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ダイバーシティ推進のための基本方針

富山大学多様な性的指向・性自認（SOGI）に関する基本指針

富山大学ダイバーシティ推進宣言
　富山大学は、地域と世界に向かって開かれた大学として、令和2年（2020年）4月、「ダイバーシティ推進セ

ンター」を設置しました。これまでの「富山大学男女共同参画宣言」とダイバーシティ推進のための基本方針

を踏まえ、SDGsの目標でもあるジェンダー平等をより一層推し進めます。さらに、性別、性的指向と性自認（略

称SOGI）、障がいの有無、年齢、文化、宗教、信条、国籍などの多様性を尊重し、それぞれが自らの能力を

発揮し、皆が生き生きと活躍できる教育・研究・職場環境づくりを進めることを宣言します。

すべての学生・教職員が、互いの違いを受け入れ、尊厳と個性を尊重し合いながら、学修・教育・研究・就業に
専念し活躍できるよう、意識の啓発に努めます。
多様な人材を積極的に雇用し、誰もが安心して安全に業務に従事できるよう、就業規則や就労環境の整備を
行います。
ダイバーシティ推進の視点に立った社会への貢献や、国内外の教育機関や社会との協調・連携を進めます。

「富山大学ダイバーシティ推進宣言」を策定・公表
　富山大学は、すべての大学構成員が活躍できる教育・研究・職場環境づくりを推進するため、令和2年8月に「富山大学

ダイバーシティ推進宣言」及び「ダイバーシティ推進のための基本方針」、令和2年11月に「富山大学多様な性的指向・性

自認（SOGI）に関する基本指針」を策定し公表いたしました。

　ダイバーシティ推進のため、今後ともご支援ご協力をお願い申し上げます。

1.

2.

3.

性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の多様性と権利を認め、偏見や差別（ハラス
メント）を無くし、すべての学生や教職員の尊厳が守られるように積極的な啓発活動や研修会等を実施する。
SOGIに関する個人情報の取扱いには十分に配慮し、本人が望まない第三者への暴露（アウティング）が起こ
らないようにする。
学生や教職員がSOGIに関わる不利益な扱いを受けることなく、安心して学修（教育・研究等）や就職活動、就
労（人事制度や福利厚生も含む）および相談ができるように、学内環境の整備・点検を行い、必要な措置や制
度を構築する。

1.

2.

3.

注） SOGI（読み方 ソジ）：Sexual Orientation and Gender Identityの頭字語
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「ダイバーシティ推進センター」を設置
　富山大学は、令和2年4月にダイバーシティ推進センターを設置いたしました。

　平成20年に男女共同参画推進室を開設し、男女共同参画を推進し就労環境を整備するため、教職員への様々な支援、また、女

性研究者への支援を展開してきました。

　この度、男女共同参画推進室を発展的に改め、すべての学生・教職員がそれぞれ自らの能力を発揮し、生き生きと活躍できる教

育・研究・職場環境づくりを進めるため、本学の男女共同参画及びダイバーシティをさらに推進してまいります。

　今後とも、ご支援ご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

ダイバーシティ推進委員会

高等教育機関ネットワーク

連　携

連　携

学部・部局・機構・事務局等

大学コンソーシアム富山
（産学官金ネットワーク会議）

自治体、企業等
●富山県総合政策局
  少子化対策・県民活躍課
●富山県民共生センター
●富山県医師会
●富山県看護協会
  神明・五福地域包括支援センター

HWRN:北陸地区における女性研究者
ネットワーク

全国ダイバーシティネットワーク組織
東海・北陸ブロック

大学附属病院 女性医師支援室

・担当理事
・ダイバーシティ推進センター長
・部局長（各学部長等）
・委員長が必要と認める者

事業の実施

●活動方針
●事業計画案等審議、承認
●現状分析、評価

●企画・立案
●センターの運営

ダイバーシティ推進センター

学　長

役員会

教育研究評議会

・ダイバーシティ推進センター長
・ダイバーシティ推進センター副センター長
・ダイバーシティ推進センター業務に従事する教職員

啓発
部門

環境
整備
部門

次世代
育成
部門

広報
部門

コーディネーター、事務補佐員
●事業の実施
●学内外との
  連絡調整

富山大学
ダイバーシティ
推進体制
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表彰式

富山大学学長賞

第4回「未知に挑む女性研究者賞」
表彰式 及び 受賞記念講演
　富山大学における女性研究者の優れた研究と高い将来性を称えるために
「未知に挑む女性研究者賞」の表彰式を開催しました。本賞は、人文・社会科
学、芸術ならびに自然科学の各分野において優れた研究成果を挙げ、将来的
に国内外で当該研究分野をけん引していく高いリーダーシップが期待される女
性研究者を顕彰することにより、女性研究者の研究意欲の向上、学術研究の
将来に資する人材育成等を目指すものです。
　第4回となる本年度は、厳正な審査の結果、女性研究者部門2名、女子学生部門1名、および奨励賞として女子学生部門から2
名が選ばれました。齋藤滋学長から5名に表彰状と副賞が授与され、続いて受賞記念講演を行いました。また、今回は齋藤学長
から特別に、激励賞が7名に授与され、更なる研鑽を期待するとのメッセージが送られました。

