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                          ◆◇◆ にいはま 男女共同参画メール ◆◇◆ 

 

                                                                 新居浜市男女共同参画課 

 

 このメールマガジンは、「男女共同参画社会づくりに関する事業所アンケート」にご回答いただ 

き、今後ご協力をいただける事業所のご担当者様に、定期的に配信させていただきます。 

 

                                     2014.9.25  配信 第３号 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 ◎ 参加者を募集します。 

 

 ワーク・ライフ・バランスの推進や育児や介護の両立支援に向け、国においては各種制度が設定され 

ております。 

 

 事業所に勤務する従業員が、仕事と家庭（子育て・介護等）の両立が容易にでき、また、男女が共に 

働きやすい職場環境づくりを推進するため、市内の事業所の経営者、事業所責任者及び人事等担当者向 

けの研修会を開催いたします。 

 

 演 題：  働き方改革が企業を救う 

              ～ワークライフバランスこそ、生き残り戦略～ 

 

 講 師： 内閣府少子化対策政策推進チームリーダー 

      （東レ経営研究所研究部長） 

        渥 美 由 喜（なおき） 氏 

 

 開催日： 平成 26年 10月 31日（金）13:30～（2時間程度） 

 

 会 場： 別子銅山記念図書館 多目的ホール 

 

 主 催： 新居浜市  

 後 援： 公益社団法人 新居浜法人会 

 

 申込み：  新居浜市市民部男女共同参画課ホームページから参加申込書をダウンロードいただき 

      ＦＡＸ、e-mail等で申し込みください。 

       



      参加申込書 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27760 

 

 

                                 新居浜市男女共同参画課 

 

＝＝＝◇ＭＥＮＵ◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◇１ ニュース 

◇２ 制度施策紹介 

◇３ 企業事例紹介 

◇４ 講演会情報 

◇５ 新居浜市イベント情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◇＜ニュース＞ 

  ●パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために」（平成 26年度版）＜内閣府＞ 

   男女共同参画の基本となる法律・歴史・現状のデータ等を分かりやすく解説するパンフレット 

  の最新版を作成しています。 

 

    ⇒ http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/index.html 

 

  ●全国の女性社長、まだ７・４％ 目立つ「夫の後継社長」＜産経新聞 2014/8/7＞ 

   全国の株式会社と有限会社の社長約１１７万５千人のうち、女性社長は約８万７千人（7.4％） 

  にとどまることがわかった。 

   業種別、「美容業」が 35．1％。２位の「化粧品小売り」（34・4％）３位は「老人福祉業」（29.9％） 

   就任経緯、「同族継承」が 50.9％、「創業」は 34.7％ 

   「内部昇格」は男性が 11.5％に対し、女性は 7｡9％。 

 

  ●第 3回「ビジネスパーソン 1000人調査」働き方に関する意識アンケート結果＜日本能率協会＞ 

   男性は 4人に 1人が「女性の活躍」イメージ持てず。 

   仕事のやりがいを感じている人 53.7％。 

 

    ⇒ http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=269 

 

  ● 

◇＜制度施策紹介＞ 

  ●「仕事」と「介護」の両立ポータルサイト【内閣府】 

   ・働く人のための「介護休業制度」 

   ・介護の基礎知識 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27760
http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/index.html
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   ・お役立ち情報リンク集（介護保険制度、高齢者福祉制度 他） 

   ・統計データ 

 

    ⇒ http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ryouritsu/index.html 

 

  ●パートタイム労働法の改正について【厚生労働省】（2014年 8月） 

   パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パート 

  タイム労働法が変わります。（施行日は平成 27年 4月 1日） 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html 

 

 

◇＜企業事例紹介＞ 

  ●女性の活躍「見える化」サイト【内閣府】 

   役員・管理職への女性の登用、仕事と生活の両立推進等に関する情報を、業種別に整理して 

  （平成 26年 1月より）公表しています。 

     

    ⇒ http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/mierukasite.html 

 

