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                                                                 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、定期的に配信させていただきます。 

 

                                     2014.12.1  配信 第５号 

 

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

  

 いつもならもっと寒いと思いますが、今日から師走となりました。 

 遅くなりましたが、月末という悪い時期に関わりませず、10月31日の研修会には多数の皆様の御 

出席をいただきありがとうございました。 

 今後、市においても、このような研修会を実施していきたいと思いますのでご参加いただければ 

と存じます。 

                                 新居浜市男女共同参画課 
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◇１ ニュース 

◇２ 制度施策紹介 

◇３ 企業事例紹介 

◇４ 講演会情報 

◇５ 新居浜市イベント情報 

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

 

◇＜ニュース＞ 

 

  ●「すべての女性が輝く社会づくり推進室」の発足(10月 15日) 

     「女性が輝く社会」をつくることは、安倍内閣の最重要課題のひとつです。 

 すべての女性が、その生き方に自信と誇りを持ち、活躍できる社会づくりを進める。 

    ⇒ http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/#c004 

 

  ●「イクメン企業アワード 2014」・初の「イクボスアワード 2014」受賞企業決定! 

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/#c004


      10月 17日に開催したイクメン推進シンポジウムで表彰されました。 

    イクメン企業アワード 2014 受賞企業 

     グランプリ  アース・クリエイト有限会社（岐阜県）  

     特別奨励賞  昭和電工株式会社 （東京都） 

            住友生命保険相互会社 （東京都） 

            株式会社千葉銀行 （千葉県） 

            日本生命保険相互会社 （大阪府） 

            株式会社日立ソリューションズ （東京都） 

            株式会社丸井グループ （東京都） 

イクボスアワード 2014 受賞者 

 グランプリ  株式会社セプテーニ  クリエイティブ部部長 金原高明 氏 

株式会社ルミネ  取締役 開発企画部部長 橋本範文 氏 

     特別奨励賞  グラクソ・スミスクライン株式会社  安全性管理部部長 大石純子 氏 

            株式会社テレワークマネジメント  代表取締役 田澤由利 氏 

            日本生命保険相互会社  浜松支社支配人支社長 三木勝也 氏 

 

    ⇒ http://www.ikumen-project.jp/symposium2014/index.php 

      

●男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし（リーフレット）【厚生労働省】 

 

  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/ikuji_kaigo.pdf 

 

  ●「平成 26年版労働経済の分析通称「労働経済白書」）」を公表【厚生労働省】 

    

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057451.html 

   

  ●国民生活に関する世論調査【内閣府】 

    ・「時間のゆとりがある」とする者の割合が 66.6％ 

・「働く目的はお金を得るため」と答えた者の割合 51.0％ 

・「自由時間をもっと増やしたい」と答えた者の割合が 37.7％、 

・「収入をもっと増やしたい」と答えた者の割合が 48.3％ 

 

    ⇒ http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-life/index.html 

 

  ●平成 25年雇用動向調査結果の概況【厚生労働省】 

    理由別の離職率は、「結婚」、「出産・育児」、「介護・看護」などによる「個人的理由」が 10.8％ 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/14-2/index.html 

http://www.ikumen-project.jp/symposium2014/index.php
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  ●「あかるい職場応援団」ポータルサイト【厚生労働省】 

 

    ⇒ http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/ 

 

  ●「待機児童解消加速化プラン」集計結果を公表【厚生労働省】 

    ・加速化プラン参加自治体数    454 市区町村 

    ・加速化プラン不参加自治体数  1,288 市町村 

    ・保育拡大量（平成 25・26 年度） 約 19.1 万人 

 

    ⇒ 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000057812.pdf 

   

◇＜制度施策紹介＞ 

 

  ●労働時間等の設定の改善【厚生労働省】 

    ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労働時間、休日数、年次有給休暇の取得に関す 

る事項などを、労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへ改善する 

ことが重要です。 

    厚生労働省では、「労働時間等見直しガイドライン」を策定し、事業主およびその団体が、労 

   働時間等の設定を改善するに当たって、適切に対処できるよう必要事項を定めています 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#hid1 

   

  ●従業員の中長期的なキャリアアップを支援【厚生労働省】 

    専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践教育訓練）を従業員に受講させる事 

業主に対する支援として、キャリア形成促進助成金（政策課題対応型訓練）に中長期的キャリア形 

成コース及びキャリアアップ助成金（人材育成コース）に中長期的キャリア形成訓練を創設しています。 

     

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/d01-1-1.pdf 

 

