
開催報告書

この会議は、横浜市が進める「働く女性応援プログラム」のひとつです。
いまや、女性の活躍は経済成長の鍵です。そこで、「ロールモデルやメンターに出会いたい」「もっと活

躍したい」という悩みや願いを持つ働く女性を対象とした学びとつながりの場として、平成 23年度か
らこの取組を開始しました。
今回は、初めて男性講師をお招きし、経営者の視点から女性の活躍を語っていただく分科会も設ける

など、更にパワーアップしました。
また、日頃から女性の活躍推進に積極的に取り組まれている企業様とともに、もっと活躍したいと願

う女性たちを勇気づけたいとの思いで、この会議の趣旨にご賛同いただいた企業・団体様から、応援メッ
セージやご協賛品等のご協力をいただきました。応援メッセージは、今回初の試みとして、企業の代表者
様等からお寄せいただいたもので、会場や当日プログラムでご紹介させていただきました。（この報告書
の 15ページでもご紹介しています。）
320名の方にご参加いただき、飛躍の原動力となる、出会いとつながりが生まれる会議となりました。

※本報告書の写真、文章等の無断転載、
　複写複製（コピー）を禁じます。

平成25年度

横浜女性ネットワーク会議応援企業



開催概要
● 開催日時：2013年11月23日（土・祝）

● 開催場所：パシフィコ横浜　会議センター５階

プログラム

第1部　全体会

オープニング・メッセージ／横浜市長　林　文子
基調講演「今、働く女性に伝えたいこと～報道の現場から～」
／安藤　優子　氏（ニュースキャスター）

第2部　分科会（パネルディスカッション）

第１分科会　経営者に聴く、女性の活躍
黒田　由貴子　氏（株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング　ファウンダー・取締役）

松本　晃　氏（カルビー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO）

林　文子（横浜市長）

モデレーター／アキレス　美知子　氏（NPO法人GEWEL理事、横浜市専門委員）

第２分科会　キャリアを育てるプラスのヒント
神元　佳子　氏（キリン株式会社 人事部 多様性推進室長）

美馬　のゆり　氏（公立はこだて未来大学教授）

モデレーター／永峰　好美　氏（読売新聞東京本社編集委員）

第3部　交流会

つながる・ひろがるネットワーキングビュッフェ　
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林　文子

横浜市長

○女性がもっと活躍できる社会をつくりた
い。これは男女雇用機会均等法が成立する
21年前から働き続けてきた、私の夢です。

○これまで男性優位の社会の中で働き続けて
きて、男性と女性が双方の強みを活かして
いけば、成果があがるということを自ら体
験してきました。

○包容力、受容力、相手の立場に寄り添う、というのは女性の強みだと思っています。しな
やかにしたたかに持続的に事を成すというのも女性が得意です。こうした強みを活かして、
女性がもっと活躍できるよう、さまざまな取組を進めています。

○今日の横浜女性ネットワーク会議も、ぜひチャンスにしていただいて、参加者の皆様同士
がつながり合い、ご自分のロールモデルや相談相手、メンターを探していただきたい。

○もはや、女性が活躍するための理念や方向性を語っている時ではありません。ヒラリー・
クリントン氏は「実行する時」とおっしゃっています。IMFのラガルド専務理事は「女性
は日本の潜在力。働く女性を増やせば、日本経済がよくなる」と訴えています。世界のリー
ダーたちが、日本の女性の可能性に期待しています。手を取り合い、共に成長していきま
しょう。

冒頭、林市長から力強いオープニング・メッセージがありました。
男性優位の社会の中で働き、「歩く男女雇用機会均等法」と言われてきた自らの経歴に触れ、

女性の活躍推進にかける思いを込めて、働く女性への応援メッセージを贈りました。

第１部 全体会　オープニング・メッセージ
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❖ 報道の世界に入った頃 ❖
○最初に報道の世界に入ったのは、35年前、大学の時。報道を志望していたわけではなく、留学する

ための費用を稼ぐため、エレベーターガールのアルバイトをしているところを、テレビのプロデュー
サーにレポーターとしてスカウトされたのがきっかけだった。

○35年前の報道の世界は、見事なまでに男性社会で、女性がニュースを報道するなどということは論
外だった。求められていた役割は、原稿を読んだり、意見を述べたりすることではなく、男性の論説
委員の言うことに、分かっても分からなくても、ただひたすらうなずくことだけだった。今でこそ、
プロフィールを見ると、最初から国際的に活躍しているように見えるが、そんなことはなかった。

