
      

 

「私」始動 ～ 女性はもっと活躍できる ～ 

◆ 開催報告 ◆ 
 

 

 

 

 

 

 

2012 年 9 月 17 日（月）、 

“働く女性の学びと交流のためのイベント“ 

『横浜女性ネットワーク会議』を開催しました。 

 

 

 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。 

女性の活躍はこれからの横浜の成長の鍵で

あると考え、そのために「ロールモデルやメンター

に出会いたい」「働き続けたい」「もっと活躍した

い」と様々な悩みや願いを持つ働く女性を対象

に、学びとつながりの場を創出しようと、平成２３

年度からこの取組を開始しました。 

 今回は、人事担当者などにも参加いただける

プログラムを準備し、働く女性だけでなく、その周

りを取り巻く方々にも参加いただける会議を目指

しました。 

 

約 400 名の方々にご参加いただき、横浜市・

林文子市長によるオープニングメッセージ、上野

千鶴子氏による基調講演、各界で活躍する女

性リーダーによる分科会、そして交流会で、熱気

あふれる１日となりました。 

～ 開催日時 ～ 
 

平成 24 年９月 17 日（月・祝） 
 
パシフィコ横浜 会議センター５Ｆ 

 
 

～ プログラム ～ 
 

【第１部】 

林 文子市長 オープニングメッセージ 

上野 千鶴子氏 基調講演 

  「働く女のサバイバル～働く、暮らす、つながる～」

 

【第２部】 

分科会① 

「グローバル社会で活躍する女性」 

分科会② 

「“働き女子”の自分育て＆キャリア育て」 

分科会③ 

「女性の力が組織活性化にチャンスを拓く」 

 

【第３部】 

ネットワーキングビュッフェ（参加者同士の交流会）



 

00000000  

 

9 月連休の最終日、横浜・みなとみらいに集まった、働

く女性を中心とした４００人近くの参加者の方々へ、冒

頭、林市長からのオープニング・メッセージが贈られま

した。 

 

「まず横浜から働く女性の環境を整えたい」と、“待機

児童ゼロ”を目指した保育コンシェルジュ設置などの子

育て支援、シェアオフィスの提供や起業相談をはじめと

した女性起業家支援など、女性の社会参画を進める取組

を他都市に先駆けて進めていること、また、それらの取

組を APEC など国際的な場で発信していることについて、

お話がありました。 

これまでの自身の経験から、女性が多様で柔軟な視点を

活かし、社会で活躍することが、これからの成長の鍵であ

ると確信していること、参加者の方々には、ともに学び、

つながり、ロールモデルを見つけて欲しい、との力強いメ

ッセージが贈られました。 

オープニング・メッセージ （林 文子横浜市長） 

林 文子横浜市長 



 

 

「働く女のサバイバル～働く、暮らす、つながる～」 というテ

ーマのもと、社会学者の上野 千鶴子氏にご登壇いただきました。 

 

“ネオリベラリズム改革で女性は損をしたか？得をしたか？”と

いう観点を提示して、雇用機会均等法の施行から現在に至るまでの、

女性を取り巻く社会状況の変化とその背景についてお話をいただ

きました。 

結婚、子ども、仕事、介護・・・昔に比べて親や周囲からの多く

の期待を背負う均等法世代に続く女性たちに向けて、企業に全てを

預けたり、夫の収入にすべてを頼るような生き方は大きなリスクを

伴うのではないか、それほど強くない私たちだからこそ、つながり

あい、そして支え合いながら、リスクマネジメントをしていくこと

が必要であることを分かりやすく解き明かしていただきました。 

 

 

（上野氏 講演内容） 

〇1986 年、男女雇用機会均等法が施行、同時に労働者派遣事業法

が法制化され、働き方の選択肢が増えたとともに、労働の柔軟化が

進んだ。女性にもチャンスが広がった一方で、新卒で派遣やパート

などの非正規の労働市場に参入せざるを得ない女性が増え、女性の

中でも二極分化が進み、「女女格差」が発生している。 

〇「努力すれば報われるはず」というネオリベラリズム（新自由主義）の原理が内面化され、自己決定・

自己責任が女性にも過度に求められるようになった。 

〇かつては、結婚をするか、仕事を続けるか、どちらかだったけれど、今はどちらも親から期待される

ようになった。 

〇確かに女性にチャンスは広がったけれど、“女が得をしたのか、損をしたのか”という答えはイエス・

アンド・ノー。選択肢は広がったけれど、うまくいかなくても誰も責めることができなくて、その「つ

らさ」は自分に向かうようになった。 

〇こういう時代に個人がどう生きていくかを考えた時、シングルインカム（方稼ぎ）はリスクが高い。

ダブルインカム、トリプルインカム、あるいはマルチインカムなど、幾つものインカムソースでリスク

マネジメントをする必要がある。 

〇小銭をかき集めて支え合って生きる。これが究極のサステナブルライフ、究極の男女共同参画だと思

う。 

 
 