●中小企業における両立支援推進のためのアイディア集（改訂版）【厚生労働省】 

    中小企業における両立支援推進のため、企業事例の紹介等が記載されています。 

 

  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu_shien/index.html 

 

●平成 27年 4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタート 

   主な取組み 

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
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(1) 幼稚園と保育所のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及を図ります。 

(2) 保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします。 

(3) 幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て、支援の量の拡充や質の向上を進めます。 

(4) 子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり支援します。 

 

    ⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ 

 

●「子ども・子育て支援新制度 なるほど BOOK（平成 26年 9月改訂版）」（子ども・子育て支援新制度 

のパンフレット）【内閣府】 

 

 ⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2609.html 

 

●女性の活躍状況の「見える化」 

   独立行政法人等における女性登用状況等「見える化」が加わりました 

 

    ⇒ http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/mierukasite.html 

 

  ●仕事と介護の両立支援対応策モデル【厚生労働省】 

   ・取組のアイディアとして様々な企業の取組事例 

・仕事を持ちながら介護をしている方の両立事例の紹介 

    介護離職を予防するための職場環境モデル 

     ～仕事と介護を両立できる働き方の方策～ 

仕事と介護の両立モデル ～介護離職を防ぐために～ 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html 

 

●「仕事」と「介護」の両立ポータルサイト【内閣府】 

   ・働く人のための「介護休業制度」 

   ・介護の基礎知識 

   ・お役立ち情報リンク集（介護保険制度、高齢者福祉制度 他） 

   ・統計データ 

 

    ⇒ http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ryouritsu/index.html 

 

◇＜企業事例紹介＞ 

 

  ●キャリア支援企業表彰 好事例集【厚生労働省】 

   厚生労働省では、平成 24年度より、従業員の自律的なキャリア形成の支援に取り組む企業を公募し、 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/
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優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」を実施しています。このページでは、過去の表彰企業 

の取組をまとめた好事例集を公開しています。 

 

   栗田アルミ工業株式会社 （茨城県） 輸送機械製造業 

有限会社COCO-LO （群馬県） 介護事業 

株式会社山岸製作所 （群馬県） 金属加工業・精密機械加工業 

伊藤忠商事株式会社 （東京都） 総合商社 

ＳＣＳＫ株式会社 （東京都） 情報・通信業 

大和証券株式会社 （東京都） 証券業 

有限会社原田左官工業所 （東京都） 左官・タイル・防水・組積工事業 

株式会社ヒロハマ （東京都） 製造業 

三井住友海上火災保険株式会社 （東京都） 損害保険業 

サントリーホールディングス株式会社 （大阪府） 製造業 

 

⇒ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formati

on/career_consulting/goodpractice.html 

 

●働き方・休み方改善 

    宿泊業（旅館・ホテル業編）   いなとり荘（静岡県） 

                    ホテルかずら橋（徳島県） 

                    越後湯澤 HATAGO井仙（新潟県） 

 

    ⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/140312_02.html 

 

●平成 26年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業決定【厚生労働省】 

   ＜厚生労働大臣優良賞＞  

    均等推進企業部門（１社）         中外製薬株式会社 

    ファミリー・フレンドリー企業部門（６社） 有限会社ＣＯＣＯ－ＬＯ 

                         住友生命保険相互会社 

                         東京海上日動火災保険株式会社 

                         三井住友海上火災保険株式会社 

                         ブラザー工業株式会社 

                         株式会社広島銀行 

 

       ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000058840.html 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/goodpractice.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/goodpractice.html
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/140312_02.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000058840.html


●えひめ子育て応援企業：両立支援の取組事例集（愛媛県） 

 

  ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h30500/kosodateouenkigyou/syoukai_26-1.html 

 

●平成 25年度えひめ子育て応援リーダー企業コンテスト授与式を行なわれました。 

 愛媛県では、えひめ子育て応援企業の中から、特に積極的に両立支援に取り組む企業を「えひめ子育て 

応援リーダー企業」として決定し、知事賞等を授与しています。 

今年度、28社からの応募があり、次の 2社が「リーダー企業」として決定しました。 

 

  ＜愛媛県知事賞＞ 

  医療法人佑心會 堀江病院 

 

  ＜一般社団法人愛媛県法人会連合会会長賞＞ 

  医療法人慈風会 白石病院 

 

  ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h30500/kosodateouenkigyou/contest.html 

 

◇＜講演会情報＞ 

   

