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DSO新規加入機関のお知らせ 

◆ 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA (ジャクサ) ◆ 

JAXA（奥村直樹 理事長）が、新たにDSOへ加入されました。 
JAXAは、2003年10月、宇宙科学研究所（ISAS）、航空宇宙技術研究所（NAL）、
宇宙開発事業団（NASDA）が1つになり、宇宙航空分野の基礎研究から開発・ 
利用に至るまで一貫して行うことのできる機関として誕生しました。2013年度の 
職員数は1,527名です。 
平成25年度には、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（一般型）」の採択を受け、男女共同参画活動を推進しています。 

■ 内閣府男女共同参画局 ■ 

・平成26年度女性のチャレンジ賞候補者を公募します。（3月17日まで） 
・「ワーク・ライフ・バランスGood プラクティス集」が掲載されました。 

・女性の活躍「見える化」サイトが開設されました。 
www.gender.go.jp/ 

■ 厚生労働省 ■ 
・「父親のワーク・ライフ・バランス～応援します！仕事と子育て両立パパ」ハンドブック    

 平成26年1月作成、全56ページがPDF形式で公開されています。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/09.html 

◆ 国立大学法人 大阪大学 ◆ 

大阪大学（平野俊夫 総長）が、新たにDSOへ加入されました。 
大阪大学は、11学部・10研究科、6大学院独立研究科、5付属研究所、2付属病
院、19学内共同教育研究施設、3全国共同利用施設等があり、学部学生15,562
人、大学院学生7,999人、教員・職員6,155人と非常勤職員等3,587人が在籍して
います（平成25年5月1日現在）。 
「男女共同参画推進オフィス」を拠点として、男女共同参画のためのさまざまな
取り組みを行っています。 

 【所在地】 大阪府吹田市山田丘１－１ 
 【担当部署】 大阪大学 男女共同参画推進オフィス 
 【ウェブサイト】  http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/gender 

 【所在地】 東京都調布市新大寺東町7-44-1 
 【担当部署】 宇宙航空研究開発機構 男女共同参画推進室 
 【ウェブサイト】  http://www.jaxa.jp/ 

お役立ち情報 
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DSO参加機関の活動のご紹介 

この度、森林総合研究所で平成24年度に実施した 
男女共同参画意識調査の結果をとりまとめた「男女 
共同参画意識調査2012結果報告書」を刊行いたし 
ましたので、概要についてご紹介いたします。 
 
森林総合研究所では平成19年度、21年度に意識 
調査を行っており、今回は3年ぶり3回目の意識 
調査となります。今回の調査は、森林総合研究所 
（農地整備センターを除く）全役職員1087名を対象 
にして行い、547名からの回答を得ました（回答率 
50％）。過去2回の調査と同様の設問を複数設けて 
今までの取組の効果を検証するとともに、事業終了以降の取組の目標かつ課題
である「ワーク・ライフ・バランス実現」、「介護」、「キャリアアップ」を中心に、職員
の意識・実情および要望を調査しました。 
 
その結果、ワーク・ライフ・バランス、ロールモデル、メンターといった男女共同参
画関連用語の認知度が、調査回を追うごとに増加していることが明らかになりま
した。また、研究職の女性において、回答者の6割が取組開始以前（18年度）より
ワーク・ライフ・バランスが取りやすくなったと答えました。これらは19年度以降の
男女共同参画推進の取組による成果と考えられました。介護については、「現在
介護をしている」、「将来介護する必要があるかもしれない」、という回答は合わ
せて8割以上で平成19年度の調査にくらべて増加しており、介護に関する情報を
職員に提供していくことがまず重要であると考えられました。キャリアアップに関
しては、管理職になりたいかという設問に対し、職種や性別にかかわらず「はい」
が最大10％程度と低い結果となりました。また、「管理職になれると思うか」とい
う設問で、特に女性職員では「はい」が低いことが明らかになり、今後も引き続き
職員の能力や意向を把握しつつ適切に育成・登用することが重要であると考え
られました。 
 
この報告書のpdfは当所男女共同参画室HP（http://www.ffpri.affrc.go.jp/encr/）
に掲載してありますので、ご高覧いただけましたら幸いです。 

