
「女性が輝く TOKYO懇話会 ガラスの天井を打ち破れ！～女性も男性も輝く未来へ～」 

議事録（令和元年 11月 27日開催） 

 

オープニング 

■池田氏 

本日はお忙しい中、『女性が輝く TOKYO懇話会 ガラスの天井を打ち破れ！女性も男

性も輝く未来へ』にご来場いただきありがとうございます。 

それでは、懇話会の出演者のみなさんをご紹介します。小池百合子東京都知事、室伏き

み子お茶の水女子大学長、株式会社ブリヂストン先進材料企画部長の青山美奈さん、東海

旅客鉄道株式会社人事部労務課担当課長の柴田裕子さんです。 

 

知事挨拶 

■池田氏 

はじめに、小池知事からご挨拶をお願いします。 

■小池知事 

皆さまこんばんは。『女性が輝く TOKYO懇話会』にお越しいただきまして誠にありが

とうございます。 

私も知事に就任いたしましてもう 3年少々が経ちますが、誰もが活力を持って安心して

生活ができ、サステイナブルな成長を続け、日本の牽引役として世界で輝く新しい東京を

作りたいと思って駆け続けています。 

目指すところは 3つのシティで、そのうちダイバーシティを実現するということが大き

な柱の 1つになっています。女性活躍はその中でも大きな項目に入ります。そして女性の

活躍があらゆる場で広がることこそが、社会全体の意識や働き方を変える、最近働き方に

ついては言われておりますが、なかなか変わりません。しかし、ここを突破していくため

には、女性自身が意識も変え、そして周りの意識も変える努力を積み重ねることが必要だ

と思います。そして、女性をはじめとしてさまざまな価値観や個性を持つ人材を確保して、

人の力を生かすことが、多様化する世界に対して東京がキラリと光る秘訣になると思いま

す。ぜひ皆さま方とともに、東京都も女性の活躍を後押ししていきますので、皆さんも大

いに張り切って、「東京を引っ張っていくのは私よ」という気概を持ちながら進んでいた

だきたいと思います。 

また、東京都は優れた取り組みをなさっている団体、個人を東京都女性活躍推進大賞と

して表彰しており、昨年度はお茶の水女子大学が大賞を受賞されました。おめでとうござ

います。この後もお話があると思いますが、よくワークライフバランスという言葉を使い

ますが、東京都では、ワークの前に人生があるということで、ライフ・ワーク・バランス

と称しております。皆さんの人生が輝くように、そしてその総体としての東京がもっと輝

くように、今日の『女性が輝く TOKYO懇話会』を実りあるものとしたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 



学長挨拶 

■池田氏 

続いて、室伏きみ子お茶の水女子大学学長、ご挨拶をお願いします。 

 