富山大学附属病院 産科婦人科
津田 さやか 先生

【受賞記念講演タイトル】
WoCBA（Women of Child-Bearing Age）自己免疫疾患患者の現状と課題

　この度は、未知に挑む女性研究者賞にお選び頂き有難く思っております。自己免疫性疾患合併妊娠の本邦における全国実
態調査を行いました。その結果を基に内科・産婦人科合同カンファレンス・妊娠前カウンセリング外来で患者様のサポートを行っ
ております。また、T細胞免疫に着目した基礎研究から、妊娠予後改善を目指す取り組みを行っております。本研究の遂行にあた
り、学内外の多くの先生方にご指導・ご協力を賜りました。この場を借りて御礼申し上げます。今後もさらなる研究の発展と患者様
へのよりよい医療の提供に励んで参ります。

女性
研究者
部門

富山大学 工学部 研究員
張 培培 さん

【受賞記念講演タイトル】
二酸化炭素、合成ガスの触媒化学転換

　この度は「未知に挑む女性研究者賞」を賜り大変光栄に存じます。齋藤滋学長、ならびに関係者の皆さま、これまでご指導いた
だいた学術研究部椿範立教授に心から御礼申し上げます。JST未来事業「二酸化炭素からの新しいGas-To-Liquid 触媒技術」
の博士研究員として、二酸化炭素を水素と反応させて、軽油、ガソリン、アルコール、オレフィンなどのエネルギー製品および化学
品を製造するための触媒および反応プロセスの開発研究を行っています。我々が世界で初めて成功した二酸化炭素からのパ
ラキシレン（PX、ポリエステル樹脂やPETボトルの主要原料）の直接合成は、2020年7月にNEDOの低炭素技術実用化事業に
採択され、第一期目として2023年度までに合成条件の最適化を行い、更に二期目の2028年までに合成工場を建設し、商業化
することを目指しています。今回の受賞を励みとし、これまで以上の成果を目指し、真摯な態度で研究に取り組みたいと思います。

女性
研究者
部門

富山大学 医学薬学教育部
生命・臨床医学専攻
博士課程４年　李 孟玲 さん

【受賞記念講演タイトル】
Melatonin sensitises shikonin-induced cancer cell death mediated
by oxidative stress via inhibition of the SIRT3/SOD2-AKT pathway

　この度は、富山大学学長賞「未知に挑む女性研究者賞」を頂きまして、身に余る光栄に存じます。齋藤滋学長、ならびに関係
者の皆様、これまでご指導いただいた稲寺秀邦教授と崔正国助教に心から感謝申し上げます。私はこれまで環境汚染が生体
に及ぼす影響についてがんを中心に研究しておりました。がんは世界で2番目の死因になっており、発がん性環境汚染化学物質
の詳細な分子機構の解明、それに基づくがん予防治療法の確立は非常に重要な課題になっております。最近は、より効果的か
つ安全ながん治療法の開発を目指して、天然植物エキスや低毒性の生理活性物質によるがん治療増感に関する研究にも参
画しております。留学の経験を生かし、さらに研究に頑張ることで母国の発展と日中友好のため貢献したいです。

女子
学生
部門

富山大学 芸術文化学研究科
修士課程２年　池田 愛花里 さん
　この度は「未知に挑む女性研究者賞」奨励賞
を賜り、大変光栄に存じます。これまでご指導いた
だいた先生方に心から感謝申し上げます。私は
腐敗したものを題材に油彩作品を制作していま
す。腐るものの儚さや無力感を描きながら内面世
界を絵画で表現することを目指しています。この
受賞を励みに、より良い作品が描けるよう一層精
進して参りたいと思います。

女子
学生
部門

富山大学 医学薬学教育部 薬科学専攻
博士後期課程３年　石田 紀穂 さん
　この度は「未知に挑む女性研究者賞」奨励賞
を賜り大変光栄に存じます。齋藤滋学長ならびに
関係者の皆さま、これまでご指導いただいた生体
防御学領域早川芳弘教授に心から感謝申し上
げます。また、支援して頂きました公益財団法人
尚志社の皆様にも御礼申し上げます。今回の受
賞を励みに、今後も精進して参ります。

