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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。 

 

                                      2016.2.2  配信 第 17号 

 

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

＝＝＝◇目次◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◇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 

 

★「社会福祉法人ふたば会」が女性活躍等推進事業所として認証されました！ 

 2月 1日に「社会福祉法人ふたば会」が 4番目の女性活躍等推進事業所として認証されました。 

 社会福祉法人ふたば会は、「女性の職域拡大」、「女性管理職の増加」を女性活躍等の取組として宣言さ

れ、白石統括施設長からは、「福祉施設は女性中心で、女性が活躍していることは当たり前だと思ってい

ます。認証書を一番目立つところに掲示し、宣伝もがんばりたいと思います。」とのコメントをいただき

ました。 

 新居浜市では、女性活躍を推進するため、さらに啓発を図り認証事業所が増えるよう取り組んでまい

ります。 

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

○新居浜市女性活躍等推進事業所 

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

 

★女性活躍等推進事業所研修会を開催します！ 

 なぜ今、女性活躍なのか？女性優遇ではない、「女性活躍」とは？ 

経営戦略としての女性活躍について学びませんか。うまくいく企業の秘訣、中小企業が勝ち続けるた

めには、女性活躍が合理的な選択である理由がわかります。 

  ○開催日時：平成 28年2月 17日（水）13:30～15:30（受付 13:00～） 

  ○会場：別子銅山記念図書館多目的ホール 

  ○講師：株式会社ワーク・ライフバランス コンサルタント 田村 優実氏 

  ○申込方法：参加申込書をご提出いただくか、郵送・電話・メール・ファックスでお申し込みくだ   

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyouyunngou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoukigyou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
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さい。 

○お申込み・お問合せ先：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/jigyousyo2.html 

 

★男女共同参画社会づくり講演会を開催します!! 

 平成 3年 3月 16日に設立した新居浜市女性連合協議会の発足記念事業として、女性の地位向上と社会

参画を促進し、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的として開催しています。是非、ご来場くだ

さい。 

  ○開催日時：平成 28年3月 19日（土）13:30～15:00（開場 13:00） 

  ○場所：ウイメンズプラザ多目的ホール 

  ○講師：白井 文さん（前尼崎市長・人材育成コンサルタント） 

  ○講演テーマ：～意思決定の場に女性を～ 男女共同参画と私たちの未来 

  ○参加料：無料（整理券が必要です） 

       整理券は、男女共同参画課（市役所 2階）、ウイメンズプラザにあります。 

  ○主催：新居浜市女性連合協議会、共催：新居浜市 

  ○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/syakaidukuri.html 

 

★「次世代ネットワーク」のメンバーを募集しています！ 

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 

                                   

◇２ 制度施策紹介 

 

★えひめの女性が輝く社会づくり推進大会を開催します！ 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 働く、キャリアアップ、まちづくりなどについて、講演、ロビー展を開催します。 

   開催日時：平成 28年2月 23日（火）13時～16時15分（ロビー展 12時～16時 30分） 

   開催場所：愛媛県男女共同参画センター多目的ホール（松山市山越町 450） 

   内  容：○基調講演  

演題「地方から始まる、女性が輝く社会づくり―女性の活躍推進はなぜ必要か―」 

講師 大沢真知子氏（日本女子大学 人間社会学部 現代社会学科教授） 

        ○特別講演  

演題「自分らしく幸せに働くための秘訣」 

mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/jigyousyo2.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/syakaidukuri.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html
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講師 東 浩司氏（(株)ソラーレ代表、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン理事） 

        ○事例紹介 

         「えひめ女性活躍推進協議会」の取り組みや、「えひめ共働き支援キャンペーン」の実

施状況紹介など 

         司会進行：桐木陽子氏（松山東雲女子短期大学教授） 

        ○ロビー展 

         えひめ共働き支援フェア、愛媛県の先駆的事例のパネル展示 

参加料金：無料 

   定  員：先着 300名（事前申込制） 

   主催者：愛媛県県民環境部男女参画・県民協働課 

  詳細 ⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/event280223.html 

 

★平成 28年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズ募集！ 【内閣府男女共同参画局】 

平成 28年は、4月から女性活躍推進法が本施行となり、第4次男女共同参画基本計画における 5か年

間の初年度に当たります。この数年で進んできた女性の活躍を更に着実に進めていく節目の年です。 

女性のより積極的な暮らし方・働き方を推進するために、男性中心の意識や労働慣行の変革を促し、

多様な可能性を持つ社会を実現するためのキャッチフレーズを募集します。 

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

 

★女性活躍推進優良企業等表彰の受賞企業が決定！ 【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・団体を表彰する「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」について、平成27年度の受賞企業を

決定しました。 

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

 

◇３ 各種情報 

 

★父子手帳コーナー 【イクメンプロジェクト】 

 全国の父子手帳（イクメンのための育児ガイドブック）を紹介しています。 

  詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/fusi/fusi_list.php 

 

★「若者・女性の活躍推進」取組事例 【日本商工会議所】 

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。 

有限会社すこやか（東京都江東区） 

詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0120113835.html 

 昭和女子大学（東京都世田谷区） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0118172123.html 

 株式会社グリフィン（東京都千代田区） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0108100309.html 

 

★エンパワーメント・フォーラム 2016開催 【ワーク・ライフ・バランス推進会議】 

 女性の活躍推進を更に加速させ、組織の生産性向上につなげていくためには、どのような課題や対応

策があるのかを考えます。 

https://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/event280223.html
http://www.gender.go.jp/public/week/week.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/hyousyou-jyusyou.html
http://ikumen-project.jp/fusi/fusi_list.php
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0120113835.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0118172123.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0108100309.html
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日 時：2016年 2月 26日（金）14:30～17:00（交流会 17:15～18:30） 

会 場：ＫＫＲホテル東京（東京・千代田区）  

参加費：3,000円（交流会費・税込） 

定 員：150名 

詳細 ⇒ http://www.powerup-w.jp/empower/program/2016.php 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★平成 27年度 第 35回 新居浜こども美術展開催 

新居浜市内の小中学生の美術（平面・立体）、書道の展示です。 

開催日：平成 28年 2月 16日（火）～28日（日） 

時 間：9:30～17:00 

会 場：あかがねミュージアム 市民ギャラリー・展示室１ 

料 金：無料 

お問い合わせ：新居浜市美術館 

電 話：65-3580 

 

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。 

 

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

 

 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/ 

  

 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 

 

http://www.powerup-w.jp/empower/program/2016.php
http://www.gender.go.jp/
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/
http://www.positiveaction.jp/
http://ikumen-project.jp/index.html
http://www.comeback-shien.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/
https://www.facebook.com/niihamacity
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  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 

 

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

https://twitter.com/niihama_city
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp

