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男性
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無回答
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＜２５

２６－３０

３１－３５

３６－４０

４１－４５

４６－５０

５１－５５

５６－６０

６１＜

無回答
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常勤 短時間勤務有期雇用 派遣

0 10 20 30 40 50 60

事務系

技術系

理学系研究科男女共同参画アンケート集計結果（職員対象） 

平成 21 年 1 月実施、1月 28 日回収 有効回答数 55 

 

A) 身分等 

1) 性別： 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 年齢： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 職種： 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 雇用形態： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 10 20 30 40 50 60

女性が圧倒的に多い
女性がやや多い
男女同程度
男性がやや多い
男性が圧倒的に多い

0 10 20 30 40 50 60

現在のままで良い
もっと女性を増やすべきである
もっと男性を増やすべきである
男女比を問題にする必要はない
無回答

B) 現在の職場環境：ご自身の 小単位の所属（例：中央事務ならチームまたは係、専

攻・センター事務ならそれそのもの、研究室付きの場合は研究室単位）を念頭にお答え

下さい。 

1)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 所属先の男女比について、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 現在の職場環境において、男女比がアンバランスであることによって問題が生じて

いればご指摘下さい。 

 

・特に問題は無し 

・所属チームは非常に少人数であるため、男女の比による問題は生じていないと感じている。 

・何も問題が無い。 

・力仕事があるので逆に女性では大変なのではないかと思う。 

・トイレ、休憩室、緊急シャワー、等の女性専用の施設が足りない。職務自体は、技術・技能・

体力を伴うので基本的に女性はむかない部分がある。（出来ないと否定しているわけではない。）

優秀な女子では、現在いる若いスタッフをも凌駕する能力がある人物を知っているが、この職場

には賃金等が悪い為に来ない。 

・我が校外部局の教員総数は 19 名ですが技術職員１名のほかは女性常勤教員がおりません。問

題点を敢えて挙げるならば、女性教員ならではの視点から必要な環境整備への発言が無い事によ

って、今後のプロジェクトの遂行に支障が生じるのでは？と危惧感があることでしょうか。（他

国に研究場所を設置した場合の出張先での女性ならではの不自由を男性職員には気づいてもら

えず、派遣された女性臨時研究員などが不自由するのではないかと思われます。）今現在不自由



0 10 20 30 40 50 60

必要とあらば遠慮なく取れる（と思う）
申請すれば取れるが遠慮がちである
申請には困難を伴う
まったく望めない
無回答

は感じておりません。 

・今までの経験上、女性職員は同性に対して、仲良しとそうでない者に対する対応等があからさ

まに違う傾向が強いと感じている。これは、仕事をする上で大きな支障となることであるため、

男性より女性が多い職場であると、それだけ仕事へのダメージは大きいものとなる。 

・男性がいれば助かるなと思う仕事があります。女性でも、出来なくはない(実際にやっていま

す)のですが、高所の電球の取り換えなどもあるので、一人でもいていただけると助かります。 

・特にありません 

・現在のチームは、男女比の偏りだけでなく、未婚（若年層とは限らない）もしくは既婚だが子

どものいない女性の比率が圧倒的に高い状況です。 

これは、妊娠・出産・育児を近々に考える職員（男女問わず）にとって、非常に理解が得られに

くい環境です。 

特に未婚女性の場合、既婚女性の家庭と仕事の両立について、悪意はないものの理解が非常に不

足しており、残業が当たり前の感覚になっていること、妊娠経験もないため、妊婦への配慮も欠

落しています。これは場合によっては男性優位の職場よりも問題が深刻です。 

・男女比のアンバランスでは特にありませんが、常勤職員と短時間勤務有期雇用職員の待遇の差

がありすぎる。 

常勤職員は育児休業・介護休業は取れるが、短時間勤務有期雇用職員が大半なのでその人たちに

は全く望めない。 

・女性固有の休暇に対応するのもまた女性であることから、遠慮や気遣いで、当人が心おきなく

休暇を取れているか疑問である。 

・男性が少ないと力仕事や施設関係（簡単な修理・蛍光灯の交換）等は全て対応しなくてはなら

ないため、繁忙期には担当業務に支障が少なからず出てしまう。 

・男女比のアンバランスで問題が生じることはないと思う。 

・今の職場ではないが係や専攻によっては余りにも偏りがあるので、雰囲気が男女がいがみあっ

てるようにとれるところもあった。 

・コミュニケーションが取りずらい。話題にこまる。仕事や設備などが男性仕様になる。セクハ

ラ。 

 

