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男女共同参画推進のための方針等 

 

 

            部局名  人文科学研究院・人文科学府・文学部  

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

・九州大学における男女共同参画推進の基本理念や基本方針を踏まえて、すべての

学生及び教職員が性別にとらわれることなくその能力を十分に発揮し、男女が互

いにその人権を尊重できる環境創りに取組む。 
 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 
・学生及び教職員の就学・就業環境の改善に向けて、制度や施設等で男女共同

参画の推進を阻害する要因がないか点検を行う。 
・部局の将来計画委員会において、構成員の男女共同参画の意識の更なる醸成

を図り女性教員の採用を促進するための対策を検討する。 
・教職員の出産・育児・介護等のための休業・休職期間については、非常勤枠

を活用して支援を行う。 
・女性教員の採用を促進するために、公募要領には「本部局は、男女共同参画

を積極的に推進しています」という文言を入れる。また、選考委員会の設置

時には、口頭でその趣旨を選考委員会に説明し協力を依頼する。 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

部局名 比較社会文化研究院・比較社会文化学府 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  現在、比較社会文化研究院の女性教員は５名（10.9%）であり、目標値（13%）に達し

ていないが全学の平均値（8.6%)を越えている状態である。しかし平成２１年度末まで

に３人の女性教員が退職や転出の予定である。また比文の大学院生は女性が半数

以上を占めており、学生の男女比に較べて教員の男女比は釣り合いを欠いている

と言わざるを得ない。このような現状は、将来研究者を目指す女性学生に対してロ

ールモデルを十分提供し得ていないことを示しているとともに、「性別にとらわれるこ

となくその能力と個性を十分に発揮」する環境を作るために、女性教員の比率を向

上させる必要性を示している。そのために比文では、平成２１年度末までに定年退

職予定の６名の教授ポストを活用して、女性教員の比率を目標値に近づけるよう最

大限努力することを基本的方針とする。 

 

 

２．具体的な取り組みとその実施計画 

  １．に挙げた基本方針を実現するために、採用選考にあたっては、同等の能力・業

績と見なされる場合には女性を優先する等の方法を検討する。また、女性にとって

働きやすい環境と支援体制を整備するとともに、その実現のために必要な男性教員

の意識改革および男女共同参画推進のための FD を開催する。しかし、環境および

支援体制の整備、意識向上等のためには部局の枠を越えた取り組みも必要であり、

全学的に取り組むべき事柄を別途提案したい。 

 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

                 部局名 人間環境学研究院・人間環境学府 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

 研究院／学府を中核とした研究・教育組織であることをふまえ、大学院生、

教員、職員それぞれが、性差の別なく、人間環境学研究院／学府の研究と教育

の充実と発展のためにその能力を発揮しうる環境を整えるべく、さまざまな課

題に真摯に取り組みます。 

 当部局は、修士課程、博士課程ともに男女の在籍率がほぼ同率（女性のほう

が若干高め *平成 17 年 5 月 1日現在の資料より）です。従来の研究者養成における

この特筆すべき点をより充実させ、さらに性差の別なく研究者としてのキャリ

アを全うしうるよう、各教員、研究室、および学府としての取組みを続けます。 

 また、大学院生の男女比がほぼ同率であることから、当部局の研究領域にお

いて、それを担うべき人材は男女ともに既に用意されているともいえます。こ

の点からいえば、女性教員の数は、一層の増加を見込めるはずであり、教員組

織における男女の均衡を図ることの必然性と必要性を自覚し、より一層の努力

をします。 

 以上のことを鑑み、特に女性教員の採用に関しては、現状の 11.6％（69 名中

8名）を、平成 22 年 3 月までに、全学の目標である 13％に達するよう努めます。 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 

（1）両性にとってより良い研究・教育活動を支えるために、セクシュアル・ハ

ラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等、大学に

おけるハラスメントの防止、根絶のため、啓発および対策に努めます。 

 箱崎文系地区で例年開催しているセミナー（教職員・大学院生対象）の充実、

および18年度より開始した新入生オリエンテーションにおける大学院生へのガ

イダンスの徹底をします。 

 

（2）大学院生の基本的な人としての権利、自身の研究に専念する権利を侵害す

ることのないよう、研究指導体制を充実します。そのために、複数の学生と複

数の教員による透明度のある研究体制の可能性を検討するなど、研究室の密室

性を改善するための方策を検討します。 



さらに、学問研究の発展を目的とし、関係主体の義務と権利を基礎におく後

継者養成の仕組みを擁した経営体としての大学の社会的役割を確認し、学生と

教員、そして事務職員という大学組織を支える各主体が大学を支えていくため

の方策を検討します。 

具体的には、研究室の運営や指導のあり方はもちろん、人間環境学研究院／

学府の教育、研究のあり方など、大学のあり方自体について、大学院生が主体

的に関わることのできる方法や場の確保の可能性を探ります。 

 

