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行動宣言の内容
❶「自ら行動し、発信する」
女性活躍推進に関する取組内容や進捗状況を定期的に把握、
公表し、組織内外に向けて、女性活躍の重要性を発信します。

❷ 「現状を打破する」
女性が直面するライフイベントに合わせてキャリアを継続でき
るよう、計画的に成長の機会を提供し、働き方の改革や組織の
意識改革を促進します。

❸ 「ネットワーキングを進める」
参加者のネットワークを広げ、成功事例を共有し、輝く女性の 
ネットワークの構築を支援して連携します。

❶リーダーミーティング
年に1回、男性リーダーが集まり、好事例の共有や
意見交換を行っています。

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」とは？

「男性リーダーの会」参加者の活動

　「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」（以下、「男性リーダーの会」）は、平成26年に企業経営者等
9名により、女性活躍を推進するためには組織トップのコミットメントが重要という想いの下、発足しました。現在
は、企業経営者等や知事・市町村長の皆様、約310名が参加しています。
　会では、男性リーダーが自ら取り組むことを表明する「行動宣言」を策定しており、会に参加した男性リーダーは、
行動宣言に沿って、各組織における女性活躍推進の取組を進めています。

令和4年11月開催のミーティング（ハイブリッド開催）で
は、約200名の男性リーダーや所属団体の役員等をは
じめとするオブザーバーと、小倉内閣府特命担当大臣
（男女共同参画）が参加し、女性活躍に関して、取組
の共有や課題等についてディスカッションを行いました。

ミーティング時に発表いただいた男性リーダーの「私の行動宣言」

・先進的な企業の方、御自身が女性活躍の先陣をきってこられた方が多かったため、その考えも含めとても刺激的な時間
だった。「社風の違い」と諦めるのではなく、社風を変えていけるよう、まずは１歩何か取り組んでみようと思った。
・同じグループの方々が一人ひとりの社員の “個”に即した取組をされていることに感銘を受けた。是非次は対面でお会
いしたい方々ばかりだった。
・経営トップがいかに取り組みに関与し、サポートできるかが重要であるということ、また、女性活躍に取り組むことが重
要課題であることを改めて認識する良い機会となった。

ミーティング参加者から寄せられた声
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　会に参加している男性リーダーの皆様には、様々な女性の意欲を高め、その持てる能力を最大
限に発揮できるよう、行動宣言に沿って取組を行っていただいております。
ここでは、行動宣言の「自ら行動し、発信する」より「組織内外へ自ら発信した取組事例」または「女
性活躍への取組による組織の変化や効果」、「現状を打破する」より「女性活躍を阻害している（し
ていた）要因と、それを取り除く取組事例」のいずれかから１つお選びいただき、男性リーダー
の皆様の取組を御紹介しています。ぜひ女性活躍を推進する取組のヒントとしてください。

掲 載 順：氏名五十音順
掲載対象：令和４年12月までの参加者

男性リーダーの「自ら行動し、発信する」
または「現状を打破する」取組と

各組織における「女性活躍のキーワード」

凡例：

お名前と組織名

組織ロゴ

署名

以下のいずれかから１つ選択
■「自ら行動し、発信する」より「組織内外へ自ら発信した取組事例」または「女性活
　 躍への取組による組織の変化や効果」
■「現状を打破する」より「女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り
　 除く取組事例」

■女性活躍のキーワード

■女性活躍への取組による組織の変化や効果
　当社は指導的役割につく女性社員を増やすべく、職域拡大・能力開発支援と並行し、両立支援・風土改革など多方
面からの取組を継続的に行ってきた。それにより管理職格の女性社員は順調に増加し、さらに女性の室長・作業所
長・営業所長も誕生した。今後は部長格へ任用される女性社員の育成に注力していく。

■女性活躍のキーワード　当社の持続的な成長や進化のために、
女性をはじめとする多様な人材がいきいきと働き、働き甲斐を感
じながら活躍できる職場環境の整備に一層取り組み、全ての社員
のエンゲージメント向上を図りたい。

相川　善郎（大成建設株式会社　代表取締役社長）

■女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り除く取組事例
　2021年より女性活躍を妨げる最大の要因である「性別役割分担意識」の見直しに着手し、「女性イキイキ指数」に、「男
性の産休取得率（８週以内）」「男性の育休１カ月以上取得率」という新たな目標を加えた。この実現に向け、社員の
手挙げによる「ジェンダーイクオリティプロジェクト」を発足し、取組を進めている。

■女性活躍のキーワード　すべての人が「しあわせ」を感じられ
るインクルーシブで豊かな社会の実現に向け、ダイバーシティ＆
インクルージョンの推進に取り組み、2013年より「女性イキイ
キ指数」というKPIを掲げ、改革を進めている。