4) 育児休業・介護休業について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 10 20 30 40 50 60

存在も活動内容も知っている

存在は知っているが活動内容は知らない

存在も知らなかった

0 10 20 30 40 50 60

積極的に活動したい

最低限の義務は果たす

なるべくかかわらないようにしたい

C) 男女共同参画委員会について 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) もしご自身が委員に選ばれたら、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 前問の回答に対する理由を述べて下さい。 

 

【積極的に活動したい】 

・建物・設備等について、問題点があれば改善していきたい。 

・理学系での男女共同参画を推進することで、男女双方に取り、共に働きやすい職場が実現出来

ると考えているため。 

・発言していかなければ変わることはないと思う。 

・男女共同参画は、研究者のことを取り上げることはあるが、事務についてはあまり取り上げら

れているように見受けられない。 

・現在、事務関係以外、圧倒的に男性が多い環境であり、改善が必要と思っているため。 

・自分も子育てと仕事の両立で苦しんだので。 

 

【 低限の義務は果たす】 

・家庭もあり時間の確保が難しい。 

・現在抱えている業務（の種類）が多く、これ以上業務を抱えた場合に、現在自分の持つ能力で

は、携わっている業務の質を維持することが困難になると予想されるため、積極的に関わること

は難しいと思われる。 

・どれだけ時間を割くのかわからないので、現時点での判断では上記の回答となる 

・問題が生じるなら解決したいという立場。問題が生じる前には動かないし、動けないと思う。 

・家庭の事情で、今現在は時間がとれないため。来年になれば事情が変わるので、ある程度参加



できると思う。 

・育児のため残業はできないので、通常業務とあわせて勤務時間内でできる程度の活動しかでき

ないため。 

・活動内容を完全に把握していないので、もし委員になっても 低限度のことしか貢献できない

であろう 

・東大職務が、公務であった時期に職員を削減され法人化の時点でも見直されなかった為、現場

の技術職員が半分以下の人数になり現状を維持するのに手一杯なため。 

・活動内容自体がよく理解できていませんので、これ以上の回答しかできません。 

・立場的に、発言をしにくい。 

・女性だからという理由で働きづらい環境だと感じたことはないから 

・時間的に余裕がないため。 

・配偶者の就業支援、育児など、家庭での役割が重要と考えるため、そちらを優先したい 

・現在は無理ですが、自分自身の健康状態が調えば積極的に活動します。 

・時間雇用のため、職場環境改善に割ける時間が常勤に比して相対的に少ない。 

・自分に何が出来るかわからないからです。 

・委員に選ばれればその活動も業務のうちに入ることは当然であるが、やはり本来の業務が 重

要とされるべきであるため。 

・短期雇用職員であるため時間的に無理である 

・現状では活動内容の詳細が見えないため、積極的とかいう回答は適切は思えないから。 

・積極的に活動するような職位にないから。 

・後数年で退職するような年齢に達している自分より、これから結婚、出産、育児をしていくよ

うな年齢の人達の方が良いのではないかと思うから。 

・研究室付で働いているため、全体の仕事に関しては、 低限しかできないと思う。 

・委員になってみないとわからない。 

・義務だと思うからです。 

・選ばれたのなら仕方ないので、やるだけのことはやります。 

・短時間有期雇用職員が男女共同参画委員会に参加できるかどうか不明なため。 

・事務職員である自分がこの委員会で主体的に活動するというイメージがわきにくい 

・委員会ががんばって活動したとしても、結局は、それが人事に反映できなければ意味がないか

ら。 

 

【なるべくかかわらないようにしたい】 

・今のところ不都合が無いため。 

・仕事以外のことで時間をとられたくないので。 

・男女共同参画基本方針とは逆行する意見も持ち合わせているため。 

・本業で手一杯のため、委員会等の活動まで関われない。 

・お若い方に活躍いただきたい。 

・個人個人の能力が重要であり、無理に女性比率を増やす必要性を感じないから。 

・有期雇用なので 

・通常の仕事に加えて委員の仕事をするとなると加重になるから。 

 

4) 男女共同参画委員会に対するご意見を自由に書いて下さい。 

 

