www.ncvc.go.jp/education/diversity/
http://danjokd.shiga-med.ac.jp/
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https://www.nara-k.ac.jp/danjo/con1.html
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http://www.nara-wu.ac.jp/j-kaikaku/index.html
http://www.nara-wu.ac.jp/core/index.html
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