
（参 考） 

 

 

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」について 

 

 

○豪州における「Male Champions of Change」の取組を参考に、日本におい

て女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる経営者（＝男性リーダー）が集

まり、平成２６年５月から６月にかけて検討会合を開催し、女性の活躍を加

速するための「行動宣言」を策定、同年６月２７日に官邸で開催された「男

女共同参画に関する懇談会」で発表した。 
 
○「行動宣言」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、男性リーダー自らがさまざまな女性の意

欲を高めその持てる能力を最大限発揮できるよう取り組んでいくことを宣言

している（別紙１参照）。 
 
○賛同者はそれぞれの立場で「行動宣言」に基づいた具体的な取組を展開する

とともに、賛同の輪を広げる活動を展開している（平成２８年３月２日現在の

賛同者は 108 名。賛同者名は別紙２参照）。 
 
○３月７日は、賛同者が一堂に会し、賛同者の取組を共有するとともに、賛同

者のネットワーキング拡大に向けて意見交換を行う会合となる。 
 
 
（参考）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） 
  第２分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
  ４ 経済分野 (エ) 企業の理解促進 
  ①平成 26年６月に策定・公表された「輝く女性の活躍を加速する男性リー

ダーの会」行動宣言賛同者や、業界単位のネットワーク等と連携し、女

性の活躍の重要性に関する経営者・管理職等の理解の促進、いわゆる「イ

クメン」「イクボス」への支援に取り組む企業への情報提供、管理職候補

者となる女性職員の養成等の取組を促進する。 
 

以 上 



（別 紙１） 

 



（別 紙２）輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会 行動宣言賛同者 

＜敬称略、五十音順。○は今回の賛同ミーティング出席者＞ 

 賛同者氏名 所属・役職 

1 青井 浩 株式会社丸井グループ 代表取締役社長 

2 ○青野 慶久 サイボウズ株式会社 代表取締役社長 

3 秋好 陽介 ランサーズ株式会社 代表取締役社長 

4 浅田 剛夫 井村屋グループ株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者 

5 阿部 守一 長野県知事 

6 石井 直 株式会社電通 代表取締役社長執行役員 

7 石川 康晴 株式会社クロスカンパニー 代表取締役社長  

8 ○石田 建昭 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社  

代表取締役社長 最高経営責任者 

9 泉谷 直木 アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長兼 CEO 

10 磯崎 功典 キリンホールディングス株式会社 代表取締役社長 

11 伊藤 秀二 カルビー株式会社 代表取締役社長兼 COO  

12 伊東 信一郎 ANAホールディングス株式会社 代表取締役会長 

13 伊藤 保德  瀬戸市長 

14 ○岩田 彰一郎 アスクル株式会社 代表取締役社長兼 CEO 

15 ○榎本 修次 株式会社乃村工藝社 代表取締役社長 

16 ○遠藤 大介 株式会社 Woman&Crowd 取締役  

17 大隈 太嘉志 ソシオークホールディングス株式会社 代表取締役社長 

18 ○大西 洋 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員 

19 ○大宮 英明 三菱重工業株式会社 取締役会長 

20 大村 秀章 愛知県知事 

21 大森 壽郎 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 代表取締役社長 

22 大森 雅夫 岡山市長 

23 岡 正朗 国立大学法人山口大学 学長 

24 ○奥村 直樹 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 理事長 

25 ○押味 至一 鹿島建設株式会社 代表取締役社長 

26 金井 豊 北陸電力株式会社 代表取締役社長執行役員 



27 川島 高之 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 代表取締役 

28 喜多村  円 ＴＯＴＯ株式会社 代表取締役  社長執行役員 

29 木地 英雄 株式会社インターアクション 代表取締役社長 

30 ○木本 茂 株式会社髙島屋 取締役社長 

31 國部 毅 株式会社三井住友銀行 頭取兼最高執行役員 

32 ○隈 扶三郎 株式会社西部技研 代表取締役社長 

33 ○桑原 良 ドイツ銀行グループ チーフ・カントリー・オフィサー 

34 小泉 光臣 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 

35 小林 喜光 株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役会長 

36 駒崎 弘樹 認定特定非営利活動法人フローレンス 代表理事 

37 斎藤 保 株式会社ＩＨＩ 代表取締役社長 

38 ○斉之平 伸一 三州製菓株式会社 代表取締役社長  

39 ○佐久間 嘉一郎 株式会社日立ソリューションズ 取締役社長 

40 ○佐久間 英利 株式会社千葉銀行 取締役頭取 

41 櫻田 謙悟 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社  

グループ CEO 取締役社長  

42 ○サシン・N・シャー メットライフ生命保険株式会社 代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 