・大学組織はこれまで「男性社会」であったことは認識しており、今後、積極的に女性の意見を

取り入れる姿勢には賛成である。しかし、あまりにも男女共同参画を意識して女性意見を取り入



れていては、逆に女性本意の方向になっていかないかと一抹の不安を覚える。 

例えば採用募集をする際、女性を優先する方向となるのであれば、それはおかしいと感じる。 

・特になし。 

・B-2 の設問にも書いたが、あまり男女比を気にする必要は無いと思われる。というのも、自分

の職場ではチームではなく個人で動いており、他の職場や研究室の人間とかかわることの方が圧

倒的に多く、また、学生相手の仕事も行っているので、男女関係なく対等に接することが必須と

なっている。こういったことから、特に技術系では男女比を気にしている人は少ないと思われる。 

（ちなみに、自分の場合は、職場での人数は男性の方がやや多いが、自分と業務で関わっている

人数や人と関わっている時間は女性の方がやや多い。） 

・男女による差は昔と比べてほとんどないように見えます。。自分が見える範囲だけで言ってい

るので申し訳ないですが。 

・活動内容の報告告知が掲示板に貼られるとよいと思う。見たことがないが、気がつかなかった

だけだろうか。 

・男女の雇用を平等な立場で共有化するためには、適正な賃金体系の維持と余裕を持った職場環

境の構築が重要で、法人化移行以後不必要な事務作業の増加により以前より忙しい状況が発生し

ている。人事評価システムは、表面的な個人評価しておらず、現場での厳しい作業環境を適正に

評価してはいない。そんなギスギスとした職場では、女性の伸びやかな就業は望めない。当然現

場に働く男性達にも厳しいのが現実である。 

・委員構成を十分把握していないが、様々な環境・条件にある教職員を含んだ構成としていただ

けたらと思います。 

特に、育児を終えた教職員、妊娠・出産・育児を直近に控えた又は経験したばかりの教職員を含

めてほしいと思います。 

置かれている立場によって意見は大きく異なるので、一部の女性の意見をすべての女性の意見と

してとらえることのないようにしてほしいと考えます。 

※個人的には妊娠中の家庭と仕事の両立に相当の困難を伴う特殊事情（ハイリスク妊娠）を抱え

ているので、問題を抱えたことのない方々の意見を中心に物事が決まっていくのではないかと不

安を覚えています。 

・ポスターなどを通じ、喫緊の課題をアピールして欲しい。 

・活動状況を見る限り女性の事に対しての活動が多いのではないだろうか？ 

・理学系の教員、研究員、学生、職員に男女共同参画について考えるきっかけが持てるよう、理

学系構成員の男女比統計や男女共同参画委員会の活動を報告する 1-2 時間の会を開催し、啓蒙活

動を行ってはいかがでしょうか。 

・オブザーバーとして参加しているが、非常に熱心に取り組んでいると思う。学内でも抜きん出

た活動を展開していると感じている。学生数、教員数など目に見えた効果はこのまま活動を継続

すれば変化が起こると期待している。 

・全学的にはどの程度の影響力があり、これまで、どのような成果をあげているのか、全くわか

りません。（何か変ったという実感がない） 
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内容まで知っている

存在は知っているが活動内容は知らない

存在も知らなかった

無回答

D) 2007 年 3 月に制定した理学系研究科男女共同参画基本計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 理学系研究科内の建物・設備について 

1) 男女共同参画の観点から不十分である点、問題点があれば具体的にご指摘下さい。 

（例：トイレ、更衣室、休憩室、エレベーター等） 

 

