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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。 

 

                                      2016.4.22  配信 第 19号 

 

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

 

 4月 1日に女性活躍推進法が全面施行されました。行動計画の策定を義務付けられたのは、従業員 301

人以上の企業ですが、女性の活躍推進の取組においてなお厳しい状況にあるのは、小規模事業所ではな

いかと思います。 

少子高齢化、人口減少により働き手が減少する中、共働き世帯や育児、介護といった様々な事情によ

り働き方が限定される社員が増加しており、職場における新しい働き方、新しい生活スタイルが求めら

れています。このような中、すべての女性が輝く社会を目指し、今年度も女性活躍推進に積極的に取り

組む事業所の認証・支援を行うとともに、イクボス思想の普及等によるワーク・ライフ・バランスの推

進に取り組んでまいります。 

  

新居浜市男女共同参画課 
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度について 

認証事業所が 7社になりました！ 

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

  

★女性活躍等推進事業所 認証第 5号！ ～有限会社 朝日新聞近藤新聞舗～ 

3月 7日付けで「有限会社 朝日新聞近藤新聞舗」が認証事業所になりました。女性活躍等の取組とし

ては、「女性スタッフの仕事と家庭の両立を図れるよう支援する。」を宣言されています。 

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

 

★女性活躍等推進事業所 認証第 6号！ ～株式会社タイワ～ 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoukigyou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyouasahisinnbunn.html
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 3月 10日付けで「株式会社 タイワ」が認証事業所になりました。女性活躍等の取組としては、「男女

問わず社員の自立と多様性を重んじる職場環境を確立する。ワーク・ライフ・バランスを社内で推進す

るのみならず社外へ発信することで社会に貢献する。」を宣言されています。 

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

 

★女性活躍等推進事業所 認証第 7号！ ～株式会社 グッド・コム～ 

 3月 25日付けで、「株式会社 グッド・コム」が認証事業所になりました。女性活躍等の取組としては、

「男女共に個人の能力を最大限に活かし、気持ち良く仕事のできる環境を作って行きます。」を宣言され

ています。 

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

 

★Niihamaワーク・ライフ・バランス通信 

 「ワーク・ライフ・バランス」について、市民のみなさんに分かりやすく興味の持てるような記事を

ご紹介しています。 

 2月 17日（水）に、「中小企業が勝ち続ける秘訣～経営戦略としての女性活躍～」と題して、（株）ワ

ーク・ライフバランス コンサルタントの田村 優実さんを講師に「女性活躍等推進事業所研修会」を開

催しましたので、その様子をレポートします。 

  詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/20525.pdf 

 

★「次世代ネットワーク」のメンバーを募集しています！ 

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。 

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。 

  【対象】新居浜市の在住・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 

 平成 27年度の活動の様子です。 

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

                                   

◇２ 制度施策紹介 

 

★平成 28年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズを決定しました！ 【内閣府男女共同参画局】 

 男女共同参画推進本部では、毎年 6月 23日から 29日までの 1週間、「男女共同参画週間」を実施して

います。 

平成 28年度のキャッチフレーズは、公募により、 

「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」に決定しました。 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参

画社会」を実現するためには 政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要

です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyoutaiwa.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyounanagou.html
http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/20525.pdf
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/zisedai.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/syoukai.html
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 詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/public/week/index.html 

 

★県内事業主の皆様へ ～女性活躍推進に関する自主目標の設定について～ 

             【愛媛県男女参画・県民協働課】 

少子高齢化や労働力人口の減少が進む中、女性の活躍は重要であることから、県及びえひめ女性活躍

推進協議会では、県内中小企業や団体における女性登用等の取組を促進することとし、事業主の方が自

主目標を立てて計画的に取り組もうとする際に作成・報告していただくための「女性活躍推進に係る自

主目標設定状況報告シート」及び「女性活躍推進に係る自主目標設定シート」を定めています。 

県及び同協議会では、このシートを通じ、県内企業等における取組状況を把握・公表して情報共有す

ることにより、職場で女性がいきいきと活躍し、企業等のイメージアップ・活性化に結び付いていくこ

とを目指しています。 

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

 

★女性活躍推進に関する県内企業アンケート調査の結果について 【愛媛県男女参画・県民協働課】 

 女性活躍に関する県内企業アンケートの結果をとりまとめたので、お知らせします。 

 調査対象は、県内に所在する常時雇用する従業員数が 10人以上の企業等 5,880社。有効回答数 1,582

社（26.9％）でした。 

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

 

◇３ 各種情報 

 

★株式会社 伊予銀行が「イクボス企業同盟」に加盟しました！ 【イクボスドットコム】 

愛媛県企業の加盟は初めてで、大塚頭取は、行員のワーク・ライフ・バランスの充実に向けて「管理

職の価値観を変え、（育児休暇など）今ある制度を実効性のあるものにしていきたい」と意気込みを述べ

られました。 

  詳細 ⇒ http://ikuboss.com/iyobank-ikuboss-alliance.html 

 

★株式会社 百十四銀行が「イクボス企業同盟」に加盟しました！ 【イクボスドットコム】 

 四国の地銀では初の加盟で、4月 2日の加盟式では、渡辺頭取ら管理職約 150名が一斉にイクボス宣言

を行いました。 

  詳細 ⇒ http://ikuboss.com/114bank-ikuboss-alliance.html 

 

★女性活躍推進宣言企業（厚生労働省「ポジティブアクションサイト」） 【愛媛企業】 

 株式会社 セブンスター（松山市） 

詳細 ⇒ http://www.positiveaction.jp/declaration/add/search_detail/?id=1758 

 

★「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 長岡塗装店（島根県） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0315104922.html 

 有限会社 COCO-LO（群馬県桐生市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0328161546.html 

 電化皮膜工業 株式会社（東京都） 

http://www.gender.go.jp/public/week/index.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/jisyumokuhyou.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/kigyouisikityousa.html
http://ikuboss.com/iyobank-ikuboss-alliance.html
http://ikuboss.com/114bank-ikuboss-alliance.html
http://www.positiveaction.jp/declaration/add/search_detail/?id=1758
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0315104922.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0328161546.html


4 

 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0328174750.html 

 株式会社 アルメディア・ネットワーク（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0329164518.html 

 株式会社 プロアシスト（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0329175616.html 

 ワンゲイン株式会社（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0330131528.html 

 コーナン建設株式会社（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0330153904.html 

 クリロン化成株式会社（大阪府大阪市） 

  詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0330182252.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★新居浜市観光交流施設（マイントピア別子 4階）4月 15日オープン！ 

 平成 28年 4月 15日（金曜日）、マイントピア別子 4階部分は、温浴施設と子ども用遊戯施設の複合施

設としてリニューアルオープンしました。 

市民福祉の向上と観光振興の両面を担う施設として、また、ファミリー層への遊学機能の強化、三世

代交流の場の提供により、これまで以上にファミリー層に喜んでいただける施設となっています。 

 詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/minetopia-renewal.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/ 

  

 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。 

 

http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0328174750.html
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http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0330131528.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0330153904.html
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2016/0330182252.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/unyu/minetopia-renewal.html
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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.positiveaction.jp/
http://ikumen-project.jp/index.html
http://www.comeback-shien.jp/
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  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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