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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、また、本市の男女共同参画社会づくりにご協力いた 

だける事業所の皆様に定期的に配信させていただいています。 

 

                                     2015.2.5  配信 第 8号 

 

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

   

２７年も早１か月が過ぎてしまいました。インフルエンザもA型、B型と予断も許せない状況です。 

 

２月２４日(火)に開催いたします「男女共同参画推進事業所研修会」の参加申込はお済でしょうか？ 

会場の準備のため、一応締切を２月１０日とさせていただいておりますが、それ以降でも対応させて 

いただきますので、多数の皆様の御出席をお願いします。 

 

大阪教育大学教育学部 准教授 小﨑恭弘氏には、「女性の活躍推進のために必要なこと！」 

～社会と家庭の絶妙バランス～をテーマとしてお話をいただくこととしております。 

 

小﨑氏は今話題の「男の子の本当に響く叱り方ほめ方」の著者でもあり、また、ＮＨＫ教育テレビ 

「すくすく子育て」でもご活躍中です。 

 

各企業・事業所の従業員研修の一環としてもご利用いただければと存じます。 

 

申込は、次の新居浜市ＨＰのチラシをご覧ください。 

 

 申込 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/life/27760_83323_misc.pdf 

 

なお、にいはま女性ネットワークの活動報告会も開催しますので、女性従業員の方、男性従業員の方も 

ご参加をお待ちしております 

 

“すべての女性が輝く社会づくり”のため、皆様とご一緒に取り組んでいきましょう 

 

 

http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/life/27760_83323_misc.pdf


                                 新居浜市男女共同参画課 
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◇ ＜ニュース＞ 

 

  ●女性の政策・方針決定参画状況 

国の審議会等における女性委員の参画状況 

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 

独立行政法人等女性参画状況調査 

【内閣府】（2015年 1月） 

 

    国家公務員の女性管理職（本省課室長相当職以上）3.3％、女性指定職 2.8％ 

    民間企業の女性管理職 7.5％ 

    独法等の女性管理職は 13.1％、役員は 5.8％ 

    都道府県の審議会等女性委員は、初めて 30％を超え 

 

   ⇒ http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/index.html 

 

●平成 27年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズ募集！【内閣府】（2015年 1月） 

   「身近な女性の活躍を地域ぐるみで応援するキャッチフレーズ～女性の力を活かして元気な地域 

社会をつくるために～」をテーマに、キャッチフレーズを募集します。 

（応募期間：1月 13日～2月 28日） 

 

   ⇒ http://www.gender.go.jp/public/week/week.html 

 

  ●えひめ女性のチャレンジ支援サイトについて（愛媛県） 

   愛媛の女性のチャレンジを支援する総合情報サイトとして、「働く」「キャリアアップ」「起業」 

「ボランティア」など、様々な分野にチャレンジしたいと考えている女性が、各種支援機関の情報 

や講座・イベントなどについて、効率的に入手できるようにしたものです。 

 

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/index.html
http://www.gender.go.jp/public/week/week.html


   ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/toppage.html 

 

  ●「ダブルインカム（共働き）支援キャンペーン」について（愛媛県） 

   共働き家庭におけるライフステージに応じた切れ目のない支援を通じ出生率の向上に資するため、 

県民及び県内事業所を対象に、男女ともに働きやすく、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備や 

女性の労働参加を促進するための情報発信や支援を行うキャンペーンを行っています。 

 

   キャンペーン期間：平成２６年１２月１６日～平成２７年３月末 

 

 ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h15200/wincome/campaign.html 

 

●労働条件に関する情報発信を行うポータルサイトを開設【厚生労働省】（2014年 11月） 

   Ｑ＆Ａや法令・制度の紹介のほか、行政の取組などを紹介 

 

   ⇒ http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ 

 

 

◇＜制度施策紹介＞ 

 

●「くるみん」取得企業数 2,000 社を達成【厚生労働省】（2014年 12月） 

   次世代育成支援対策推進法の認定マーク「くるみん」を取得した企業が 2,000 社に達しました。 

 

   ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069384.html 

 

