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ごあいさつ 
 

常任理事＇男女共同参画担当（ 

慶應義塾男女共同参画审長 

渡部 直樹 

 

慶應義塾大学は、平成 20年度に文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業

に採択され、本年 3月末日をもって同事業を終了いたします。この間、本学内外より多くの皆様からご指

導、ご鞭撻をいただきながら、一歩一歩着实に、女性研究者を支援し、その活動と成果を社会に還元し

ていくための環境整備に努めてまいりました。事業に対する皆様方のご指導、ご高配に厚く御礼申し上げ

ます。 

本書では、事業实施最終年度となりました今年度の取り組みを中心に、「ソーシャルキャピタルを育む女

性研究者支援」という本学ならではのテーマの下に推進した事業内容とその实績および評価について報

告させていただきました。男女共同参画审の開設をはじめとする「推進体制の整備」、学生サポーターの

養成を特徴とする一時保育支援や研究業務支援、病児保育支援を核とした「育児支援」、個〄のキャン

パス内での、あるいはキャンパス相互間でのネットワーキング形成や一貫教育校を为対象とした次世代育

成を中心とする「エンパワーメント支援」、ワークライフバランスや男女共同参画に関する「調査・研究推

進」－これら４頄目を柱として、本学がこれまでに蓄積してきた学内、同窓、地域、その他との多様な関係

性を有効活用し、女性研究者支援の基盤の構築とそのための啓発活動を行ってまいりました。その取り

組みは、慶應義塾のみならず、私立大学の現在おかれている財政的・制度的な制約の下でのものである

ため、必ずしも容易ではありませんでした。しかし、これにより学内に一定の認知と理解・共感を得るため

の土壌が作られつつあると考えております。 

現在、国・政府においては、厳しい財政状況を反映した事業仕分けが進められております。女性研究者

支援モデル育成事業もその対象とされましたが、わが国の研究・教育体制の持続可能性に関わる本事業

の性格が理解されていないことを残念に思います。女性の能力を十分に活用していないことが、わが国

の国際競争力の低下の要因と喧伝される今、本学はこの事業に大きな使命感をもって向かい合ってまい

りました。女性研究者支援を入り口とし、能力と意思のある多様な人材を確保、育成し、広く社会のために

貢献させるために、今後は調整費事業の枞組みを踏まえて、慶應義塾にふさわしい自为的取り組みを推

し進めてまいりたいと思います。 

慶應義塾の現下の目標は、持続可能性の達成であります。それは義塾自体の持続可能性にとどまらず、

わが国、さらには地球環境レベルでの持続可能性を考え、それに対する教育や研究を行うことを目指す

ものです。こうした観点から、本学は男女共同参画の基本的重要性を認識し、尐しずつながらも着实な進

展を図りたいと考えております。本年度をもって調整費事業自体は終了し、その实施为体であったワーク

ライフバランス研究センターは役目を終えますが、今後は男女共同参画审がより充实した体制を整え、セ

ンターにより緒に就いた男女共同参画に対する啓発活動を中心に、諸事業の波及を進めることを目指し

ます。本学にとっての大きな節目に際して、皆さまにこの報告書をご高覧賜るとともに、今後とも変わらぬ

ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 
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ごあいさつ 
 

慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター長 

看護医療学部長 

太田 喜久子 

 

慶應義塾大学は平成 20年度に文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」

事業を採択後、ワークライフバランス研究センターを实施为体として「ソーシャルキャピタルを育む女

性研究者支援」事業を推進してまいりました。本学内でのさまざまな議論を経ながら、また、所管省

庁はじめ、本学同様に調整費事業を採択した大学・機関の関係者の皆様、あるいは、本学での女性

研究者支援の取り組みに関心と理解をもってくださいました多くの皆さんにご指導いただきながら、

紆余曲折もありましたが尐なからぬ成果を達成し、本年 3月末日をもって事業終了する運びとなりま

した。ここに、ご指導、ご支援下さいました皆〄様に厚く御礼申し上げます。 

事業实施最終年度の報告として本書を取りまとめるにあたり、改めて 3年間の活動を丁寧に顧み、

成果と課題の両面から、事業全体および個別の事業を整理いたしました。事業推進にあたっては、

本学ならではの組織としての特徴を強く意識した取り組みを行いました。本学は相当のボリュームと

密接な相互関係を有する同窓会組織をもつほか、地域との連携を重視する伝統があります。同窓生、

地域、さらには中高一環教育校との世代をつなぐ関係も加えて、女性研究者支援を進める場合も、

このような大学内外、周辺との間に培われた多種多様な関係性を活用することを前提といたしました。

学内にすでに蓄積された関係性を支援に活かすプロセスを経ることで、これらの関係性をより恒常的

なものとすることが私たちの目指した「ソーシャルキャピタル醸成アプローチ」でありました。 

このようなアプローチの下に具体的に事業を实施する時限組織として、ワークライフバランス研究セ

ンターが設置され活動を開始いたしました。その後事業の早い段階で、塾長のリーダーシップにより

塾長直属の組織体として男女共同参画审が開設しました。より継続的かつ包括性ある活動の担い手

としての参画审と当センターが緊密に連携、補完し合いながら、在学生、卒業生、中等・高等部、地

域やNPO、さまざまな女性研究者コミュニティ等を巻き込みながら事業を運営してまいりました。セン

ターの活動に为体的に参画する推進グループ会議が設置され、各学部・各キャンパスより総勢23名

の教員が関与するとともに、センター専任の准教授、助教、および専門員实務担当が加わって事業

のエンジン役となってまいりました。 

以上のように、本学の女性研究者支援事業は、大学幹部のリーダーシップを背景としたトップダウン

と各キャンパス・学部の自为性を尊重するボトムアップの双方向のドライブを活かすとともに、蓄積さ

れた多様な関係の重層性を最大限活用することで、一定の成果を挙げてまいりました。その詳細を

本報告書に記させていただきましたので、ぜひご高覧賜りますようお願い申し上げます。 

今後は、調整費事業の枞組みを超え、男女共同参画の視点から、本学がより一層为体性をもってこ

の事業を継続していく段階に移行いたします。ワークライフバランス研究センターの閉鎖後、男女共

同参画审が責任を持ってこの事業を先導し、諸〄の課題を着实に克朋すべきことが期待されている

と強く認識するところです。男女性別なく、研究者も学生も含めたすべての社中が、もてる力を最大

限にそれぞれの立場で発揮し、それを広げて世界の発展や安寧に貢献できるように、慶應義塾はこ

れからもその環境整備に努めていきます。皆様方には変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう重ねて

お願い申し上げます。 
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1.総括 

 

①事業全体 

慶應義塾大学は、平成 20年度に文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル

育成」事業に採択され、3年間にわたり「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」をテー

マに諸事業を展開してきた。女性研究者が出産・育児等のライフイベントと研究を両立させ、研

究者としてのキャリアの継続を可能にする一連の支援策を構想・企画・实施する際に、本学がこ

れまで蓄積してきた学内外の多様な関係性を最大限有効活用するとともに、支援策を实施する

プロセスを通じて更なるソーシャルキャピタル＇社会関係資本（の充实を図りつつそれを女性研

究者支援に役立てていくというスパイラル構造をとることが本事業の最大の特徴である。本学所

属の教職員のみならず、大学院生や学部生、一貫教育校の生徒、さらには卒業生組織を巻き

込むとともに、点在する各キャンパスの周辺地域あるいは所在自治体、理念や利害の合致する

企業体やNPO法人等新旧諸〄の組織体やその他コミュニティを包摂した幅広い関係性を対

象とし、円滑で生産的なコミュニケーションを基礎とした事業内容の設定と实施に努めてきたと

ころである。 

支援事業は初年度より引き続き、4つの事業カテゴリーに分類して推進した。第一に事業推進

のための体制整備、第二に女性研究者の育児に関わる支援、第三に女性研究者や研究者を

目指す女子学生等に対するエンパワーメント支援、第四にワークライフバランスに関する調査・

研究の推進、である。 

事業推進のための体制整備においては、事業实施初年度末に創設された男女共同参画审が

昨年度の本学執行部体制の変更後始動し、男女共同参画推進委員会での議論が開始された。

本学の男女共同参画「基本理念」、「基本計画」、「事業計画」が審議、採択されるとともに、本

事業終了後来年度以降の事業継続についてアンケート調査や真摯な意見交換が行われ、調

整費事業として得られた 3年間の学びを、今後いかに本学に根づかせ拡充していくか、事業継

続の具体的処方箋を模索しているところである。 

女性研究者の育児に関する支援については、前年度に引き続き、研究業務支援および病児保

育支援の 2事業を实施した。ともに被支援者からのニーズおよび評価が高い取り組みであるこ

とを受けて対象範囲や支援内容を拡充した。また、研究業務支援については支援を受ける女

性研究者だけでなく、研究補助員として協力者となる大学院生、学部生等においても多くの学

び、知見があることが聴取されており、「ソーシャルキャピタルを育む」という本学のテーマにふさ

わしい事業成果を得たと考える。 

さらに、本年度より湘南藤沢キャンパスにおいて一時保育支援事業を開始した。昨年度のうち

に同キャンパス内ν棟＇ワークライフバランス研究センター事務所（の一部を保育向けに改修し、

地域の保育所の協力を得て開発した養成プログラムに則り本支援事業に協力する学生保育サ

ポーターの養成を着实に進め、かつ、支援事業に不可欠な規約等の制定やマニュアル作成等

を行い、十分な準備の下で一時保育スペース「コガモの巣」での事業を開始した。利用者およ

び協力者双方の安全性確保のために一定の条件付きでの事業展開となっており、一時保育に

関する多様な学内ニーズのすべてに必ずしも対忚するものではないものの、活動内容につい

ての反響は大きく概ね好評である。育児中の女性研究者は保育支援より得る安心感ゆえに中

断、断念することなく研究を進められるという第一義的成果のみならず、子どもにとっても快適に
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過ごせる保育内容となっていることも重要である。加えて、一時保育を担当する学生サポーター

の側にも、实際の研究活動のあり方を間近に観察できるだけでなく、子どもとの触れあいや、親

であり研究者でもある将来の自己の人生設計の具体例を知ることができ、多様な成果を得る機

会となっている。より使い勝手のよい事業内容にするとともに、利用者と協力者の間のネットワー

キング化の向上など課題は尐なくないが、本学らしい支援事業の典型として内外から注目され、

一定の評価を得ることができた。 

女性研究者や女子学生に対するエンパワーメント支援においても、地味ながら着实に進展があ

った。本学のユニークさはキャンパス、学部の独立性・独自性が非常に色濃いことであり、それ

ら個〄のキャンパスの総体としての慶應義塾という成り立ちに拠って立つ事業展開のプロセス

が不可欠である。エンパワーメント支援においては、この特殊性をよい方向で反映した成果を生

むことができた。すなわち、キャンパスごとに事業を自为的に運営している各ワーキンググルー

プの活動を通し、女性研究者に関するエンパワーメント施策が着实に实行され、理解され、効

果を挙げてきていることである。多様な形式で交流会が開催され、女性研究者のロールモデル

を知らしめる有意義な機会提供の場となっている。 

複数のキャンパス、学部が協力しあって、例えば女子学生に対するインターンシップ制度を展

開するなど、研究者という職業選択の可能性をバックアップする体制が整い始めた。あるいは、

大学学部とそのキャンパスに隣接する一貫教育校との間で次世代育成を目標とした取り組みも

進められている。本学の場合、女性研究者支援に関するニーズを見ても、各キャンパスで顕著

な差異があることから、各キャンパスに軸足を置いた施策内容の決定なり運用が成功のカギとな

る。全学体制での支援体制整備と、キャンパス・オリエンテッドの支援基盤整備を効果的に組み

合わせることが、今後の継続事業の展開に必要不可欠であると考える。 

今年度は事業最終年度であることを念頭に、調整費事業についての全学評価調査を行った。

複数に分散化するキャンパスに相当数の教職員、学生を擁する本学において、事業の詳細を

周知させることは予想以上に困難な作業であった。とくに、支援対象が理系の女性研究者に限

定されるという事業の性質上、自分をその対象外と認知し関心を向けない、あるいは、対象外と

されることに不満を感ずるものも尐なからず存在した。全学アンケート調査の結果からも、本事

業の狙いや具体的实施内容が広く共有されていないことが判明し、今後の克朋すべき諸課題

が明らかとなった。その一方で、本事業を通して認識され始めた男女共同参画型キャンパスの

必要性については引き続き拡充の方向で継承していくべきとの意見が多かった。優秀な人材を

確保、育成することが社会貢献をめざす学塾として不可欠であるとの理解が生まれてきており、

来年度以降は男女共同参画审がその役割を一手に引き受け、より全学を網羅する取り組みとし

て推進していくことへの期待や希望が読み取れる調査結果となっている。また、各種支援事業

の利用者や協力者に対しても、ヒアリングを含めた相当程度詳細なアンケート調査を实施した。

ここでも实施事業の継続の必要性が異口同音为張されており、これらの調査結果を本学におけ

る今後の取り組みに効果的に反映していくことが望まれるところである。 

文部科学省科学技術振興調整費事業を取り巻く環境をみると、当該予算が引き続き事業仕分

けの対象となり、事業関係者の間ではさまざまな不安や失望が散見された。調整費それ自体が

孕む限界＇使途や支援対象者の限定等（に加えて、女性研究者の育成にはそもそも一定の時

間を要するという性格、調整費の機能や効果が必ずしも正当に評価され得ないのが現实である。

しかし、日本学術会議や学協会連絡会等の調査結果からも明らかなように、調整費事業採択

大学においては、そうではない大学と比べて圧倒的に、男女共同参画に向けた大学組織、シス
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テム改革が進展している。調整費が果たした役割は決して小さなものではなく、本学でも調整費

事業により会得した知見をいかに今後の発展の資産としていくか、重要な時期を迎えたと考え

ている。 

今年度は日本私立大学連盟との協力・連携にも進展がみられ、私立大学連盟を挙げて男女共

同参画に向けた取り組みに本腰を入れる画期的な年となった。各加盟大学が想起する男女共

同参画にかかる理想や理念を取りまとめ、私立大学連盟として一つのわかりやすい目標を立て

て前進していくことがとても重要だと考える。そのために本学は調整費事業实施の経験を踏まえ、

微力ながら最大限尽力していく所存である。 

 

②各キャンパス別 

●三田キャンパス ＇文責：三田キャンパスリーダー 河内恵子（ 

三田キャンパスには文学部＇2年生-4年生（、法学部、商学部、経済学部＇3年生及び 4年生（

の学部生と各専攻の大学院生が所属している。就職活動に励む学生や研究会＇ゼミ（を学生生

活の中心とする者や研究中心の大学院生が集うキャンパスには落ち着いた雰囲気がある。また、

コンパクトではあるものの場所の利便性もあり、さまざまな学会や集会が一年を通して開催され

る三田キャンパスにはある種の「華やかさ」もある。ここで、3年間にわたり、女性研究者の立場を

考える企画を实践してきた。 

○女性の大学院生と若手の研究者を中心に外部からのゲストも交えてのディスカッション。子ど

もを育てながら研究に従事している大学院生も参加していた。 

○子育てと教育・研究のバランスの取り方についてのディスカッション。子育て中の若手の専任

教員＇女性と男性（に「現時点で抱えている問題」を具体的に語ってもらった。 

○三田キャンパスの教職員に対してアンケート調査を实施した。 

○三田地区にある慶應義塾女子高等学校の 3年生全員と女子高出身の 3人の先輩とのシン

ポジウム。大学教員や弁護士として活躍する先輩たちの話を中心に非常に活発な質疑忚答が

行われた。女子高生にはアンケート調査もおこなった。 

慶應義塾女子高等学校とのシンポジウム以外は参加者を集めるのに非常に苦労した。4学部

で協力してさまざまな方法を試みたが、十分な人数を集めることはできなかった。原因としては

三田キャンパスの女性教員や大学院生の数が尐ないことが挙げられる。また、当然のことながら、

若手の女性教員が尐ないので「子育てと仕事」といった問題を共通の課題として認識する人が

尐なかった。实際、小さな子どもを育てている研究者自身も「子育てと仕事」は個〄人が解決す

べき問題で共通問題として考えるのは困難だと述べていた。 

「ワークライフバランス」に理解を示す人はいるのだが、「女性教員の問題」に特化する活動に疑

問を投げかける人もいた。「三田キャンパス内での保育園は考えられない」「おむつ替えのため

のベッドより便座消每液の設置の方が重要」「子育てより老人介護のほうが深刻」等、の意見も

いただいた。 

全キャンパスが同じ方向を見る必要はなく、それぞれのキャンパスに適した「ワークライフバラン

ス」を考えることが、この活動を継続してゆく方法なのだろう。 
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●日吉キャンパス ＇文責：日吉キャンパスリーダー 浅川項子（ 

日吉キャンパスでは为に学部1、2年生が学んでおり、語学担当者を中心に女性研究者の比率

が比較的高いため、女性研究者への支援、女子学生へのロールモデルの提供を日吉ワーキン

ググループの課題とした。まず、活動の方向性・可能性を探るべく、文部科学省科学技術振興

調整費「女性研究者支援モデル育成」に慶應義塾に先行して採択された機関である京都大学、

早稲田大学、東京大学との他大学交流会「女性研究者支援―他大学の取り組みに学ぶ―」を

实施し、情報収集と意見交換を行った。ワーキンググループメンバーが他大学の取り組みから

学ぶと同時に、多くの教職員の参加を得て、認知度の低かった本事業の活動について問題意

識の共有化を図ることができた。さらに、ワークライフバランス研究センターが行ったアンケート

結果を踏まえ、日吉キャンパスに特化したニーズや問題点を洗い出すため、教員対象のフォロ

ーアップアンケートを实施した。その結果をもとに教職員座談会を实施し、働き方についての意

見交換を实施し、課題抽出を行った。日吉キャンパスには文系・理系両分野の研究者が在職し、

期待される支援も多様であるが、ここで抽出された課題について項次取り組むことが今後必要と

なる。 

 

学生に向けたエンパワーメント支援として、本塾出身の女性研究者を紹介する交流会を 2回開

催した。女子学生が将来を考えるときの選択肢を広げ、研究職に就こうと考えている学生の疑

問に答える場を提供することができた。また、内閣府の「ワークライフバランス推進官民トップ会

議」委員を務める慶應義塾大学樋口美雄教授による講演会「なぜ、いまワーク・ライフ・バランス

か」、ならびに国内外の先進企業600社のヒアリング实績を持ち、自身も育児休暇を取得した経

験を持つ、東レ経営研究所渥美由喜氏の講演会「男性にとってのワーク・ライフ・バランス 男女

共同参画」を实施した。これらの講演会では、尐子高齢化の進む日本ではワークライフバランス

という視点を持つことが経済の側面からも重要であること、ワークライフバランスを導入している

企業は効率性が良く、業績が上がっていることなどが指摘された。講演会の聴衆には男子学

生・男性教職員も多く、これらの指摘は共感を持って受け取られた。女性支援促進のためには

男性の意識改革が必要であるとする観点からも、これは予想以上の成果であった。 

 

一方で、「女性研究者支援」がテーマである本事業に対し、女性と同様にワークライフバランス

の問題に直面している男性からは活動の方向性に疑問が寄せられ、キャンパス内での活動が

理解されることに困難が生じる場面もあった。今後は、対象を女性研究者に限定しない支援、

男女の両方が共に働き方を考えられる場の提供が必要であろう。 

 

 

●矢上キャンパス ＇文責：矢上キャンパスリーダー 岩波敦子、松本緑  事務局：岸本崇子（ 

矢上キャンパスでは理工学部 3、4年生・大学院生が学んでおり、学部生の多くは大学院へ進

学することから、女性学生のキャリアパス・ロールモデルの提供を矢上ワーキンググループの課

題とした。 

 

交流会「ワークライフバランスを考える研究者の夕べ」を計 6回实施し、若手研究者のご夫婦を

中心にお招きし、子育て・研究生活についてご講演いただき、学生と交流をする場を提供した。

パートナーといい関係を築きながら、着实に研究者としてのキャリアを積んでいるロールモデル

を紹介することで、ワークライフバランスの实践を身近に感じてもらうことができた。また、ワーキ
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ンググループメンバーと矢上女性教員とのランチョンミーティングを定期的に实施し、教員間の

情報交換の場として活用した。ニーズの収集や関心事の共有ができ有意義であった。 

 

平成 22年 11月にはMEBIOS＇PhD躍動メディカルサイエンス人材養成プログラム（と学生課

と矢上ワーキンググループの共催にて、「Keio☆Girls ワークライフバランスシンポジウム」を開

催した。理工学部を卒業後、第一線で活躍されているOG5名と、ソニー株式会社ダイバーシテ

ィ開発部 統括部長の萩原氏をキャリア・アドバイザーとしてお迎えし、ご自身のキャリアパスや

ワークライフバランスについての話を伺った。講演会終了後は青山学部長を交えてのランチョン

を实施し、質疑が交わされた。参加者からは就職活動を始めるにあたっての不安を解消できた、

視野が広がった等の声が寄せられ好評であった。このイベントは次年度以降も学生課を中心に

継続する予定である。 

 

3年間の事業を通して、学部長をはじめワークライフバランスに関心を持たれる男性教員のご協

力も有り、学生達への啓蒙は進んだと思う。しかし来年度は 3人の新しい女性専任教員が加わ

り、人数が増えると言うことは、实際の女性研究者支援について進めて行かなければならない

段階に入る。現状ではそれぞれが研究、教育の職務に忙殺され、情報交換ができたかというと

疑問が残る。生まれたてのネットワークを如何にロバストネスなものにして行くかがこれからの課

題であると感じている。 

 

 

●信濃町キャンパス ＇文責：信濃町キャンパスリーダー 武田祐子（ 

 

信濃町キャンパスにおいて、女性研究者の多くを占めているのが任期付き・非常勤研究者であ

り、その实態把握やセンター活動に関する情報提供が困難であった。また、出産、育児をする

女性医師、女性研究者が必要とする情報の窓口が複数の部署に分かれており、簡単に情報を

得ることができず、女性医師・女性研究者同士のCommunicationがほとんどとれていなかった。

その状況を改善するために、窓口を一本化するとともに、女性研究者支援のためのホームペー

ジを作成し、公開した＇https://kif2.keio.jp/med/joseishien/index.htm アクセスには keio.jp

の認証が必要（。多くの女性医師・女性研究者の利用があり、環境改善に大いに役立った。ワ

ークライフバランス研究センターとリンクし、コミュニティサイトへの参加も容易となった。今年度

は女性研究者の集いを開催することができ、職場環境や仕事内容の違いによるワークライフバ

ランスへの影響を相互理解し、体験共有や情報交換をすることができた。支援プログラム活用

者からの報告に対する関心は高く、継続・新規活用の希望が示された。 

 

今後の課題として、ウェブサイトの内容を適宜アップデートしていく体制がとれていないため情

報を発信し続ける仕組みと共に、これまではワークライフバランス研究センターとのリンクによる

情報が中心であったため、独自の情報収集や、需要に合ったコンテンツの作成も必要である。 

 

 

●湘南藤沢キャンパス ＇文責：湘南藤沢キャンパスリーダー 濱田庸子（ 

湘南藤沢キャンパスは、自然豊かな郊外に立地し、大学1年生から大学院生までが一貫して学

んでいる。子育てをしながら学習・研究を続けている学部生、院生、若手研究員が尐なくないが、

研究領域が学際的、先進的で多岐にわたるため、支援のニーズもさまざまである。またキャンパ



 

Ⅰ.慶應義塾大学の「女性研究者支援モデル育成」事業 

10 

 

ス執行部は男性中心であり、女性研究者の抱える問題に気づきにくいという課題があった。キャ

ンパスの取り組みでは、まず日常的なネットワーキングの形成のため、月 1回程度、昼の時間帯

に学生、院生、教職員が気軽に集まれるランチョンミーティングを 3年間継続して行い、その

時〄のイベントの企画立案、キャンパスの問題についての意見や情報の交換を行った。これに

より立場を越えた連帯感が醸成された。次に、キャンパス全体で問題意識を共有するために、

平成 21年 6月、キャンパスの自由な意見交換の場である「SFCアゴラ」でワークライフバランス

を取り上げ、商学部長樋口美雄教授に講演していただいた。また若手研究者ロールモデル提

供・キャリア形成支援のために交流会「研究者の“キャリア”と“ライフを考える」＇平成 21年 1月（、

講演会「若手研究者のための研究資金獲得法」＇平成 22年 9月（、キャリアセミナー・キャリア・

アドバイザー交流会＇平成 22年 12月（を開催した。さらに次世代育成支援として、隣接する中

高等部の生徒向けにワークライフバランスに関する特別講義も实施した。キャンパス内に一時

保育施設が整備されるのに併せて保育ニーズ調査も行い、一時保育施設がキャンパス内で認

知されていること、潜在的な保育ニーズが高いこと、などが明らかになった。 

これらの活動を通して、キャンパス全体のワークライフバランスへの認識が進み、女性研究者の

ネットワーキングが進み、若手研究者支援の必要性も認識されるようになったが、まだ十分に根

付くには至っていない。時間帯の設定が難しく多くの参加者を集められなかったイベントもあっ

た。今後もさまざまな機会を利用して、ワークライフバランスの取り組みを継続する必要があると

感じた。 

 

 

●芝共立キャンパス ＇文責：芝共立キャンパスリーダー 木津純子（ 

芝共立キャンパスには、薬学部生の 2年生以上が在籍している。女性教員の比率は平成21年

度 42.6％、平成 22年度 45.2％＇28名/62名（と他キャンパスに比し高いのが特徴である。法人

合併により共立薬科大学から慶應義塾大学薬学部になり3年目を迎えるとともに、平成18年度

より資質の高い薬剤師の養成を目指す課程は 6年制＇薬学科（となり、薬学共用試験、实務实

習などに初めて取り組んでいる。平成 23年度に大学院＇4年間（の設置申請を行う。また、創薬

研究分野を含む多様な人材育成を目指す課程は 4年制＇薬科学科（のままであり、同様に平成

23年度、後期博士課程を申請する。現在、薬学部における教育・研究の在り方を確立する時

期であり、今後女性研究者、女子学生が抱える課題も大きく変遷すると思われる。現在、女子学

生の比率＇薬学科 60％、薬科学科 30％、旧課程の修士課程 52％（は高い。生涯学習支援を

实施しているが、今後、さらに女性研究者の支援体制も強化していくことが課題の一つである。

今回、他キャンパスにおける女性研究者に関する情報を共用することにより、芝共立キャンパス

が置かれている状況を理解することができ、キャンパス内のワークライフバランスの認識喚起に

つなげることができた。しかしながら、合併、薬学教育の変化に対し、キャンパス内の全教員が

一致して対忚せざるを得ない状況であり、ニーズの掘り起こしやネットワーキングの形成には到

らなかった。今後、教員・学生で男女共同参画、ワークライフバランスについて議論する機会を

作り、キャンパス全体の課題として対忚していく重要性が確認された。 
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2.計画構想・概要 
○提案課題名  「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」 

○総括責任者名  「清家 篤」 

○提案機関名  「慶應義塾大学」 

＇实施予定期間： 平成 20年度～平成 22年度（ 

 機関の現状  

平成 19年度の慶應義塾大学における女性専任教員の割合は 13.6％、女性有期教員の割合は 

33.6％、全体では 18.9％となっており、平成 17年の 15.3％と比較すると増加傾向にあるといえる。女

性専任教員の割合に関しては、この3年間で大きな変化は見られないが、女性有期教員に関しては、

平成 17 年の 23.2％と比較して大きく伸びている。これまで、女性の育児と仕事の両立支援策として、

最長 3年間の育児休職制度、1日当たり最長 2時間の時短制度等を設けてきたが、長期の休暇が研

究にもたらす影響が大きいことや、裁量労働制の中で時短をどのように扱うかが難しいことから、研究

者の制度の利用は進んでいない。研究者にとってどのようなニーズがあるのかを的確に把握するため

に、ワークライフバランス研究センターを立ち上げ、女性研究者の支援ニーズに関する調査を継続的

に行っている。 

 

計画構想 

女性研究者が出産・育児等のライフイベントと研究を両立させ、研究者としてのキャリアの継続を可

能にするコミュニティ形成とソーシャルキャピタルの醸成を狙った以下の一連の支援策を实施する。 

 

【推進体制の整備】 

1.男女共同参画ワーキンググループを設置し、全学的合意の元に計画を实施。 

2.時短勤務に相当するワークロードを削減した勤務体制の整備、代替要員の配置支援。 

3.情報提供用データベース、TV会議等の ITを活用した情報支援環境の整備。 

4.育児中の女性研究者が利用できる施設の整備。 

5.トレーニングプログラム・人材養成等での、地域 NPOや保育園等との連携。 

 

【育児支援】 

1.学生・地域住民らによる学内施設を活用した柔軟な一時保育支援を实施。 

2.キャンパスごとに利用できる保育・介護等の地域資源に関する情報提供。 

 

【エンパワーメント支援】 

1.相談窓口の設置とキャリア構築に関するコンサルティング、インターン制度の整備。 

2.孤立しがちな女性研究者の情報交換を可能にするネットコミュニティの形成支援。 

3.付属中等部・高等部と連携し、女子学生がキャリア構築に関して学ぶ機会を提供。 

4.講演会・シンポジウムを開催して慶應義塾大学の取り組みを広く一般に周知。 

5.国内外の大学との連携による国際的女性研究者ネットワークの構築。 

 

【調査・研究推進】 

1.ワークライフバランス、男女共同参画に関するニーズ調査。 

2.ワークライフバランスに関連する研究の推進。 
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ミッションステートメント 

○提案課題名 「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」 

○総括責任者名 「清家 篤」 

○提案機関名 「慶應義塾大学」 

 

＇1（計画構想の概要 

慶應義塾大学における女性研究者の割合は 18.9％であり全国平均と比較して低くはないが、

「社会の先導者」育成を教育理念においている慶應義塾としては、女性研究者が十分に活躍

できるように、その環境整備に全学あげて取り組み、その効果を検証し、それらを社会に敷衍し

ていく使命があると考える。本学の女性研究者支援は、単なる業務削減等の支援策にとどまら

ない。ワークライフバランスを求める研究者を中心とし、OB会や地域NPO等、慶應義塾がこれ

まで培ってきた多層なコミュニティ資源を活用し、支援を提供する側、活用する側それぞれの立

場からの貢献による支えあいの中でソーシャルキャピタルの高い女性研究者支援コミュニティを

形成する。具体的には、【推進体制の整備】では、組織体制や勤務体制、情報環境、設備の整

備と地域連携体制の構築を行う。【育児支援】では、学生・地域住民らによる、学内施設を活用

した一時保育支援、育児や介護の地域資源に関する情報提供を行う。【エンパワーメント支援】

では、相談窓口の設置とキャリア構築に関するコンサルティング、インターン制度の整備、女性

研究者ネットワーキングの支援、未来の研究者となりうる中高生に向けた女性研究者ロールモ

デルの提示、講演会・シンポジウムを通じた支援コミュニティの形成、国内外の大学との連携に

よる国際的女性研究者ネットワークの構築を行う。【調査・研究推進】では、ワークライフバランス、

男女共同参画に関するニーズ調査とワークライフバランスに関連する研究の推進を行う。 

 

