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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6割、世界全体の
貿易量の約5割及び世界人口の約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、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2015
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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。2011年から同様の形式で開催。

本年は9月15日（火）から18日（金）まで、フィリピン・マニラで開催。
（会場はPICC（Philippine International Convention Center））

 「包摂的な成長の原動力としての女性(Women as Prime Movers of Inclusive 

Growth)」をメインテーマとし、サブテーマとして「女性と包摂的なビ
ジネス（エンパワーメント）」、「女性とグローバル・バリューチェーン
（イノベーション）」、「女性と持続可能な開発（強靭性）」

 APEC域内の閣僚、民間企業の役員や女性起業家、学識経験者
など約800名が会議に参加。



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。

■ APEC女性と経済フォーラム（WEF）2014年5月21～23日 中国・北京

「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」をサブテーマとしてPPWE, PPDWE,（女性と経済に関する官民対話）

HLPD等が開催された。HLPDでは岡田広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。
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３つのサブテーマと課題
「女性と包摂的なビジネス（エンパワーメント）」

男女の労働者に対する健康・安全・福利厚生を確保するための人的資本への
投資、ジェンダー多様性に関する透明性と情報開示を高める、包摂的な成長
の重要性と脆弱なグループへの貢献、男女共同参画と女性のエンパワーメン
トの推進は、包摂的な成長を通じて、女性と女児だけでなく男性と男児にも恩
恵をもたらすことなどについて共通認識を持つ。

「女性とグローバル・バリューチェーン（イノベーション）」
生産、製造、マーケティング、消費までのグローバル・バリューチェーンにおけ
るジェンダーの重要性の認識、女性が世界市場へ参画するための経済的資
源や機会へのアクセスが公平に得られる環境を構築する。

「女性と持続可能な開発（強靭性）」
女性の参画が災害リスクを効果的に管理するために重要であり、復旧・復興の
すべて段階の意思決定に参加する平等な機会を提供し、女性とリーダーシッ
プ能力と代表性を高める。

会合のメインテーマ
「包摂的な成長の原動力としての女性」



9月15日（火）
・APEC女性と経済
ダッシュボード
ワークショップ

・女性起業家のための
ビジネスとスマート技術
に関するセミナー

9月16日（水）
・女性と経済に関する
政策パートナーシッ
プ会合（PPWE）

・包摂的成長のための
ICTを通じた女性の
エンパワーメントに
関するセミナー等

9月17日（木）
・開会式
・アキノ大統領スピーチ
・女性と経済に関する官
民対話（PPDWE）

‐グローバルジェンダーパネ
ルセッション

‐若手女性リーダーパネル
セッション

‐グローバルバリューチェー
ン、包摂的ビジネス、持続
可能な開発に関するパネ
ルセッション

・歓迎夕食会

9月18日（金）
・女性と経済に関する
ハイレベル政策対話
（HLPD）

・閉会式

APEC女性と経済フォーラム2015プログラム
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9月16～18日
・リュクス・フィリピン：フィリピン女性による製品の展示・販売

・アイコングラフ：各エコノミーから、経済的に活躍している女性
を紹介する写真展示
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日本からの参加者

石原 一彦 内閣府審議官

林 文子 横浜市長

横田 響子氏（民間代表）
（株）コラボラボ（女性社長.net企画運営）代表取締役

1999年㈱リクルート入社。2006年、㈱コラボラボ設立。「女性社長.net」、
「J300」など女性社長を応援する企画に注力。女性経営者の支援やビジネス･

コーディネート、新規事業、販促支援などのプロジェクトを多数手掛ける。

2013年・14年、企業と女性起業家のマッチングイベントを内閣府と共催

（国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業）。

2011年、APEC女性と経済サミットにてイノベーター表彰、

2013年、内閣府女性のチャレンジ賞受賞、

2014年、Forbes Japan 「未来を創る日本の女性！フォーブスが選ぶ10人」に選出。

関係省庁（内閣府、外務省、経済産業省）

㈱コラボラボ 横田 響子 代表取締役

林 文子 横浜市長

（五十音順）



女性と経済に関する政策パートナーシップ（9/16)
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戦略計画及び女性と経
済フォーラム声明案の議論などが行われた。

 日本からは、（株）コラボラボ横田響子代表取締役、内閣府、外務省、経済産業省が参加。
 横田氏は、女性起業家を支援する立場から日本における女性起業家の現状と市場アクセ

スに向けた支援策、女性起業家による具体的取組等について報告した。
 日本からは、日本国内の女性活躍推進の取組およびAPECにて実施しているプロジェクト

「2020年までに管理職に占める女性の割合を高めるための取組」・「災害復興時の女性の
活躍」について紹介する等PPWEの優先分野に沿った日本の貢献について発表した。
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日本の発表を聞く
パプアニューギニア代表団