女子
学生
部門

奨 　励 　賞

表彰楯



4

　令和2年12月2日、「ダイバーシティ・シンポジウムPart1～ともに拓き、ともに

挑む、女性研究者の未来～」をオンライン形式で開催しました。

　第1部は「理工系研究者カップルの現状と、理想の研究環境」をテーマに

北陸の高等教育機関から3組の理工系研究者カップルを招聘し、講演と

パネルディスカッションを行いました。理工系分野における女性研究者比

率は全国的にも低水準で推移しており、比率向上に向けて企画したもの

です。1組目は富山大学講師の朴銀鏡氏と准教授の柿﨑充氏、2組目は富

山高等専門学校講師の迫野奈緒美氏と富山大学准教授の迫野昌文氏、

最後に金沢大学助教の西脇ゆり氏と教授の秋根茂久氏から、パートナーや

職場の理解を得ながら家庭生活とキャリア形成を充実させるための様々な

工夫や心構えについてお話いただきました。

　性別や世代を問わず高い関心が寄せられ、アンケートでも「パートナーとの信頼関係が大切」「育児における女性の立場

について、共感できることがたくさんあった」等の記載があり、登壇者の貴重な体験談を身近に感じ、ワーク・ライフ・バランス

について理解を深める機会となりました。

　また、第2部は富山大学学長賞第4回「未知に挑む女性研究者賞」の表彰式を行いました（3ページ参照）。

事業
報告

■ 日　時：令和2年12月2日（水） 13：30～15：45
■ 会　場：富山大学 オンライン配信
■ 参加者：69名

ダイバーシティ・シンポジウム Part1
～ともに拓き、ともに挑む、女性研究者の未来～

全国ダイバーシティネットワーク組織（OPENeD）
　　　　　　東海・北陸ブロックによる特別企画セミナーの助成
　富山大学は全国ダイバーシティネットワーク組織（OPENeD）※東海・北陸ブロックに参画しており、ダイバーシティ・シンポ

ジウムPart1第1部は本学の課題である理工系分野における女性研究者の活躍促進について、東海・北陸ブロックから特

別企画セミナーとして開催助成及び協賛を得ました。

　男女共同参画社会や多様な個性・能力が尊重されるインクルーシブな社会の実現のために、文部科学省と連携して、大
学や研究機関、企業等における女性研究者の育成や研究環境・研究力の向上を目指す諸機関をつなぎ、国内外の取組動
向や参考事例（グッドプラクティス）を収集・公開し、全国的な普及・展開を図る組織（OPENeDホームページより）。
URL：https://www.opened.network

パネルディスカッション

※全国ダイバーシティネットワーク組織（OPENeD）
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事業
報告

外部評価講評：金沢大学 学長補佐（男女共同参画推進担当）
長谷部徳子 氏

話題提供１：身体的障害・発達障害
富山大学 保健管理センター 准教授 西村優紀美 先生

話題提供２：性的マイノリティ
富山大学 学術研究部人文科学系 准教授 林夏生 先生

話題提供３：異文化コミュニケーション
富山大学 学術研究部教育学系 准教授 池田丈佑 先生

■ 日　時：令和2年12月7日（月） 13：30～15：30
■ 会　場：富山大学五福キャンパス 黒田講堂ホール
　　　　 （オンライン配信あり）
■ 参加者：82名

ダイバーシティ・シンポジウム Part2
～すべての人が、生き生きと活躍できる社会に～

　令和2年12月7日に、女性研究者支援の取組や社会の多様性について

考えることを目的としたシンポジウム「ダイバーシティ・シンポジウムPart2～す

べての人が、生き生きと活躍できる社会に～」を、五福キャンパス黒田講堂

ホールでの会場開催とライブ配信の併用により実施しました。

　第1部では、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）」に採択された本学の6年間にわた

る女性研究者支援事業を検証しました。国立研究開発法人 科学技術振

興機構の山村康子プログラム主管による特別講演では、研究環境整備や

上位職登用についての様々な施策や課題、好事例などが紹介され、継続

的な取組が必要であるとのことでした。続いて本学ダイバーシティ推進セン

ターから、本事業の特色である「国際型女性研究者育成プログラム」にお

けるこれまでの活動や成果を報告し、金沢大学学長補佐の長谷部徳子氏

からの外部評価講評で締めくくりました。

　第2部は「これからの社会の多様性について考える」と題し、1．身体的障

害・発達障害、2．性的マイノリティ、3．異文化コミュニケーションについて本学

の3名の教員（西村優紀美准教授、林夏生准教授、池田丈佑准教授）によ

る専門的見地からの話題提供を行いました。参加者から活発に質問があ

がり、「話題提供のテーマが幅広く、勉強になった」「もっとお話が聞きたかっ

た」などの声が聞かれました。ライブ配信では市民や学生の参加も多く、

様々な多様性について焦点をあてたシンポジウムは、北陸初の試みとして高

い関心が寄せられました。
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Smart Café Premium in 理学部
■ 日　時：令和2年9月18日（金） 13：00～14：30
■ 会　場：五福キャンパス 理学部 小会議室
■ 参加者：7名