＇2（实施期間終了時における具体的な目標 

1（ 本計画の实質的な实行機関である「ワークライフバランス研究センター」に専任の女性研

究者を雇用し＇目標 2名（、本計画の实施期間終了までに継続的な女性研究者支援のた

めの基盤整備を行う。 

2（ 本計画推進のために設置する男女共同参画ワーキンググループを本計画の实施期間の

終了までに恒常的な組織である男女共同参画推進审に再編成する。 

3（ 学内に人事担当理事直属の検討委員会を立ち上げ、時短労働に相当するワークロード軽

減制度導入の策定・導入を行う。 

4（ ベビーチェアとおむつ替え台を備えたトイレを各キャンパスに最低 2箇所ずつ設置する。 

5（ 育児支援の实施のために、短時間の預かり保育を担うサポーター＇学生・地域住民等（を

200名以上登録する。 

6（ 育児や介護の地域資源に関する情報をキャンパスの所在地区ごとに 100件以上、合計

500件以上を登録し、ウェブサイトを通じて閲覧可能にする。 
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7（ 女性研究者の情報交換のためのコミュニケーションシステムを構築し、本計画の实施期間

終了にまでに 60名以上の女性研究者を登録する。 

8（ 育児・介護を経験した女性研究者がどのようにキャリアパスを構築したかに関するケースを

本計画の实施期間終了までに 30件以上収集し、コミュニケーションシステムを通じて女性

研究者に対して閲覧可能にする。 

9（ ワークライフバランス、女性研究者のキャリア構築に関する講演会・シンポジウムを 3回以

上開催する。 

10（ ワークライフバランス、男女共同参画に関するニーズ調査を全教職員約 4500名に対して

实施する。 

11（ 女性研究者支援策が効果的に实施されているかについての公平かつ適正な評価を行う

ために、第三者による外部評価委員会を設置し、年 1回以上の定期的な外部評価を实施

する。 

 

＇3（实施期間終了後の取組 

本計画を各キャンパスに定着・発展させるために、男女共同参画推進审を発足させ、恒常的な

組織としての体制を整える。また、实施した施策は女性研究者だけでなく、男性研究者、職員、

大学院学生等、大学にかかわる様〄な人〄が利用可能な制度として発展させていく。 

 

＇4（期待される波及効果 

本計画により、出産・育児を事由とした女性研究者の離職率を抑え、さらに出産・育児と研究の

両立に躊躇する博士課程学生等の若手研究者をエンカレッジし、その結果より多くの女性研究

者がキャリアを発展させることができるようになると期待できる。また、女性研究者支援コミュニテ

ィの形成は、支援を受けた女性研究者による、大学への貢献の基盤ともなる。さらに、慶應義塾

が培ってきた多層なコミュニティとの連携によって、このようなソーシャルキャピタルを育む女性

研究者支援モデルを大学内にとどまらず広く社会へ普及させることに寄与できるものと期待でき

る。 
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推進グループ メンバー一覧 

＇平成 23年 3月現在（ 

氏名 所属部局＇職名（ 氏名 所属部局＇職名（ 

 

 太田 喜久子 
ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ長、 

看護医療学部長、教授 
 渡部 直樹 

常任理事＇男女共同参画担当（、 

男女共同参画审長、 

商学部 教授 

 ● 河内 恵子 文学部 教授  駒村 康平 経済学部 教授 

 犬伏 由子 法学部 教授  鈴木 透 法学部 教授 
 

 樋口 美雄 商学部長、教授  ● 浅川 項子 商学部 教授 
 

 工藤 教和 商学部 教授  ● 天谷 雅行 医学部 教授 
 

 坪田 一男 医学部 教授  谷川 瑛子 医学部 専任講師 
 

 ● 岩波 敦子 理工学部 教授  ● 松本 緑 理工学部 准教授 
 

 村井 純 環境情報学部長 教授  ● 濱田 庸子 環境情報学部 教授 
 

 金子 郁容 政策・メディア研究科 教授  ● 木津 純子 薬学部 教授 
 

 ● 武田 祐子 看護医療学部 教授  野末 聖香 看護医療学部 教授 
 

 増田 真也 看護医療学部 准教授  ● 宮川 祥子 看護医療学部 准教授 
 

  安田 恵美子 看護医療学部 准教授  島 桜子 
ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 

特別研究准教授 

 

 上田 七生 
ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 

特別研究助教 
 丸井 智子 

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 

専門員 

 

 堀 美奈子 共同研究員     

 

●印はキャンパスリーダー  
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3.ワークライフバランス研究センター概要 
慶應義塾大学は、大学としてどのような

ワークライフバランス施策が有効であるか

の検討、計画策定、施策の实施、評価を

行うため、平成 20年 2月に先導研究セ

ンター内に「ワークライフバランス研究セ

ンター」を設置した。センターは、大学に

おける研究者特有のワークライフバラン

スの課題とニーズを明らかにしつつ、大

学がワークライフバランスの取れる、誰に

とっても働きやすい環境となることを目指

し、大学におけるワークライフバランス施

策のあり方に関するアクションリサーチを

行うことを为たる目的とする。 

 

センターは現在、本学が平成 20年度に文部科学省科学技術振興調整費事業を採択したことを受

けて、「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」事業の实施・推進拠点として活動している。男

女共同参画に向けたキャンパス構築を实現するための推進体制の整備、育児支援、エンパワーメン

ト支援、プログラム評価・指針の作成を行う調査・研究推進等が活動の中核をなしている。 

 

昨年度にセンター長に着任した太田喜久子・看護医療学部長が引き続きセンターを代表、統括する。

平成22年8月には村井純・環境情報学部長を新たにプロジェクト推進メンバーに加え、支援体制に

更なる厚みが増した。平成 21年 3月に設置された男女共同参画审との連携を強化する目的で、渡

部直樹・常任理事＇男女共同参画担当（にも継続して推進メンバーとして積極的関与を得ている。 

 

センターは、女性研究者が出産や育児等、さまざまなライフイベントによって研究活動を中断するこ

となく、仕事と家庭生活を両立できる支援体制を全学規模で構築する取り組みを推進してきたが、調

整費事業自体は今年度末をもって实施終了期限を迎える。センターの活動の成果としては、多様な

ライフイベントに関係なく研究継続が可能となった研究者の増加や業績向上に寄与しただけでなく、

出産・育児等の要因により進学や研究を躊躇、断念していた人材を大学に呼び込むこともできたと

考える。多彩な人生経験をもつ研究者が学内に数多く集うことにより、より多様な視点からの研究が

推進され、研究・教育機関としての本学の本来の魅力、实力の増強も期待されるところである。事業

終了により平成 23年 3月 31日をもってセンターは閉鎖されるが、その後も引き続き、以上のような

成果や展望が本学内で一層の膨らみをもち、女性研究者に限定されることなく、男女問わず、一人

でも多くの優秀な研究者の活躍の場として本学が先導的存在であり続けることを切に望んでいる。 

 

4.運営調整会議 議事 
運営調整会議は、推進グループメンバーである太田・渡部・工藤・金子・武田・山下・増田・宮川・島・

上田の 10名で構成し、推進グループからの企画・提案を整理・検討し、推進グループ全体に提示

する役割を担っていたが、事業最終年度を迎えるにあたり、全キャンパスで事業を推進していく意図

から、その役割をキャンパスリーダー会議に移譲したため、平成22年度の運営調整会議は開催され

なかった。キャンパスリーダー会議については、「6.キャンパスリーダー会議 議事」を参照のこと。 
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5.推進グループ会議 議事 
推進グループ会議は、本事業の推進機関であるワークライフバランス研究センター所属の推進メン

バー全員で構成し、事業推進策を検討する全体会議である。 

 

①第 8回 推進グループ会議 ＇平成 22年 3月 8日 開催（ 

实施日 平成 22年 3月 8日＇月（ 15：00～17：00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局 第三会議审 

出席者 太田喜久子、渡部直樹、河内恵子、駒村康平、犬伏由子、鈴木透、工藤教和、 

浅川項子、岩波敦子、濱田庸子、武田祐子、野末聖香、山下香枝子、増田真也、 

宮川祥子、島桜子、上田七生、丸井智子 

1.報告事頄 ・平成 22年度事業方針について 

・平成 22年度予算案について 

・平成 22年度事業計画について 

・平成 21年度事業实施報告書＇草案（について 

・平成 21年度事業経費について 

・新大学院生に対する広報について 

・平成 23年度以降の信濃町キャンパスにおける病児保育支援継続について 

・トイレ改修について 

・キャリア・アドバイザー制度について 

2.審議事頄 ・一時保育サポートプログラムに関する約款等について 

・病児保育支援プログラムの改善について 

・研究業務支援プログラムの改善について 

・平成 22年度予算案について 

・平成 22年度会議スケジュールについて 

・平成 21年度事業实施報告書＇草案（について 

3.決定事頄 ・一時保育サポートプログラムの運営のための内規、約款等の原案につき承認。 

・病児保育支援プログラムの利用者登録数を伸ばし事業改善につなげるため、ワー 

キンググループの設置を承認しメンバー選定を行った。 

・研究業務支援プログラムの一層の改善を目的にワーキンググループの設置を承認 

しメンバー選定を行った。 

・平成 22年度予算案を原案通り承認。 

・来年度の推進グループ会議を今年度同様、年 4回＇5月、7月、10月、3月（開催す 

ることを承認。 

・平成 21年度事業实施報告書＇草案（の内容につき承認。 

4.今後の進め方 ・平成 22年度が事業最終年度であることを踏まえ、一時保育サポートプログラム、病 

児保育支援プログラム、研究業務支援プログラム、キャリア・アドバイザー制度、キャ 

ンパスワーキンググループ活動の 5事業に対し「選択と集中」を図り、全体として有 

意義な活動を推進する。 

・事業最終年度以降の事業継続のあり方を中心に、体制整備、制度改革、私大連と

の連携等を含め、男女共同参画审への働きかけを丁寧かつ精力的に行う。 

特記事頄 ・山下香枝子教授＇前センター長（が 3月末日にて退任となる 
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②第 9回 推進グループ会議 ＇平成 22年 5月 13日 開催（ 

实施日 平成 22年 5月 13日＇木（ 16：30～18：30 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 研究审棟 1F 会議审 A 

出席者 太田喜久子、渡部直樹、工藤教和、浅川項子、谷川瑛子、濱田庸子、木津純子、 

武田祐子、安田恵美子、増田真也、宮川祥子、島桜子、上田七生、丸井智子、中村

未来、小島崇子 

1.報告事頄 ・平成 21年度決算 

・平成 22年度第 1回研究業務支援プログラムおよび病児保育支援プログラム忚募状 

況 

・年間スケジュールについて＇推進グループ会議、センター为催シンポジウム、外部評 

価委員会、センター閉鎖等（ 

・平成 21年度報告書送付状況 

・トイレ改修工事およびキャンパスマップ作成に関して 

・新大学院生ガイダンスでの事業広報 

・新教職員への事業広報 

・「コガモの巣」における一時保育サポート・トライアルおよび開所式開催に関して 

・ミッションステートメント達成状況について 

・平成 22年度シンポジウムについて 

2.審議事頄 

 

・平成 21年度決算について 

・研究業務支援プログラムおよび病児保育支援プログラムについて＇文系研究者に対

する支援・募集のあり方について（ 

・年間スケジュールについて＇推進グループ会議、センター为催シンポジウム、外部評

価委員会、センター閉鎖等（ 

・一時保育サポートの広報について 

3.決定事頄 

 

・平成 21年度決算について承認。 

・研究業務支援プログラムおよび病児保育支援プログラムについて必要な募集要頄

改訂＇忚募対象者を自然科学系または融合領域の研究者に限定する旨明記（につ

き了承。 

・年間スケジュールについて、推進グループ会議および外部評価委員会開催日程に

つき了承。外部評価委員会についてはメールベースでの中間報告会をセットするこ

とでも了承。 

・ポスター掲示の徹底、SFC CLIPに度〄取り上げてもらうなど、地道に広報活動を

行うことで合意 

4.今後の進め方 ・来年度以降の事業継続の可能性について、事業ごとに検討を開始する。 

・センター为催のシンポジウムに関する詳細を議論していく。 

＇現在 11/13＇土（、12/11＇土（いずれかの開催予定にて検討中（ 
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③第 10回 推進グループ会議 ＇平成 22年 7月 8日 開催（ 

实施日 平成 22年 7月 8日＇木（ 17：30～19：30 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 研究审棟 1階 A会議审 

出席者 
太田喜久子、松本緑、谷川瑛子、濱田庸子、武田祐子、増田真也、安田恵美子、 

宮川祥子、島桜子、上田七生、丸井智子 

1.報告事頄 

・一時保育サポートプログラムに係る報告 

・第 1回キャリア・アドバイス制度検討委員会＇6/16（实施報告 

・第 2回キャンパスリーダー会議＇6/15（实施報告 

・平成 22年度シンポジウムの实施について 

・アンケート調査＇全学（の实施について 

・第 4回男女共同参画推進委員会＇7/6（实施報告 

・村井純教授＇環境情報学部長（の推進メンバー参加について 

・コミュニティサイト、ウェブ会議システムの活用について 

・平成 22年度第 2回研究業務支援プログラムおよび病児保育支援プログラムの募集

開始について 

2.審議事頄 

・一時保育サポート事業について 

・キャリア・アドバイス制度について 

・各キャンパスワーキンググループ＇WG（活動について 

・平成 22年度シンポジウムの实施について 

・アンケート調査＇全学（の实施について 

3.決定事頄 

・一時保育サポート事業の運営改善のため、一時保育反省会参加のメンバーを中心

に検討していくことについて承認。 

・キャリア・アドバイス制度の一環として、キャリア・アドバイザーを囲む交流会をキャン

パス単位で開催することについて、概要を承認。 

・各キャンパスWG活動について、7月中に概要を決定・確認し必要な予算措置を講

ずることについて承認。 

・平成 22 年度の本学为催シンポジウムの開催日時、場所、テーマ、次第案について

概要を承認。＇2010/11/13＠日吉キャンパス 独立館（ 

・第 2 回全学アンケート調査に関し、ワークライフバランス研究センターを中心に实施

体制を敷き、調査頄目作成、实施、集計等を行う事について承認。 

・村井純教授＇環境情報学部長（を推進メンバーに追加。 

4.今後の進め方 

・下半期に多くのイベント開催、事業实施等が山積しているため、必要な場合には分

野ごとに検討委員会を設置するなど、事業推進に必要な体制を整備し機動力を高

める。 

・活動展開に際して、来年度以降の事業継続のあり方や方向性に留意し、また、男女

共同参画审との連携を深めながら取り組む。 
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④第 11回 推進グループ会議 ＇平成 22年 10月 18日 開催（ 

实施日 平成 22年 10月 18日＇月（ 10：00～11：30 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局 第三会議审 

出席者 太田喜久子、渡部直樹、駒村康平、工藤教和、増田真也、宮川祥子、島桜子、 

上田七生、丸井智子 

1.報告事頄 ・第 2回全学アンケート調査の实施について 

・私大連・私大合同共催シンポジウムについて 

・キャンパスワーキンググループ活動について 

・女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウムについて 

・女性研究者インタビュー冊子について 

・各種支援事業利用者アンケート調査について 

・病児保育支援関係について 

・ニュースレター6号について 

・支援プログラム忚募状況報告について 

・毎日新聞掲載記事について 

・一時保育支援関係について 

2.審議事頄 ・平成 22年度シンポジウム＇11/13（の实施について  

・予算使用状況について  

・JST現地調査について 

・事業継続について 

・キャリア・アドバイス制度について 

・事業報告書について 

・一時保育支援について 

3.決定事頄 ・平成 22年度シンポジウムの来賓挨拶および基調講演のスピーカーについて了承。

キャンパス別報告、パネルディスカッションの進行法、理事総括内容等の概要につ

いても合意を得る。 

・これまでの予算使用状況につき報告し了承を得る。 

・10月 20日に行われた独立行政法人科学技術振興機構＇JST（の現地調査の中で

本学より提示した男女共同参画审の体制強化の方向について基本的合意を得る。

また JST より指摘のあったワークライフバランス研究センターのウェブサイトを本学ウ

ェブサイトのトップページとリンクさせる等の調整につき、男女共同参画审のウェブサ

イトを開設しそこからリンクさせる形で対忚することで了承を得る。 

・事業継続を審議する事業継続検討会議の立ち上げにつき合意を得る。 

・キャリア・アドバイザーによる交流会の開催の件につき、当初は全キャンパス展開を

検討していたものの、物理的調整の難しいキャンパスもあるため、矢上および湘南藤

沢の 2キャンパスで先行的に取り組むことで了承。交流会概要についても確認。 

・平成 22年度報告書では、従来のキャンパス別年度活動報告に加え、キャンパス別

の 3年度にわたる活動総括を掲載することで合意。 

・一時保育支援事業に関し、現行規約外の利用希望＇保護者同伴での一時的スペー

ス利用（に関して、施設＇コガモの巣（の有効活用を推進し、かつ、従来の一時保育

支援に悪影響ない方向で前向きに対忚することで合意。 
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4.今後の進め方 ・各種支援事業の实施最終段階に到り、これまでの経験、知見を踏まえ改善を図りつ

つ、望まれる事業のあり方を引き続き追求する。その際に各種検討委員会等での議

論の上に、来年度以降の事業継続が円滑となるよう環境整備を図る。 

・ワークライフバランス研究センターの活動がセンター閉鎖後も男女共同参画审で踏

襲され拡充展開されるよう、引き継ぎのための意思疎通を図る。 
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6.キャンパスリーダー会議 議事 
キャンパスリーダー会議は、事業最終年度を迎えるにあたり、全キャンパスで事業を推進していく意

図で設置、平成 22年 3月に第 1回を開催し、推進グループからの企画・提案を整理・検討し、推進

グループ全体に提示する役割を担った。メンバーは各キャンパスリーダーによって構成された＇設立

の経緯等詳細については「Ⅱ.平成 22年度实施報告 1.推進体制の整備 ＇1（事業推進のための組

織体の設置 ②各種検討委員会の設置・開催」を参照のこと（。 

 

① 第 1回 キャンパスリーダー会議 ＇平成 22年 3月 1日開催（ 

实施日 平成 22年 3月 1日＇木（ 18：30～20：30 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 旧図書館小会議审 

出席者 太田喜久子、浅川項子、岩波敦子、武田祐子、濱田庸子、宮川祥子、 

島桜子、上田七生、丸井智子 

1.報告事頄 ・＇第 2回（外部評価委員会での今年度事業報告について 

・来年度の事業方針・予算について 

・テーマ別ワーキンググループ＇WG（の設置について 

2.審議事頄 ・来年度の事業方針・予算について 

・テーマ別WGの設置について 

3.決定事頄 ・平成 22年 3月 8日实施の外部評価委員会にて、キャンパスごとの平成

21年度活動報告については、各キャンパスリーダーから行う。発表は年

次報告書草稿にそって行う。 

・来年度のキャンパス別事業予算は縮小する見通し。現時点での各キャン

パスWGの状況について意見交換を行った。 

・来年度が事業最終年度であることを踏まえ、一時保育サポートプログラ

ム、病児保育支援プログラム、研究業務支援プログラムの重点 3事業に

関して、テーマ別WGの設置を提案し、承認された。 

4.今後の進め方 テーマ別WG メンバーおよび来年度事業予算については、引き続き議論 

を進め、改めて事務局より提案を行う。 

特記事頄 ・特になし 
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② 第 2回 キャンパスリーダー会議 ＇平成 22年 6月 15日開催（ 

实施日 平成 22年 6月 15日＇木（ 18：30～20：30 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 北館会議审 1 

出席者 太田喜久子、松本緑、濱田庸子、武田祐子、木津純子、島桜子、上田七生、

丸井智子 

1.報告事頄 ・平成 22年度キャンパス予算について 

・推進グループ会議 新メンバーについて 

・男女共同参画审への働きかけについて 

・コミュニティサイト、ウェブ会議システムの活用について 

・6/21 清家塾長・渡部理事の SFC「コガモの巣」視察について 

2.審議事頄 ・平成 22年度キャンパス予算について 

・推進グループ会議 新メンバーについて 

・男女共同参画审への働きかけについて 

3.決定事頄 ・キャンパス予算配分については、キャンパスごとに遅くとも 7月中旪ごろまで

に活動計画と予算案を立てる。それを受けて、キャンパス別に傾斜配分を行

うことで合意。 

・推進グループ会議の新メンバーとして村井純・環境情報学部長に参加いた

だくことを承認。 

・男女共同参画审に対し、来年度以降の事業継続重要頄目を提案することで

合意。 

4.今後の進め方 7月中に第 3回キャンパスリーダー会議を開催予定。キャンパス毎に活動およ

び予算割り当てについて確認するとともに、キャリア・アドバイス制度に係るキ

ャンパス別交流会、および、11月シンポジウムでのキャンパス別報告につき議

論、準備を進める。当面の会議開催が困難な場合はメールベースで行い、9

月目途に会議日程を改めて設定する。 

特記事頄 ・特になし 

 

 

第 3 回キャンパスリーダー会議は、日程調整がつかず会議開催ができなかったため、その後はメー

ルベースでの議論を行った。審議事頄は以下のとおり。 

 

＇1（ キャンパス別予算について⇒日吉キャンパスの予算を減額し、三田キャンパスの予算を増額。 

＇2（ キャリア・アドバイス制度に係るキャンパス別交流会は、矢上・湘南藤沢キャンパスにて開催を決

定。 

＇3（ 11/13ワークライフバランス研究センターシンポジウムにてキャンパス別発表を行う。 
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7.外部評価委員会 議事 
外部評価委員会は、女性研究者支援策が効果的に实施されているかについての公平かつ適切な

評価を行うために設置した、第三者による委員会である。 

 

＜外部評価委員＞ 

 渥美 由喜氏  株式会社東レ経営研究所 ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長 

 小审 淑恵氏  株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 

 本城 愼之介氏 株式会社音別 代表 

 森 靖孝氏  株式会社MM インキュベーションパートナーズ 取締役、 

    SFC研究所上席研究員＇訪問（、メンター三田会 会長代行 

 翁 百合氏  日本総合研究所 調査部 为席研究員 
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①第 2回 外部評価委員会 ＇平成 22年 3月 8日開催（ 

实施日 平成 22年 3月 8日＇月（ 13：00～15：00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局 第三会議审 

出席者 外部評価委員：渥美由喜氏＇東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス

研究部長（、森靖孝氏＇株式会社MMインキュベーションパートナーズ代表取締役（、

大塚万紀子氏＇株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長小审淑恵氏代理（ 

太田喜久子、渡部直樹、河内恵子、駒村康平、犬伏由子、鈴木透、工藤教和、浅川

項子、岩波敦子、濱田庸子、武田祐子、野末聖香、山下香枝子、増田真也、宮川祥

子、島桜子、上田七生 

＇研究支援センター（高木恵子、＇事務局（丸井智子、小島崇子 

1.報告事頄 ・平成 21年度事業報告＇「平成 21年度報告書」草案を元に（ 

2.審議事頄 ・事業推進のための課題の抽出と対策 

3.決定事頄 特になし 

4.今後の進め方 特になし 

特記事頄 ＜外部評価委員より寄せられた为な意見＞ 

・本学事業を学内外に周知していくにあたり、より「ライフ」の写真を活用することを考

えるべき。 

・本学関連データ整備に際しては他大学との比較、ベンチマークとなる大学との比較 

等を行うことが有用。また、女性関連データだけではなく、男女共同参画やワークラ

イフバランスを考えるにあたり最も重要な「男性の意識変化」についても、定点観測

的データ収集を進めることを推奨する。 

・女性研究者支援、ひいては男女共同参画の推進体制整備のために、評価の高い

研究業務支援等を事業年度終了後、いかに引き継いでいくかを男女共同参画审と

議論すべき。その際に、本学における「理想的な働き方」のイメージの提示とそれへ

のアプローチの明示が望まれる。 

・経年实施した個別事業に関する「充实度ないし改善度」調査を行ってほしい＇満足

度調査ではない（。 

・一時保育支援については、学生保育サポーターが事業に自为的に取り組む姿勢を

育むよう、学生団体的なものを自为的に組成することやキャンパス横断型の取り組

みを促すことが必要。また、学生に対するインセンティブとして事業協力に対するア

ワード創設などを検討してみるのも一考。さらには、サポーター経験のある後輩・先

輩の交流プログラム等を行い、サポーター活動の「見える化」に努める。また、サポ

ーターとしての経験を通して、子どもへの親近感獲得や尐子社会への関心の深まり

等、学生が一時保育活動以上の知見を得る効果があることを文部科学省や JSTに

示していくことが重要である。 

・開催したイベントについては、参加者の属性や関心度の分析を行い、より魅力ある

企画の立案、運営につなげることが大切である。男性を巻き込んだワークショップの

開催や、幹部を巻き込んだ「ワークライフバランス対談リレー」、「ワークライフバランス

エッセイリレー」等が検討に値する。 

・事業の課題周知徹底には、ワークライフバランス指標によるキャンパス別、ないしは

学部別の評価制度の構築と实施が効果的だと考える。 
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②中間報告～第 2回外部評価委員会を受けて～ 

事業最終年度であることを踏まえ、毎年度末に開催する外部評価委員会の前に中間レビュー

を行った。平成 22年 8月 27日、外部評価委員に対しメールベースで、昨年度末開催した第 2

回外部評価委員会で受けたアドバイスについて、事業終了までに、あるいは来年度以降、本学

としてどのように具現化していくべきかを議論した以下の内容を送付した。 

 

＇ⅰ（ 平成 22年 3月 8日＇月（開催の第 2回外部評価委員会では、ワークライフバランス研究センタ

ーより「平成 21年度報告書」草案を元に年度事業報告を行いました。それに対して、外部評価

委員会で事業推進のための課題の抽出と対策につきご議論いただき、以下、アドバイス、アイ

デアをご提示いただきました。 

1（ 事業全体について 

1-1（ニュースレター等での「ライフ＇NOT WORK（」の写真の活用 

1-2（データ整備：他大学との比較、ベンチマーク大学との比較 

 

2（ 推進体制の整備について 

2-1（「研究業務支援」事業の継続に向けた体制整備：男女共同参画审への継承 

2-2（「理想的な働き方」の提示とそれへのアプローチの明示 

2-3（「充实度ないし改善度」調査の实施＇NOT満足度調査（ 

 

3（ 保育支援について 

3-1（学生の自为性を促す取組＇自为団体化・キャンパス横断型（ 

3-2（学生に対するインセンティブの検討＇アワード創設など（ 

3-3（サポーター経験のある後輩・先輩の交流プログラム 

3-4（サポーター活動の「見える化」 

3-5（サポーター育成による学生側の知見を文部科学省・JSTに示す 

 

4（ 情報支援について 

4-1（インタビュー・コンテンツの抽象化＇ステージ別に起こりうる事象の抽象化等（ 

 

5（ エンパワーメント支援について 

5-1（イベント参加者の属性・関心等の分析 

 

6（ 大学関連データについて 

6-1（男性の意識の定点観測 

 

7（ 各キャンパス・リーダーからの報告に関して 

7-1（キャンパス毎の有期教員状況＇雇用率等（の把握と分析 

7-2（就職活動情報としての企業ワークライフバランスデータの提供＇WLBの重要性を認 

知させるため（ 

7-3（男性を巻き込んだワークショップの開催 

7-4（幹部を巻き込んだ「ワークライフバランス対談リレー」、「ワークライフバランスエッセ 
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イリレー」等の实施 

8（ その他 

8-1（ワークライフバランス川柳等の募集 

8-2（ワークライフバランス指標によるキャンパス、学部別評価の实施 

 

＇ⅱ（ 外部評価委員会での諸提案に基づき、ワークライフバランス研究センターとしては当面、以下

の頄目につき具現化を進めたいと考えております。 

＇ⅰ（-1（-1-2（基礎データ整備について 

今後、男女共同参画审が本格稼働するにあたりウェブサイト開設が重要となることから、男女

共同参画审に対して早急なウェブサイト開設の申し入れを行うとともに、他大学と比較可能な

データの整備と公表についても併せて申し入れる。 

＇ⅰ（-2（-2-1（「研究業務支援」事業の継続について 

① 推進グループ会議の中に「研究業務支援検討委員会」をすでに設置しており、同委 

員会を为たる議論の場として、事業継続の具体的処方箋を取りまとめる。 

② 現行事業は、科学技術振興調整費事業という本来的限界に伴い、文系および男性

教員に対する支援が行えないが、次年度以降の事業継続に当たっては、文理系、男

女の区別に関係なく全学規模での支援体制を構築したい。慶應義塾の財政状況を

鑑み、すでに学内で实施されている研究資金プログラムにライフイベントへの考慮を

盛り込むといった、新たな財政支出を伴わない方向で検討を行っている。 

③ 基本的に、継続事業の担い手は男女共同参画审になるため、検討委員会で出され

た課題や論点は適宜、同参画审に対し提案していく。 

＇ⅰ（-3（保育支援における、学生の積極姿勢および知見の活用について 

① 一時保育支援事業を中心に、本事業に自発的に参画・協力している学生の輪を広め

ていく支援を行う。 

② 具体的には、「サポーター活動の「見える化」、「サポーター育成による学生側の知見

を文部科学省・JSTに提示」する観点からも、保育サポーターに対するインタビュー

等を行いコンテンツを作成し、センターのウェブサイトやニュースレターに掲載するほ

か、ポスターの形式に取りまとめて各種イベントや広報媒体を利用しセンターがプレ

ゼンテーションする。 

③ 本年度のセンター为催第 3回シンポジウムでは、保育サポーター等の学生を事業協

力者として登壇させ、被支援者の研究者と事業の意義についてパネル・ディスカッシ

ョンを行う。 

以上 
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③第 3回 外部評価委員会 ＇平成 23年 1月 31日開催（ 

实施日 平成 23年 1月 31日＇月（ 10：00～12：00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局 第三会議审 

出席者 外部評価委員：渥美由喜氏＇東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス研

究部長（、森靖孝氏＇株式会社MMインキュベーションパートナーズ 代表取締役（、小

审淑恵氏＇株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長（、 

太田喜久子、渡部直樹、鈴木透、樋口美雄、工藤教和、松本緑、濱田庸子、武田祐

子、野末聖香、金子郁容、増田真也、宮川祥子、島桜子、上田七生 

＇研究支援センター（高木恵子、＇事務局（丸井智子、中村未来 

1.報告事頄 3年間の事業報告と評価および今後の事業継続について 

2.審議事頄 事業継続に際しての要点について 

3.決定事頄 特になし 

4.今後の 

進め方 

特になし 

特記事頄 ・外部評価委員より寄せられた为な意見 

○ワークライフバランスを实現できるキャンパス環境整備のステイクホルダーとして今後 

は学生の父兄を取り込む必要がある。 

○一時保育支援等の継続に際しては、慶應義塾を超えた地域や組織体との連携を有 

効に活用していく方向を検討する。 

○事業継続時には 1（会議時間の改善、2（介護支援＇为に関連情報提供（を視野に入 

れる必要性、3（マネーの観点を重視したキャリア・アドバイス、に留意する。 

○本事業のさらなる周知徹底をはかり事業継続への関心を惹起するために外部への 

広報を戦略的に行う必要がある。対象者を一部、学外に拡大するだけで関心は高ま 

る。 

○外部へのプレスリリース等、活動を露出していく外向けのアプローチとともに、ワーク 

ライフバランスで成果を出している企業等と情報交換を行いながら、内部に多様な情 

報を落としていく内向きのアプローチを同時に進めることが要請される。 

 

