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岩手大学と岩手銀行は、事業所内保育所の設置運営について
相互協力及び連携します
2017 年 1 月 11 日、 岩 手 大
学において、岩手大学と岩手銀
行による、事業所内保育所の設
置運営に関する相互協力及び連
携協定締結式が行われ、岩渕明
学長と田口幸雄頭取が締結書に
署名しました。
本学では、男女共同参画推進宣言（2009 年 7 月）により、構
成員が仕事と生活を両立できる環境を整備し、職場における男女
共同参画を進めてきました。また、「男女共同参画社会実現に向け
て地域を先導する」ことを謳っています。岩手銀行も、女性活躍
推進において最高位の「えるぼし認定」を県内で初めて受ける等、
地域の男女共同参画を先導する事業主です。

新たに設置する事業所内保育所は、両者の職員・学生等の業務
や教育・研究、学業と子育てとの両立を支援する場となることは
もちろん、事業所内保育所設置のモデルとなり、地域の女性活躍
支援が進むことも期待して
います。保育所の設置によ
り子育て支援のボランティ
ア活動をする学生たちの活
動実践の場としての教育的
効果の向上も期待できま
す。早期開園を目指し、引
き続き、事業所内保育所設
置に取り組んでいきます。

１. 建設予定地
《事業所内保育所の運営イメージ》
盛岡市上田三丁目 113 － 2（自啓寮・同袍寮西側）
申請
２. 建物規模 木造平屋建 150㎡程度
連携
企業主導型
岩手大学
岩手銀行
３. 開 所 日 2017 年度中（予定）
保育事業
交付
運営助成金
４. 概
要
保育所の設置
●設置主体／国立大学法人岩手大学
業務委託
●共同利用企業／株式会社岩手銀行
●形
態／事業所内保育所
●運営時間／ 7 時 30 分〜 18 時 30 分
岩手大学・岩手銀行事業所内保育所（仮称）
●対象児童／生後 57 日から小学校就学の始期に
保育
業務受託者
入所児保護者
達するまでの乳幼児
●定
員／ 12 名

いわてイクボス共同宣言をしました

第2回 子育て支援フォーラムを開催しました

2017 年 1 月 18 日、岩手大学は、部下の仕事と家庭
生活の両立を推進する上司「イクボス」を目指す、
「いわ
てイクボス共同宣言」を行いました。
この取り組みは、岩手県と岩手県男女共同参画セン
ターの呼びかけに対し、意欲ある県内の 34 企業・団体
が応じたもので、いわてイクボスプロジェクトキックオフ
セミナー（県男女共同参画センター主催）で宣言されま
した。
この宣言では、働
き方の見直しを通じ
て部下の仕事と家庭
の両立を応援するこ
と、自らも仕事を充
実させつつ私生活を
大切にすることが謳
われています。岩手
大学は、この宣言に
より、働く環境の改
善への取り組みをさ
らに進めていきます。

岩手大学男女共同参画推進室では
1 月 31 日、
「第 2 回子育て支援フォー
ラム～育児と仕事の両立を可能とす
る働 き方とは～」 を 開 催しました。
このフォーラムは、行政施策や女性
活躍促進に関する取り組みが優良な
企業の事例を通じ、仕事と育児の両
立を可能とする働き方について、学内外の意識形成を図ることを目的
とし、学内教職員、学生、他大学、行政機関、民間企業、一般市民な
ど 46 名が参加しました。
事例紹介では、株式会社岩手銀行人事総務部主任調査役の漆沢隆文
氏、ホシザキ東北株式会社管理部総務課係長の高橋真弓氏から、先駆
的な取り組みが紹介されました。また、本学からは、事業所保育所設
置に向けて、岩手銀行との協定を締結したこと等を報告しました。
意見交換では、両立を可能とするための働き方として、
「業務の見え
る化や効率化の具体例に、仕事の優先順位を決める仕事の棚卸しや、
仕事を属人化せずに複数で共有する」ことや、組織全体での取り組み
として、
「構成員の意識醸成には非常に時間を要するが、理念や情報を
丁寧に発信し続け、共通理解を求めていく姿勢が重要」という意見が
ありました。
大学等における保育環境の在り方についての検討委員会委員の三角
幸三氏からは、
「岩手大学が地元企業との共同保育所設置のモデルを
提示したことの意義は大きい」とのコメントをいただきました。

子育て世代のためのランチ・ミーティングを開催しました
男女共同参画参画推進室では、子育て世代の教
職員等を主な対象とした、ランチ・ミーティング
を開催し、仕事と育児の両立のためのヒントを子育て経験者から
学ぶとともに、学内保育所設置検討進捗状況報告や、フリートー
クを行いました。
この取り組みには、子育て中の研究者（男女を問わず）や社会
人学生、さらに次世代育成サポーター（学生）など、多様な構成
員が参加し、それぞれの視点から具体的な保育ニーズが把握でき
ました。また、次世代育成サポーターおよび社会人学生にとっては、
様々な悩みを抱えつつも、研究・仕事と子育てを両立する研究者
のロールモデルを提供する機
会となりました。