■室伏学長 

皆さま、こんにちは。本日は、この『女性が輝く TOKYO懇話会』に多数お運びくださ

いまして、誠にありがとうございます。 

お茶の水女子大学は、皆さまもご存じかと思いますけれども、1875年に女子師範学校と

して設立されてからもう 144年経ちます。その間、学ぶ意欲を持って、社会の、未来のた

めに役立ちたいと望んでいる全ての女性たちのために門戸を開き、女子教育の先達として

道を切り開いてまいりました。そして現在も、女性たちが広い知識と豊かな想像力を備え

た優れた人として育つことを願って、それぞれの夢を実現できるよう支援を続けておりま

す。 

昨年度、今、知事がおっしゃってくださいましたように、東京都女性活躍推進大賞とい

う賞を受賞させていただくことになりました。こういった賞が作られて 3年目だったそう

で、実は昨年もその前も、私たち、知らなかったものですから、もう 3年目はぜひ申請し

なければということで申請させていただきましたら、実は、審査委員長から「お茶の水が

出してくるなんて思わなかった」と言われました。それはどういう意味なんだろうとちょ

っと考えてみましたけれども。でも、皆さまに高く評価していただきまして、私たちの活

動が皆さまの中で認めていただいたということ、大変嬉しいことだと思っております。そ

のことを契機として、本日、このような会を催させていただくことになりました。東京都

の主催で、私たちは共同開催ということでやらせていただきます。 

本日は、企業で管理職としてご活躍しているお二人の女性の方をお招きしております。

青山美奈さんと柴田裕子さん。この 2人のお話を、皆さま、どうぞお楽しみください。こ

の方々のさまざまなご経験を語っていただいて、いろいろなご質問をいただいてお答えす

るということになっていると聞いております。今日の機会が、ご参加くださっている皆さ

まにとりまして、特に若い方々がそれぞれの将来像を描く上で有意義な機会になりますよ

う願っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

自己紹介 

■池田氏 

それでは、青山さんと柴田さんに、自己紹介をしていただきます。株式会社ブリヂスト

ン先進材料企画部長の青山美奈さん、お願いします。 

■青山氏 

 ご紹介いただきありがとうございます。また、今日はこのような機会を頂戴し、都知事、

室伏学長、本当にありがとうございます。今日はこのような流れでお話をいたします。 

まず、自己紹介の前半編です。入社までのことを少しお話ししたいと思います。私は 1966

年生まれで、今 53歳です。1985年にお茶の水女子大学の理学部に入学しました。学部の

ときには構造化学研究室で、いわゆる計算化学の研究をしておりました。この時は、化学

科と言っても実験をするわけではなく、毎日 PCと格闘しておりました。1989年には、お

茶の水女子大学の大学院の修士課程に進学しました。研究室を移りまして、修士課程では



合成化学の道を歩きました。PCとはちょっと距離を置いて毎日実験する日々でした。修士

課程終了後、1991年に株式会社ブリヂストンに入社いたしました。 

今も同じ会社に勤めておりますが、選んだ理由としては、小学校のときからずっと理系

が好きで、ずっと関心を持っていて、研究者になりたかったというのが 1つ。もう 1つは

車が大好きでしたので、自動車関連の研究者になりたいと思っていたことです。右に載せ

ておりますのが学会の写真で、初めて学会発表の経験をさせていただいた時のものです。

それから下側の写真は富士スピードウェイなのですが、自分の車を持ち込んで走りに行き

ました。自分のやりたいことは非常に明確で、それを貫いてきた学生時代と自分では思っ

ております。 

次に、ブリヂストンについて少しお話ししたいと思います。売上の 83パーセントがタイ

ヤ事業で、残り 17パーセントを多角化事業が占めています。車のタイヤだけではなく、航

空機のタイヤや、鉱山で鉱物を掘る車両向けの直径が人の何倍もあるようなタイヤも造っ

ております。また、多角化事業で一番左に写真があります免震ゴムは、建物の下で、まさ

に縁の下でゴムが支えて、建物を地震の揺れから守るというものです。右の 2つの写真は

自転車とスポーツ用品ですが、タイヤや免震ゴムだけでなく、こういった身近な事業も展

開しております。 

3番目の柱として、ソリューション事業というものを展開しております。ものを作って売

るというのが今までの製造業でしたけれども、これからは、ソリューションを提供すると

いうのが製造業の姿になっていくと考えています。タイヤのメンテナンスや、パンクして

もそのまま走れるランフラットタイヤの技術などですね。また、タイヤ以外の自動車のシ

ートと融合したソリューションなどによって、モビリティの機能をアップグレードしてい

くということを価値として提供しております。 

次に、私の自己紹介の後半に戻ります。1991年に入社しまして、タイヤ材料開発部でタ

イヤ関連の原材料の開発をしておりました。1991年から 2018年までは、小平市にある技

術センターで研究開発職として仕事をしておりました。1998年と 2002年に出産しまして、

今、大学 3年生の息子と高校 2年生の娘がおります。2人とも今日は来てくれております。 

私の中で一番大きな仕事、自分が夢を持ってすごく熱中できた仕事というのが、2006年

の中国の技術センター設立です。これは後で少し述べたいと思います。現在は、本社の先

進材料企画部というところで、このブルーの字のところに書きましたようなミッションで

仕事をしております。 

2回育休を取っているのですが、2回とも現職に復帰させていただいたということで、高