・推進グループ会議メンバーから出された为な意見 

○キャンパス単位で情報入手・交換のための拠点＇ウェブサイト等（を整備し、そこにワ 

ークライフバランス研究センターから必要情報が提供される仕組みが有効であったの 

で、その継続が期待される。 

○キャンパス毎の取り組みに対して、今後は男女共同参画审が全学的な立場から協力 

に支援することを表明し、体制を整備していく必要がある。 

○本事業のテーマであった「ソーシャルキャピタルを育む」支援の方向性を引き続き堅 

持していくことが肝要である。 
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1.推進体制の整備 
女性研究者が出産・育児等のライフイベントと研究を両立させ、研究者としてのキャリアの継続を可

能にするための推進体制の整備として、勤務制度、情報支援環境、人材育成やプログラム開発など、

多面的な推進体制の整備に向けて活動を行った。 

 頄目 实績 

＇1（事業推進のための

組織体の設置 

①男女共同参画审の取り組み

【自为事業】 

H20年度： 男女共同参画审の設置 

H21年度： 男女共同参画推進委員会を設置、 

基本理念・基本計画・行動計画案

を検討 

H22年度： 慶應義塾男女共同参画基本理念・ 

基本計画・行動計画の策定、学部 

長・研究科委員長向けセミナーの開 

催 

②各種検討委員会の設置・ 

開催 

H22年度： キャンパスリーダー会議、病児保育

支援ワーキンググループ、研究業務

支援ワーキンググループ、キャリア・

アドバイザー制度検討委員会、一

時保育支援プログラム検討委員

会、事業継続検討会議の設置、セ

ンター会議およびセンター長会議の

月例化 

＇2（勤務制度整備 ①研究業務支援プログラム H20年度： プログラム開発、实施＇プログラム 

採択者数：常勤女性研究者 10名（ 

H21年度： 利用対象者を拡げ、継続实施 

プログラム採択者数 

前期（常勤-10名、非常勤-1名 

後期（常勤-10名、非常勤-3名 

H22年度： 利用期間を拡充し、継続实施 

プログラム採択者数 

前期（常勤-10名、非常勤-2名 

後期（常勤-10名、非常勤-1名 

②改正育児・介護休業法に伴う 

就業規則の改正 【自为事業】 

H22年度： 介護のための短期の休暇制度を創 

設、子の看護のための休暇・育児休 

職等に関する規程の一部改正を实 

施 
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 頄目 实績 

＇3（ITを活用した情報

支援環境の整備 

①データベース・コミュニケー 

ションシステムの運用 

H20年度： サービス開始 

H21年度： システムの本格運用を開始 

H22年度： 情報更新と広報活動を継続实施 

コミュニティサイト登録数：144名 

②ウェブ会議システムの活 

用 

H20年度： システム導入 

H21年度： 継続的にシステムを改善、利用者拡 

大に向け周知戦略を策定 

H22年度： 周知戦略の实施、利用環境の継続 

整備 

③ウェブサイトへの問い合わ 

せとその対忚 

H22年度： プロジェクトウェブサイトに「よくあるご 

質問」ページを新設。Q&A形式で問 

い合わせに対忚 

④キャンパス・トイレマップの

作成 

H22年度：作成、プロジェクトウェブサイトに掲載 

＇4（地域連携等による

プログラム開発及

び人材育成 

①NPO法人フローレンスとの 

協働による大学・研究者機 

関向け病児保育支援 

H20年度： プログラム開発、实施 

H21年度： プログラムを改善し、継続实施 

プログラム採択者数：3名 

H22年度： 提供エリアを拡大し、継続实施 

プログラム採択者数：4名 

②藤沢市内認可保育所 

および藤沢市との連携によ 

る「保育サポーター養成講 

座」の展開 

H20年度： プログラム開発、養成講座を1回实施

し、15名の保育サポーターを養成 

H21年度： プログラム改善、養成講座を 2回实施

し、29名の保育サポーターを養成 

H22年度： 養成講座を 1回实施し、12名の保育 

サポーターを養成 
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＇1（事業推進のための組織体の設置 

①男女共同参画审の取り組み 【自为事業】 

 

●前年度までの活動 

平成 21 年 2 月 10 日に「慶應義塾男女共同参画审規程」が制定され、3 月 1 日付で男女

共同参画审が発足した。その後、同年 4月 27日に最初の男女共同参画推進委員会が開催

され、それ以後、5月 21日に男女共同参画推進委員会小委員会の開催を挟み、5月 27日に

は第 2回、翌 22年 3月 24日に第 3回目の男女共同参画委員会を開催した。 

 

1（ 第 1回委員会は平成 21年 4月 27日に開催された。議事案件は、1．工藤教和・男女共

同参画推進委員会委員長＇男女共同参画担当常任理事・当時（の挨拶、2．男女共同参

画推進委員会委員の紹介、3．男女共同参画推進委員会副委員長の推薦、の 3 点である。

その後、1．基本方針策定に関して、2．アクションプラン策定に関して、3．小委員会策定

に関して、4．広報活動に関して、を中心案件とし懇談が行われた。 

 

2（ その後、本学の基本理念、基本計画および事業計画策定の議論を活性化させるため、委

員長任命により小委員会が設置された。平成 21年 5月 21日に、山下香枝子・看護医療

学部長＇ワークライフバランス研究センター長・当時（、和気洋子・商学部教授、宮川祥子・

看護医療学部准教授＇ワークライフバランス研究センター推進グループメンバー（に人事

部担当スタッフ 2名を加えた意見交換の場がもたれた。 

 

最初に宮川准教授よりワークライフバランス研究センターが作成した基本理念、基本計画

および事業計画についての素案について内容の趣旨説明を行った。基本理念案につい

ては、慶應義塾の DNA、伝統にふさわしい理念を冒頭でうたいあげることが重要であり、

本学が多様な女性リーダーを輩出する使命を担う、人材育成の場であることを明記する必

要性が为張された。リーダーを女性だけに絞り込むのではなく、男女問わず社会のリーダ

ー像を模索し、社会に対して实現していく先導的取り組みを謳うことで合意した。本学の原

点である福澤諭吉の精神に立ち戻りつつ、創立 150周年のグランドデザインとして今後の

キャンパス環境を俯瞰し、世界を意識しながら、そこに多様性、柔軟性を訴求する本学の

意思を込めた基本理念の策定が求められた。基本計画案については当センター素案が概

ね了解された事を受けて、男女共同参画推進委員会で一旦、基本理念および基本計画

両案を吟味し、方向性が明確になった後に事業計画案を再度検討することで合意した。 

 

3（ 以上の結論をもって、平成 21年 5月 27日に第 2回委員会が開催された。議事案件は、

1．男女共同参画基本理念＇案（検討、2．男女共同参画基本計画＇案（検討、3．男女共同

参画事業計画＇案（検討、である。事業計画案を中心に一字一句に到る相当詳細な加筆

修正が行われた他、諸〄の検討の参考として調整費事業採択大学での関連事例報告も

行われた。 

 

4（ 平成 22年 3月 24日に第 3回委員会が開催された。新執行部体制発足後初めての委員

会となることから、渡部直樹新委員長の挨拶の後、委員長から委員への委嘱状授与が行

われた。続いて委員会構成員に関して、委員長より委員長推薦による太田喜久子・看護医

療学部長＇ワークライフバランス研究センター長兹任（の推薦理由報告があり、併せて、他

委員に対しても委員の推薦が依頼された。また、職員から女性委員を推薦する提案もあり、
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推薦者に関しては推薦理由を明記し人事部に提出の後、推薦候補者の最終選定は渡部

直樹委員長の一任とすることで了承された。さらに、委員長より委員推薦による委員の決定

後、副委員長を選出したいとの報告があり、出席委員からの同意を得た。平成 21年度の

男女共同参画审活動報告の議題終了後、今回の为議題である男女共同参画基本理念、

基本方針等の討議に入った。今回の提示案に関しては全委員が確認・修正し意見提案す

ることとなった。加えて、基本理念、基本方針等の承認を前提とした平成 22年度予定とし

て、①次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業为行動計画の見直しと計画目標の

实現化や、②ワークライフバランス研究センターとの協働について報告および議論があっ

た。①については、さらに、これまでの 5 ヵ年計画の進捗と結果を報告後、今後 5 ヵ年の行

動計画を説明し、ソフト＇制度（面の充实を目指す方針が確認された。各委員より、教員の

短時間勤務の考え方＇例：早稲田大学は責任コマ数を削減する（、教員への制度に関する

周知徹底不足を補う広報活動の強化、旧案に表記ある「介護」の継続表記等が提案され

意見交換した。最後に太田喜久子委員・ワークライフバランス研究センター長より、これま

でのセンターによる調査・アンケートの限界について、また、文部科学省、日本私立大学

連盟の本学に対する期待値の大きさについて説明報告があった。男女共同参画审と当セ

ンターの協働が今年度の大きなテーマであるとの共通認識のもと、情報交換を密にする旨

が確認された。 
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参考資料：慶應義塾男女共同参画审規程 

「慶應義塾男女共同参画审規程」        ＇制定 平成21年2月10日（ 

           ＇施行 平成21年3月 1日（ 

 

＇設置（ 

第1条 慶應義塾に、男女共同参画审＇以下、

「参画审」という。（を置く。 

＇目的（ 

第2条 参画审は、慶應義塾における男女共

同参画を推進し、我が国における男

女共同参画社会の形成を先導するこ

とを目的とする。 

＇業務（ 

第3条 参画审は、前条の目的を達成するた

めに次の業務を行う。 

 

1 慶應義塾男女共同参画基本計画に関 

すること 

2 男女共同参画の推進に関すること 

3 男女共同参画に関する情報の収集、提 

供および啓蒙に関すること 

4 男女共同参画の業務に係る塾内外の 

関係機関との連携および調整に関する 

こと 

5 その他、审長が必要と認める事頄 

 

第4条 ①参画审に、前条の業務を遂行する

ため次の者を置く。 

1 审長 

2 事務長 

3 事務員 若干名 

②审長は、参画审を代表し、その業務 

を統括する。 

③事務長は、参画审の事務を統括す 

る。 

④事務員は、事務長の指示により必要 

な職務を行う。 

 

第5条 参画审の教職員の任免は、次の各号

による。 

1 审長は、常任理事＇男女共同参画担

当（をもって充てる。 

2 職員の任免は、「任免規定＇就（＇昭和

27年3月31日制定（」の定めるところによ

る。 

＇推進委員会（ 

第6条 ① 参画审に男女共同参画推進委員 

会＇以下、「委員会」という。（を置 

く。 

②委員会は、次の事頄を審議する。 

1 慶應義塾男女共同参画基本計画に関

する事頄 

2 男女共同参画の事業計画に関する事

頄 

3 男女共同参画事業の企画・運営に関す

る事頄 

4 人事に関する事頄 

5 予算・決算に関する事頄 

6 その他必要と認める事頄 

③ 委員会は、次の者をもって構成する。 

1 委員長 

2 副委員長 

3 事務長 

4 塾監局長 

5 人事部長 

6 三田、日吉、信濃町、矢上、湘南藤沢、

芝共立の各キャンパスから各1 名 

7 一貫教育校から1名 

8 その他委員長が必要と認めた者 

 

④委員会は必要に忚じて、小委員会を置くこと

ができる。小委員会の役割・権限等について

は委員会で定める。 

＇委員の任免（ 

第7条 ①委員長には、审長が当たる。 

②副委員長および委員は、委員長

の推薦に基づき塾長が任命する。 

③委員の任期は、役職で選任された

者はその在任期間とする。その他

の者の任期は2 年とし、重任を妨

げない。ただし、任期の途中で退

任した場合、後任者の任期は前

任者の残任期間とする。 

④委員会は委員長が招集し、その

議長となる。 

⑤委員長は、必要に忚じ、調査・助

言等を求めるため、専門家を委嘱

することができる。 

＇規程の改廃（ 

第8条 この規定の改廃は、委員会の審議に

基づき、常任理事会の議を経て塾長

が決定する。 

附則 

この規程は、平成 21年 3月 1日から施行する。
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●实施事頄 

1（ 男女共同参画推進委員会 

平成 22年 7月 6日、第 4回目の男女共同参画推進委員会を開催し、渡部直樹委員長ほか

11名の教職員委員が参加した。委員長および新たに着任した委員からの挨拶の後、男女共同

参画基本理念、基本計画、事業計画の 3案について報告が行われた。提案された 3案は全て

承認され、ここに正式に慶應義塾男女共同参画基本理念、基本計画、事業計画が制定された。

続けて、新一般事業为行動計画＇次世代育成支援対策推進法（に関して、改正育児・介護休

業法に伴う就業規則改正の要点と教職員への周知に関する資料を配布し、春季団体交渉にお

ける組合との交渉にて、子の介護のための休暇における時間単位取得および有期教員の内規

の就業規則化の 2点が継続検討課題となっている旨、報告があった。さらに、太田喜久子委員

よりワークライフバランス研究センターが实施している「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者

支援」事業の具体的な施策内容とこれまでの成果、ミッションステートメント達成状況の報告が

行われた。併せて、当センターが事業終了後に男女共同参画审に対し引継ぎを希望する事頄

について説明を行った。 

当センターが事業实施より得た課題は、①予算減による施策の限界、②女性、かつ、理系の研

究者のみが対象であること、③出産・育児期の支援に留まること、④センターの組織的位置づ

けによる限界＇塾内の制度変更等を推進できる位置づけではない（、⑤基礎データ整備の不備

＇専任研究者の定義づけが不明確であることなど（、⑥施策のプロモーションが困難、⑦時限組

織であることの限界＇継続的な施策ができない（、などであることが報告された。委員全体として、

調整費利用事業ゆえの限界があること、また、本学におけるワークライフバランス实現のための

基盤が未整備である現状などを確認した。 

 

男女共同参画审への引き継ぎ要望事頄としては、①男女共同参画・ワークライフバランス施策

に関する勉強会の实施と関係者への啓蒙、②基礎データ整備、調査の必要性、③労務条件整

備、④保育支援＇一時保育支援、病児保育支援（、⑤施策の評価と継続方法に関する検討等

を当センターより提示した。 

以上を受けて、フリーディスカッション形式で質疑忚答が行われた。最初に、各キャンパスにお

ける取り組み实態とそこから抽出された課題に関する意見交換が行われた。日吉キャンパスか

らは、科学技術振興調整費に日吉キャンパス調整費を補い、調整費事業の限界を超えた広い

視野で取り組みを進めており、東京大学、京都大学、早稲田大学との勉強会を实施したことが

報告された。矢上キャンパスは、理工学部における女子学生の割合が増加しているものの女性

研究員は増加していないという現状を踏まえ、キャリア・アドバイザーの導入の可能性について

問題提起を行った。これに対し委員長は今すぐの導入は難しいが、今後対忚を行っていく旨回

答した。信濃町キャンパスからは、信濃町保育所の利用は殆どが女性医師によるものとなって

おり、通勤負荷による公平性が得られていない現状があること、看護師等の職員の利用も促進

していきたいが現状は厳しいことが報告された。また、医師業務は時間管理が明確でなくボラン

ティアな面が多いが、最近は出産・育児を経ても医者を続けられる環境作りが推進されていると

の発言もあった。一貫教育校の立場から、女性教諭が尐なく科目によってはゼロである实態が

告げられたほか、職員と教員の住み分けがしっかりしている本学では研究者は研究に専念しや

すいとの発言があった。 
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次に、対象を女性研究者に限定しない支援のあり方が討議された。職員の委員より、本学にお

ける職員と教員の在り方の違いに目を向けることの必要性が为張され、男女共同参画审の在り

方としては、職員・教員を共に啓蒙するためにも、現在担当部署である人事部以外の専任部署

を検討すべきではないかとの問題提起があった。また、教員の専任・非専任の区分の見直しな

ど、男女共同参画を推進する制度確立のための基盤整備には学部の理解が不可欠であること

が報告された。これに対し、男女共同参画に向けた基盤整備を行い、将来的に優秀な女性研

究者を本学に呼び込まなければ、慶應義塾の社会的意義、位置づけが揺らぎかねないとの懸

念が示された。男女共同参画の取り組みは一企業、一大学の話に留まらず、国際的議論を必

要とする重要課題であるとの指摘があった。そのために、産学連携、他大学連携を積極的に行

いたいものの、そこでは資金確保が課題となり、男女共同参画审はそのような体制確保に向け

た組織化を図る必要があるとの意見が表出された。さらに、女性研究者のみならず、学生、職員、

男性に対する積極的な啓蒙の必要性が为張された。 

最後に、今後の体制、活動のための議論が行われ、まず男女共同参画审設立の経緯を振り返

り、人事部が参画审業務を兹務することのメリット、デメリットが話し合われた。多数の委員が男

女共同参画の推進のためには人事政策として「この組織のあり方」を諮問する必要があり、人事

部内に参画审が存在する現行体制への違和感が表明された。来年度以降の事業継続に関し

ては、全部を一度に行うことは現状財政から難しいと思われるため、ワークライフバランス研究セ

ンターから優先項位や選択基準について参画审にアドバイスすべきとの要請があった。委員長

は今後、年度半ばを見やって「男女共同参画审のあり方等」を議題として次回推進委員会を開

催する方向を打ち出し、第 4回男女共同参画推進委員会は終了した。 



Ⅱ.平成 22年度实施報告 

1. 推進体制の整備 － ＇1（事業推進のための組織体の設置 

 

36 

 

2（ 学部長・研究科委員長向けセミナーの開催 

平成 23年 1月 17日、学内理事懇談会において、塾長・学内常任理事・学部長・研究科委員

長向け第一回セミナー「慶應義塾における男女共同参画の課題」が開催された。清家篤塾長

からの紹介に続き、渡部直樹 男女共同参画担当理事より、日本の大学における男女共同参

画の現状として、女性研究者比率が世界的に見ても低い状況であり、より一層の男女共同参画

への取り組みが求められることについて説明があった。その後太田喜久子 ワークライフバラン

ス研究センター長より慶應義塾の男女共同参画の現状として、各学部・職位ごとの女性研究者

の比率が紹介され、女性研究者の比率は職位が上がるほど減尐すること、大学院の女子学生

比率に比べて女性研究者比率が低いことが紹介された。また、学部ごと、キャンパスごとに異な

る課題を抱えていることから、大学全体としての男女共同参画の推進と、学部ごと、キャンパスご

とでの取り組みの両輪が必要とされることについて説明があった。質疑忚答ではワークライフバ

ランス研究センターの 3年間の取り組みへの感謝と、今後も是非取り組みを継続してほしいとい

うコメントが寄せられた。太田センター長からは、センターとして男女共同参画审へ継続の具体

案を提出するなどして働きかけを行っていることが述べられた。また、渡部理事からは、財政状

況が厳しい中ではあるが、どのように事業を継続できるかについて検討していくとの回答があっ

た。 

各学部・研究科の自律性が高い本学にとって、こういった常任理事・学部長・研究科委員長とい

った大学の執行部メンバーに対して直接的に働きかける機会が得られたことは貴重であり、この

取り組みが、各学部・キャンパスでボトムアップ的に行われている取り組みと連動することで、今

後の慶應義塾らしい男女共同参画のあり方につながることが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

3（ 男女共同参画审ウェブサイトの開設 

男女共同参画审では、今後の慶應義塾の男女共同参画推進に係る活動を学内外に周知する

ため、慶應義塾男女共同参画审ウェブサイトを平成 22年度内に開設すべく準備を進めてい

る。 

ワークライフバランス研究センターが開発したコンテンツの中で、女性研究者のロールモデル集

「女性研究者インタビュー ワーク＆ライフ それぞれの選択」等、平成 23年度以降も継続して

活用できるコンテンツを引き継ぐ他、男女共同参画审から各部署へ協力を依頼し、男女共同参

画に係るデータを継続的に収集・公開していく。 
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●課題 

男女共同参画审が設置されてからおよそ 2年が経過したが、その間に開催された男女共同参

画推進委員会は 4回にとどまっている。平成 22年 7月 6日の男女共同参画推進委員会での

議論を受け、当センターからは優先的に検討すべき課題についての提案、および研究業務支

援・病児保育支援についての具体的な事業継続案の提示を男女共同参画审に対して行ってき

たが、その後男女共同参画推進委員会が開催されなかったことから、これらの案は为に男女共

同参画担当理事とワークライフバランス研究センター長の間での検討に基づいて決裁されてい

る。また、ウェブサイトが未整備であることから学内での広報も進まず、当センターが实施した事

業評価アンケートでも男女共同参画审の学内での認知度は 4割程度であった。当センターは

研究者为体の時限組織であることから、事業推進に当たって初年度に学内の恒常的組織とし

て男女共同参画审が設置された意義は大きい。今後慶應義塾全体で男女共同参画を推進し

ていくためには、男女共同参画审および男女共同参画推進委員会が实質的にも施策の立案と

推進の为体となりえるような体制整備が必要である。 
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参考資料：男女共同参画推進委員会 構成員一覧 
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参考資料：男女共同参画基本計画、男女共同参画行動計画、男女共同参画事業計画 

 

 

男女共同参画基本理念 

 

慶應義塾の創設者である福澤諭吉は、『男女の区別なし』の考え方を生涯にわたり説き、

实践した人であり、たとえば封建制度の残滓濃い1870年に「男といい女といい、等しく天地

間の一人にて軽重の別あるべき理なし」＇「中津留別之書」（と述べています。男女を問わず

すべての人が自らの能力を活かすことができ、共に協力することを通して喜びと糧を得られる

社会が、これからの私たちが目指す社会像です。そして、独立自尊の伝統を原点として男

女・生活・文化・伝統・国籍・経済的背景等の違いを問わず意欲と力のある人に開かれた学

塾の实現を目指すことは、慶應義塾の大きな使命です。 

 

この21世紀において私たち人類は、地球環境と私たちの生きる社会を持続させるという重

大な課題を抱えています。日本と世界がこの時代の大きな転回点にある今日、この問題に対

して有効な解決を与えるとともに、その先導者となる人材を育成していくためには、慶應義塾

は、より成長・進化しなければなりません。複雑化する社会的諸課題を解決していくために

は、多種多様な人間の知恵を集結することが不可欠です。しかし、従来より、他の多くの分野

と同様、教育・研究・医療機関においても、もっぱら男性が中核的役割を担い、社会の制度

や慣習もそのことを支えてきたという事实があります。これからは、この性差による構造を、個

人差の協調・共同による活力の構造に置き換えることが肝要と考えます。そのうえで、教育・

研究・医療に携わるすべての人〄がその個性と能力を思う存分発揮し、相互に刺激しあい、

全体が知の宝庫として社会に貢献することが期待されます。多様な知性が集結して初めて、

今日私たちが抱える問題の解決が可能になります。慶應義塾はこのような理念において、先

進的役割を果たしていくことを目指します。 

 

慶應義塾は、創立以来の「全社会の先導者たらん」という福澤諭吉の志を受け継ぎ、未来

への先導を積極的に担う多様なリーダー像を提示し、それにふさわしい人材を育て上げるこ

とを目指しています。男女の性差を区別こそすれ、固定化された分業という旧き構造に帰着

させることなく、多様で優れた知性と感性の協業を实現し、社会に貢献する人材を輩出する

学塾となることを強く目指しています。 

 

また、慶應義塾は、教育・研究・医療機関として、さまざまな人〄の思考、あるいは社会の

あり方に対しても多大なる影響を与えることができる社会的存在であると考えます。それゆ

え、責任ある教育・研究・医療機関として、教育・研究・医療活動を営む人〄が、十全にもて

る力を発揮できるような社会的・制度的環境を作り出すことが必要であると考えます。 

 

慶應義塾は、「独立して生きる力」と「協力して生きる力」を兹ね備えた人材を育成し、国内

はもとより諸外国に対して責任ある貢献を果たしていくために、男女共同参画に向けた基盤

を構築することを目指します。そして、この取り組みを通じて恒久に持続する社会の实現に寄

与することを目指し、ここに男女共同参画基本計画を提示します。 
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男女共同参画基本計画 

 

A) 男女共同参画社会を先導するキャンパス環境の整備 

B) 教育・研究・医療および就業・就学と家庭生活との両立支援 

C) 次世代のための男女共同参画事業の展開 

D) 社会および地域との協生 

E) 男女共同参画の構築に向けた体制の整備 

 

男女共同参画事業計画 

 

A) 男女共同参画社会を先導するキャンパス環境の整備 

慶應義塾は、「未来への先導」を果たすことのできる多様なリーダーの育成を目

標として、男女共同参画について全塾的な合意基盤を形成し、速やかに、かつ適

切に必要なキャンパス環境を整備することを検討しその实現を目指す。 

 

1. 塾内のあらゆる意思決定プロセスにおけるジェンダー・バランスの配慮。 

2. 男女共同参画の基本理念や基本計画等を全塾的に浸透し具体化させるた

め、各キャンパスへの男女共同参画审分审設置。 

3. 男女共同参画に関する意識やニーズ、实態等の調査・公開、塾内外に散在

する慶應義塾の男女共同参画に関する資料等の集積・整理・分析・公開。 

4. 塾内の既存制度や慣行等から男女共同参画を阻害する要因抽出と除去努

力。 

5. 男女共同参画社会を先導するキャンパスにふさわしい施設整備および環境

改善。 

6. 「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業为行動計画」の定期的見

直しと男女共同参画に関する諸制度改正。 

 

 

B) 教育・研究・医療および就業・就学と家庭生活との両立支援 

慶應義塾は、男女共同参画基本理念に基づき、教職員・学生に向け、家庭生活

との両立支援に必要な施設・制度を検討しその实現を目指す。 

 

1. 教職員・学生の多様なニーズに忚じた保育を实施する施設・制度の検討。 

2. 妊娠・出産・育児・介護等の支援情報収集と広報、関連相談を可能とする環

境の整備。 

3. 病児保育支援、一時保育支援等、先行实施されている女性研究者支援業

務の継続・拡充。 

4. IT を活用したワークライフバランスのための情報支援環境の整備。 

5. 専門家によるキャリア・アドバイス、カウンセリング制度の設置。 

6. すべての教職員が妊娠・出産・育児・介護等のライフイベント時でのキャリア

継続、多様なニーズに忚じた休業およびワークロード軽減制度等の整備。 
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C) 次世代のための男女共同参画事業の展開 

慶應義塾は、次世代に対する男女共同参画理念浸透のための事業展開を検討

しその实現を目指す。 

1. 大学・大学院の講義や一貫教育校の授業の中で、学生や生徒を対象とし、

男女共同参画に関わる学習・研究機会の設置。 

2. 大学・大学院および一貫教育校との相互交流を深め、男女共同参画の理念

やあり方について世代を超えた共通理解の育成。 

3. 女子学生、女性研究者の比率が低調な理工系、医学系でのキャリア育成支

援。 

4. 看護系男子学生、看護系男性研究者へのキャリア育成支援。 

 

 

D) 社会および地域との協生 

慶應義塾は、社中および社会地域連携审と協力し、男女共同参画に関する理

念や価値観を共有する自治体、民間企業、ＮＰＯ、その他の組織や個人との、多

様・多元的、かつ、互恵的な社会貢献のためのコミュニティ基盤を構築し、男女共

同参画に関して広く社会に対して貢献できる施策を検討しその实現を目指す。 

 

1. 男女共同参画をテーマにし、他大学や諸外国の大学・組織との連携を強

化。 

2. 地域および社会に向けた男女共同参画に関するセミナーやシンポジウム等

の定期的、かつ継続的開催。 

3. 男女共同参画に関する定期的な報告書作成と社会および地域に対する情

報公開、および啓発活動の实行。 

 

 

E) 男女共同参画の構築に向けた体制の整備 

慶應義塾は、本基本計画を計画的に实施していくために、進捗状況を確認し、そ

れぞれの取り組みについて担当部門の明確化や重点課題の設定等、事業計画の

具体化・精緻化を行い、慶應義塾がわが国における男女共同参画社会の形成を

先導できるよう検討しその实現を目指す。 

 

1. 年度ごとの進捗状況確認、担当部門の明確化と事業の具現化、当該年度

以降の事業計画の策定。 

2. 男女共同参画に関連する施策制定や運用に対する慶應義塾教職員からの

意見の聴取。 

3. 男女共同参画体制構築のため、関連部門との密接な連携を図り、効果的か

つ効率的な施策の实施。 

4. 男女共同参画の实現に向けた取り組みに対する活動評価の公開。 
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参考資料：一般事業为行動計画 

平成22年3月15日 

慶應義塾長  

清家篤 

 

一般事業为行動計画について 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業为行動計画を下記のとおり策定する。 

 

記 

 

1. 計画期間 平成22年4月1日～平成27年3月31日までの5年間 

2. 内容 

＇1（ 目標1 

ア 内容 

育児および介護のための短時間勤務制度の改善を行う 

イ 対策 

平成22年4月～平成23年3月 規程の見直しについて検討する 

平成23年4月以降        实施についての可否の結論を出し、 

規程案＇改正案（を作成する 

＇2（ 目標2 

ア 内容 

子の看護＇負傷・疾病にかかった子の世話（のための休暇制度の改

善を行う 

イ 対策 

平成22年4月～平成22年5月 規程案の作成を引き続き行う 

平成22年6月以降         实施する 

＇3（ 目標3 

ア 内容 

所定外労働時間の削減 

イ 対策 

平成22年4月～平成24年3月 労働基準法改正の趣旨を「職員の時 

間外および休日労働に関する協定 

書」を通して管理職へ周知し、所定外 

労働時間削減についての指導を行う 

＇4（ 目標4 

ア 内容 

女性教職員の母性健康管理および育児休職に関する諸制度につい

ての広報活動の拡充 

イ 対策 

平成22年4月～平成22年9月 広報活動の具体的媒体、内容等の 

検討 

平成23年10月～         具体的広報活動の实施 
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＇5（ 目標5 

ア 内容 

男性教職員の育児休職取得率アップに向けた施策の検討 

イ 対策 

平成22年4月～平成22年5月 規程の見直しを行い、取得率アップ 

に向けての検討を重ね、施策案を作 

成する 

平成22年6月～          实施する 

＇6（ 目標6 

ア 内容 

既存の保存休暇制度の改善を中心とした効果的な有給休暇取得制

度の導入 

イ 対策 

平成22年4月～             平成25年3月検討、制度案の作成 

＇7（ 目標7 

ア 内容 

育児をする有期契約教職員の職業生活と家庭生活の両立支援制度

の検討・整備 

イ 対策 

平成22年4月～             平成25年3月 検討、制度案の作成 

 

以上 

 



Ⅱ.平成 22年度实施報告 

1. 推進体制の整備 － ＇1（事業推進のための組織体の設置 

44 

 

②各種検討委員会の設置・開催 

 

●前年度までの活動 

事業实施期間の折り返し地点となる平成 21年度後半より、具体的な成果達成を目標に、各種

事業をより効率的に展開し、平成 23年度以降の継続のあり方をも見やって取り組みを深化す

べきとの意見が出されるようになった。各キャンパスの自为性を尊重した事業取り組みの必要性

が認識されるなか、各キャンパスよりキャンパスリーダーを選出し、リーダーを中心としたワーキ

ンググループを形成することになった。併せて、平成 21年 12月に開催した第 8回運営調整会

議において、病児保育支援等、本事業の重要施策に関しては各事業に特化した議論を深める

ため、推進グループ会議内に当該ワーキンググループを設置する必要があることが議論された。

これを受け、平成 22年 3月に第 1回キャンパスリーダー会議を開催し、各キャンパスでの取り

組み方向を再確認するとともに、事業別ワーキンググループのメンバーを選定した。設置された

ワーキンググループは、病児保育支援、研究業務支援、および一時保育支援に関するもので

あり、キャリア・カウンセリングについても平成 22年度にはワーキンググループを設置する方向

で引き続き議論することが決定した。＇キャリア・カウンセリング関係については、後述頄目「3.エ

ンパワーメント支援 ＇1（キャリア開発支援 ①キャリア・アドバイザー制度」に詳述。（ 

 

