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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。 

 

                                     2016.1.15  配信 第 16号 

 

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

  

 今年もよろしくお願いいたします。 

女性活躍推進法が今年 4月から施行されます。従業員 301人以上の企業は、3月末までに、数値目標を

設定した行動計画の策定が義務付けられていますので、ご準備をお願いいたします。従業員 300人以下

の企業については、努力義務となっておりますが、ワーク・ライフ・バランスに必要な環境整備を図る

ため、少しでも多くの企業が計画策定をしていただければと思います。 

 本市におきましては、昨年に引き続き「新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度」に取り組んでま

いります。この事業では、従業員数に関係なく事業所内研修等への支援を行いますので、積極的に

女性の活躍推進宣言をしていただき、これらの支援をご活用されますようお願いいたします。 

また、今年はイクボスの育成にも取り組む予定です。職場の働き方改革としてイクボスの存在は不可

欠になっております。女性の社会進出、活躍を促進するためにも、自らがイクボス宣言するとともに、

イクボスを育てて行きましょう。 

新居浜市男女共同参画課 

 

＝＝＝◇目次◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◇１ 募集＆事業のご案内 

◇２ 制度施策紹介 

◇３ 各種情報 

◇４ 新居浜市イベント情報 

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

 

◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★女性活躍等推進事業所が 2つ増えて 3つになりました！！ 

 新居浜市では、女性活躍等に向けた自主的な活動に積極的に取り組む事業所・団体等を認証し、広報

や必要な情報の提供等を通してその活動を支援するとともに、取組事例を広く紹介することにより、市

全体で女性活躍を推進する気運の醸成を図ることを目的とするため「新居浜市女性活躍等推進事業所認

証制度」実施しています。 

 女性活躍等推進事業所の認証第 2号は、「社会福祉法人すいよう会」で、12月 21日付けで認証事業所

となりました。社会福祉法人すいよう会は、「女性の継続就業支援」、「女性管理職の増加」を女性活躍等

推進の取組として宣言され、職員に仕事と生活を両立（ワーク・ライフ・バランス）させて働くように
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心がけることを周知し、育児休業後に職員が復帰しやすくするための様々なサポートを行うなど、女性

が働きやすい環境をつくっておられます。 

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

 また、12月 25日には、「株式会社ユキ ダスキン新居浜支店」が認証事業所（認証第3号）となり、

女性活躍等推進の取組としては、「男女が共に助け合い成長できる職場づくり」、「仕事やボランティアを

通して地域社会に貢献できる会社」を宣言されています。 

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

 これで、「社会福祉法人三恵会」と合わせて認証事業所は 3つになりましたが、市全体での女性活躍推

進という点からすると、もっともっと多くの事業所に認証事業所になっていただく必要があります。そ

のためにも、各事業所におかれましては積極的に女性の活躍推進宣言をしていただきますようお願いい

たします。 

  ○新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度について 

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

  ○女性活躍等推進事業所認証制度の登録企業 

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

 

★経営戦略としての女性活躍について学びませんか。女性活躍等推進事業所研修会を開催します！ 

 なぜ今、女性活躍なのか？女性優遇ではない、「女性活躍」とは？ 

うまくいく企業の秘訣、中小企業が勝ち続けるためには、女性活躍が合理的な選択である理由がわか

ります。 

  ○開催日時：平成 28年2月 17日（水）13:30～15:30（受付 13:00～） 

  ○会場：別子銅山記念図書館多目的ホール 

  ○講師：株式会社ワーク・ライフバランス コンサルタント 田村 優実氏 

  ○申込締切：平成 28年2月 10日（水） 

  ○申込方法：参加申込書をご提出いただくか、郵送・電話・メール・ファックスでお申し込みくだ

さい。 

○お申込み・お問合せ先：男女共同参画課 

℡：65‐1233 Fax：65‐1255 e-mail：danjo@city.niihama.ehime.jp 

  ※ＨＰ掲載準備中です。間もなく掲載いたしますので、詳細については、男女共同参画課ＨＰをご 

覧ください。 

 

