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2021年度 研究支援員制度利用申請の募集について 
Application Call: 2021FY Research Support Personnel Program 

 

 

女性研究者支援センター 
Center for Women in Research 

 

本学教員への研究支援の一環として、下記のとおり 2021 年度研究支援員制度の利用申請を募集します。 

Research Support Personnel Program helps you to maintain your work-family balance. Please see the information 

below to apply for the program for the fiscal year of 2021. 

 

 

記 

 

１．目的（Outline） 

研究者が、研究時間の確保が難しい妊娠・出産・育児又は介護の時期にも研究等の職務を継続し、研究

力の向上を図るため、研究支援員の利用を通じて支援する。 

Research Support Personnel Program provides financial support to employ an assistant for OPU researchers’ work-

family balance. This program aims to make an environment that researchers can have enough time for research 

when they have life events such as pregnancy, child delivery, childcare, and nursing care of a family member. 

 

 

２．対象（Applicant Eligibility） 

申請対象 

（Applicants） 

申請条件 

（Requirements） 

支援内容 

（Provided support） 

専任教員 

（男女とも。任期付教員を含む） 

Faculty members 

*Both male and female, faculty 

members with limited-term are 

included 

下記いずれかの支援事由に該当する場合 

If you need any supports because of the 

reason below 

・妊娠・出産(Pregnant) 

・育児(Childcare） 

末子が小学校 6 年生以下 

(The youngest child has to be under 

the 6th grade in elementary school) 

・介護 

(Nursing care of a family member) 

 

研究支援員の利用時間 

：最大 10 時間／週 

Assistant serving time:  

For 10 hours in maximum 

per a week 

＊研究支援員の利用申請については、年度毎に審査を行う。 

Applications are reviewed every year. 

＊研究支援員の利用を決定した准教授以下の女性教員（テニュアトラック教員を除く）には、研究支援

としてメンターを配置する。 

Female faculty members using this program (excluding tenure-track members) will be supported by mentors. 

＊下記いずれかに該当する場合は、上記申請条件に限らず、中学校 3 年生までを対象とする。 

If you correspond to any of the following , not only the above application conditions but also the researchers who 

raise the child up to the third grade in junior high school can apply for the program. 

①身体障害者手帳、療育手帳の交付を受ける子供を養育する場合 

When raising a child to whom a physically disabled certificate or a certificate of rehabilitation is issued. 

②地方公共団体が実施する障がい児施策の対象になるなど、①と同等程度の障がいを有すると認めら

れた子供を療育する場合 
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When caring for a child who is recognized as having the same degree of disability as ①, such as being subject 

to measures for children with disabilities implemented by local governments. 

 

３．申請期間（Application Schedule） 

2021 年 4 月 1 日（木）～ 4 月 16 日（金）（必着） 

Thursday April 1, 2021 – Friday April 16, 2021 

(Applications submitted after the above deadline will not be accepted.) 

 

４．研究支援員（Assistant） 

大阪府立大学の非常勤教職員として雇用する。（事務補助員・技術補助員・特任支援員など） 

The Assistant will be employed as a temporary staff at OPU (Office assistant, Technical assistant, etc.) 

・業務内容は、研究者の研究、実験、その他業務についての補助業務。 

The assistant will support the applicant’s research, office work, etc. 

・原則として、採用・雇用の手続きは申請者が行う。 

In principle, the applicants have to recruit and employ an assistant by themselves. 

 

５． 研究支援員の利用開始時期（Start Date of Employment） 

2021 年 7 月 1 日以降 

From/later than July 1, 2021 

 

６．申請先（Submission） 

女性研究者支援センター（担当：巽・中山） 

Tatsumi, Nakayama, Center for Women in Research 

メールアドレス（Email）：r-support@ao.osakafu-u.ac.jp 

中百舌鳥キャンパス（Location ）：Building C4, Nakamozu Campus 

 

７． 提出書類（Documents for Application） 

・「2021 年度 研究支援員制度利用申請書」 

Application Form for 2021FY Research Support Personnel Program 

・「2021 年度 研究支援員必要度評価シート」 

Work-Family Balance Parameter Sheet for 2021FY Research Support Personnel Program 

・その他保険証、母子健康手帳など必要書類 

Other documents such as National Health Insurance Card, Maternal and Child Health Handbook etc. 

 

 

８． 審査・決定（Review Process） 

研究支援員の利用については、女性研究者支援室長、女性研究者支援センター長、女性研究者支援プロ

グラム運営委員等からなる審査会において、書類審査及び面談により決定する。審査結果は、2021 年 5

月下旬に申請者に通知する。 

なお、申請件数が多い場合は支援の必要度に応じて予算の範囲内で配分するため、研究支援員を利用で

きない場合もある。 

Applicants will be reviewed through the submitted documents and an interview by the review board consists of the 
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Chief Director of Center for Women in Research and the Program Management Board. Applicants will be notified 

of the result in late May 2021. 

Please note that we might not be able to accept all the applications in case the number exceeds the allowance of 

budget. 

 

９． その他（Others） 

・研究支援員の利用にあたっては、2021 年度事業予算の成立を前提とする。 

If 2021FY budget is approved, this program will be implemented. 

・科研費等の外部資金で研究支援員を雇用できる場合もあるため、来年度以降に外部資金の申請をする

際には、申請内容を検討すること。 

Before using this program, please try to include the costs for employing an assistant in the application for any 

external fund (i.e. KAKENHI). 

・申請者は、利用後に成果報告書を提出すること。 

Applicants must submit the research result report until the end of March, 2022. 

 

１０．問い合わせ先（Contacts） 

女性研究者支援センター（担当：巽・中山） 

Tatsumi, Nakayama from Center for Women in Research 

・受付時間： 月～金（祝日除く）9：30 ～ 17：00 

Office hours: Monday – Friday 9:30 am – 5:00 pm, except national holiday 

・受付場所： 中百舌鳥キャンパス C4 棟 

Location Building C4, Nakamozu Campus 

・Tel／Fax： (072)254 - 9856（内線(Extension)：5056） 

・E-mail： r-support@ao.osakafu-u.ac.jp 

 

以 上 