Smart Café Premium in 高岡キャンパス
■ 日　時：令和2年9月30日（水） 15：00～16：00
■ 会　場：高岡キャンパス 大会議室
■ 参加者：9名

Smart Café Premium in 経済学部
■ 日　時：令和2年10月20日（火） 13：00～14：30
■ 会　場：五福キャンパス 経済学部 小会議室
■ 参加者：8名

Smart Café Premium in 薬学部・和漢研
■ 日　時：令和2年11月5日（木） 10：30～12：00
■ 会　場：杉谷キャンパス 薬学部研究棟2　7階セミナー室8
■ 参加者：15名

Smart Café Premium in 人文学部
■ 日　時：令和2年11月18日（水） 16：00～17：00
■ 会　場：Zoomによるオンライン会議
■ 参加者：11名

Smart Café Premium in 教養教育院
■ 日　時：令和2年11月20日（金） 14：00～15：00
■ 会　場：Zoomによるオンライン会議
■ 参加者：6名

Smart Café Premium in 人間発達科学部

■ 日　時：令和2年11月18日（水）～12月31日（木）
■ 会　場：Google Formによるアンケート方式

　ダイバーシティ研究環境実現イニシア

ティブ（特色型）事業の最終年度となる

本年度は、改めて各部局の代表と女性

研究者らが研究環境の現状や今後必

要な取組みについて話し合い、双方の気

づきを促し、意識改革を図ることを目的と

して「Smart Café Premium（スマート

カフェ プレミアム）」と題する部局ミーティン

グを開催しました。コロナ禍において、対

面、オンラインや事前ヒアリング、プレゼンテーション、アンケートなど部局ごと

に工夫を凝らした内容で実施しました。

　これまでは、ライフイベントと研究の両立にまつわる問題等について職場

でオープンに話し合える機会は少なかったため、立場を超えた多角的な意

見が数多く寄せられた貴重な機会となりました。会議時間の短縮やリモート

ワークの推進など、柔軟な働き方が男女を問わず研究環境と家庭生活をよ

り良いものにすると考えられます。また、職場全体の意識改革を継続すること

が強く求められる結果となりました。

PremiumPremium

Smart
Café

育児休業・介護休業制度を取得しやすい職場環境をつくる
育児休業・介護休業中の経済的支援を充実する

保育支援制度を充実する
事業所内（学内）保育施設の充実

テレワークなど、柔軟な勤務制度を導入する
周囲や上層部の意識を変える取組み

メンター制度の導入や相談窓口の充実
ネットワークづくり

学内外支援制度の情報提供
その他

どのような取組みが必要だと思いますか? （回答者48名、複数回答）

0 5 10 15 20 25 30

各部局代表と女性研究者による
部局ミーティング（教員対象）
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　薬学・和漢系の若手研究
者2名、助教の久保山友晴
先生（神経機能学分野）と周
越先生（がん細胞生物学研
究室）を講師にお招きし、それ
ぞれニューヨークでの研究留
学や上海での勤務経験をお
話いただきました。外国での
生活や日本との違いを知るこ
とができ、座談会では熱心に
質問する姿が見られました。

Smart Café Smart Caféは、第一線で活躍する富山大学の各部局の研究者から、
研究者を志すきっかけや仕事と家庭の両立、海外留学、
ライフスタイルなどのお話を伺っています。

■ 日　時：令和2年1月7日（火） 17：15～18：45
■ 会　場：杉谷キャンパス 薬学部研究棟2 
　　　　  7階 セミナー室8
■ 対象者：学生（学部生・大学院生）、大学関係者等
■ 参加者：36名

Smart Café in 薬学部・和漢研
■ 日　時：令和2年2月17日（月） 18：00～19：00
■ 会　場：杉谷キャンパス 附属病院２階 臨床講義室Ⅰ
■ 対象者：学生（学部生・大学院生）、医師（研修医含む）、 大学関係者等
■ 参加者：61名