❖ きっかけは“ねえちゃん”でもいい。結果が出せれば ❖
○１年ほど経ち、大物政治家への取材に行くように言われた。自分が選ばれた理由は、「政治家はねえちゃ

ん（若い女性）が好きだから、普段は取材嫌いの彼でも、ねえちゃん相手なら何か話すかもしれない」
から。取材に行くと、若いファンが来たと勘違いして出て来てくれたが、大嫌いなテレビカメラとマ
イクを持った女の子だったということで、叱り飛ばされた。しかし、その後、気が変わったのかその

基調講演にご登壇いただいた安藤優子氏に、35年間報道の現場から女性たちの姿を見つ
めてきたニュースキャスターとして、ご自身のキャリアストーリーと女性たちへの思いを
語っていただきました。

安藤　優子 氏

◆プロフィール◆
初めての報道番組テレビ朝日系の「今、

世界は」で主に“連帯”発足当時のポーラ
ンド、ソビエト連邦などの取材レポートを
担当。続く「TVスクープ」でも、ロッキー
ド裁判をはじめとする国内取材を担当し、
また、民放連賞を受賞した「写真の中のベ
トナム戦争」（1985年）ではレポーターを
担当。1986年には、テレビ朝日系「ニュー
スステーション」のフィリピン報道でギャラクシー賞個人奨励賞を受賞。フジテレビ系「スー
パータイム」「ニュースJAPAN」を経て、2000年４月から同系「スーパーニュース」のメ
インキャスターとなり現在に至る。

2013年でテレビ報道の世界に入って35年目となる。

第１部 全体会　基調講演
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後、二言三言、インタビューに答えてくれて、スクープとして持ち帰った。
○その時にプロデューサーから言われた言葉は一生忘れない。素直に褒めることはせず、「だから言っ

ただろ。政治家はねえちゃんが好きだから」と言われた。非常に苦労してスクープを取ってきたのを、
女性だからできた、と言われた時の気持ちは、皆さんにはお分かりいただけると思う。

○確かに、私が“ねえちゃん”だから、その政治家はついしゃべってしまったという点では、“ねえちゃ
ん”だからスクープが取れたという、そのプ
ロデューサーが言うことも正しいのかもしれ
ない。しかし、それはきっかけに過ぎない。きっ
かけを超える結果を持ち帰れば、きっかけな
どどうでもいいではないか、と自分に言い聞
かせた。

○これ以降、政治部のベテラン記者に混じって
取材をするようになってからも、同じように
考えてきた。

❖ 女性がすると「特別なこと」になってしまう社会 ❖
○「女性キャスター」と言われるように、「ニュースキャスター」の前に必ず「女性」が付く。どうして、

女性だと「女性キャスター」や「美人女性キャスター」となるのか、違和感を持っている。
○湾岸戦争時、私が最前線に行った唯一の日本人女性記者だった。しかし、湾岸戦争の現場では、各国

の女性の記者・医療スタッフが普通に活躍していて、女性がいることは何の特別感もない、当たり前
の光景だったが、帰国すると、初めて前線に行った女性だから記者会見をするように言われた。

○日本では、女性が何かをするということは特別なことなのだと思ったと同時に、女性は、男性と同じ
ことをしていても、３割下駄を履かされているということに初めて気づいた。

○しかし、私たち女性は浮かれすぎてはいけない、下駄を履かされていることへの警戒心も持っていな
ければ、女性が何かをすることは、いつまでも特別なままで、当たり前のことにならないのではない
か、と思っている。

○普通に働く普通の大人の女性が当たり前にいるということが、どれほど素敵なことか、ということが、
日本の社会ではまだ抜け落ちているのではないかと思っている。

❖ 女性はもっと自信を持っていい ❖
○アメリカの研究で、潜在的に国会議員になれる人たちがどのようなキャリアを積んでいったかを追跡

した研究がある。男性の場合は、国政レベルへの誘いがあった時に何の躊躇もなくキャリアの階段を
昇っていくのに対し、女性は、ある一定のレベルまでは順調にキャリアを積み、その意欲も見せるのに、
国政レベルに進む率はがくんと落ちている。