（3）大学院生が、性差の別なく研究活動においてその能力を発揮しうるよう、

出産・育児期においてやむを得ず研究活動を中断せざるを得なくなった場合、

休学期間などの面で特別な配慮を受けられるなど、制度の見直しを検討します。 

 実際の対策については、大学院生の生活実態の把握につとめ、より実質的な

対応を具体的に検討し、その実現に努めます。 

 

（4）男女共同参画の社会的意味とその実質的なありようを模索することは、研

究機関としての大学の重要な役割であると考えます。そこで、当部局の研究領

域における、ジェンダー研究の推進と深化をめざすべく、研究奨励に努めます。 

 大学院生を対象としたジェンダー研究に関する研究助成制度の策定、さらに

ジェンダー関連書籍の充実を図ります。 

 

（5）事務組織における男女共同参画の現状や課題についての把握に努めます。 



男女共同参画推進のための方針等 

 

部局名 法学研究院・法学府・法学部・法科大学院 

 

１． 男女共同参画推進のための方針について（女性教員の採用にかかる数値目標等） 

 2007年4月1日現在（予定）における法学研究院の女性教員比率は、教授職が5.7％

（35人中2人）、准教授職が18.5％（27人中5人）、講師職67％（3人中2人）等とな

っている。 

これらの数値は全学平均値を上回っているが、今後さらに比率を高めるべく努力して

いかなければならない。法学研究院に求められているのは、急激な是正措置というより

はむしろ能力主義を貫いていくことであり、その点も考慮に入れて、当面、短期的には、

教授職及准教授職に占める女性教員の比率をあわせて 15％とすることを目標とする。

また、長期的には、教授職に占める女性教員の比率を10％とすることを目標とする。 

 

２． 具体的な取組とその実施計画について 

① 教授職および准教授職については、採用のための人事専門委員会において、候補者

の中に少なくとも一人女性候補者を含めることにする 

② 育児中の教員については、育児期間の時間配分の希望を毎年確認の上、授業時間割

に反映するよう配慮する。また、教授会あるいは委員会等の開催時間に配慮する。 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

     部局名  経済学研究院・経済学府・経済学部  

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 ・ 女性教員数を平成 22 年 3 月までに現状の 4名を 5名に増加させる（1.25

倍）。 

（平成 19年度に任期満了及び定員削減のため女性教員2名減の予定であり、

新人件費管理方式によるポスト「凍結」も予定されることから、5名の

確保が限度である。） 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

・ 公募の際に、本研究院は男女共同参画推進の立場から女性教員の増員に積

極的に取り組んでいる旨を附記する。 

・ なお、本研究院では、同程度の業績、能力の場合には女性を優先する人事

方針を採用している。 

 

 

 

 

 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

                         部局名 言語文化研究院 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 

   －言語文化研究院は、諸外国の言語文化の教育・研究を通して、偏見のない他者に開か

れた個人を育成し、人々の平和的共存を可能にする世界の形成に貢献することを目的

とした部局です。上記の目的を追求する言語文化研究院の使命に照らし、本部局では、

特に、自らが直接関与している就学・教育・研究・就業の現場において、性差に基づ

く偏見にとらわれることなく学生・教職員が個性と能力を充分に発揮できるような環

境づくりの必要性を自覚し、そのための様々な課題に取り組みます。  

－言語文化研究院における女性教員の割合は 16.3％で、女性教授の割合は 20％です。(平

成 18 年 7 月 1 日現在) この数値は九州大学においては高いが、例えば、日本の主要

私立大学や欧米の大学の女性教員の割合に比べるとかなり低くなっています。また、

九州大学に入学する女子学生の割合約 30％に照らしてみても、この割合は引き上げら

れるべきだと考えます。よって、この数値をさらに引き上げる事ができるように努め

ます。 

－本学における男女共同参画にかかる基本理念・方針を定めた「九州大学の男女共同参

画推進について」を踏まえ、以下に掲げる方針に従い、健全で快適な就学・教育・研

究・就業環境整備に取り組みます。 

  (1) 男女共同参画の意識の醸成 

  (2) 就学・教育・研究・就業環境の整備 

 

２. 具体的な取り組みとその実施計画について 

 

(1) 男女共同参画等の意識の醸成 

男女共同参画の理念ならびにセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメ

ント、パワー・ハラスメント等について理解を深め、就学・教育・研究・就業の健全

で快適な環境づくりに努めます。 

   ① 上記に関する啓発活動として、研修会や講演会を企画・開催します。 

   ② セクシュアル・ハラスメント等に関する学生・教職員の認識を深めるために、来

年度から九州大学の構成員全員に配布されるセクシュアル・ハラスメント等に関

する冊子の熟読を通して認識を深める努力をします。 

   ③ 学生に対して 

    －個々の教員は、全学教育・大学院教育において、セクシュアル・ハラスメント、

アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等に類する言動を行わない

ように常に自らの教育姿勢を検証しながら指導を行います。 

      －クラス担任になった教員は、学生がセクシュアル・ハラスメント等に関する冊子

を熟読し理解を深めるように促します。 

    －社会や文化の中に遍在する性差の問題への洞察力を備え、自らが男女共同参画を

実践しうる個人を形成することを目指して開設されている総合科目(「女性学・



男性学 A／B」)等の受講を促します。 

    －言語文化研究院の教員が上記の総合科目や 21 世紀プログラムのプログラムゼミ

等に積極的にかかわり、本学のジェンダー教育を推進することを奨励します。 

   ④ 教職員への男女共同参画に関する情報提供を積極的に行います。 

 