　「Smart café in 医学部」は、本学附
属病院女性医師支援室、富山県医師
会、日本医師会、富山大学医師会と共
催し、女性医師のキャリア形成・継続の
支援を目的として、第一線で活躍する女
性医師からお話を伺っています。今回は
整形外科をテーマに、広島大学准教授
の中島祐子氏をお招きし、ご自身のキャ
リア形成の道のりやキャリアアップに必
要なことなどをお話いただきました。ペア
トークは本学整形外科教授の川口善治
先生と富山赤十字病院の近藤美穂先
生にお話いただきました。

Smart Café in 医学部 ～キャリアアップ座談会～

　令和2年度の「Smart café in 医学系」は、新型コロナウイルス
の感染防止に配慮し、会場での開催の他、Zoomによるライブ配信
も実施しました。ライブ配信は、様々な事情で会場に来ることができ
ない方にも視聴機会を提供することができるため、多くの申込があり
ました。
　今回は産科婦人科をテーマとし、富山市内の女性クリニック
「We！TOYAMA」院長の若杉聡美氏をお招きして、女性のライフサイクルとキャリア形成についてお
話いただきました。また、本学産科婦人科教授の中島彰俊先生と附属病院診療助手の田中智子先
生による「先輩医師から見る臨床の楽しさ、研究のおもしろさ」と題してペアトークを行いました。今後
のキャリアを模索する参加者にとって、大変有意義な機会となりました。

■ 日　時：令和2年10月21日（水） 14：00～16：00
■ 会　場：五福キャンパス 電気棟２階ゼミ室
■ 参加者：7名

　電気棟2階ゼミ室にて、Smart Café 電電女子座談会が開かれ、
7名が参加しました。本女子会は学部一年生と上級生が繋がりを
持ち、情報交換の場を設けることで、コロナ禍において新しい環境
に慣れることが難しい新入生らが過ごしやすい環境のサポートや不
安解消に役立つことを目的として開催されました。大学に慣れるまで
のこと、勉強のこと、趣味のこと、就職のこと、話題は途切れることな
く、とても有意義な会となりました。

Smart Café in 工学部 ～電電女子座談会～

■ 日　時：令和2年11月4日（水） 18：00～19：00
■ 会　場：杉谷キャンパス 附属病院２階 臨床講義室Ⅰ
■ 対象者：学生（学部生・大学院生）、医師（研修医含む）、 
　　　　  大学関係者等
■ 参加者：97名

Smart Café in 医学系 ～キャリアアップ座談会～
　「Smart café in 都市デザイン
学部」を開催しました。

■ 日　時：
令和2年12月4日（金）
12：10～12：50
■ 会　場：
五福キャンパス 工学系総合
教育研究棟１階クリエーション
スペース
■ 対　象：
学生（学部生・大学院生）、
大学関係者等
■ 参加者：7名

Smart Café in
　  都市デザイン学部

ロールモデルによる
部局ミーティング（学生対象）



8

令和２年度学内公募・採択結果について
　国際的視野に富む女性研究者の育成や、出産・子

育て・介護などのライフイベント中の研究者の支援を目

的として学内公募を行いました。

　採択結果は以下のとおりです。

　本年度は、新型コロナウィルスの影響により例年募集していた短期留学

助成を中止しました。また、女性研究者による国際シンポジウム企画・開催助

成や学会発表時の休日保育料補助も公募したものの、国内外の移動を伴う

業務の減少に伴い支援の希望が無かったため、上記の成果公開費助成及

び研究サポーター制度の2つの支援を実施しました。

（1）女性研究者による成果公開費助成：採択4件※

（2）研究サポーター制度：採択8件
　　①ライフイベント中の女性研究者への研究サポーター制度：1件※

　　②研究サポーター制度：7件（男性研究者対象）
※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）」にかかる公募

事業
報告

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）事業にかかる
外部評価及び自己点検評価について

評価結果（抜粋）
外部評価

総合評価

A
目標達成度

a
取　組

a
取組の成果

a
実施体制

s
今後の進め方

a

自己点検評価

総合評価

A
目標達成度

a
取　組

a
取組の成果

a
実施体制

s
今後の進め方

a

（参考）中間評価

総合評価

A
目標達成度

b
取　組

s
取組の成果

a
実施体制

a
今後の進め方

a

　平成27年度に採択された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）」

の最終事業年度にあたるため、外部評価及び自己点検評価を実施しました。

　評価結果は、外部評価及び自己点検評価ともに総合評価A（初期の計画と同等の取組が行われている）でした。目標達成度、取

組、取組の成果、今後の進め方はそれぞれa評価、実施体制はs評価を得ました。

　いただいた評価コメントを真摯に受け止め、今後も大学の活性化、研究者の環境整備にかかる事業に積極的に取り組んでまいり

ます。

　今後ともご支援ご助力をいただきますようお願い申し上げます。
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教員の女性限定及び
　　　　　  女性優先公募について
　令和元年度より、女性教員の割合が相当程度