○その理由は、「女性は自己評価が非常に低いから」。あれほど男女平等が進んでいると言われているア
メリカですら、「私なんか」と思ってしまっている。

○私たち女性は、長らく、夫や父親を通してのみ、社会との関係を持つように育てられてきたため、直
接社会と結びつくという経験が浅く、社会の中で自分を相対的に評価する際、自己評価が低くなって
しまう、ということをその研究から初めて知った。
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○自己評価が低いというのは、とても残念なこと。女性はもっと自信を持っていい、と声を大にして言
いたい。女性ならではのいいところは、言いた
いことを言う図太さ。おかしいことはおかしい
と言えるのが女性の特質。

○今の社会は、男性の目線で組み立てられてきた
社会で、それとは違う目線を持った女性しか、
おかしいということに気づかないことがたくさ
んある。おかしいことをおかしいと言うところ
から、新しい社会の積み重ねが始まっていくの
ではないか。

❖ レディーのように働いて、レディーのようにいられる時代へ ❖
○現在、報道現場のスタッフのほとんどは私より年下で、何かを言うときには、できるだけ彼らと同じ

目線に立って話をしようと努力している。
○特に、相手が男性の場合は、異性に上から目線でものを言われると、必要以上に自分が攻撃されてい

るように思うのではないかと気を遣って、言葉を選ぶようにしている。しかし一方で、女性はもっと
言いたいことを言って、自信を持って、女性の働き方を柔軟にしていかなければならないとも思う。

○私の世代は「犬のように働いて、レディーのように振る舞う」というのが大原則だった。表面上は、
しなやかに女性らしくしながら、水面下で死ぬほど働いてきた。犠牲にしてきたものもたくさんあっ
た。自分自身で選択してきたことなので、まったく後悔はしていないが、そのような働き方で本当に
いいのか、今になって考えさせられる。

○後に続く人たちが、出産や子育てなど、いろいろなものを捨て去ったところで働いていかなくてはキャ
リアが築けないというのであれば、それはやはり誤った働き方なのではないかと思う。

〇望む物を手に入れられるような働き方、それを支援するために行政の仕組みがある。女性があきらめ
ないでいい仕組みや社会が本来あるべき姿ではないかと思う。

○「レディーのように働いて、レディーのごとくいればいい」時代になって欲しい。

女性はもっと自信を持っていい。
おかしいことをおかしいと言ったところから、
新しい社会の積み重ねが始まる。
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三者三様のキャリアを持ち、経営者としての経験も豊富な黒田氏、松本氏、林市長に、 
①女性の活躍をはじめとするダイバーシティの重要性、進めていく上で大切なこと、②企業
や自治体など、組織のトップはどういう考え方・行動を示すべきか、③組織で指導的立場に
就く女性が増えると、社会は今とどう違ってくるのか、などについて、女性たちへの期待・エー
ルとともにお話しいただきました。

黒田　由貴子 氏

◆プロフィール◆
1994年に株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングを創業。
2012年３月まで代表取締役を務め、組織開発やリーダーシップ開発に
関する企業内研修やコンサルティングを展開。経営層向けにエグゼク
ティブコーチングも数多く手がける。

○女性は昇進への意識が低いと言われているが、第一の要因は、女性
の意識を低くするような環境を企業がつくっていることにあるので
はないか。少数派でいることは、多数派（男性たち）のつくった制度・
習慣に合わせなければならないということ。実力が十分に発揮できず、自信を無くしてしまう、とい
う悪循環が起きる。

○女性は、「昇進するために仕事をする」ということはしない。昇進に拘らず仕事にやりがいを求めて
おり、これは、社内政治に巻き込まれずに仕事の本質を捉えられる特性。企業は、おかしいことはお

＜パネリスト＞
黒田　由貴子 氏
　（株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング　ファウンダー・取締役）

松本　晃 氏（カルビー株式会社　代表取締役会長　兼　CEO）

林　文子（横浜市長）

＜モデレーター＞
アキレス 美知子 氏
　（NPO法人GEWEL理事、人財・組織戦略コンサルタント、横浜市専門委員）

第２部 第１分科会　経営者に聴く、女性の活躍
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かしいと言う、そういった女性の特質を引き出してあげた方がいい。
○ダイバーシティが根付くと、年功序列や過去の休職歴には左右されず、「今、この人に何ができるか」