・男性用の休憩室 

・附属施設は男女共に、更衣室が不足しているように感じられる。トイレは女性用が少ない。 

・休憩室（ロッカー室）は男女共通利用のようなので利用していない。やはり 1人の時に男の人

が入ってくるとくつろげない。 

・特に無し 

・学生や教員数に比べれば、女性の事務職員数は少ないといえるが、それにしても、女性トイレ

が少ないと感じている。 

・女子トイレ近くに講義室があって、講義室利用時はドアが開放されていることが多く、トイレ

が利用しづらい。他の女子職員からも同じ意見を聞いており、皆、わざわざ他の階まで行って用

を済ましている。 

・女性専用トイレ、更衣室、休憩室、食堂（業務から離れ食事をするところ）、緊急シャワー、 

・確かに当方の建物は２階建ではありますが、納品が宅配便で届く物が多く、エレベーターが無

いため、納品物を階段を使って部屋へ運ぶのに苦労しています。また、２階の休憩室の布団を１

回の中庭で干したりするのも女性職員が行っていますが、かなり重労働です。エレバーターの設

置を強く希望します。 

・特に大きな問題は感じたことはありません。 

・理学部休憩室は、現在の勤務場所から建物が離れており、例えば妊娠中の一時的休養には適し

ていません。このため、ロッカー室に簡易な休憩スペースを設けることを提案し、設置していた

だきました。 

・エレベータの充実（障害者、防犯、外への連絡手段等の改善） 

・建物によっては、女子トイレの数が少ないところがある。 

・一度、旧１号館の女性専用の休息室（保健室）を利用したが、夕刻であり休んでる間怖い雰囲

気で落ち着かなかった。場所を考慮して欲しい。 

・トイレ（各箇所の個室数）が少ないため、会議・シンポジウム等の開催時に支障が少なからず

ある。また、更衣室（これは男女共）は無きに等しいので設置をして欲しい。 

・女子トイレ内の様子が廊下から少し見えてしまうので、ドアを付けて欲しい。（理学部１号館

中央棟） 



・普段気がつかない点があるかと思いますので、本アンケート結果を知りたい。 

・理１号館西棟１階の女子トイレは外部からの一般の方も含め、使用者が多いにもかかわらず、

トイレの数が少なく狭く、清掃が入っていても年々清潔感が落ちている。新しい建物を建てる際

はもっと個数とスペースを確保し、清潔感が保てるようにして頂きたい。 

・トイレにゴミ箱がない。（個室用ではなく） 

・女子トイレの数。休憩室。 

・現在更衣室が無いのが不便。 

・女子トイレの数が少ない。（総務系の側にあるトイレが 1 つしかなく、事務室だけのトイレで

はないので、何時入っても使用中の事が多い。 

更衣室にも休める場所があると良い。休憩室は事務室から離れていて使用しずらい。 

休憩室が更衣室の側にあった方が良い。 

シャワールームがない。 

・働いている女性に対して、女性トイレの数が少ないと思います。 

・エレベータはすべての建物に勿論つけるべきです。特に保健センターの健康診断のときの行列

とか見苦しいです。 

・○休養室が不十分。男女ともに新１号館にもあるとよい。 

○学生向けのラウンジ的スペースが不十分に見える。より開放感がある、出入り自由な雰囲気の

スペースが確保できればよいのでは。男子学生で混雑している部屋に数少ない女子学生は一人で

は入りにくいと感じることもあるのでは？（気のせいかもしれませんが...） 

・ロッカーはあるが更衣室が男女それぞれにないので特に男性は着替えを女性や学生その他の人

に見られる所ですことになる。 

・本郷以外のこともよろしくお願いします。 

 

2) それ以外の観点から不十分である点、問題点があれば具体的にご指摘下さい。（例：

バリアフリー化、耐震化等） 

 

・1号館の外へ出る際の四枚ある扉が重すぎて開閉しづらく危険 

・建物のバリアフリー対策が不十分であると感じます。 

・全般に天井が高く、蛍光灯の交換が困難。また、蛍光灯のサイズが長く一名での交換作業はか

なり危険を伴います。(梯子から数回落ちかけた事があります) 