(2) 就学・教育・研究・就業環境の整備 

－学生あるいは教職員からセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラス

メント、パワー・ハラスメント等の苦情・相談があった場合は、個々の教職員

として、あるいは組織として、真摯に相談に応じ、速やかに、就学・教育・研

究・就業環境を改善すべく尽力します。 

－教職員への育児及び介護休業制度を積極的に活用できる環境を整えます。 

－年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得の奨励を行います。 

－六本松地区事務組織の以下の取り組みに協力します。 

・ 事務職員の定時退勤日の設定、時間外勤務の縮減 

・ 事務職員の終業時刻以降の会議等開催の自粛 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

                  部局名  理学研究院 

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

（女性教員採用にかかる数値目標） 
女性教員採用を促進するために，女性が公募に応じやすいよう措置する． 
平成１９年度より開始される，ポイントと人件費による人員管理のもとでは，向こ

う数年間の教員採用は殆ど計画できない状況である． 
従って，具体的数値目標も設定不可能である． 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  教員公募文に以下のように明記する． 
・理学研究院では，男女共同参画を積極的に推進しています． 
・九州大学の男女共同参画については 

    http://www.kyushu-u.ac.jp/university/office/danjyo/index.html 
を参照ください． 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

                      部局名  理学府・理学部   

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 （女性教員採用にかかる数値目標） 
   理学府の教員人事は理学研究院で、理学部の教員人事は理学研究院及び数理学研究

院で行っている． 
 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  修学環境の整備 
  ・女子トイレの増設：数年前から実施中 
  ・セクシュアル・ハラスメント等に対応するための「何でも相談窓口」を設置してい

る． 
 

 



男女共同参画推進のための方針等 
 
 

部局名  数理学研究院・数理学府 
 
 

１．男女共同参画推進のための方針について 
 
①学部学生（数学科）のジェンダーアンバランスの解消に取り組む。 

具体的方策 例：出前講義とそこでの情報提供（主として先生及び女子生徒） 
入試における工夫 
数理 HP 等での男女共同参画に関する情報提供 

②数値目標：［数学科における女子学生比］＝［数理学研究院教員における女性教員比］ 
 
 

２．具体的の取組とその実地計画について 
・ １の①の具体的方策の実施 
・ 数学科女子学生への大学院進学の奨励 
・ 以前より数理学研究院における人事では、採用、昇進ともに、男女の区別は全くな

い。今後もこの方針を堅持する。また、能力、業績等が同等であると判断された場

合は、女性を優先させると（公募等での）募集要綱や HP で明記するかどうかの検

討を行う。（過去にはこのような実績がある。） 
・ 女性教員の負担軽減措置について運営協議会等で具体的に検討する。 
 
 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

     部局名  システム生命科学府 

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

 男女共同参画に関する情報提供を行うとともに、啓発活動を進める。 

 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 

 学生への男女共同参画に関する情報提供（ＨＰ、ニュースレター、ポスター、

ちらし等）を行うとともに、ガイダンスなどに際して、学生が固定的な性別役

割分担意識にとらわれず、その能力を十分に発揮しうる職業意識の醸成に努め

る。また、学生の修学環境を著しく損なうセクシュアル・ハラスメント及びこ

れに類する人としての尊厳を侵害する行為の防止・対策に取り組む。 

 

 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

           部局名  医学研究院・医学系学府・医学部  

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 

・本学の定める男女共同参画の基本方針を踏まえて推進する。 

・教員採用に関して、男女共同参画の精神をよく遵守して選考する。 

・数値目標等に関して、採用等はあくまで業績主義であるため全体として特別な数

値目標自体は設定しない。 

 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  

 ・教員採用時の募集要項等に、「男女共同参画の精神にのっとって採用選考を行うた

め男女の差別は無い」旨を明記する。 

 

 ・学生及び教職員への男女共同参画に関する情報提供（ポスター等）を行う。 

 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

                部局名  歯学研究院・歯学府・歯学部 

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

 ・歯学研究院では、女性教員の比率が既に２０．２％を占めており、全学の中でも

女性教員の割合が高い部局である。今後も、男女共同参画の大学の方針にてらし 

  て推進する。 

 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  

 ・講師職以上の採用では、選考委員会が設置されるが、この選考委員会で女性教員

の採用に積極的に取り組む指導していく。更に教授選考時の公募に際しても本学

研究院での教員の採用が男女共同参画推進に基づいて女性教員の採用に積極的に

取り組んでいることを学外にアピールする。 

  