いモチベーションを継続できたかなと思っております。今は自分の時間も大事にしたいと

思い、余暇にはピアノを弾いたり、息子と海外旅行をしたりもしております。 

最後に、印象に残っている仕事について、お話ししたいと思います。私どもの会社はグ

ループとして世界の約 180カ所に生産と研究開発の拠点を持っております。この中で私が

主担当として携わったのが、中国の江蘇省無錫市にある技術センターの立ち上げで、2006

年に原材料の開発専門の研究所を設立いたしました。私は、何故中国に研究所が必要なの

か、何をやりたいのかなど自社の経営陣への答申や社外関係先との交渉などを中心にやら

せていただきました。実績としては、多くの中国製原材料の採用を進めることができ、半

分ぐらいだった現地原材料使用比率を 10年間で 80パーセント以上にすることができまし

た。 



こちらは 3年前の写真ですが、前列の左から 2番目が私で、他はほとんど中国の方です。

このプロジェクトに参画して非常に熱意を持って仕事をさせていただきました。大変だっ

たことは、文化や法律といった背景が異なる相手先との交渉です。締め切りは守ってくれ

ないとか、一番ひどかったのは設計をしてくれた建築屋さんが設計図を持ったまま途中で

ドロンと消えてしまい、設計図を全部作り直したことでした。また、中国に出張で来る日

本人女性技術者を珍しがられたことも何度もありました。私の自己紹介は以上です。あり

がとうございました。 

■池田氏 

 東海旅客鉄道株式会社、現在人事部勤労課担当課長の柴田裕子さん、お願いします。 

■柴田氏 

 柴田裕子と申します。本日はこのような席にお招きいただきまして、どうもありがとう

ございます。私は、中学高校時代を桜蔭学園というところで過ごしました。この学校は、

お茶の水女子大学の同窓会組織が関東大震災のあとの焼け野原に女子教育の理想を実現し

ようと寄付を募って建てられた中高一貫の学校です。設立当初から、お茶の水女子大学出

身の大変優秀な教師の方々に教えていただいたと聞いておりますので、今日、このような

席を頂いたということに大変ご縁を感じて光栄に思っております。さらに言いますと、私

の姉はお茶の水女子大学の出身でございまして、今日はしっかり話してくるようにという

言葉も受けて本日まいりました。 

私は、1997年に東海旅客鉄道株式会社、通称 JR東海に入社いたしまして、今年で勤続

23年目になります。JR 東海というのは国鉄の分割民営化によって誕生した 7つの鉄道会社

の 1つでありまして、東海道新幹線を中心に、あとは静岡地区、名古屋地区の在来線を運

行している会社になります。今は超電導リニアによる中央新幹線の建設にも全力で取り組

んでいます。 

この中央新幹線が通りますと、今、東京－名古屋間が新幹線で 1時間半ぐらいかかるの

ですが、40分になり、通勤圏になるということで、日本を変えるような一大プロジェクト

ということで一生懸命取り組んでおります。もし、リケ女の皆さんで土木構造物に大変興

味があるという方がいらっしゃったら、今、非常におすすめの会社と思っております。私

は事務系で入っておりますので、事務系にもおすすめしております。関連事業としては、

百貨店やホテルなどを持っております。 

私の JR東海での主な経歴ですが、1997年に入社して、主に人事畑で働いてまいりまし

た。こちらに転機と書いていますが、2004年に名古屋セントラル病院の建て替えプロジェ

クトに携わりました。これは今新幹線で走りますと、名古屋の近くで左側に見える全室個

室の病院です。もともとボロボロの病院で、それを建て替えるというプロジェクトに携わ

ったことが転機になっております。この話はまた後ほどしたいと思います。 

2008年に育児休職を取りまして、第一子を出産。2009年に JR東海のグループ会社、広

告代理店の JR東海エージェンシーというところに復帰しました。ここは最初一般社員で復

帰したのですが、途中でチームリーダーということで管理職になりました。この会社は 200

人ぐらいの会社なのですが、もともと年功序列の人事制度だったものを、もう少し能力主

義の制度に変えるというような、非常にやりがいのある仕事に携わりました。200人規模の

会社で、人事、賃金制度を変えるという経験をしたことが、JR東海自体は 2万人の会社な

のですが、今、JR東海の人事部にいて、非常に役に立っていると感じております。 



最初は子供 1人でいいかな、キャリア重視だしと思っていたのですが、子供を産んでみ

たら非常に可愛くて、2013年に 5歳離れて第 2子を産みました。この後は、グループ会社

の JR東海パッセンジャーズの勤労課長として 1年働き、現在は JR東海の人事部勤労課の

制度係というところで働いております。 

この制度係について少しご紹介させていただきます。会社の勤務制度ですとか給与制度

全般を構築したり運用したりしているところになりまして、労働組合などと協議しながら

よりよい制度に変えていくというような仕事をしております。ここで 5年間働く中で自分

がやりたかった、育児や介護と両立しやすい制度というのを、いろいろとやらせていただ

きました。小学校の育児休職制度を導入したり、昨年はフレックス勤務を導入したりと、

そういうことをやってまいりました。今年は、もう少し大きく、全社員に関わるような制

度改正に取り組み、60歳から 65歳に定年延長するということで、労働組合と妥結をいたし

まして、来年からこの制度を導入します。今は導入までの仕事をいろいろやっているとい

うところでございます。簡単ではございますが私の紹介でございました。 

 