・1 号館、ピロティ両サイド出入り口のバリアフリー化をお願いしたい。外部から来た方々がつ

まずいていることが多いです。 

・附属施設の建物が古いので、耐震には大いに不安を感じる。 

・ここに書くべきことではないかもしれないが、エレベーターの台数が少なく、待ち時間が長い

ため、移動に時間がかかることが多い。 

・建物の構造上、あのような設計になったことは理解できるが、理学部旧一号館の女性トイレは

非常に狭く、健常な女性でも狭く感じるほどで、バリアフリー化されていないと思う。 

本郷キャンパスの路面の多くに老朽化によるものとみられるカケやくぼみが見られ、とくに女性

の靴では歩きにくい。 

また、安田講堂脇の階段は重みで傾斜傾向にあり、人が多く行き来するのに、非常に狭く、体の

不自由な方や妊婦の方、高齢者にとって大変危険であると思う。 

・全館空調になってないので、夏は廊下とトイレが異常に温度が高く、また実験室は寒いので体

の体温調節がおかしくなる。 

・理学部 4号館と 1号館の間の 1号館のドアが重く、エレベータに乗るまで 2回ドアを開けなけ

ればならず、両手に荷物を持っているとき、非常に困る。 



新聞雑誌その他リサイクル可能な資源ごみの収集ステーションを同一建物内に用意してほしい。

非常に困っている。 

耐震化の点で、図書室の蛍光灯にスリーブをつければ、地震時のガラス飛散による図書損失防止

ができると同時に光による劣化防止もできると聞いた。率先して実施してほしい。 

・理学部 1号館西棟の中央棟側は、鳩の糞や羽がすごくて窓が開けられない。窓を開ければエア

コンが必要ないこともあるので、環境の面からも何とかしてほしい。 

一度清掃して、その後鳥が寄ってこないような対策をしていただきたい。 

・植物園施設においては、各施設が老朽化しているため、2003 年以前から、休憩施設、温室、

門衛所の建て替え改修等の予算を要請しているが、一向に改善が見られない。 

温室については、明治時代の木造建築の基礎をそのまま利用している為現在の施設を改修してと

しても通路は狭く車椅子の通行は出来ない。中央の温室は、沈下方のため階段で降りなくてはな

らないので当然バリアフリーになっていない。昨年 3月に耐震強度調査を実施したが危険な施設

との判定が下り、鉢物の灌水時に現在ヘルメットの着用が義務化されている。 

・腰を痛めた教員の為の特注の椅子が欲しい。男性用の休眠室が欲しい。（今は女性用の休憩室

しかありません）健康診断に本郷保険センターへ通うのは１日仕事になってしまうので、検診車

を配車していただけるとありがたいと思います。 

・女性用に限らず、休憩室や自由に使えるロビーのようなスペースがない。エレベーターやスロ

ープの設置が不徹底で、バリアフリー化されていない。 

・改善が不可能かと思いますが、エレベータの位置が不適切。外部からの来訪者にとって分かり

づらく不便です。 

・耐震化はこれから取り組んでいかなければならない大きな課題だと思う。 

・バリアフリーについてはまだまだ上辺だけの設置と思われる。 

・理学系の建物ではないが、安田講堂の階段の端がいつも欠けており、また、講堂入り口界隈の

10 センチ四方の石畳みは歩きにく、特にお年寄りや障害者、子供さんやヒールが挟まる女性に

とってとても危ないと日々感じている。キャンパスや中央食堂の利用者増加にもかかわらず階段

の幅が狭いため階段が傾いているようにも見え、階段の幅を広げて多くの人が歩く場所をもっと

歩きやすくなるよう、改築及び舗装すべきではないかと考えます。また、中央食堂が１日に数千

人利用している現状で火災の際に全員安全に避難出来るだけ避難出口が確保されているのか、防

災規程をクリアしているのかも気になります。 

・昼食を取れるような休憩室が必要と思う。机の上では、仕事の延長になることがある。（電話

対応など） 

・学内路の照明の暗さ（一部整備されているところもあるが、全体を見ると充分とはいえない） 

・車椅子用のトイレがない（少ない）。車椅子用のトイレは、一階の行きやすい場所にあった方

が良い。 

・理学部 1号館エントランス（ドトール付近）の御影石タイルが雨になると滑るので、危険だと

思います。 

・耐震関係もあちこちで行われているので効率よく、速やかにおこなってほしいです。 

・２号館の女性トイレは、洋式と和式があり、洋式は使用されていることが多い。できれば和式

を洋式にしてほしい。また、女性の学生や職員の数に対してトイレの数は不足しているのではな

いかと感じている。数を増やしてほしい。 

・耐震化は予算がないということで全く改善されていない。老朽化した設備や改修が必要な設備

が手つかずになっている。お客さんを入れてるところではサービスという観点からも投資は必要

ではないでしょうか。 

バリヤフリーで言えば、車椅子の人が例えば一周することができない所もある。 

・本郷以外のこともよろしくお願いします。 



・バリアフリーを考えると、エレベーターの設置は必要だと思います 

 

F) 建物・設備以外のソフト面（警備等）に改善すべき点があれば、具体的にご指摘下

さい。 

 

