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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。 

 

                                     2017.1.12  配信 第 28号 

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

  

今年もよろしくお願いいたします。 

 新居浜市では、男女共同参画社会の実現に向け、今年も様々な取組を行ってまいります。 

                                   新居浜市男女共同参画課 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★平成 28年度ワーク・ライフ・バランス促進セミナーを開催します！ 【愛媛県労政雇用課】 

県内の各企業における労働者の仕事と家庭の両立に対する理解を深め、多様でかつ柔軟な働き方を選

択できる雇用環境の整備に向けた取組を促進するため開催します。 

【開催日時】平成 29年 2月7日（火曜日）13：30～15：50 

 【場所】東京第一ホテル松山 2階コスモゴールド（松山市南堀端町 6-16） 

 【内容】①基調講演：テーマ「次世代上司のワーク・ライフ・バランス～多様な人材が成果を出すた

めに～」（講師：田中 彩 氏：ママワーク社労士オフィス代表）②事例発表：「県内企業に

おける仕事と家庭の両立支援の取組について」（えひめ子育て応援リーダー企業コンテストの

知事賞及び県法人会連合会会長賞受賞企業） 

 【対象者】事業主、企業の人事・労務担当者等 【参加料金】無料 【定員】100名程度 

 【主催】愛媛県労政雇用課、（一社）愛媛県法人会連合会 

 【申込方法】チラシ裏面の「ワーク・ライフ・バランス促進セミナー」参加申込書により、FAX又は郵

送にてお申し込みください。メールでも受け付けております。 

 【申込期間】平成 29年 1月 31日（火曜日）まで 

 【申込・お問い合わせ先】〒790-0067 松山市大手町 2-5-7 一般社団法人愛媛県法人会連合会「えひ

め子育て応援企業認証サポート事業担当」 TEL：089-933-5596 

FAX：089-947-4251 Eメール：iwamoto@csc-ehime.jp 

詳細 ⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/event290207.html 

 

★平成 28年度フレッシュ・リブまさき「男女共同参画ふれあいフォーラム」を開催します！ 

【愛媛県男女参画・県民協働課】 

女性も男性も、自分らしく輝いて暮らせるまちづくりをめざし、フレッシュ・リブまさき・松前町・
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松前町教育委員会で 5年に 1度開催されるフォーラムです。どなたでもご参加できます。是非、お越し

ください！ 

【開催日時】平成 29年 2月 19日（日曜日）13：30～16：10 

【場所】松前総合文化センター 広域学習ホール（伊予郡松前町大字筒井 633番地) 

【内容】大会テーマ「女（ひと）と男（ひと）が自分らしく輝いて暮らせるまちづくり」 

①記念講演：13：50～15：00 演題『女性・地域が輝く社会に向けて』 講師：岡山県倉敷

市長 伊東 香織 氏 ②シンポジウム：15：20～16：10 テーマ「女（ひと）と男（ひと）

が自分らしく輝いて暮らせるまちづくり」 登壇者：伊東 香織 氏（記念講演講師）、岡本 

靖 氏（松前町長）、升田 須賀子 氏（フレッシュ・リブまさき会長） 

 【対象者】一般県民 【参加料金】無料 【定員】600名 

 【主催】フレッシュ・リブまさき、松前町、松前町教育委員会 

 【申込方法】入場には整理券が必要です。整理券は、松前町教育委員会社会教育課、フレッシュ・リ

ブまさき各団体、各地区公民館で取り扱っています。 

 【申込・お問い合わせ先】〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井 631番地 松前町教育委員会 社会教

育課 電話：089-985-4135 FAX：089-985-4149 

詳細 ⇒ http://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/17/dannjyo.html 

 

★ひめリットマネージャークラブ 女性活躍促進勉強会・情報交換会（新居浜会場）を開催します！ 

【愛媛県男女参画・県民協働課】 

企業にとって労働力の確保・育成は急務であり、意欲ある女性が活躍できる環境整備や育成は企業成

長には必要不可欠なテーマになっています。本勉強会では、経営戦略としての女性の人材育成・活躍の

場の提供やメリットについて理解を深めるとともに、男女を問わず優秀な人材を確保するための企業風

土づくりや取り組みの情報交換等を行います。 

【開催日時】平成 29年 2月 21日（火曜日）14：00～16：00 

 【場所】新居浜ウイメンズプラザ 2階視聴覚室（新居浜市庄内町 4-4-19） 

 【内容】①経営戦略として考える女性活躍推進（講師：脇本 美緒 氏：さくら社会保険労務士事務

所代表）②新社会人に選ばれる企業風土づくり（講師：郡司島 宏美 氏：愛媛大学ダイバ

ーシティ推進本部女性未来育成センター特命准教授）③情報交換（グループワーク） 

【対象者】女性の活躍を応援する社長、経営幹部、管理職等の方 

【参加料金】無料 ※事前申込みが必要です。 【定員】40名  

【主催】（一社）愛媛県法人会連合会（愛媛県委託事業「えひめ女性活躍促進事業」として開催） 

 【申込方法】申込書に必要事項（企業名、所在地、所属部署、役職、電話番号、FAX番号、希望会場、

氏名、メールアドレス）をご記入の上、郵送、FAX、電子メールのいずれかでお申込みく

ださい。 

 【申込期間】平成 29年 2月 10日（金曜日）まで 

 【申込・お問い合わせ先】一般社団法人 愛媛県法人会連合会（えひめ女性活躍推進協議会） 

〒790-0067 松山市大手町 2-5-7 愛媛中小企業指導センター内  

電話：089-933-5596 FAX：089-947-4251 e-mail：kensyu@csc-ehime.jp 

詳細 ⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/event290221.html 

 