パネルディスカッション 

■池田氏 

 それでは、お二人のキャリア形成について伺います。青山さん、お願いします。 

■青山氏 

 ではまず、私が就職したときに重視したポイントについてお話しします。専門である化

学を生かせること、それから自動車関連産業であること、あとはもう 1つ、グローバルな

活躍が望めること、この 3つをキーポイントとしました。先ほども申しましたように、自

動車関連産業にこだわりがあったのですが、その中では車と化学を掛け合わせたときに、

どこで自分が一番活躍できるかなと考えました。自動車会社も見学に行ったのですが、当

時は、自動車会社で化学屋が活躍しようと思っても、表面の塗装の研究ぐらいかなという

印象でした。タイヤであれば、タイヤの素材そのものが丸ごと化学の塊のようなものです

から、ここが自分が活躍できる場ではないかと考えて、ブリヂストンを選びました。また、

当時、ブリヂストンはグローバル展開を急ピッチで進めていたこともあり、魅力を感じま

した。 

■池田氏 

 柴田さんはいかがでしょうか。 

■柴田氏 

 私は 3歳上の姉がおりまして、先に就職をしておりました。姉や姉の友達から、総合職

の女性社員が燃え尽きて辞めていくという話を聞いていたので、まずは、子供を産んでも

仕事が続けられるような、燃え尽きない会社に入りたいという、ちょっと消極的なのです

が、まずそこが第一義ということで。そういう中で、世の中の多くの人に役立っていて、

いろんな人に貢献できるということと、いろんな人と会う中でこういう人たちと一緒に仕

事がしたいなと思えた会社ということで、JR東海に入社いたしました。 

そういうわけでしたので、会社に入ってから、自分はマーケティングをやりたいとか資

産運用がやりたいとか、そういう強い思いは特になく、むしろそれがよかったのかもしれ

ないとも思うのですが、与えられた仕事を一生懸命全力でやるということが、今につなが

っていると感じています。 



先ほど、名古屋セントラル病院の建て替えプロジェクトの話を後ほどやりますというこ

とでお話ししたのですが、名古屋セントラル病院も、最初、建て替えプロジェクトやって

くれと言われた時には、正直嫌だなと思いました。何故なら、私、実は新婚早々で、名古

屋に単身赴任と言われて。しかも鉄道会社に入ったのに何故病院？ ということも思いま

した。そういう意味で非常に、着任するときは嫌でしたが、行ってみたら非常に面白かっ

たんです。新しいものを創りあげる点、それから医療職の方々と一緒に仕事をする機会と

いうのがそれまでなかったので、医療職の方々の使命感ですとか、そういうものも非常に

楽しかったです。 

あと、これが非常に大きかったのですが、JR東海には、女性総合職の社員が 10歳上ぐ

らいの社員までしかいなくて、それは男女雇用機会均等法が施行されてから入社したから

なのですが、一方で、看護職というのは昔から女性が支えてきた職場でしたので、キャリ

アのゴールを迎える方までいました。女性の看護部長がいて、50代の方なんですが、その

方が、お子さまもきちんと 2人育てていて、能力があるということで看護部長になられた

ということを目の当たりにしました。自分が子供を産んでも、きちんとキャリアというも

のが形成できるのか、子供を産んだ後のゴールが見えていなかったので、自信がないとこ

ろがあったのですが、キャリアの中断があっても、最終的には能力で評価をされるんだと

いう実例を見たというのが、非常に転機と言うか、自分にとっては大事な経験でした。 

そういう意味でも、あまり食わず嫌いをせずに任せられた仕事というのをその時その時

で全力で取り組んだということが、今につながっていると感じております。 

■池田氏 

 思いもよらぬ、配属や転勤に向き合う時の心構えについてどう考えていますか。 

■柴田氏 

 結局、何の仕事をやるかということも大事なのですが、その仕事から自分が何を学べる

かというところがより大事かなと思っております。それは自分の受け入れる心次第のとこ

ろもあるなと感じています。 

■池田氏 

 青山さんは、ご自身のキャリアを振り返ってみていかがですか。 

■青山氏 

 私が入社したのは、先ほども申しました 1991年なのですが、私の入社当時は、女性の活

躍の姿というのは、一人前に仕事をして継続していくことでした。これは私の理解不足だ

ったのかもしれないのですが、社長になるとかトップマネジメントになるという姿までは、

正直言って描けていませんでした。それが、社会や会社が期待する女性、活躍する女性像

でもあったと思います。しかし、今は、活躍する女性というのは、トップマネジメントに

なる、都知事や室伏先生のような大きな組織を率いてみんながついて来てくれる、ついて

いきたいと思わせる人で、それには間違いのない方向に進めていける力が必要だと思いま

す。そのように女性への期待が変わってきたというところが、一番大きな変化ではないか

と思います。 

ですので、私は描けてなかったですけれども、これから仕事を持たれる、社会に出られ

る皆さんは、40歳、50歳、60歳のときに、自分がどういう人であってどういう立場でど

んなところでどんな人とどんな仕事をしたいのか、社会にどういう価値を生み出す存在で

いたいのかということをよく考えて、キャリアを形成していってほしいと思います。また、



時代はどんどん変わりますので、その変わりゆく時代の動向を敏感にキャッチして対応し

ていくという柔軟性も必要だと思います。 

■池田氏 

 ここからは、管理職として働くことについてテーマを移します。青山さんは管理職を担

うことについて、どう考えていますか。 

■青山氏 

 管理職になって大きく変わるところは、多いですが 5つあると思っています。まずミッ

ションです。自分の業務目標を達成することが、担当者のうちは最大のミッションですが、

そこから管理職になるということは、メンバーをよく動かして組織のアウトプットを最大

化することが自分の最大のミッションに変わります。具体的には、自分がプレーをする側

から監督になるというように視点を変えていかなければならないと思っています。あとは、

自分がやった方が早いと思っても担当者に任せる、1歩引いて見守るということも必要にな

ります。 

2番目には人事権です。メンバーを育成したり、労務管理をしたり、あとは人事評価とい

うのが管理職の重要な仕事になります。また、評価するだけではなく、会社でどの人をど

こにアサインして、どのように経営をしていくのが一番良いのかというのを考えなければ

ならないのが管理職です。 

3番目に情報ですが、人、もの、金、それから経営状況といった、担当者の時には得られ

なかった情報が多く入ってくるようになります。情報の洪水になりがちなのですが、それ

をうまく取捨選択したり優先順位をつけたり、メンバーにどれを任せるのかを判断してい

くことが重要になります。 

4番目として、代表者としての地位というか存在、社会から認められて会社の代表者とし

て振る舞うことが必要になります。今までは青山さんの意見と思われていたのが、ブリヂ

ストンの意見と社会に受け取られるようになりますので、そういった振る舞いとか、認識

とか、いろいろな経験からきちんと受け答えができるとか、見解を述べられることが大事

になってきます。 

5番目はメンタルです。担当者と違って、組織を担うわけですから、挑戦したり踏み出し

たりする勇気があり、それから、私に任せてって言える自信ですね。自信のない上司につ

いていきたい部下はあまりいないのではないかと思います。あとは、運命を賭けるぐらい

の覚悟。メンタルでは、この勇気と自信と覚悟が大事だと思っています。 

■池田氏 

 それは働いていく中でたどり着いた意見ですか。 

■青山氏 

 恐らく、研究職としてだけ働いていたら、そういう価値観は得られなかったのかなと思

います。本社に転勤になったことや、趣味や子育てを通じていろいろな方と出会って、い

ろいろな方のご意見を聞くうちに、自分の中で徐々に形成されてきたものだと思っていま

す。 

■池田氏 

柴田さんは、管理職にはどんなことが求められると思いますか。 

 

 