 

第１部 基調講演 （上野 千鶴子氏） 

熱心にメモを取る参加者 

上野 千鶴子氏 

女性学、ジェンダー研究のパイオニア

のひとり。認定 NPO 法人ウィメンズ

アクションネットワーク（WAN）の

理事長を務める。サントリー学芸賞を

受賞した「近代家族の成立と終焉」（岩

波書店）をはじめ、著書多数。2012

年年初に発表された学術や芸術など

で傑出した業績をあげた個人や団体

に贈る 2011 年度朝日賞を受賞。 

「私たちは、いつ弱者になるかわからない。 

今、弱者かもしれない。 

そのときに、自分の弱さを人と共有してつながることが大切。 

弱者になっても安心して生きていける社会をつくる 

ということは、ものすごく大事。 

私たちは幸福になるために生まれてきた。」 



 
 
分科会１「グローバル社会で活躍する女性～女性の活躍が社会を変える～」 
 

 

 

 

 

各国の女性リーダーたちに、①各国の女性の社会進出の状況 ②自身のキャ

リア、苦労、そこから得たもの ③グローバル人材になる秘訣などについて、

お話しいただきました。 

国や社会状況が違っても、女性の力をいかに生かしていくかという思いは、

世界の共通認識にまで高まってきていることが感じられる議論が展開されま

した。 

 

サロメ大使 

○独立以来、男女平等を進め、ジェンダー問

題担当の女性の大臣もいる。しかし、文化的・

伝統的な壁がある。女性は農業従事の負担が

ある上、薪集めや水汲みのために毎日何キロも歩いて往復しなくてはな

らない。 

○政府はアファーマティブ・アクション（積極的差別是正措置）に力を

入れ、教育をはじめ、すべての政策において女性の参画に力を入れてい

る。 

○大切なのは、女性が政策に影響力を及ぼす形で議論に参加できるかと

いった実効性のある参画。 

 

 
 

 
 

 

 

ウェブスター公使 

○女性の権利保護に関する世界的な法整備や経済的な必要性から、経済におけ

る女性のプレゼンスは大きく変わってきているが、政治やビジネスの分野では

トップに進む女性がまだ少ない。 

○メンタリングやトレーニングを通して女性をもっと活躍させなければなら

ない。そして、ワークライフバランス推進のために、男性がもっと家庭生活に

フルに参加することが求められる。 

○ヤフーの CEO マリッサ・メイヤーや IBM の CEO バージニア・ロメッティ

ーの言葉を借りれば、「女性も自分を追い込まなくては。楽をしては成長でき

ない。」とあるように、女性も成長するためには厳しい経験も必要。 

第２部 分科会 

＜パネリスト＞  
サロメ・タダウス・シジャオナ氏／タンザニア連合共和国駐日特命全権大使

ジェシカ・ウェブスター氏／在日米国大使館 経済・科学担当公使 
林 文子横浜市長 
＜モデレーター＞ アキレス美知子氏／株式会社資生堂執行役員 

アキレス美知子氏 

グローバル企業でキャリア

を重ね、あおぞら銀行常務執

行役員を経て現職。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。 

ジェシカ・ウェブスター氏 

米国国務省で、通商政策と交

渉など、幅広い経済問題に携

わってきた。2012 年から現

職。 

「少数派であっても、自分にできる資格が揃っているのであれば、ベストを

尽くすべきです。それを最大限に出し切ることが重要。」 

「自分がやっていることが正しいという確信が持てれば、それを絶対に

諦めてはいけない。」 

サロメ・タダウス・シジャオナ氏 

ダルエスサラーム大学を卒業

後、オランダやジンバブエで開

発について研究。男性中心主義

の風潮のなか、タンザニア政府

で都市整備に活躍し要職を歴

任。2010 年から現職。 

＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊



○黒人で最初にゼロックスの CEO になったウルスラ・バーンスによれば、「自分を知り、自分を信じ、

リードしていくこと。勇気をもって自分を客観的に見つめ、できるだけ早い段階で修正して前に進むこ

とが大切。」 

 

 

 

 

 

林市長 

○自分が最初に車の営業職についた時も、感性のアンテナを張って、「まず

チャレンジ」という心づもりで取り組んできた。 

○ビジネス人生の転機になったフォルクスワーゲンへの転職の際には、「部

下の気持ちに寄り添い、社員を幸せにして欲しい」とスカウトされた。 

○市長になり、自治体の首長の中で女性が極端に少ないこと実感している。

行政の仕事は生活に密着した仕事が多いからこそ、もっと女性に活躍して

もらいたい。 

 