で判断される、非常に透明性が高い実力主義の社会になる。また、ダイバーシティ・マネジメントの
本質は、多様性の中からクリエイティビティ（創造性）、イノベーション（革新）を創出するという
こと。多様な意見をぶつけ合い、オープンに議論できる社会が育っていくのではないか。

○日本の経済・社会の将来の在り方が私たち女性の手にかかっているということを肝に銘じつつ、次世
代、さらに次の世代の子どもたちにいい日本を残してあげられるよう、一緒に頑張っていきたい。

日本経済の将来は女性が握っているんだと思うと、
こんな面白い時代に生まれてきて良かったなと思っています。

松本　晃 氏

◆プロフィール◆
ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱（現ジョンソン・エンド・
ジョンソン㈱）代表取締役社長（1999年～2007年）、カルビー㈱ 代
表取締役会長兼CEO（2009年～現在）として、社内の女性活躍・ダ
イバーシティの推進に取り組む。カルビー㈱会長就任時、5.9％だった
女性管理職比率を、2013年時点で12.1％にまで引き上げた。

○日本でダイバーシティが進んでいないのは、トップマネジメントが
悪いから。ダイバーシティをコストだと思っている。しかし、ダイバー
シティはコストではなく、投資。投資は、一朝一夕では返ってこないが、必ず返ってくると信じて行
う。

○日本のGGI（ジェンダー・ギャップ指数）は105位。101位から順位を落としたが、日本が進んでい
ないのではなく、世界がより速く進んでいるということ。

○ダイバーシティは、会社にとっては成長のエンジン。男性・女性で言えば、男性ばかりの会社は、片
肺のエンジンで飛行機が飛んでいるようなもの。

○ダイバーシティ推進のためには、経営者がしっかりコミットしなければならない。そして、具体的な
目標を設定しなければ実現しない。究極的には男女50％ずつであるべき。

○ダイバーシティには、会社の業績が悪くなると、そのせいにされる、というリスクがある。だから、
ダイバーシティも進めながら、業績は常に良くしていかないといけない。それが経営者の仕事。

50％に向かっては、ただ突き進むしかない。
ダイバーシティは、「Just Do It」、やるしかない。
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林　文子
横浜市長

○すべての基本は「人」。経営者は、「人」を意識してマネジメントを
しましょう、と言いたい。皆さんも、上司・部下や同僚との人間関
係を大切にして欲しい。

○仕事は、人と人との関係性の中で進んでいくもの。人との出会いか
ら多くのことを吸収できる。自分の周囲の人たちは、自分にとっても、
幸せをもたらしてくれる、大切な存在なんだと考えて欲しい。

○人に寄り添い、相手のことを受け止めて人間関係を築いていく、話
し合いを重ねて合意点を見出していく、ということは、女性が得意。仕事上も、マネージャーとして
部下に接する上でも強みになる。指導的立場に就く女性が増え、男女半々になることはとても大切。

○自治体の首長として、保育所待機児童対策だけでなく、小学生の放課後の問題、介護の問題、男性の
働き方の見直しなど、様々な取組を進めている。女性だけがすべてを背負う時代ではなくなっていく。
希望を持ってチャレンジし、社会で活躍して欲しい。

○キャリアアップには、ロールモデルや相談相手の存在がとても大切。ぜひ、本日の会議のような機会
を活かして、ネットワークを広げてほしい。

人との出会いはすべて、自分に何らかの気づきを与えてくれる、
とても貴重なもの。人は皆、人によって成長し、磨かれる。
女性は勇気をもって社会に出て、活躍して欲しい。
そのための支援は惜しみません。

アキレス　美知子 氏

◆プロフィール◆
グローバル企業でキャリアを重ね、あおぞら銀行常務執行役員、資生
堂執行役員を経て、現在、グローバルリーダー育成と活躍を推進する
NPO法人GEWELの理事を務めている。働く女性のパワーアップ・グ
ローバルリーダーの育成に尽力。

○今回のパネリストの皆さんに共通していることは、リーダーとして
明確な目標を掲げ、強い信念を持って結果を出してきていること。
いろいろな障害を乗り越えるためには、リーダーの前向きな姿勢と
行動力が不可欠と感じた。
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＜パネリスト＞
神元　佳子 氏（キリン株式会社　人事部　多様性推進室長）