・学生及び教職員への男女共同参画に関する情報提供（ポスター等）を行う。 

 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

            部局名   薬学研究院・薬学府・薬学部  

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 

 ・本学の定める男女共同参画の基本方針を踏まえて推進する。 

 

・教員選考においては、「九州大学では男女共同参画基本法（平成１１年法律第７８

号）の精神に則り、教員の選考を行います。」を公募要領に付記し、男女共同参画

の精神を遵守して選考する。 

 

・今後２年で女性教員構成比を 10～12％とする数値目標を置く。 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 

・これまで、選考基準を一律の業績主義に置いていたが、選考対象分野によっては、

選考基準に自由度を与えるなど、選考方法に柔軟性を持たせる。 

 

・女性教員採用を意図した寄附講座や組織設置を図る。 

  

・学生及び教職員への男女共同参画に関する情報提供（ポスター等）を行う。 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

部局名  工学研究院・工学府・工学部 
 
 
１．男女共同参画推進のための方針について 
  本研究院は，本学が定める基本理念や基本方針を踏まえ，男女参画を推進するために， 
 次のことについて方針を定め，その実現に向けて計画的に取り組むこととします。 
  ①学生及び教職員の男女共同参画に関する意識の醸成 
  ②修学及び就業環境の整備 
  ③教員の男女比率の改善 
 
 
２．具体的な取組とその実施計画について 
  ①学生及び教職員の男女共同参画に関する意識の醸成 

・ 教員については，毎年開催予定のFDに併せて，男女共同参画推進の啓発のための 

議論を行います。 
  ・男女共同参画に関する情報（HP，ニューズレター，ポスター，ちらし等）を教職員 
   に周知します。 
     ・女子学生への進路選択に資する具体的な情報提供を行います。 
  ②修学及び就業環境の整備 
  ・年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得を奨励します。 
  ・セクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント等防止・対策に関する 
   情報（HP，ニューズレター，ポスター，ちらし等）を教職員に周知します。 

・ 教員については，毎年開催予定のFDに併せて，セクシュアル・ハラスメント，アカ 

デミック・ハラスメント等防止のための研修会等の実施を検討します。 
  ③教員の男女比率の改善 
  ・「公開公募の原則」促進のため教員公募及び採用状況の公表を行います。 
     ・採用に関しては，男女の差がない旨の教員公募要項等へ明記します。 
  ・女性教員の割合を現状より増やすことに努力します。 

  ・出前講義時に高校生に対して，女子学生の良好な就職状況，高い大学院進学率を伝 

え，女性教員への道を宣伝します。 
 
 
 
 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

             部局名  芸術工学研究院・芸術工学府・芸術工学部 

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 

 ・女性教員の採用の促進に努める 

 ・教員等の採用及び昇任等の選考にあたっては、個人の能力を尊重する 

 ・男女共同参画推進についての教職員の意識の醸成を図る 

 ・教職員が仕事と家庭生活を両立できる職場の環境づくりに努める 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  

   ・教員公募の際には、選考方法に「男女共同参画社会基本法の精神に則り選

考する」旨、明記する 

  ・男女共同参画推進についての研修会を実施する 

  ・育児や介護に係る休業や休暇の制度について、教職員へ積極的に周知する 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

部局名  システム情報科学研究院・システム情報科学府  

 
 
１．男女共同参画推進のための方針について  

本研究院は，本学が定める基本理念や基本方針を踏まえ，男女参画を推進するために， 
  次のことについて方針を定め，その実現に向けて計画的に取り組むこととします。 
  ①男女共同参画の意識の醸成 --- 啓発活動を実施します。 
  ②修学及び就業環境の整備 --- より活発に行います。 

  ③教員の男女比率の改善  --- 女性教員の採用に努力します。 

 
２．具体的な取組とその実施計画について 
  ①男女共同参画の意識の醸成 

・毎年開催予定のFDに併せて，男女共同参画推進の議論を行います。 
・男女共同参画に関する大学情報（HP，ニューズレター，ポスター，ちらし等）を 

 研究院教職員へ周知します。 
      ・女子学生への進路選択に資する具体的な情報提供を行います。 

  ②修学及び就業環境の整備 
   ・年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得を奨励します。 

   ・セクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント等防止・対策に関す

る大学情報を教職員へ提供します。 
・セクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント等防止に関する研修

会等の実施を検討します。 

  ③教員の男女比率の改善 
・「公開公募の原則」促進のため教員公募及び採用状況を公表します。 

・女性応募者増加のための教員公募情報周知方法を検討します。 
   ・女性教員現状０名から１名以上に向けて努力します。 

   ・女性研究者向け研究スタートアップ経費を設定します 
   ・女子学生の良好な就職状況（景気に左右されることなく一人当たりの求人は１０

社）を理科教室や高校訪問等により中学及び高校生に伝え、それによる電気情報

工学科への女子学生入学増を検討します。 
   ・女性非常勤講師採用により女性の社会での活躍を女子学生（学部、大学院）に実

感させ、それによる博士後期課程進学率の増を検討します。 
 



男女共同参画推進のための方針等 

 
 

