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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。 

 

                                     2016.8.29  配信 第 23号 

 

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

 

8月 2日、本市の市長・副市長・教育長の 3人により愛媛県の自治体としては初のイクボス宣言が行わ

れました。四国の自治体としても丸亀市に次いで 2番目のイクボス宣言で、新居浜市総合戦略の基本目

標である「浜っ子を増やすため、結婚・出産・子育て支援の充実を図る」の実現のためには、男性の家事・子育

てへの参画や女性の社会的活躍、すべての人がワーク・ライフ・バランスを実現することが重要であり、トップ

として働き方改革に取り組む意気込みを示されたイクボス宣言でした。 

イクボスに要求されるものはなかなか厳しいですが、働き方見直しに取り組む姿勢を示すものとして、市内

の企業や団体におかれましても「チーム新居浜」として積極的なイクボス宣言のご検討をお願いいたします。 

新居浜市男女共同参画課 
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★市長・副市長・教育長が「イクボス宣言」を行いました！ 

市職員のワーク・ライフ・バランスなどへの理解を深めようと、本市の男女共同参画推進週間（8月 1

～7日）中の 8月 2日に、市の管理職約 80人を対象に、NPO法人ファザーリング・ジャパン理事の徳倉

康之氏による「イクボスが組織と地域を変える！」と題しての研修会が行われ、研修会終了後、石川勝

行市長・近藤清孝副市長・関福生教育長の 3人が「イクボス宣言」を行いました。 

石川市長は、「職員の私生活と仕事の両立を応援し、市内の企業や団体へも積極的に働きかける」など

とした宣言書を読み上げて署名し、「男性職員の育児・介護休業取得率向上や残業削減を図りたい」と述

べられました。今後は、課長以上の管理職約 90人も順次、宣言書を作り署名していく予定です。 

なお、今回のイクボス宣言は、愛媛県の自治体としては初めてです。 

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

⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-niihama-city.html 

 

★女性活躍等推進事業所 認証第 8号！ ～芙蓉海運株式会社～ 

8月 15日付けで「芙蓉海運株式会社」が新居浜市女性活躍等推進事業所としての認証事業所になりま

した。女性活躍等の取組としては、「男女にかかわらず、従業員一人ひとりがやりがいを持って働き続け
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られる職場環境づくりに取り組みます。」を宣言されています。 

認証書交付に当たって野間省一社長は、「形の上での平等を作るのではなく、子育て、介護や自分自身

の能力向上と仕事を両立させるために性別・勤務時間帯に関わらず、時間と資本を最大限の効果で運用

できるような環境を整えていきたいと思います。」とコメントされました。少子化、高齢化で、今後、小

さい企業ほど優れた働き手の確保が困難になると予想される中、芙容海運株式会社の先進的な取組が注

目されます。 

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

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

 

★「パパだってもっと楽しく子育てしたい！！」を開催します！ 

男性の育児参画推進事業として開催します。イクメンが当たり前と思われても「なんだかなぁ」とい

うパパ、仕事に育児に両立なんてできないというパパ、自分も一緒に楽しんで子育てしてみませんか？！ 

 【 開催日 】① 9月 4日（日）、② 9月 11日（日）、③ 9月 18日（日） 

時間はいずれも 10：30～12：00 

 【 内 容 】① 我が子を可愛く撮るスマホカメラ使いこなし術  

［講師］㈱スマイルメーカーズ 三木 清太郎 氏 

②パパと工作遊び 忍者吹き矢を作って遊ぼう！ 

［講師］NPO法人ファザーリング・ジャパン理事、㈱ファミーリエ 代表取締役 

    徳倉 康之 氏 

③家族で考える子どもの未来 

 ［講師］NPO法人ファザーリング・ジャパン顧問、大阪教育大学教育学部 准教授 

     小﨑 恭弘 氏 

 【 場 所 】別子銅山記念図書館 多目的ホール（新居浜市北新町 10番 1号） 

 【 参加費 】無料 

 【問合せ先 】新居浜市役所男女共同参画課 ℡：65-1233 Fax：65-1255 

e-mail： danjo@city.niihama.ehime.jp 

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

                                   

◇２ 制度施策紹介 

 