■柴田氏 

 私が心がけているのは 3つありまして。まずは、常に明るく前向きにチームを率いてい

くということです。管理職の雰囲気がチームに影響しますので、それは心がけています。

それから、言語化して指示が可能なことはみんな部下にやってもらうようにしています。

人は仕事で育つと考えていますので、部下に仕事をやってもらうというのは親心。もしで

きない仕事は自分が最終的に引き受ける覚悟でありますので、基本的には、指示できる仕

事は全部部下にやってもらっています。 

それから、青山さんのお話にもありましたけれど、チームリーダーということで、夢と

勇気を持って仕事をするようにしています。夢というのは、チームの目標、ミッションを

どこに置くかというところなのですが、みんなが共有できるような、やりたいような、な

るべくそういうミッションをチームで持つということ。それから、それを通すのは管理職

の役目ですから、勇気を持って、外部を説得していく。反対意見があっても説得していく

ということを心がけています。なので、これは外に向かって通りにくいミッションだなと

思うようなことも、勇気を持って取り組んでいくということを心がけています。 

管理職になって、会社というのは管理職の価値観の総合体だなと感じています。結局、

自分のチームが何をやるかというのはテーブルマスター、管理職が決めています。管理職

が、要はそのチームの仕事を決めていて、その仕事の集合体が会社になっているなという

ふうに感じています。管理職というのはそういう意味で非常にやりがいがあるし、管理職

になって初めて、本当に自分ができることに手をつけられたなというような気持ちでいま

す。 

■池田氏 

 続いて、小池知事と室伏学長に伺います。お二人のキャリアと管理職としての視点につ

いて、どう聞きましたか。小池知事。 

■小池知事 

 今日のお二人は本当に主体性があって、例えば、自分はやりたいことはこれだという明

確な目標を持っている。その上で、客観的にご自分の立ち位置や組織全体の両方を見てお

られるという点で素晴らしいと思いました。きちんとして、またしなやかに生きていらっ

しゃって、これまでのご自身の願いを、1歩 1歩歩んでおられる。まさにキャリアデザイン

を描き、自ら決断して積み重ねてこられたという、素晴らしい例だと思いました。 

私は、国政に入る前はジャーナリストでしたので、いろんな題材で自分で取材をして、

あちこちに寄稿もして、連載ものも持っていました。そのうちの 1つが女性の関係でした。

こんなに素晴らしい女性が日本にいらっしゃる、その力をもっと生かさないともったいな

いという観点で、随分書かせていただきました。その中に、1980年代のころにお会いした、

有名な百貨店の中で常務取締役までなられた女性がいました。その方がおっしゃっていた

のは、もともと百貨店という業態は女性が多いということで、その彼女が入社された時に、

もう既に女性の課長がいらしたと。そうすると、先達がおられることで自分もあの辺まで

行けるということが分かったということでした。この方は課長どころか常務にまでなられ

ました。私はそのことをよく覚えております。 

そういう意味で、今日このように管理職として、既に実績を積み重ねておられる皆さん

が、肩肘張ることなく、しなやかなロールモデルとしていらっしゃるということは、多く



の次の世代の皆さんにも良い影響を与えるのではないかと思い、大変頼もしく、また、と

ても嬉しくお話を伺いました。 

■池田氏 

 室伏学長はどう聞きましたか。 

■室伏学長 

 お二人のお話を伺っていて、これからの日本は大丈夫だなと、そういう気がいたしまし

た。お二人が家庭を持ち、子どもたちを育てて、その中で社会人として、企業人としてさ

まざまな経験を積み重ねておられる。その時に、ご自分たちの将来を見据えてらっしゃる。

足元がぶれていない。これはなかなか素晴らしいことだと思いますし、そういったお二人

の姿勢をぜひ若い方たちに伝えていただいて。未来を担う若者たちを育てていただきたい

なって思っています。 

管理職というのは確かになかなか難しいところがありまして、自分が担当する組織の大

きさとか、あるいはその組織自体の中に内包されている問題点とか、あるいは、どういう

方向に進むことが、組織自体を間違った方向に向かわせずに済むかとか、いろいろなこと

を考えなければいけないわけです。ですから、お二人がいろいろな段階を踏みながら、恐

らくこの調子だと取締役ぐらいまでになられるのではないかなと楽しみに思うんですが。

こういう方たちがロールモデルとして若い方たちをどんどん引き上げていっていただける

と嬉しいと思っています。 

社会が今大きく変化していますので、その中で、お二人のようにご自分自身の姿をきち

んとイメージできる、これは、それぞれの持ってらっしゃる資質、能力だと思いますが、

そういった資質、能力を持った若い方たちを育てていくことがお二人のこれからの、ある

意味ミッションなのではないかという気がしています。 

お話伺っていて思ったのは、どちらの方の会社も、育児で離れた時、出産で離れた時に、

またもとのところに戻して、そこでやる気をどんどん引き出すという制度を持っていらっ

しゃる。これは組織のあり方という面からも素晴らしいなと思います。そうした企業のあ

り方自体を日本中にもっともっと広めたらいいのではないかと思いながら伺っていました。 

やはり、多様な場で女性管理職を増やすということがとても重要なことだと思います。

なかなか女性管理職が増えていないという状況が実際にあるわけですが、その中で、恐ら

く、お二人がお勤めになられている企業は、女性を引き上げ、女性の能力を十分に生かす

ことが企業のためにも非常に大きな意味を持つし、社会のためにも役に立つということを

きちんと分かってらっしゃるのだと思います。そうした上役の方たち、役員の方たちをど

うやって教育されたのでしょうか。 

■池田氏 

 青山さん、いかがですか。 

■青山氏 

 役員に教育というのはおこがましくて、なかなか言えないですね。私たちの時代は、前

例が無いことも多くありましたが、自分の困りごとを苦言として発しても誰も聞く耳を持

ってくれませんので、「こうしたら良いのではないでしょうか」というように提案に変え

て上に上げるとか、周りの人に発信していくことが大事だと思っていました。前例が無い

からやらないと言っていたら会社は何も変われませんので、「そこは前例がなくても変え



てください」「こうじゃないと私たちはうまく働けません」とか、「こうしたらもっとう

まく働けます」という提案をしてきたつもりです。 

■池田氏 

 柴田さんはいかがですか。 

■柴田氏 

 私の場合は、いろんな制度を最近導入して、そうした中で非常に苦労することも確かに

多かったのですが、まずは、男性の管理職の皆さまは、私たちの悩みにすら気付いていな

いことが多いということが最初の学びでした。 

2015年に小学校の育児休職制度を導入したのですが、これは“小 1の壁”対策でして。

“小 1の壁”という単語すら、会社の上層部は知りませんでした。私の直属の上司も、ち

ょうどそのとき 1年生の子供がいたのですが、その人も知らなければ、専業主婦の奥さま

も知らないという、そういう状況でした。そういうことをまずは共有していくということ

が非常に大事だなと感じました。 

■池田氏 

 柴田さんはどのように共有したのですか。 

■柴田氏 

 私の場合は、「こういう施策をやりたい」と訴えに行くので、直接お話ししに行きまし

た。 

■室伏学長 

 お話伺っていて、周囲の皆さんが信頼してくださる、信頼感を他の方に持たせるという

ことが、お二人の特色なのかなと思いました。お互いの信頼関係の上で良いコミュニケー