●「総務省いきいきパパ・ママ PT提言」の公表【総務省】（2014年 12月） 

   すべての職員が、安心して、結婚・出産・子育てと、仕事とを両立できる、霞が関においてトッ 

プランナーとなるような環境を整備するため、「総務省いきいきパパ・ママ PT」（座長：長谷川総務 

大臣政務官）を開催してきました。このたび、提言が取りまとめられました。 

 

 ⇒ http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000354.html 

 

●女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業の取得状況のフォローアップ 

【内閣官房内閣人事局人事院】（2014年 12月） 

   育児休業の取得状況  

新たに育児休業を取得した男性職員は 366人、取得率 2.8％（前年度から 0.8ポイント増） 

新たに育児休業を取得した職員の休業期間の平均は、13.8月（男性 2.9月、女性 15.2月） 

 

 ⇒ http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/h261219_followup.pdf 

http://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/toppage.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/wincome/campaign.html
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●今後の長時間労働対策について【厚生労働省】（2014年 12月） 

   長時間労働対策のポイント 

    ・都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置し、地方公共団体等の協力を得つつ、各局 

幹部による企業経営者への働きかけを行うとともに、地域全体における働き方の見直しに向け 

た気運の醸成に取り組むこと。 

    ・時間外労働が月 100時間を超える事業場等への監督指導を徹底するとともに、厚生労働省本 

省がインターネットを監視して収集した、過重労働が疑われる企業等の情報を監督指導等に活 

用すること。 

    ・メンタルヘルスの一層の向上に向けてストレスチェック制度の周知等に取り組むこと。 

 

   ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069512.html 

 

●「仕事と育児カムバック支援サイト」開設【厚生労働省】（2014年 12月） 

   育児休業からの円滑な職場復帰、育児などのために離職していて仕事と育児を両立しながらの再 

  就職を支援するサイトが開設されました。 

 

    【コンテンツ】 

      ・育児休業の取得・復帰に役立つ情報の提供 

      ・再就職のためのセミナー・イベントのお知らせ 

      ・地域の再就職情報・保育所情報などの検索 

      ・育児休業の取得・復帰や再就職を経験された方の体験談やパートナーからのメッセージ集 

      ・よくある質問コーナー 

      ・メールでの相談対応 

      ・利用者同士が交流できる掲示板 

 

   ⇒ http://www.comeback-shien.jp/ 

 

  ●平成 25年版働く女性の実状【厚生労働省】（2014年 12月） 

    労働力人口は 女性が 38 万人増加、男性が 16 万人減少 

    Ｍ字型カーブの底（35～39 歳）の労働力率が 1.9 ポイント上昇 

    「25～29 歳」「30～34 歳」の有配偶者の労働力率上昇幅大  

 

   ⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/13.html 

 

  ●今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会【厚生労働省】（2015年 1月） 

   12月、1月開催した研究会の資料が公表されています。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069512.html
http://www.comeback-shien.jp/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/13.html


   ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=129068 

 

  ●「保育士確保プラン」の公表【厚生労働省】（2015年 1月） 

   「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施のため、「保育士確保プラン」を策定しました。 

 

   ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070943.html 

 

  ●「お父さんの育児手帳」の作成【山口県】（2014年 12月） 

   男性の育児参加に対する意識を高め、育児参加を促し、誰もが安心して生み育てられる環境づくり 

を推進していくため、「お父さんの育児手帳」を作成しました。 

 

⇒ http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13300/ikujitechou/ikujitechou.html 

 

  ●平成 26年度「ゆとりチャレンジ」実施報告【佐賀県】（2014年 12月） 

   佐賀県では、ワーク・ライフ・バランス推進の一環として、10月 1日（水）から 11月 30日（日） 

の間で、ノー残業デーや年次有給休暇取得促進などの労働時間短縮に取り組んでいただくことを宣言 

し、実施していただく『ゆとりチャレンジ』を実施しました 

   

   ⇒ http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_63897/work-life-valance/_85797.html 

 

  ●職場環境実態調査【広島県】（2014年 11月） 

   職場環境の実態を把握するため、毎年県内の本所事業所 2,500社の事業主を対象に調査を実施して 

います 

 

   ⇒ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ouensaito-sub/1301988336586.html 