43 更家 悠介 サラヤ株式会社 代表取締役社長 

44 ○嶋津 良智 一般社団法人日本リーダーズ学会 代表理事 

45 清水 洋史 不二製油グループ本社株式会社 代表取締役社長 

46 進藤 清貴 王子ホールディングス株式会社 代表取締役会長 

47 鈴木 英敬 三重県知事 

48 鈴木 純 帝人株式会社 代表取締役社長執行役員 

49 鈴木 久仁 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役社長 

50 ○鈴木 洋之 PwC Japan 日本代表 

51 清野 智 東日本旅客鉄道株式会社 取締役会長 

52 髙島 郁夫 株式会社バルス 代表取締役社長 

53 高島 宏平 オイシックス株式会社 代表取締役社長 

54 ○高野 之夫 豊島区長 

55 高橋 勉 KPMGジャパン チェアマン 



56 ○髙橋 亨 日本郵便株式会社 代表取締役社長兼執行役員社長 

57 ○高丸 慶 株式会社ホスピタリティワン 代表取締役  

58 田中 一行 日立化成株式会社 代表執行役社長 

59 高山 泰仁 株式会社旅工房 代表取締役会長兼社長 

60 田中 孝司 KDDI株式会社 代表取締役社長 

61 玉塚 元一 株式会社ローソン 代表取締役社長 

62 津賀 一宏 パナソニック株式会社 代表取締役社長 

63 筒井 義信 日本生命保険相互会社 代表取締役社長 

64 ○ティモシー W. ラティモア メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役社長   

65 戸田 裕一 株式会社博報堂 代表取締役社長 

66 中井戸 信英 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役会長 

67 ○長門 正貢 株式会社ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長 

68 中西 宏明 株式会社日立製作所 執行役会長兼 CEO  

69 永野 毅 東京海上ホールディングス株式会社 取締役社長 

70 中村 太郎 グリーンライフ産業株式会社 代表取締役社長 

71 ○成澤 廣修 文京区長 

72 新浪 剛史 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長 

73 西浦 三郎 ヒューリック株式会社 代表取締役社長 

74 ○根岸 秋男 明治安田生命保険相互会社 代表執行役社長 

75 橋本 雅博 住友生命保険相互会社 取締役 代表執行役社長 

76 長谷川 閑史  武田薬品工業株式会社 取締役 取締役会長 

77 ○パトリック・ジョンソン 日本イーライリリー株式会社 代表執行役社長 

78 ○浜田 恵造 香川県知事 

79 ○林田 英治 JFEホールディングス株式会社 代表取締役社長 

80 ○ハリー・Ａ・ヒル 株式会社オークローンマーケティング 代表取締役社長 

81 韓 裕 株式会社マルハン 代表取締役社長 

82 日色 保    ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 代表取締役社長、  

メディカル・カンパニー 代表取締役プレジデント 

83 日比野 隆司 株式会社大和証券グループ本社 代表執行役社長 最高経営責任者（CEO） 

84 ディビッド・R ・スミス  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  



ビジョンケア・カンパニー 代表取締役プレジデント   

85 マリオ・スタイン  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  

コンシューマー ・カンパニー 代表取締役プレジデント   

86 クリス・フーリガン ヤンセンファーマ株式会社 代表取締役社長  

87 平井 伸治 鳥取県知事 

88 ○藤森 義明 株式会社 LIXILグループ 代表取締役会長兼 CEO 

89 古田 肇 岐阜県知事 

90 ポール 与那嶺 日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長執行役員 

91 堀場 厚 株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長 

92 ○前田 和夫 メック株式会社 代表取締役社長 

93 松尾 清一 国立大学法人 名古屋大学総長 

94 ○松本 洋介 株式会社 LiB 代表取締役 

95 ○松山 一雄 サトーホールディングス株式会社 代表取締役 執行役員社長兼 CEO 

96 ○三浦 惺 日本電信電話株式会社 取締役会長 

97 ○三浦 善司 株式会社リコー 代表取締役社長執行役員 

98 三日月 大造 滋賀県知事 

99 峰岸 真澄 株式会社リクルートホールディングス 代表取締役社長兼 CEO 

100 ○宮島 和美 株式会社ファンケル 代表取締役社長執行役員 COO 

101 ○宮本 洋一 清水建設株式会社 代表取締役社長 

102 村岡 嗣政 山口県知事 

103 村田 紀敏 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス  

代表取締役社長 最高執行責任者（COO） 

104 ○望月 正惠 株式会社オネスト 代表取締役 

105 山口 祥義 佐賀県知事 

106 ○山田 修 東海村長 

107 湯崎 英彦 広島県知事 

108 渡邉 光一郎 第一生命保険株式会社 代表取締役社長 

 