  ●グッドプラクティス企業【厚生労働省】 

   ポジティブ・アクションに取り組む企業 14社の好事例について紹介しています 

 

    ⇒ http://www.positiveaction.jp/webmag/2014/vol14/goodpractice/index.html 

 

◇＜講演会情報＞ 

  ●明日のビジネスを担う女性たちの全国交流会 in 大阪 

    10月 15日（水）18:30～21:00 場所 大阪国際会議場 １０階会議室 

    内容：パネルディスカッション＆交流会 

       葛西 順子氏（株式会社ワコール 執行役員） 

       中野 秋代氏（株式会社サカイ引越センター 専務取締役） 

       冨士ひろ子氏（株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員） 

       岩田喜美枝 （公益財団法人２１世紀職業財団 会長） 

 

    詳細 ⇒ http://f.msgs.jp/r/c.do?15Z_v0_N_kyx 

 

  ●ひろしまイクメンサミット 2014【主催：広島県】 

    10月 19日（日）13:30～16:40 場所 サテライトキャンパスひろしま 

    内容 基調講演 蟹瀬誠一氏（国際ジャーナリスト・キャスター） 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ryouritsu/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
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            青野慶久氏（サイボウズ株式会社代表取締役） 

       シンポジウム 

            蟹瀬氏、青野氏、広島県知事、同盟メンバー 

    対象 企業経営者、企業の人事労務担当者など 120名 

 

    詳細 ⇒ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ikumen/info-001.html 

 

  ●働き女子の夢をかなえるキャリアアップ公開講座 

    10月 25日（土）13:00～15:30 場所 北九州市立男女共同参画センター ムーブ 

    内容：講演 

      「女性はもっと活躍できる―より会社を元気に、より人生を豊かに―」 

         岩田喜美枝 （公益財団法人２１世紀職業財団 会長） 

 

      スペシャル対談 

         野村 浩子氏（淑徳大学文学部表現学科 教授） 

         岩田喜美枝 （公益財団法人２１世紀職業財団 会長 

    詳細 ⇒ http://www.kitakyu-move.jp/jigyou/2865.html 

 

    ●全国男女共同参画宣言都市サミット【宝塚市】 

    11月 14日（金）10:30～17:00 場所 宝塚ホテル 

    テーマ 宝塚から新たなる一歩を～響き合って、共に未来へ～ 

    基調講演 「格差社会を超えて～女性の力で未来を拓く」 

    講師 同志社大学大学院教授 浜 矩子 

 

    詳細 ⇒ 

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/?PTN=ofc&OOM=2&ofcd=01030201000000&Regid=5249 

 

  ●ワーク・ライフ・バランスセミナー ＜愛媛県・愛媛県法人会連合会＞ 

    平成 26年 11月 19日（水） 13：30～16：30  （受付）13：00～ 

    場所：東京第一ホテル松山  2階 『コスモゴールド』 

    内容：基調講演 『ワーク・ライフ・バランス ～組織として考える両立支援～』 

          大阪教育大学教育学部 准教授 

          NPO法人ファザーリング・ジャパン顧問  小崎恭弘 氏   ほか 

 

  ●えひめ男女共同参画フェスティバル 2014 基調講演（エンパワーメントカレッジ公開講座) 

    11月 30日（日）13:30～15:00 場所 愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール 

    テーマ「自分らしく生きる～ヒロインの意志を描く漫画家として～」 

    講師 漫画家 里中 満智子 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ikumen/info-001.html
http://www.kitakyu-move.jp/jigyou/2865.html
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    詳細 ⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/site/event/fesuta2011.html 

 

    

◇＜新居浜市イベント情報＞ 

  有給休暇の取得促進に努めましょう 

 

  ●新居浜市民体育祭第４５回記念大会 

   10月 5日(日) 開会式 9:30～ 記念事業 10:10～（予定）  

   場所：市民体育館 

   記念講演：石黒由美子氏(北京オリンピック シンクロナイズドスイミング日本代表) 

 

   詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=21887 

 

    ○ふれあいスポーツの部：10月 5日(日) 13:00～16:00 

     場所：新居浜工業高等専門学校（第１体育館・第２体育館） 

     種目：カローリング スマイルボウリング シャフルボード（校区対抗戦） 

 

    ○競技スポーツの部：10月 12日(日)､13日(月･祝)を中心として実施 

     場所：新居浜市内の体育施設 

     種目：バレーボール ほか 24種目 

      

     詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/life/21887_60079_misc.pdf 

 

  ●生き生き幸せフェスティバル・ボランティアフェスティバル 

   10月 5日(日) 9:30～14:30 場所：総合福祉センター(ふれあいプラザ) 

    10:00～11:00 愛媛県警察音楽隊による演奏会 

    各種団体による体験会、展示、販売 

 

   詳細 ⇒ http://www.n-syakyo.jp/archives/community/perm/00209.html 

 

  ●新居浜太鼓祭り 

   10月 15日(水)～18日(土) 

 

   詳細 ⇒  http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/life/7311_81170_misc.pdf 

 

  ●第 64回新居浜市美術展覧会 

    10月 25日(土)～10月 30日(木)  日本画・書道・デザイン・版画・華道 
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    11月  1日(土)～11月 6日(木)  洋画・写真・工芸（陶芸・美術工芸・彫塑立体） 

        場所：新居浜市立郷土美術館 第１～６展示室（１～２階） 

    時間：9:30～17:30 ＊10月 30日（木）と 11月 6日（木）は 16:00まで 

 

  ●鈴木大（すずきまさる） ピアノソロライブ 

    11月 2日（日）14：00開演（13：30開場） 

    場所：マリンパーク新居浜 2Fオーシャン・ウィンディホール 

     

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27568 

 

  ●平成 26年度えひめ権利擁護セミナーinにいはま 

   11月 7日(金)10:15～16:30 場所：総合福祉センター(ふれあいプラザ) 

   講演 「その人らしく暮らせる権利を守るために」 

   講師 岩間信之氏(大阪市立大学大学院教授) 

   シンポジウム 「社会的孤立を予防するために」ほか 

 

    詳細 ⇒ http://www.n-syakyo.jp/data/community/files/tirashi.pdf 

 

  ●全国「にいはま倶楽部」愛媛交流会 

    平成 26年 11月 27日（木） 19時～21時 （受付開始 18時 30分） 

    場所：東京第一ホテル松山 ２階 コスモホール 

    内容：末岡照啓 氏（住友史料館副館長、新居浜市広瀬歴史記念館特別顧問）による講演 

       （演題「世界とつながる別子銅山」）ほか 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27564 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 内閣府男女共同参画局     http://www.gender.go.jp/ 

 

 愛媛労働局雇用均等室      

   http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukinntou.html 

 

 愛媛県男女参画・県民協働課  http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html 

   

 愛媛県男女共同参画センター  http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/ 
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  公益社団法人 新居浜法人会    http://niihama-hojinkai.jp/ 

 

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ------------------------------------------------- 

 

 仕事と生活の調和推進ホーム  http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html 

 

 ダイバーシティ経営企業 100選 http://www.diversity100sen.go.jp/index.html 

 

 イクメンプロジェクト     http://ikumen-project.jp/project/index.php 

 

 ポジティブ・アクション    http://www.positiveaction.jp/ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---niihama-----niihama-----niihama-----niihama-----niihama-----niihama-----niihama---------- 

 

  ～リアルタイムに情報発信中～新居浜市政や魅力を発信しています。 

 

  新居浜市ホームページ      http://www.city.niihama.lg.jp/ 

 

---niihama-----niihama-----niihama-----niihama-----niihama-----niihama-----niihama---------- 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◇◇ 発行 新居浜市市民部男女共同参画課 ◇◇ 

 

   〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号 

    ＴＥＬ ０８９７－６５－１２３３ 

    ＦＡＸ ０８９７－６５－１２５５ 

    e-mail  danjo@city.niihama.ehime.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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