 

  ●ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果【公益社団法人経済同友会】（2014年 12月） 

 

   ⇒ http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2014/141225b.html 

 

◇＜講演会情報＞ 

 

●厚生労働省委託事業 セミナー・個別相談会 

「パートタイム労働者の活躍に向けた職場づくり―パートタイム労働法の改正を契機に―」 

 日時: 2月 23日（月）13:00～16:00 

 場所：TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター カンファレンスルーム 6C 

    （大阪府大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル 6F） 

 講師：佐野 嘉秀 （法政大学経営学部 教授） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=129068
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070943.html
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http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_63897/work-life-valance/_85797.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ouensaito-sub/1301988336586.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2014/141225b.html


 

  詳細 ⇒ http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2015/parttime_osaka.html 

 

  ●「生産性向上事例セミナー」【主催：厚生労働省】 

   日時：2月 18日（水）14:00～16:00 

   場所：福岡ＴＫＰ博多駅前シティセンター８階ホールＡ 

   講演：「生産性向上の勘所」トーマツイノベーション（株） 

      企業における生産性向上の事例紹介 など 

 

    詳細 ⇒ http://www.seisanseikojo.jp/ 

 

  ●明日のビジネスを担う女性たちの全国交流会ｉｎ東京 

   日時：2月 23日（月）18:30～21:00 

   場所：学士会館 

   内容：パネルディスカッション 

パネリスト兼コーディネーター 

        永峰 好美氏（株式会社読売新聞東京本社 編集委員）       

パネリスト          

        有馬 充美氏（株式会社みずほ銀行 執行役員）             

        昌子久仁子氏（テルモ株式会社 取締役 上席執行役員）              

        堤 ひろみ氏（富士重工業株式会社 執行役員） 

 

    詳細 ⇒ http://www.jiwe.or.jp/tabid/274/Default.aspx 

 

  ●第 2回男女共同参画推進事業所研修会  （主催：新居浜市） 

   日時：2月 24日(火)13:30～15:30 

   場所：別子銅山記念図書館 多目的ホール 

   講師：小﨑恭弘（大阪教育大学 准教授） 

   テーマ：女性活躍推進のために必要なこと！～社会と家庭の絶妙バランス～ 

    

○活動発表会：にいはま女性ネットワーク「女性リーダー像を探る！！！」 

 

申込締切：2月 10日(火) 

   問合せ：新居浜市市民部男女共同参画課（TEL0897-65-1233） 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27760 

 

  ●新居浜市女性連合協議会発足 24周年記念 

http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2015/parttime_osaka.html
http://www.seisanseikojo.jp/
http://www.jiwe.or.jp/tabid/274/Default.aspx
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=27760


男女共同参画社会づくり講演会 

   日時：3月 14日(土) 

   場所：ウイメンズプラザ多目的ホール 

   講師：桂あやめ（落語家） 

 

◇＜新居浜市イベント情報＞ 

 

  ●第 34回新居浜こども美術展 

日程：平成 27年 2月 5日（木）～2月 13日（金）（2月 9日（月）休館） 

場所：新居浜市立郷土美術館 

市内の小中学生による作品展を開催いたします。 

 

 詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=28262 

 

  ●２０１４年度差別をなくする市民の集い～ハート FULL新居浜～の開催について 

   日時：2月 11日（水）13時 00分開場 13時 30分開演 

   場所：新居浜市市民文化センター大ホール 

   内容：第１部 「新居浜少年少女合唱団による合唱」 

      第２部 人権啓発劇「ホットカフェ」  

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=28510 

 

  ●新居浜文化協会創立６５周年記念事業東儀秀樹コンサート 

   日時：3月 22日（日）14時開演（13時半開場） 

   場所：文化センター大ホール 

   出演者：東儀秀樹（篳篥奏者） 

   チケット：全席自由 3,000 円 

 

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=28456 

 

 

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

 

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

 

 えひめ女性のチャレンジ支援サイト 

                http://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/toppage.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/ 

 

 仕事と育児カムバック支援サイト 

                http://www.comeback-shien.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 
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    ＦＡＸ ０８９７－６５－１２５５ 

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

 

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