美馬　のゆり 氏（公立はこだて未来大学教授）

＜モデレーター＞
永峰　好美 氏（読売新聞東京本社編集委員）

第２部 第２分科会　キャリアを育てるプラスのヒント

組織の中で、新しいフィールドで、活躍の道を拓いてきた先輩たちに、キャリアの歩みと
飛躍の原動力をお話しいただくとともに、自分らしく輝きながらキャリアを育てるためのヒ
ントを伺いました。

神元　佳子 氏
◆プロフィール◆

キリンビール㈱に入社し、営業担当、企画部門を経た後、流通小売企業を
担当する間に管理職となる。2008年にキリンホールディングス㈱人事総
務部多様性推進プロジェクトリーダーとなり、女性活躍推進と研修企画運
営業務に携わっている。2013年から現職。

右に行きたい、左に行きたいと思いながらも、目の前の岩をよけながらオー
ルを漕いでいくと、いつの間にか目指す川岸にたどり着ける、そんな「川
下りのキャリア」で来ました。山登りという、目指す方向に向かってマイ
ルストーンを作って進んでいくのも素晴らしいキャリアの歩み方ですが、私は、変化の多い今の世の中、
「川下り」でとにかく目の前のことを一生懸命やっていこうと心に念じています。

美馬　のゆり 氏
◆プロフィール◆

公立はこだて未来大学及び日本科学未来館の設立に携わり、科学館副館長
を務める。現在同大学教授。専門は認知科学、教育工学、科学コミュニケー
ション。近著『理系女子的生き方のススメ』（岩波ジュニア新書）。

今日、提案したいのは、「理系女子的」生き方です。「理系的」とは、好奇
心に溢れて、物事を論理的分析的に考える態度のこと、「女子的」とは、
周囲を巻き込んで互いを尊重しながら楽しんでしまえること。きちんと分
析して、論理的に人を説得する力を持ちながら、自分のやりたいことを見
つけて、周りを巻き込みながら楽しく生きる「理系女子的生き方」をしま
しょう。
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Q 未経験の仕事・ポジションのオファーがあったら？

美馬氏：できると思って言われたのだから、とりあえず受ける。受けた後は必死で勉強する。その後、使
わなくなる知識・経験かもしれないが、もっと後で活かすチャンスがある。

神元氏：「やってみない？」と言ってくれるということは、相当の覚悟を持って依頼をしてくれていると
いうこと。その勇気、覚悟に応えたいと思う。無駄な経験は何一つとしてない。

Q 家事、育児、仕事と、頑張っているけれど、誰も認めてくれないような気持になった時、
どうやってモチベーションを保つ？

美　馬：頑張らなくてもいい。人生にはいろいろなステージがある。お荷物だと思っていたものがそうで
はなく、いつか何かの形でプラスになることもある。家族で相談し、自分一人で頑張ろうとしな
い、もっと気楽に、気長に。

神　元：当社の人事部長がよく言っている。「育児も立派なキャリアの一つだ」と。部下を育てるより子
どもを育てる方がよほど大変。だから育児のキャリアを、（仕事に）戻ってきて十分活かしても
らえればそれでいい、と。

Q 自己評価が低い時、どのように高めていた？

神　元：自分で棚卸しをやり、強みは何だろうと考える。上司との面談の時には、自分の良い所と課題を
聞く。自分が見えない自分を人に見てもらうのは、痛いところもあるがありがたい。

美　馬：自分を違う視点から、違う仲間の中でもう一回見直してみる。それまで、してはいけないと言わ
れていたこと、弱みだと思っていたことは、環境が違えば強みだったりする。だから弱みだとは
考えなくていい。

Q 結婚や出産のことを考えると、働く上でのキャリアとの取捨選択に悩んでしまう。 
どのように考え、行動してきた？

美　馬：キャリアのために渡航した先で良い出会いがあるかもしれない。子どもが欲しいからとキャリアを
諦めていても子どもは授からないことだってある。初めにキャリアのことを考えてもいいのでは。

神　元：今の時代は、「どちらかを選ばなければならない」ではなくて、「どうしたら両立できるか」を考
えていけば何とかできるような世の中になってきている。だから、「なってみて考える」ような
発想でチャレンジしてみるものいい。

永峰　好美 氏
◆プロフィール◆

読売新聞東京本社編集局で経済ニュースなどを担当後、女性・子ども、労働・
雇用など、幅広いテーマで取材を続けた。2005年からプランタン銀座取
締役として出向、2011年、同常務取締役。2012年６月から読売新聞東京
本社編集委員に就任。共著に『時代を拓く女性リーダー』（明石書店）など。