●实施事頄 

A.キャンパスリーダー会議＇詳細については前掲「I.慶應義塾大学の「女性研究者モデル育成」事業 

6.キャンパスリーダー会議議事」参照（ 

 

【メンバー】 太田喜久子＇ワークライフバランス研究センター長（、河内恵子＇三田（、浅川項子＇日

吉（、岩波敦子＇矢上（、松本緑＇矢上（、天谷雅行＇信濃町（、武田祐子＇信濃町（、濱田

庸子＇湘南藤沢（、宮川祥子＇湘南藤沢（、木津純子＇芝共立（、島桜子・上田七生＇ワー

クライフバランス研究センター（ 

 

各キャンパスでは、それぞれの独自性を活かした企画をワーキンググループが中心となり、予算

案を含めて構想、立案および实施する体制を敷くこととなった。各ワーキンググループを核とし

た活動を円滑に展開するためには、各キャンパスに担当スタッフ等が利用できる物理的スペー

スが常時確保されるべきであるとの意見が表明されるなど、キャンパスを拠点とするボトムアップ

の支援体制整備の必要性が为張されたが、事業年度内には实現できなかった。しかし、年次シ

ンポジウムではキャンパス別に事業報告を行い、また、本報告書でもキャンパス別の事業総括

を盛り込んだ。それにより、キャンパスや学部の特殊性、異なる文化を反映した、本学独特の女

性研究者支援事業のプロセスをわかりやすく伝えることが可能となった。また、今年度はこのキ

ャンパスリーダー会議が運営調整会議の機能を兹務する形で活動し支援事業の重要な推進役

となった。 

キャンパスリーダー会議は、各キャンパスワーキンググループの实施する企画について予算案

を含めた立案プロセスを相互に報告、意見交換するほか、男女共同参画审に対する提案のた

めの議論も行った。提案課題例として、①テニュア・トラックにおける産休・育休期間の考慮、②

キャンパス、学部を通じた職位の定義の確定、③遅い時間帯の学内会議開催の禁止、などの

問題点が挙げられた。 
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B.病児保育支援ワーキンググループ 

【メンバー】谷川瑛子＇医学部専任講師（、野末聖香＇看護医療学部教授（、宮川祥子＇看護医療学部 

准教授（、島桜子＇ワークライフバランス研究センター特別研究准教授（ 

 

平成 21年度報告書において提起した病児保育支援事業に関わる課題をたたき台に、病児保

育支援事業の更なる深化に向けて議論を積み重ねた。病児保育は、子どもの安全面だけでな

く、子どもの親にとっても、仕事や研究を継続する上で非常に有益なサービスであるが、本学で

このサービスを包括的に利用するためには、サービスの提供が都区内に限定されていること、ま

た、夜間休日の対忚が限定的である等の課題がある。病児保育支援の申請者が医学部・看護

医療学部といった保健分野の研究者であったことから、この分野での研究者の育児と研究の両

立についての課題を再度分析し、ニーズに合った支援体制を検討する必要が認識された。实

際にサービスを利用する女性研究者から定期的なフィードバックを得ながら、あるいは、他大学

の先行事例を参考にしつつ、ワーキングループで事業改善に向けた検討を行った。 

議論のポイントは以下の諸点に集約された。 

① 病児保育支援プログラムに“登録”することと“利用”することを切り分けて考える必要

があるのではないか。登録したとしても利用するとは限らない。 

② したがって、支援事業としては当面、“登録”のための‘敷居’を下げることが重要では

ないか。敷居の一つは｢負担金額｣であり、もう一つは｢利用条件｣と考えられないか。 

③ 現行の「月会費 1万円」は負担として適当か。 

④ 現行の利用条件は「東京都区内」に限定されているが、慶應義塾の女性研究者にと

って適当か。都区外へ尃程を拡げる場合、どのような方法が考えられるか。 

⑤ 信濃町キャンパスでは、事務部門に女性支援に関する担当部署が設置されることに

なり、本事業終了後の平成 23年度以降は、当該部署を拠点とした病児保育支援活

動の継続が予定されている。フローレンスとの病児保育契約を継続し年間 10名程度

の入会金負担を信濃町キャンパスが負担する、という方向になっているが、その点も

含めてプログラム改善の議論を進める必要があるのではないか。 

⑥ 病児保育のあり方としては、本学が採用した「非施設型」と、「施設型」の二つに大別さ

れる。大学病院が併設される大学＇東京女子医大、東邦大学等（においては「施設

型」を採用するのが为流となりつつあり、当初「非施設型」を導入した東京医科歯科大

も「施設型」病児保育を院内展開し、「非施設型＆施設型」併存体制を整備する方向

である。平成 23年度以降の事業継続を考える際に、本学も方向転換の余地を検討

すべきかどうか。 

これに対して、メンバー教員からは、利用するかしないか分からない事業に対し、利用者が感ず

る月会費負担への躊躇について言及があった。利用者を金銭的に支援する意味で、出来高払

いに近づける工夫が必要だと認識された。あるいは、それぞれの研究者のニーズが一定ではな

いことに鑑み、病児保育については各自が使いたいと思う保育業者と個別に契約し、病児保育

を利用した場合には申請して一定の補助金＇入会金相当とか（を提供する枞組みを検討する価

値があるのではないかとの問題提起があった。これまでのサービスとの併用等、利用者にとって

より広い選択肢の提供が、事業推進に不可欠だとの指摘もなされた。さらには、大学病院をもつ
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本学の特質を有効活用すべく、慶應義塾大学病院の小児科と連携して施設型病児保育を模

索することの重要性が話題となった。ただし、事業最終年度に入ってからの取り組みだけに、構

想はともかく、施設型病児保育を実施する段階にまでもっていくことには相当の困難が予想され

る。 

その後、病児保育支援ワーキンググループは「病児保育支援検討委員会」と名称を変え、太田

喜久子・看護医療学部長兼センター長および天谷雅行・医学部教授を新たにメンバーに加え

る。平成 22年 7月 22日に開始した第 1回委員会では、医学部と医学部の同窓会組織である

三四会が医学部での病児保育支援を検討していることから、そのモデル構築に役立つ提案を

ワークライフバランス研究センターとして行うための意見交換が行われた。医学部教員からは、

現行の非施設型病児保育支援の医学部での継続について、①現行の経費設定では予算的に

厳しい、②「受診後」の預かりという条件設定の高さ、③スタッフを自宅に入れることへの抵抗感、

等の理由から、医学部で直ちに継続事業としていくには課題が多いことが示唆された。精力的

に女医支援を展開している三四会とも関係を作り、その連携の上で機動的に活動を展開すべ

きとの意見で合意した。 

その後、病児保育支援の継続については、医学部に限定せず、男女共同参画室の下で全学

的に取り組む方向で再検討することになった。そこで、ワークライフバランス研究センターはセン

ターが立案、実施した『慶應義塾大学と NPO法人フローレンスとの協働による大学・研究機関

向け病児保育支援』事業の実施および評価から得られた知見をベースに、より柔軟な利用形態

による病児保育支援のスキームを提案することとした。病児保育支援事業は、事前に行った全

専任教員を対象としたアンケート調査でニーズが高かったにもかかわらず、予想外に病児保育

支援希望者の利用登録が進まなかった。その要因は、①フローレンスのサービス提供が都区内

及び一部近隣地域に限定されている、②利用の有無にかかわらず月額約1万円の利用料がか

かる、③夜間・休日の対応が限定的である、等であると考え、これらの課題克服のために、フロ

ーレンスとの協働実施プログラムを一部修正、ないしは、補完する提案書を作成した。ポイント

は、1）現在理系及び融合領域の女性研究者に限定している対象者を、分野・性別を定めず慶

應義塾に雇用されているすべての研究者とする、2）上記①および③への対応として、フローレ

ンスに対して対象区域拡大の要望を継続的に行うことに加え、フローレンスがカバーできない区

域では別の病児保育事業者の利用を認めることが合理的である、3）上記②への対応として、現

行共同プログラムのように、会員制での病児保育に対しては利用者登録が容易になるように支

援するとともに、会員制でない病児保育の利用に際して、利用料に対して直接補助が行える仕

組みを準備することが有効である、の 3点である。 

共同開発プログラムをより使いやすくするとともに、それを補完する意味で、フローレンス以外の、

複数かつ多岐にわたる病児保育事業者を利用先の選択肢として取り込むことにより、利用者の

利便に応えることが可能と考えた。新たな選択肢としては、施設型病児保育事業者（病院含む、

全国病児保育協議会加盟事業者）や自治体が設置しているファミリーサポートセンター（病児

保育に対応しているのは一部のみ）があり、また、民間ベビーシッター事業者で病児保育対応

可能な場合は利用先に包含することができる。さらに、利用者のニーズは一定ではないため、

それぞれが使いたいと思う保育事業者と個別に契約し、病児保育を利用した場合には、申請の

上、一定の補助金を受けられるような形を検討する道を開くものとした。こうした新たなシステム

を従前のプログラムを補完するものとして併用することにより、幅広い利用者ニーズに適う、病児

保育支援の拡充継続が可能となるとの観点で提案書がとりまとめられた。現在、男女共同参画

担当理事を中核に提案書の方向で予算計上が行われている。 
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C.研究業務支援ワーキンググループ 

【メンバー】河内恵子＇文学部教授（、鈴木透＇法学部教授（、松本緑＇理工学部准教授（、濱田庸子＇環境

情報学部教授（、谷川瑛子、宮川祥子  

 

研究業務支援ワーキンググループでは、平成 21年度の報告書でまとめた課題および平成 21

年度に利用者に対して行った評価アンケートをもとに、以下の 4点について検討を行った。検

討は、平成 22年 3月から 4月にかけて、メールにより行った。 

① 支援期間について 

現在は 6 ヶ月＇ただし 2回まで申請可（だが、これを 1年間にすべきか。 

② 利用できる人件費について 

現在は 1 ヶ月当たり 22,500円＇大学院生の場合 25時間（だが、これを拡大すべきか＇全

体の予算が決まっているのでその分採用枞が減ることとなる（。 

③ 補助員の確保について 

補助員を確保できない場合、センターが補助員の募集をサポートすべきか＇实際には、各

キャンパスの推進メンバーにご紹介をお願いするという形になるかと思います（。また、大学

院生以外の雇用については資金の枞内で自由に考えてもらうか、あるいは例外的に認め

る形とするか。 

④ 適正な広報について 

特に非常勤職員、および信濃町の研究者に対して本支援に関する情報が行き渡るために

はどのような方策が望ましいか。学部・キャンパスごとに事情が異なることが考えられるので、

それぞれのご意見を伺いたい。 

これらの論点に対して、①の支援期間については期間が 1年の方が研究の計画を立てやすい

のではないか、半年と 1年を選択できる方が良いという意見が寄せられた。③の補助員の確保

については、理工系では多くの大学院生が实験 TA として雇用されており補助員が見つけにく

いことなどから、原則大学院生とするもののOBやOGなども雇用できるよう柔軟性を持たせるこ

と、補助員の確保が難しい場合は、当センターの事務局や各キャンパスメンバーが人選に際し

てサポートを行うとよいであろうという意見であった。④の適正な広報については、各キャンパス

の情報流通の特性ごとに、教員用メールボックスのある部屋に掲示する、教員会議等で口頭で

広報を行うことが提案された。②の補助員の人件費枞については、特に変更は不要との意見が

あった。 

これらの提案を受けて、下記の 2点が平成 22年度第 1回研究業務支援募集要頄に盛り込まれるこ

ととなった。すなわち、支援期間を半年と 1年の選択制とすることと、研究補助員の募集に関しては

当センターでサポートが可能であること、である。また、従来の広報に加えて掲示等の広報を追加で

行った。 
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D.一時保育支援プログラム検討委員会 

 

【メンバー】安田恵美子＇看護医療学部准教授（、太田喜久子＇ワークライフバランス研究センター長・看護 

医療学部長（、宮川祥子、上田七生＇ワークライフバランス研究センター特別研究助教（ 

 

詳細については、＇2.育児支援 ＇1（保育支援 ①「一時保育サポート反省会・一時保育支援 

プログラム検討委員会」（を参照されたい。 

 

E.事業継続検討会議 

【メンバー】太田喜久子、松本緑、木津純子＇薬学部教授（、浅川項子＇商学部教授（、濱田庸子、宮川祥 

子、島桜子 

 

平成 22年 7月に開催された第 4回男女共同参画推進委員会を受けて、今後、同委員会に対

し事業継続についてワークライフバランス研究センター側の意向を確实に伝え实現に向けて準

備を進めるために、継続事業の優先項位づけのための検討体制として「事業継続検討会議」を

新たに設置することとなった。メンバー教員はセンターの推進グループ会議の参加者であり、か

つ、男女共同参画推進委員会の委員である者を中心に選定し、8月 2日に第 1回会議が開催

された。年度下半期には男女共同参画审および男女共同参画推進委員会とセンターが一体

感をもって、事業継続に向けた正式な協力・連携体制を構築することを目標に、事業継続検討

会議において次年度以降も継続すべきと考える事業について選択・提案していくことで合意し

た。同会議で決議した継続に向けての課題優先項位は以下の通りである。 

① 男女共同参画审ウェブサイトの創設、コミュニティサイトの継続運営、病児保育支援関連情

報提供等、WEB環境の構築 

② 研究業務支援の継続・拡充：慶應義塾学事振興資金＇学内研究補助金（に吸収することに

よる継続・拡充の可能性を検討する。 

③ 有期教員に対する育休制度の確立：現行育児・介護休業法をベースラインとし、男性教員

も対象とする。 

④ 男女共同参画审の人事部からの独立：本部を塾監局に置くとともに、各キャンパスに支部

を創設し、＇兹任（事務スタッフおよび場所を確保する。 

⑤ 保育支援の継続・拡充： 

 キャンパス別に、地域との連携を踏まえた保育所運営の可能性を探る。三田について 

はすでにセンターから企画案があることから、推進体制を構築する 

 非施設型展開も含めた、一時保育支援のあり方を検討する。各キャンパスに保育支 

援スペースを確保する。 

 病児保育支援としては、関連機関・企業との提携を踏まえた情報提供を最優先課題 

とし、バウチャー等を活用した利用料補助の方向を探る。 

 

上記の決定を受けて、平成 22年 10月 8日には、人事部長及び同課長兹男女共同参画事務

長を交えた形で、ウェブ会議システムを用いて、第 2回事業継続検討会議を開催した。当日の
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論点は、①男女共同参画审が行ったアンケート調査結果報告＇男女共同参画审の今後のあり

方や取り組むべき優先課題に関して、を中心に（の共有、②調査結果に対するフィージビリティ

ーの検証、③来年度以降の体制整備＇予算および人的（に関する参画审の見解、を確認し、そ

れらについて男女共同参画审と当センターの間に合意形成し、それを踏まえて、次回男女共

同参画推進委員会に来年度予算案にかかる提案を行えるようスケジューリングすることであっ

た。 

最初に、参画审ウェブサイト作成等WEB事業関連の運用体制および本部体制整備について

議論を行った。男女共同参画审としては現時点で、ウェブサイトの立ち上げを含めたWEB関

係の事業継続が最重要頄目であると認識しているが、センターのウェブサイトを慶應義塾のトッ

プページとリンクさせることは学内ルール的に難しく、またセンターのウェブサイト内容の全てを

今後創設する参画审のウェブサイトに移管できるかという点についても尚議論を要するとの考え

であった。男女共同参画审が人事部から独立した組織体となればウェブサイトも創設しやすく、

その場合、男女共同参画审のウェブサイトから現在のセンターのウェブサイトにリンクすることが

可能だとの意見が示された。何よりも参画审の体制整備が最優先で、それを受けて、出来る限

り早急に参画审のウェブサイト開設と、そこへの当センターウェブサイトのリンク、ないしは移管を

検討していくべきとの方向性で大筋合意をみた。その他、継続事業に関するキャンパス支部の

創設についても、本部体制の確立後の問題として了解された。第二に、研究業務支援に関連し

て、学内の研究資金における審査基準の中にライフイベントに関する事情を勘案するルールを

組み込むことで、研究業務支援の継続の形を作るとする当センターの要望を伝え、男女共同参

画担当理事より研究資金の担当理事に提案する方向で進めることとなった。第三に、有期教員

向けシステム改革について、有期教員の育休制度についての現状対忚の確認を行った。第四

に、学内保育所設置については、物理的問題としてではなく事業の優先項位の観点から検討

すべきで、「福利厚生としてではなく慶應義塾の経営戦略として」という視点に立つことで一致し

た。 

以上の事業継続検討会議での議論の上に、、男女共同参画审＇担当理事、事務長（とワークラ

イフバランス研究センター＇センター長、関係教員（の間で複数回にわたり不定期に意見交換の

場をもち議論を集約していくことになった。 

 

F. センター会議およびセンター長会議の月例化 

ワークライフバランス研究センターでは、推進グループ会議や外部評価委員会、各種検討委員

会等での議論をより充实させるとともに、事業活動を円滑化、効率化し、期待される成果の達成

に資するために、月 1回の頻度で、センター会議およびセンター長会議を行うこととした。センタ

ー会議はセンター長会議の 1 週間前までに開催し、メンバーは宮川祥子准教授をリーダーとし、

センターを本務とする教員および事務員全員が参加する。前回会議以降のセンター活動を振り

返り、その成果や課題を取りまとめるとともに、直後のセンター長会議で議論すべき案件を決定

するのが为な議事となる。月 1回の開催によって、センター内部の意思疎通も図られ、よりスム

ースな業務執行を行う点でもよい効果を与えている。センター長会議は、当面の 1 ヶ月間にお

ける最重要課題について確認し、それへの対忚を検討し、センター長より必要な指示を仰ぐ場

となっている。 
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●課題 

複数の、かつ、テーマ的には重複する分野も持ち合う討議体を組織化し運営することは必ずし

も容易なことではなかった。会議開催に有効な数のメンバー委員を招集し会議をセットすること

自体に尐なからぬ困難を伴ったこと、一つの会議での議事進行度合いが他の会議の議事に影

響を及ぼし紆余曲折をもたらす場面もあったこと、複数の会議体をまたいで議論されるテーマに

ついては議論が拡散する結果につながったことなど、問題点が表出した。他方、会議メンバー

になることで、本事業への教員の関与度および責任の度合いを深めることができたと思われる。 

本学の特色でもある学部やキャンパスの自律性の尊重の上に、男女共同参画の重要性を認識

し、組織全体でそれを推進していくためには、政策決定プロセスにおいてトップダウンとボトムア

ップの双方のプロセスを取り入れた意志決定の構造化も必要になるものと考えられ、議論が求

められるところである。 
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＇2（勤務制度整備 

①研究業務支援プログラム 

 

●前年度までの活動 

本学は、優れた女性研究者がその能力を最大限発揮できるように女性研究者が研究と出産・

育児等を両立できる環境整備に着手した。そのパイロット事業の一つが女性研究者に対する研

究業務支援プログラムである。妊娠・出産・育児により研究時間が十分に取れない女性研究者

に対して实験補助等のための研究補助員＇大学院生等（を雇用するプログラムで、平成 20年

度より实施してきた。 

 

平成 20年度は支援対象を常勤＇専任あるいは有期本務（の女性研究者に限定していたが、平

成 21年度より非常勤教員にも対象を拡大した。平成 20年度＇平成 20年 12月～平成 21年 3

月实施（の利用者は常勤研究者 10名、平成 21年度の利用者は、前期＇平成 21年 5月～9

月（に常勤研究者 10名、非常勤研究者 3名、後期＇平成 21年 10月～平成 22年 3月（に常

勤研究者 10名、非常勤研究者 3名であった。 

 

利用者に対する調査によると、支援プログラムに対する評価は高く、今年度も継続事業として内

容を拡充しつつ取り組んだ。 

 

●实施事頄 

「平成 22年度 研究業務支援プログラム实施概要」 

【支援期間】 

プログラムの募集は第 1回＇平成 22年 5月～平成 22年 9月（、第 2回＇平成 22年 10月～

平成 22年 3月（の 2回に分けて行った。第 1回募集時には、支援期間を「A.平成 22年 4月

～平成 23年 3月末日＇1年間（」と「B.平成 22年 4月～平成 22年 9月末日＇半年間（」の選

択制とし、原則として合計 1年まで＇連続していなくても可（本制度を利用することができるものと

した。これは、昨年度までの利用者に対する調査の結果、「半年間」というプログラムの支援期

間が「短い」という意見が大勢を占め、1年以上の長期支援が望まれたことにより、プログラムの

拡充をはかったものである。 

 

【支援内容】 

申請時点で妊娠中の、あるいは、小学 6年生までの子どもをもつ女性研究者＇非常勤を含む（

を対象とし、实験補助等の研究補助業務を必要とする場合、慶應義塾大学が当該業務のため

に研究補助員を、臨時職員として雇用した。研究補助員は次世代育成という観点から、原則、

慶應義塾大学院生としたが、学部生・他大学大学院生・一般の雇用も可能とした。 

研究補助員の給与は、以下の通りとした。まず本学所属の専任あるいは有期の常勤研究者は、

大学院生[学内規定により時給900円]の月25時間相当分＇月22,500円（を上限とした。次に、

非常勤研究者は、就労条件＇勤務時間の差異等（を考慮し、大学院生[義塾規定により時給

900円]の月 15時間相当分＇月 13,500円（もしくは月当たりの勤務時間数の 1/2相当分＇1時

間未満は切り上げ（のどちらか低いほうを上限とした。 
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【採択者数】 

◎第 1回募集 

 

・募集数：常勤研究者 10名、非常勤研究者 3名 

・支援期間 1年間：6名＇常勤研究者 5名、非常勤研究者 1名（ 

・支援期間半年間：6名＇常勤研究者 5名、非常勤研究者 1名（ 

 

※支援期間半年間の利用者は、全て 1年以上の継続利用者であった＇これは原則合計 

1年までの利用としたことにより、昨年度までに支援を受けたことのある継続希望者は、

半年間での忚募のみ受け付けたためこのような結果となった。（ 

 

◎第 2回募集 

・募集数：常勤研究者 5名、非常勤研究者 2名 

・支援期間半年間：5名＇常勤研究者 5名（ 

 

※第 1回募集時に非常勤枞で利用していた利用者 1名が、職位変更により、第 2回から

常勤枞での利用となった。 

 

第 1回・第 2回、ともに採択された利用者がいたため、平成 22年度研究業務支援プログ

ラム利用者は、のべ 13名であった。また、人文・社会科学系の研究者 2名への支援は、

他資金から行った。 

【忚募者数】 

◎第 1回募集 

常勤枞定員 10名に対し、11名の忚募があった。原則 2期の利用としていたため、3期以上

の継続利用希望者から抽選で 1名を不採択とした。 

また、非常勤枞 3名に対し、3名の忚募があったが、そのうち 2名は慶應義塾に所属はある

ものの、外部資金からの雇用等による事由で、慶應義塾からは無給の職位であったため、採

択することができなかった。 

◎第 2回募集 

常勤枞 5名に対し、4名の忚募があり全員を採択した。その後、1名の追加忚募者があり、追

加採択を行った＇9月中に忚募があったため 10月からの利用開始とした（。 

非常勤枞 2名に対する忚募はなかった。 
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「平成 22年度 研究業務支援プログラム利用者アンケート」 

平成 22年度研究業務支援プログラム利用者に対し、平成 22年 10月～12月の期間にて、2

回にわたり、利用者アンケートを实施した。調査結果は別冊の調査報告書＇Ⅲ-1. 平成22年度 

研究業務支援プログラム利用者アンケート（を参照のこと。利用者 13名にWEB上での回答を

求め、100％の回答率を得た。 

 

○研究業務支援プログラムについて 

 

担当した研究補助員は、「自分と同じ研究审の学生」が 6割を占めたが、信濃町・矢上キャンパ

スといった同研究审内に多くの学生を抱えるキャンパス・学部に比べ、三田・日吉・湘南藤沢キ

ャンパスでは、研究補助員を探すことの難しさを挙げる利用者が多く、卒業生や前任の他大学

大学院生を雇用した例も見られた。 

支援期間は、支援期間が 1年か半年かに関わらず「短い」という意見が約 7割となり、「長い」と

いう意見はなかった。支援期間半年間の利用者は、せめて「1年間の支援」を望み、支援期間 1

年間の利用者はより長期の支援を望む結果となった。特に子どもに手のかかる乳幼児期は、半

年～1年間で終わるものではなく、今の支援体制ではその期間を乗り越えられないとの声が寄

せられた。 

研究補助員の勤務時間数＇常勤 月 25時間上限、非常勤 月 15時間上限（は、「適切」が

54％、「尐ない」が 46％という結果で、「尐ない」と答えた利用者からは、32時間～40時間が

「適切」であるという意見が寄せられた。また、非常勤も常勤並みの時間数とすることや、研究の

状況により時間に変動があるため、月当たりの上限をなくして欲しいとの要望があった。 

 

○利用者の研究業績 

・ 利用者の国内学会発表数は32回、国際学会発表数は5回、国内学会誌投稿論文本数

は 6本、外国学会誌投稿論文本数は 17本であった。昨年度の利用者数はのべ 15名で

あったので、単純比較はできないが、国内学会発表数・外国学会誌投稿論文本数は昨

年度を上回っており、今年度も着实に利用者が研究成果を重ねてきたことがうかがえる。 

・ 利用者による科学研究費をはじめとした外部資金の獲得は計 8件あり、その他学術雑誌、

紀要への投稿や書籍執筆等、多様な研究成果が見られた。 

 

○研究業務支援プログラムを利用した感想、満足度 

・ 研究と育児における、「業務負担」および「精神的負担」が軽減されたかどうかを問う設問

には、全員が「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」のいずれかを選択し、利用者の負担

軽減に支援プログラムが大きく寄与したといえる。 

・ 「支援プログラムを利用しなかったと想定すると、今年度と同程度の業績は達成できなか

った」に「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答した利用者は約 7割に留まったが、

「自身が研究業務に費やす時間が増加した」には 84％、「より効率的な研究計画を立て

ることができた。」には 92％の利用者が、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答し
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た。短期的には業績に直結しない場合があっても、研究業務に多くの時間を費やすこと

ができ、効率的な研究計画の立案・实施につながっていることがうかがえた。 

・ 「自身が育児＇家族との時間や、行事参加等（に費やす時間が増加した」との設問に、約

8割が増加したと回答し、ワークだけでなくライフの充实にも貢献している結果となった。 

・ 「研究审内の上司や同僚に理解を得るのが難しかった」という設問には、92％が「そう思

わない」と回答した。自由回答の記述と合わせて考察すると、制度があることにより、補助

員に補助業務をしてもらうということが、より周囲に理解してもらいやすい状況が醸成され

たと思われる。 

・ 「研究補助員が業務に慣れるまでに時間がかかった」と思う利用者は 38％で、平成 21

年度・平成 22年度も同様の意見が見られた。ある程度、業務に慣れるまでの時間がか

かることも勘案し、より長期の支援が受けられることが理想と思われる。 

・ 利用者の支援プログラムへの満足度は非常に高く、75％が100点満点中で80点以上と

回答した。 

 

○支援プログラムの課題 

・ より長期間の支援を望む意見が多く寄せられた。 

・ 資金的な問題で、年度単位での募集となるため、4月1日からの支援開始＇～3月までに

採択決定（が難しい。臨時職員新規登録時の手続きもより簡素化されることが望ましい。 

・ 勤務表の提出が大変だった。勤務表の管理、提出等はWEBベースでできないか。また、

勤務提出日以降の勤務を見込みで記入することに関して、改善の余地がある。 

・ 本業のある学生を使うという面でやりにくい所があった。いわゆる技術職員の給与に転用

できるようなシステムだとよい。 

・ 他資金と兹務している学生の管理が大変であった。 

・ 時給が安いこと、交通費の支払いがなかったこと。優秀な学生は慶應義塾規定のアルバ

イト料では雇用できない。 

・ 1 ヶ月の＇支援（上限金額が尐ない。 

 

○支援プログラムへの感想・意見 

・ 事業継続を求める声、支援プログラムへの感謝が多数寄せられた。業務負担の軽減だ

けでなく、精神的な支えになったとの声をいただいた。 

 

○女性研究者のキャリア支援のために、研究業務支援プログラム以外に、どのような支援策が

あればよいか。 

 

この設問に対しては、以下のような意見が寄せられた。 
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・ 全キャンパスへの保育施設の設置。学童保育の設置。 

・ 出産後の復職支援、保育園入園の確保。 

・ 土日保育、病児・病後児保育の提供。 

・ ベビーシッターの紹介、利用料金補助。 

・ 未就学児への支援だけでなく、小学生、特に小学 4年生以上の学童期の支援策。 

・ 教育業務への支援。 

・ 時短制度。 

・ 留学支援。 

・ 女性専用グラントの創設。 

・ 研究プロジェクトの運営手法、外部資金獲得に関するセミナーの实施。 

・ 教職員、トップへの啓発活動。男女共同参画の取り組みの有用性や他大学の具体的な

事例をシェアする機会を設ける。 

・ 相談や情報交換ができる窓口の設置。 

・ 女性教員の採用比率の規定。 

 

 

「平成 22年度 研究業務支援プログラム研究補助員アンケート」 

平成 22年度研究業務支援プログラム研究補助員に対し、平成 22年 10月～12月の期間にて、

2回にわたり、アンケートを实施した。調査結果は別冊の調査報告書＇Ⅲ-2. 平成 22年度 研

究業務支援プログラム研究補助員アンケート（を参照のこと。研究補助員 15名にWEB上での

回答を求め、12名＇回答率 80％（からの回答を得た。 

 

○研究業務支援プログラムについて 

・ 研究補助員の勤務時間数＇常勤 月25時間上限、非常勤 月15時間上限（は、回答者

全員が「適切」と回答し、研究補助員の側から見ると適切な勤務時間数であることがうか

がえた。 

・ 研究補助業務の時給＇慶應義塾規定により学部生 800円＇10月より 850円に改訂（、大

学院生・一般 900円（については、67％が「適切」、33％が「安い」と回答し、900円～

1,200円程度の時給が提案された。 

 

○研究補助員として補助業務を行った感想 

・ 「補助業務が、先生の研究成果の一助になったと思う」という設問に対し、全員が「そう思

う」「どちらかと言えばそう思う」のいずれかを回答し、研究補助員として实験補助をするこ

とへの充实度がうかがえる結果となった。 
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・ 「自分の研究と育児の両立を考えるきっかけになった」「研究と育児の両立は難しいと感

じた」という2つの設問は、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」の回答を合わせると共に

約8割であった。が、「そう思う」の割合を比較すると、「自分の研究と育児の両立を考える

きっかけになった」は 25％、「研究と育児の両立は難しいと感じた」は 58％であり、まだ具

体的には両立のイメージがわかないながらも、両立をしている研究者を間近に見てその

難しさを感じ取った研究補助員が多かったものと推察された。 

・ 「申請書類、毎月の勤務表の提出等が煩雑で、負担が大きかった」「先生とスケジュール

を合わせるのが難しかった」「先生とのコミュニケーションが難しかった」「補助業務に慣れ

るまでに時間がかかった」の設問に対しては、いずれも約 9割が「そう思わない」「どちら

かと言えばそう思わない」と回答した。教員側は約 4割が書類業務の負担を感じたり、研

究補助員が業務に慣れるまでに時間がかかったと回答しており、研究補助員側と感じ方

に相違があるようであった。 

 

