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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向け、最新の情報や基本的な考え方などをお届け

しています。是非ご覧ください。 

 

                                     2016.12.27  配信 第 27号 

 

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

 

 ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方改革に取り組む姿勢を示すため、現在、全国でイクボス宣

言をする企業・自治体が急増しています。本市においても8月 2日に市長が県内自治体では初めてイク

ボス宣言をし、働き方改革に取り組む強い姿勢を示すなど、非常に意義のある年になりました。来年の

酉年はさらに羽ばたいて、この流れを拡げられるようにしたいと思います。 

  

新居浜市男女共同参画課 
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★新居浜市の管理職がイクボス宣言を行います！ 

11月 24日（木）、今年度 2回目の市職員イクボス研修が行われました。今回は、ロールプレイングも

あり、より実践的な内容の研修となりました。研修の後、総務部長が市職員を代表してイクボス宣言を

行いました。その他の課長級以上の職員も、12月中に宣言文を作成しイクボス宣言を行うこととしてい

ます。 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ikuboss2.html 

 

★にいはまリーダーズスクール vol.６ 「チームファースト」なコミュニケーション 参加者募集中！ 

 職場、地域、学校、サークル、ＰＴＡ・・・様々な場でリーダー的な立場になることがあります。現

在リーダーの方はもちろん、これからリーダーになられる方、リーダーをサポートする方も今よりもう

少し生き生きと働き、学び、遊び、育み、地域で自分らしく楽しく暮らしていくためにはどうしたらよ

いか考えてみませんか。 

○開催日：1月 21日（土）、2月 4日（土）、2月 18日（土）時間はいずれも 13時～16時 

○会 場：別子銅山記念図書館 多目的ホール 新居浜市北新町 8番 1号 

○定 員：30人 

○問合せ先：新居浜市役所男女共同参画課 ℡：0897-65-1233 Fax：0897-65-1255 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ri-da-6bosyuu.html 

 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ikuboss2.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ri-da-6bosyuu.html
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◇２ 制度施策紹介 

 

★「平成 28年度女性が輝く先進企業表彰」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、内閣総理大臣表

彰を「カルビー株式会社」と「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」が、内閣府特命担当大臣（男女共

同参画）表彰を「社会福祉法人あいの土山福祉会」、「大和証券株式会」、「株式会社北洋銀行」、「明治安

田生命保険相互会社」、「株式会社ユーシステム」の 5企業が受賞しました。 

詳細 ⇒ http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/hyosyo.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鹿児島県 ご当地イクメンの取組 

鹿児島県では、男性の積極的な育児参加を促進する試みとして、「イクメン LINE」（父子手帳）の作成

や 「かごしま子育て応援企業登録制度」を実施する等、地域全体で子育てを応援する取組みを行ってい

ます。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/050/ 

 

②岐阜県高山市 ご当地イクメンの取組 

岐阜県高山市では、子どもを産み育てやすく、安心して子育てができる環境づくりに取り組んでいま

す。市民による子育て支援への参画が進み、子育て支援を担う人材が育っていくことにより、皆にとっ

て子育てしやすい、活力あるまちづくりが推進されるものと考えています。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/049/ 

 

③神戸市 ご当地イクボスの取組 

神戸市では、子育てや介護などにより時間的な制約が生じやすい職員が、仕事と生活との両立に安心

してかつ積極的に取り組むことができるよう、男女を問わずこれらの職員のワーク・ライフ・バランス

の実現を組織的に支援し、組織力を維持・向上させる取り組みを行っています。また、男女がともにい

きいきと働きやすい職場づくりを目指して、イクボスの 普及にも取り組んでいます。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/048/ 

 

④滋賀県 ご当地イクボスの取組 

滋賀県では、三日月大造滋賀県知事をはじめ、管理職職員が「イクボス」になることを宣言していま

す。そして、「滋賀県イクボス宣言企業登録制度」、「イクボス養成プロジェクト」を立ち上げ、より地域

の、企業の実態に即した普及への取組を行っています。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/047/ 

 

