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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向け、最新の情報や基本的な考え方などをお届け

しています。是非ご覧ください。 
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★「イクボストーーク！ ～働き方を変える、新居浜が変わる～」を開催します！！ 

 新居浜市は、今年 8月 2日に市長・副市長・教育長が、ワーク・ライフ・バランスの推進により働き

方改革の実現に取り組むため、イクボスになることを宣言しました。 

今回、イクボスについて知っていただき、市役所だけでなく、市内の事業所にも「チーム新居浜」と

して働き方改革に取り組んでいただくため、にいはま女性ネットワークが、公開定例会として開催しま

す。 

 ○日時：10月 4日（火）13：30～15：30（13：00開場） 

 ○場所：あかがねミュージアム 多目的ホール 

 ○内容：①市長・教育長とのトーク ②イクボス企業同盟加盟企業の取組紹介 

 ○申込・問合せ 新居浜市役所男女共同参画課 ℡：0897-65-1233 Fax：0897-65-1255 

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

 

★「新居浜市女性活躍等推進事業所」を紹介します！ 

新居浜市では、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境づ

くりを支援するために、昨年度から市内の事業所等を対象に「女性活躍等推進事業所認証制度」に取り

組んでいます。この事業は、事業所の規模に関わらず、自ら多様な分野において女性活躍に積極的に取

り組もうとする事業所を認証し、社内研修の講師派遣や各種情報の提供、また事業所の活動を広く情報

発信するなど、女性が活躍できる職場づくりを支援しようとするもので、現在 8社が認証事業所となっ

ています。各社の女性活躍等の推進に向けた取組をご紹介します。 

 ○お問い合わせ先 新居浜市役所男女共同参画課 ℡：0897-65-1233 Fax：0897-65-1255 

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

 

★中小企業者支援制度補助金をご活用ください！ 

 新居浜市では、人材確保、品質向上などを目指す企業・事業所を支援するための補助メニューを平成

27年度に引き続き平成 28年度も新設しております。中小企業者の皆様にご利用いただける補助メニュー

を紹介しますので、ぜひご活用ください。 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/boss.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoukigyou.html
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 ○お問い合わせ先 新居浜市役所産業振興課 ℡：0897-65-1260 Fax：0897-65-1305 

⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/monodukuri.html 

 

★平成 28年度地域エンパワーメントカレッジ（今治会場）受講生募集！ 【えひめ女性財団】 

 男女共同参画社会づくりを推進するため、えひめ女性財団が主催する連続講座です。愛媛県や開催市

町における男女共同参画の現状や取組、課題などを担当職員からお聞きするとともに、少子・高齢化の

進展の中で求められる地域づくり、人づくりを男女共同参画の視点から説く講義や落語・簡単笑いヨガ

等を実施します。 

○開催日：10月 14日（金）、10月 21日（金）、11月 4日（金） 

      時間はいずれも13時 30分～15時 30分 

 ○テーマ：第 1回（10/14）少子高齢社会の地域づくり・人づくり ～男女共同参画社会へ～ 

第 2回（10/21）心にゆとり 笑って健康 ～落語と簡単笑いヨガ～ 

      第 3回（11/4）私の町の「男女共同参画」 ～愛媛県と今治市の取組～ 

“農業”で個性を発揮する ～笑顔でつなぐ人・野菜～ 

 ○会 場：今治市伯方公民館 今治市伯方町木浦甲 1234 

 ○受講料：無料 

 ○対象・定員：県内在住の18歳以上の方 30名程度 

 ○申込締切：10月 4日（火）消印有効 

 ○申込方法：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 

⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/soshiki/2/tiikiec.html 

 

★縁結び事業「秋恋カップリング 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：11月 12日（土）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：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。 

⇒ http://niihama-hojinkai.jp/files/libs/535/201609081617235679.pdf 

 

★「働き方・休み方改革シンポジウム」を開催します！ 【厚生労働省】 

長時間労働の削減と年次有給休暇の取得促進は、従業員のワーク・ライフ・バランスと企業経営にプ

ラスとなる取組みです。特に近年、労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）、女性の活躍推進等の観点から注目されています。本シンポジウムでは、学識経験者による基調

