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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。 

 

                                     2015.9.8  配信 第 13号 

 

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

  

 女性管理職の割合に数値目標の設定などを義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」いわゆる女性活躍推進法が 8月 28日成立しました。 

この法律は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に

ついて、その基本原則を定め、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針

及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定め

ることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、急速

な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することを目的としています。 

事業主行動計画の策定は、平成 28年 4月 1日に施行、10年間の時限立法であり、集中した対応が必要

になります。 

 このような中、当課では、事業所等における女性活躍推進の取組を支援する事業として、「新居浜市女

性活躍等推進事業所認証制度」を、7月 13日から実施しています。 

認証事業所になることにより、事業所のイメージアップが図られるとともに、事業所名や取組内容が

市政だよりや市のホームページで広報され、事業社内研修の講師費用等の支援が受けられるなどのメリ

ットがありますので、各事業所・団体等におかれましては、この事業の趣旨をご理解いただき、女性の

活躍推進宣言を積極的にしていただき、この制度をご活用されますようお願いいたします。 

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

新居浜市男女共同参画課 
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★女性活躍推等進事業所研修会の参加者募集！！ 元祖イクボスの川島高之氏が熱く語ります。 

 ～ 現場が上手く回りだす、私が実践した イクボス式マネジメントとは ～ 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
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 「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両立）を

考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を

楽しむことができる上司（経営者・管理職）のことを指します。 

女性活躍推進やイクメンなど社員が多様化する時代において、「イクボス」の必要性を認識し、積極的

に管理職の意識改革を行って、新しい時代の理想の上司（イクボス）を育てて行きましょう。 

 【開催日】10月 29日（木）、時間は 13時 30分～15時 30分（13時～受付・開場） 

 【場 所】別子銅山記念図書館 多目的ホール 

 【講 師】川島 高之氏（三井物産ロジスティクス・パートナーズ代表取締役、NPO法人コジカラ・ニ

ッポン代表、NPO法人ファザーリング・ジャパン理事で、これからの管理職のロールモデル

として定評がある。） 

 【主催】新居浜市 【後援】（公社）新居浜法人会・新居浜商工会議所 

 【申込方法】参加申込書（男女共同参画課 HPからダウンロード）に必要事項を記入のうえ、お申し込

みください。郵送・ファックス・メールでのお申し込みも歓迎です。 

【申込・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/jigyousyo1.html 

 

★次世代ネットワークはじめます！メンバー募集中！！ 

みんなで集まって、なんかおもしろいことしよやっ♪  

〈対象〉新居浜に在住・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の場合もありますが基本的に

平日夜間に開催） 

〈募集人数〉20人程度 

〈活動内容〉まなび（ワークライフバランスなどについての講座参加）、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）などを予定しています。 

【10月スタート予定】 

〈応募方法〉応募用紙（男女共同参画課 HPからダウンロード）に必要事項を明記のうえ郵送・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。【申し込み随時】            

〈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 

 

★女性活躍勉強会・情報交換会の参加者募集！ 【一般社団法人愛媛県法人会連合会】 

～愛媛の企業等で勤務する女性職員の方～  

女性職員の方が、ワークショップや相互の情報や意見交換をとおして、女性の活躍、メンター(後輩職

員の相談､サポートをする先輩職員)制度の重要性や自社への取り組みを勉強するとともに、企業間の情

報交換や交流をはかることができる勉強会を、新居浜・松山・八幡浜で開催します。 

新居浜会場につきましては、10月 23日（金）と 11月 16日（月）の 2回、時間はいずれも 14時から

16時で開催します。 

詳細 ⇒ http://niihama-hojinkai.jp/files/lib/1/88/201507281632282975.pdf 

 

★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】 

 ～新居浜太鼓祭りを一緒に見に行こう!!～ 

 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

mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/jigyousyo1.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html
http://niihama-hojinkai.jp/files/lib/1/88/201507281632282975.pdf
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登録のうえご参加いただけます。 

  ○開催日：10月 11日（日）15時 30分～20時（受付15時～） 

  ○会 場：リーガロイヤルホテル新居浜 

  ○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。 

詳細 ⇒ http://www.niicci.or.jp/latest_information/201508251143/ 

                                   

◇２ 制度施策紹介 

 

★8月 28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立しました。 【内閣府】 

日本の持続的成長を実現し、活力ある社会を維持していくためには、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっています。 

この法律の成立により、平成28年 4月 1日より、女性活躍推進のための一般事業主行動計画の策定、

厚生労働省への届出、従業員への周知・公表、さらには女性の職業選択に資する情報の定期的な公表が、

企業に義務づけられます（従業員 301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務）。 

一般事業主行動計画には、1.採用者に占める女性の割合、2.男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

3.労働時間、4.管理職に占める女性の割合等について、数値目標を盛り込まなければなりません。 

数値目標は一律的なものでなく、各企業が、「その事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して」（法第8条 3）定めることとされています。 

詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/index.html#law_brilliant_women 

 

★「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者による報告書が作成されました！ 

【内閣府】 

平成 26年 3月 28日、首相官邸で開催された「輝く女性応援会議」を契機に輝く女性・輝こうとする

女性たちを応援する各界のリーダーたちによるムーブメントが拡がり、平成 26年 6月 27日に、女性の

活躍推進に積極的に取り組んでいる企業の男性リーダーによる「輝く女性の活躍を加速する男性リーダ

ーの会」行動宣言がとりまとめられました。 

報告書は平成 26年 6月から平成 27年 7月にかけて「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」