　国連開発計画（UNDP）の総裁で、元ニュージーランド首相のヘレン・
クラーク氏に、女性リーダーの資質について聞いた時、「第一に、人々
を好きであること」と言っていた。おそらくそれは、コミュニケーショ
ン力に長けた女性が得意とする分野。また、「中傷を気にしないこと、ユーモアのセンスを忘れない
こと」、さらに「長期的なビジョンを持って、地道に解決していく作業をいとわない忍耐強さ」を挙
げていた。そうした努力は、誰かが必ず見ていて評価してくれる時がある、との言葉が印象的だった。
私たちも同じ思いで、頑張れるのではないだろうか。

就職、結婚、出産など、女性の人生には、様々な節目があり、人生設計にも広がりがある。人とのつな
がりを大切にしつつ、仕事のキャリアとプライベートの生活のバランスを工夫しながら、人生を楽しく
前向きに、充実させていこうではありませんか。
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分科会の終了後、出会いとつながりを広げていただく交流会を開催しました。

横浜音祭り２０１３公式PR隊「ヨコオト・ファンファーレ隊」によるファンファーレで開会

開会にあたっては、音楽フェスティバル「横浜音祭り２０１３～音楽
の海へ～」（平成25年９月20日から11月30日まで開催）の公式PR隊「ヨ
コオト・ファンファーレ隊」の皆さんが、「横浜音祭りファンファーレ」
を高らかに演奏し、働く女性を応援してくださいました。

開会のご挨拶
 合田 加奈子（公財）横浜市男女共同参画推進協会 理事長

「国でも企業でも、女性に期待する声が高まっています。日本の社会は、
まだまだ女性が働く環境としては厳しい部分もありますが、今、期待されて
いることを追い風に、ぜひ皆様には様々な分野でもう一歩、チャレンジして
いただければ嬉しいです。

この交流会でネットワークを広げ、たくさんの情報を得て、仲間を見つけ
てください。

心と身体を健やかに保ち、しなやかに、たくましく、働き続けていただけ
ることを心から期待しています。」

合田　加奈子氏

「ヨコオト・ファンファーレ隊」の
皆さんによるオープニング演奏

乾杯のご発声　
 松本 晃 氏（カルビー株式会社　代表取締役会長 兼 CEO）

「シェリル・サンドバーク氏の『LEAN IN（リーン・イン）』という著書
があります。この書名は、山の上からスキーで滑り降りる（LEAN IN）よ
うに、女性は一歩を踏み出そう、いつまでも止まっていてはいけないよ、と
いうメッセージのようです。

この、LEAN INのロールモデルのひとりが、林市長だと思います。この
ようなロールモデルがいるわけですから、皆さん行動していきましょう！ 
Just Do Itです！

今日からの皆さんの“Just Do It”に乾杯いたします。」

松本　晃氏

第３部 交流会　つながる・ひろがるネットワーキングビュッフェ
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HAPPY抽選会
最後は、ご協賛企業か

らのプレゼントが当たる
HAPPY抽選会を行い、各
プレゼンターからは素敵
なプレゼントが手渡され
ました。

第１分科会
 アキレス 美知子 氏（NPO法人GEWEL 理事、横浜市専門委員）

林市長からは「横浜を女性が一番働きやすい、働きがいのある都市にしてい
く」、松本氏からは「（ダイバーシティは）やるしかない」、黒田氏からは、「ダ
イバーシティは当たり前」というように、それぞれご自身の体験から経営者と
しての熱い思いを語っていただきました。今日のような場で、様々なリーダー
やロールモデル、そして仲間と交流し、ネットワークを広げてください。

第１分科会モデレーター
アキレス 美知子 氏

第２分科会 
永峰 好美 氏（読売新聞東京本社 編集委員）

活発な質疑応答を通して、キャリアの作り方や自己肯定感の育て方など、い
ろいろな問題点をシェアし、ともに考えました。今、お仕事をされている方も、
されていない方も、新たなキャリアに挑戦してみようかなという意識をはぐく
めた分科会でした。

