
内閣府木曜会合＜女性研究者の活躍促進＞
令和3年6月10日

名古屋大学における
男女共同参画推進の取り組み

ー名古屋大学での好事例ー

東海国立大学機構長・名古屋大学総長

UN Women HeForShe Campaign：Impact10x10x10 Champions

松尾 清一
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Women’s representation varies across regions

Gender ratio among 
active authors is higher 
now than in the past.

See Figure 1.1 – Page 13

1999-2003年と
2014-2018年の
分析対象国および
EU28か国の論文
著者の男女比

The Researcher Journey Through a Gender Lens
With the courtesy of Ann Gabriel
SVP Global Strategic Networks,Elsevier 2
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男女共同参画を阻んでいる要因

（1）Unconscious Bias、日本特有の文化

ライフイベント、家事・育児・介護

（2）ワークライフバランス（WLB)

労働環境・サポートシステム

（3）Underrepresentation （女性比率が少ない）

特に意思決定ポジションにおける女性の少なさ

女性の能力への偏見、imposter syndrome

（4） アファーマティブアクションが不十分
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大学における女性研究者の「水漏れパイプ」問題

ガラスの天井

壊れたはしご

研究と家庭の
両立の困難さ

インポスター
症候群

ガラスの崖

ポスドク 助教 准教授
教授教授 管理職教授

研究と家庭の
両立の困難さ
家事・子育て
・介護・仕事

男性中心の
組織文化

アンコンシャス
バイアス
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2000年 男女共同参画に関するワーキング設置

2002年 名古屋大学における男女共同参画を推進するための提言

2003年 男女共同参画室創設

2004年 あいち男女共同参画社会推進・産学官フォーラム設立

2005年 女性教員比率を向上するためのポジティブ・アクションの表明

2006年 こすもす保育園開園（（東山キャンパス）

2007年 文科省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」に採択（2009年まで）

2009年 学童保育所開所（東山キャンパス）あすなろ保育園開園（鶴舞キャンパス）

2010年 文科省「名古屋大学方式女性研究者採用加速•育成プログラム」

2012年 女性教員採用インセンティブ施策（部局予算の傾斜配分等）…2020年に改訂
2013年 文科省博士課程教育リーディングプログラム「「ウェルビーイングinアジア」

実現のための女性リーダー育成プログラム」採択

2014年 文科省「女性研究者研究活動支援（連携型）採択（豊技大・名市大と共同実施）

2015年 UN Women「HeForShe」世界の10大学に選出・NU-MIRAI 2020で目標を公表
2017年 東北大学澤柳記念賞受賞、男女共同参画室から男女共同参画センターへ改組

文科省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」採択

2018年 教職員学生のためのLGBTガイドライン策定

2019年 教育研究評議会女性割合を2割以上とするため学内規定を改正（クォータ制）
インセンティブ・ペナルティー制度など新たな女性教員増員策の導入

2020年 文科省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（調査分析）」採択

名古屋大学の男女共同参画推進の歩み
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＊赤字は重要な転機
となった取り組み





• 教育研究評議会にクォータ制導入（女性割合が2割以上）

• 女性研究者向けトップリーダー顕彰、リーダーシップ・プログラム

• 女性専用PIポジション、若手育成プログラム（YLC)の女性枠設定

• 若手女性研究者フォーラム、メンター制によるキャリア支援

• 女子学生支援・女子中高生理系進学セミナー

• 学内保育所・学内学童保育所、ワークライフバランスの改善

• 国際連携（UN Women HeForShe活動）

• 地域でのアウトリーチ活動（あいち産学連携フォーラム、など）

• その他（LGBT等ガイドラインの策定）

名古屋大学 男女共同参画関連状況

・令和3年5月1日現在の女性教員在職比率：１８．８ ％

■取組事例

■女性教員在籍比率、採用比率等

• 学生数約16,000名、教員数約1,700名。ものづくり産業の集積地に位置する基幹的総合国立大学
• ものづくり産業では、男性優位の風土を持つ職場が多く、今後の地域産業の活性化には、地域の
産業構造の変革、女性を主とした多様な人材の活躍の必要性が認識されている 。