・特に無し 

・建物のセキュリティーがあまい。理学部 3号館の屋上は何度施錠しても開いていることが多い。 

・温室、建物、万年塀等何十年にも亘り見積もりを東大本部・理学部・施設係等に上申している

が一向反応がない。施設等を改善すれば、入園者の増加等も見込めるのに残念である 

・事務員は２人態勢ですが、１人で留守番をする日も多く物騒です。何か良い方法があればよい

のですが・・・。今のところは同じ敷地内の別法人の警備員が一つの通用門にいるため何とかな

っていますが、今後われわれ東大専用の門を設置することとなると、専用の警備員の確保をお願

いしたいと思います。(天文センターです） 

・非常口(建物裏側)の施錠がされていないことがあり不用心です。また、非常階段に多量の吸い

殻が放置されており、火事が心配です。 

・建物に常任の警備員がいれば安心だと思う。 

・ある私立大では建物内も警備の人が巡回している。なるべく隅々にまで警備の目を光らせて欲

しい。 

・小柴ホールがあるため、外部から不特定多数の来訪者があります。入館時に簡易な身分確認を

した方がよいのではないでしょうか。 

２階のトイレはホール利用者も使用するため、特に安全管理をした方がよいと感じます。上階も

含めて、定期的な見回り（警備）の実施が可能なら実施してほしいと思います。 

・中央大学で教授が刺殺された。この事件の教訓を共有するような雰囲気の醸成を。 

・ある附属施設の警備は全く行われていないので、休日等は観光客などが多数入りこんでいる。

注意をしたところ、逆に脅され身の危険を感じた。女性職員が対応する場合は、特に危険である

と思う。 

・中央大の事件があってから、週末女子トイレに入るのが少し怖くなりました。建物やキャンパ

ス内の警備を強化して頂ければと思います。 

・学生が相談できる窓口として学生支援室があるように、教職員が仕事などの悩みを相談できる

窓口を作って頂きたい。 

・法人化により、開放された大学を目指していることから、見学に来る方が多くなり何処でも入

って来ることがあり、教育研究に支障も出かねない状況であり防犯上も好ましくないと思われる

ため。建物内の巡回警備等の対策が急務である思う。 

・部外者からの要望や要求というものが強要や脅迫ともとれるような危険な場合もある。閉鎖さ

れている場所に無断で侵入したり設備の損傷や盗難などもあるので、専門の要員の確保が必要で

はないか。 

・本郷以外のこともよろしくお願いします。 

 

G) 学内全体について、男女共同参画の観点から改善すべき点があれば、具体的にご指

摘下さい。 

 