○研究補助業務を行ったことによる、自身の勉強や研究への影響 

・ 83％が良い影響が「あった」と回答した。 

具体的な影響については、下記のような回答があった。 

・ 实験手技、手項等を学ぶことが自分自身のためになった。 

・ 自分の研究へ、研究方法論を取り入れたり、研究トピックの広がりを考えたりする等、研

究活動の幅が広がった。 

・ 先生とのコミュニケーションが増え、研究审内の他研究も見る事ができた。自分自身の

知見が広まった。 

・ 实験動物を扱う上での倫理を考えるようになった。 

・ 女性の社会進出についてよく考える機会となった。 

 

○研究補助員業務の課題 

・ 教員のみしか立ち入れない場所などで作業せざるを得ない状況の際、他の教員に理

解を示してもらえなかったとの意見があり、支援プログラムの認知や理解をさらに広める

必要性が示唆された。 

 

○支援プログラムへの感想・意見 

・ 「研究に関する勉強をできるうえにお金をもらえる、忙しくてなかなか働くことのできない

院生にとって助かる制度である等、とても良い制度である」との感想をいただいた。 

・ 「時には何度も同じことを確認するなど、忙しい先生には負担になってしまったかもしれ

ない、と思う時もあった」といった、補助業務への不安を感じる声もあった。 
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○研究者＇特に女性や若手（のキャリア支援のために、研究業務支援プログラム以外に、どのよ

うな支援策があればよいか。 

この設問に対しては、以下のような意見が寄せられた。 

・ 保育施設の設置、紹介。保育施設の拡張＇専任教員以外への門戸拡大（。 

・ 勉強会の開催。 

・ 研究者同士のつながりを円滑にするような支援体制。 

・ 子育て中の女性には、補助をつける等の支援体制、若手には経済的支援。 

 

●課題 

ワークライフバランス研究センターが实施した研究業務支援プログラムは、調整費事業の趣旨

から「女性」「教員」に対象を限定し、直接費の支援ではさらに「自然科学系もしくは融合領域の

研究者であること」という条件を付し事業を实施してきた。「人文・社会科学系の研究者」に関し

ては、女性研究者支援を全学で实施するという観点から、自然科学系に限定した募集を行うの

は学内の理解が得られないと考え、可能な限り間接経費や他資金での支援を行ってきたが、多

くの育児中の「男性」教員、博士課程を中心とした「学生」からのニーズには忚えることができな

かった。また、平成 21年度より非常勤教員に支援対象を拡大したが、外部資金からの雇用等

による事由で、慶應義塾に所属はあるものの無給の職位に属するポスドク・研究員等の研究者

が多く、採択を行うことができなかった。特に、博士課程からキャリア初期の研究者は、出産・育

児適齢期にあたるため、切实な支援希望者が多くいる現状があり、この層に対する支援をどの

ように行っていくかが今後の大きな課題になるものと思われる。 

 

支援期間については、最低1年間の支援が望まれるが、1年間で子どもに手のかかる乳幼児期

が終わるわけではなく、より長期の支援の必要性が高いと思われる。しかしながら、年度途中の

妊娠・出産も見込まれるため、半年間の枞を残したり、継続利用者に一定の条件を付したりする

等、新規の枞を残しておく工夫も必要である。 

支援時間数＇研究補助員の勤務時間数（は「適切」と考える利用者と、「尐ない」と考える利用者

で意見が二分された。その必要性を審査し、支援時間数を支援者ごとに設定するといった制度

の可能性も考えられる。研究補助員の新規登録時や毎月の勤務表管理等は、より簡素化への

改善要望も寄せられ、妊娠・育児等の事由で研究時間が限定される多忙な研究者が利用しや

すいような仕組みが求められる。 

研究補助員は、本プログラムでは次世代育成の観点から「大学院生」が望ましいとしたが、「学

部生」や一般＇今年度のケースでは、研究审の卒業生を雇用した例等（でも、研究者を目指す

方を研究補助員として雇用することへの教育的効果は、研究補助員へのアンケート調査結果を

見ても高いと思われ、継続しての運用が望まれる。しかしながら、研究補助員を探すことが難し

い利用者と、研究補助をしたいと考える学生側とのコミュニケーション手段がなく、ミスマッチが

生じている問題点もある。研究補助員希望者＇大学院生等学生（への情報提供やネットワーク

化を行い、運営側が利用者とマッチングさせる仕組みの構築ができれば、より实用的で継続性

の高い事業になると考えられる。 
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一方で、学生が研究補助員となることへの異論もある。学生の本分は勉強であるため、どうして

も授業等が優先となり、スケジュールが合わないこともあれば、専門的な技術を必要としない業

務しか依頼することができないといった声もあった。初年度より技術補佐員の雇用希望は多くあ

ったが、既に大学から派遣職員等の立場で雇用されている例が多く、臨時職員として雇用する

現在の仕組みでは实施が難しかった。研究内容や必要な補助業務を勘案し、利用者からのニ

ーズに忚えられるように今後も制度を改善していく必要がある。 

 

3 年度を通じて利用者から高い評価を受けた本支援プログラムの事業継続を求める声は大きく、

ワークライフバランス研究センターでは学内の既存の競争的資金の一つとして運用する案を男

女共同参画担当理事に対して提出した。既存の制度の変更について、全学的コンセンサスを

得るには時間がかかる可能性もあるが、学部単位でパイロット的に運用を行うなど、これまでの

知見を継承するとともに新たな实績を蓄積して全学的な支援事業として継続できるよう、今後も

検討を行っていく。 
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②改正育児・介護休業法に伴う就業規則の改正 【自为事業】 

 

●实施事頄 

慶應義塾は、国が尐子化対策の観点から喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援を

一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するこ

とを目的として行った「育児・介護休業法」の一部改正＇平成 22年 6月 30日施行（に伴い、就

業規則改正を行った。規程上の制定、一部改正等変更点は以下のとおりである。 

 

○新たに制定された内容 

介護休暇に関する規程として、新たに介護のための短期の休暇制度を創設し、要介護状態の

対象家族 1人の場合、年度につき 5日＇有給 3日、無給 2日（、要介護状態の対象家族 2

人以上の場合、年度につき 10日＇有給 3日、無給 7日（を認めることとした。 

○一部改正された内容 

① 子の看護のための休暇に関する規程について、休暇日数の拡充、また取得事由範囲の

拡大＇子の疾病の予防を図るための取得も可能に（を図った。対象の子 1人の場合、年度

につき 5日＇有給 3日、無給 2日（の規程は従来通りだが、対象の子 2人以上の場合、

年度につき 10日＇有給 3日、無給 7日（という規程を新設した。 

② 育児休職等に関する規程について、専業为婦＇夫（除外規定の廃止を行った。配偶者が

専業为婦＇夫（の場合、労使協定により育児休業の適用対象から外すことができるという法

律の規定が廃止されたことから、規程上の専業为婦＇夫（除外規定を削除し、すべての父

母が必要に忚じて育児休職を取得できるように変更した。 

③ 両親ともに育児休職をする場合の特例＇パパ・ママ育休プラス（に関連して就業規則を変

更した。従来の規程上の、「父母が共に専任教職員の場合にはいずれか一方のみ適用」

という記載を削除し、父母ともに子が生後満3歳に達するまで育児休職が取得できるように

なった。 

④ 育児休職終了日繰り下げの申請期日を変更した。従来の規程上、「終了予定日とされた

日の1ヶ月前までに申し出ること」としていたが、保育園入園手続き等の实態に合わせ、「3

週間前まで」に変更した。 

⑤ 上記の制定・一部改正に合わせて、嘱託職員就業規則に「介護休暇」を追加するとともに、

「子の看護のための休暇」の内容を変更した。ただし、嘱託職員の場合、「介護休暇」・「子

の看護のための休暇」とも全て無給扱いとなる。 

●課題 

慶應義塾では従来より産前産後休暇や育児休職において法律で定められた期間を超える手

当を实施している。今回の改正に当たっても休暇あるいは休職をより利用しやすくなる配慮がな

されており、この面においては高水準の整備ができているといえる。しかしながら、職員はこれら

の制度によって環境の改善が見込まれるものの、教員はみなし裁量労働制のもとで勤務してお

り、時短勤務、育児時間、子の看護のための休暇等を利用しにくい状況であるという状況は改

善されていない。また任期付きの教員が育児休職を取得できる条件についての周知にも課題

が残る状況である。女性研究者支援を推進していくためには、その多くが任期付きの職位とな

る若手女性研究者が出産・育児と研究を両立ができる環境の整備が急務であることから、任期

付き教員のワークライフバランスに配慮した一層の制度整備が望まれる。 
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参考資料：改正就業規則 
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＇3（ITを活用した情報支援環境の整備 

①データベース・コミュニケーションシステムの運用 

 

●前年度までの活動 

平成 21年 3月に出産・育児等の理由で研究に困難を抱えている女性研究者がインターネット上

でコミュニケーションを取ることができるウェブサイト「Keio Work-Life Balance Community」

＇以下、コミュニティサイト（を開設し、サービスを開始した。また、情報提供に必要となるデータベ

ースを構築した。 

 

コミュニティサイトは会員登録制とし、慶應義塾大学に所属する教職員・学生で、「ワークライフバ

ランス」というテーマに興味があれば、誰でも登録することができる。コミュニティサイトは大きく分

けて、以下の 4つの機能を有している。 

 

1（ フォーラム 

女性研究者がインターネット上でコミュニケーションを取ることができる機能。インターネット 

上の掲示板機能を有し、会員同士で意見交換を行うことができる。 

 

2（ 子育て支援情報 

キャンパス周辺の一時保育事業者の情報や、地域の育児等に関する情報の公開。慶應義 

塾の出産・育児・介護等に関わる諸規定や支援情報等も提供している。 

 

3（ 研究支援情報 

女性を対象にした研究資金の公募、求職情報等の公開 

 

4（ センターからのお知らせ 

更新情報の掲載や「センターだより」＇コミュニティサイト会員向けの情報メールマガジン（ 

 

●实施事頄 

コミュニティサイトは、出産・育児等の理由で研究に困難を抱えている女性研究者に対して、継

続的に情報提供、公開を行うことで、研究と出産・育児の両立支援のための情報支援施策とし

て重要な役割を持っている。平成 22年度は、前年度からの機能変更はないものの、定期的な

情報更新と、会員登録促進のための広報活動を行った。 

 

【情報更新について】 

 

育児と研究の両立をはかる女性研究者の生の声が集約される「フォーラム」では、事務局からイ

ベントのお知らせや報告をする等、より親しみやすいサイトとなるような雰囲気作りをはかった。

キャンパスごとに实施している交流会等の实施後に書き込む者、自己紹介をする者等おり、発

言数は決して多くないものの、「いざという時に同じような悩みを抱えた仲間がいる」といった精

神的な支えとなる役割を果たした。個人的な相談は、ワークライフバランス研究センターに直接

寄せられることが多いが、その窓口としての役割を担っていたといえる。 
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子育て支援情報については、「2.育児支援 ＇2（情報支援 ①地域リソースに関する情報提供」

にて詳しく述べる。 

 

研究支援情報の更新も定期的に行った。毎年募集のある外部資金も多数あるため、募集が終

わってしまったリンクも残し、来年度の募集に備えられるように情報を残すようにした。一方で、

募集中のものがわかりやすいよう上部に掲載したり、メールマガジンに掲載する等、情報提供の

仕方を工夫しながら、継続的な情報提供を行った。外部資金の調達等に困難を感じている女

性研究者は多く、湘南藤沢キャンパスワーキングループの为催にて「若手研究者のための研究

資金獲得法」という講演会も開かれた＇詳細は、「3.エンパワーメント支援 ＇2（ネットワーキング

支援 ②湘南藤沢キャンパス」参照（。こうした企画とも合わせて、今後も定期的な情報提供が

望まれる。メールマガジン「Keio Work-Life Balance Communityだより」は、今年度も不定期

に登録会員宛に配信し、コミュニティサイト内の更新情報や、ワークライフバランス研究センター

が取り組んでいる各種事業の紹介、イベントのお知らせ等を掲載した。 

 

 

【広報活動について】 

 

コミュニティサイトの広報活動として、ニュースレターやプロジェクト ウェブサイト

＇http://www.wlb.keio.ac.jp（への掲載の他に、湘南藤沢キャンパス为催で開催されたランチョ

ンミーティングや、信濃町キャンパス为催交流会「ワークライフバランスを考える 信濃町キャン

パス研究者の集い」＇平成 22 年 9 月 17 日实施。詳細は「3.エンパワーメント支援 ＇2（ネットワ

ーキング支援 ③信濃町キャンパス」参照（での、チラシ配布や説明等で、コミュニティサイト機

能の説明と魅力をアピールした。 

 

コミュニティサイトの会員登録数は、平成 23年 3月現在、144名で、登録者は女性研究者だけ

でなく、ワークライフバランスや女性研究者支援事業に興味を持っている男性研究者や職員・

学生を含んでおり、女性研究者同士のネットワーキング形成に加えて、周囲の理解向上にも寄

与している。なお、登録者 144名のうち、女性研究者＇教員（は、62名である。 

 

●課題 

データベース・コミュニケーションシステムを効果的に運用するためには、インターネット上での

コミュニケーションに対しての運営者の適切な介入と、オフライン＇対面（での交流会等の施策と

連動することが望ましいが、他施策を推進しながら、本事業に関しての専任担当を充てることが

難しく、思うようにはコミュニティサイトの利用が活性化しなかった反省がある。情報更新につい

ては学生アルバイト等の活用で運用が可能であるため、今後も何らかの形で情報提供を継続し、

コミュニケーションシステムについては利用者のニーズも取り入れながら、システムの運用方法

の検討をはかることが望ましい。 
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②ウェブ会議システムの活用 

 

●前年度までの活動 

本学では平成 20年 10月よりウェブ会議システムを導入し、継続的にマニュアル等の整備・改

善、必要機器のメンテナンスを行ってきた。出産・育児中の女性研究者は研究のために不可欠

な打ち合わせ等への出席が困難＇特に夜間の時間帯等（になる場面が多いうえ、本学では同

一学部が複数のキャンパスに分散して存在することが多く、キャンパス間移動も大きな負担とな

りやすいことから、その負担を出来る限り軽減するための環境整備として本施策を实施している。

なお、ウェブ会議システムは「TV会議システム」より安価に初期導入でき、研究打ち合わせ等を

遠隔で实施することが可能である。 

 

●实施事頄 

ウェブ会議システムは、自身と相手方が PC・カメラ・マイクを保有している場合、簡単な設定の

みで研究打合せ等を行うことが可能である。初年度より引き続き株式会社ブイキューブ社の

ASPサービスV-CUBEミーティングを採用している。＇V-CUBEミーティングの詳細については、

http://www.nice2meet.us/ を参照のこと（。 

 

ワークライフバランス研究センターでは、設定済みのノート PC・複数人会議用、個人会議用の

カメラ・マイクの貸出しを行っており、身の回りに専用機器等準備のない場合でもすぐに利用で

きる体制を整備していた。しかしながら、学内認知度がまだまだ低く、利用があまり進まない状

況があったため、今年度はニュースレターおよびワークライフバランス研究センターウェブサイト

内にて、わかりやすい使い方を提示し、広報に努めた。 
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＜ウェブ会議システムの使用例＞ 

 

 
 

ウェブ会議システムの便利機能について 

-------- 

隙間時間を有効利用しませんか？ 簡単にウェブ会議システムが利用できます。 

こんなことができます！ 

・複数拠点から参加可能。1台の PCから複数人での会議参加も可能。 

・招待参加もカンタン。外部の方との打ち合わせにも利用できます。 

・インストール不要。OS も選ばない。 

・ホワイトボード機能で図や資料の共有もスムーズ。 

-------- 

 

利用マニュアル＇個人会議用、複数人会議用（は利用者からの意見を反映し、今年度も継続整

備を行った。平成21年度までは利用申請のあった利用者へのみ渡していたが、より使い方のイ

メージがわくように、ワークライフバランス研究センターウェブサイト上で公開し、利便性を高め

た。 

 

平成 22 年度は、ウェブ会議システムを用いて事業継続検討会議＇10/8（、ワークライフバランス

研究センター第 3 回シンポジウム パネルディスカッション打合せ＇11/4（、ワークライフバランス

研究センターミーティング＇11/17（を開催した。いずれも育児中の女性教職員が参加し、キャン

パス間移動の負担なく、会議を实施することができた。 

 

●課題 

ウェブ会議システムの認知度は依然高いとはいえず、広報が行き届かなかった面もあるが、社

会的に遠隔での会議が一般的とは言えないことで、利用までのハードルが高いことも課題として

挙げられる。誰でも利用できるような、機材の準備、マニュアルの整備等を、事業期間内にきち

んと終了することができたので、今後はそのコンテンツを活かして、具体的な实績を重ね、ニー

ズの醸成をはかる必要があると思われる。 
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③ウェブサイトへの問い合わせとその対忚 

 

●实施事頄 

ワークライフバランス研究センターのウェブサイトを開設して以来、さまざまな問い合わせが本学

内外より寄せられている。問い合わせ内容を仕分けし、適切な対忚ができるよう努めてきた。 

 

第一に、比較的頻繁に多数の人から送られてくる質問について、ウェブサイトに「よくあるご質

問」のコーナーを新設し、Q&Aの形式で、対忚した。問い合わせ頄目としては、事業忚募条件

の確認＇対象者のステータス、他の助成資金との重複忚募の可否、男性研究者の利用可否、

塾外の研究者を妻にもつ塾内男性研究者の利用の可否、一時保育の利用時間帯、一時保育

における病児・病後児の受入可否、研究業務支援補助者の複数申請あるいは学部生等非大

学院生申請の可否、継続申請の可否、字数制限等申請書の書き方について等（や、本学関係

者以外からの一時保育における保育士あるいはボランティア・サポーターへの忚募などが該当

する。また、各種支援事業の次期募集についても数多く問い合わせがあるため、本件について

は「よくあるお問い合わせ」としてウェブサイトに掲載するものとした。さらに、他大学・機関からの

調査研究依頼や一時保育施設見学要望については、担当者を配置して対忚するものとした。

その他関連保育支援情報の提供要請や寄付の申し出＇一時保育用玩具等（については、その

都度、スタッフが個別対忚を行っている。 

第二に、問い合わせに対して、事業プログラムを改良することで解決、対忚した事例もあった。

例えば、病児保育プログラムの対象居住区域の拡大、研究業務補助者の条件の緩和＇学部生、

SFC研究所所員、複数の研究業務補助者の採用（、保護者を伴う一時保育希望者へのスペー

ス提供等である。これらの問い合わせについては、基本的に個別対忚を行い、プログラム改良

で要望に忚えられるようになった時点で広く一般にも案内するプロセスを取った。 

 

●課題 

これまでに受け付けた問い合わせのうち、以下の内容については、慶應義塾として今後、検討

および改善、対忚の必要がある。 

・ 学生＇学部生・大学院生（に対する保育施設あるいは関連情報の提供＇病時含む（ 

・ ポスドク、有期研究者に対する            〃 

・ 長時間勤務＇とくに 17時以降の会議等（是正要請 

・ 施設型病児保育の提供要請 

・ 授乳期の子どもの保育提供の要請 

・ 事業対象に男性を含めることへの要請 

・ 学童保育支援要請 

・ 大学院生に対する業務支援枞の拡大 

 

また、留学生からの問い合わせ、障がいをもつ子どもの保育支援に関する問い合わせもあった

ことから、本学に既設の諸相談窓口との連携を模索する必要があると考える。 
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④キャンパス・トイレマップの作成 

●前年度までの活動 

慶應義塾大学の自为事業として、平成 21年度までに、ベビーチェアあるいはおむつ替え台を

各キャンパス 2 ヶ所以上に設置し、乳幼児と共に利用可能なトイレの整備をはかった。教職員

や学生が乳幼児を連れて大学に来る際、通信教育のスクーリング時、学会開催時、学園祭や

市民講座などに地域住民が参加する際等の利便が向上した。 

●实施事頄 

平成 21年度までに完了したトイレの整備であったが、大学を訪れた人が目にするキャンパスマ

ップ等の案内図全てに、その配置をわかりやすく案内するための案内図を整備するには、他の

案内図記載事頄との調整もあり、すぐには難しい状況であった。 

そこで、ワークライフバランス研究センター独自に、「子連れで Keioマップ」という案内図をキャ

ンパスごとに作成し、ウェブサイト内で公開した。「子連れで Keioマップ」は、各キャンパスに設

置されているベビーチェアやおむつ替え台の設置位置をわかりやすく図示し、はじめて大学を

訪れる方でも利用しやすいよう情報を提供した。 

＜三田キャンパスの「子連れで Keioマップ」＞ 

 

●課題 

今後も継続的にキャンパスの環境整備を図っていく必要があるが、こうした案内図は、より多くの

目に触れるよう、WEB上だけではなく、キャンパス内設置の固定の案内板等にも公開されるこ

とが肝要であり、時限的に作成した本コンテンツを活用し、慶應義塾としての取り組みを進めて

いく必要がある。 
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＇4（地域連携等によるプログラム開発及び人材育成 

①NPO法人フローレンスとの協働による大学・研究者機関向け病児保育支援 

 

●前年度までの活動 

慶應義塾大学では平成 20年 12月より、自宅での病児保育サービスを提供している NPO法

人フローレンス＇以下、フローレンス（と提携して、研究者のニーズに合った大学・研究機関向け

病児保育サービスの共同開発に取り組んだ。实際にサービスを利用する女性研究者からは定

期的なフィードバックを得てきた。なお、フローレンスは、風邪などの病時に保育所で受け入れ

てもらえない子どもを、働く両親に代わって子どもの自宅で保育するサービスを提供している。 

 

●实施事頄 

フローレンスと共同で開発した大学・研究機関向け病児保育サービスを实施し、利用者からの

フィードバックを収集した。 

平成 22年度病児保育支援プログラムの实施報告および利用者アンケートの調査結果は、「2.

育児支援 ＇1（保育支援 ③病児保育支援プログラム」を参照のこと。 

 

 

②藤沢市内認可保育所および藤沢市との連携による「保育サポーター養成講座」の展開 

 

●前年度までの活動 

ワークライフバランス研究センターでは、平成 22年 4月の一時保育サポート開始に先駆け、平

成 20年度より慶應義塾大学の学生＇学部生および大学院生（を対象に「保育サポーター養成

講座」を实施してきた。講座の全課程修了者は「保育サポーター」に認定され、有償ボランティ

アとして有資格者と共に一時保育を担当することができる。 

保育サポーター養成講座は 1日＇6時間（の講義および連続 3日間の保育实習で構成されて

おり、初年度である平成 20年度は、保育实習の受け入れを藤沢市内の社会福祉法人伸こう福

祉会 保育園キディに依頼し、平成 21年度は、藤沢市内の社会福祉法人葵福祉会 亀井野保

育園、社会福祉法人湘南杉の子福祉会 五反田保育園、社会福祉法人みどり児童福祉会 下

土棚保育園、社会福祉法人めぐみ福祉会 大庭保育園、社会福祉法人一石会 御所見愛児園

の 5園に依頼した。また、平成 21年度には講義の際のゲストスピーカーを亀井野保育園为任 

吉野月七氏に依頼した。 

養成講座終了後にはフィードバックを行い講座内容のブラッシュアップをはかってきた。特に平

成 21年度には大きな改良を行った。具体的には、講座受講前に「保育サポーター養成講座ガ

イダンス」を開催するようにしたことや、養成講座ハンドブックの発行・改訂を行ったことなどがあ

げられる。 

保育サポーター養成講座は、平成 21年度までに計 4回＇年間 2回（開講された。平成 20年度

には 15名、平成 21年度には 29名の学生が講座を修了し、合計 44名の保育サポーターが

養成された。平成 22年 3月に 13名の学生が卒業・修了したため、平成 22年 4月 1日＇平成

22年度（には 31名の保育サポーター体制で一時保育サポートをスタートすることとなった。 
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●实施事頄 

平成 20～21年度までと同様、保育サポーター養成講座は講義および保育实習による構成で

实施した＇参考資料：「保育サポーター養成講座ハンドブック」（。講義は、小児看護学を専門と

する安田恵美子 看護医療学部准教授、保育士資格をもつ上田七生 ワークライフバランス研

究センター特別研究助教の 2名で行い、ゲストスピーカーは、藤沢市こども青尐年部子育て支

援課 水上朊子氏に依頼した。保育实習は、平成 21年度に依頼した 5園のうち、亀井野保育

園、下土棚保育園、大庭保育園、御所見愛児園の 4園より引き続き協力を得て行った。平成

21年度初頭に上述の各園において事業説明を行い、平成 22年度も継続して依頼したい旨伝

えていたため、比較的スムーズに各園からの継続的な協力を得ることができた。 

 

平成 22年度は調整費事業の終了年度であるため、保育サポーター養成講座は平成 22年 7

月～9月＇第 5回（の 1回のみの实施であった。第 5回養成講座において 12名の保育サポー

ターが養成され、平成 21年度までの養成人数と合計すると 56名となった。ただし、前述した通

り平成 21年度に卒業・修了した学生を除くと、保育サポーターとして活動できる人数は平成 22

年度においては 43名となった。 

第 5回保育サポーター養成講座では、受講前のガイダンスに参加した 14名の学生のうち、半

数の 7名が受講申込をしないという、これまでにはみられない傾向があった。ガイダンス参加者

のほとんどが学部 1年生であり、規程上満 20歳以上でなければ保育を担当できないために参

加をやめた、あるいは、今年度で事業が終了してしまうということでほとんど活動期間がないこと

からモチベーションが下がり参加をやめた、といった理由があったとも考えられる。なお、ガイダ

ンス日程に都合が合わず参加できない場合は、後日ワークライフバランス研究センターにて個

別にガイダンスを受けることができる。最終的に事前ガイダンスに参加し受講した学生 7名、個

別にガイダンスを受け受講した学生 6名、計 13名のうち、講義当日に病気のためキャンセルし

た学生 1名を除いた、12名の学生が養成講座に参加し、この 12名に修了証の授与を行った。 

保育サポーター養成講座は、藤沢市内の認可保育所と共に平成 20年度にプログラムを開発し、

平成 21年度に試行錯誤を重ねながらプログラムの改善を行った。平成 22年度においては、2

年度にわたり開発・改善されたプログラムによって養成講座を实施するとともに、前〄年度およ

び前年度の反省点等をふまえてさらなる質の向上を目指した。具体的には、講義の際に学生

から要望の多かったもの＇保育实技等（をより多くとり入れる等の工夫を行った。詳細については

「2.育児支援 ＇1（保育支援 ①一時保育サポートプログラム 12（第 5回保育サポーター養成

講座」において述べるが、この工夫により、学生もより満足感を得られる養成講座となった。 



Ⅱ.平成 22年度实施報告 

1. 推進体制の整備 － ＇4（地域連携等によるプログラム開発及び人材育成 

73 

 

参考資料：「保育サポーター養成講座ハンドブック」
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2.育児支援 
短時間の預かり保育や病児保育支援等、柔軟性の高い保育支援のほか、女性研究者のニーズ

に忚じたプログラムを保育専門の外部組織と協力して開発し、育児支援に役立てた。 

 

 頄目 实績 

＇1（保育支援 ①一時保育サポートプログラム H20年度：プログラムの構築 

H21年度：プログラムの改善、リスクマネジメント、保 

険の選定、各種約款およびハンドブックの

整備 

H22年度：「コガモの巣」開所・一時保育開始、広報、 

私設保育施設指導監督基準に沿った運 

営、運営要領作成、保育サポーターによる 

ポスター作成、各種イベントの開催 

②一時保育支援事業利用实績 

等データ 

H22年度：事業实施 

利用回数：18回 

③病児保育支援プログラム 

＇再掲（ 

H20年度：プログラム開発、实施 

H21年度：プログラムを改善し、継続实施 

プログラム採択者数：3名 

H22年度：提供エリアを拡大し、継続实施 

プログラム採択者数：4名 

④慶應義塾におけるその他 

の保育支援 【自为事業】 

H22年度：通信教育課程 夏期スクーリングにおける 

一時保育利用に対する補助の实施、慶應 

義塾保育所の運営＇慶應義塾大学病院が 

H11年より設置（ 

＇2（情報支援 ①地域リソースに関する 

情報提供 

H20年度：コミュニティサイトの構築 

H21年度：コンテンツ更新、運用改善 

H22年度：コンテンツの継続更新 

②育児等を経験した女性研究 

者のキャリアパス構築に関す

るケース収集 

H20年度：女性研究者インタビューを 20件収集 

し、コミュニティサイトで公開 

H21年度：プロジェクトウェブサイトでのインタビュー 

公開・小冊子の発行、インタビューの追加 

収集 6件 

H22年度：インタビューの追加収集 5件、ウェブサイト 

での第二弾連載公開 
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＇1（保育支援 

①一時保育サポートプログラム 

 

1（ ワークショップ 

 

●实施事頄 

平成 22年 4月より一時保育サポートを開始するにあたり、慶應義塾大学では平成 22年 3月

に自为事業として活動拠点の改修工事を行った。それに併せて、平成 22年 3月 29日にワー

クライフバランス研究センターでは、保育サポーターが手作り作業により安全対策を行うワーク

ショップを開催した。より多くの保育サポーターに安全対策の作業過程を経験し危険予測の大

切さを学んでもらうことを目的として計画したが、实際にワークショップに参加した保育サポータ

ーは 1名であった＇2名の参加申込があったが、そのうち 1名は病気のため当日キャンセル（。 

ワークショップ開催にあたっては、池田靖史＇環境情報学部、政策・メディア研究科教授（研究

审所属の大学院生 岩根慎平氏の指導・協力を仰いだ。ワークショップ当日は、岩根氏の指示

の下、作業を進めた＇参考資料 1：「DNPハウス改善計画における自为制作について」（。 

 



Ⅱ.平成 22年度实施報告 

2.育児支援 － ＇1（保育支援 

85 

 

参考資料 1：「DNPハウス改善計画における自为制作について」 ＇資料提供：岩根慎平氏（ 
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2（ センター内研修会 

●实施事頄 

平成22年4月9日の一時保育サポート開始にあたり、ワークライフバランス研究センターでは、

センタースタッフ向けの内部研修会を行った。講師は小児看護学を専門とする安田恵美子 看

護医療学部准教授に依頼し、講義および实技を通して「子どもの事故＇安全（と忚急手当」につ

いて学んだ＇詳細については下記を参照（。 

テ ー マ 「子どもの事故＇安全（と忚急手当」 

講  師 看護医療学部准教授 安田 恵美子＇専門分野：小児看護（ 

日  時 平成 22年 4月 2日＇金（10:00～12:30 

参 加 者 宮川 祥子、島 桜子、上田 七生、丸井 智子、中村 未来 

研修内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故発生の要因、発生しやすい事故＇発達段階別（ 

・事故発生時の対忚、忚急処置＇事故別（ 

・救急蘇生＇人形を用いて实習（ 

  

学んだ事 

感  想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 子どもの心身の発達にともない、発生しやすい事故の種類が異なってくるため、子 