ションが取ることができれば、皆さんが真剣にいろいろな課題について考えてくださるの

で。それが大事なんだろうという気がいたしました。 

■池田氏 

 小池知事、いかがですか。 

■小池知事 

 今、お話を伺っていて、室伏先生もおっしゃったのですが、それぞれの会社が育休を取

られた後も同じところで迎えられるという企業であったということはとても先進的だった

と思います。これまでは女性社員といえばどちらかと言うと使い捨てのような状況で、「ま

だいるの」などと言われ、だんだん居づらくなってやめてしまう、これまでなんともった

いないことをしてきたのかと思います。そして、柴田さんは人事を担当しておられて、そ

ういう人事の部署に女性がいると、まさしく“小 1の壁”などの課題を制度に反映させる

ことができる。女性のライフステージを考えた人事制度にしていかなければ、会社の発展

も個人の発展にもつながりません。要は、意思決定の場に女性がもっといるべきだという

ことに尽きるのではないかと思います。 

そして、会社を途中で辞めて、他の会社に移った場合、色んな研究では、同じ会社にそ

のまま勤める時より生涯報酬が 2割から 3割になる。2割から 3割減るのではなく 2割か

ら 3割に減ってしまうという研究もあります。それを考えると、会社がどういう経営方針

でいるかということはとても重要です。皆さんが実力を発揮されて、会社の経営を女性の

皆さんが支えることによって、株価にも反映されるなどということになると、ますます女



性の役割というものは大きくなりますし、それによって日本経済そのものも質から変わる

のではないかと期待しております。 

■池田氏 

 青山さんも柴田さんも、働きながら、出産と育児を経験しています。お二人にライフと

ワークをどう両立してきたのかを具体的に教えていただきたいと思います。青山さん、お

願いします。 

■青山氏 

 入社したころは 24時間全部自分のもので、どれだけ仕事をしようと誰にも文句言われる

ことはなく、仕事が生きがいだったこともあり長時間会社にいることもありました。今は

ブラック企業と言われてしまうのですが、その当時はそうした働き方はそれほどおかしい

ことではありませんでした。 

その後結婚、出産、育児とステージが進むと時間的な制約が出てきて、そこをどううま

くやり繰りするかが一番難しい部分でした。制約なく働く人は長時間働けるのに対し、自

分は会社にいられるのは 8時間しかない。では、どうやって生産性を上げるかというとこ

ろが 1つのキーだと思っています。それには自分を高めることが非常に大事で、自分が 1

時間あたりどれだけ仕事できるのか、30分あたりどれだけアウトプットを出せるかという

ことを常に考えると良いと思っています。でも、その頃はそういうことには気づきません

でした。 

そうした気づきを得ることは難しいと思うのですが、優先順位を明確にして、諦めるも

のは諦める、世間のあるべき論にとらわれずレトルトの離乳食やサポートシステムなどの

サービスなど使えるものは活用し、時間をうまく捻出することをお勧めしたいです。貯金

はもっと先の人生ですることにして、収支が赤字になったとしても、時間や自分の向上を

優先して、捨てるべきものは捨てればよかったかなというのが今の私の思いです。 

あとは、柴田さんがやっていらっしゃるような、制度を変えていくこともとても大事で、

実際に体験した者がどんどん声を上げて制度を変えていく必要があると思います。制度と

いうのは、変えて終わりでなく、根付くまでに時間がかかるものです。まずは制度を変え

て、「両立している人はこんな大変なのよ」と言うのではなく、両立してアウトプットを

見せて、「会社の制度変えてよかったね」「じゃあどんどんそういうのを広めていこうよ」

と思ってもらえるような、先ほど先生がおっしゃったような信頼関係を作って、広めてい

くというやり方が大事だと思います。 

また、家庭では、夫と妻は子どもに対する責任は対等で平等であり、夫は協力者ではな

く分担するパートナーであると思っています。「言ってくれればやるよ」とか、「僕何で

も協力するから」ではなく、2人で納得のいく育児家事の分担が、2人で働く家庭では重要

だと思います。 

■池田氏 

 続いて、柴田さんはいかがでしょうか。 

■柴田氏 

 私は、育児休職から復職した時には、自分の育児休職前の仕事のやり方の残像があって、

それが非常に苦しかったです。きちんと仕事を自分の理想のかたちまで仕上げつつ、子供

にもしっかり向き合いたいと思って復職をしたのですが、それはすぐに壁にぶち当たりま

した。無理だなと。これは優先順位をきちんと考えようと思いました。 



まず、子供を育てつつ仕事を辞めないということが一番大事で、その方が会社にとって

もいいはずだと自分を納得させて、仕事はここまでと自分で決めました。例えば時間であ

れば、何時までということで決めて、それでできない分は人に任せる、やらない、それか

ら出来が悪くても提出するみたいに変えました。本当に仕事のやり方は自分で意識して、

意識転換ができるまでに、恐らく女性の方は割と真面目ですぐはできないと思います。1年

かけて、2年かけて、だんだん変えていきました。 

それで随分楽になりました。家も同様です。家が散らかっていても、お母さんがご機嫌

の方が絶対子供に良いはずと思っています。今日も散らかっていると思いますが。息子は

今や「家が片付いていると気持ちが悪い」と言うぐらいになってしまいましたが。それで

も、とても自分としては心の平穏が保てていて、今、子育てと仕事を両立して、本当に子

育てということが自分の人生にプラスだなと正直に思えます。 

例えば、子供を育てることで、男の子は本当に叱ってもやらないけれど褒めるとやるん

だなとか。子供の時に持っている性質というのは、人間の恐らく本来の性質で、人間とい

うのはきっと褒めた方がよくやるのだなと学びにつながりました。結局、仕事というのは

人育てに帰着すると思っています。非常に仕事にも役立っていると思います。それで、巡

り巡って多少仕事で時間が足りなかったりする面についても、私の糧になって会社に貢献

できているだろうと今も思いつつ、両立をしているというところであります。 

■池田氏 

 ここまで、お二人のキャリア形成、そしてライフとワークのバランスをどう取ってきた

かというところを伺いましたが、ここからは、”ガラスの天井”をどう打ち破っていけばいい

のかを伺います。 

青山さん、お願いします。 

■青山氏 

 私は、女性の活躍がまだそれほど一般的でない過渡期に生きてきました。女性だから飲

み会に誘われない、ゴルフに誘われない、先回りして配慮してくださるというのが一番辛

かったです。「青山さん、お子さん小さいから出張は無理だよね」とか、「青山さん、無

理そうだから飲み会に誘わなかったけど、あの案件は飲み会の場で決着して合意したから」

といった配慮はとても辛い経験でした。 

配慮と差別は紙一重だと思っています。ですから、制約ある働き方をしているメンバー

については、予め配慮してしまうのではなく、ご本人の意見も聞いて、どう扱ってほしい

のかを理解いただくと良いと思います。 

あともう 1点ですが、私の時代は、女性は総合職で入社しても配属先は本社か研究所で

転勤や工場勤務がほとんどなく、経験の幅を広げることがしづらかった時代です。例えば、

女性は男性より、本社の課長が出向先の子会社では部長の立場に就くといった、小さい組

織を上の立場でマネジメントする経験を若いうちに積むチャンスが少なかった。私自身も、

経験不十分なまま組織のマネージを任されたときに、「え、どうしよう」という戸惑いが

ありました。 

振り返ってみると、経験のある先輩がどのように組織をマネージしているかなどを広い

目で見て、何を習得すればいいのかをもっと考えればよかったなと思います。 

 

