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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。 

 

                                     2015.7.10  配信 第 11号 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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◇１ 募集＆事業のご案内 

◇２ 制度施策紹介 

◇３ 各種情報 

◇４ 新居浜市イベント情報 

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

 

◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度スタート！  

 

メルマガ第 10号で紹介いたしました「新居浜市男女共同参画推進事業所認証制度」は、ポジティブ・ 

アクションの普及促進を図る「新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度」として、スタートすることと 

いたしました。事業所や団体等で女性の活躍推進への取組を宣言していただき、女性の能力を活かす活 

動に積極的に取り組んでいただきたいと考えておりますので、改めて事業の概要をご紹介します。 

▼厚生労働省 ポジティブ・アクション ⇒ http://www.positiveaction.jp/ 

 

女性活躍等の推進に向けた自主的な活動に積極的に取り組もうとする事業所・団体等を「女性活躍等 

推進事業所」として認証し、広報や必要な情報の提供等を通してその活動を支援するとともに、取組事 

例を広く紹介することにより、市全体で女性の活躍を推進する気運の醸成を図ることを目的として、「新 

居浜市女性活躍等推進事業所認証制度」を創設します。 

  

 対  象： 市内に活動拠点を有し、事業活動を行う事業所等 

  

 要    件： 次のいずれかの取組を行っていること 

       ・仕事と家庭・地域生活の両立支援の取組 

       ・男女が共に働きやすい職場環境づくりに向けた取組 

       ・女性の能力の活用に向けた取組 

       ・働く場における女性の活躍推進に向けた取組 

 

 手 続 き： 新居浜市女性活躍等推進事業所認証申請書を提出 

http://www.positiveaction.jp/
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 有効期間： 認証日から起算して３年間 

 

 ●「女性活躍等推進事業所」として認証されると、市から「認証書」が交付されるとともに、 

  ○市政だより、市のホームページ等を活用した、事業所名や取組内容等の広報 

  ○女性の活躍推進に関する国や県の制度、先進企業の事例紹介、各種講演会の開催情報等、 

   各種情報の提供 

  ○宣言達成に向けた事業所内研修会の講師費用の支出、講師の紹介 

などの支援が受けられます。 

 

  今年度は、平成２７年７月１３日から平成２８年３月３１日までの期間で実施します。 

 

  詳細につきましては、順次、市ホームページにアップしていきますので、ご期待ください。 

  新居浜市男女共同参画課 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ 

 

  「女性活躍等推進事業所」として認証されることで事業所のイメージアップを図り、また、 

宣言達成のため、事業所・団体等において、女性の活躍推進に向けた自主的な活動に積極的に 

取り組んでいきましょう。 

 

★男性の育児参画推進事業「パパだってもっと楽しく子育てしたい！！」 参加者募集！ 

 

 イクメンが当たり前と思われても「なんだかなあ」というパパ、仕事が忙しいパパ、頑張っているつ 

もりだけどなんか違う？というパパ・・・子育ては期間限定です。どうせならもっと楽しみませんか。 

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西のイクメンたちが、コツを伝授します。 

  

 【 開催日 】① ８月２３日（日）、② ９月１３日（日）、③ １０月４日（日） 

時間はいずれも１３：３０～１５：３０ 

 【 内 容 】① 前半：子育て夫婦のパートナーシップ、後半：パパのための絵本読み聞かせ講座 

② FJK直伝！ウケるパパ遊び 

③ 教えて！小﨑先生～子供の育ちと関わり方＋すくすくタイム 

 【 場 所 】ウイメンズプラザ３階多目的ホール 

 【 参加費 】無料 

 【 託 児 】託児はありませんが、会場内に簡易キッズコーナーを設置（２回目は除く）しています。 

お子さんの飲物、おもちゃ、ベビーカーなど、必要に応じて持込可 

 【 対象者 】メインは未就学児童を持つパパですが、プレパパも歓迎いたします。ママも一緒にご参 

加いただけます。②はお子さんと一緒にどうぞ 

 【 申 込 】電話、FAX、メールで、お申込みください。（第１回の締切は、８月１４日（金）） 

 【 申込・問合せ先 】男女共同参画課 ℡：６５－１２３３ Fax：６５－１２５５ 

e-mail： danjo@city.niihama.ehime.jp 

 

★平成２７年度地域エンパワーメントカレッジ（新居浜会場） 受講生募集！ 

 

 今年９月に新居浜市で実施する、平成２７年度地域エンパワーメントカレッジ（新居浜会場）の受講 

生を募集します。この講座は、地域の様々な分野への積極的な男女共同参画の促進を図るため、様々な 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp


3 

 

テーマで男女共同参画社会を考えるものです。 

 

  ○開催日：９月３日（木）、９月１０日（木）、９月１７日（木） 

        時間はいずれも１３時３０分～１５時３０分 

  ○テーマ： 第１回（9/3）社会の変化・家族の変化 ～男女共同参画社会～ 

        第２回（9/10）心にゆとり 笑って健康 ～落語と簡単笑いヨガ～ 

        第３回（9/17）私の町の「男女共同参画」、ギフト～私を育ててくれた男女共同参画～ 

  ○会 場：ウイメンズプラザ２階視聴覚室 

  ○受講料：無料 

  ○対象・定員：県内在住の１８歳以上の方 ３０名程度 

  ○募集期間：７月３０日（木）～８月２７日（木） 

  ○申 込：受講案内中の申し込みハガキ、または電話、FAXでお申し込みください。 

  ○申込・問合せ先：愛媛県男女共同参画センター 〒791-8014 松山市山越町４５０番地 

        ℡：０８９－９２６－１６３３ Fax：０８９－９２６－１６６１ 

 