少ない現状を積極的に改善するための措置として

女性に限定した、または女性を優先する教員公募

を実施しています。

　現在までに、女性限定公募による採用が4名、

女性優先公募による採用が1名ありました。ジェン

ダー平等に向けた世界的な潮流の中、女性教員

数が少ない状況を改善するため、今後も女性限

定・女性優先公募を実施します。

介護図書フェア
　ダイバーシティ推進センターでは、本学教職員のライフイベントへの支援のため、介護

や福祉、病気に関する書籍を取り揃えており、中央図書館と医薬学図書館にて書籍の

貸出を実施しました。

■ 期　間：令和2年10月28日（水）～令和2年12月9日（水）
■ 場　所：五福キャンパス 中央図書館　

■ 期　間：令和2年12月10日（木）～令和3年2月3日（水）
■ 場　所：杉谷キャンパス 医薬学図書館

　学長裁量経費による教育研究活性化等支

援として、若手研究者及び女性研究者のため

の支援経費が措置され（1件あたり上限500

千円）、11名が教育研究の充実及びスタート

アップ等に必要な経費の

支援を受けました。なお、

11名のうち女性研究者

は6名です。

若手・女性研究者支援に
ついて（学長裁量経費）

■ 実施日：令和3年1月16日（土）、17日（日）

大学入学共通テスト時の
保育支援を実施
　ベビーシッター・休日保育

利用料補助制度の一環とし

て、大学入学共通テスト業

務に従事した本学の教職員

を対象に保育料の補助を行

いました。今年は4名の教職

員が利用しました。

富山大学教職員対象
　   ワーク・ライフ・バランスアンケート
　本学の教育・研究・職場環境整備の改善や、ダイバーシティを推進す

ること目的として、ワーク・ライフ・バランスアンケート調査を実施しました。

　これまでも女性研究者支援事業の一環として、平成22年度に「女性

研究者支援モデル育成」事業においてワーク・ライフ・バランスの意識調

査を実施、平成28年度にも「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティ

ブ（特色型）」事業で2度目のワーク・ライフ・バランスアンケート調査を行

いました。この度のアンケート調査は3度目となります。

　本調査結果から、教職員の働き方の多様性を尊重した支援等を通

じて、本学のダイバーシティ及び男女共同参画の実現に貢献して参り

ます。詳細は、ダイバーシティ推進センターのウェブサイト上にてご確認

ください。
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富山大学介護相談体制
■ 対　　象：本学に在籍する教職員・学生
■ 相談方法：ダイバーシティ推進センターへの事前申し込みに
　　　　　  より受付を行い、神明・五福地域包括支援センター
　　　　　  が相談を受ける。
　　　　　　①神明・五福地域包括支援センターでの相談
　　　　　　②本学での相談　
　　　　　　③本学を会場とする出張個別相談会
　　　　　　　（介護セミナー等と同日開催）
■ 相談時間：9：00～17：00　　■ 相談料：無料

介護相談実施中
　ダイバーシティ推進センターでは、富山市にあ

る地域包括支援センターの協力のもと、随時介

護相談を受け付けています。相談方法は下記

のとおりです。本学教職員・学生は、介護を受け

るご家族がどこにお住まいでも相談できます。必

要に応じて、介護を受けるご家族がお住まいの

地域包括支援センターにお繋ぎすることができ

ます。遠距離介護や、どのタイミングで介護認定

を受ければよいのかなど、介護にまつわる様々

な悩みに経験豊富なケアマネージャーが対応し

ます。どうぞお気軽にご相談ください。

お 知 ら せ

介護相談希望者（本学教員・職員・学生）

ダイバーシティ推進センター

①相談申込
　（様式1）

②依頼・日程
　調整

④相談日時
　通知

③相談日時
　決定

⑥報告書提出
　（様式2）

⑦報告書提出
　（様式3）

⑤相談

神明・五福地域包括支援センター

介
護
相
談
流
れ
図

富山大学における 出産・育児・介護支援制度一覧
●令和3年1月現在。国立大学法人富山大学規則集に基づき作成。　●詳細については、必ず規則を確認の上、所属部局の事務担当者にご確認ください。
●職員からの請求により制度が利用できます。

ここで述べる子とは「小学校就学の始期に達するまでの子（実子、養子、職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子、養子縁組里親である職員に委託されている子及び
当該職員を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該職員を養育里親として委託された子）」をいう。