部局名  総合理工学研究院・総合理工学府 

 
 
１．男女共同参画推進のための方針について 
 

総合理工学研究院、総合理工学府では、男女共同参画社会基本法の精神に則

った教員の選考、学生の選抜、ならびにハードとソフトの両面でのキャンパ

ス環境の整備を行う。 
 
 
２．具体的な取組とその実施計画について 
 

・ 教員の採用は、「男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）の精

神に則って教員の選考を行う」ことを明記して、原則公募で実施している。 

・ 学府ホームページに、男女共同参画社会基本法の精神に基づいて入学試験

を実施することを明記している。 

・ 女性トイレの改装や増設などのハード面での環境整備を計画的に進めて

いる。 

・ 女子学生の修学援助のために、女子学生担当の学生相談女性教員を置いて

いる。 



 

 

 

男女共同参画推進のための方針等 

 

 

                                  部局名 農学研究院・生物資源環境科学府・農学部 

 

  Ⅰ 男女共同参画推進のための方針について 

        農学研究院は、本学の定める男女共同参画の基本理念や基本方針を踏まえ、農

学研究院における男女共同参画を推進するための方針を次のように定め、その実

現に向けて計画的に取り組むこととします。 

 

 

  Ⅱ 具体的な取組とその実施計画について 

  １．男女共同参画の意識の醸成 

        ① 教職員を対象とする男女共同参画推進の啓発のための研修会等の定期的な    

実施 －毎年７月の教授会終了後 FD を実施します。 

        ② 学生及び教職員への男女共同参画に関する情報提供 －HP に男女参画コー

ナーを設置し、農学研究院の現状、方針、女子学生への進路選択情報等を掲

載します。 

        ③ 女子学生への進路選択に資する具体的な情報提供を行います。 

         

    ２．修学及び就業環境の整備 

        ① 職場環境の整備 －新キャンパス移転までの年数を勘案した上で、年次計

画でトイレの改修を行います。 

        ② 管理職（部門長等）を対象とする仕事と家庭生活との両立に関する研修会     

等を実施します。 

        ③ 男女共同参画に関する部局長との意見交換会の場として、農学研究院長と

女性教員との懇談会を定期的に実施します。 

④ 年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得を奨励します。 

        ⑤ 学生及び教職員を対象とするセクシュアル・ハラスメント等防止・対策に     

関する情報提供 －HP にセクハラ対策コーナーを設置します。 

        ⑥ 学生及び教職員を対象とするセクシュアル・ハラスメント等の防止啓発の     

為の研修会等の定期的な実施 －毎年５月の教授会終了後 FD を実施します。 

                                

    ３．教員の男女比率の改善 

         教員の選考、採用にあたっては、本学の「教員人事の基本方針」及び「教員選    

考規程」に則り、女性教員の採用促進に努めます。男女比率の改善では、次の

ような目標の達成に努めます。 

         ① 農学研究院では、当面の目標として、平成２２年３月までに、女性教員数     

を現在の１．５倍（約７．７％）にします。（１５人）    

         ② 選考委員会に女性委員を参画させるよう努めます。 

            現時点では、女性教授、助教授の在職者が少数であるため、当分の間、本     

研究院外の女性教員等１名を必ずアドバイザーとして要請します。 



男女共同参画推進のための方針等 

 

                           部局名 教育学部 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

 学部教育の内容およびそれを支える環境において、性差の別なくその能力を

発揮しうるような様々な課題に取り組みます。 

 教育学部においては、学部生の男女比率に照らし、女性教員数が少ない現状

があります。教育学部の教育領域において女性研究者が稀少であるとは考えに

くいため、一層の女性教員増加を関連部局に働きかけるよう努めます。 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 

（1）両性にとってより良い修学・研究・教育活動を支えるために、セクシュア

ル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等、

大学におけるハラスメントの防止、根絶のため、啓発および対策に努めます。 

 教職員に対しては、箱崎文系地区４学部で例年開催しているセミナー（教職

員・大学院生対象）の充実、および学部生に対しては 18 年度より開始した新

入生オリエンテーションにおけるガイダンスの徹底をします。 

 

（2）（1）の各ハラスメントについての現状や課題などを含み、労働や雇用、あ

るいは私生活の場面など、社会や文化における性差の問題に関するより深い

理解と洞察力を促すため、専門家によるオムニバス方式で開講される全学教

育（「女性学・男性学Ａ／Ｂ」）の受講を奨励します。 

 

（3）男女共同参画に関する学部生からの問題提起、あるいは苦情などへの組織

的対応のための方策を検討します。 

 

（4）学部生の基本的な人としての権利、自身の修学と研究に専念する権利を侵

害することのないよう、研究指導体制を充実します。そのために、複数の学

生と複数の教員による透明度のある研究体制の可能性を検討するなど、研究

室の密室性を改善するための方策を検討します。さらに、学部教育および学

部生の学修活動における男女共同参画の現状や課題についての把握に努めま

す。 

 