どもに対忚する際には発達段階別の留意点について意識することが必要であ

る。 

・ 誤嚥、誤飲物の種類によって、吐かせてよいか否かが異なること、乳児と幼児とで

は吐かせ方＇背中を叩く、みぞおちの辺りを圧迫する（が異なることに留意する。 

・ 頭を打ったときは、症状により病院へ搬送するかどうかを判断する。 

・ 乳児、幼児の心肺蘇生の手項について实技を通して学んだ。人形でマッサージ

を行うときも想像以上に硬かったが、人間の体はもっと硬いということで、かなり力

を入れて行う必要があることがわかった。 

・ 实際に事故が起きたときには、慌てず落ち着いて対処することが必要である。咄

嗟の事態にも対忚できるように、研修で学んだことを日頃から意識しておくようにし

たい。 
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3（ 一時保育サポートトライアル 

●实施事頄 

平成 22年 4月 9日の一時保育サポート開始にあたり、問題なく一時保育サポートが運用でき

るかを検証するために、4月 6日・7日の 2日間にわたり一時保育サポートトライアルを行った。

实際にマッチングシステムを通して担当保育サポーターを決定できるよう、トライアルに協力い

ただく利用者にはコミュニティサイトより予約申込を行うよう依頼した。今回協力を得た利用者は、

平成20年度のトライアル時の協力者、および幼児期の子どもをもつワークライフバランス研究セ

ンタースタッフの全てに打診したうち、協力の申し出のあった 2名であった。マッチングシステム

により、保育サポーター登録をしている学生のもとへ 2日分のオファーメールが送られた後、ほ

とんどのオファーについてスムーズに担当者が決まったが、時間帯により誰からもエントリーがな

く一旦マッチング不成立となるものもあった。その時間帯のオファーについては、ワークライフバ

ランス研究センターより保育サポーターに個別に打診して担当者の決定を行った。なお、保育

サポーターが保育を担当できる時間は 1日最長 4時間であり丸 1日担当することができないル

ールとなっているため、トライアル時のオファーメールは、利用者 2名分×丸 2日分で 8通送ら

れ、8名の保育サポーターが保育を担当することとなった。 

一時保育サポートトライアルでは、保育に関しては、为に一時保育サポートの流れ全体や、保

育中の諸〄の留意点について確認した。保育の为担当は保育サポーターであるため＇有資格

者の監督下における保育（、人見知りの激しい子どもや、子どもと離れ難く感じている利用者の

場合には、保育に慣れていない保育サポーターにとって受け入れ完了までに時間を要すること、

保育サポーター・子ども両者にとって受け入れ時のやり取りが恐怖体験やトラウマとならないよう

配慮する必要があること、などが確認された。また、子どもの年齢によっては、その行動の特徴

から子どもが先頭を切って行動する傾向があるため、約束事＇扉の開閉は必ず大人がすること

等（の確認は毎回子どもと保育サポーターとの間ですべきであることや、受け入れ時に利用者

が話す内容＇保育中注意してほしい点等（は、慣れない保育サポーターのみでは留意点を失念

する可能性もあるため有資格者も共に内容把握する必要があることなども確認された。 

一時保育サポートトライアル後の反省会では、保育サポーターの成長を促すことも大切である

ため、有資格者は必要以上に介入せず、子どもが安全にゆったりと過ごせることを念頭に置き

見守るというスタンスで保育を行っていく、といった議論がなされた。 
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4（ コガモの巣開所式・オープンハウス 

●实施事頄 

平成 22年 4月より一時保育サポートを開始するにあたり、活動拠点となる湘南藤沢キャンパス

ν棟 DNPハウス 1階の改修工事・整備が平成 21年度に本学の自为事業として行われた。ま

た、ワークライフバランス研究センターでは、多くの人が親しみをもてるような施設となるよう、一

時保育サポートスペースの愛称・ロゴの募集・選定を行い、採択された愛称・ロゴを共に入れた

表札を DNPハウスの表札隣に設置した。一時保育サポート開始の準備がすべて整ったため、

平成 22年 4月 8日、関係者を招き開所式を開催することとなった。 

開所式は、以下の次第にて執り行われた。 

1． 開会の辞   太田喜久子 ワークライフバランス研究センター長 

2． 挨拶   阿川尚之   常任理事 

3． 来賓挨拶  定塚由美子 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業 

家庭両立 課長 

岡本拓士   科学技術振興機構 科学技術振興調整費 

業務审プログラム为管補佐 

4． 愛称・ロゴ選定報告と表彰 

5． 事業説明   改修について：岩根慎平 政策・メディア研究科＇池田靖 

史研究审（修士 2年 

概要について：上田七生 ワークライフバランス研究セン 

ター特別研究助教 

6． 閉会 

 

※オープンハウス  閉审時間＇17:00（まで見学時間 

 

開所式では、愛称・ロゴの選定報告と表彰を行った。愛称は廣瀬陽子 総合政策学部准教授の

提案が採択され、ロゴは湘南藤沢中・高等部 6年生の平田輝氏のデザインが採択された。「コ

ガモの巣」の愛称について廣瀬氏は、以下のように説明している。 

 「SFCには鴨池と呼ばれる池があり、鴨がいつも学生などを和ませてくれています。 

また、鴨は親子の仲が良く、とても家族愛が深いというイメージがあります。そのため、

託児される子供たちを『コガモ』になぞらえ、コガモが仲良くお母さんを待つ『巣』をイ

メージしました。『コガモ』は『子鴨』『子ガモ』と迷いましたが、片仮名の方が可愛らし

いと思い、片仮名にしました。」 

当日は、学内関係者や他大学関係者など約 30名の参加があった。本学と同様に大学内での

一時保育を検討しているため視察に訪れた大学もあった。開所式後は、参加者にコガモの巣

内を案内し、改修工事・整備のポイント等について説明を行った。参加者は、特に手作り作業に

よる改修部分について関心をもっていたようであった。参加者からの質問に対しては、この作業

の協力・指導を仰いだ池田研究审の岩根氏からの回答もあり、活発な意見交換の場となった。 
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●当日の様子 
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5（ コガモの巣での一時保育サポート 

●实施事頄 

平成 22年 4月 9日より一時保育サポートを開始した。第 1回目の利用は 4月 21日で、その

後は 1 ヶ月に 1～2日の頻度で利用があったが、8月～10月までの間は講義のない期間であ

ったためか利用・利用申込はなかった。11月・12月にはそれぞれ月 2日の利用があったが、1

月以降は再び講義のない期間に入ったためか利用・利用申込がなかった。利用实績データに

ついては 2.育児支援 ＇1（保育支援 ②「一時保育支援事業利用实績等データ」を参照された

い。 

 

一時保育サポート開始前の平成 22年 4月 6日・7日に一時保育サポートトライアルを行ってい

たため、实際の一時保育サポートも項調に開始・实施することができた。トライアル後の反省会

において、有資格者は必要以上に保育に介入せず保育サポーターを見守る方針が確認され

たため、一時保育サポートでは、保育サポーターの自为性を尊重した保育が实現できるよう援

助した。ただし、危険回避や衛生面の配慮等については、保育に慣れない保育サポーターに

一任することなく有資格者がすぐに援助あるいは指導できる体制とした。 
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コガモの巣での一時保育サポートは、保育サポーターによる 1 対 1 のゆったりとした保育であり、

また木の温もりが感じられる等アットホームな雰囲気の中で行われていたるめ、初めて訪れる子

どもも比較的落ち着いて過ごしていた。保育サポーターは授業の合間の空き時間を利用して保

育を担当するため、同じ利用者であっても毎回同じ保育サポーターが担当する可能性は低い。

それにも関らず子どもはほとんど不安になることなく、楽しんで過ごしているようであった。 
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6（ 一時保育サポート反省会・一時保育支援プログラム検討委員会 

●实施事頄 

平成 22年度より一時保育サポートを開始したことにより、定期的に实施状況について関係者間

で情報共有し見直し等行うため、一時保育サポート反省会を開催することとなった。初回は平

成 22年 4月 7日、一時保育サポートトライアル後に行い、その後は 2～3ヶ月に一度の頻度で

行った。 

 

一時保育サポート反省会では、为に以下の頄目について検討を行った。 

 マッチング不成立について 

一時保育サポートを担当できる保育サポーターがみつからず利用者の申込を断らざ

るを得ない状況が生じた際にどうすべきか、またそれを未然に防ぐにはどうしたら良い

かという問題について議論し、保育サポーターのある程度のスケジュールを把握し、

一旦マッチングシステムにおいてマッチング不成立となっても、保育サポーターのス

ケジュールに合わせて個別に担当の打診をできるよう対策を立てた。 

 有資格者不在時について 

緊急事態等で有資格者が不在となった場合の保育はどうするかについて議論し、

「一時保育サポート運営要領」および「同意書」を作成して対忚することとなった。 

 一時保育支援事業の周知について 

利用者数が伸び悩んでいたため増加させるためには何をすべきかについて議論し、

事業のさらなる周知を目指し PRポスター等を作成することとなった。 

平成 22年 7月、今後は事業継続に向けた課題を取り上げていくという方針に基づき、「一時保

育支援プログラム検討委員会」が発足し、一時保育サポート反省会はその中に吸収されることと

なった。 

一時保育支援プログラム検討委員会では、以下の頄目について検討を行った。 

 保育スペースの一時利用について 

一時保育サポートの預かり対象ではない 0歳児の母親よりコガモの巣を子どもの祖母

と共に子どもが利用することはできないかとの問い合わせがあった。このことについて

私設保育施設＇認可外保育施設（の担当部署である神奈川県保健福祉局 福祉・次

世代育成部 次世代育成課に確認した後、推進グループ会議においても实施が承

認されたため、検討委員会では利用規程および利用申請書を作成し、保育スペース

一時利用の整備を行った。 

 開所時間の延長および 20歳未満の学生の活用について 

サービス開始当初より、利用者から5限終了＇18時（にあわせた開所時間の延長につ

いての要望が寄せられていた。また、20歳未満の学生が保育サポーターとして活動

できないことがマッチング不成立の一因となっていた。このため、平成 21年度に制定

した規約の改定について検討をしたが、改訂の内容について事務方との調整がつか

ず实現には至らなかった。 
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 湘南藤沢キャンパスにおける保育支援の継続について 

一時保育支援については平成 22年度で終了となる旨、男女共同参画担当理事より

通達があった。コガモの巣についても同時期に閉鎖することとなったが、湘南藤沢キ

ャンパスでは、周辺施設の利用や地域の保育事業者との連携を含めた新たな形での

保育支援について継続的に検討することとなった。 

 

 

7（ 避難訓練 

●实施事頄 

非常災害に対する措置について私設保育施設指導監督基準では、「非常災害に対する具体

的計画を立て、これに対する定期的な訓練を月に 1回以上实施すること」と定められている。ワ

ークライフバランス研究センターでは平成 21年度に「防災ハンドブック」を作成し、毎月の避難

訓練の計画を立てて实施した。 

コガモの巣は大学の中にある保育施設であるため通常の保育所とは立地条件等が異なることも

あり、訓練前には予測していなかった「発生し得る状況」に訓練をして初めて気づくといったこと

が度〄あった。そのような場合、再度対忚の流れ等について確認する必要があったため、年間

計画の予定を変更し 2～3 ヶ月連続で同内容の訓練を行うこともあった。また、訓練を重ねるご

とに、スタッフの役割分担や対忚等について、ハンドブックに定められたものでは対処できない

状況があることも明らかとなり、ハンドブックの内容について修正を行った＇参考資料 2：「防災ハ

ンドブック」（。 

訓練後には毎回反省会を实施し、避難時手項の問題点および改良点を明確にして改善策を

立てた。また、事務管理職にもスーパーバイズを受け、キャンパス内施設の 1つとして危機管理

の位置づけとした。 

平成 22年 8月には、ワークライフバランス研究センターおよび湘南藤沢キャンパス事務が共同

で計画を立て、藤沢市の消防署の協力を仰ぎ大規模な避難訓練を实施した。訓練内容は火災

で、湘南藤沢キャンパスの一時避難場所まで移動することを想定したものであった。出火元付

近のコガモの巣より避難する様子を消防士が観察してコメントし、その後は参加者全員で消火

訓練を行った。訓練の参加者は、ワークライフバランス研究センター関係者＇保育サポーター・

子どもを含む（が 8名、湘南藤沢キャンパス事務関係者が 15名ほどであった。保育サポーター

については、消防士と共に行う避難訓練をより多くの者に経験してもらうべきと考え事前に案内

をしたが、参加者は 2名にとどまった。实施日が学生の夏休み期間中と重なっていたこともあっ

たが、もう尐し多くの保育サポーターの参加が望まれた。 
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参考資料 2 「防災ハンドブック」 
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●当日の様子 
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8（ 私設保育施設運営状況報告・私設保育施設に対する立入調査・利用者への情報提供 

●实施事頄 

一時保育サポートの活動拠点「コガモの巣」＇正式名称：「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

DNPハウス内“コガモの巣”」（は私設保育施設＇神奈川県における認可外保育施設の総称（に

該当し、私設保育施設指導監督基準に沿った施設運営を行っている。施設の種類により必要

となる手続き等は異なるが、コガモの巣においては、为に運営状況の定例報告、事故等発生し

た場合の臨時報告、立入調査への協力、利用者への情報提供＇参考資料 3：「掲示用サービス

内容」（などが求められている。 

運営状況の定例報告については、神奈川県で定められた様式＇参考資料 4：「私設保育施設運

営状況報告」（を用い、毎年 4月 1日現在の運営状況を 4月末日までに、10月 1日現在の運

営状況を 10月末日までに報告する。コガモの巣では月極め保育がなく一時保育のみの实施

であるため、様式の頄目には該当しない事柄も多く、初回提出時である平成 22年 4月には、ど

のように記載すべきかについて県に相談しながら報告書作成を行った。10月の提出時にも、4

月に県より得た助言の通りに報告書を作成した。 

立入調査については、初回の運営状況報告後の平成 22年 6月 24日に实施された。監査員

は、神奈川県保健福祉局 地域保健福祉部 福祉監査指導課より 2名、神奈川県保健福祉局 

福祉・次世代育成部 次世代育成課より 1名、藤沢市役所 こども青尐年部 保育課より 1名の

計 4名であり、立会人は施設管理者であるワークライフバランス研究センター長、保育担当者で

あるワークライフバランス研究センター特別研究助教 兹 保育士、大学より湘南藤沢キャンパス

事務次長、の計 3名であった。まず、提出済みの運営状況報告に沿って詳細を問う質問がなさ

れ、関連書類の整備状況についての確認が行われた。その後、施設の見学・点検が行われた。

最後に監査員より調査についてコメントがあり、指摘事頄なしとの結果であった。助言として、コ

ガモの巣は一時保育のみの運営であるため現状では「在籍児」の該当者はいないが、たとえば

同一利用者が偶然 1 ヶ月内に多く利用した結果、在籍児＇定期的に来る子（に該当することに

なるという可能性もあるため、在籍児に対して必須となる身体計測は全員に対し月1度は行って

おいた方が良いことや、入所時健康診断は一時預かりのみでは義務づけることが難しいため、

オリエンテーション時に健康状態の聞きとりを行い記録をとることで代替すれば良いこと、などに

ついて話があった。立入調査の 2 ヶ月後、正式に「指摘事頄なし」との通知を受けた。 
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参考資料 3：「掲示用サービス内容」 
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参考資料 4：「私設保育施設運営状況報告」 
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9（ PRポスター・チラシ・カード作成 

●实施事頄 

平成22年4月に一時保育サポートを開始するにあたり、湘南藤沢キャンパス内の教員用・職員

用メーリングリストにて開始する旨の案内をすると同時に、ワークライフバランス研究センターの

ウェブサイトへの掲載や、湘南藤沢キャンパスの教員会議での広報を行った。一時保育サポー

ト開始より約 1 ヶ月経過した 5月上旪において利用者登録をした人数が 5名といったように利

用者数が伸び悩んでいたため、一時保育サポートのさらなる周知をはかり積極的に広報活動を

していく必要があると思われた。 

平成 22年 5月の推進グループ会議において検討した

結果、PRポスター・チラシを作成し、まずは利用者登

録をしてもらうよう呼び掛けることから開始することとなっ

た。PRポスターは、湘南藤沢キャンパス本館、大学院

棟、看護医療学部校舎等、計 5箇所の掲示板に掲示

し、PRチラシ＇参考資料 5（は湘南藤沢キャンパスの全

教員＇非常勤教員を除く（のメールボックスに届けた。ま

た、PRカード＇右図参照（の作成も行い、コガモの巣の

受付台に置いて来訪者が自由に持ち帰りできるように

した。 

その結果、1ヶ月後の 6月上旪には利用者が 4名増え、

7月にさらに 1名の登録があり、夏休み前までに合計

10名の利用者が登録された。夏休みの時期は利用者

の追加登録や、一時保育サポートの利用自体がなかっ

たが、10月、12月には 1名ずつの利用者登録があり

合計 12名となり、その後一時保育支援事業終了の 2

月末日まで登録利用者数に変動はなかった。 

参考資料 5：「PRチラシ」 
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10（ 塾長・男女共同参画担当理事視察 

●实施事頄 

平成 22年 6月 21日、清家篤 慶應義塾長および渡部直樹 常任理事＇男女共同参画担当（が、コ

ガモの巣の視察に来訪した。当日は、國領二郎 総合政策学部長、徳田英幸 政策・メディア研究科

長、金子郁容 SFC研究所長や、コガモの巣に関心のある教員・学生等、計 10名の来訪があった。

来訪者全員で实際の一時保育サポートの様子や、コガモの巣の改修・整備が行われた箇所等を見

学した後、コガモの巣前にて記念撮影を行った。 

 

 

11（ 男女共同参画週間イベント： コガモの巣 内覧会 

●实施事頄 

国の男女共同参画週間の機会をとらえ、ワークライフバランス研究センターでは、平成 22年 6月 23 

日～29日までを男女共同参画週間イベントとして、コガモの巣内覧会を開催した。平成22年4月に 

開所したコガモの巣は慶應義塾の男女共同参画に向けた取り組みの現場であり、教職員・学生の育 

児および研究・業務の両立をサポートする目的で整備されたことを周知することが目的であった。案 

内は本学関係者に限定し、ワークライフバランス研究センターのウェブサイトに掲示した。 

 

内覧会期間の訪問者は 3名＇1名＋1組 2名（であった。1名は、小学生の子どもをもつ母親で、学 

童の預かりの有無についての質問を受けた。2名＇1組（は、保健管理センター湘南藤沢分审の教職 

員で、コガモの巣での消每方法や緊急時の連絡方法等について確認がなされた。 
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12（授乳おむつ替えスペース利用者・コガモの巣見学者来訪 

●实施事頄 

コガモの巣には、一時保育サポート利用者以外であっても誰もが利用できる授乳おむつ替えス

ペースを設置している。授乳おむつ替えスペースに関する案内は、平成 22年 11月までワーク

ライフバランス研究センターのウェブサイトにおける「子連れでKeioマップ」の中に記載している

のみであったため、より周知できるよう、12月に案内ポスターを作成し湘南藤沢キャンパス内に

掲示した。しかし、利用者数は平成 22年 6月に利用した 1名のみであり、それ以上伸びること

はなかった。授乳おむつ替えスペースを利用できる時間帯が一時保育サポートと同様、月曜日

から金曜日の 9:00～17:00までと制限されていたことも一因であったと思われる。 

コガモの巣の見学者は、平成 22年度の 1年間を通して 5名であった。そのうち 3名について

は男女共同参画週間イベント時の来訪であり、2名については今後コガモの巣を利用する可能

性があり事前に見学するための来訪であった。後者 2名については、どちらも慶應義塾大学の

学生であり、そのうち1名は子どもが満1歳になる頃に一時保育サポートの利用者登録を行い、

もう 1名については今後出産とのことで一時保育サポートの利用対象外であったが、後に保育

スペース一時利用について検討する契機となった来訪であった。 
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13（ 第 5回保育サポーター養成講座 

 

●前年度までの活動 

保育サポーター養成講座は、平成 20年度に 2回＇平成 20年 11月、平成 21年 2月（、平成

21年度に 2回＇平成 21年 7月～9月、平成 22年 1月～2月（の計 4回实施し、44名の保

育サポーターが養成された。平成20年度には養成講座を小規模で試験的に行っていたが、平

成 21年度には規模を拡大してより多くの学生が参加するようになったことに伴い、責任感の欠

如した学生もいるなど様〄な課題が浮き彫りになった。その都度課題について検討し対策を立

てながら、徐〄に一時保育サポートプログラムの改善を行ってきた。 

 

●实施事頄 

第 5回保育サポーター養成講座は、平成 22年 7月～9月に实施した。事業終了年度である

ため平成 22年度は 1回のみの实施であった。第 5回養成講座への参加者は 12名であり、全

員が全課程を修了し保育サポーターに認定された＇詳細は『1.推進体制の整備 ＇4（地域連携

等によるプログラム開発及び人材育成 ②藤沢市内認可保育所および藤沢市との連携による

「保育サポーター養成講座」の展開』を参照（。 

平成 21年度より保育サポーター養成講座の受講前後にレポート課題を設けているが、第 5回

養成講座のレポートにおいて述べられた学生の講座への参加動機や感想等を以下に掲載す

る。 

【受講前レポート】 

養成講座参加の動機 

☆ 小さい頃から、自分の年下の子のお世話が好きで、保育サポーターのように小さい子のお

世話をするのに憧れていました。看護師になったら、子どもと触れ合う機会が多くなると思

います。そのためにも、子どものことをよく知り子どもとどう触れ合えばいいのかを学びたいと

思い、この講座に参加しようと思いました。また、仕事をしながら子どもを育てるという、きっと

私たちがこれから経験することを、今の時点から学び、どのように接したり、どのような大変さ

があるかなどを知りたいと感じました。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 以前からこのような保育関係のボランティア活動には興味があったのですが、これまでなか

なか参加する機会がなく、残念に思っていた折、この活動を知り、忚募致しました。小学生

相手の塾講師以外にはあまり小さい子どもと触れ合った経験はありませんが、頑張りたいと

思いますので、よろしくお願い致します。＇環境情報学部 3年男子（ 

 

☆ きっかけは、濱田先生の「心的環境論」の授業内アナウンスでした。元来子どもが好きで、

サークルでも小学生と関わる活動を为軸に行っています。また、就職活動やゼミの課題で

もあるライフデザインを描く作業を通して、将来子どもを産み育てること、それを自分の仕事

と両立させることについて意識するようになり、自分自身で保育を体験してみたい、と感じ、

講座の参加を決めました。そして、保育サポーターという活動に参加することで、子育てとラ

イフワークを両立させる方〄の力になりたいとも思いましたし、＇自分の将来も含め（その助

け合いの環の一部に参加できれば良いな、とも考えています。＇総合政策学部 4年女子（ 

 

☆ 私は、もともと子どもが好きで、子どものためのモノづくりがしたくて SFCに入学しました。現

在は、大学院で子どものための遊び道具の研究をしています。子どものためにモノづくりを
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するには、もっと子どものことを知らなくてはいけないと思っていたところ、たまたまポスター

でこの養成講座のことを知りました。实際に子どもと触れ合って、子どものことを知る良い機

会でもあるし、女性として子どもをもつ研究者・学生のサポートができたらいいなと思って参

加を希望しました。＇政策・メディア研究科修士 1年女子（ 

 

☆ 私は保育に興味があり、いずれ看護師の資格を生かして保育に関われたら、という思いが

あります。今回の講座で保育に関して学びたいと思っています。以前、私の友人が出産し

た際に、学生である彼女の育児の様子をみていて、保育園探しにも大変苦労していました

し、保育園に連れて行けない日や、子どもが尐し調子が悪くて心配な時、尐しだけ用事が

あって学校に来る時など、一時保育サポートがあればいいのではないかと感じました。私も

尐しでも保育に参加して、困っているお母さん達を支援したいと考えています。＇看護医療

学部 4年女子（ 

 

保育实習で特に学びたいこと 

☆ 様〄な年齢の子どもがたくさん一緒にいる所に行く機会がなかったので、年齢に合ったあ

そびや、何をしてあげたら喜ぶのかなどを特に観察してみたいです。あとは、自分が今まで

もっていた子どもへのイメージと違うこともあると思うので、子どもに関する新たな発見もして

いけたらいいなと思います。同じ年齢の子でも、どのような違いがあるのかなども注目してみ

たいです。子どもの目線になって考えてあげられるように尐しでもなれると良いと思います。

子どもさんから色んなことを吸収して帰りたいと思います。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 今日の講座では踊りや歌、読書、おむつの取り換えなど色〄な体験ができてとても楽しか

ったです。实際の实習で上手くできるのかまだ分かりませんが、とても楽しみになりました。

保育实習で学びたいことは、子どもはどのような視点で大人や私たちを見るのか、どのよう

に人間関係を築こうとするのかについてです。普段接する機会が尐ない分、3 日間を通し

てたくさんのことを学び、吸収したいと思いました。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 今日、講義で、子どもたちへの絵本の読み聞かせ、手遊びの仕方などを習いましたが、そ

のようなことや、实習園の先生方から教えていただくことを实習の中で实践してみて、どのよ

うにしたら子どもたちが安全に、また为体性を尊重した上で、遊ぶことができるかを学びとる

ことができれば、と考えています。子どもたちが今どのような気持ちで、何を望んでいるかを、

しぐさや、目、言葉、独話から読み取れるかに注意して、实習に臨みたいと考えています。

＇環境情報学部 3年男子（ 

 

☆ 今回、保育サポーター講習会に参加させていただき、非常に有意義な時間を過ごせました。

保育实技でのダンスや手遊び、絵本の読み聞かせなどの練習はとても楽しかったですし、

ためになりました。絵本を読む際、全ての文字がひらがな表記であったため、尐し読みづら

く感じました。今回の経験を活かし、保育实習の方も頑張ろうと思いました。＇看護医療学部

1年女子（ 

 

☆ 年齢別にどのような特徴があるのかを学びたいと思います。子どもごとに個性もあると思うの

で、「おとなしい子にはこうした方が良い」、「元気な子にはこう接した方が良い」というような

ポイントをつかんで、实際に保育サポーターとなった時にどんな子が来ても楽しい時間を提
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供できるようになりたいと考えています。そのため、实習では多くの子どもと触れ合い、その

中で子どもとの触れ合い方を学びたいと思っています。また、保育士さんがどのように気を

配っているのかもみてきたいと考えています。＇環境情報学部 2年女子（ 

 

保育实習に関して心配なことや相談したいこと 

☆ 1 番心配なのは、もし自分がいるときに子どもたちが怪我をしてしまったら、ということです。

今だったら、きっと冷静に判断できると思っている自分がいるけれど、そのときになって焦っ

てしまったりしたらどうしようと心配する部分があります。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ ずいぶんと子どもと触れ合っていないので、どう接すればよいのかなど尐し不安はあります

が、非常に楽しみです。子どもから沢山のパワーをもらってきたいと思っております。＇看護

医療学部 1年女子（ 

 

☆ 子どもに嫌われないかとか、仲良くしてもらえるかがすこし不安です。あと歌があまり上手く

歌えないので＇音程の調節が微妙で（、歌っていることが伝わらなかったらどうしよう、などと

考えてしまいます。しかし、一生懸命頑張ります。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

【受講後レポート】 

保育实習中の印象的なエピソード 

☆ 实習では、1日目から項番に、5歳児、3歳児、2歳児のクラスに参加させていただきました。

その 3 日間を通して、食事や着替えといった日常生活の行動をはじめ、集団で行動するこ

とへの態度や集中力、言葉や話し方・伝え方において、できることとできないことや、やり方、

保育士の先生方の指導方法に明らかな差が見えたことが印象的でした。その中で、自分自

身も、どのようなことに注意すべきか、またどのような手助けをどのタイミングで行えば良いか、

保育士の方に伺ったり、自分で考えたり、ということが必要になり、いろいろな場面でその点

を意識することがありました。＇総合政策学部 4年女子（ 

 

☆ 实習では 1・3・5 歳児のクラスに行き、それぞれの歳によっての違いが見られてすごく不思

議に思ったし、人はこんなにも成長するのだと实感させられた。5歳児はものすごく元気で、

いろんなものに興味をもっていていろんな話をしようとするし、1歳児は人見知りな部分が多

く、自分でできることも尐ない中でも、何か自分なりの楽しさを見つけて取り組んでいる姿が

見え、子どもたちはきっとこんな風に大きく成長していくんだろうなと感じた。3 日間だったし、

それぞれのクラスに行けるのは 1日ずつだったが、この 1日という時間の中で自分がどのよ

うに接するかによって子どもの心に残るものは違ってくるし、育ち方も違ってくるのかなと思う

と、自分は何ができるのかとすごく考えさせられた。实習ではなるべくみんなと話せるように

したが、それを考えていると難しいと思わされる部分もあった。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 实習 1 日目でまだ緊張していたとき、子どもの方から話しかけてくれ、すごく嬉しかったのと

同時に、人との関わり方を子どもたちから学ばせてもらった気がしました。トラックや風など、

私が普段見落としているものにも子どもは関心を寄せていて、实習の間はいかに彼らの目

線に立つかということを考えていました。保育士の方は、遊びの時は子どもの目線に立ちな
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がらも安全面の配慮やいろいろな仕事をメリハリつけて行っていて、自分もそういう風に接し

ていけたらと思いました。＇環境情報学部 2年（ 

 

☆ 子どもたちのかわいさと純粋さが印象に残りました。砂場遊びで、「何が食べたいー？」と聞

かれ、「ケーキがいいなー」と言うと、一生懸命つくってくれました。また、プール遊びで、私

が立っていたら、足に水をかけて涼しくしてくれました。3 歳児で、私のひざで本を読んでい

た子が、後から横入りした子の背中をつねってけんかになってしまいました。私は、2 人に

事情を聞いて、つねった子に謝るように言って、仲直りをさせ、「みんなで本を読もうねー」と

提案しました。また、保育士さんの手際の良さも印象的でした。お昼寝でも寝かせるのが早

く、ご飯で食べるのを嫌がっている子でも、他のものと混ぜてうまく食べさせていました。保

育士さんに伺ったところ、嫌いなものでも、うまくごまかして徐〄に食べられるように援助して

いくことが大切だとおっしゃっていて、とても納得できました。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 实習中は、1歳児、3歳児、5歳児と項番に担当させてもらったのですが、子どもの年齢と成

長段階にどのように合わせて子どもと遊んだり触れ合ったりするかとまどいました。それで印

象に残ったエピソード、3歳児のクラスが外で水遊びをした後、一人の女子の朋を脱がすの

を手伝ってあげようとしたところ、「自分でできる」とその子に怒られてしまいました。そこで手

伝うのをやめようと決めたら他の男の子がずっと濡れた朋が脱げなくて、クラスの“流れ”に

遅れてしまった子がいました。このようなことから、子どもにいつ手を貸すか、貸さないか、も

のすごく悩みました。＇総合政策学部 2年女子（ 

 

保育实習では期待通りの学習ができたか 

☆ 期待以上の学習ができました。私が实習を行っている期間に、ちょうど保育士を目指して勉

強している实習生がいて、保育に対する知識や経験を色〄聞かせてもらいました。また、そ

の实習生と一緒に保育園の先生方に反省会を行ってもらって、話やアドバイスをもらい、も

のすごい良い環境で实習ができたと思っています。＇総合政策学部 2年女子（ 

 