*1：診療助手、医員、大学院医員、臨床研修医は契約職員と同様の扱い
*2：医員及び大学院医員のうち、週4勤務の者はパート職員と同様の扱い
*3：多胎妊娠の場合は14週 
*4：期間を定めて雇用される職員は下記のいずれにも該当する場合、制度の利用が可能
　　①引き続き雇用された期間が1年以上であること
　　②子が１歳６か月に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
*5：休みの分は、給与から減額

*6：パートは時間外・休日・労働時間の制限・免除のみ
*7：産前の早出遅出労働については、「妊産婦への業務免除・業務軽減」の場合と同様の対応
*8：期間を定めて雇用される職員は下記のいずれにも該当する場合、制度の利用が可能
　　①引き続き雇用された期間が1年以上であること
　　②介護休業開始予定日から93日を経過する日（93日経過日）を超えて引き続き
　　　雇用されることが見込まれること  

・リフレッシュ休暇　
・公民権休暇
・裁判員等出頭休暇　　　　
・忌引き休暇　・災害休暇 等

男女のための 女性のための 男性のための

介護休業
介護部分休業
介護休暇
時間外・休日・深夜労働の制限又は免除
早出遅出労働

結婚休暇

産前休暇
（産前8週）

産後休暇
（産後8週）

配偶者の
出産休暇

配偶者の育児休暇（産前6週　  ～産後8週）

男性の育児休業

女性の育児休業

妊産婦への業務免除・業務軽減
通勤緩和・休憩・保健指導・健康検査

結婚
妊娠
出産
育児

雇用形態
常勤 契約 パート 常勤 契約・パート

給与 結婚等 妊娠が
発覚した時 出産 産後 子1歳 子2歳 子3歳

育児部分休業
育児短時間勤務
時間外・休日・深夜労働時間の制限
時間外・休日・深夜労働時間の免除
早出遅出労働

保育休暇
子の看護休暇

参考
国立大学法人
富山大学規則集
（学外版）
http://www3.u-toyama.ac.jp/
　　　 soumu/kisoku/index.htm

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

●

●
●
-
-
●
●
-
●
●
●
●
●

-

●

●
●
-
-
●
●
-
●
●
●
●
●

有

有

有
無
有
有
無
有
有
-
-
-
有
有

-

無

無
無
-
-
無
有
-
-
-
-
無
有

*6

*6

*4*4

*4

*4

*4

*1

*4 *4

*3

*3

*2

*5

*5

*5

*7

介護

雇用形態
常勤 契約 パート 常勤 契約・パート

給与

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

無
有
有
-
-

無
有
有
-
-

*8 *8

*6

*5 *5
その他の特別休暇

産後
（8週）

産前
（8週）

小学校
就学前

小学校
入学
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男女共同参画
　　  チーフ・オフィサーの委嘱
　令和2年6月に富山県から、神川康子ダイバーシティ推進

センター長が「男女共同参画チーフ・オフィサー」に委嘱され

ました。「男女共同参画チーフ・オフィサー」は、事業所内の

男女共同参画を推進する役割があり、富山大学は平成25年

に男女共同参画推進事業所※に認定されて以来、継続して

認定されています。

（※男女共同参画チーフ・オフィサーを置き、職場における男

女共同参画を推進している県内事業所）

煌めく女性リーダー塾
　　　　 第8期に参加しました
　富山県が主催する「煌めく女性リーダー塾」は、県内企業

における女性の活躍を一層推進するため、リーダーをめざす

女性社員の相互交流と自己研鑽を図るために企画・開講さ

れました。

　今年度は第8期生として、理工系事務部理工系学務課主

任の関口真美さんを推薦しました。塾生の皆さんは8月から

11月にかけて講演会や研修に参加しました。今後のさらなる

活躍が期待されます。

　当推進センターでは、本学の学生が現在の社会状況を踏まえ、共に働きやすい社会を形成して
いくために、将来のキャリア形成やライフプラン、男女共同参画等を学ぶための講演会「出前講
座」を富山県、富山市との連携事業として例年実施しています。

未来を描くライフデザイン応援出前講座
■ 日　時：令和2年11月18日（水） 13：00～14：30
■ 会　場：五福キャンパス 経済学部棟201教室　
■ 参加者：約60名
■ テーマ：「未来を描くライフデザインを考えよう!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～これが私の歩む道～」
■ 講　師：小崎 恭弘 氏
　　　　  （NPO法人ファザーリングジャパン 顧問大阪教育大学 准教授）