■大学の概要

日経新聞
2019.5.27

大学の目標
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こすもす保育園

学童保育所、2009年設置
（常時型）

1F

2F

小
１
の
壁

全国初！

鶴舞地区：（定員80名）
学内保育園 ＋ 140名

東山地区：（定員60名）

2006年4月東山地区に開園
2009年9月に設置
保育園の2F（定員45名）

結果的に「優秀な人材の応募の増加」に繋がる

乗り越える！

育児と仕事の両立のための環境整備（学童保育）
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車でお迎え 子どもと一緒に帰宅



2014年度より、介護勉強会を企画・開催。
地域医療との連携、認知症、働く介護者の仕事と介護の両立などをテーマに、
外部講師による講演会、学内教職員による体験談、ケアマネージャーによる相
談会を実施。
2017年度からは、地元のいきいき支援センターの協力を得て個別相談会を継
続実施中。

介護支援
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• 教育研究評議会の女性教員比率を最低２０%にし、大学の重要な政策決定過程

へ女性の参画を拡大（令和元年4月）、令和2年度女性評議員は６名

女性上位職増員のための取り組み
ー教育研究評議会の女性教員比率を最低20％にー

教育研究評議会女性評議員
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UN Women HeForShe
インパクトチャンピオン
としてのメッセージ
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理・工・農学系合同
「女性PI枠」

総長管理定員ポストの循
環的利用

特任助教

女性研究者

女性助教・准教授

全学経費による若手女性
育成

循環的利用

研究費支援（研究支援員雇用を含む）

女性 PI

部局一般
公募

女性「PI」の採用

大学の意志決定・人事選考に関与ロールモデル
の提示

採用
加速

総長管理定員による「女性PI枠」による女性教授増員策

ポジティブフィードバックによる女性教員の継続的増加

期間は5年。
原則として、

全学経費による
雇用終了後、

正規教員として
の雇用を、当該
部局に義務付け。
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生命理学専攻における女性教員割合の変化

理学部

生命理学専攻

たった10年で３％



１. 平日の就業時間（8:30-17:15）以外の会議開

催の原則禁止。

２. 部局長等は育児休業を取得しやすい環境を

整備し、その制度及び支援体制を周知徹底する。

３. 部局長等は各部局の事情に応じ、２歳に達す

るまでの子どもを養育する教職員に適宜配慮し、

授業担当、委員会業務等を軽減又は免除する。

※ ３の対象となる教職員は、男女を問わず、単身（配偶者な
し・単身赴任等）または、 配偶者が就労中（長期療養中等も
含む）の者とする。
※ ここでいう単身赴任とは、単身赴任手当の受給の有無に
関わらず、家族と別に暮らしている者とする。

教職員のワーク・ライフ・バランス促進を支援
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名古屋大学の女性教員比率の推移
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最近の取り組み ＜名古屋大学の女性教員増員・ 上位職女性教員増員策＞

取組 成果

女性教員増員策

女性教員比率を20%とするた

めの女性教員増員策（インセ

ンティブ・ペナルティーを含

む）を導入（2019年10月）

*目標値は部局ごとに設定

女性教員比率が18.8%と

なった（2021年5月）

（参考：21019年17.4%）

意思決定ポジショ

ン、上位職の

女性教員増員策

Quota 制

教育研究評議会女性割合が2

割以上とするため学内規定を

改正（2019）

教育研究評議会女性割合

が約２割に増加（2020）

女性教員増員の

ための理論構築

文科省「ダイバーシティ研究

環境実現イニシアティブ（調査

分析）」採択（2020）

ジェンダーバイアスの克服、

全学レベルでのジェンダー

視点の導入、働き方改革の

ためのムーブメントが加速
読売新聞令和2年1月31日
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部局ごとの
データ公表
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182020年度名古屋大学における男女共同参画報告書
（名古屋大学男女共同参画センター編） 18
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ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
わが国初のジェンダー専門ライブラリ
寄附： 建物 ＋ ジェンダー関連書籍（2万冊）

＋ 運営費（20年分） 19



連携機関：名古屋大学（代表機関）名古屋市立大学・豊橋技術科学大学・
愛知県・名古屋市・愛知経営者協会・トヨタ自動車・愛知中小企業家同友会

Aichi女性研究者支援コンソーシアム
あいちから日本、世界へ！

産学官連携・他大学連携による女性研究者支援

文科省「女性研究者研究活動支援事業【連携型】」（H26年度採択）

あいち男女共同参画社会推進産学官連携フォーラム（H16年設立）
（会員：愛知県、名古屋市、愛知県経営者協会、名古屋大学）
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