⑤三重県 ご当地イクメンの取組 

 三重県では、「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」の重点的な取組の一つである「男性の育児

参画」を推進するために、「みえの育児男子プロジェクト」を進めています。子育てには男性の育児参画

が大切」という考え方が職場や地域社会の中で広まるよう、家族での話し合いや理解のもと、その人な

りの方法で、子どもの生き抜く力を育てることを大切に考えて、男性が積極的に育児に参画することを

応援しています。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/046/ 

 

⑥福岡県 ご当地イクボスの取組 

 福岡県では、男女がともに子育てをしながら活躍できる環境づくりを目指し、「イクボス・イクメン 

http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/hyosyo.html
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/050/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/049/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/048/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/047/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/046/
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Hand Book」の発行や男性管理職のための女性活躍推進セミナー 『イクボスが日本を変える』の開催な

ど、男性の育児参加をより一層進める取組を行っています。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/045/ 

 

⑦埼玉県 ご当地イクボスの取組 

 埼玉県では、平成 24年度から「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」を進めています。女性の活躍に

より地域や経済を活性化することを目指して、 男女ともにいきいきと働くための様々な取組みを行って

います。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/044/ 

 

⑧東京都 ご当地イクボスの取組 

 東京都では、職員一人ひとりが仕事と生活との調和を図りながら組織として高い成果をあげられるよ

う、育児中の職員のキャリア形成促進や介護との両立支援など“ライフ”・ワーク・バランス実現に向け

た取組を進めています。 

詳細 ⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/043/ 

 

◇３ 各種情報 

 

★山口県周南市で「しゅうなんイクボス同盟」が発足しました！ 【イクボスドットコム】 

平成 28年 12月 11日、山口県周南市にて市および市内事業所が一堂に介し、「しゅうなんイクボス同

盟」の結成式が行われました。“地方版”のイクボス企業同盟としては 6例目となる同市のイクボス同盟

には、市内 31の事業所が趣旨に賛同し加盟、男女ともに働きやすい職場環境づくりを宣言しました。 

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

 

★イクボス企業同盟参画企業における長時間労働削減施策緊急アンケート 【イクボスドットコム】 

～長時間労働削減には、「強制力」「トップメッセージ」「全員参画」がカギ！～  

イクボス・プロジェクトを推進する NPO法人ファザーリング・ジャパンでは、今後、政府が国をあげ

て行う働き方改革の一環で長時間労働是正が加速することをかんがみ、すでに長時間労働削減の取組に

挑戦しているイクボス企業同盟参画企業に対して、長時間労働削減施策の取組アンケートを実施いたし

ました。 

詳細 ⇒ http://ikuboss.com/nl-20161212.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。 

・三州製菓株式会社（埼玉県春日部市） 

変化の激しい業界特性に対応するため女性の声を商品に活かす取り組みに力を入れてきた三州製菓株

式会社では、社長の強いリーダーシップのもと 2020年までに女性管理職比率 35％(現在 27％)を目指し

て取り組みを進めています。 

詳細 ⇒ http://www.jcci.or.jp/cat298/2016/1209175145.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★新居浜市民マラソン大会を開催します！ 

 毎年 2月 11日の祝日に開催している大会です。東雲陸上競技場を発着し、国領川河川敷を周回するコ

ースで行います。年齢を問わず誰もが参加できますので、奮ってご参加下さい。 

【日時】平成 29年 2月 11日（土・祝日） 9時～ 開会式 9時 30分～ 出走 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/045/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/044/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/region/043/
http://ikuboss.com/ikuboss-shunan-alliance.html
http://ikuboss.com/nl-20161212.html
http://www.jcci.or.jp/cat298/2016/1209175145.html
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 【会場】東雲陸上競技場発着・国領川河川敷公園周回コース 

 【申込先】新居浜市滝の宮町 1－3 新居浜市陸上競技協会 事務局 田中 元宣 ℡・Fax：0897-37-0436 

 【参加料】小中学生 200円／1人、高校生 300円／1人、一般・壮年 500円／1人 

 【主催】新居浜市陸上競技協会 【共催】新居浜市・新居浜市教育委員会 

 【お問い合わせ先】スポーツ文化課 ℡：0897-65-1303 Fax：0897-65-1306 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sportsbunka/marathon58.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。 

 

※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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