★男女共同参画社会づくり講演会を開催します! 【新居浜市男女共同参画課】 

 平成 3年 3月 16日に設立した新居浜市女性連合協議会の発足記念事業として、女性の地位向上と社会

参画を促進し、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的として開催します。是非、ご来場ください。 

 ○開催日時：平成 29年 3月 18日（土曜日）13:30～15:00（開場 13:00） 

 ○場所：新居浜市市民文化センター中ホール 

 ○講師：村木 厚子 氏（前厚生労働事務次官） 

 ○講演テーマ：～いまなぜ女性活躍か～ 誰もが活躍できる社会を目指して 
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 ○参加料：無料（整理券が必要です） 

      整理券は、男女共同参画課（市役所 2階）、ウイメンズプラザにあります。 

 ○主催：新居浜市女性連合協議会、共催：新居浜市 

 ○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/syakaidukuri.html 

 

◇２ 制度施策紹介 

 

★平成 28年度「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」受賞企業を決定しました！ 【厚生労働省】 

「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」は、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員と

の均等・均衡待遇の推進や、正社員への転換促進、パートタイム労働者のキャリアアップの支援など、

パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業などを表彰する制度です。平成 27年度から実施し

て、今回で 2回目となります。厚生労働大臣賞である最優良賞は、株式会社オリエンタルランド（千葉

県浦安市）と株式会社ケア 21（大阪府大阪市）の 2社に決定しました。 

詳細 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145776.html 

 

★平成 28年度ダイバーシティ・マネジメントセミナー（経団連共催）を開催します！ 

【内閣府男女共同参画局】 

企業の持続的成長には、女性、若者、シニア、外国人を含めた多様な社員一人ひとりの活躍が不可欠

です。今こそ、企業の価値創造や生産性の向上に資するダイバーシティ経営の推進が求められています。 

本セミナー（大阪開催）では、BTジャパン社長の吉田晴乃氏からダイバーシティ時代における企業の戦

略についてご講演いただきます。また、パネルディスカッションとして、企業の先進的な取組やそれら

を浸透させるための具体的な意識改革マネジメントについて討議します。皆さまのご参加をお待ちして

おります。 

 ○日時：平成 29年 2月 3日（金）14:00～15:30 

 ○場所：リーガロイヤルホテル大阪 2階桐の間 

 ○内容：①基調講演：「ダイバーシティ時代における企業の戦略」 経団連副議長 女性の活躍推進委

員長 BTジャパン株式会社 代表取締役社長 吉田 晴乃 氏 ②パネルディスカッション

「リーダーが語る我が社のダイバーシティ戦略～先進的な取組と意識改革マネジメント～ 

株式会社ストライプインターナショナル 代表取締役社長 石川 康晴 氏、大成建設株式会

社 管理本部人事部部長兼人材いきいき推進室長 塩入 徹弥 氏、（ファシリテーター）経

団連女性の活躍推進委員会企画部会長 野村ホールディングス株式会社 野村證券株式会社   

執行役員 中川 順子 氏 

 ○主催：（一社）日本経済団体連合会、内閣府男女共同参画局 

 ○申込期限：平成 29年 1月 30日（月） 

詳細 ⇒ http://wwwa.cao.go.jp/wlb/event/meeting.html 

 

◇３ 各種情報 

 

★奈良県生駒市にて産官学による「生駒イクボス合同宣言」 【イクボスドットコム】 

平成 28年 12月 22日、奈良県生駒市にて産官学による「生駒イクボス合同宣言」が行なわれました。

この日宣言をしたのは、小紫雅史市長、商工会議所会頭以下 46社の市内企業および、奈良先端科学技術

大学院大学のトップらです。 

詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-ikoma-city.html 

 

★福島県白河市にて市長ほか商工 4団体のトップらがイクボス宣言 【イクボスドットコム】 
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平成 28年 12月 1日、福島県白河市の鈴木和夫市長が、白河商工会議所会頭、表郷・大信・ひがし各

商工会会長と「イクボス」宣言を行いました。福島県内の市町村では初の宣言となります。 

詳細 ⇒ http://ikuboss.com/ikuboss-shirakawa-city.html 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★ふるさとスケッチ 篠原信二展の開催について 

 生まれ育った角野を中心に、新居浜の風景を描いてきた篠原信二氏の風景画（水彩画）約80点を展示

します。故郷新居浜を愛し、地域の人たちとともに角野で生き抜いた彼が描いた、色彩豊かで温かみあ

ふれる風景を、ぜひご覧ください。 

【日時】平成 29年 1月 28日（土）～3月 26日（日）9：30～17：00 

 【会場】新居浜市美術館展示室 2（あかがねミュージアム 2階） 

 【観覧料】無料 

 【お問い合わせ先】総合文化施設管理課 ℡：0897-65-3580 Fax：0897-65-3581 

詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sougobunka/sinohara-sinji.html 

 

※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 
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◇◇ 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 

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

http://ikuboss.com/ikuboss-shirakawa-city.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sougobunka/sinohara-sinji.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.positiveaction.jp/
http://ikumen-project.jp/index.html
http://www.comeback-shien.jp/
http://work-holiday.mhlw.go.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/
https://www.facebook.com/niihamacity
https://twitter.com/niihama_city
mailto:danjo@city.niihama.ehime.jp

