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APECとは 
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 APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation） アジア太平洋経
済協力）はアジア太平洋地域の21の国と地域が参加する経済協
力の枠組み。経済規模で世界全体のGDPの約5割、世界全体の
貿易量及び世界人口の約4割を占め、アジア太平洋地域の持続

可能な成長と繁栄に向けて、貿易・投資の自由化、ビジネスの円
滑化、人間の安全保障、経済・技術協力等の活動を行っている。 

 
参加エコノミー：オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、中国、中
国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュー
ジーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シン
ガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、アメリカ、ベトナム 

 



APEC女性と経済フォーラム2014 
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 APEC地域の経済発展のためには、女性の新たな経済機会の創

出が不可欠であるとの認識の下、女性と経済に関する閣僚と民間
参加者が一堂に会する会合であり、2011年から同様の形式で開
催。 

 5月21日（水）から23日（金）まで、中華人民共和国・北京で開催。
（会場は北京飯店） 

 「女性の力を結集し、アジア太平洋地域の経済を発展させる」を
テーマとして、サブテーマに「女性とグリーン発展」、「女性と地域
経済貿易協力」、「政策サポートと女性の経済参画」 

 APEC域内の閣僚、民間企業の役員級や起業家、学識経験者な
ど約300名が会合に参加、議論。 



これまでの経緯（2011年～） 
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 APEC女性と経済サミット（WES) 2011年9月13～16日 米国・サンフランシスコ 

  女性の「資本へのアクセス」「市場へのアクセス」「能力や技能形成」「リーダーシップの向上」を

テーマに、女性と経済に関する政策パートナーシップ（PPWE)やハイレベル政策対話（HLPD)等
が開催された。HLPDでは中塚一宏内閣府副大臣が我が国の取組についてスピーチを行った。 
 

 APEC女性と経済フォーラム（WEF) 2012年6月28～30日 ロシア・サンクトペテルブルク 

 「女性と革新的経済成長」をテーマに「革新的経済」「ビジネス機会」「人的資源」をサブテーマと

してPPWE,HLPD等が開催された。HLPDでは中川正春内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

が我が国の取組についてスピーチを行った。 
 

 APEC女性と経済フォーラム（WEF）2013年9月6～8日 インドネシア・バリ 

 「経済の推進役としての女性」をテーマに、「構造改革」「女性とICT」及び「インフラと人的資源」

をサブテーマとしてPPWE, HLPD等が開催された。HLPD及び初めて開催された「中小企業大

臣・女性と経済担当大臣合同会合」において森まさこ内閣特命担当大臣（男女共同参画）が我が

国の取組についてスピーチを行った。 

 
  

 
 



会合のテーマ：「女性の力を結集し、アジア太平洋地
域の経済を発展させる」 
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（３つのサブテーマと課題） 
 「女性とグリーン発展」 

女性と経済構造及び改革、女性と環境保護及び環境構築、女性と環境農業、
環境保護における地域協力及び新しい経済に関連する分野について議論し、
意見交換を行う。 
 

 「女性と地域経済貿易協力」 
貿易と経済協力、地域におけるビジネス協力の機会について知り、地域協力
において女性の視点及び望みを統合し、ビジネスコミュニティにおける女性間
の協力、公的部門及び私的部門のパートナーシップの促進について議論し、
投資及び技術協力の更なる拡大し、女性の起業への支援を可能にする環境
の創造、中小企業を含む女性が率いるビジネスの発展について調査する。 
 

「政策サポートと女性の経済参画」 
地域協力及び経済発展に女性が平等に参加し、平等に利益を享受するよう、
各エコノミーにおける女性の経済的エンパワーメントに関する政策と成果につ
いて情報交換し、ジェンダー主流化の成功例について議論し、更なる政策提
言及び事業提案を共有する。 



APEC女性と経済フォーラム2014プログラム 
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5月23日（金） 
・女性と経済に関する
官民対話③ 

・ビジネスコミュニティ
における女性に関する
セミナー 

・女性のビジネスとス
マート技術に関するセ
ミナー 

・閉会式 

5月21日（水） 

・女性と経済に関する
政策パートナーシップ 

5月22日（木） 

・開会式 

・女性と経済に関する 
ハイレベル政策対話 

・女性と経済に関する
官民対話①② 

 
 
 

・APEC経済への女性の参加に関する写真展 
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日本政府団 

岡田 広 内閣府副大臣 
民間 

 塚本 良江  NTT コムオンラインマーケティングソリューション株式会社 
          代表取締役社長 

 日本電信電話株式会社（NTT）に入社。2002年よりマイクロソフトMSN事業部長、執行役  
 員。2012年10月NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社代表取締役 
 社長。2008年NTTコミュニケーションズ。日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2012を受賞。 
 

 大崎 麻子 開発政策・ジェンダー専門家, 関西学院大学総合政策学部客員
教授      

   国連開発計画（UNDP）東京事務所、本部開発政策局の政策スペシャリスト。 2010年か     
    ら2012年まで、内閣府国際平和協力本部事務局、国連PKO派遣要員のための派遣前    
    ジェンダー研修講師。 
 