青井　浩（株式会社丸井グループ　代表取締役社長　代表執行役員　CEO）

■女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り除く取組事例
　社内の役割の大きさや給与を男女別に可視化したり、ジェンダーや多様性に関する勉強会を開催し、知識を深める
と共に、無意識のバイアスに気づく機会を創る等、相互理解を高める場を積極的に設けている。社外に対しては、若
手女性が抱える不安、不安への向き合い方について発信し、共に思考し議論する機会を創っている。

■女性活躍のキーワード　定量化を意識付けしていくことで、無
意識のバイアスによって生じている機会損失や不平等など、女性
活躍を阻むあらゆる問題を解消していきたい。

青野　慶久（サイボウズ株式会社　代表取締役社長）

■女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り除く取組事例
　性別にこだわらず、お互いを尊重し合い、能力や個性を発揮しながら生き生きと暮らせる社会の実現のため、引き
続き第２次室蘭市男女平等参画基本計画に沿った取組を進め、市が率先し市民を牽引し意識の醸成を図りたい。

■女性活躍のキーワード　女性の活躍を効果的に進めていくため
には、女性だけではなく男性を含めた意識の改革が必要であり、
男性管理職の意識改革を喚起する研修等の取組を推進し、女性職
員が十分な能力を発揮できる環境整備に努めている。

室蘭市
M U R O R A N  C I T Y

青山　剛（室蘭市長）

■女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り除く取組事例
　本市女性職員の中には、役職者としての業務に魅力を感じていなかったり、仕事と家庭の両立に負担感を抱える職
員が存在したため、仕事の魅力や、上位職を目指す上での悩みや向き合い方について掲載する女性役職者ロールモデ
ル紹介記事を作成し、庁内HPで公開している。

■女性活躍のキーワード　職員全体に占める女性割合の高まりを
踏まえて、男女ともに働きやすい職場環境を整え、各職員が自身
の能力を発揮できるよう、様々な支援を行う。

秋元　克広（札幌市長）

■女性活躍への取組による組織の変化や効果
　2020年度から従業員リソースグループによる女性活躍推進の活動を強化。ポテンシャルの高い女性社員向けに育
成トレーニングの実施や、社員全員に対して職場における多様性ある働き方への理解を深める施策を続けている。そ
の結果、昨年2021年度末には女性管理職の割合が38%となり、活動前よりも５%上昇した。

■女性活躍のキーワード　2025年末までに女性管理職の割合を
50%にするダイバーシティ目標を設定。2020年度から従業員リ
ソースグループによる女性活躍推進活動を強化。2021年度末に
は女性管理職が38%、活動前より５%上昇。

秋山　玄（ギャップジャパン株式会社　代表取締役社長）

■女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り除く取組事例
　女性社長（COO）とともにグループ初の女性工場長を任命した。多くのマスコミ取材や講演依頼も積極的に取り組み、
内外での認知も高まり、女性活躍推進への評価も増した。それは企業全体への評価につながり、女性の新卒、キャリ
ア社員共に増加した。女性従業員における力量の向上が企業力推進の源となることを実感している。

■女性活躍のキーワード　男女が性差を超え活き活きと活動する
ことは、多面的なダイバーシティの実行につながる。そのために
必要なキーワードは仕事の「入り口」における「平等」と、実行
後の「出口」における「評価」が平等の確立と考える。

浅田　剛夫（井村屋グループ株式会社　代表取締役会長（CEO））

■女性活躍を阻害している（していた）要因と、それを取り除く取組事例
　固定的性別役割分担意識の解消を図り、女性が自らの意思に基づき個性や能力を十分発揮できる県づくりを進める
ため、男女共同参画社会づくりに関する教育の推進、民間団体等の主体的な取組の促進、女性活躍を応援するリーダ
ーの拡大、女性活躍推進会議や就業促進・働き方改革戦略会議による県内一丸となった取組を進める。

■女性活躍のキーワード　令和３年度に策定した「長野県職員い
きいき活躍推進プラン」に基づき、女性職員が自らのキャリア形
成に自律的に取り組みながら能力を発揮するとともに、全ての職
員がいきいきと活躍できる県組織を目指す。

阿部　守一（長野県知事）

❷「男性リーダーの会」冊子・内閣府広報誌「共同参画」
毎年、男性リーダーたちの取組内容をまとめた冊子を作成しています。また、内閣府で発行している広報誌
「共同参画」にて、参加者の取組を紹介しています。

❸地域シンポジウム
各地域において女性活躍推進に積極的に取り組む男性リーダーのネットワークを拡大することを目的に、地域
シンポジウムを開催しています。
下記のシンポジウムでは、「男性リーダーの会」参加者による「男性リーダーによる女性活躍推進への想いと
取組」をテーマにした基調講演と、県内企業の男性リーダー、女性リーダーによる「女性活躍推進における組
織トップの役割」をテーマにしたパネルディスカッションを行いました。今後も全国で地域シンポジウムを開催
し、地域の中・小規模企業の経営者をはじめ、さらに多くの男性リーダーが参加することを目指します。