富山県少子化対策・県民活躍課

男女共同参画サテライト講座
■ 日　時：令和2年12月21日（月） 10：30～12：00
■ 会　場：五福キャンパス 共通教育棟2階 C22
■ 参加者：約140名
■ テーマ：「女性活躍推進時代のキャリア・デザイン」
■ 講　師：山田 理子 氏 （一般財団法人女性労働協会）

富山市男女共同参画推進センター

煌めく女性リーダー出前講座
■ 日　時：令和2年12月18日（金） 16：30～18：00
■ 会　場：五福キャンパス 人間発達科学部第1棟4階141講義室　
■ 参加者：約45名
■ 講　師：平島 亜由美 氏
　　　　　（北日本放送株式会社 報道制作局 報道制作部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アナウンス担当））
　　　　　佐藤 美雪 氏（アルビス株式会社人事部 人事課 課長）
　　　　　中西 真紀子 氏（若鶴酒造株式会社 戦略企画課 課長代理）

富山県少子化対策・県民活躍課

出前講座
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　男女共同参画推進室がダイバーシティ推進センターへと発展的に改組されて全学的な
組織として位置付けられてから、第１号となるニュースレターです。ジェンダー平等に加え
て、さらなるダイバーシティ推進のための今後の取り組みに向けて、皆様からのご意見・ご
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

編
集
後
記

小野 直子　若山 育代　片桐 達雄　長谷川 英之　小田 夕香理　高野 直子
竹岡 美樹　甲斐田 直　浦上 忍
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センター長 ご挨拶

　平成20年（2008年）7月に新設された「男女共同参画推進室」が12年間の

実績を経て令和2年（2020年）4月1日に「ダイバーシティ推進センター」として

発展的に改組されました。これまでのジェンダー平等に加えて、多様な性的指

向と性自認（略称SOGI）や文化、宗教、信条、国籍、年齢、障害等の多様な生

き方を認め合い尊重しあって、誰もが生き生きと活躍できる教育・研究・職場環

境を創造することが目標となりました。

　「男女共同参画推進室」初代室長は小松美英子先生、その精神が永山くに子先生、市田蕗子先生、宮内

伸子先生へと引き継がれ、令和2年6月1日よりそのバトンを私が受け取りました。皆様の意志を引き継ぎ、平成27

年に採択された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）」の最終報告書作成にも取り組ませて頂きました。採択時に期待を込めて打ち出したKP I（Key 

Performance Indicator）と国際型女性研究者育成を目指した経緯や今後取り組むべき課題についても記し、

研究者、学生、教職員の働き・学び甲斐のある環境創りに資することができれば幸いです。

　富山大学のこの取り組みは全国的に見ても新しい試みで、国際型女性研究者育成プログラムを導入し、国

際的な視野と卓越した実力を持ち、プロフェッショナルな意識が醸成され、次世代への影響力を持つ女性研究

者が育つための環境整備を目指しました。具体的には「意識を変える」「組織を変える」「環境を変える」とした3

つのプロジェクトを立ち上げ、多様な取り組み（事業活動報告書（中間報告）参照）を実行し、高い評価を得てい

ます。その結果、平成17年の3大学統合時は128名であった女性教員が、採択時の27年は155名、令和2年に

は167名（19.9％）となり、総教員数減少の中でも女性教員は順調に増えてきました。当初設定のKPI女性教員

の割合25％への道のりは厳しいものの、意識、組織、環境を整えるために多様な取り組みを重ね、地道に成果を

上げてまいりました。

　国の方でも2020年末に男女共同参画基本計画の第5次計画（2021～2025年度）が閣議決定され、男女が

対等に活躍できる社会づくりに向けた施策が打ち出されていますが、なかなか進まない理由（今後の課題）を

「社会全体の固定的な性別役割分担意識の存在」と総括しています。富山大学では意識改革のための具体

的かつ科学的根拠に基づいたポジティブアクションが打ち出されてはいるものの、運営費獲得や人員配置、そし

て継続性維持と幅広い周知には苦慮しているのが現実です。これからは人材育成、働き方改革、そして組織の

健康経営が実現できるところに優秀な人材が育ち、成果が見えてくると確信します。

　幸い本学が2020年4月よりダイバーシティ推進センターとなり、全部局の学部長や多くの協力教員の方々の力

強い協力も頂けるようになり、意識、環境、組織の変革は確実に進み、高い数値目標も国の目標達成よりも早くな

ることを期待します。

　私は期間限定のお手伝いでしたが、12月開催の2件のシンポジウムを良い思い出に、報告書完成を見届けて

任務終了となります。短期間でしたが、お世話になり感謝申し上げます。

富山大学ダイバーシティ推進センター長　神川康子

Center for Diversity and Inclusion
University of Toyama 