★企業向けロールモデル講演会を開催します！ 【愛媛県男女参画・県民協働課】  

少子高齢化社会を迎えた今、女性をはじめとする多様な人材の活躍が期待されています。しかし、第 1

子出産前に働いていた女性のうち約 6割が第 1子出産を機に離職するなど、女性が働き続けたり職場で

活躍したりするためには、まだまだ取り組むべき課題があります。“社員が将来において目指したいと思

う、模範となる存在（＝ロールモデル）を育てたい”。そんな企業の方向けに、女性をはじめとする多様

な人材活用等に取り組んでいる先進事例を紹介します。ぜひ、一緒に学びませんか。 

〈開催日時〉 平成 28年 2月5日（金）13時～15時 10分 

〈会場〉愛媛県男女共同参画センター多目的ホール（松山市山越町 450番地） 

〈内容〉（1）「えひめの女性が輝く『ひめリット』事業所」表彰式 

（2）基調講演 テーマ：「女性も働きやすい会社になるために ～働く一人一人が、プロフェ

ッショナル～」 

講師：隈 扶三郎氏（くま・ふみお、株式会社西部技研代表取締役社長、2014年経営革

新の功績により春の藍綬褒章を受章） 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoudainigou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyousanngou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoukigyou.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
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（3）パネルディスカッション テーマ:「女性人材の活用で組織が変わる！ ～中小企業の強

みを活かす～」 

出演者：隈 扶三郎氏（基調講演講師）、横山 ぬい氏（株式会社エス・ピー・シー常務

取締役、株式会社フジ社外取締役、愛媛県男女共同参画会議委員、松山市男女共同参画会

議委員、えひめ女性活躍推進協議会ワーキンググループ副リーダー）、木曽 千草氏（能

力開発システム研究所代表取締役、ひめリットマネージャークラブ勉強会・情報交換会講

師、ひめリットメンターネット勉強会・情報交換会サブ講師） 

〈定員〉企業経営者や働く女性等 300人 

〈お申込み・お問合せ先〉愛媛県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 

      ℡：089‐912‐2332 Fax：089‐912‐2444  e-mail：danjokyodo@pref.ehime.jp 

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

 

★「次世代ネットワーク」に参加しませんか！！ 

今後の男女共同参画社会づくりを担う独身男女の自己啓発をお手伝いする事業です。 

まなび（ワーク・ライフ・バランスなどについての講座への参加）、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）などの活動を通じて、自分を変えてみませんか。 

 【対象】新居浜市の在住・通勤している 18歳から 30歳代までの入社 10年未満程度の独身で、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開催の場合もありますが、基本的に

平日夜間に開催） 

 【申込方法】申込用紙に必要事項を記入のうえ、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。 

【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 

 

◇２ 制度施策紹介 

 

★第 4次男女共同参画基本計画が閣議決定されました。 【内閣府男女共同参画局】 

男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推進を図るため、平成 37年度末までの「基

本的な考え方」並びに平成 32年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定め

るものです。 

  詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html 

 

★女性が輝く先進企業 2015の受賞企業が発表されました。 【内閣府男女共同参画局】 

 女性が活躍できる職場環境の整備を推進するため、役員・管理職への女性の登用に関する方針、取組

及び実績並びにそれらの情報開示において顕著な功績があった企業を表彰するもので、「女性が輝く社会」

の実現に寄与することを目的としています。 

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

 

★えひめ男女共同参画のためのロールモデル 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 愛媛県内の様々な分野で活躍されている男女のロールモデルの方々を紹介しています。 

  詳細 ⇒ http://www.pref.ehime.jp/h15200/rolemodel/index.html 

 

★「出前講座」随時募集中 【公益財団法人 えひめ女性財団】 

mailto:danjokyodo@pref.ehime.jp
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/kigyomukerolemodel.html
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/hyosyo.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/rolemodel/index.html
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 地域や学校、職場が主催する研修会や講習会などに財団職員が講師としてお伺いします。 