（5）男女共同参画の社会的意味とその実質的なありようを模索することは、研

究機関としての大学の重要な役割であると考えます。そこで、当部局の研究

領域における、ジェンダー研究の推進と深化をめざすべく、研究奨励に努め

ます。 

  人間環境学研究院／学府における大学院生を対象としたジェンダー研究に

関する研究助成制度の策定、ジェンダー関連書籍の充実と併せて、教育学部

生によるジェンダー関連の研究への関心や課題意識などへの対応について、

具体的な方策を検討します。 

 

（6）事務組織における男女共同参画の現状や課題についての把握に努めます。 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

             部局名  生体防御医学研究所  

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

・生体防御医学研究所は、本学の定める男女共同参画の基本方針を踏まえ、その実現

に向けて計画的に取り組むこととします。 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  

①男女共同参画の意識の醸成 

・教職員への男女共同参画に関する情報提供—HP に男女参画コーナーを設置し、生体

防御医学研究所の現状、方針を掲載します。 

・分野責任者を対象した男女共同参画推進の啓発のための研修会を定期的に実施しま

す。 

②職場環境整備 

・教職員を対象としたセクシュアル・ハラスメント等研修会を定期的に開催します 

・教職員を対象としたセクシュアル・ハラスメント等防止・対策に関する情報提供を

HP で行います。 

・年次有給休暇の計画的取得や夏期休暇等の連続取得を奨励します。 

・教職員を対象とする育児環境に関する調査おこない、其の結果を踏まえて施策を策

定および実施します。 

  ③教員の男女比率の改善 

・教員の選考、採用にあたっては、本学の「教員人事の基本方針」及び「教員規定」

に則り、女性教員の採用促進に努めます。男女比率の改善の目標数値は平成２２年

３月までに１５％にします。 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

部局名  応用力学研究所 

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

 

 研究所の女性教員の比率（2007 年 4 月 1 日現在）は，教授職が 5.0％（20 人

中 1人），准教授が 5.3％（19 人中 1人），助教・准助教が 0％（9人中 0人）で

あり，全体では 4.2％（48 人中 2人）である。これらの比率は，全学平均と比

べて，教授職以外は，やや低い。今後も，本学の定める男女共同参画推進に関

する基本方針に沿って，その実現に向けて積極的に取り組むこととする。 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 

 ① 男女共同参画の意識の醸成 

  ・教職員や大学院学生に向けて，男女共同参画に関する情報，研究所の現

状や方針を，研究所のホームページに掲載する。 

 ② 就業環境の整備 

  ・育児や介護休業制度に関する情報を，教職員に積極的に提供する。 

  ・年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得を奨励する。 

  ・教職員や大学院学生に向けて，セクシュアル・ハラスメント等防止・対

策に関する情報を，ホームページなどを利用して提供する。 

 ③ 教員の男女比率の改善 

  ・研究所のこれまでの人事では，男女の区別は全くない。今後もこの方針

を堅持する。 

  ・採用に関して男女の差別がない旨を，教員公募要項等に明記する。 

  ・「公開公募の原則」を促進するため，教員公募・採用状況を公表する。 

 

 

 



男女共同参画推進のための方針等 
 

部局名 先導物質化学研究所 
 
１ 男女共同参画推進のための方針について 
 

先導物質化学研究所においては、平成１８年３月末に女性の助教授１名が

定年退職して以来、女性教員はゼロとなっている。優れた女性教員の存在は、

研究所にとって極めて望ましく、是非採用したいと希望している。しかし、

研究所としての使命の性格上、教員選考時には全て公募制が採用されており、

業績、研究費獲得状況等に関わる厳しい競争を勝ち残った者を採用している。

この選考原則を大きく変更することは困難である。 
従来の教員選考においては、女性研究者の応募数は未だ少なく、ここ５年

間の公募全体では２％程度に留まっている。Ｈ１８年度から、公募文面には

必ず男女共同参画について記述しているが、未だ女性の応募数増加に対する

顕著な効果はでていない。 
今後も継続して女性教員の実現に向けた努力を継続する予定である。 

 
 