★にいはま女性フォーラム‘１５（新居浜市男女共同参画推進週間事業） 

 

 男女共同参画社会の実現に向けて、積極的な啓発活動を行うことにより市民等に広く男女共同参画の 

趣旨を周知し、市民等の関心と理解を深め、女性の地位向上と社会参画を促進する目的で開催します。 

 大勢の方のご来場をお待ちしています。 

 

  ◆開催日：８月１日（土） ９時３０分～１５時 

  ◇場  所：新居浜ウイメンズプラザ 

  ◆主  催：新居浜市女性連合協議会（共催 新居浜市） 

  ◇内  容：（１）団体活動紹介、展示（２）ふれあいバザー（３）余剰品販売（４）呈茶席 

       （５）わくわく楽しい親子クッキング教室（６）健康コーナー 

       （７）講演会（13：30～15：00）演題「歯・口腔のケアが健康寿命を延ばす」 

講師 松木 建二さん（医療法人松木歯科クリニック 理事長、新居浜市歯科医師 

会 前会長） 

                                   

◇２ 制度施策紹介 

 

★平成 27年版男女共同参画白書を閣議決定・公表しました。 【内閣府】 

今回の白書では、「地域の活力を高める女性の活躍」をテーマに、女性の活躍の現状や男女の仕事と 

暮らしについて、都道府県別の状況を明らかにしながら、それぞれの地域が女性の活躍を通じて活力 

を高めていくための課題等を整理しています。また、各分野における男女共同参画社会の進捗状況、 

政府が昨年度に講じた施策及び今年度に講じる施策を明記しています。 

概要版 ⇒ http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/gaiyou/index.html 

全体版 ⇒ http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/index.html 

 

★静岡県三島市 ご当地イクメンの取組 【厚生労働省】 

 三島市では「子育てにやさしいまち」を目指し、夫婦で子育てしやすい環境づくりに取り組んでい 

ます。 

詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/area/area21.php 

 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/gaiyou/index.html
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/index.html
http://ikumen-project.jp/area/area21.php
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★千葉県千葉市 ご当地イクメンの取組 【厚生労働省】 

千葉市では「男性が子育てして楽しいまち」を目指し、男性を対象にした子育て支援事業を実施し 

ています。 

詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/area/area20.php 

 

◇３ 各種情報 

 

★女性活躍加速のための重点方針 2015 【すべての女性が輝く社会づくり本部】 

詳細 ⇒ http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/pdf/20150626honbun.pdf 

 

★地域における女性の活躍に関する意識調査を公表しました。 【内閣府】 

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

     

★「イクボス」必要性学んで。県庁で管理職ら 妊婦の対応など研修 【読売新聞】 

詳細 ⇒ http://www.yomiuri.co.jp/local/kochi/news/20150624-OYTNT50133.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

    

★第 58回にいはま納涼花火大会 

四国最大級の花火大会。スターマインなどの大輪の打ち上げ花火が夜空を彩り、美しい仕掛け花火が

川面に映えます。 

  日時 7月 31日（金）19：30～21：00 雨天等により中止になった場合は、8/3（月）、8/4（火）、 

8/5（水）に順次延期 

  場所 国領川河川敷（平形橋北側） 

  問合せ先 新居浜商工会議所 0897-33-5581 新居浜市運輸観光課 0897-65-1261 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/hanabi.html 

 

★ＮＨＫジュニアスポーツセミナー「夢をあきらめない」 

サッカー元日本代表選手で、ＮＨＫサッカー解説者の福西崇史さんが、ご自身の経験を振り返りなが

ら、“いかにして日本代表選手に選ばれたか”や、“夢を実現するために大切なこと”について、当時の

エピソードやサッカーの技術解説を交えながらお話しいただきます。 

日時 7月 31日（金）13：30～15：00 

  場所 あかがねミュージアム多目的ホール 

  講師 福西崇史さん 

  問合せ先 ハートネットワーク 0120-642-246 

   

★第 35回にいはま夏まつり  ”音と光のファンタジー” 勇壮・華麗 太鼓台の競演 

  開催日 平成 27年 8月1日（土）12：00～21：00、8月 2日（日）16：00～21：00 

  詳細 ⇒ http://n-akindo.com/natumaturi.html 

 

新居浜市では今後ともさまざまな施策を実施することにより意識の醸成を図り、男女共同参画社会 

の実現に向けた取組を推進してまいります。 

 

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

http://ikumen-project.jp/area/area20.php
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/pdf/20150626honbun.pdf
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/chiiki_ishiki.html
http://www.yomiuri.co.jp/local/kochi/news/20150624-OYTNT50133.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/hanabi.html
http://n-akindo.com/natumaturi.html
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 内閣府男女共同参画局     http://www.gender.go.jp/ 

 

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

  

 （公財）えひめ女性財団    http://www.ehime-joseizaidan.com/ 

 

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

 

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

 

 ～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/ 

 

  新居浜市公式フェイスブック  https://www.facebook.com/niihamacity 

 

  新居浜市公式ツイッター      https://twitter.com/niihama_city 

 

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

 

◇◇ 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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