●「平成２６年度働きやすい職場環境形成事業」について【厚生労働省】 

   近年、職場のパワーハラスメントが社会的な問題として顕在化しています。 

   ２１世紀職業財団では、予防・解決の取組がこれからという企業に対し取組推進を支援するため 

   の「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」を実施しています。 

日時 12月 12日(金)  14:00〜16:00 

場所 愛媛県男女共同参画センター 

講師 ハラスメント防止研修客員講師 三浦 康子 

 

    詳細 ⇒ http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/events/view/97 

   

    ●「愛(え)愛(え)愛(え)愛(え)愛
え

顔(がお)顔(がお)顔(がお)顔(がお)顔
がお

のイクジイ・イクメン応援事業セ

ミナー（愛媛県少子化対策事業） 

凧上げを科学！よく揚がる鳥凧をおじいちゃん・お父さんと一緒に作ろう♪」 

   日時 平成 27年 1月 10日（土）10時～12時 

   場所 愛媛県総合科学博物館 2階研修室 

   参加料 無料 ※先着 30名 

http://www.pref.ehime.jp/h30500/kosodateouenkigyou/syoukai_26-1.html
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    詳細 ⇒ http://ikuzy.ehime-ikumen.com/ikukaji/parts/event_150110.pdf 

 

●厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー2014 愛媛県 

    「安心」して「働く」ためのルール ～使用者と労働者の約束事＝「労働契約」とは～ 

    2015年 1月 16日(金) 

    場所：ひめぎんホール本館 3 階 第 5・7 会議室 

    募集：2014年 11月下旬以降募集開始 

 

    詳細 ⇒ http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20140905.html 

 

  ●経営者向け女性活躍推進セミナー 公益社団法人新居浜法人会 

   日時 平成27年1月28日（水）15：00～16：20 

   場所 ユアーズ（新居浜市泉宮町5番8号） 

   メイン講義  木曽 千草（能力開発システム研究所） 

   先進企業事例  （株）あわしま堂 

   協議会委員発表 会長（株）伊予銀行 松浦 祐一 

           副会長（株）エス・ピー・シ 横山 ぬい 

 

    詳細 ⇒ http://niihama-hojinkai.jp/files/lib/1/70/20141024151221642.pdf 

 

◇＜新居浜市イベント情報＞ 

  有給休暇の取得促進に努めましょう 

 

  ●広瀬歴史記念館特別企画展『広瀬宰平と近代日本』 

   期間 11月 1日（土）から 12月 10日（水）まで 

   時間 9時 30分から 17時 30分まで (受付 17時まで) 

   場所 新居浜市広瀬歴史記念館 展示館 

   

    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=15715 

 

    ●消費者のつどい講演会 

   日時 12月 12日（金） 14時から 16時 

   場所 新居浜ウイメンズプラザ ３階 多目的ホール 

   テーマ：「我が国の食品ロス削減とフードバンク活動の展開」 

   講師： 特定非営利活動法人ｅワーク愛媛理事長 難波江 任 氏 

 

http://ikuzy.ehime-ikumen.com/ikukaji/parts/event_150110.pdf
https://goo.gl/maps/4fj1F
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    詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=22189 

 

  ●第 1７回ドリームツリー「金栄ふれあい広場」 

   日時 12月 21日（日） アトラクション  16：00～17：20 

                      ○黒森会による和太鼓演奏 

○かるがもクラブ「銭太鼓」 

                      ○新居浜西高「ブラスバンド」 

                            点灯式       17：30頃 

       

      詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=15602 

 

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

 

 内閣府男女共同参画局     http://www.gender.go.jp/ 

 

 愛媛労働局雇用均等室      

   http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukinntou.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/ 

  

  公益社団法人 新居浜法人会    http://niihama-hojinkai.jp/ 

 

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ------------------------------------------------- 

 

 仕事と生活の調和推進ホーム  http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html 

 

 ダイバーシティ経営企業 100選 http://www.diversity100sen.go.jp/index.html 

 

 イクメンプロジェクト     http://ikumen-project.jp/project/index.php 

 

 ポジティブ・アクション    http://www.positiveaction.jp/ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=22189
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=15602
http://www.gender.go.jp/
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukinntou.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/
http://niihama-hojinkai.jp/
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html
http://www.diversity100sen.go.jp/index.html
http://ikumen-project.jp/project/index.php
http://www.positiveaction.jp/


  ～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/ 
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◇◇ 発行 新居浜市市民部男女共同参画課 ◇◇ 
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    ＴＥＬ ０８９７－６５－１２３３ 

    ＦＡＸ ０８９７－６５－１２５５ 

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