第3回フリートークの様子

第3回報告者（工学研究科1年）

フリートークでは参加者どうしが共感し合う場面が多々あり、学
内での子育てネットワーク構築の場として、大いに寄与しました。
＊フリートークでの意見等を一部紹介します。
認可保育園の入所審査上、学生の優先順位が低い
ことから入所できず、家族が離れて生活している。
学内保育所の学生受入れ枠を拡充して欲しい。
（社会人学生）
男性の育児参加に対する理解を男女問わず広げて
いく必要性がある一方、男性自身も積極的に育児
休業を取得し、育児中であることを周囲にアピー
ルすることが効果的ではないか。 （男性研究者）
留学生は限定された期間での保育ニーズであるこ
とや、コミュニケーション対応への不安等から、
学内保育所設置への期待は高い。宗教食の提供や
関係書類の多言語対応などを要望したい。
（留学生）

両立支援取り組み紹介 「ぱるんkids’ウィンタースクール」
男女共同参画推進室で
は、2016 年 12 月 26 日 ～
27 日の 2 日間、教職員の子・
孫を対象とした「2016 年度
ぱるん kids’ウィンタース
クール」を開催しました。こ
の取り組みは、子や孫育て
中の教職員のワーク・ライフ・
バランス支援の一環として、2011 年度から実施しているものです。
今年度は初めての冬季開催でしたが、参加した 12 名の子どもた
ちは、次世代育成サポーター自主企画のアイスブレイクやニュース
ポーツ体験、環境学習、理科実験など多様なプログラムを楽しみ
ました。また、今年度も地域と連携した取り組みとして、地域の方々
を講師とする音楽体験プログラムを実施しました。
期間中は、学長認定された次世代育成サポーター（学生）が、
子どもの見守りや遊びのパートナーとして活躍しました。
●
●
●
●
●
●
●
●

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
人文社会科学部 浅沼道成先生［ニュースポーツ］
理工学部 高橋克幸先生［理科実験］
野崎智恵子さん［音楽体験］
東紀久子さん［音楽体験］
環境マネジメント推進委員会［エコキャンパスツアー］
次世代育成サポーター［アイスブレイク、見守り］
保健管理センター［救護］
ベビーシッタークラブすまいるマミィさん［保育］
＊［ ］はプログラム内容

ひろば
定期開放日のお知らせ

毎週金曜日／10時～13時

ワーク・ライフ・バランスや
キャリア形成についての相談、
情報交換などに
ご利用いただけます。
［予約不要］
★お昼時間は、どうぞ
お弁当持参でご利用ください。
（湯沸しポット・電子レンジ完備）

終了後に実施した保護者向け
アンケートでは「大変満足した」
「満足した」の回答が多く、この
取り組みへの高い満足度が伺え
ました。プログラムに協力した
学生の感想も合わせて、一部ご
紹介します。
◆ 共 働 きの 家 庭 であるが、
近年は小学生だけで留守
番をしてはいけないと学
校で定められているため、
大変助かった。
（教職員）
◆折り紙や風船など、持ち
帰って遊ぶものがあった
ことで、家族にもあんなことをしたよ、こんなことをしたよ、と
報告してくれました。
（教職員）
◆学生、教員、地域の方とさまざまな人がプログラムに関わって
いることが、子どもにとっていろいろな意味で有意義だったと思
います。学生（次世代育成サポーター）が熱心に子どもに関わっ
てくれていたこともありがたいと思いました。
（教職員）
◆プログラムの内容が盛りだくさんで、また大学ならではの内容も
多く（例えばエコキャンパスツアー、雷の実験など）
、とても良
い経験になりました。
（教職員）
◆サポートだけでなく、自分たちで企画、運営する機会がありとて
も勉強になった。
（学生）
◆子どもとの関わり方への理解が深まった。
（学生）

「ぱるんひろばfrirends」のご案内
「ぱるんひろば frirends」
（2014 年 7 月発足）は、ぱるん
ひろば登録者で構成された、利用者相互の親睦を図るための
自主団体で、現在の会員数は 15 名（保護者 6 名、
子ども 9 名）
です。
年 1 回 程 度 の 交 流 会で は、
これまでに、親子で作品づくり
「動物たちがおしゃれに変身！」
（第 1 回）や、親子で一緒に「世
界の国旗を知ろう」
（第 2 回）を実施しました。このような活
動を通じて、会員間の相互交流と学内における子育て世代の
ネットワーク構築を目指しています。ご関心がありましたら、
お気軽に男女共同参画推進室までお問い合わせください。