２ 具体的な取組とその実施計画について 
 
○ 男女共同参画に積極的な部局であることを、教員公募文面のみならず、

ホームページ等にも常時記載して、外部からの理解を深める。 
○ 優れた若手女性研究者に対して応募を呼びかけること、等の検討もあり

得よう。しかし、これは本来の自由公正な公募制度の原則と矛盾するので、

部局として慎重に審議する必要があると考えている。 
 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

               部局名   病 院    

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

   ○本学が定める男女共同参画推進における基本理念、基本方針に基づき

推進する。 

   ○男女共同参画推進の啓発及び情報提供 

   ○働きやすい環境の整備及びそのシステムの構築 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

   ○男女共同参画推進に関する研修会への積極的な参加 

   ○教職員への男女共同参画推進に関する情報提供 

   ○教職員への就業制度（年次休暇・育児休暇等）の情報提供及び休暇取

得を奨励 

   ○働きやすい環境の整備及びシステムの構築 

    1)女性医療人きらめきプロジェクトを発足 

     <概要> 

ライフステージにより休職や離職を余儀なくされる女性医師や看護師につい

て、休職後の復帰支援のため広く内外に門戸を開き、復帰前の継続的学習・

研修できる環境の提供、復帰後も育児期間中の就業が可能な体制整備など、

女性医療人の生涯現役を目指し、このシステムを構築することにより強く支

援する。 

    2)未就業の女性医師の活用 

     育児等による未就業の女性医師を外来診療要員として非常勤で採用すること

により、外来担当医師を病棟にシフトし、病棟業務の緩和する事を目的とした

制度を今年度より実施。 

3)教職員専用の保育施設の設置を計画 

    4)福利厚生施設の充実〔（研修医・看護師宿舎），病院内へのコンビニ

エンスストア，ジム等の設置〕 

 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

                      部局名  附属図書館   

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  附属図書館は、九州大学における男女共同参画推進の基本理念や基本方針

を踏まえ、以下の方針を定め、その実現に向けて計画的に取り組む。 

 

○ 男女共同参画の意識の醸成 

 大学等が発する男女共同参画に関する情報の提供、研修等の積極的受講の

奨励等を通じ、教職員 1人ひとりの男女共同参画についての意識の醸成に努

める。 

 

○ 就業環境の整備 

 休暇や休業制度等の活用を支援し、働き方に関する教職員の意識啓発に努

め、仕事と育児・介護等との両立を支援する。またセクシュハル・ハラスメ

ント等の生じない就業環境を維持するよう努める。 

 

○ 教員及び役職員の男女比率の改善 

  平成１８年１０月１日現在、附属図書館の教員数５名（記録資料館を含む）

のうち女性教員数は０名である。今後、公募に際して複数の応募者の評価が

同じ場合には女性応募者を優先するなど、可能な限り女性教員の採用に努め

る。 

  また、係長以上の役職員への女性の積極的登用に努める。 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 ○ 男女共同参画の意識の醸成 

  ・ 男女共同参画推進室等が発信する男女共同参画に関する情報の教職員

全員への周知を積極的に行う。     

・ 男女共同参画の啓発のための研修会等へ教職員を積極的に参加させる。 

  

○ 就業環境の整備 

  ・ 教職員への育児及び介護休業制度、子の看護休暇、男性職員の育児参

加休暇、早出遅出勤務等の勤務時間に関する制度等についての細やかな



情報提供を行い、その各制度の活用を支援する。 

 ・ 就業と家庭生活との両立のためにも、業務の効率化等に努めるととも

に定時退勤を奨励し、男性女性の区別なく早く帰る職場雰囲気を作る。 

・ 年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得を奨励する。 

  ・ 就学前の子を持つ職員の配置、業務負担等について、可能な限り配慮

する。 

 ・ セクシュアル・ハラスメント等の防止啓発のための情報提供を行い、

研修会等へ教職員を積極的に参加させる。 

 

 ○ 教員及び役職員の男女比率の改善 

  ・ 教員公募の際の公開公募の徹底、教員公募情報システムの活用、採用

に関して男女の差別がない旨の明記等を行う。 

  ・ 平成１９年１月１日現在、附属図書館の係長以上の役職員１７名のう

ち女性は４名(23.5%）である。今後はさらに係長以上への女性職員の登

用を積極的に推進する。 

 



男女共同参画推進のための方針等 
 
 

 部局名 高等教育開発推進センター 
 
１．男女共同参画推進のための方針について 
    
  高等教育開発推進センターは，男女共同参画の推進にいち早く取り組んでおり，その

結果として高等教育開発推進センター所属の教員数 24 名中，女性教員数が６名（平成

18 年７月１日現在 25％）を占めることとなっています。 
従って，本学の当面の目標値である約１３％を上回っています。 

  今後の教員採用に当たっても，目標値達成を図れるよう進めていきます。 
 
 
 
２．具体的な取組とその実施計画について 
 

高等教育開発推進センターの今後の取り組みとしては，女性の働きやすい環境と支援

体制を維持し，本学の当面の目標値を継続していきます。 
 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

     部局名  情報基盤研究開発センター   

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  

 現教員数１６名（内 全学管理人員８名）のうち女性教員数１名であるが、

平成１９ 年１０月にその任期を迎える。任期満了後も引き続き女性教員数１名

を維持すること を目標とする。 

 

 

 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

 

現在の女性教員に対しても既に育児休暇等の取得を奨励し、取得実施済みで

ある。今後も、女性の就業環境の整備に努める。  

また、教員公募等においても女性教員数と男性教員数の情報を開示し、男女

共同参画の方針を明記する。  

 

 

 

 

 



  

男女共同参画推進のための方針等 

 

     部局名  健康科学センター   

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  健康科学センターは本学の基本理念・基本方針に従って、以下の方針を定