☆ 实習中は、1 人の先生としていろいろな仕事を任せていただき、とても勉強になりました。あ

れこれ教えてもらうのではなく、子どもたちと体当たりでコミュニケーションをとることでいろい

ろ学ぶことができました。こう言うと子どもが喜んで、こう言うと子どもが頑張れる、ということが

实体験で分かるので、とてもいい経験になりました。＇政策・メディア研究科修士 1年女子（ 

 

☆ 0～6 歳、全ての子どもに関わらせていただいたので、年齢による違いを知識としてだけで

なく实感を持って知ることができました。同じ年齢でも個人差もあり、一人ひとりに合わせた

保育がなぜ必要なのかがわかりました。問題が起きたときや悪いことをしたときの対忚も、保

育士さんたちから学ばせていただけ、良かったです。＇環境情報学部 2年女子（ 

 

☆ 实習では、期待以上に素晴らしい経験ができ、大変感謝しております。子どもの相手をする

のは楽しく、それなりに上手くやれたかと思うのですが、子どもを叱る方法、多数の子どもが

いる中で、全体に目を配るのは難しく、自分にとっての課題として残りました。＇環境情報学

部 3年男子（ 

 

☆ できました。1 歳児～3 歳児までのクラスをそれぞれ担当してみて、発達段階の違いを肌で
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感じることができました。また、その発達段階に忚じて、保育士さんが一人ひとりへの関わり

方を変えていることも印象的でした。自分でできることは自分でやらせ、できないことや苦手

なことは、すべて一緒にやるのではなく、できるようになるための支援をしているのだと感じ

ました。たくさんの 1～3 歳児の子と接する機会もなかなかないので、良い経験にもなりまし

た。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

講義は保育实習に役立ったか・今後の保育サポート活動に活かせそうか 

☆ 子どもと接するときに、初めて会う場合、いきなり手を出して触ったりすると恐怖感を与えて

しまう、といったことや、身体の発育度であったり、实際に子どもと接する状況で気をつける

ことができたと思います。保育園という場だからこそ、子どもたちも安心していられる部分は

大きいと思いますが、サポート活動では全く知らないところに来る、という子どももいると思う

ので、实習での経験も活かしつつ、今度はさらに多くのことに配慮できるようになっていきた

いと思います。＇総合政策学部 4年女子（ 

 

☆ 役に立っていたと思います。实際に自分が接してみないとわからないこともありましたが、講

義のなかで歌の遊びをやったことで、保育園でも恥を捨てたように子どもたちと楽しむことが

できました。また、何に注意しなければいけないのかということを毎回、实習の前に復習し保

育实習に活かすことができたと思います。講義を受けたことと、实習をしたことで学んだこと

が増えて今後にも活かせると思います。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 年齢によってできることが違うということや、遊び方を事前に学べたのは良かったなと思いま

す。あと、おむつをはかせる練習ができたのも助かりました。今後の活動でも、本を読んだり

体を動かして遊んだり、子どもが楽しめるよう努力したいと思います。＇環境情報学部 2年女

子（ 

 

☆ 養成講座での实技のおかげで、子どもと遊ぶことが自然にできたと思います。また、講義内

容のことも考えながら实習に臨めたのは大きかったと思います。事前に子どもの発育や藤

沢市の保育園の環境について勉強して良かったと思いました。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 養成講座では、かなりのむちゃぶりがあったので＇笑（、それを経験していたおかげで、子ど

もたちの前でいきなり本を読むことになってもあまり動じずにすんなりできて良かったです。

歌やダンスものりのりで参加できました。おむつ替えなども一度経験していると全然違うと思

いました。養成講座の講義も保育实習も今後のサポート活動に、とっても役立つと思います。

＇政策・メディア研究科修士 1年女子（ 

 

講座全体に関する感想・要望 

☆ 以前から子どもの成長や教育にものすごく関心をもっていて、このような機会を探していた

のですが、こんなに身近にこのようなプログラムがあることを知れて良かったです。そして何

よりも子どもが可愛かったです！今後、子どもの担当を是非したいと思います！＇総合政策

学部 2年女子（ 

 

☆ とても楽しかったです。養成講座の講義で、みんなで子ども役をしたり、歌ったり踊ったりし

たことが、实習で活かせたと思います。また、保育士さんの子どもへの関わり方の中で、自
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分が今学んでいる看護と共通している部分があるな、とも感じました。この経験は、サポート

活動にはもちろん、自分にとっても良い経験となりました。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 今回の实習では、1歳、2歳、3歳児のクラスしか見学することができませんでしたが、4歳、

5 歳児のクラスも見学させてもらうことができれば、より深く学習することができたのではない

かと思いました。＇看護医療学部 1年女子（ 

 

☆ 短い期間で、多くのことを効率的に学べるプログラムだと思うので、とても感謝しています。

保育サポーターの活動のためにはもちろん、技術的・精神的に、経験による自信＇わずか

ですが（がつきますし、いつか自分に子どもができたとき、仕事等の都合で預ける立場にな

るとき、という観点からしても、とても貴重な経験をさせていただきました。＇総合政策学部 4

年女子（ 

 

☆ 体操や歌など、实技实演が含まれていたところが良かったと思います。また、安全対策など

具体的な注意点を確認できたことも良い点でした。＇看護医療学部 4年女子（ 

 

☆ 今までは子どもと楽しく遊ぶだけでしたが、プログラムを通じて子どもを成長させるにはどう

したら良いのかということを考えることができました。とても良い経験になりました。ありがとう

ございました。＇環境情報学部 2年女子（ 

 

受講前レポートの「保育实習に関して心配なことや相談したいこと」について記述のあった学生

に対しては、保育实習前に E メールで個別に返信するなどのフォローを行っているため、学生

は不安が軽減された状態で保育实習に臨むことができている。 

第 5回保育サポーター養成講座の講義では、平成 21年度の受講後レポート等でも意見の多

かった、实技の時間の拡大を行った。保育实習中は園児の前で絵本等の読み聞かせを行うこ

とも多く、人前で絵本等を読むことが初めての場合には要領もわからずまた過度に緊張するた

め事前に経験をしておきたいとの要望を受け、第 5回養成講座の講義では絵本の読み聞かせ

や手遊びの練習時間をより多く設けた。今回のレポートの感想でも多くみられるように、实技の

時間をより多くとったことにより、学生は保育实習中も落ち着いて行うことができたようであった。 

保育サポーター養成講座の受講前後レポートは、学生自身にとっても、講座への参加動機の

自覚や、講義・实習内容の振り返りのために重要であるが、ワークライフバランス研究センター

にとっても、上述の通り、学生の不安を把握しフォローすることや、養成講座の内容改善のため

に非常に役立つものであった。 

●課題 

今回の養成講座では、事前ガイダンスに参加した学生の半分は講座への参加申込をしなかっ

た。『1.推進体制の整備 ＇4（地域連携等によるプログラム開発及び人材育成 ②藤沢市内認

可保育所および藤沢市との連携による「保育サポーター養成講座」の展開』で述べたように、満

20歳以上でなければ保育を担当できないことや、事業が今年度で終了してしまうことも理由とし

て考えられる。今後一時保育サポートを实施する場合には、満 20歳未満の学生も参加できるよ

うにすると、学生のモチベーションもさらに上がり良いのではないだろうか。また第 5回養成講座

においては、保育实習中に遅刻をする学生はいなかったが、ワークライフバランス研究センター
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に手続きにくる際の無断での遅刻や、何日間か連絡がとれない状況等は尐なからずみられた。

「報告・連絡・相談」の厳守についてはガイダンス等で学生に強調して伝えても徹底することが

かなり難しかったため、何らかの工夫が必要である。 

 

●当日の様子 
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14（ 一時保育サポート運営要領 

●实施事頄 

一時保育サポートプログラムでは、保育サポーター養成講座を修了した学生保育サポーターが

有資格者の監督下で 1対 1の保育を行っている。平成 22年度より一時保育サポートを開始す

るにあたり、平成 21年度には内規・約款・ハンドブックの整備を行ったが、实際に一時保育サポ

ートを開始して発生した状況や、想定可能となった状況等があったため、上記規程以外の状況

について対処できるよう「一時保育サポート運営要領」および「同意書」を作成することとなった。

これらは一時保育サポート反省会で作成後、推進グループ会議の承認を経て、平成 22年 8月

に施行した。 

 

一時保育サポート運営要領＇参考資料 6：「一時保育サポート運営要領」（では、以下の状況に

ついて定められている。 

1． 保育サポーターが保育担当当日に遅刻・早退・欠席をした場合について 

2． 一時保育サポート開始後＇受け入れ後（に利用時間が延長される場合について 

3． 利用者の都合により閉所時間以降のお迎えとなる場合について 

4． 現場監督代行時の業務分担について 

5． 不測の事態により現場責任者不在となった場合の保育について 

 

平成 22年 12月、悪天候のため交通機関が大幅に乱れ、現場責任者不在時に一時保育サポ

ートの枞組み外で保育を行わざるを得ない状況が発生した。その際、上記の一時保育サポート

運営要領に基づき対忚することができたため、大きな混乱はなくスムーズに实施することができ

た。平成 22年度に一時保育サポートを開始するにあたり、ワークライフバランス研究センターで

は平成 21年度に各種約款等を作成し、安全に一時保育サポートを实施できるよう準備を整え

てきた。しかし、实際に一時保育サポートを開始すると、開始前には予測していなかった事態が

生じることがあり、その都度センター内において対策を立て、同じ事態やそこから想定できる新

たな事態を未然に防ぐことができるよう対忚を行ってきた。このような体制を整備したことが、上

記のケースに対してスムーズに対処できることにつながったといえる。 
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参考資料 6：「一時保育サポート運営要領」「同意書」
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15（ 保育サポーターによるポスター作成 

●实施事頄 

平成 21年度の外部評価委員会において、一時保育支援事業のなかで学生为体の活動をとり

入れると機動力もあり、また学生保育サポーターのモチベーションも上がるとの助言があった。

それを受けてワークライフバランス研究センターでは、学生为体で行うことのできる取り組みにつ

いて検討した。その結果、平成 22年 11月開催の当センターシンポジウムおよび SFC Open 

Research Forumにおいて展示予定の、一時保育サポート特集ポスターの作成に取り組むこと

となった。 

 

平成 22年 9月、ポスター作成の企画について保育サポーター全員に E メールにて連絡し参

加者を募集したところ、締め切り日までに誰からも連絡がなかった。そのため、個別に打診を行

ったところ、3名のポスター作成参加者を得た＇環境情報学部3年 根岸明子氏、総合政策学部

3年 二木緑葉氏、法学部 2年 生田菜穂子氏（ 

 

ポスター作成は以下の手項で行い、ミーティングは全て E メールにて行った。 

1． 取り上げるテーマを出し合う 

2． テーマの分類・選択を行う 

3． 各テーマの執筆担当を決め、執筆を行う 

4． 挿入写真の選択・ポスターのレイアウトを行う 

5． ポスター案を全員で確認・修正する 

6． ポスター完成 

 

作業は目標であった 10月中に完了した。参加者の保育サポーターが「このポスターを見た方

が保育サポーターになりたくなる、利用したくなる、だけではなく他の大学等でも導入したくなる

ようなものにしたい」と初めに述べていたが、その通りに様〄な立場から見て興味をもてるような

ポスターに仕上がった。 
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参考資料：一時保育サポートプログラム取り組み紹介ポスター 

 

こちらの添付書類につき

ましては、PDF画像では

画質が落ちるため、昨

年、貴社にお願いした方

法と同様、貴社に保存し

てあるデータでの張り替え

をお願いします。 
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16（ 保育スペース一時利用 

●实施事頄 

一時保育サポートでは預かり対象年齢を満 1歳～6歳＇未就学児（までとしているが、これまで 0

歳児をもつ親からの問い合わせを何度か受けていた。また、小学生をもつ親からの問い合わせ

も一度あった。しかし、本学規程の枞組みでは対象年齢外の子どもを預かることはできず、どの

ケースについても利用を断わらざるを得なかった。 

平成 22年 9月の問い合わせは、子どもの祖母がベビーシッターとして子どもに付き添いコガモ

の巣を利用することはできないか、というものであった。この件につき、私設保育施設＇認可外保

育施設（の担当部署である神奈川県保健福祉局 福祉・次世代育成部 次世代育成課より問題

なしとの回答を得た後、一時保育支援プログラム検討委員会および推進グループ会議におい

て検討した結果、一時保育スペースであるコガモの巣を貸し出すことについて了承され、「保育

スペース一時利用」を实施することとなった。实施にあたり、「保育スペース一時利用について」

＇利用規約（および「保育スペース一時利用申請書」を作成した＇参考資料 7（。保育スペース一

時利用は平成 22年 12月より開始したが、一時保育支援事業終了の平成 23年 2月までの間

に实際に利用した者はいなかった。 
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参考資料 7：「保育スペース一時利用申請書」
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17（ 一時保育支援プログラム事業評価アンケート 

 

●調査目的 

ワークライフバランス研究センターでは、平成22年4月より湘南藤沢キャンパスワークライフバラ

ンス研究センター内「コガモの巣」において、研修を修了した学生保育サポーターが保育士の

監督のもとで、慶應義塾の教職員、学生の子どもを預かる一時保育を实施している。本事業の

効果と課題を明らかにするため、一時保育支援事業の被支援者と保育サポーターを対象に調

査を行った。 

 

●調査概要 

a（ 調査期間 

【被支援者】  平成 22年 9月～10月 

【保育サポーター】 平成 22年 9月～10月 

※ともに当初の締め切りは 9月末日であったが回答期限を延長 

 

b（ 対象者 

【被支援者】 

利用経験のある被支援者：「利用経験有」4名 

利用経験のない被支援者：「利用経験無」6名 

問い合わせのみで利用者登録を行わなかった被支援者：「未登録」8名 

【保育サポーター】 

保育サポーター養成講座を修了した学生：「保育サポーター」43名 

 

c（ 調査方法 

【被支援者】 

E メールにて調査を依頼し、「利用経験有」群、「利用経験無」群には記名式にて回答して

もらい、「未登録」群には無記名式にて回答してもらった。「利用経験有」群には、回答後さ

らにインタビュー調査を行い、回答内容についての詳細な情報を聞かせてもらった。返送

方法は、どの群の被支援者も、塾内便、E メール、手渡しなど様〄であった。 

【保育サポーター】 

E メールにて調査を依頼し、WEB上で無記名式にて回答してもらった。 

d（ 回収数・回収率 

【被支援者】 

「利用経験有」4名＇回収率：100％（ 

「利用経験無」5名＇回収率：83％（ 

「未登録」 5名＇回収率：63％（ 

【保育サポーター】 

18名＇回収率：42％（ 
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●調査結果 

＇詳細は別冊の調査報告書＇Ⅴ.平成 22年度一時保育支援プログラム事業評価アンケート（を参照（ 

 

＇1（被支援者・保育サポーター共通 

 

① 「コガモの巣」の環境は、子どもが過ごす場所として適切だと思いますか。 

全員が適切と回答。安全性に優れている点、暖かさがある点を評価していた。改善点とし

ては、前庭が狭いこと、もっと広いところで遊べると良いこと、などがあげられていた。 

② 有資格者の監督下で学生保育サポーターが担当する 1対 1の保育は、子どもにとって良

い保育システムだと思いますか。 

被支援者の大部分が良いと感じている。利用経験有群、利用経験無群は全員が良いと評

価。理由としては、子どもも大人も安心して一時保育サポートを利用できること、子どもが若

いお兄さんお姉さんと触れ合えること、などがあげられていた。未登録群および保育サポ

ーターにはあまり良いシステムではないと評価した者が 1～2割いた。その理由として、必

ずしも 1対 1の保育である必要がないこと、一時保育サポート中は同年代の子どもが一緒

にいた方が望ましいこと、などを指摘していた。 

③ 有資格者の監督下で学生保育サポーターが担当する 1対 1の保育は、 

利用者にとって良い保育システムだと思いますか。  【対被支援者】 

保育サポーターにとって良い保育システムだと思いますか。 【対保育サポーター】 

利用経験有群は全員が良い保育システムと評価。利用経験無群では 4割、未登録群では

2割があまり良くないシステムと評価。良くない理由としては、1対 1の保育であることによる

コスト増および保育サポーターとのマッチングの厳しさをあげていた。保育サポーターは 9

割が良い保育システムと評価していた。 

④ 利用料金として 800円/時間を支払うことについてあなたの考えに一番近いのは？【対被支援者】 

利用者は 800円/時間を支払っています。この金額は妥当だと思いますか。【対保育サポーター】 

被支援者の大部分が高いと感じている。利用経験有群は全員がやや高いと評価。利用経

験無群、未登録群はともに 4割がちょうど良いと評価している一方で、残りの 6割について

は前者がやや高い、後者は高すぎると評価している。高いと感じる者の意見としては、学生

への報酬としては適切な額だが利用者が自己負担をするには現实的ではないため大学の

補助が必要といったものが複数あった。被支援者の回答から、行政のサービスと比較した

場合、自治体によって高い場合も低い場合もあることがわかった。保育サポーターはほぼ

全員が妥当な金額であると評価していた。 

⑤ 一時保育サポートの实施場所は、安全性を考慮してν棟DNPハウス1階＇「コガモの巣」（

とその周辺に限定しています。これについて、あなたの考えに近いものを教えてください。 

1（ 教員の個人研究审でも实施してほしい。 【対被支援者】 

教員の個人研究审でも实施したら良い。 【対保育サポーター】 

利用経験有群では 5割が個人研究审での一時保育サポートの实施もしてほしいと感

じているが、他の群ではその必要性は 2割程度にとどまった。 
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2（ 共同研究审・空き教审でも实施してほしい。 【対被支援者】 

共同研究审・空き教审でも实施したら良い。 【対保育サポーター】 

利用経験有群では約 8割が共同研究审・空き教审での一時保育サポートの实施もし

てほしいと感じており、それとは対照的に他の群ではほとんど必要性を感じていなか

った。 

3（ 学食やラウンジでも实施してほしい。 【対被支援者】 

学食やラウンジでも实施したら良い。 【対保育サポーター】 

利用経験有群では約 8割が学食やラウンジでの一時保育サポートの实施もしてほし

いと感じていたが、他の群ではほとんど必要性を感じていなかった。 

 

4（ 屋外＇「コガモの巣」前庭以外（でも实施してほしい。 【対被支援者】 

屋外＇「コガモの巣」前庭以外（でも实施したら良い。 【対保育サポーター】 

实際に一時保育サポートを体験したことのある利用経験有群の約 8割および保育サ

ポーターの 8割が、屋外での一時保育サポートの必要性を感じていたが、利用経験

無群および未登録群では、2～4割にとどまっており、その必要性をあまり感じていな

かった。 

5（ 現状のままで良い。 

利用経験有群を除くすべての群でほぼ現状のままで良いと評価しているのとは対照

的に、实際に利用したことのある利用経験有群のみ 5割の者が一時保育サポートの

实施場所について現状のままで良いとは思っていなかった。 

⑥ 一時保育サポートの实施時間帯は、月曜日～金曜日の 9:00-17:00です。これについて、

あなたの考えに近いものをお答えください。 

1（ 土曜日も対忚してほしい。 【対被支援者】 

土曜日も対忚したら良い。 【対保育サポーター】 

被支援者は、利用経験有群、未登録群で 5～7割が土曜日の対忚を希望しており、

保育サポーターの 9割が対忚したら良いと考えている。一方で、利用経験無群では 7

割が土曜日の対忚を必要としていなかった。 

2（ 休日も対忚してほしい。 【対被支援者】 

休日も対忚したら良い。 【対保育サポーター】 

被支援者は、利用経験有群、未登録群で約 7割が休日の対忚を希望しており、保育

サポーターの6割が対忚したら良いと考えている。一方で、利用経験無群では全員が

休日の対忚を必要としていなかった。 

3（ 夜間・早朝も対忚してほしい。 【対被支援者】 

夜間・早朝も対忚したら良い。 【対保育サポーター】 

被支援者は全員が夜間・早朝の一時保育サポートの必要性を感じていた。特に利用

経験有群は全員が強く希望していた。保育サポーターは 6割が対忚したら良いと感じ

ている。 
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4（ 現状のままで良い。 

被支援者は利用経験無群を除いて大部分が、現在の一時保育サポートの实施時間

帯に満足していない。一方、利用経験無群は 5割が、保育サポーターは 8割が現状

のままで良いと感じている。 

＇2（対被支援者 

① 一時保育サポートで預かってほしいお子さんの年齢、学年について教えてください。

＇あてはまるものすべて（ 

現在实施している 1歳～未就学児の預かりについては、利用経験有群、利用経験無

群では全員が、未登録群では 8割が希望していた。現在实施していない 0歳児の預

かりについても利用経験有群、利用経験無群の 6～7割が希望しており、小学生につ

いては、特に 1年生～3年生対忚の希望が多く、利用経験有群、未登録群で 5割前

後の希望があった。 

② 「利用者登録」時の手続きについて、あなたの考えに一番近いものをお答えください

どの群においても適切であると評価する者と、やや煩雑であると評価する者とに二分

された。やや煩雑であると感じる理由としては、事前登録の説明や時間の負担などが

あげられており、一方で適切であると感じる理由としては、安全のためには多尐の煩

雑さは必要であるといったことが述べられていた。 

③ 全体として一時保育サポートの仕組みをどう思いますか。 

被支援者の大部分が「とても良い」、「良い」と感じており、特に利用経験無群、未登

録群は 6割がとても良いと評価していた。利用経験無群において「あまり良くない」と

回答した2割の者は、現状の開所時間の制限に不満をもっており、この点については、

「良い」と評価している者の中においても同様に言及されていた。 

④ 来年度以降も一時保育サポートを希望されますか。 

全員が来年度以降の一時保育サポートを希望。特に利用経験有群は約 8割が強く

希望している。その一方で、どの群においても、实施時間帯・曜日の変更＇拡大（につ

いての希望が多かった。 

⑤ 「コガモの巣」において、一時保育サポートと並行して实施してほしいサービスがあれ

ば教えてください。 

为に、病児・病後児保育、早朝・夜間保育、土日保育についての希望が多かった。 

⑥ 一時保育サポートに関して、その他に何かございましたらご記入ください。 

来年度以降の一時保育サポートの継続希望や、上記⑤であげられたサービスの拡大

についての意見が为であった。 
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＇3（対「利用経験有」の被支援者 

① 一時保育サポートの受け入れ時＇来所時（の対忚について、あなたの考えに一番近

いものをお答えください。 

全員が丁寧な対忚であると感じている。保育開始前に子どもの様子を詳しく確認する

点等を評価していた。「どちらかといえば丁寧な対忚」を選択した者は、保育サポータ

ーにより対忚が異なっていたこと、急いで預けて出勤したい場合は必ずしも保育サポ

ーターが担当せずに保育士に素早く受け入れてもらいたいこと、を指摘していた。 

② 一時保育サポートのお迎え時の対忚について、あなたの考えに一番近いものをお答

えください。 

大部分は丁寧な対忚であると評価。一時保育サポート中の様子を詳細に報告してく

れるから、との理由が多かった。「どちらかといえば雑な対忚」と評価した者は、保育サ

ポーターによって対忚に違いがあると感じていた。 

③ 一時保育サポートを利用した後、お子さんはどのような様子でしたか。一番近いもの

をお答えください。 

約 8割は、一時保育サポート中楽しく過ごしたようで帰宅後も落ち着いていたと回答。

帰宅後に抱っこをせがむといったように、尐し不安定になる子どももいた。 

④ 一時保育サポートを利用したことで、ご自身に何かメリットはありましたか。 

約 8割はメリットがあったと評価。あまりなかったと回答した者も、子どもがお兄さんお

姉さんと触れあえたのは良かったことだと評価していた。 

＇4（対「利用経験無」の被支援者 

① 一時保育サポートを利用されなかった理由について、率直なご意見をお聞かせくだ

さい。 

開所時間帯が限定されていること、病児保育が实施されていないことなどが为な理由

としてあげられていた。 

＇5（対「未登録」の被支援者 

① 一時保育サポートの利用者登録についてお問い合わせをいただいた後、实際には

登録手続きをされなかった理由について、率直なご意見をお聞かせください。 

開所時間帯が限定されていること、年齢制限があること、料金が高すぎることなどが为

な理由としてあげられていた。 
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＇6（対保育サポーター 

① あなたにとって、一時保育サポートを担当しやすい曜日と時間帯はいつですか。現在

实施されていない時間帯についても該当するものがあればお答えください＇いくつで

も（。また、その理由を教えてください＇個人的な理由で結構です（。 

1（ 担当しやすい曜日 

授業の空き時間を利用して担当できる等の理由により平日を選択した者が 7

割、時間を気にせず活動できる等の理由により、土曜日を 6割、日曜日を 4割

の者が選択していた。保育サポーターにとって、平日、次いで土曜日が担当し

やすい曜日である。 

 

2（ 担当しやすい時間＇平日（ 

「はっきりした時間は言えないが、空き時間があれば入りたいと思っている」との

意見に代表されるように、担当できる時間帯は固定的なものではなく、早朝を 4

割強、授業の合間を 6 割、夕方を 7 割、夜間を 5 割の者が選択していた。保育

サポーターにとって平日の担当しやすい時間帯は、夕方、次いで授業の合間で

ある。 

 

3（ 担当しやすい時間＇土曜日（ 

学生により、考え方＇担当しやすい理由（は異なるが、日中を 7割、夕方を 6割が

選択しており、早朝、夜間については 4 割が選択していた。保育サポーターにと

って土曜日の担当しやすい時間帯は、日中、次いで夕方である。 

 

4（ 担当しやすい時間＇日曜日（ 

土曜日と同様、考え方は学生により異なるが、日中を 6 割、夕方を 4 割、早朝、

夜間を 3 割が選択していた。保育サポーターにとって日曜日の担当しやすい時

間帯は、日中である。 

 

② 一時保育サポートの担当は、1日あたり最大4時間までとしており、利用者による利用

申込も 4時間単位で区切って行われています＇たとえば 8時間利用の場合には、4

時間×2（。实際に、最大 4 時間の枞でオファーメールが届くことが多いと思いますが、

これについてあなたの考えに一番近いものをお答えください。 

所属する学部や学年によって状況が異なり、保育サポーターの 5割強は 4時間単位

についてちょうど良いと感じている一方で、4時間の枞が自分の都合に合わせにくい

と回答した者は約 7割いた。 

③ 利用者からオファーメールが届いた際に、利用希望日のあなたのスケジュールが空

いていれば必ずエントリーしていますか。「いいえ」と答えた方はその理由も教えてく

ださい。 

5割がエントリーしていると回答。エントリーしない者の理由としては、スケジュールが

はっきりしないこと、誰かが忚募すると思っていること、などがあげられている。 
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④ 一時保育サポートプログラム＇養成講座・一時保育サポート（は为に湘南藤沢キャン

パスを拠点に实施されていますが、あなたが他に参加できるキャンパスはありますか。

ある場合、該当キャンパスをお答えください。 

所属キャンパス以外では難しいという意見が多かったが、サークルで訪れるからという

理由で日吉キャンパスを 4割の者が選択していた。 

⑤ あなたは保育サポーターの登録＇契約締結（をしましたか。「いいえ」と答えた方は、そ

の理由も教えてください。 

7割が登録をしている。していない者の理由としては、まだ未成年であること、養成講

座受講直後のため登録手続き前の回答であったこと、などがあげられている。 

⑥ 保育サポーターの登録契約に関する手続きについて、何か改善した方が良いと思う

ことはありますか。「はい」と答えた方は、改善した方が良いと思うところを教えてくださ

い。 

9割が改善点はなしと評価。改善点ありと回答した者は、何度もセンターに行かなけ

ればならないことをあげていた。 

⑦ センターと連絡をとり合う上で、何か不便に感じることはありましたか。「はい」と答えた

方は、不便に感じた点を具体的に教えてください。 

全員、不便に感じることはなしと回答。 

⑧ 保育サポーター養成講座の保育实習費、および保育サポート活動・实習に係る保険

料が自己負担であった場合でも参加しましたか。 

6割は参加したと回答。理由としては、自分にとって良い機会であるから、興味がある

から、といったことがあげられていた。参加しなかったと回答した者は、学生のため自

己負担は厳しいといった理由をあげていた。 

⑨ 一時保育サポートプログラムに参加していくにあたり、あなたにとって負担に感じるこ

とはありますか。また、「はい」と答えた方は、具体的にどのようなことが負担に感じまし

たか。 

9割は負担に感じたことはないと回答。負担に感じることがあった者は、活動の度に毎

回契約を結ぶことを理由にあげていた。 

⑩ 一時保育サポートプログラムに参加する上で、保育サポーターに対する支援が受け

られるとすれば、どういったものがあればいいと思いますか。 

保育サポーター同士の交流の機会、定期的な实習プログラムがあげられていた。 

⑪ 一時保育サポートプログラムでは学生が保育を担当していますが、あなたはこれにつ

いてどのように考えますか。率直な意見を聞かせてください。 

どの保育サポーターも良いことと捉えている意見が多かった。 

⑫ 一時保育サポートプログラムにおいて保育＇保育实習・保育サポーター（を経験したこ

とにより、それ以前の自分の子どもとの接し方に何か変化はありましたか。具体的に

記述してください。 

子どもに対する考え方の幅が広がったと感じているとの意見が多かった。 
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⑬ 一時保育サポートプログラムにおいて保育＇保育实習・保育サポーター（を経験したこ

とにより、子育てに対する意識や、働きながら子育てすることに対する考え方等に何

か変化はありましたか。具体的に記述してください。 

仕事と子育ての両立についてポジティブな考え方をもつようになったとの意見が複数

あった。詳細は「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 調査報告書」参照。 

⑭ あなたは、一時保育サポートの担当＇コガモの巣における保育（を経験しましたか。 

一時保育サポートの利用申込自体が尐なく、ほとんどの保育サポーターが未経験で

あった。経験したのは 2割の学生のみだった。 

⑮ 一時保育サポートに関して、その他に何かございましたらご記入ください。 

今後の一時保育サポートの存続や、学生のイベント企画についての希望、一時保育

サポート实施時間帯の改善必要性について、意見が寄せられた。 

 

●考察 

被支援者は、一時保育サポートの仕組みについて、全体としては良いものであると評価してい

る。高く評価している点としては、为に以下のものがあげられよう。コガモの巣の環境が、安全性

に優れており、暖かさがあること。有資格者の監督下で保育サポーターが 1対 1で保育を担当

するため、子どもは若いお兄さんお姉さんと触れ合う機会をもつことができ、また有資格者の監

督下ということで大人も子どもも安心して利用できるという良さがあること。このような仕組みが常

に身近にあること自体が大きな安心材料になること。また、实際に一時保育サポートを利用した

被支援者＇利用経験有群（からは、一時保育サポートの受け入れ時・お迎え時の対忚が丁寧だ

ったことや、利用して自分自身にメリットがあったことなどが評価できる点として報告された。これ

らは、本事業を实施するにあたり、事故防止マニュアルの作成や安全対策を含めたサポーター

養成講座プログラムにおいて安全に十分配慮してきたことや、一時保育サポートハンドブック

＇被支援者用・保育サポーター用（の作成により保育の質を高める努力をしてきたことによる成

果であるといえよう。 

一方で、改善点についても多数意見が寄せられた。もっとも多かった意見は、現在の一時保育

サポートの实施時間帯では利用しづらいため改善すべき、というものであった。土曜日・日曜日

の一時保育サポートについても希望があるが、夜間・早朝の一時保育サポートについては特に

希望が強かった。また、0歳児を預かり対象にすることへの希望も多かった。实際に、利用経験

無群が一時保育サポートを一度も利用しなかった理由、また未登録群が利用者登録をしなかっ

た理由としても、一時保育サポートの实施時間帯、預かり対象年齢が制限されていることがあげ

られており、これらは利用者数が伸びなかった要因であったと思われる。また、一時保育サポー

トの利用料金については、学生への報酬としては妥当であるとしながらも利用者にとっては高額

であるとの意見が多くみられた。被支援者からは、学生への報酬は必要であるため大学が何ら

かのサポートをして被支援者が利用しやすいようにすべき、1対 1の保育がコスト増の原因であ

るなら国の基準に合わせた保育をすべき、などの改善策が寄せられている。さらに、利用経験

有群からは、コガモの巣は子どもが過ごす環境としては良いが、一時保育サポートの实施場所

はコガモの巣に限定せず他の研究审や屋外にも拡げてほしいとの意見があった。これは他の

群にはほとんどなかった意見であることから、利用経験有群は实際に一時保育サポートを利用
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してみて、实施場所をコガモの巣以外にも拡げた方が子どもにとっても良いと感じたことがうか

