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Ⅱ  Measures for Gender Equality

The Prime Minister’s request to the business 
community
(Cited from the Prime Minister of Japan and 
His Cabinet website.)

Increase of Female Board Members in Listed 
Companies

■ Program for Training Women Executives
The Cabinet Office in FY2016 created a model program for training women candidates for executive positions and 
globally active leaders to increase numbers of women executives promoted internally and women executives hired 
from outside sources. The model program has been communicated to local governments and economic organizations, 
etc. and its implementation is being broadly promoted. In FY2017, seminars based on the model program were held in 
Kanagawa and Kyoto, the results and issues will be clarified, and the conclusions will be promoted nationwide.

■ Current Number of Women Executives at Listed Companies
The promotion of women’s active participation is essential for the sustainable economic growth of Japan, and 
constitutes a priority issue of the Abe Cabinet. If women are involved in corporate decision-making, then diverse values 
will be reflected in the management of the company. At organizations receptive to diverse values, innovation will be 
promoted and the company’s competitiveness and evaluation by society will improve. The company’s value will also 
rise. Therefore, since its inauguration, the second Abe Cabinet has undertaken a number of efforts, including the Prime 
Minister’s request to the business community in April 2013 to begin by appointing at least one woman to an executive 
position at all listed companies. As a result, the number of women executives at listed companies has steadily risen, 
more than doubling in five years between 2012 and 2017. In addition, in capital markets, there is a growing movement 
to recognize companies promoting women’s active participation, including the appointment of women executives, in 
ESG investment ratings, etc.
Nonetheless, the ratio of women executives at listed companies still stands at 3.7% (as of end of July 2017). In the 
Fourth Basic Plan for Gender Equality established in December 2015, the government set a new target to increase the 
proportion of women in executive positions at listed companies to 5% as quickly as possible and to 10% by 2020, and 
the government is engaged in further efforts. 

 8. Actions for Appointing Women to Executive Positions
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■ Establishment of Informational Website on Women Executives, Bulletin Board 
      on Situation of Women Executives

■ Executive Program for Women Leaders
In January 2017, the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) held a cross-company training for women 
candidates for managerial positions at various companies, and invited professors from Harvard Business School. This 
program aims to provide knowledge and training on thinking necessary for addressing global management issues for 
women. On the final day of program, METI held the closing reception among political and business leaders to gain 
momentum for further empowerment of women at companies and to disseminate information for people in Japan and 
overseas. METI also supported the same program in January 2018.
Through these initiatives, METI has sought to create an atmosphere for strong management of Japanese companies by 
adding diverse perspectives.

Bulletin board on situation of women executives

The Cabinet Off ice established “The Informational 
Website on Women Executives”that centralizes and 
disseminates information regarding the appointment of 
women to executive positions at listed companies (end 
of September 2016). This website lists the number and 
proportion of women executives at approximately 3,600 
listed companies by industry. In addition, it introduces the 
government’s initiatives as well as developments in capital 
markets related to the evaluation of companies where 
women are actively participating.
Furthermore, the “Situation of Women Executives at 
Listed Companies in 2018.”* was published in poster 
format.It lists the companies that are promoting the active 
participation of women, including listed companies that 
already have 10% women executives and listed companies 
that have one or more women directors.
In addition, a pamphlethas been created that summarizes 
the advantages of promoting women’s active participation and the current state of women’s active participation in 
quantitative terms. Government programs, etc. that can be utilized by corporate managers when appointing women 
executives are also introduced.
These initiatives are expected to make the situation of the appointment of women executives in all of Japan visible and 
scale them up to the rest of the country.
* Compiled based on the situation of the appointment of women executives (director, auditor, and executive officer) as of the end of July 2017. 