  詳細 ⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/demae.html 

 

◇３ 各種情報 

 

★ご当地イクメンの取組（大阪府寝屋川市） 【イクメンプロジェクト】 

 寝屋川市では、安心して子どもを産み育てる環境をめざし、子育てを支援する施策の充実に努めてい

ます。 

  詳細 ⇒ http://ikumen-project.jp/area/area23.php 

 

★イクボス宣言しました！ 【特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン】 

 医療業界で全国初！秋田医師会長、秋田大学医学部長ら4名がイクボス宣言 

 詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-akita-ishikai.html 

岡山県内 12金融機関が「イクボス共同宣言」 

  詳細 ⇒ http://ikuboss.com/okayama-ken-12fi.html 

 川勝平太静岡県知事が「ふじのくにイクボス推進宣言」 

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

 門川大作京都市長および 3副市長がイクボス宣言 

  詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-kyoto-city.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。 

株式会社シュフリー（東京都千代田区） 

詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0106114707.html 

 学校法人エール学園（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1225163804.html 

 株式会社天彦産業（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1224174213.html 

 株式会社総合印刷新報社（千葉県船橋市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1222135123.html 

 有限会社ゼムケンサービス（福岡県北九州市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1221102501.html 

 株式会社キャスター（神奈川県横浜市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1218134125.html 

 株式会社シータス＆ゼネラルプレス（東京都文京区） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1217163417.html 

 株式会社日本レーザー（東京都新宿区） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1211171913.html 

 

★目標 7％に下方修正？女性登用を阻む人たち 【東洋経済オンライン】 

詳細 ⇒ http://toyokeizai.net/articles/-/98884 

 

★法改正で追い風到来！ 2016年は女性管理職の門戸が広がる？ 【日経ウーマンオンライン】 

http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/demae.html
http://ikumen-project.jp/area/area23.php
http://ikuboss.com/ikuboss-akita-ishikai.html
http://ikuboss.com/okayama-ken-12fi.html
http://ikuboss.com/ikuboss-shizuoka-ken-chiji.html
http://ikuboss.com/ikuboss-kyoto-city.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0106114707.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1225163804.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1224174213.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1222135123.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1221102501.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1218134125.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1217163417.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/1211171913.html
http://toyokeizai.net/articles/-/98884
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  詳細 ⇒ http://wol.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/179201/122500011/ 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★第 12回はまさいフェスティバルの開催 

人情あふれる「まちの商店街」。新居浜の昭和通りや登り道の中心商店街にも、まちに愛着を持ってこ

だわりのある商いを続けている商店があります。 

 まちづくり団体や農業者、漁業関係者など、さまざまな立場の人たちとネットワークを築きながら、

まちなかのにぎわい再生や地域の活性化に取り組んでいます。 

 今年もそのネットワークを活かして「はまさいフェスティバル」を開催しますので、ぜひご家族そろ

ってお越しください。 

  日 時：平成 28年 1月 24日（日）10時～16時 

  場 所：銅夢にいはま、憩いの森、昭和通り、登り道サンロード 

  主 催：新居浜商店街連盟 

  お問い合わせ：新居浜商店街連盟 ℡：37‐6677 e-mail niihama@n-akindo.com 

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

 

★愛媛大学公開講座 in新居浜市の開催 

テーマ：水素社会実現を目指して 

日 時：平成 28年 1月 31日（日）13時～16時 

会 場：あかがねミュージアム多目的ホール 

参加費：無料 

定 員：200名（先着順） 

参加申し込み先：愛媛大学 COC企画運営部事務局まで eメールまたは Faxで申し込んでください。 

        e-mail  coc@stu.ehime-u.ac.jp  Fax 089‐927‐8820 

締め切り：平成 28年 1月 22日（金） 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/seisaku/h27cockoukaikouza.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/ 

http://wol.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/179201/122500011/
mailto:niihama@n-akindo.com
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/hamasai.html
mailto:coc@stu.ehime-u.ac.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/seisaku/h27cockoukaikouza.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/
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 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 
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