◆ 森林総合研究所 ◆ 「男女共同参画意識調査2012結果報告書」  
http://www.ffpri.affrc.go.jp/encr/ 
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DSO参加機関の公開イベントご案内  

◆岡山大学◆ シンポジウム 
「仕事の未来へ ～私たちのライフデザイン～」  

http://www.okayama-u.ac.jp/user/jinji/diversity/danjo/h25_life.html 

【日時】 2014年3月1日（土） 14時00分～17時00分 
【場所】 岡山大学 津島キャンパス・文法経講義棟20番教室 
【概要】 
 この度岡山大学文学部では、岡山大学ダイバーシティ推進本部 男女共同参画室、 
岡山大学キャリア開発センターとの共催により、岡山県平成25年度「若者のための 
ライフデザイン支援事業」として、シンポジウムを下記のとおり開催いたします。 
  

 本シンポジウムでは、労働省（現厚生労働省）、ニッセイ基礎研究所、東京大学社会 
科学研究所助教授などを歴任し、厚生労働省の複数の審議会でも活躍しておられる 
武石恵美子氏をお迎えし、これからの働き方を考える上で、ワーク・ライフ・バランスと 
いう発想と実践が持つ可能性を事例と共にご紹介いただきます。続くパネルディスカッ 
ションでは、男女雇用機会均等法第1世代として活躍してこられたソニー勤務の方や 
本学卒業生を含む30代～50代初めの現役の社会人をパネラーに迎えます。各々の 
経験を語っていただくことにより、こうありたいと望むライフ・ビジョンに合わせて、さま 
ざまな働き方を模索し、チャレンジを続けることの意味をお伝えします。 
 多くの市民・学生の皆様のご参加をお待ちしています。 
 
【基調講演テーマ】 「ワーク・ライフ・バランスが拓く未来」 
【講師 】武石恵美子（法政大学 キャリアデザイン学部 教授） 
【パネリスト】 
  下崎道子（ソニー株式会社 デジタルイメージング事業本部 ペリフェラル担当部長） 
  藤原崇起（岡山大学情報統括センター 主任専門職員） 
  中谷好江（有限会社フーディーズ ディレクター） 
【事前申込み】 不要 
【参加費用】 無料 
【主催】 岡山大学文学部 
【共催】 岡山大学ダイバーシティ推進本部 
          男女共同参画室 
      岡山大学キャリア開発センター 
【本件担当】 
 岡山大学文学部 教授 中谷文美 TEL 086-251-8469 
 岡山大学文学部庶務グループ TEL 086-251-7345 

DSO参加機関に所属される方もご参加いただけるイベントを紹介しております。ふるってご参加ください。 
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DSO参加機関の公開イベントご案内  

◆筑波大学◆ 第4回ダイバーシティセミナー 
 「外部資金獲得セミナー」 

http://diversity.tsukuba.ac.jp/?p=4018 

外部資金獲得のためのノウハウや、女性研究者向けの公募研究女性プログラム等の情報を 

提供いたします。 

【日時】 2014年3月3日（月）13:30～15:00 

【会場】 筑波大学 3B棟 3B213プレゼンルーム 

【定員】 50名程度 

【申込方法】 「所属・氏名・役職・連絡先（Eメール、電話番号）」を記載の上、2月27日（木）までに
diversity@un.tsukuba.ac.jpまでメールにてお申込みください。 

【プログラム】 
13：30～14：00 

 「多面的バイオアッセイ技術に基づく研究費申請とその成果について」 
 講師：礒田博子教授（筑波大学北アフリカ研究センター） 
 14：00～14：30 

 「外部資金獲得率を上げる戦略」 
 講師：加藤英之主幹（筑波大学研究推進部研究企画課戦略 

 イニシアティブ推進機構研究支援室） 
 14：30～15：00 質疑応答  

 司会：幅崎麻紀子（筑波大学ダイバーシティ推進室） 
【問合せ・お申込】 
 筑波大学ダイバーシティ推進室 電話番号：029-853-8504 diversity@un.tsukuba.ac.jp 

 

 
◆筑波大学◆ リケジョサイエンスカフェへ参加しませんか？ 

http://diversity.tsukuba.ac.jp/?p=4042 

リケジョ仲間や先輩たちとパネルディスカッションを行いながら、理系の魅力を発見し、理系仲間との
絆を深めるプログラムです。国内外でもっとも歴史 があり、最新医療技術が導入された陽子線医学 