Pamphlet

　女性活躍担当大臣、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）の野田聖子です。

　「女性の活躍」、「輝く女性」、「ウィメノミクス」…。今や、「女性」という言葉が、新聞

に載らない日はありません。女性の活躍は、我が国の明るい未来を確かなものとするため

の「成長戦略の一丁目・一番地」です。

　平成 24 年 12 月の第 2 次安倍内閣発足以来、政府では、女性の活躍を進めるため、様々

な施策を進めております。私自身、地方議員時代から女性の活躍推進に積極的に取り組ん

でまいりました。近年、我が国の女性の活躍には明るい兆しが見え始めましたが、様々な

方とお話する中で、「女性の活躍といっても、そのメリットや何をしたらいいのか具体的に

わからない。」というお声をいただくこともあります。全ての皆様に、女性の活躍に、実感

を持って取り組んでいただくためには、我々政府としても汗をかき、企業の皆様に更なる

理解を深めていただく努力をする必要があるのではないか。そして、一部の大企業や業績

に余裕ある企業だけで取り組んでいくのではなく、様々な課題を抱える企業や中小、地域

の企業にこそ、女性の活躍に取り組んでいただき、大きな成長を確かなものとしていただ

きたい。そうした想いから、この度、女性の活躍を進めるメリットや我が国の現状、企業

の皆様に取り組んでいただきたい御提案などをまとめたこのリーフレットを作成しました。

　人口の半分は女性です。そのニーズに応えるためには、女性ならではの目線が、大きな

力を持つはずです。人手不足が深刻化し、国際競争が熾烈を極める中で、従来の企業統治

は通用しにくくなっています。そのような中、企業が生き残り、更なる発展を遂げていく

には、女性の活躍しかない。企業における女性の活躍は、「待ったなし」です。政府として

も、様々な取組を更に強力に進めてまいりますが、企業の皆様におかれましても、是非、「今

日から」取り組んでいただければと思います。民・官が手を携え、全ての企業、そして我

が国の明るい未来に向けて、女性の活躍を、ともに進めてまいりましょう。

女性活躍担当大臣

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

企業の皆様へ
企業の皆さまへ ～女性活躍は企業の競争力向上の「鍵」～

◦�平成 25 年４月、安倍総理から経済界に対し、管理職への女性登用を、まずは役員（取
締役、会計参与、監査役、執行役及び執行役員含む）に１人は女性を登用いただくよ
う要請しました。
◦�海外の大手資産運用会社や助言会社を中心に、議決権行使を通じて上場企業に女性の
取締役・監査役等への起用を促す動きも進んでいます。

〈第４次男女共同参画基本計画（平成 27 年 12 月 25 日閣議決定）における成果目標〉
　民間企業の課長相当職に占める女性の割合：15％（平成 32 年）
　上場企業役員に占める女性の割合：5％（早期）、更に 10％を目指す（平成 32 年）

多様性に溢れる組織づくりをしたい…
▪ぜひ、管理職、役員への女性の登用・採用を推進ください

経済界との意見交換会であいさつする
安倍総理（首相官邸HPより引用）

◦�内閣府では「女性役員候補者育成のための研修モデルプログラム」を策定し、当モデルプログラムに基づく研修を実施し
ています。当モデルプログラムは、企業各社において役員候補者の育成研修を実施される際にもご活用いただけます。

◦�「女性リーダー育成研修」受講修了者等をリスト化し、掲載しております。

役員候補者を育成したい、女性の役員を登用したい…
▪「女性リーダー育成研修」をご活用ください

▪「はばたく女性人材バンク」で人材を探すこともできます はばたく女性人材バンク

◦�就職活動中の学生（男女問わず）に、数多く閲覧いただいております。
◦�当データベース掲載情報に基づき構成された株式指数が公表され、GPIF（年金積立金管理
運用独立行政法人）が採用するなど、資本市場での評価にもつながっています。
◦�経済産業省と東京証券取引所が共同で実施している「なでしこ銘柄」の選定においても、
当データベースでの情報公開が必須※となっています。
※�選考のスクリーニング基準において、「女性の活躍推進企業データベース」に「女性管理職比率」を公開することが
定められています。

優秀な人材を確保、マーケットでの評価を受けたい…
▪御社の女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス推進状況を
「女性の活躍推進企業データベース」（運用：厚生労働省）でも公開ください

◦�女性の活躍に積極的に取り組む男性リーダー（経営者、自治体トップ等）が集まり、「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に賛同いただいております。
◦�既に、150 名を超える男性リーダーに賛同いただいており、トップ同士の意見交換や交流を図ると
ともに、女性活躍推進の重要性を内外に発信いただいております。（平成 29 年 11 月末時点）

企業トップのネットワークづくりをしたい…
▪「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言にご賛同ください

★行動宣言の概要 ★賛同者ミーティングで、組織トップ同士が意見交換、情報を共有！

★活動の詳細や賛同方法は？

「自ら行動し、発信する」
「現状を打破する」
「ネットワーキングを進める」の
３項目からなり、様々な女性の
意欲を高め、その持てる能力を
最大限発揮できるよう、具体的
に取り組んでいくことを宣言。 男性リーダー  賛同したい
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