
参加費
無料
参加費
無料

我が国の企業の国際競争力を高めるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であり、
経営の監督と執行の更なる質の向上が求められます。
特に、女性が企業の意思決定に関わることは、

多様な価値観が企業の経営の監督及び執行の両方に反映されるとともに、
多様な価値観を受容する組織ではイノベーションが促進され、

企業競争力や社会的評価が向上し、企業価値の向上にもつながります。
内閣府では、2020年（平成32年）までに「上場企業役員に占める女性の割合10％」を目指すこととしています。

現在、上場企業に占める女性役員の割合も高まっていますが、国際的には依然低い水準です。
そこで、今年度、執行を担う内部登用による役員候補、

及び、監督を行う社外取締役候補となられる女性人材を対象に、
「女性役員育成研修」を神奈川県と京都府の２地域において実施いたします。

今後、女性役員として活躍するために、自覚と意識を持ち、必要な知識を習得していただけるよう、
企業経営層からの講演と専門家からの講義により学んでいただくプログラム構成となっています。

同時に、地域で活躍する女性リーダー同士のネットワークを構築することができます。

＜第1回のみ＞　TKPガーデンシティ横浜
横浜市神奈川区金港町3-1　コンカード横浜

アクセス：JR・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線 横浜駅 きた東口A  徒歩5分
　　　　横浜市営地下鉄・相鉄本線 横浜駅 徒歩15分

会場

30名定員

神奈川県在勤者及び在住者のうち、いずれかに該当する女性
◇内部昇進により役員に選抜されることが見込まれる、また
は期待される、上級管理職・執行役員候補等

◇社外取締役・社外監査役候補等
◇企業経営や管理責任に携わった経験を有し、社内・社外を
問わず、将来、役員として活躍を望む方、または、活躍を
期待する方

※なお、対象者は、原則職務経験10年以上の方とさせて頂きます。

対象者

9月25日（月）お申込締め切り

研修（５回）
　第1回　2017年10月25日（水）
　第2回　　　　 11月13日（月）
　第3回　　　　 12月12日（火）
　第4回　2018年 1月16日（火）
　第5回　　　　   2月 6日（火）

フォローアップ研修（１回）
　　　　  2018年3月 6日（火）

開催日程 18:00～21:00　（第1回10月のみ17:00～21:00）

女性役員育成研修
　　～リーダーとしての知識と見識を高める～　　

平成29年度 内閣府委託事業

お申込はWEBよりお願いします。※裏面参照

＜第2回以降＞　横浜市開港記念会館
横浜市中区本町1丁目6番地

アクセス:JR 関内駅 南口 徒歩10分
　　　　 横浜市営地下鉄 関内駅 1番出口 徒歩10分
　　　　 みなとみらい線 日本大通り駅 1番出口 徒歩1分

＜神奈川版＞

主催：内閣府男女共同参画局
共催：かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）、

横浜市



 

 

平成 29 年度内閣府委託事業 

「女性役員育成研修」 プログラム（神奈川） 

 

 

実施回 時間（予定） プログラム 

【第１回】 

2017 年 

10 月 25 日

(水) 

17：00～17：15 

 

17：15～18：05 

18：15～20：15 

 

20：25～21：00 

開催挨拶 内閣府男女共同参画局長 武川 恵子 氏 

オリエンテーション 

＜講演＞横浜市長 林 文子 氏 

＜講義＞「法的役割と責任・リスクマネジメント」 

鳥飼総合法律事務所 パートナー弁護士 村瀬 孝子 氏 

交流会 

【第２回】 

11 月 13 日 

(月) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

＜講演＞株式会社アイネット 取締役会長 池田 典義 氏 

＜講義＞「コーポレート・ガバナンス」 

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科教授 北川 哲雄 氏 

【第３回】 

12 月 12 日

(火) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

 

 

＜講演＞キリンビール株式会社執行役員横浜工場長 神崎 夕紀 氏 

＜講義＞ 「技術・産業のメガトレンド・イノベーションをおこす経営」 

国立大学法人滋賀医科大学 バイオメディカル・イノベーション 

センター 特任教授 小笠原 敦 氏  

【第４回】 

2018 年 

1 月 16 日 

(火) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

 

＜講演＞株式会社横浜スカイビル 代表取締役社長 風間 利彦 氏 

＜講義＞「グローバル競争を勝ち抜く経営」 

一橋大学 名誉教授 石倉 洋子 氏 

【第５回】 

2 月 6 日 

(火) 

18：00～20：00 

 

20：10～21：00 

 

＜講義＞「企業価値と経営戦略」 

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科准教授 齋藤 卓爾 氏 

＜講演＞首都大学東京 大学院社会科学研究科教授 松田 千恵子氏 

アクションプラン作成（個人ワーク） 

【ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ】 

3 月 6 日 

(火) 

18：00～18：4 

 