★中小企業のための女性活躍推進事業について 【厚生労働省】 

平成 28年 4月 1日から女性活躍推進法が施行されました。この法律は、女性が職業生活において、そ

の希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備する事を目的としています。この女性活躍推

進法により、一般事業主行動計画の策定・届出等が義務になっている大企業はもとより、中小企業にお

いても努力義務があることから、女性活躍の重要性を理解し、取組みを加速させていく事が重要です。 

本事業では、女性活躍推進に向けて取り組まれる中小企業の皆様の女性活躍推進法に基づく課題分析

や行動計画策定等に関し、全国で説明会を実施、皆様の参加を通して、実際の行動に一歩を踏み出して

いただく支援の場とします。また、電話でのご相談や、企業訪問による個別支援も実施いたします。 

⇒ http://l-boshi.com/ 

 

★Let'sさんかくアプリ〜男性の家事・育児に向けて〜 【内閣府男女共同参画局】 

 Social Buisiness Idea Contest 2014 特別奨励賞を受賞した学生のアイディアをヒントに、内閣府が

スマートフォンアプリを制作しました。「Let'sさんかくアプリ〜男性の家事・育児に向けて〜」は、男

性の家事・育児等への参画を進めるための支援アプリです。  

⇒ http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/home/menshousework/lets_sankaku.html 

 

★平成 28年度「新・ダイバーシティ経営企業 100選」の公募について 【経済産業省経済産業政策局】 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/joseikatuyakutousuisinnjigyousyoninnsyou.html
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ダイバーシティ経営とは、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供すること

で、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」のことで、これからの日本企業が競争

力を高めていくために、必要かつ有効な戦略といえます。 

経済産業省は、「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業」を表彰する「ダイバー

シティ経営企業 100選」（経済産業大臣表彰）を平成 24年度から実施しており、現在、平成 28年度の

公募を実施中です。 

応募期間は、9月 14日（水）までです。多くの企業からの応募をお待ちしております。 

⇒ http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/entry/index.html 

 

◇３ 各種情報 

 

★香川銀行が「イクボス企業同盟」に加盟！ 【イクボスドットコム】 

8月 11日に、株式会社香川銀行が 85社目の「イクボス企業同盟」加盟企業となりました。なお同社は

昨年 12月 12日に香川県内初のイクボス宣言を行っています。 

⇒ http://ikuboss.com/kagawabank-ikuboss-alliance.html 

 

★「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。社員が仕事

も家庭も大事にできる職場環境を整備する福島市のタカラ印刷株式会社では、性別に関係なく個人に焦

点を当てた人材育成・登用で社内の「人間力（＝仕事力）」が着実に向上しています。 

⇒ http://www.jcci.or.jp/cat298/2016/0810163116.html 

 

★神奈川県 ご当地イクボスの取組 【イクメンプロジェクト】 

 2016年 2月 10日、神奈川県黒岩知事をはじめ、副知事、企業庁長、教育長、警察本部長、各局長など

計 21名の県の幹部職員が「イクボス」になることを宣言。神奈川県は、知事をはじめ幹部職員一人ひと

りの強い決意のもと、全力で「イクボス」の推進に取り組んでいくことを誓いました。 

⇒ http://ikumen-project.jp/area/area32.php 

 

★埼玉県 ご当地イクメンの取組 【イクメンプロジェクト】 

 埼玉県には夫婦と子どもだけの核家族が多く、核家族での育児には父親の関わりが特に大切になって

います。そこで県では、交流イベントなどを通じて父親の育児を応援する取組を実施しています。 

⇒ http://ikumen-project.jp/area/area31.php 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★自然観察セミナー（にいはま環境市民会議主催）を開催します！ 【新居浜市役所環境保全課】 

 大島島内で野生の動植物とのつきあい方を学びます。自然観察に興味のある方の参加をお待ちしてい

ます 

  【日時】平成 28年 9月 10日（土）10時 30分～14時45分（少雨決行） 

  【場所】新居浜市 大島 

  【講師】NGOさんきら自然塾 水本 孝志 氏 

  【内容】午前 大島交流センター（旧 大島小学校）で座学 

午後 大島島内で観察会 

  【参加費】無料（往復の渡海船運賃(120円)、黒島港駐車料金(210円)は、個人負担です。） 

  【連絡先】新居浜市役所 環境保全課 

         TEL 0897-65-1512 FAX 0897-65-1255  e-mail hozen@city.niihama.ehime.jp 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/entry/index.html
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             （参加者の住所、氏名、電話（支障がなければ携帯電話）をお知らせください。） 

⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/shb.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。 

 

※このメールマガジンは、新居浜市ホームページの「男女共同参画課」に、「にいはま男女共同参画メー

ルマガジン」として掲載しています。 

 

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

 

 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 

 

  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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