 



■池田氏 

 続いて柴田さん、いかがでしょうか。 

■柴田氏 

 私の会社は、男女雇用機会均等法が施行されてから、男女平等に扱うということをやっ

ていたので、本当に男女平等にいろんな教育制度なんかも受けさせてもらいました。人事

異動もかなり男女平等になされていました。 

逆に言うと、先ほども小池知事がおっしゃっていましたが、社会のシステムとか会社の

システムというのは男性目線で作られていますので、女性にとっては、どうしてこういう

ことになっているんだろうと、非常に働きにくいなと思うようなことがあり、20代ですと

か若いころはかなり憤慨をしていました。 

例えば、昨年、結婚前の姓を社内で使うという制度をようやく弊社で取り入れました。

私はもう結婚してしまったので利用ができないのですが、本当に残念だなと思っていまし

た。導入できなかった理由が、システムを改修するのに数千万のお金がかかるがその効果

がよく分かりませんということなんです。日本では 96％の夫婦が男性の姓を選びますから、

この姓が変わるということに対する不満、不便さというようなものが男性にはなかなか理

解されないと感じました。 

私は小池知事ほどのネームバリューはなくても、結婚する前に自分の仕事にある程度ブ

ランドを感じていました。自分としては自分の名前で仕事をしてきたというふうに思って

いたのですが、「制度が無いので変えたい」と上司に訴えても、先ほどの話で、管理職に

ならないとそういう仕事というのは後回しにされてしまうし、お金がかかってメリットが

分からない、で終わってしまうんです。管理職になることで、初めて「こういう不利益が

あってそれは会社のためになりません」「誇りを持って働いている女性ほど自分の姓が変

わるというのは抵抗があるし、いい仕事をする女性に来てほしいならばこういう制度を入

れないと会社のためになりません」ということを直接訴えることができて、すぐそれは経

営陣も変えてくれました。ですので、会社、社会というものが、男性が作っている、男性

のシステムで出来上がっているということによる不便さというのは、若いころから非常に

感じておりました。 

■池田氏 

お二人の話を、小池知事はどのように受け止めましたか。 

■小池知事 

 会社のルールなどが男性によって作られているという話ですが、私は環境大臣の時にク

ールビズ始めました。CO2の排出について、産業部分などは何とか減らしていこうとして

いましたが、オフィス部分の排出量がずっと上がりっぱなしになっていました。そこで改

めて考えてみると、男性の営業マンが外から帰ってきたら涼しい職場になっていますが、

女性はひざ掛けをして、カーディガンを着たりして震えているわけです。これはおかしい

ということから、CO2の削減と、着るものという一番身近なところから気候変動について

みんなで考えましょうというマインドセットから始まったわけです。そのマインドセット

の一番のマインドはどこから来ているかと言うと、やはり日本の世の中は男性の規格で動

いているということです。 

そこを変えていくためにも、先ほどから申し上げているように、意思決定の場に女性が

いるというのは、社会そのものをより健全にしていくためには必要なことだと思います。



皆さんが色々な知識や知恵や経験を積み重ねて、女性の管理職の方々が全体を動かす大き

な役割を担っていただけるのではないかと思います。 

“ガラスの天井”と言いますが、最初から”ガラスの天井”があると言っていれば、それだけ

でエクスキューズ（言い訳）を作ってしまいますから。もう無いことにしましょう。やっ

てみるということで、チャレンジして、ゴツンと頭を打ったら次はどうやって改善するか

を考えた方が、私は積極的でいいのではないかなと思います。 

実際”ガラスの天井”はあることはあると思います。特に、政治の世界では、最初は相

手にならない時は可愛がってもらえるのですが、ちょっと頭を出すぎますとボカンとやら

れます。でも、やりがいのある”ガラスの天井”破りだと思います。そうじゃないとこの国は

変わりませんから、みんなでゴツンと何度もしながら打ち破っていきましょう。そう思い

ませんか。 

■池田氏 

 天井にぶつかった時にどうするかということですね。打ち破る時の原動力はどんなとこ

ろにあるのでしょうか。 

■小池知事 

 それはやっぱりミッションであるとか、「ここで私がやらなくて誰がやるの」ぐらいの

気概は必要かなと思います。そういう意味で、私自身、クールビズもこれまで誰も言わな

かったので、もう、えいやで言ってみるとかですね。 

議員時代に、液体ミルクを日本で製造すべきだということを言っていましたら、「小池

さん、ミルクは液体に決まっているじゃないか」と言われたことがありました。避難所な

どに行きますと、水は出ないしガスも使えないし電気も使えないというところで、粉ミル

クを調合することは結構難しいんです。そうした時に、日本フィンランド議員連盟の会長

を務めていた関係で、フィンランド製の液体ミルクがあるということを知りました、そこ

で、仲間を集めて液体ミルクというものを知ってもらう運動をしました。そして、現在で

は、液体ミルクが日本で商品として売り出されるようになりました。母乳が第一ではある

のですが、いざという時や避難所でも使えます、また、皆さんお湯やおむつなどをベビー

バギーに乗せて重武装していますよね？ そういう中で、液体ミルクだけ持って行くだけ

でも随分手軽になります。こういうものも、やってみなければできないものです。これは”

