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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。 

 

                                     2014.10.29  配信 第４号 

 

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

 

男女共同参画社会づくりに関する事業所アンケート結果について 

 

 平成２６年７月４日～１８日に実施しました 男女共同参画社会づくりに関する事業所アンケート 

結果を公表しています。 

 回収率は５６．２％となっております。（対象事業所338事業所、回収事業所190事業所） 

  

主な内容としまして 

・ 10年前と比較して、責任ある職務に就く女性が増加した事業所、勤務年齢が伸びた事業所 

が多くなってきています。 

・ 女性を積極的に活用するため、業務に必要な知識や能力、資格取得のため性別に関係なく研修を実施 

したり、積極的に女性の採用や登用を行こない、人事考課基準を明確に定めています。 

・ ワーク・ライフ・バランスの認知度としては、48％程度と高くはない。 

・ また、推進するため必要なこととして、制度を利用しやすい雰囲気づくり、制度の周知、各種研修の 

 実施が多く挙げられています。 

・ 今後、市に期待することとして子育て環境の整備、介護保険施設やサービスの充実が多くあげられて 

 いるほか、制度や参考事例等の情報提供、先駆的事業所の紹介、研究会等の機会の提供などのほか、認 

定制度の創設や研修に要する費用の助成となっております。 

 

 今後、この結果を踏まえ、取組を進めていきます。 

 

                                 新居浜市男女共同参画課 

 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/life/27959_82059_misc.pdf 
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◇＜ニュース＞ 

  ●「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が閣議決定されました。(10/17) 

       豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営 

もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要である。 

そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進する。 

  

 ・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること 

 ・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との 

 円滑かつ継続的な両立を可能にすること 

 ・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。  

 

    ⇒ http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf 

 

  ●「すべての女性が輝く社会づくり推進室」の発足(10月 15日) 

     「女性が輝く社会」をつくることは、安倍内閣の最重要課題のひとつです。 

 すべての女性が、その生き方に自信と誇りを持ち、活躍できる社会づくりを進める。 

    ⇒ http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/#c004 

 

  ●「イクメン企業アワード 2014」・初の「イクボスアワード 2014」受賞企業決定! 

      10月 17日に開催したイクメン推進シンポジウムで表彰されました。 

    イクメン企業アワード 2014 受賞企業 

     グランプリ  アース・クリエイト有限会社（岐阜県）  

     特別奨励賞  昭和電工株式会社 （東京都） 

            住友生命保険相互会社 （東京都） 

            株式会社千葉銀行 （千葉県） 

            日本生命保険相互会社 （大阪府） 

            株式会社日立ソリューションズ （東京都） 

            株式会社丸井グループ （東京都） 

イクボスアワード 2014 受賞者 

http://www.gender.go.jp/link/about_danjo_olink/olink_law_cas.html
http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/#c004


 グランプリ  株式会社セプテーニ  クリエイティブ部部長 金原高明 氏 

株式会社ルミネ  取締役 開発企画部部長 橋本範文 氏 

     特別奨励賞  グラクソ・スミスクライン株式会社  安全性管理部部長 大石純子 氏 

            株式会社テレワークマネジメント  代表取締役 田澤由利 氏 

            日本生命保険相互会社  浜松支社支配人支社長 三木勝也 氏 

 

    ⇒ http://www.ikumen-project.jp/symposium2014/index.php 

      

●男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし（リーフレット）【厚生労働省】 

 

  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/ikuji_kaigo.pdf 

 

  ●「平成 26年版労働経済の分析通称「労働経済白書」）」を公表【厚生労働省】 

    

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057451.html 

   

  ●国民生活に関する世論調査【内閣府】 

    ・「時間のゆとりがある」とする者の割合が 66.6％ 

・「働く目的はお金を得るため」と答えた者の割合 51.0％ 

・「自由時間をもっと増やしたい」と答えた者の割合が 37.7％、 

・「収入をもっと増やしたい」と答えた者の割合が 48.3％ 

 

    ⇒ http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-life/index.html 

 

  ●平成 25年雇用動向調査結果の概況【厚生労働省】 

    理由別の離職率は、「結婚」、「出産・育児」、「介護・看護」などによる「個人的理由」が 10.8％ 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/14-2/index.html 

 

  ●「あかるい職場応援団」ポータルサイト【厚生労働省】 

 

    ⇒ http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/ 

 

  ●「待機児童解消加速化プラン」集計結果を公表【厚生労働省】 

    ・加速化プラン参加自治体数    454 市区町村 

    ・加速化プラン不参加自治体数  1,288 市町村 

    ・保育拡大量（平成 25・26 年度） 約 19.1 万人 
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    ⇒ 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000057812.pdf 

   

◇＜制度施策紹介＞ 

  ●平成 27年 4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタート 

   主な取組み 

(1) 幼稚園と保育所のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及を図ります。 

(2) 保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします。 

(3) 幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て、支援の量の拡充や質の向上を進めます。 

(4) 子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり支援します。 

 

    ⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ 

 

●「子ども・子育て支援新制度 なるほど BOOK（平成 26年 9月改訂版）」（子ども・子育て支援新制度 

のパンフレット）【内閣府】 

 

 ⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2609.html 

 

●女性の活躍状況の「見える化」 

   独立行政法人等における女性登用状況等「見える化」が加わりました 

 

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

 

  ●仕事と介護の両立支援対応策モデル【厚生労働省】 

   ・取組のアイディアとして様々な企業の取組事例 

・仕事を持ちながら介護をしている方の両立事例の紹介 

    介護離職を予防するための職場環境モデル 

     ～仕事と介護を両立できる働き方の方策～ 

仕事と介護の両立モデル ～介護離職を防ぐために～ 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html 

 

●「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」 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000057812.pdf
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   ・介護の基礎知識 

   ・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 

 

◇＜企業事例紹介＞ 

  ●平成 26年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業決定【厚生労働省】 

   ＜厚生労働大臣優良賞＞  

    均等推進企業部門（１社）         中外製薬株式会社 

    ファミリー・フレンドリー企業部門（６社） 有限会社ＣＯＣＯ－ＬＯ 

                         住友生命保険相互会社 

                         東京海上日動火災保険株式会社 

                         三井住友海上火災保険株式会社 

                         ブラザー工業株式会社 

                         株式会社広島銀行 

 

       ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000058840.html 

 

●休暇を積極的に楽しもう！「ポジティブ・オフ」運動 取組事例を掲載中！【観光庁】 

 

     日本ヒューレット・パッカード株式会社 

⇒ http://www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/torikumi/page02_000032.html 

 

●「若者・女性の活躍推進」～中小企業のためのポータルサイト～」を開設【日本商工会議所】 

 

  ⇒ http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/ 

 

   取組事例 株式会社南武（東京都） 

  ⇒ http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/leadership/2014/1016174813.html 

 

●えひめ子育て応援企業：両立支援の取組事例集（愛媛県） 

 

  ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h30500/kosodateouenkigyou/documents/jireisyu.pdf 

 

◇＜講演会情報＞ 
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  ●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 

 

    詳細 ⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/site/event/fesuta2011.html 

 

  ●厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー2014 愛媛県 

    「安心」して「働く」ためのルール ～使用者と労働者の約束事＝「労働契約」とは～ 

    2015年 1月 16日(金) 

    場所：ひめぎんホール本館 3 階 第 5・7 会議室 

    募集：2014年 11月下旬以降募集開始 

 

    詳細 ⇒ http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20140905.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 

 

  ●「えひめ国体・えひめ大会パネル展」 

   11/1（土）～3（月・祝）9:00～18:00 

   場所 フジグラン新居浜 

   ○みきゃん登場予定時間：10:00､12:00､14:00、16:00 

 

    詳細 ⇒ http://www.ehimekokutai2017.jp/kokutai/schedule/2014/11/003689.php 

 

  ●広瀬歴史記念館特別企画展『広瀬宰平と近代日本』 

   期間 11月 1日（土）から 12月 10日（水）まで 

   時間 9時 30分から 17時 30分まで (受付 17時まで) 

   場所 新居浜市広瀬歴史記念館 展示館 

 

http://www.ehime-joseizaidan.com/site/event/fesuta2011.html
https://goo.gl/maps/4fj1F
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20140905.html
http://www.ehimekokutai2017.jp/kokutai/schedule/2014/11/003689.php


    ○記念講演会「広瀬宰平と近代日本」 

     11月 8日(土)13:30～15:00 

     場所 高齢者生きがい創造学園 

     講師 末岡 照啓 氏（住友史料館副館長・広瀬歴史記念館特別顧問） 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=15715 

 

  ●ゆらぎの森～もみじ祭り～ 

   11月 2日（日）10:00～15:00 

   場所 森林公園ゆらぎの森 パーゴラ内 

内容 あめごの塩焼き、おでん、うどんなどの出店や、別子山・新居浜の物産販売、ステージでの 

琴、尺八の演奏やアマチュアバンドの演奏など 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=22373 

 

  ●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 

 

  ●新居浜市議会 「市民との意見交換会」 

   11月 20日(木)19:00～20:30 

   場所：新居浜ウイメンズプラザ３階 多目的ホール 

   内容：議会報告（議会審議状況等） 

      意見交換（議会や市政について意見交換） 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=25026 

 

  ●響きを感じて 高見信行 トランペットの調べ／開館プレイベント Vol.4 

   11月 22日（土）14：00開演（13：30開場） 

   場所：新居浜市市民文化センター 中ホール 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27884 

 

  ●全国「にいはま倶楽部」愛媛交流会 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=15715
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    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/ 

  

  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/ 
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http://ikumen-project.jp/project/index.php
http://www.positiveaction.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/
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