・特に無し 

・いまだに産休や育児休暇の取得や、育児のための勤務時間短縮に否定的な人がいて、認めても

らえないこともあるようなので、職員の意識改革を引き続き行っていくことが大事だと思う。 

・余裕のある作業環境を望む。 



・学内全体でも女性教員の採用が少ないのでは？ 

・特になし。 

・先生方にも男女共同参画の意識をしっかり持って欲しいと思う。 

・制度、設備の充実と共に、職位の高い管理職の方々の意識の変化、積極的にサポートしようと

する行動が必要だと思います。 

・理学系研究科に関しても、各種委員会等への女性の参加率が低く、様々な決定に女性の声が入

っていないことが多い。意識して参加させてはどうか（その分負担も増えるが）。 

・男性の育児休暇を積極的に推奨する。 

残業をするのが当たり前な空気を改善する。 

子供がいる職員の異動希望（休暇をとりやすい、残業が無い）を採用する。 

学校行事、PTA 活動に関する休暇を特別休暇とする。 

・負担の少ない業務をできる部署、急に欠席・遅刻・早退・入院等の事態が発生しても、周囲に

大きな負担をかけない（気兼ねしないで済む）部署を予め複数用意しておき、男女問わず、妊娠・

出産・育児・介護にかかる期間などに、希望すれば速やかに異動できるようにしてほしいと思い

ます。 

特に、晩婚化が進み、役職についている女性が妊娠・出産・育児・介護を考えるケースも増加し

ており、これまでとは異なる対応、配慮が必要となってきています。 

出産の高齢化に伴う高度不妊治療、ハイリスク妊娠も増加しており、今後、一時的な在宅勤務や

フレックス制度の導入など、柔軟な対応が必要となると思います。 

・女性が働きやすい環境とするため、様々な設備を 新のものに更新するなどの独自の予算の配

分がなされるといいと思う。施設の予算には限りがあるため。 

・前項Ｅ）２）で指摘させて頂いた点以外に、学内行政決定機関（委員会、各種会議等）で女性

の教員や職員がメンバーとして参画するようにして頂くことで、キャンパス内の整備や学内の決

定事項で女性の視点が取り込み易くなるのではないかと考えます。 

・女性職員が産休・育休や体調に考慮したポストを確保して頂きたい。晩婚化すると妊娠・出産・

育児の時期と昇進の時期が重なってくることも想定され、役職についてからも遠慮せずに出産等

を行えるようなポストが必要と思います。 

あるいは、一時期非常勤職員となり、完全に職場復帰できるようになったら、再度、常勤となれ

る制度を作ってはいかがでしょうか。そうでなければ、女性は、結婚か仕事かを選ばなければな

らない状況になりかねません。少子化対策、優秀な人材の確保からも是非、柔軟な対応ができる

ポストの確保をお願いしたいです。 

・購買部（生協等）に女性用の衣類、小物等の雑貨物が少ない。 

・○男性職員が育児休暇を取りやすい風潮を 

○保育所の充実 

・まずは、一人一人が本当はどんな仕事をしているのかを正しく把握することが大切だと思いま

す。 

 

H) 仕事と家庭を両立するため、本研究科が取るべき方策があれば、具体的にご提案下

さい。 

 

・特に無し 

・時短を積極的に活用できるようにする。 

・フレックスタイムの導入。雇用形態の多様化。 

・男女共に適正な労働と業務に対する適正な労働賃金が支払われる環境の構築を望む。 

・子供がいるいないでは大きく異なると思います。特に共働き職員は子供を預ける場所が本郷に



はあるが、三鷹天文センターにはありません。ベビーシッターの補助券を配布していただけるよ

うですが、手続きが非常にめんどうです。三鷹にも保育施設の設置を検討していただけないでし

ょうか。 

・人員の増員、または、業務の簡素化 

・特になし。 

・特に思い浮かびません。 

・子供がいる職員の異動について配慮（休暇をとりやすい、残業が無い）をする。 

・夏休み等学校が休みの日に子供が過ごせる部屋を作る。有料で学生に勉強を教えてもらっても

良い。グラウンド、プールが空いてる時間に利用できる。この場合、学童指導員のような人を有

料で雇う。本学生のバイトでも良い。 

・委員会での検討状況など、ぜひ研究科内の各教職員にフィードバックし、様々な立場の教職員

が意見を交換できる場を作ってください。メール、文書での一方的な意見提出ではなく、様々な

立場の方の意見を伺ってみたいと思います。 

・所属長の姿勢が分かるよう、男女共同参画への具体的な取り組みを語ってもらう。 

・長期出張や超過勤務、休日出勤などがなくなれば家庭の不和は少なくなると思うが、現実には

難しいと思う。 

・常勤職員の産休・育児休業時に、替わるべき職員の配置は部局として責任を持って行っていた

だきたい。後の職員が決まらず、引継ぎもできない状況では、遠慮なく育児休業を取れる 

とは言い難い。 

・まず理学系から、研究者の夜の研究時間を少し制限し、ヨーロッパ並とはいかないまでももう

少し家族が顔を合わせられる時間に帰宅するよう奨励してはいかがでしょうか。 

・Ｇにて申し上げたポストの確保を理学系から行えないものでしょうか。 

・特になし 

・提案ではありませんが･･･ 

出産経験の無い者ではあるが、身内、友人、知人と大勢の女性達の仕事と家庭の両立の場面を見

てきています。現在の職場の環境は昔の比ではなく、恵まれていると思う。 

仕事の環境は良いと思うので、両立面で言うのなら、家庭の環境や本人の問題も多いと思います。

子育てをしながらの仕事は誰が見ても大変だと思うし、頑張っている人を見ると応援したくなる

が、当然のような態度で仕事に来ている人も少なくない。頑張ってもらいたいから仕事も軽減し

ている分、周囲に負担がかかっている事も忘れてもらいたくない。出産後の育休は１～3年間な

ので、子育ての間休職していても一定の研修期間後に復職出来るような体制であれば更に良いと

思う。 

・定時で帰れるような環境作り。 

・超過勤務をしなくてもいいようにすること。職員一人一人の責任にするのではなくて、大学と

しての指針をはっきり示す必要があるのではないか。またサービス残業の根絶が重要である。 

・一人一人の能力と意欲に見合った仕事配分や人事。他の部局間の差も大きいと思いますが、負

担が特定の人に集中したり、お得な部署があったり、不公平感も大きいと思いますので。 

異動がない人には、ノルマ的な期限有りの仕事も必要と思います。 

ヒマだと思われながら働くのもつらいものがあります。 


