よくある御質問
Q１

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。日本では、まだ組織のトップの大半が男性であるため、
「男性リーダー」
を対象としています。

Q２

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。

Q３

｢ 輝く女 性 の 活 躍 を 加 速 す る
男 性リーダ ー の 会 ｣ へ の 御 案 内

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。

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？
HPはこちら！

▼こちらからアクセス！

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/male̲leaders/index.html

「男性リーダーの会」
に参加するには？

参加の目安

□ 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！

「男性リーダーの会」
に申し込むには？
WEBから
手続き！

▼こちらからアクセス！

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/male̲leaders/join.html

男性リーダーの皆様の御参加をお待ちしております！
2022年3月

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
内閣府男女共同参画局
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「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
とは？

「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270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」を策定しています。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一層進めています。

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」で、参加者の取組を紹介しています。
2022年「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会

内閣府広報誌「共同参画」

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〜」

輝く女性の活躍を加速する

男性リーダーの会

行動宣言の内容

2022年版

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〜

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」
女性がライフイベントを経ても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。

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
内閣府男女共同参画局

❸地域シンポジウム
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含め、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。

＜令和4年1月 秋田県共催＞
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「男性リーダーの会」
参加者の活動

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。

【開会挨拶】

秋田県 佐竹知事

【基調講演】

カルビー株式会社 伊藤社長

【パネルディスカッション】

左から、㈱秋田銀行 新谷頭取、イオン東北㈱ 佐々木副社長、
秋田県 佐竹知事、秋田県 陶山理事（ファシリテーター）

＜令和４年２月 愛知県共催＞

令和3年11月開催のミーティング
（オンライン開催）
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、野田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、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。

【開会挨拶】

愛知県 大村知事

【基調講演】

サイボウズ株式会社 青野社長

【パネルディスカッション】

左から、敷島製パン㈱ 盛田社長、㈱テルミック 田中代表取締役、
㈱システムリサーチ 梅本取締役、㈱キャリアン 河野代表取締役（ファシリテーター）

シンポジウム参加者から寄せられた声

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」

・今までの「オッサン文化」ではなく、女性・若者文化が今後の企業
の柱になることが、成長する企業への一つの鍵だと強く感じた。
・今までの考え方ではいけない、そう思うトップがいれば変わるという
ことが伝わった。若い女性を引き留めるために環境を整える、言葉
だけではあまりいい印象にはならないが、
それが必要なことなのだと、
聞いていて思った。
・女性活躍推進は手段であって目的ではない、目指すべきは地域の価
値を高めること、という言葉に合点がいった。

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
（秋田県）

地域シンポジウム
（愛知県）
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