第２分科会モデレーター
永峰 好美 氏

２つの分科会の報告
それぞれの分科会でモデレーターを務めた、アキレス氏、永

峰氏から、どのようなことが話し合われたか、ご報告いただき
ました。

林市長と交流する参加者たち
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女　性
男　性
無回答

大変満足
満足
まあ満足
やや不満
不満
無回答

参加したい
参加したくない
無回答

10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代以上
無回答

経営者
会社員・公務員（管理職）
会社員・公務員（一般職）
自営業
派遣・契約
パート・アルバイト
NPO・NGO
家事専業
学生
無職
その他
無回答

参加したい
84.2%

大変満足
39.8%

満足
40.4%

無回答
12.3%

やや不満
0.6%

まあ満足
7.0%

参加したくない
1.2% 無回答

14.6%

女性
93.0%

30代
24.0%

20代
12.9%

10代
0.6%

無回答
1.2%70代以上

0.6%60代
3.5%

40代
35.1%

50代
22.2%

男性
5.8%

無回答
1.2%

会社員・公務員
（管理職）
50.3%

会社員・公務員
（一般職）
33.3%

経営者
3.5%

自営業
4.1%

派遣・契約
2.3%

パート・アルバイト
1.8%

家事専業
0.6%

学生
1.8%

無職
0.6%その他

0.6% 無回答
1.2%

参加者の属性

満足度 次回の参加意向

年　代

職　業

性　別

アンケート結果
回収率：約53.4％（参加者数320人）
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〇諸先輩のお話を聴いて、長く働く勇気がもらえました。
〇女性の働き方に対して、前向きな気持ちがもてました。
〇あらためて、女性が働くことの意義を確認できました。
〇本音で率直なコメントがストレートに伝わりました。仕事に対する考えが変わ

りました。
〇華々しいキャリアを積む方々にもきっかけがあり、そのきっかけを今日までの

大きな結果に結びつけて今があるのだな、ということに親近感をもちました。
目の前のことに一つ一つ思い悩み、選択してキャリアを積んでいく自分の社会
人経験、人生のキャリアに自信が持て、励みになりました。

〇女性管理職のマネジメントのヒントがたくさんありました。
〇初めて女性に生まれて良かったと、ちょっと思いました。
〇就職活動に向けての良い勉強になりました。
〇林市長や安藤さんの経験談や想いがパワーになりました。通常お会いできない

方々のお話を聞くことができました。
〇第一線で活躍されている方のお話が生で聴け、参加者ともコミュニケーション

がとれました。
〇去年も今年も遠方から自費参加しました。職場の友人にいつも報告しています。

過去の「横浜女性ネットワーク会議」参加をきっかけに・・・
こんなことにチャレンジしました！
こんなキャリアの変化がありました！

○女性も前に出ていいのだと思えました。職場の社風改革に関するプロジェクト
に応募し、現在は、取組のメンバーの一人として活動しています。

○2013年から営業所長になりました。ダイバーシティの本質を自分でも理解で
き、管理職になる覚悟ができました。管
理職になってからはポジティブアクショ
ンの必要性を上司、同僚管理職に伝え、
女性育成の研修経費も取れるようになり
ました。社内でも数少ない女性営業所長
として、成果を出すべく、全国１位に大
手をかけたところです。

参加者の声
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巻末に
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巻末に
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開催報告書

この会議は、横浜市が進める「働く女性応援プログラム」のひとつです。
いまや、女性の活躍は経済成長の鍵です。そこで、「ロールモデルやメンターに出会いたい」「もっと活

躍したい」という悩みや願いを持つ働く女性を対象とした学びとつながりの場として、平成 23年度か
らこの取組を開始しました。
今回は、初めて男性講師をお招きし、経営者の視点から女性の活躍を語っていただく分科会も設ける

など、更にパワーアップしました。
また、日頃から女性の活躍推進に積極的に取り組まれている企業様とともに、もっと活躍したいと願

う女性たちを勇気づけたいとの思いで、この会議の趣旨にご賛同いただいた企業・団体様から、応援メッ
セージやご協賛品等のご協力をいただきました。応援メッセージは、今回初の試みとして、企業の代表者
様等からお寄せいただいたもので、会場や当日プログラムでご紹介させていただきました。（この報告書
の 15ページでもご紹介しています。）
320名の方にご参加いただき、飛躍の原動力となる、出会いとつながりが生まれる会議となりました。

※本報告書の写真、文章等の無断転載、
　複写複製（コピー）を禁じます。

平成25年度

横浜女性ネットワーク会議応援企業

働く女性たちへの応援、ありがとうございました。


