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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★新居浜市イクボス育成研修会を開催します! 【新居浜市男女共同参画課】 

 

＜テーマ＞ 「働き方改革最前線」イクボスで離職率ダウン 業績アップ↑↑ 

労働力人口が減少していく中、優秀な人材を確保し企業が生き残っていくためには、ワーク・ライフ・

バランスの実践による働き方改革が急務となっています。そのため、新居浜市では「イクボス」の普及

拡大を図り、男女が共に働きやすい職場環境をつくり、働きながら私生活も充実できることで、男女そ

れぞれの個性や能力が尊重され、活躍できる社会の実現を目指しています。当研修会では、ＮＨＫ「ク

ローズアップ現代」で特集され、ＡＥＲＡ「日本を突破する 100人」に選出されるなど、多数メディア

に登場され、ワーク、ライフ、ソーシャルという三本柱で、バランスのとれた「ハイブリッド人生」を

楽しんでこられた元祖イクボスの川島高之氏に、経営戦略として「イクボス」を実践するためのポイン

トを伝授していただきます。 

 ○開催日時：平成 29年 3月 24日（金）10:00～12:00（受付 9:40～） 

 ○場所：別子銅山記念図書館 多目的ホール 

 ○講師：川島 高之 氏（NPO法人コヂカラ・ニッポン代表、NPO法人ファザーリング・ジャパン理事） 

 ○参加料：無料（事前に申し込みが必要です。申込書を郵送、電話、e-mailにてお申し込みください。） 

 ○申込締切：平成 29年 3月 14日（火） 

 ○申込・問合せ先：〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番 1号 

新居浜市役所 市民部男女共同参画課 ℡：0897-65-1233 Fax：0897-65-1255 

e-mail：danjo@city.niihama.ehime.jp 

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

 

★縁結び事業「春恋カップリング PARTY」を開催します！ 【新居浜商工会議所】 

 

 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：平成 29年 3月 12日（日）15：00～19：30（受付 14：30～） 

 ○会 場：リーガロイヤルホテル新居浜 新居浜市前田町 6番 9号 TEL：0897-37-1121 

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


2 

 

 ○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。 

 ○主催：新居浜商工会議所 TEL：0897-33-5581 共催：（公社）新居浜法人会 

詳細 ⇒ http://www.niicci.or.jp/latest_information/201701182622/ 

 

◇２ 制度施策紹介 

 

★愛媛県版イクボス「ひめボス」推進キャンペーンを実施しています！ 

【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 

人口減少・少子高齢化社会において、働き方改革や女性活躍は経営戦略の一環であり、長時間労働の

削減や柔軟な働き方の実現など男女ともに働きやすく、働きがいのある職場環境の整備は地域や経済の

活性化に資する取組です。そのため、県ではトップへの意識改革として愛媛県版イクボス「ひめボス」

を推進することとし、知事自らの宣言を通じて、庁内管理職への普及はもとより、市町と連携して推進

することで、県内事業所にも波及させ、更なる愛媛の活性化を目指します。 

【期間】平成 29年 1月～3月（3月をひめボス推進強化月間とします） 

 【内容】 1月 27日の知事の「ひめボス宣言」をスタートとして、県幹部職員が宣言をし、さらに、2

月 15日の県・市町連携推進本部会議の場で、県・市町が合同宣言をすることとしており、県

内自治体が連携して発信することで、広く県内事業所、ひいてはオール愛媛に「ひめボス」

の浸透を図ります。キャンペーンでは、県と全 20市町がえひめ女性活躍推進協議会等と連携

し、企業や団体等に呼び掛け、ひめボス宣言事業所が増えるよう取り組んで行きます。 

 【お問い合わせ先】県民環境部男女参画・県民協働課 〒790-8570 松山市一番町 4-4-2 

          TEL：089-912-2332  FAX：089-912-2444 

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

 

★平成 29年度女性のチャレンジ賞候補者を募集しています！ 【内閣府男女共同参画局】 

 