18：40～19：30 

19：40～20：30 

20：30～21：00 

＜講演＞SAP ジャパン株式会社 ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ人事戦略担当 

アキレス 美知子 氏 

アクションプランの確認（グループワーク） 

グループ発表（質疑応答、コメント） 

交流会 

 



参加費
無料
参加費
無料 ＜京都版＞

我が国の企業の国際競争力を高めるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であり、
経営の監督と執行の更なる質の向上が求められます。
特に、女性が企業の意思決定に関わることは、

多様な価値観が企業の経営の監督及び執行の両方に反映されるとともに、
多様な価値観を受容する組織ではイノベーションが促進され、

企業競争力や社会的評価が向上し、企業価値の向上にもつながります。
内閣府では、2020年（平成32年）までに「上場企業役員に占める女性の割合10％」を目指すこととしています。

現在、上場企業に占める女性役員の割合も高まっていますが、国際的には依然低い水準です。
そこで、今年度、執行を担う内部登用による役員候補、

及び、監督を行う社外取締役候補となられる女性人材を対象に、
「女性役員育成研修」を神奈川県と京都府の２地域において実施いたします。

今後、女性役員として活躍するために、自覚と意識を持ち、必要な知識を習得していただけるよう、
企業経営層からの講演と専門家からの講義により学んでいただくプログラム構成となっています。

同時に、地域で活躍する女性リーダー同士のネットワークを構築することができます。

京都ウィメンズベースアカデミー
京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435　京都御池第一生命ビル

アクセス：京都市営地下鉄 烏丸線・東西線 烏丸御池駅 3-1出口 徒歩1分

会場

30名定員

京都府在勤者及び在住者のうち、いずれかに該当する女性
◇内部昇進により役員に選抜されることが見込まれる、また
は期待される、上級管理職・執行役員候補等

◇社外取締役・社外監査役候補等
◇企業経営や管理責任に携わった経験を有し、社内・社外を
問わず、将来、役員として活躍を望む方、または、活躍を期
待する方

※なお、対象者は、原則職務経験10年以上の方とさせて頂きます。

対象者

研修（５回）
　第1回　2017年10月26日（木）
　第2回　　　　 11月16日（木）
　第3回　　　　 12月14日（木）
　第4回　2018年 1月18日（木）
　第5回　　　　  2月 8日（木）

フォローアップ研修（１回）
　　　  　2018年 3月 8日（木）

開催日程 18:00～21:00　（第1回10月のみ17:00～21:00）

主催：内閣府男女共同参画局
共催：輝く女性応援京都会議（事務局：京都府・京都市・京都労働局・京都商工会議所）、公益社団法人関西経済連合会

女性役員育成研修
　　～リーダーとしての知識と見識を高める～　　

平成29年度 内閣府委託事業

9月25日（月）お申込締め切り
お申込はWEBよりお願いします。※裏面参照



 

 

平成 29 年度内閣府委託事業 

「女性役員育成研修」 プログラム（京都） 

 

 

実施回 時間（予定） プログラム 

【第１回】 

2017 年 

10 月 26 日

(木) 

17：00～17：15 

 

17：15～18：05 

 

18：15～20：15 

 

20：25～21：00 

開催挨拶 内閣府男女共同参画局長 武川 恵子 氏 

オリエンテーション 

＜講演＞G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長  

橘・フクシマ・咲江 氏 

＜講義＞「法的役割と責任・リスクマネジメント」 

鳥飼総合法律事務所 パートナー弁護士 村瀬 孝子 氏 

交流会 

【第２回】 

11 月 16 日

(木) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

 

＜講演＞株式会社ＩＨＩ 顧問 塚原 一男 氏 

＜講義＞「コーポレート・ガバナンス」 

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科教授 北川 哲雄 氏  

【第３回】 

12 月 14 日

(木) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

 

 

＜講演＞ダイキン工業株式会社 執行役員人事本部長兼ダイバーシ

ティ推進グループ長 佐治 正規 氏 

＜講義＞ 「技術・産業のメガトレンド・イノベーションをおこす経営」 

国立大学法人滋賀医科大学 バイオメディカル・イノベーション 

センター 特任教授 小笠原 敦 氏  

【第４回】 

2018 年 

1 月 18 日 

（木) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

 

＜講演＞京都信用金庫 理事長 増田 寿幸 氏 

＜講義＞「グローバル競争を勝ち抜く経営」 

一橋大学 名誉教授 石倉 洋子 氏 

【第５回】 

2 月 8 日 

(木) 

18：00～18：50 

19：00～21：00 

 

 

＜講演＞株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 小谷 眞由美 氏 

＜講義＞「企業価値と経営戦略」 

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科准教授 齋藤 卓爾 氏 

アクションプラン作成（個人ワーク） 

【ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ】 

3 月 8 日 

(木) 

18：00～18：40 

 

18：40～19：30 

19：40～20：30 

20：30～21：00 

＜講演＞SAP ジャパン株式会社 ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ人事戦略担当 

アキレス 美知子 氏 

アクションプランの確認（グループワーク） 

グループ発表（質疑応答、コメント） 

交流会 
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