め、その実現に向けて計画的に取り組みます。 
 

 １）男女共同参画の意識の醸成 

学生及び教職員の男女共同参画に関する意識の醸成を図るため、広報・

啓発活動を推進します。 

学生に対して固定的な性別役割・分担意識にとらわれず、その能力を十

分に発揮しうる職業意識の醸成に努めます。 

 

 ２）修学及び就業環境の整備 

教職員の仕事と育児・介護等との両立を支援するため、休業制度の活用

など、働き方に関する教職員の意識啓発に努めます。 

安心安全で快適な修学環境・就業環境を提供するため、施設設備面での

改善に努めます。 

学生及び教職員の修学及び就業環境を著しく損なうハラスメント等、人

としての尊厳を侵害する言動の防止・対策に真摯に取り組みます。 

 

 ３）教員の男女比率の改善 

学生・教職員に対する教育・研究指導・健康相談業務を充実するため､ 教

員の男女比率の改善に努め、女性教員の採用を促進します。そして、女性

教員数を現員２名から３名に増員するよう努めます。 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

  

 １）男女共同参画の意識の醸成 

 ・男女共同参画推進の啓発のために開催される全学の研修会等への参加： 

   毎回１名以上の教職員が参加します。 

  ・学生及び教職員への男女共同参画に関するセンター内研修会等の開催： 

   全学の研修会を受けて開催し、研修内容の報告、センター内の課題に関

する検討等を行い、意識の醸成・向上に努めます。 

  ・学生及び教職員への男女共同参画に関する情報提供： 

   掲示板に専用コーナーを設置し、男女共同参画関連の最新ポスター、ニ

ュースレターを掲示します。また推進室の年次報告書を展示します｡ 



 ・学生の進路指導に資する具体的な情報提供： 

   学生の進路については具体的な情報を元に、性別に拘らず自己実現を図

るよう指導します。 

 

 ２）修学及び就業環境の整備 

  ・教職員への育児及び介護休業制度に関する情報提供： 

   年一回以上（年始など）、教授会等の会議において、これら休業制度の周

知徹底を図ります。 

  ・教職員の昼休み等休み時間の確保： 

   健康相談業務においては、センター利用者の便宜に配慮しつつも交代制

の活用等により教職員の休み時間を確保します。 

  ・年次有給休暇の計画的取得や夏期休暇等の連続取得の奨励： 

   年数回、教授会等の会議やメール送信により周知を図ります。 

 ・修学及び就業環境の施設設備面での改善： 

   短時間の休養が可能な隔離スペースの設置、男女共用トイレの区分け等

を推進します。 

 ・学生及び教職員を対象にしたハラスメント等の防止対策： 

   年一回以上、研修会等を開催し、またポスター等の掲示によりハラスメ

ント等に関する意識を高め、その防止に努めます。 

 ・学生及び教職員を対象にした修学及び就業環境に関する相談体制の整備： 

      教育担当教員(学生対応)及びセンター長(教職員対応)を窓口とする相談

制度を設けて周知徹底を図り、学生・教職員の意見や要望を随時吸い上げ

るよう努めます。 

  

 ３）教員の男女比率の改善 

 ・「公開公募の原則」に従った教員公募及び採用状況の公表： 

      教員募集の際は必ず公募とし、採用状況は公表します。 

  ・女性応募者増加のための教員公募情報周知方法の充実： 

      教員募集の際は種々の方法により、公募情報をできるだけ広範囲に周知

します。 

  ・採用に関して男女の差別がない旨の教員公募要項への明記： 

   教員公募要項には「採用に関して男女の差別をしない」旨を明記し、女

性応募者の増加を図ります。 

  ・教員の男女比率の改善： 

      女性教員の採用を進め、教員の男女比率の改善に積極的に取り組みます。 

 

 
 



男女共同参画推進のための方針等 

 

 

                   部局名  事 務 局    

 

 

１．男女共同参画推進のための方針について 

  平成１８年１１月１７日に策定された｢九州大学の男女共同参画推進につ

いて｣の基本理念及び基本方針に基づき、職員の男女共同参画に関する意識の

醸成を図り、仕事と育児・介護等との両立ができるような就業環境の整備を

さらに進めるとともに、働き方に係る職員の意識啓発に努める。 

  また、職員の就業環境を著しく損なうセクシュアル・ハラスメント及びこ

れに類する人としての尊厳を侵害する行為の防止・対策に一層取り組む。 

 

２．具体的な取組とその実施計画について 

（１）男女共同参画の意識の醸成 

○ 職員を対象とする男女共同参画推進の啓発のための研修会等の実施 

○ 職員への男女共同参画に関する情報提供 

 

（２）就業環境の整備 

○ 職員への育児及び介護休業制度に関する情報提供 

○ 管理職を対象とする仕事と家庭生活との両立に関する研修会等の実施 

○ 職員の勤務時間の適正な管理及び時間外勤務の縮減の実施 

○ 年次有給休暇の計画的取得や夏季休暇等の連続取得の推進 

○ 職員へのセクシュアル・ハラスメント等防止・対策に関する情報提供

及びセクシュアル・ハラスメント等の防止啓発のための研修会等の実施 

 

 

   