2023年「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会　
組織トップのコミットメント ～女性活躍推進への想いと取組～」

内閣府広報誌「共同参画」

【基調講演】
アサヒグループ
ホールディングス㈱
勝木社長

【パネルディスカッション】
㈱北國フィナンシャルホールディングス 杖村社長

コマニー㈱ 塚本社長
㈱小林製作所 黒川Cｏｏ

石川県 西垣副知事（ファシリテーター）

ミーティングやシンポジウムの詳細は、下記HPから御覧いただけます！

リーダー
ミーティング

地域シンポジウム
（石川県）

地域シンポジウム
（徳島県）

地域シンポジウム
（栃木県）

・業界をリードする会社のトップの方の意識を知り、とて
も頼もしく思った。企業に対する消費者としての期待感
や印象もよい方に変わるし、そのことがまた企業風土
を良い方向に変化させていくことと思う。
・男性リーダーとして宣言を行い、その人らしい働き方を
周囲が理解する環境や、潜在能力を引き出す教育など
が必要。一人ひとりの可能性を広げ、チャレンジを行っ
ていくことが必要であるという部分が参考になった。
・目標に対して数値が下がった際の原因究明、そこから
の解決策をリーダー自らが考えているところが素晴らし
いと感じた。女性が管理職を目指したくなるような取組
が重要だと感じた。

シンポジウム参加者から寄せられた声

令和 ４ 年10月　石川県共催

【基調講演】
カルビー㈱ 
伊藤社長

【パネルディスカッション】
栃木トヨタ自動車㈱ 新井社長
金谷ホテル㈱ 丸山社長

グランディハウス㈱ 髙橋執行役員社長室長
㈱キャリアン 河野代表（ファシリテーター）

令和 ５ 年 １ 月　栃木県共催

【基調講演】
㈱新日本科学
永田社長

【パネルディスカッション】
西精工㈱ 西社長

健祥会グループ 中村常務理事
徳島県 飯泉知事

NPO法人ファザーリング・ジャパン 徳倉理事（ファシリテーター）

令和 ４ 年12月　徳島県共催



なぜ「男性リーダー」が対象なの？

　本会は、組織において女性活躍を推進するためには、組織トップのコミットメントが重要という想いの下、発足
しました。現状、日本では、組織のトップの大半が男性であるため、率先してリードしていただくために「男性リー
ダー」を対象としています。

参加できる「男性リーダー」とは？

　原則として、各所属企業・団体の男性トップ（例 ： 企業の場合は代表取締役や社長、地方自治体の場合は首長、 
団体の場合は理事長等）です。
　ただし、組織内で女性活躍推進に関してイニシアティブを発揮している方が例示した役職と異なる場合は、
内閣府男女共同参画局まで御相談ください。

参加後にやることは？

　「男性リーダーの会」に参加したことについて、プレスリリース等で対外発信をしてください。その後は、行動 
宣言の3つの柱に沿って、女性活躍推進についての取組を進めてください。各種イベントへの登壇など、参加者
の皆様の取組内容については、ぜひ内閣府男女共同参画局へお知らせください。「男性リーダーの会」のメルマ
ガや広報誌「共同参画」を通じて紹介させていただきます。
　その他、年に1回開催予定のミーティングに参加者自身が御出席いただくこと、年に1回発行している冊子へ 
の取組事例の掲載をお願いしています。

皆様の御参加をお待ちしております！

よくある御質問

リーフレットで紹介したミーティング、地域シンポジウムの様子、冊子や
「共同参画」の内容は、「男性リーダーの会」のＨＰから御覧ください。
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/index.html

□  男性リーダーであること
□  従業員が1名以上いること
□  自社・団体のHPで、女性活躍推進の取組について発信していること
□  反社会的勢力との関わりがないこと
□  女性活躍推進に関する情報公開をしていること（詳細はＨＰ）

上記の内容をふまえ総合的に検討しますので、
まずは申し込みのWEBサイトから御連絡ください！

参加の目安

▼こちらからアクセス！

▼こちらからアクセス！

2023年3月

ぜひ 「男性リーダーの会」に御参加ください ！
詳しい内容はどこで見られる？　　　　　　　　　　　

「男性リーダーの会」に参加するには？　　　　　　 　

内閣府男女共同参画局HPから手続きを行うことができます。 下記URLよ
り、参加手続きを行ってください。
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/join.html

WEBから
手続き！

「男性リーダーの会」に申し込むには？　　　　　　　　

✓
✓
✓
✓
✓

HPはこちら ！

Q

Q

Q

２

１

３


