
1 

 

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

 

◆◇◆ 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。 

 

                                     2015.12.16  配信 第 15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としての認証第１号は、社会福祉法人 三恵会です！ 

 新居浜市では、女性活躍等に向けた自主的な活動に積極的に取り組む事業所・団体等を認証し、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

全体で女性活躍を推進する気運の醸成を図ることを目的とするため「新居浜市女性活躍等推進事業所認

証制度」を始めました。 

 女性活躍等推進事業所としての認証第 1号は、社会福祉法人三恵会で、11月 30日に三恵会本部にて認

証書の交付式が行われました。 

 社会福祉法人三恵会は、「職場風土の改善」、「女性管理職の増加」を女性活躍等の取組として宣言され、

メンター制度の導入や、会議や各種プロジェクトへ女性を参加させるとともに積極的な発言や提案を求

めるなど、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んでおられます。 

 新居浜市では、女性活躍を推進するため、今後も認証事業所を増やしていけるよう取り組んでまいり

ます。 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zigyousyo.html 

○新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度について 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html 

 

★「にいはまリーダーズスクール」の受講生募集！ 

現在リーダーの方はもちろん、これからリーダーになる方、リーダーを応援したい方も対象に、女性

も男性もみんな今よりもう少し生き生きと働き、学び、遊び、育み、地域で自分らしく楽しく暮らして

いくためにはどうしたら良いかを考える「にいはまリーダーズスクール」。 

5年目の今年も、これからのあなたに役立ついろいろなヒントが満載です。 

〈開催日〉第 1回 平成 28年1月 24日（日）、第 2回 2月6日（土）、第 3回 2月 20日（土） 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zigyousyo.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
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時間は、3回とも 13時～16時（3回連続講座） 

〈場所〉総合福祉センター（ふれあいプラザ） 

〈申込方法〉ハガキ・電話・メール・ファックスでお申し込みください。 

〈申込締切〉平成 28年 1月8日（金） 

〈問合せ先〉男女共同参画課 ℡：65‐1233 Fax：65‐1255 

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

 詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ri-da-5bosyuu.html 

 

★「次世代ネットワーク」のメンバー募集中！！ 

まなび（ワーク・ライフ・バランスなどについての講座への参加）、あそび（男女共同参画課が主催す

るイベントへの協力）、であい（メンバー同士の交流）などの活動を通じて、自分を変えてみませんか。 

今後の男女共同参画社会づくりを担う独身男女の自己啓発をお手伝いする事業です。 

 【対象】新居浜市の在住・通勤している入社 10年未満程度の独身男女、18歳から 30歳代まで 

     原則月に 1回の定例会に参加できる方（講師の都合により昼間開催の場合もありますが、基

本的に平日夜間に開催） 

 【申込方法】申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送・ファックス・メールで男女共同参画課まで送

付してください。 

【問合せ先】男女共同参画課 ℡：65‐1233 Fax：65‐1255 

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

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html 

                                   

★女性活躍推進優良企業等（えひめの女性が輝く『ひめリット』事業所）表彰事業に係る表彰対象事業

所の公募について 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 女性の登用など女性活躍推進に関する優れた取組みを行っている企業・団体等を表彰し、優良事例と

して広く紹介することにより、企業・団体等における女性活躍の取組意欲を高め、具体的な取組を促進

することを目的として実施します。 

  詳細 ⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/hyousyou.html 

 

★縁結び事業「冬恋カップリング PARTY」の開催 【新居浜商工会議所、（公社）新居浜法人会】 

 結婚を前向きに考えている25歳から 40歳位の独身の男性の方（新居浜市在住または新居浜市に勤務

する男性優遇）、25歳から 40歳位の独身の女性の方は、えひめ結婚支援センターのメルマガ無料登録に

登録のうえご参加いただけます。 

  ○開催日：2016年 2月 6日（日）15時～19時 30分（受付 14時 30分～） 

  ○会 場：リーガロイヤルホテル新居浜 

  ○定 員：40名（男女各 20名） 

  ○参加費用：男性 4,500円、女性 3,500円 

  ○申込方法：えひめ結婚支援センターのホームページをご覧ください。 

詳細 ⇒ http://niihama-hojinkai.jp/files/lib/1/60/201407140922325022.pdf 

 

◇２ 制度施策紹介 

 

★第 46回男女共同参画会議が開催されました。 【内閣府男女共同参画局】 

「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的な考え方について（答申）」が取りまとめられ

ました。 

mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ri-da-5bosyuu.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/hyousyou.html
http://niihama-hojinkai.jp/files/lib/1/60/201407140922325022.pdf
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  詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijisidai/ka46-s.html 

 

★女性活躍推進に関する自主目標の設定について 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 少子高齢化や労働力人口の減少が進む中、女性の活躍は重要であることから、事業主の方が自主目標

を立てて計画的に取り組もうとする際に作成・報告していただくための「女性活躍推進に係る自主目標

設定状況報告シート」及び「女性活躍推進に係る自主目標設定シート」を定めました。 

  詳細 ⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/jisyumokuhyou.html 

 

★えひめ男女共同参画のためのロールモデル 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 愛媛県内の様々な分野で活躍されている男女のロールモデルの方々を紹介しています。 