行動宣言に賛同した男性リーダーの皆様にご協力いただいた「女性活躍推進に向けたアンケート」の内

容を好事例として、内閣府男女共同参画局がとりまとめたものです。 

詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/male_leaders_report_jp.pdf 

 

★愛媛の「くるみん」認定企業紹介（平成 27年 6月 19日認定） 【厚生労働省】 

従業員の仕事と子育ての両立支援を図るための行動計画を策定し、目標を達成するなど一定の要件を

満たした企業は厚生労働大臣の認定マーク「くるみん」が与えられます。 

三浦マシン株式会社（松山市） 

詳細 ⇒ http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3057/2015810115932.pdf 

 

★新潟県新潟市 ご当地イクメンの取組 【厚生労働省】 

新潟市では、男性の家事・育児への参加を促進するため、様々な取り組みを行っています。 

詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/area/area22.php 

 

http://www.niicci.or.jp/latest_information/201508251143/
http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/index.html#law_brilliant_women
http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/male_leaders_report_jp.pdf
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3057/2015810115932.pdf
http://ikumen-project.jp/area/area22.php
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★鹿児島県『イクメン LINE』 【厚生労働省】 

鹿児島県が父子手帳『イクメン LINE』を作成しました。 

詳細 ⇒ 

http://www.pref.kagoshima.jp/ab14/kenko-fukushi/kodomo/shoshika/fushitechou.html 

 

◇３ 各種情報 

 

★独身男性の 96％が結婚後の共働きに「賛成」と回答 【産経新聞】 

詳細 ⇒ http://www.sankei.com/economy/news/150829/prl1508290017-n1.html 

 

★『イクボスＩＴベンチャー同盟』が発足しました。  

【特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン】 

詳細 ⇒ http://w-kawara.jp/newest-workstyle/ikuboss/ 

 

★「夫に育休をとってほしい」女性は 49% 【マイナビニュース】 

詳細 ⇒ http://news.mynavi.jp/news/2015/08/31/542/ 

     

★「マタハラ」認知度は 93.6% - 2014年より上昇も、状況に変化なし? 【マイナビニュース】 

詳細 ⇒ http://news.mynavi.jp/news/2015/09/01/078/ 

  

◇４ 新居浜市イベント情報 

    

★新居浜まちゅりに「1日 1ポチ」をお願いします。 

今年もゆるキャラ（R）グランプリに「新居浜まちゅり」がエントリーしました！ 

 投票期間は、11月 16日（月曜日）までです。皆さんの1日 1ポチの応援をよろしくお願いします！！ 

  問合せ先 秘書広報課 Tel：0897-65-1251 Fax：0897-65-1217 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hisyokouhou/yurukyaragp.html 

 

★第 20回生き生き幸せフェスティバルの開催について 

 関係機関・団体をはじめ、地域住民の参加、協力を得て「明るく住みよいまちづくり」を目指し、住

民の健康づくりと保健・福祉意識の高揚を目的に年 1回開催している健康・福祉・医療を総合したフェ

スティバルであり、ボランティア団体、福祉施設をはじめ、市内の各種団体が主体となり、団体同士の

交流、連携強化を図りながら、実施しています。 

健康や食生活、栄養などの相談、ボランティア等の体験、施設紹介や作品展示、食品販売、フリーマ

ーケット、生け花展など様々なコーナーを設けておりますので、ぜひご来場ください。 

  日時：10月 4日（日）9時 30分～14時 30分 

場所：新居浜市総合福祉センター 

主催：新居浜市社会福祉大会・生き生き幸せフェスティバル実行委員会 

問合せ先：新居浜市社会福祉協議会 TEL：32-8129 

 

★「別子・翠波はな街道サイクリング」参加者募集！ 

新居浜市・四国中央市共同開催によるサイクリング大会を11月 1日(日曜日)に開催します。順位を競

う大会ではなく、法令とマナーを守り、サイクリングを楽しむ大会です。 

コース 1.ロングコース（約90キロメートル） 道の駅「霧の森」をスタート・ゴール地点とし、

http://www.pref.kagoshima.jp/ab14/kenko-fukushi/kodomo/shoshika/fushitechou.html
http://www.sankei.com/economy/news/150829/prl1508290017-n1.html
http://w-kawara.jp/newest-workstyle/ikuboss/
http://news.mynavi.jp/news/2015/08/31/542/
http://news.mynavi.jp/news/2015/09/01/078/
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hisyokouhou/yurukyaragp.html
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柳瀬ダム・てらの湖畔広場を経由、別子山筏津地区で折り返す往復コース 

      2.ファミリーコース（約 7 キロメートル）法皇湖を一周するコース（当日、てらの湖畔広

場感謝祭開催） 

募集期間 9月 7日（月）から 9月 30日（水）まで（先着順） 

  申込方法 スポーツエントリーのサイトか、運輸観光課(市役所 4階)、四国中央市役所観光交流課

の窓口受付 

  問合せ先 別子・翠波はな街道サイクリング 2015実行委員会事務局（四国中央市観光交流課内） 

TEL：0896-28-6187 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/hanakaido-cycling-boshu.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。 

 

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

 

 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/ 

  

 （公財）えひめ女性財団    http://www.ehime-joseizaidan.com/ 

 

 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 ◇◇ 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/hanakaido-cycling-boshu.html
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.ehime-joseizaidan.com/
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
https://twitter.com/niihama_city
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   〒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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