PPWEにおける日本の発表の様子
（横田取締役と大塚審議官）

参加者によるフォトセッション



女性と経済に関する官民対話（9/17）
PPDWE: Public-Private Dialogue on Women and the Economy  

 冒頭、ドミンゴ貿易産業大臣から本会議参加者約800名のうち58％は民間部門からCEOや役員等
が参加している旨報告があった。

 APECビジネス諮問委員会ドリス・マグサイサイ・ホー委員長の開会のスピーチ、アキノ大統領のス
ピーチが行われ、包摂的な経済成長にとって女性活躍が不可欠であることなどの言及があった。

 パネルセッションでは、スピーカーとして、ビジネス界、産業界、政府、若手の女性リーダーらが登壇
し、「女性と包摂的なビジネス（エンパワ―メント）」、「女性とグローバル・バリューチェーン（イノベー
ション）」、「女性と持続可能な開発（強靭性）」の３つのサブテーマ等に基づいて議論が行われた。

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。
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開会式のフォトセッション
（前列右から二人目がアキノ大統領）

各界の代表による
パネルセッション

女性と包摂的経済成長のセッショ
ンに登壇したアジア開発銀行・

田中そのみさん

会議の様子は現地ＴＶでも
大きく放映された

（写真はドミンゴ貿易産業大臣）



女性と経済に関するハイレベル政策対話(9/18）
HLPD: High Level Policy Dialogue on Women and the Economy 
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日本からは、石原内閣府審議官が、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。

林横浜市長が「日本一女性が働きやすい、働きがいのある都市」を目指す

横浜の取組を中心に、基調講演を行った。

最終日には、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。

石原内閣府審議官による
スピーチ

各エコノミーの代表によるフォトセッション
ＨＬＰＤの基調講演

（左端：林文子横浜市長）
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包摂的経済成長のためのICTを活用した

女性のエンパワーメントセミナー（9/15-16）
Seminar on Empowering Women through ICT for Inclusive Growth

各エコノミーの女性起業家等が、ICTを活用した女性の起業に関す
る優良事例を発表し、情報共有を行った。

台湾の女性起業家によるプレゼンテーション。
ファミリーフレンドリーアプリを開発し、香港、マニラにも進出。
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閉会

我が国から３月仙台で開催された第３回国連世界防災会議において
採択された「災害リスク減少に向けた仙台枠組み２０１５－２０３０」を
インプットするなどの貢献を行った。

閉会式の様子

APEC Women and the Economy 2015 Fora Statement
Women as Prime Movers of Inclusive Growth の採択

 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。

 次年度会合はペルーのリマで開催
される。
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サイドイベント
ICONOGRAPH, LUXE Philippines

会場では、各エコノミーの主に中小・零細企業において社会にインパクトの
ある実績や成長の潜在力を持っているロールモデルとなる女性を
ICONOGRAPHとして指名し写真とともに紹介するイベントが開催された。
またフィリピン女性による製品展示・販売（LUXE Philippines）も行われた。

日本のICONOGRAPHは、インターナショナルスクール・オブ・アジア
軽井沢（ＩＳＡＫ） 代表理事 小林りんさん

LUXE Philippinesの展示・販売
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サイドイベント
WE-APECサイトの開設イベント

女性起業家間ネットワークの構築及びビジネス成長やマーケットアクセスに
役立てるため，APEC域内の企業や政府が実施する女性起業支援等の情
報が掲載されたプラットフォームである、WE-APECの開設イベントが開催
された。（米国主導のプロジェクト）

http://www.we-apec.com/



APEC女性と経済フォーラム2015 会議の工夫
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スマホアプリ「The APEC WE 2015 Fora」
✓オーディエンス・レスポンス・システムで投票
すると、聴衆の反応を会場内ビジョンにすぐに
反映できる。質問もリアルタイムで実施可能。

✓会議参加者のプロフィール等もアプリで確認。
✓会議の様子をツイッターでつぶやくことも
推奨されていた。

会場入口のセキュリティ

入口に近づくと、参加者が首から下げて
いるIDカードが反応し、画面に登録写真
が映し出される

GREAT Womenによる製品の紹介

特に零細企業における女性の経済的エン
パワーメントの促進をサポートするための
フィリピンのプロジェクト「GREAT Women」
によって製造されたチョコレートがお土産に


	APEC�女性と経済フォーラム2015
	APECとは
	APEC女性と経済フォーラム2015
	これまでの経緯（2011年～）
	会合のメインテーマ�「包摂的な成長の原動力としての女性」
	APEC女性と経済フォーラム2015プログラム
	日本からの参加者
	女性と経済に関する政策パートナーシップ（9/16)�PPWE: Policy Partnership on Women and the Economy 
	女性と経済に関する官民対話（9/17）�PPDWE: Public-Private Dialogue on Women and the Economy  ��
	女性と経済に関するハイレベル政策対話(9/18）�HLPD: High Level Policy Dialogue on Women and the Economy 
	��
	閉会
	サイドイベント�ICONOGRAPH, LUXE Philippines
	サイドイベント�WE-APECサイトの開設イベント
	APEC女性と経済フォーラム2015　会議の工夫