  詳細 ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h15200/rolemodel/ 

 

★あなたの町に、職場に伺います！・・・「出前講座」随時募集中 【公益財団法人 えひめ女性財団】 

 男女共同参画について学習したいけど、講師やテーマで悩んでいる・・・・そんな方はいませんか？ 

 出前講座は、テーマや日時など皆さんのご要望に応じて、財団職員が講師として出向き共に学び合う 

講座です。 

  詳細 ⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/demae.html 

 

◇３ 各種情報 

 

★一般事業主行動計画公表サイト（両立支援のひろば） 【厚生労働省】 

 仕事と家庭の両立支援を積極的に進めている企業の取組や一般事業主行動計画等を紹介しています。 

  詳細 ⇒ http://www.ryouritsu.jp/hiroba/ 

 

★第 17回「イクメンの星」を募集します！！ 【イクメンプロジェクト】 

 2016年 1月 22日（金）までに投稿してくださった方の中から、第 17回「イクメンの星」を選定しま

す。育児の楽しさ、難しさ、仕事と育児を両立するための工夫等、皆さんの体験談の投稿をお待ちして

います。 

  詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/ikumen_star/invite_17.php 

 

★(株)朝日新聞社 が「イクボス企業同盟」に加盟しました！ 

【特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン】 

 マスコミでは初の加盟です。 

詳細 ⇒ http://ikuboss.com/asahishinbun-ikuboss-alliance.html 

 

★イクボス宣言しました！ 【特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン】 

 吉村美栄子 山形県知事らがイクボス宣言 

  詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-yamagata-ken-chiji.html 

 全国初！千葉市と市内事業所が「産・官・学」イクボス共同宣言 

詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-chiba-city.html 

 石井隆一 富山県知事がイクボス宣言 

  詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-toyama-ken-chiji.html 

 

★「若者・女性の活躍推進」取組事例 【日本商工会議所】 

http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijisidai/ka46-s.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/jisyumokuhyou.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/rolemodel/
http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/demae.html
http://www.ryouritsu.jp/hiroba/
http://ikumen-project.jp/ikumen_star/invite_17.php
http://ikuboss.com/asahishinbun-ikuboss-alliance.html
http://ikuboss.com/ikuboss-yamagata-ken-chiji.html
http://ikuboss.com/ikuboss-chiba-city.html
http://ikuboss.com/ikuboss-toyama-ken-chiji.html
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日本商工会議所では、中小企業における若者・女性の活躍推進を支援するため、「若者・女性活躍推進」

情報ポータルサイト内で、先進的・継続的に取り組む中小企業の好事例を発信しています。 

株式会社タニタハウジングウェア（東京都板橋区） 

詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1118174309.html 

 株式会社古田土経営 グループ（東京都江戸川区） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1117163000.html 

 サラヤ株式会社（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1109173213.html 

 

★女性登用 30％ 政府断念 20年度目標、分野別数値に 【毎日新聞】 

詳細 ⇒ http://mainichi.jp/articles/20151204/k00/00m/040/106000c 

 

★『火花』編集者も登場! 今年活躍した｢働く女性｣は? 【マイナビニュース】 

  詳細 ⇒ http://news.mynavi.jp/articles/2015/12/10/womanoftheyear/ 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

     

★第 22回みんなの消費生活展の開催 

「みんなで創ろう住み良いまち」を目標に、安全安心な生活のためにできることを一緒に考えていき

ます。数多くの出展団体が生活の知恵や安全安心なくらしのためにできることを、テーマごとに分けて

教えてくれます。実演コーナーなどで、楽しみながら消費生活について学んでみることもできます。こ

れを機会に私たちの生活の中の安全安心を意識してみましょう。 

  日 時：平成 28年 1月 16日（土）10時～16時 

  場 所：銅夢にいはま 

  主 催：第 22回みんなの消費生活展実行委員会、新居浜市 

  お問い合わせ：消費生活センター（新居浜市役所 2階） ℡：65‐1253 Fax：65‐1255 

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

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/syouhi/seikatuten22.html 

 

★あかがね新春寄席 古今亭菊志ん独演会 

出 演：古今亭菊志ん・柳貴家雪之介・芸乃虎や志一門 

日 時：平成 28年 1月 13日（水）開場 18：30／開演 19：00、21：00終了予定 

場 所：あかがねミュージアム多目的ホール 

料 金：（全席自由）前売 2,000円/当日 2,500円 ※チケットの払い戻しは致しかねます。ご了承

ください。 

お問い合わせ：あかがねミュージアム 

電 話：31‐0305 

詳細 ⇒ http://www.akaganemuseum.jp/date/2016/01/13/?post_type=event 

 

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://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1118174309.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1117163000.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1109173213.html
http://mainichi.jp/articles/20151204/k00/00m/040/106000c
http://news.mynavi.jp/articles/2015/12/10/womanoftheyear/
mailto:syouhi@city.niihama.ehime.jp
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http://www.akaganemuseum.jp/date/2016/01/13/?post_type=event


5 

 

 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/ 

 

 ポジティブ・アクション情報ポータルサイト http://www.positiveaction.jp/ 

 

 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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