利用研究センターの見学や、「理系」をキーワードに、お茶を飲みながらリラックスした雰囲気で、リケ
ジョ同士 の交流、先輩との交流、親子の交流、親相互の交流を深める「リケジョカフェ」も開催します。 

女子中高生のみなさま、保護者・教員のみなさま、大学、研究所、企業等で活躍する女性研究者との
交流会「リケジョサイエンスカフェ」に参加しませんか。みなさまのご参加をお待ちしております。 

【開催日時】 2014年3月15日（土）12：30～17：15 

【会  場】 筑波大学つくばキャンパス 医学エリア共同利用棟B、202室 

【参 加 費】 無料 

【申込方法】 申込用紙（チラシPDF）をダウンロードの上、 

       下記宛にFAXまたはE-Mailにてお送り下さい。 

【参加申込〆切】 2014年3月7日（金） 定員100名 

【申込み先・問合せ先】 筑波大学 ダイバーシティ推進室 

Fax:029-853-8505  Tel:029-853-8504  

E-mail  diversity@un.tsukuba.ac.jp 

主催：筑波大学  後援：茨城県教育委員会、つくば市教育委員会 
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DSO参加機関の公開イベントご案内  

◆千葉大学◆ 病児ケアに関する勉強会 
http://www.gakuzyutsu.chiba-u.jp/info/news140129.html 

千葉大学 両立支援企画室では、ワーク・ライフ・バランス支援の一環として、千葉市内にある 

病児保育併設のさとう小児科医院院長であり、本学医学部の臨床教授でもある佐藤好範 

先生をお招きし、平成26年3月5日（水）に、「病児ケアに関する勉強会」を開催いたします。 

 

子育て中の方、妊娠中の方、お子様を預かる立場の方、子どもと関わる仕事を考えている方 

など、病児ケアに関心のある方はぜひご参加ください。 

 

【日時】 2014年3月5日（水） 14:30-16:00 

【会場】 西千葉キャンパスアカデミック・リンク・センター1Fコンテンツスタジオ（ひかり） 
【内容】 予防接種、こどもの急病とその対処、こどものアレルギー等 

【対象】 本学教職員・学生、一般  【定員】 50 名 

【参加】 希望の方は、本文に1. お名前（ふりがな）  
 2. 連絡先（TEL・PCアドレス） 3. 【本学関係者 

 のみ】所属部局・職位又は学年をご記入の上、 

 メールにてお申込みください。お電話でも受け 

 付けております。 

＜注意＞ 

 託児施設の用意がございませんので、安全上の 

 理由により、お子様連れでの参加はできません。 

 ご了承ください。 

【申込・問い合わせ先】 
 千葉大学 両立支援企画室（月～金 9：00-17：00） 
 TEL＆FAX 043-290-2020（内線4043） MAIL： ryouritsu@office.chiba-u.jp 

 「DSO News Letter」は各DSO参加機関へ、それぞれで働く方へ、また広く外部に向けて情報発信するツールとして 

 発行しております。当Letterの紹介も歓迎いたします。 バックナンバーはDSOホームページにてご覧いただけます。 

男女共同参画の取り組みを進めている研究教育19機関では、ダイバーシティ・サポート・オフィス(DSO)を組織し、ワーク・ 
ライフ・バランス支援や意欲触発支援のノウハウを蓄積・発信・共有を進めております。新規参加も募集しております。 
  

*DSOメンバー：  産業技術総合研究所、森林総合研究所、物質・材料研究機構、農業環境技術研究所、 

 千葉大学、筑波大学、神戸大学、農業・食品産業技術総合研究機構、土木研究所、 

 国立環境研究所、国際農林水産業研究センター、農業生物資源研究所、防災科学技術研究所、 

 高エネルギー加速器研究機構、理化学研究所、宮崎大学、上智学院、弘前大学、岡山大学、 

           宇宙航空研究開発機構、大阪大学（参加順） 

ダイバーシティ・サポート・オフィスのご案内  

編集後記 

この度、DSOは新たに2機関をお迎えし、メンバー機関が21研究教育機関となりました。次に 
皆さまとお会いできる、総会・懇話会を楽しみにしております。今後とも、よろしくお願いします。 