 

 

「（キャリアとは）ご自身が選んだ仕事の中で、今、自分がどう貢献できるかと 

考えて、一生懸命それに取り組むことで、切り拓いていくものなんだと思います。

チャンスは誰にでもあり、幸せは自分自身で家族とともにつくり出していくもの。

大きな広い心で取り組んで欲しい」 

林 文子市長 

＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊

「ロールモデル、メンタリング、ネットワーキングが重要。」 



分科会２「“働き女子”の自分育て＆キャリア育て～チャレンジする力はどこからくる？～」 
 

 

 

 

 

日経ウーマン発行人として“働き女子”の様々な悩みに日頃から接して

いらっしゃる麓氏から、働く女性にとって身近な女性リーダーである伊藤

氏、小竹氏に、結婚、出産などのライフイベントを経ながらキャリアを重

ねていくためのヒントやアイデアを訊いていただきました。 

 
小竹氏 
○博報堂アイ・スタジオで、自分が信じ、思っていることの共感者（仲間）

にたくさん出会えた。初めて仕事の楽しさを知った。 
○クックパッドの代表者に出会い、ともに話し

合いながら得意料理をほめ合う場所と、献立が

決まらずストレスを感じている人をサポート

する場所の両方を提供するサービスを作って

きた。 
〇子育てをしながら仕事の成果をどう出すか、

とても悩んだ。今でも試行錯誤を繰り広げてい

る日々。 
○“毎日を楽しく生きたい”“成長したい”“世の中の誰もが楽しい生活を送

れるものをつくりたい”。この３つの思いを実現するのに、「働く」ことが自

分にとってすごくいいと思っている。 

 
 
 
 
 
伊藤氏 
○“なるべく断らない、試してみる”は私が実

践してきたことのひとつ。 
○「プランド・ハップンスタンス（計画された

偶然）論」という素晴らしい理論がある。何らかのチャンスが来た時、前向

きに柔軟に対応していくと、その結果できたキャリアは本人にとっても、周

囲にとっても満足のいくものになるというもの。 
○自分にそっくりの「ロールモデル」がいたら変だと思う。いろんないいと

思うパーツを集めて自分なりの「パーツモデル」をつくるのもおススメ。 

 

 

 

 

 

麓氏 

○お二方の共通点は①何か事を起こしていること。②努力を楽しめること。 
その結果、偶発性を自分で起こし、「幸運」をおびき寄せているのだと思う。 

○こういったセミナーに参加したことで人生が変わりました、という方も多い。この会議に参加してい

る皆さまは、既に偶発を自分で起こしている。縦にも横にも、つながりを増やしていってほしい。 

＜パネリスト＞  
伊藤 久美氏／ＩＢＭ株式会社 GTS ビジネス開発エグゼクティブ理事 
小竹 貴子氏／起業家 元クックパッド執行役 
＜モデレーター＞  
麓 麗子氏／日本 BP 社ビズライフ局長 日経ウーマン発行人 

「あの人はおしゃれだなとか、あの人のコミュニュケーションは 
素晴らしいとか、そういうパーツを集めて、自分なりの 
パーツモデルをつくった方がよっぽど早くないでしょうか？ 
男性だって、外国人だって、直接会ったことのないネット上の人 
だって、誰だってロールモデルになり得るんです。」 

「自分だけでなく、世の中も成長し、 
そして、誰もが毎日楽しい生活を 
送れるようなものをつくり上げたい、 
という思いで、生きています。」 

専業主婦だった母を見て、自分が

はばたく翼をもつために経済力

を身に着けるべきと痛感。地縁・

血縁の支援もない中、子供を授か

っても絶対仕事はやめないと強

い意志で誓った。 

麓 麗子氏 

学生時代ジャズ研に所属。今も、

歌を続けている。卒業後に日系の

メーカーに就職し、マーケティン

グの仕事に出会い、仕事が楽しく

なる。その後、結婚。ご主人の福

岡転勤で専業主婦生活に突入。 

紹介された契約社員を経験した

後、IBM に正社員で入社。コンサ

ルティング部門でのイノベーショ

ンのコンサルティングが成功し、

現在に至る。 

伊藤 久美氏 

学生時代に阪神・淡路大震災に

遭遇。卒業後に入った会社はす

ぐ退職し、帰郷。その後、結婚

を期に状況して専業主婦に。パ

ン教室とインターネットスクー

ルに通い、自分の料理を世の中

に発信するホームページにやり

がいを感じ、インターネットを

猛勉強。その後、博報堂アイ・

スタジオ、クックパッド役員を

経て、現在はフードエディター

として活躍。 

小竹 貴子氏



分科会３「女性の力が組織活性化にチャンスを拓く～組織力アップの実践例を聴く～」 
 

 

 

 