 光畑 由佳 有限会社モーハウス代表取締役 

 （株）パルコでの美術企画、建築関係の編集者。2人目の出産後、電車の中での授乳体験 
  を機に、「産後の新しいライフスタイル」を提案するため授乳服の製作を開始。「いいお産 
  の日」（茨城、青山）の開催や自宅サロン等も通し、お産・おっぱいをサポートする「モー 
  ハウス」の活動を始める。2009年内閣府「女性のチャレンジ賞」受賞。 

 
関係省庁 

内閣府、外務省、経済産業省 
 

 
 

塚本 良江さん 

大崎 麻子さん 

光畑 由佳さん 



女性と経済に関する政策パートナーシップ（5/21) 
PPWE: Policy Partnership on Women and the Economy  

 
 

 
 

各エコノミーから官（実務者級）、民（役員級）が参加し、女性と経済
に関する各エコノミーの取組の発表、PPWE戦略計画の検討、
フォーラムのステートメント案の議論などが行われた。 
 日本からは、NTTコムオンラインマーケティングソリューション株式会社塚本良江代表取締役社長、内

閣府、外務省、経済産業省が参加。 
 塚本良江さんは、民間の女性社長の立場から女性の活躍推進の取組について報告した。 
 内閣府からは、我が国の女性活躍推進の取組について、企業における女性の活躍を「見える化」と男

性の意識改革を中心に報告した。 
 外務省からは、「女性のリーダーシップ」「女性活躍推進企業５０選」など、PPWEの優先分野に沿った

日本の貢献について提案した。 

 

塚本さんの報告の様子 PPWE会合 
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女性と経済に関するハイレベル政策対話(5/22） 
HLPD: High Level Policy Dialogue on Women and the Economy  
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日本からは、岡田内閣府副大臣が、我が国の女性活躍推進の取組や成果等

についてスピーチを行った。 

岡田副大臣によるスピーチの様子 各エコノミーの代表 

開会式に続き、各エコノミーの閣僚級、ビジネス界の代表により、女
性と経済に関するスピーチが行われた。 
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二国間会談 

フォーラムの開催期間中に、岡田内閣府副大臣は参加エコノミーの
閣僚級と女性の活躍の状況や推進の取組について意見交換を
行った。 

岡田副大臣と米国のラッセル国際女性問題担当大使 
 
APEC女性と経済フォーラムと同様、他の国際的な意見

交換の場での女性と経済に関する取組の強化について、
意見交換を行なった（５月２２日） 

岡田副大臣とオーストラリアのデスポーヤ女性及び少女
担当大使 
 
日豪における各分野の女性の進出状況について意見交
換を行なった。（５月２２日） 



女性と経済に関する官民対話（5/22,23） 
PPDWE: Public-Private Dialogue on Women and the Economy   
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 日本からは、開発政策・ジェンダー専門家の大崎麻子さんが「政策サポートと
女性の経済参画」のセッションにパネリストとして参加し、東北地方の東日本
大震災の被災地のおける女性の起業の推進活動について発表を行った。 

官、民、非政府組織、学識経験者などから女性リーダー等が参加し、
サブテーマごとに、パネルディスカッションを実施。 
APEC各エコノミーで共通して取り組むべき課題の抽出等を議論。 

「政策サポートと女性の経済参画」をテーマとし
たセッション（右端が大崎さん） 

「女性とグリーン発展」をテーマとしたセッション 
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ビジネスコミュニティにおける女性に関するセミナー（5/23） 
Seminar on Women in Business Community 
 
 
女性の起業に関する優良事例の共有のため、日本、中国、中国香
港、カナダ、フィリピン、オーストラリアの女性起業家等が、プレゼン
テーションを行った。 

日本からは、光畑 由佳さんが、有限会社「モーハウス」で取り組

む授乳服という、女性を支援するための商品づくりや子連れのワ
ークスタイルをテーマにプレゼンテーションを行った。 
 
 

光畑さんによるプレゼンテーションの様子 
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閉会 

閉会式において、フォーラムの成果である「声明」が採択された。この
「声明」は、１１月に開催されるAPEC首脳会合に提出される予定。 

＜日本からの提案により「声明」に盛り込まれた事項＞ 
 自然災害からの復旧・復興過程への女性の完全参加 
 女性に対するSTEM教育の促進 
 各エコノミーによる、指導的地位に占める女性の割合に関

する2020年までに達成しうる計測可能な目標の設定。 

 ＡＰＥＣ地域における、ジェンダーダイバーシティの優
良事例の調査と共有 

 公的及び民間部門におけるジェンダーダイバーシティの
透明化や開示の推進 

 幹部や中間管理職の女性差別的なマインドセットの変革 
 自然災害被災地における女性の起業の奨励・推進 

 
閉会式の様子 



※この他、5月23日には、女性によるモバイル及びソーシャルコマースやス    
 マート技術を活用した女性の経済エンパワーメントの促進を目的としたセミ    
 ナーが中国と韓国の共催により開催された。 
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APECの女性の経済参画に関する写真展 
Photo Exhibition on APEC Women’s Participation in Economy 

会合の会場では、各エコノミーの「平等な女性の経済参画」の取組
について写真展示による紹介が行われた。 

日本の取組の展示 
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