講演、企業の取組事例の紹介、登壇者によるパネルディスカッションを通じて、改革を推進するために

参考になる情報をご提供します。 

【 概 要 】厚生労働省委託事業 平成 28年度働き方・休み方改革推進事業 

            主催：株式会社三菱総合研究所 運営協力：株式会社日本能率協会総合研究所 

            札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡の 7都市で開催 

【 開催日 】岡山市開催 11月 15日（火）13：30～16：30（12：30開場） 

 【 会 場 】岡山シンフォニーホール・イベントホール（岡山市北区表町 1-5-1） 

 【 参加費 】無料 

⇒ http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/021972.html 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/monodukuri.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/soshiki/2/tiikiec.html
http://niihama-hojinkai.jp/files/libs/535/201609081617235679.pdf
http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/021972.html
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◇２ 制度施策紹介 

 

★内閣官房に「働き方改革実現推進室」設置 【内閣官房内閣広報室】 

 平成 28年 9月 2日、安倍総理は、働き方改革実現推進室の開所式へ出席し、看板掛け及び職員への訓

示を行いました。 

⇒ http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201609/02kunji.html 

 

★山口県 ご当地イクメンの取組 【イクメンプロジェクト】 

 山口県では、男性はもとより、職場の上司、同僚等を含めた、男性が育児参加しやすい雇用環境づく

りに取り組む企業を奨励・支援する取組を行っています。 

⇒ http://ikumen-project.jp/area/area34.php 

 

★栃木県宇都宮市 ご当地イクボスの取組 【イクメンプロジェクト】 

 宇都宮市では、「誰もが働きやすいまち」を目指して、「うつのみや働きやすいまち」トップ会議の開

催、「イクボスリーフレット」の発行などの取組を行っています。 

⇒ http://ikumen-project.jp/area/area33.php 

 

◇３ 各種情報 

 

★女性活躍推進法に基づく「行動計画策定ツール（商工会議所版）」を無料で提供開始！  

【日本商工会議所】 

本ツールは、「一般事業主行動計画策定指針」に定められている要件を満たした行動計画の立案を、中

小企業が必要最小限の作業で実施できるようにすることを意図して作られています。 

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定およびその実施は、女性を含む多様な社員の活躍促進に注力

する会社であることを表明する手段として企業の人材獲得に役立つばかりでなく、社内の実態を客観的

に把握することにより、職場環境の改善や生産性の向上に向けた検討を進める機会となることも期待で

きます。 

⇒ http://www.jcci.or.jp/sme/labor/2016/0905090817.html 

 

★東京都の小池知事がイクボス宣言！ 【イクボスドットコム】 

9月 12日、小池百合子東京知事が都庁内の会議場に幹部職員を約 400人集め、イクボス宣言を行いま

した。小池氏は「残業は美徳だという意識を変えてほしい」と強調。その上で「上司が育休などに理解

を深め、部下が安心して子育てできる環境をつくってほしい。旗振り役を皆さんにお願いしたい」と訴

えました。 

集まった幹部職員は今後、それぞれの職場で「イクボス」を目指すことを宣言することにしています。 

⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-tokyo-to-chiji.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★「大ペルーアンデス文明展」開催中！ 

 新居浜市は、別子銅山の開坑以来「住友の聖地」と呼ばれています。そして、別子銅山繁栄の遺構は、

新居浜の近代化産業遺産群として広く知られ、「東洋のマチュピチュ」ともいうべき偉容を呈しています。 

本展覧会は、世界遺産として名高い「マチュピチュ」を擁するペルー・アンデスの歴史を紹介し、「新

居浜‐ペルー」友好の第一歩とするものです。 

 【会期】9月 10日（土）～10月 18日（火）9：30～17：00（入場は閉場の 30分前まで） 

 【会場】あかがねミュージアム 2階（新居浜市美術館） 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201609/02kunji.html
http://ikumen-project.jp/area/area34.php
http://ikumen-project.jp/area/area33.php
http://www.jcci.or.jp/sme/labor/2016/0905090817.html
http://ikuboss.com/ikuboss-tokyo-to-chiji.html
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 【入場料】一般 700円（前売券 500円）大学生以下と各種「障害者手帳」等をお持ちの方（介助者 1

名含む）は無料［証明書等をご提示ください］ 

 【お問い合わせ】あかがねミュージアム 0897-31-0305 

⇒ http://ncma-niihama.info/exhibition/exhibition_n.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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