イケア・ジャパン株式会社の人材活用の実践例を交えながら、企業に

おける女性の活躍推進について、お二人に対談をしていただきました。 

 

来田氏 

〇イケアの人事施策は、人間の力への信念に基づいている。その力を企

業のために昇華させ、みんなの成功として共有している。出身国、年齢

層、性別、異性愛・同性愛などに関係なく、人々の毎日の生活をよくす

るために何ができるか、というビジョンを重視している。 

〇多種多様な人材がそろっているからこそ、様々な人々の生活をより良

くしていこうという事業の成功につながっている。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ハンドーヴァー氏から「女性には、どこの国でもなんとなく刷り込

まれている価値観があって、自分のことは最後に考える、他の人を立て

るということを配慮するように育てられているかもしれません。苦しむ

のはまさにこの点。」という投げかけを受けて、来田氏は、「IKEA 社員

にとって、自分がどういう有意義な人生を送りたいのか、そこに何を価

値としてもたらすのか、自分が何を欲しているのかを把握することが大

事であり、そのことが、企業の多様性というものの担保にもつながって

もいる。」と自社の例を交えて、アドバイスをしました。 

 

 

＜パネリスト＞  
エリザベス・ハンドーヴァー氏／ルミナラーニングアジア代表 

来田 ルネ氏／イケア・ジャパン株式会社 

エリザベス・ハンドーヴァー氏

ルミナ・ラーニング代表として一人一

人の個性を分析するツールでリーダー

シップのトレーニングを行っている。 

来田 ルネ氏

15 年前に来日。医療機器のマー

ケティングに従事しているときに

結婚し、退職。大学院で MBA を

取得し、その際の論文は人事政策。

4 年前、自分の価値観と合致した

イケアに就職。 

「ビジネスにおいて、一番のカギは多様性。 
企業は、自分たちの企業のターゲットは何か、顧客は 
どんな人なのか、従業員は何を求めているのか、事業ニーズを

しっかりと把握できるのはどういう人か、典型的な従業員のあり
方にしばられず、クリエイティブに考えて、人を見てほしい。」 

（ハンドーヴァー氏） 
「企業のリーダーで、ダイバーシティーについて実際に言っていることを実行して
いる人を探してください。それを自分の会社で皆さんと共有してください。」 

「自分は、何に強いのか、何が長所なのかをクリアにし、そこを強化していく

ことが大切。短所を悩んでいるのは、時間と努力の無駄。」 



合田 加奈子氏 

 

 

分科会の終了後、たくさんの出会いとつながりを生む交流会を開催しました。 

 

合田 加奈子氏（（公財）横浜市男女共同参画推進協会理事長）のご挨拶、 

林市長による乾杯の発声後、各分科会講師が参加者に応援メッセージを 

贈りました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 つながる・ひろがるネットワーキングビュッフェ 

会場では、講師に、真剣な眼差しで質問する方、参加者

同士で名刺交換をする方など、新しいつながりが生まれ

ました。 

横浜のプロバスケットボールチーム「ビー・コルセアーズ」

のチアガール「Ｂ－ＲＯＳＥ」のオリジナリティ溢れる

Dance パフォーマンスが働く女性に元気を届けました。 

「日本が今後、景気を回復し、

力を発揮するために 
大きな一助となるのが皆さん

だと思います！」 
（ハンドーヴァー氏） 

「全力を尽くして能力を発

揮していくことによって、

我々はともに山を動かすこ

とができると思います。」（サ

ロメ氏） 

「～Nothing Can Stop Us～ 
本当にやりたいことがあったら、 
前に進むしかない。」 
（アキレス氏） 



 

 会場は、終始、熱気に包まれ、大盛況の内に

幕を閉じました。 

 連休中にも関わらず、ご参加いただいた多く

の皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

最後に、企業協賛のプレゼントが

当たる HAPPY 抽選会。 

各プレゼンテーターが引き当て

る番号に、会場は一喜一憂。林市

長から、商品を受け取った当選者

の喜びは、２倍だったのでは？ 

 

●世代や、環境が全く違う中で、互いに生活していますが、同じ女性として様々な視点か

らお話を聞けたことが大変糧になりました。 

●ライフステージが変わっていく中、いくつもの悩みにぶちあたりますが、長い目で働い

ていく楽しさのヒントをいただけたと思います。 

●林市長の女性を応援していこうという姿勢や行動力に共感でき、嬉しいと思いました。 

●横浜に住みたいと思いました。 

●ポジティブになれました。社会で広く活躍されている女性に背中を押されました。 

●素敵な女性にたくさん出会えてよかったです。明日からの活力にします！！ 

●今後も是非参加させていただきます。 

参加者の声 



アンケート結果（回収率 67％） 

 
【参加者の属性】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【満足度】 
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