内閣府では、多くの国民に個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を身近に感じてもらえるよう、

「女性のチャレンジ賞」の表彰を実施しており、平成 29年度も、一般の方からの他薦を募集します。 

起業、NPO法人での活動、地域活動等にチャレンジすることで輝いている女性個人、女性団体・グループ

及びそのようなチャレンジを支援する団体・グループ等を顕彰し、チャレンジの身近なモデル等を示す

ことにより男女共同参画社会の実現のための機運をさらに高めるため、あなたの知っている、チャレン

ジし、輝いている女性、団体・グループを是非御紹介ください。 

【表彰の対象】（1）女性のチャレンジ賞 4件程度 （2）女性のチャレンジ支援賞 1件程度 

（3）女性のチャレンジ賞特別部門賞 3件程度 

 【応募締切】平成 29年 3月 3日（金）まで（必着） 

 【応募方法】応募フォームより必要事項を入力し送信してください。 

 【問合せ先】内閣府男女共同参画局総務課 女性のチャレンジ賞担当 

〒100-8914 東京都千代田区永田町 1-6-1  TEL：03-5253-2111（代表） 

FAX 03-3581-9566 

詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/public/commendation/women_challenge/boshu.html 

 

★日本全国の「イクメン」と「イクボス」に関する取組を紹介します！ 【イクメンプロジェクト】 

 

①長野県長野市 ご当地イクメンの取組 

長野県長野市では、すべての子どもに良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支

http://www.niicci.or.jp/latest_information/201701182622/
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援することを目的に、『マタニティセミナー（両親学級）』の開催、『ながのわくわく子育てメール』の配

信など、子ども・子育て関連の制度の充実に取り組んでいます。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/053/ 

 

②山形県 ご当地イクボスの取組 

山形県では、『やまがた企業イクボス同盟』の設立や 『やまがたワーク・ライフ・バランス リーデ

ィングカンパニー育成事業』を実施するなど、県内の企業向けにワーク・ライフ・バランス推進に向け

た様々な取り組みを進めています。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/052/ 

 

③沖縄県 ご当地イクボスの取組 

沖縄県では、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業の認証を行う等、認知度を高めるた

めに様々な取組を行っております。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/051/ 

 

◇３ 各種情報 

 

★愛媛県の中村知事ほか県幹部 25名が “愛媛県版イクボス”「ひめボス」宣言 【イクボスドットコム】 

 

平成 29年 1月 27日、愛媛県の中村時広知事をはじめ、県副知事、教育長、警察本部長含む県幹部 25

名がイクボス宣言を行いました。「ひめボス」とは、“愛媛県版イクボス宣言”のこと。今回の知事自ら

の宣言を機に、これから地元企業や団体などに輪を広げて愛媛の活性化を目指し、2月中には 20市町と

の合同宣言を行う予定です。 

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

 

★女性社員育成に関する調査結果概要を公表しました 【日本生産性本部】 

 

公益財団法人日本生産性本部はこのほど、第 8回「コア人材としての女性社員育成に関する調査」の

結果概要を公表しました。女性社員の活躍推進を経営方針などで明文化している企業は33.2％で前年よ

り 10.2ポイント増加。女性社員の活躍推進の効果は、「女性社員の仕事意識が高まる」（50.1％）が約半

数でトップ。次いで、「ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが進む」（49.9％）、「組織風土の変化」

（47.5％）、「優秀な人材を採用できる」（46.5％）、「女性社員の離職率が低下する」（46.2％）、「コミュ

ニケーションが活発化する」（46.0％）、「取引先など社外からのイメージがアップする」（45.2％）とな

っています。 

詳細 ⇒ http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001496.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★にいはま春の市民文化祭美術の部作品募集について 

 

 平成 29年 4月 8日（土）から 16日（日）にあかがねミュージアムで開催する、第50回にいはま春の

市民文化祭美術の部の作品を募集します。 

【作品受付・搬入】平成 29年 4月 1日（土）10：00～17：00 

 【受付場所】あかがねミュージアム 2F展示室 1 

 【部門】書道・日本画・洋画・工芸（陶芸・美術工芸・彫塑立体）・写真・デザイン・版画・文芸・絵

手紙 

 【応募資格】新居浜市居住者、出身及び市内で勤務または学習している者及び小・中・高校生 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/053/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/052/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/051/
http://ikuboss.com/ikuboss-ehime-ken-chiji.html
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 【お問い合わせ先】スポーツ文化課 TEL：0897-65-1303 Fax：0897-65-1306 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sportsbunka/siminbunkasaibijyutu.html 

 

※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/ 

 働き方・休み方改善ポータルサイト http://work-holiday.mhlw.go.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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