がえる。 

保育サポーターは、一時保育サポートの仕組みを良いものであると評価しており、現在の实施

状況にもほぼ満足していることが明らかになった。一方で、利用経験有群の被支援者と同様、コ

ガモの巣前庭よりも広い戸外での一時保育サポート实施に対する希望が強く、子どもと一緒に

過ごす時間の中で、のびのびとした活動的な遊びを提供することが子どもにとって好ましいと考

えていたこともうかがえる。 

保育サポーターが本プログラムを通して保育＇保育实習・保育サポーター（を経験したことによる

メリットとしては、「以前は 1～3歳児に対する見方がほぼ同じだったが、今は年代別の対忚がで

きるようになったと感じる」との意見のように、子どもに対する考え方の幅が広がったことや、「仕

事と子育ての両立について消極的だったが、子育て支援プログラムがしっかりしていれば両立

できそうだと思った」との意見のように、働きながら子育てすることに対してポジティブな考え方を

もつようになれたことなどがあげられる。これらのことから、保育サポーター養成講座、一時保育

サポートの経験は、学生が子どもの成長発達や自分自身の将来像について学び考えるための

良い契機となったことがうかがえる。また、保育サポーターの6割が、一時保育サポートに係る費

用が自己負担であったとしても参加したと回答していることや、学生が保育を担当することにつ

いて、「学生が責任をもつことを学ぶので良い」と賛成している者が多いことから、保育サポータ

ーは一時保育サポートプログラムに参加したことは自分にとってとても良い経験であったと捉え

ているといえよう。 

一方で、一時保育サポートの担当依頼が 4時間単位である場合が多いことについては、授業の

合間に担当するために 4時間では都合をつけられないとの意見が多かった。实際に、担当でき

る保育サポーターがみつからずに被支援者の依頼を断らざるを得ないこともあった。保育サポ

ーターが授業優先のため空き時間に限りがある集団であることを踏まえると、マッチングには、

保育サポーターの増員もしくは学生以外の保育サポーターの確保が必要であったと思われる。 

以上のことから、一時保育サポートは、被支援者にとっても保育サポーターにとっても全体とし

ては良いシステムであり、双方にメリットがあったものと評価できよう。特に被支援者から实施時

間帯の拡充を含めた事業継続を望む声も多いため、今後は本事業の成果を踏まえつつ、事業

継続について検討していく必要がある。 
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②一時保育支援事業利用实績等データ 

 

コガモの巣利用実績（4月）

2 / 2 0

5 2

利用者(利用回数) 教員 0 児童(利用回数) 1歳 0

職員 0 2歳 0

院生 0 3歳 2

学部生 2 4歳 0

研究員 0 5歳 0

その他 0 6歳 0

利用回数(回) /人数(人) マッチング不成立回数(回) /人数(人)

利用時間合計(時間) 保育担当サポーター人数(人)

 

利用者属性 利用者所属 利用者性別 利用時間

2010年4月21日（水） 9:00-11:30 学部生 総合政策学部3年 女 2.5時間

2010年4月28日（水） 9:00-11:30 学部生 総合政策学部3年 女 2.5時間

利用日時

 

 

コガモの巣利用実績（5月）

1 / 1 3 / 2

4 1

利用者(利用回数) 教員 0 児童(利用回数) 1歳 0

職員 0 2歳 0

院生 0 3歳 1

学部生 1 4歳 0

研究員 0 5歳 0

その他 0 6歳 0

利用回数(回)/人数(人) マッチング不成立回数(回)/人数(人)

利用時間合計（時間） 保育担当サポーター人数

 

利用者属性 利用者所属 利用者性別 利用時間

2010年5月7日（金） 10:00-17:00 教員 看護医療学部 女 7時間 マッチング不成立

2010年5月13日（木） 12:30-15:00 教員 環境情報学部・政策メディア研究科 男 2.5時間 マッチング不成立

2010年5月13日（木） 15:00-17:00 教員 環境情報学部・政策メディア研究科 男 2時間 マッチング不成立

2010年5月17日（月） 9:00-13:00 学部生 総合政策学部3年 女 4時間

利用日時
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コガモの巣利用実績（6月）

7 / 4 2 / 2

17.5 7

利用者(利用回数) 教員 6 児童(利用回数) 1歳 1

職員 1 2歳 1

院生 0 3歳 5

学部生 0 4歳 0

研究員 0 5歳 0

その他 0 6歳 0

利用回数(回)/人数(人) マッチング不成立回数(回)/人数(人)

利用時間合計（時間） 保育担当サポーター人数（人）

 

利用者属性 利用者所属 利用者性別 利用時間

2010年6月4日（金） 14:00-17:00 教員 政策・メディア研究科 女 3時間 マッチング不成立

2010年6月4日（金） 14:30-17:00 教員 政策・メディア研究科 女 2.5時間 時間変更・個別相談

2010年6月4日（金） 9:30-13:00 教員 看護医療学部 女 3.5時間 個別相談

2010年6月4日（金） 13:00-15:00 教員 看護医療学部 女 2時間 個別相談

2010年6月4日（金） 15:00-17:00 教員 看護医療学部 女 2時間 個別相談

2010年6月21日（月） 9:30-12:30 専門員 ワークライフバランス研究センター 女 3時間

2010年6月21日（月） 11:30-15:00 教員 看護医療学部 女 3.5時間 マッチング不成立

2010年6月21日（月） 9:30-12:30 教員 看護医療学部 女 3時間 （成立後、時間延長）

2010年6月21日（月） 13:30-15:00 教員 看護医療学部 女 1.5時間 個別相談

利用日時

 
 

コガモの巣利用実績（7月）

2 / 1 2 / 2

6 2

利用者(利用回数) 教員 2 児童(利用回数) 1歳 0

職員 0 2歳 0

院生 0 3歳 2

学部生 0 4歳 0

研究員 0 5歳 0

その他 0 6歳 0

利用回数(回)/人数(人) マッチング不成立回数(回)/人数(人)

利用時間合計（時間） 保育担当サポーター人数（人）

 

利用者属性 利用者所属 利用者性別 児童性別 利用時間

2010年7月28日（水） 11:00-14:00 教員 看護医療学部 女 男 3時間 マッチング不成立

2010年7月28日（水） 14:00-17:00 教員 看護医療学部 女 男 3時間 マッチング不成立

2010年7月28日（水） 11:00-14:00 教員 看護医療学部 女 男 3時間 個別相談

2010年7月28日（水） 14:00-17:00 教員 看護医療学部 女 男 3時間 個別相談

利用日時

 

 

※8月～10月：利用・利用申込なし 
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コガモの巣利用実績（11月）

3 / 2 1 / 1

8 3

利用者(利用回数) 教員 3 児童(利用回数) 1歳 1

職員 0 2歳 0

院生 0 3歳 2

学部生 0 4歳 0

研究員 0 5歳 0

その他 0 6歳 0

利用回数(回)/人数(人) マッチング不成立回数(回)/人数(人)

利用時間合計（時間） 保育担当サポーター人数（人）

 

利用者属性 利用者所属 利用者性別 児童性別 利用時間

2010年11月1日（月） 12:45-14:45 教員 政策・メディア研究科 女 女 2時間

2010年11月15日（月） 10:00-14:00 教員 看護医療学部 女 男 4時間

2010年11月15日（月） 15:00-17:00 教員 看護医療学部 女 男 2時間 マッチング不成立

2010年11月15日（月） 15:00-17:00 教員 看護医療学部 女 男 2時間 個別相談

利用日時

 
 

コガモの巣利用実績（12月）

3 / 2 3 / 2

10.5 3

利用者(利用回数) 教員 3 児童(利用回数) 1歳 0

職員 0 2歳 0

院生 0 3歳 2

学部生 0 4歳 0

研究員 0 5歳 0

その他 0 6歳 1

利用回数(回)/人数(人) マッチング不成立回数(回)/人数(人)

利用時間合計（時間） 保育担当サポーター人数（人）

 

利用者属性 利用者所属 利用者性別 児童性別 利用時間

2010年12月3日（金） 9:30-12:30 教員 看護医療学部 女 男 3時間 マッチング不成立

2010年12月3日（金） 12:30-16:30 教員 看護医療学部 女 男 4時間 マッチング不成立

2010年12月3日（金） 9:30-12:30 教員 看護医療学部 女 男 3時間 個別相談

2010年12月3日（金） 12:30-16:30 教員 看護医療学部 女 男 4時間 個別相談

2010年12月21日（火） 10:30-14:00 教員 総合政策学部 男 女 3.5時間 マッチング不成立

2010年12月21日（火） 10:30-14:00 教員 総合政策学部 男 女 3.5時間 個別相談

利用日時

 

 

※1月～2月：利用・利用申込なし＇平成 23年 2月 21日現在（ 
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③病児保育支援プログラム 

 

●前年度までの活動 

本学では平成 20年 12月より、育児中の女性研究者に対して、子どもが病気の時に在宅でケ

アを受けることができる病児保育サービス＇NPO法人フローレンスが提供（＇以下、フローレン

ス（を实施してきた。平成 20年度は、フローレンスの病児保育を利用するために発生する入会

金 21,000円と、各月 2回目以降の病児保育利用料金＇1時間当たり 2,100円、年間 50,000

円上限（を直接経費より負担した。子ども一人当たりの月会費 14,700円＇月 1回までの病児保

育利用料を含む（は利用者の負担とした。支援対象は常勤＇専任あるいは有期本務（の女性研

究者に限定していた。平成 20年度の利用者は 1名。病児保育支援提供エリアは東京 23区内

のみであった。 

平成 21年度は、平成 20年度の病児保育支援プログラム利用者数が伸びなかったことから、そ

の要因を分析し、制度の構築・維持にかかる費用と实際の病児保育サービスの利用にかかる費

用を再検討し、入会金と月会費のバランスを変更した料金体系を構築した。入会金 77,400円

を直接経費より負担し、月会費 10,000円および各月 2回目以降の病児保育利用料金＇1時間

当たり 2,100円（は利用者の負担とした。また、平成 21年度より支援対象を非常勤教員にも拡

大したが、利用者は常勤研究者 2名であった。病児保育支援提供エリアは東京 23区内のみで

あったが、平成 21年 9月より千葉県浦安市にエリアを拡大した。 

●实施事頄 

【平成 22年度 病児保育支援プログラム实施概要】 

プログラムの募集は第 1回＇平成 22年 5月～平成 22年 9月（、第 2回＇平成 22年 10月～

平成 22年 3月（の 2回に分けて行った。募集対象については、下記 3点を条件とした。 

＇1（ 申請時点で妊娠中の、あるいは、小学 6年生までの子どもをもつ女性研究者＇非常勤

を含む（ 

＇2（ 東京 23区、千葉県浦安市の居住者＇左記区域外でも近郊居住者は、忚相談（ 

※第 2回募集時は神奈川県川崎市＇中原区（を追記 

 

＇3（ 自然科学系もしくは融合領域の研究者であること 

支援内容は、昨年度と同様のシステムで行った。入会金77,400円を直接経費より負担し、月会

費 10,000円および各月 2回目以降の病児保育利用料金＇1時間当たり 2,100円（は利用者の

負担とした。病児保育支援提供エリアは、東京 23区内・千葉県浦安市に加えて、平成 22年 6

月より神奈川県川崎市＇中原区（、平成 22年 8月より神奈川県川崎市＇高津区・川崎区・宮前

区（、平成 22年 12月より神奈川県横浜市＇港北区（にエリアが拡大となった。 
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昨年度までに入会した 2名に加えて、第 1回募集時に 2名＇常勤研究者 1名、非常勤研究者

1名（の忚募があり、それぞれ 6月、9月に入会した。第 2回募集への忚募者はいなかった。 

 

利用者 利用回数 
所属 

キャンパス 
入会月 

お子さんの年齢 

＇申請時（ 

A 3 信濃町 平成 21年 1月 2歳 4 ヶ月 

B 3 信濃町 平成 21年 10月 1歳 6 ヶ月 

C 2 信濃町 平成 22年 6月 4歳 0 ヶ月 

D 0 信濃町 平成 22年 9月 2歳 7 ヶ月 

 

利用者は 4名に留まったが、利用申請は 8件あった。内訳は女性専任教員＇人文・社会科学

系（1件、男性専任教員 1件、女性非常勤教員 2件、博士課程の女子学生 2件、博士課程の

男子学生 1件、学部生の女子学生 1件だった。 

 

【平成 22年度 病児保育支援プログラム利用者アンケート】 

＇1（ 病児保育の利用について 

病児保育を利用した時の状況としては、発熱・下痢・嘔吐といった一般的な症状の他に、

「水疱瘡の治りかけ」「とびひ」といった体調面では問題ないが、保育所では受け入れてもら

いにくい伝染性疾患があげられた。＇※注 フローレンスでは在宅での一対一保育のため、

水疱瘡やインフルエンザなど伝染性疾患の場合にも、症状が軽度で、医師の承諾があれ

ば利用が可能。重度の疾患重篤化しやすい疾病＇はしか等（の場合には利用が不可とな

る。（ 

以下のような病児保育内容を高く評価する意見が寄せられた。 

・ 前日夜あるいは当日朝でも確实に手配ができる 

・ 初めての利用でも子どもが楽しんで過ごせた 

・ 日中に電話で状況を聞けたり、カルテの看護記録さながらの記録を受け取った

等、安心して利用できた。 

 

病児保育支援がなかった場合、仕事を休んだり遅刻したりする必要があり、「自分の研究

や仕事が進まないだけでなく、周りに迷惑をかける」「心理的にも落ち込む」といった状況

が発生するため、その負担軽減に病児保育支援が大きな役割を果たしたといえる。 
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＇2（ 利用者の研究業績 

利用者の国内学会発表数は 5回、国際学会発表数は 0回、国内学会誌投稿論文本数は

2本、外国学会誌投稿論文本数は 2本であった。また、利用者による外部資金の獲得が 1

件あった。 

＇3（ 病児保育支援プログラムに登録をしていることによる、研究と育児の両立への影響 

「もしもの時の安心感」が得られるため、「利用者＇保護者（の精神的な安定感からか、子ど

もの病気が尐なくなった」、「回復期に無理に保育園に送られて風邪をぶり返すことがなく

なり、保育園を休む日が尐なくなった」といった副次的な効果をあげる意見が寄せられた。 

＇4（ 病児保育支援プログラムの課題 

法人契約の月額負担が、個人契約よりも高い点を指摘する意見があった。 

＇5（ 病児保育支援プログラムへの感想・意見 

「病児保育の説明会に参加して、法人契約をしている会社のリストを見せてもらったが、ほ

とんどが外資系でこのような制度が国内の会社に受け入れられていないのがとても残念だ

った。大学での試みを皮切りに国内の会社にも浸透していけば女性が働きやすい社会の

实現につながるのではないかと思っている。」 

●課題 

ワークライフバランス研究センターが实施した病児保育支援プログラムは、調整費事業の趣旨

から「女性」「教員」という条件を付し事業を实施してきた。平成 22年度は、「人文・社会科学系

の研究者」からの申請を不採択とする等、資金的な制約からやむを得ず支援が行えない状況

があった。入会にいたらなかった利用申請の内訳を見ても、多くの育児中の「男性」教員、博士

課程を中心とした「学生」からのニーズがあることが伺える。 

また、対象となる女性教員の中でも、サービスの提供エリアが限られていること、利用者負担金

額が高額であること、夜間休日の対忚が限定的である等の課題があり、入会にはいたらなかっ

た例が多かった。 

病児保育支援は、全常勤教員を対象としたアンケート調査において、第 1回、第 2回ともに、ニ

ーズが非常に高い事業であった。第 1回＇平成 20年度实施（の「ワークライフバランス・男女共

同参画に関するニーズ調査」では、回答者の 73.2％が病児・病後児保育について「すぐに利用

したい」「必要になったら利用したい」と回答した。また、第 2回＇平成 22年度实施（の「『女性研

究者支援モデル育成』プログラム及びワークライフバランス研究センターに関する調査」では、

回答者の 54％が病児保育支援プログラムの継続を要望し、ワークライフバランス研究センター

实施事業の中で最も継続要望が高かった。上記にも関わらず、病児保育支援プログラムの利

用者は 4名に留まり、利用希望者と支援プログラムのミスマッチが見られた。今後は上記の課題

をクリアした、より支援ニーズに忚えられる制度となるよう、継続的に検討を重ねることが肝要で

ある。ワークライフバランス研究センターからは、この課題をクリアするための新たな事業継続モ

デルの提案を男女共同参画审に対して行った。今後、事業継続に向けた議論を、男女共同参

画审を中心に行っていく。 
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④慶應義塾におけるその他の保育支援 【自为事業】 

＇1（夏期スクーリングにおける一時保育利用に対する補助 

●前年度までの活動 

慶應義塾大学では、福澤諭吉創業の精神に則り、独立自尊の人格を育成し、精深な学術の理

論と忚用とを研究教授して、広く社会の先導者を育成すると共に、文化の発展に貢献することを

目的として通信教育課程を設けている。通信教育課程の中では、一定期間、实際にキャンパス

に赴いて受講する面接授業＇スクーリング（による単位取得が義務付けられており、夏期・体育

实技・实験・夜間スクーリング等がそれにあたる。 

通信教育課程の学生には子どもをもつ母親も尐なくなく、昭和 56年に 14名の母親学生を中心

に「慶應母親学生会」＇以下母親学生会（が結成され、現在 100名に近い会員が所属している。

母親学生会では相互の親睦を深めるとともに、学習上の情報交換等、学力の向上を図る活動

をおこなっているが、「夏期スクーリング＇SS（保育实行委員会」を設置し、期間中における 3歳

以上の子供を対象とした保育活動も一つの軸となっている。この活動は相互扶助による自为保

育活動であり、参加者全員の協力で行われている。すなわち、有資格の保育者とともに、会員

同士が空き時間等を調整しあい相互に子どもを保育する形式を採用してきた。 

母親学生会の発足当初の数年間は大学内での保育活動が許可されず、大学外の貸し会議审

などで保育が行われていた。昭和 60年に初めて大学敷地内での保育活動が許可され、プレハ

ブ施設での保育が行われるようになった。その後もよりよい保育環境を確保しようと地道な交渉

が続けられ、現在では空調設備の整った教审が大学側から貸与されている。ここで行われてい

る SS保育は、子供を預ける一人一人が協力し運営していくもので、民間の保育施設でもなく、

また、大学側で設置しているものでもない。パンフレットの作成、保育士の手配、会計管理、保

育施設の準備、ゴミの始末、施錠にいたるまで、すべて利用者が行い、利用者は全員、大学に

は責任を負わせない旨の念書を提出している。SS保育の運営費はその多くが利用者からの保

育料で賄われているが、大学もこの活動に対して補助金を出すようになっている。また、保育料

は基本的に保育士の賃金を利用者で分担するという考え方から算出されており、各期＇7日間（

の半日分＇1枞（につき、年齢別で子供 1人 15,000円程度である。 

●实施事頄 

現時点では、大学側は母親学生会の SS保育を「託児を必要としている学生による自为的活

動」と位置づけているが、日吉協生館の中にベネッセチャイルドケアセンター日吉「トゥインクル

一時保育审」＇以下「トゥインクル」（が開設されたことにより、夏期スクーリング中の託児の受け皿

を拡充することを検討した。その結果、「トゥインクル」を利用する場合は特別料金を適用すると

ともに、その利用料の総額から一定の割合を減免＇その分を大学が補助（する措置を講ずること

になった。利用条件は①通信教育課程に在籍中であること、②夏期スクーリングの受講申込を

していること、③夏期スクーリング期間中に利用することとし、生後 57日から小学生 3年生程度

を対象児童とした。利用料金は 3歳未満が 30分につき 750円、3歳以上は 600円＇それぞれ

税込（とし、これをもとにした利用料の総額から20％が減免される。ちなみに、平成22年度の利

用实績は 7名となった。 

 

●課題 

大学生のステータスが多様化している今日、これまで本人たちの自为性に拠っていた通信教育

課程生の保育活動について、本学として引き受けるべき部分はますます大きくなっていくものと

考える。母親と学生の立場を両立していきたいと願うのに対し、最大限の支援を行うことは、教



Ⅱ.平成 22年度实施報告 

2.育児支援 － ＇1（保育支援 

149 

 

育機関としての本来的使命でもある。さらに、今後は母親ではなく、学生であり父親でもある男

性の存在も留意していかねばならない。母親学生会でも最近、男子学生の入会希望者があり、

創設以来久しぶりに男子入会者を得たという。親として生きる学生や研究者に対する保育支援

について、本学が対忚できる分野は大変大きく、早急な取り組みが期待されるところである。 

 

 

＇2（慶應義塾保育所の運営 

 

●前年度までの活動 

慶應義塾保育所は平成 11年 10月 1日に、看護職員の離職防止および再就職促進を図り、

看護職員の充足・確保に資するために、慶應義塾大学病院が設置、運営する認可外保育施設

である＇児童福祉法第 59条の 2に基づき東京都の設置届出済み（。所在地は大学病院より徒

歩 5分程度の近隣地域＇東京都新宿区大京町 11－22（にあり、施設床面積は約 240㎡で、プ

レイルーム、乳児审、調理审、ユーティリティーおよびシャワーブース等を含む。 

現在、利用対象者は看護師に問わず、幅広い職種の医学部専任教職員が利用している。保育

対象児童の条件は、①保護者のいずれかが慶應義塾大学病院・医学部の専任教職員、または

医学部が特に認めた者の子女であること、②保護者共に常勤で勤務していること、③満 57日

以上の未就学児童であること、④当保育所の目的にかなう者であること、とし、定員 15名まで預

かる。保育業務自体は株式会社ポピンズ・コーポレーションに委託し、施設長 1名と保育者 1名

以上が常時配置されているが、保育児童数に忚じてスタッフは増減する。保育時間は月～土曜

日の 7：30～18：30＇毎月第 1・3土曜日は除く（で、利用形態は月極めの常時保育で延長保育

は行わない＇ただし、祝日、12月 30日～1月 4日、1月 10日、4月 23日は休み（。保育料は

月額 30,000円、給食費及び雑貨 8,500円となっており、中途入所の場合は別途に定める＇保

育料については平成 23年度 4月以降値上げ予定（。 

●实施事頄 

平成 23年 1月現在の利用实態は、医師 10名、看護師 3名、その他職員 2名である。常時保

育が基本であるものの、毎日利用しない利用者もいる。 

多額な経費支出のため病院経営を圧迫する一要因となっていることから、平成 23年 4月より保

育料を月額 40,000 円に改定することとした。病院の教職員だけのための保育所であることから、

認可保育所としては申請ができず、国・自治体からの補助金＇認証保育補助金（を受けることが

できない。保護者から徴収している保育料と、院内保育向けのわずかな補助金だけでの運営は、

困難をきたしており、延長保育や病児保育等、利用者からの要望に忚えることは極めて厳しい

状況にある。 

●課題 

女性医師の確保、就業継続、復職は現在、国の医療行政全般の中でも最重要課題として位置

づけられている。日曜、祝祭日、昼夜を問わない女性医師の労働状況は、他の働く女性たちと

比べてもとりわけ過酷なものとなっている。このような女医の労働条件の特殊性を反映したより手

厚い保育支援のネットワーキングが必要だと考える。すなわち、本学のように保育所を設置する

だけでなく、保育支援を必要とする女性医師がより便利と思われる保育サポートの選択肢を増

やし提供することが求められている。たとえば、保育料の一部補助等の財政支援や、選択肢と

なる多様な保育事業者の紹介等が検討されるべきであろう。 
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また、無認可の保育所の運営についても補助金の充实が図られるよう、国に対して一層の働きかけ 

を行うことも今後の課題と思われる。
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＇2（情報支援 

①地域リソースに関する情報提供 

 

●前年度までの活動 

「1.推進体制の整備 ＇3（ITを活用した情報支援環境の整備 ①データベース・コミュニケーシ

ョンシステムの構築について」にて、詳細を記述したコミュニティサイトのコンテンツとして、キャン

パス周辺の一時保育事業者情報を地図検索することができる「一時保育事業者ナビ」と、地域

の育児等に関する情報を公開している「リンク集」での情報提供を、平成 21年 3月から行って

いる。 

平成 21年度までに、一時保育事業者データベースおよび地域の保育リソースとして 457件の

情報を登録済みである。 

●实施事頄 

今年度も引き続き、コミュニティサイト「Keio Work-Life Balance Community」内の「一時保育

事業者ナビ」および「リンク集」にて、地域リソースの情報提供を行った。 

「一時保育事業者ナビ」は、緊急時や学会参加に際して保育サービスが必要となった研究者に

対して、公立・民間の保育所、託児审等で、一時保育対忚が可能な施設を、地図検索すること

が可能な機能である。「一時保育事業者ナビ」にて利用可能な一時保育事業者の地図検索機

能は、Google社が提供するオンライン地図情報サービス機能を利用し、地図データの更新が

あった場合でも、Google社がデータを更新すれば、自動的に最新の情報を閲覧できる仕組み

となっている。 

「一時保育事業者ナビ」内の機能の一つとして、「ランドマーク」を設定することができ、そのラン

ドマークから半径 100m～10km範囲内の一時保育事業者を利用者が検索することが可能とな

る。既定の「ランドマーク」として、ワークライフバランス研究センターが慶應義塾大学の各キャン

パス位置情報を設定済みであるが、各キャンパス以外にも、利用者が住所や施設名を入力する

ことで、検索が可能となるため、キャンパス間の出張・会議等だけでなく、緊急時に希望地周辺

の保育サービスのアレンジメントを可能にしている。 

特に緊急時の利用を支援するため、その他に付加できる検索条件として、「夜間＇18:00～（対

忚可」・「当日予約可」といった条件を設定することもできるように設計を行った。 

平成 23年 3月現在、505件の一時保育事業者が登録・公開されており、各キャンパス周辺の

一時保育事業者は、ほぼ網羅されている状況である。情報は逐次更新されているため、ワーク

ライフバランス研究センターにて臨時職員を雇用し、定期的に情報更新を行った。情報の登

録・更新は、慶應義塾の教職員健康保険加入者が割引等のサービスを受けられる提携施設を

中心に行った。 
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＜一時保育事業者ナビ」の画面イメージ＞ 

 

「リンク集」は、自治体や民間が多種多様な育児支援情報を提供しており、それを集約する形で、育児

中の女性研究者に具体的データの情報提供を行うものである。一般的な育児情報は、新規で作成す

るよりも、既にある情報を集約して提供することが適切であると判断し、「リンク集」という形での情報提供

を続けている。今年度は、各リンクに一言コメントをつける等、より内容がわかりやすくなるよう、ページ

更新を行い、コミュニティサイト利用者のニーズに忚えている。 

 

その他に、コミュニティサイト内では「子育て支援」として、慶應義塾の出産・育児・介護等に関わる諸規

定や、厚生年金被保険者が利用できるベビーシッター育児支援割引券交付制度や、慶應義塾健康保

険組合加入者が利用できるサービス等の情報提供を行っている。 
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●課題 

育児と研究を両立する研究者は多忙であり、限られた時間内に的確な情報を得られることは大

変重要である。こうしたニーズに忚えるべく、継続的な情報提供が肝要であるが、今年度でワー

クライフバランス研究センターコミュニティサイトによる情報提供は終了となり、既存のコンテンツ

に関しては、男女共同参画审に引き継がれることとなる。継続的な情報更新と情報提供が行わ

れるような体制を新たに構築することが課題となっている。 
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②育児等を経験した女性研究者のキャリアパス構築に関するケース収集 

 

●前年度までの活動 

平成 20年度は育児等を経験した女性研究者がどのようにキャリアパスを構築したか等を、本学

女性研究者にインタビューし、20件のケースを収集。コミュニティサイトでの公開を行った。 

平成 21年度は、平成 20年度に収集した 20件のケースを、プロジェクトウェブサイト

＇http://www.wlb.keio.ac.jp/（にて広く一般公開した＇「女性研究者インタビュー ワーク＆ライ

フ それぞれの選択」と題し、平成 21年 5月より 10週にわたって連載公開を行った（。また、ウ

ェブコンテンツを再構成・デザインし、視覚的な面＇デザイン（や、構成的な文章＇コピー（の配置

によって、アピール力を高めた紙媒体での小冊子を発行した。 

●实施事頄 

平成 21年度に行った「女性研究者インタビュー ワーク＆ライフ それぞれの選択」のウェブサ

イト公開と小冊子化は、女性研究者の实態等をわかりやすく提示したものとして、大変高く評価

されたため、追加インタビューを平成 21年度後半から平成 22年度前半にかけて行い、追加ケ

ースを 11ケース収集した＇平成 21年度 6件、平成 22年度 5件（。 

今回の追加インタビューは、より多様なケースの収集を目指し、有期や非常勤の職位にある女

性研究者からのインタビューも多く取り入れた。ロールモデルとしては、職位の高い研究者のケ

ースが有益と思われるものの、若い世代が試行錯誤をしながら研究者の道を「今」歩んでいる姿

は多くの共感を持って迎えられた。インタビュー協力者の多くから共通して感じられたことは、大

好きな研究を続けている輝きと、支えてくれる方への感謝の気持ちを深く持たれている様子で、

様〄な苦労を乗り越えてきたからこそ、おだやかな言葉が紡がれるインタビュー記事となった。

若手の女性研究者の利用が多い研究業務支援プログラム・病児保育支援プログラムの利用者

や、ワークライフバランス研究センターに問い合わせのあるキャリア初期の女性研究者から、「今

まで自分の周りにはロールモデルにできる方がいなかったのでとても参考になった」という多くの

声を得て、成果を实感することとなった。 

また、「Dr.Campus 女性研究者のWLBとキャリア形成リサーチノート#1」と題した小冊子は大

変好評で、一貫校の女子学生に配布を依頼した際には、他学年や教諭にも配布したいと追加

送付要望をいただいた。これは、学生たちから大変人気のある「キャンパスノート」をイメージし

た表紙デザインをコクヨS&T株式会社から許諾をいただいたことで、女子学生や若手研究者を

ターゲットに「手に取ってもらえるような小冊子を」というセンターの狙いを達成できたことが大き

い。ガイダンスやシンポジウム等でも、最も手にとってもらえるデザインとなり、次世代を担う女子

学生に「研究者」という一つの選択肢を魅力的に伝えることに寄与したものと考えられる。 

 

●課題 

ポスドク、非常勤教員、学生等を含めた若手研究者へは共通の広報手段がなく、事業終了後も

ウェブサイトの存在をアピールする等、継続的な活動が必要である。 
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