ガラスの天井”も無かったですが、きっと皆さんも便利に使っていただけるものだと思って

おります。まずやってみるということですね。 

■池田氏 

 室伏学長は、お二人のキャリア、苦労したことなどの話をどう受け止めましたか。 

■室伏学長 

 お二人がいろいろなことを乗り越えて、ご自分たちで努力されて頑張ってこられた、こ

れは本当に素晴らしいことだと思います。その時には、個人の努力だけではどうしようも

ないこともたくさんあるので、その時は周りで助けてくれる人たちとか、あるいは組織が

お二人のなさりたいことを支えてくれたこともあったのだろうなと思って伺っていました。 

やはり、個人だけではどうしようもないことというのは多々あります。ですから、女性

たちが本当に活躍できる、その人たちの持っている能力を死蔵させないためには、周囲が

そういう環境を作っていくということは非常に大事だと思っているんです。私が育ってき

た時代は、こういう若い方たちよりもはるかに昔のことなので、それこそ、保育所とかそ



うした問題提起は全くなかったと。無視されていたということがあります。学術会議とい

う学者の団体があるのですが、そこで私が初めて会員となった時に、女性のお手洗いが、6

階建ての建物で 1カ所しかないなどと、とても信じられないようなことがありました。 

そういう時代で、女性たちが色々なところに出ていくというのは当たり前ではなかった

ということがあるのですが、そんな時にも声を上げれば、周りの人たちがそれまで気づい

ていなかったことを気づいてくれるんです。気づいていないということは、ある意味仕方

のないことなので、気づいてくれないと言って憤慨するよりは、「こういうことでみんな

困っていますから何とかしてください」とお願いすること。それで、仲良く解決していく

ことが大事なのだと思っています。そうして、家庭と仕事の両立ということもうまくいく

のだろうと思うんです。 

お茶の水女子大学でも、国立大学の法人化の前、2002年に保育施設を造りました。当時

は、病院の無い国立大学に厚生省管轄の保育施設を造るのは無理だとか、色々なことを言

われたのですが、幸いなことに、私たちの研究室の若い人たちとか仲間たちとか、それか

ら当時の学長が大変ご理解くださって、2002年に保育施設を造り、それが 2005年からは

付属というかたちで経済的に安定経営できるようになりました。今では、6ヶ月から 3歳ま

での子供たちを学生さんとか教職員が預けて、安心して研究教育に専念できるような状況

ができています。ですから、ともかくやってみるということは大事なことです。 

“ガラスの天井”という話は始終聞くのですが、実は私自身はとても恵まれたお茶の水

女子大学の中で仕事してきましたので、”ガラスの天井”とか、そういうもの感じたことが無

かったんです。これは幸せなことだったと思うのですが、ただ、卒業生たちが時々、壁に

当たっているとか、“ガラスの天井”があるようだとか、いろいろ相談に来ます。やはり、

日本の世の中は、女性たちが本当の意味で評価されてないということはあるのだろうと思

っていますので、いろいろな側面から、私たちも若い人たちのために手助けしなくてはい

けないなと思っています。 

ただ、最近感じていることは、女性たちにとって、いわゆるアンコンシャスバイアス、

無意識の偏見が非常に大きな足かせになっていて、暮らしにくい状況を作っているという

ことは確かなのですが、そうした無意識の偏見の中で、男性女性の役割分担というものに

縛られて、男性たちも大変だろうなと思うことがあります。男たるもの強くなければいけ

ないとか、家族を養わなければいけないとか、真剣にそう考えている方たちがまだまだい

らっしゃるので、その中で、長時間労働に陥って健康を損ねたり、それから自殺する人た

ちも男性の方がはるかに多いのです。そういう状況があって、男の方たちも暮らしにくい

のだろうなと思っています。女性も男性も暮らしやすい世の中にしなければ、これからの

日本も世界もやっていかれないと思います。ですから、知事がおっしゃったように、私が

やらなきゃ誰がやるという、そういうものを皆さんが共有していただいて。男性も女性も

両方が、お互いを信用しあって、信頼し合って、尊重し合って、幸せな世の中作るために

努力するのが一番だと思っています。 

 男性の場合は、”ガラスの天井”でなくて、“ガラスの地下室”と言うそうです。何かすご

くお気の毒だなと思っていますが。 

■池田氏 

 男女問わず、やはりコミュニケーションを取っていく、提案をしていくということが始

まりなのかもしれないですね。 



■室伏学長 

 そうですね。やはり、お互いに分かり合うことが大事なので。そこからでしょうね、き

っとね。 

 

質疑応答 

■池田氏 

今日は会場のみなさんからもたくさんの質問をいただきましたので、一部ご紹介します。

お茶の水女子大学の学生から「将来、女性リーダーとして活躍するために大学生活で身に

つけておいた方がいいこと、やっておいた方がいいこと、何でしょうか」という質問です。

青山さんと柴田さん、いかがでしょうか。 

■青山氏 

 では、2点、お話したいと思います。まず、専門分野以外の勉強もしっかりやっておくべ

きだと思います。先ほどから都知事が何度かおっしゃっている意思決定という場において

は、総合的な判断が必要になります。専門分野だけ知っていても、なかなか意思決定はで

きませんので、組織が利益を生み出す仕組みなども理解しておく必要があると思います。 

もう 1つ、できるだけ多くの人と出会っておいてほしいと思います。社会に出ると、コ

ミュニケーションの場が、自分の職場の周りや関係先に限られることもあるかもしれませ

ん。学生のうちに、アルバイトでもサークルでも何でも良いのですが、色んな人と出会っ

て色んな場を作っておいてください。人と人とのつながりは、社会に出て絶対に役立つ人

脈になります。チャンスは自分で作るもの、部屋にこもらず、多くの人と出会ってくださ

い。以上です。 

■池田氏 

柴田さんからもお願いします。 

■柴田氏 

 私も青山さんと似ているところがあるのですが。人をうまく動かすというのがリーダー

の役割ですし、仕事そのものも、人をうまく動かすこと、コミュニケーションを取るとい

うことが大事です。そういう人と関わるということをやっていただくのは良いのかなと思

います。例えばサークルでも何でもいいのですが、少し小さい組織で、少し責任のある立

場で苦労をしてみるとか。それから、文化背景が似通った友達だけではなくて、全然違う

文化背景の友達の意見を聞いて、どうしてそう思うのかなとか、この人はどういう目的で

ここにいるのだろうとか、そういうことを想像したりするというのが良いのかなというふ

うに思っております。 

とはいえ、私自身は、サークルの何か役職をやっていたわけでもなくて、かなりぼーっ

と学生時代を過ごしていましたので、そんなに肩肘を張らなくても良いのかなとも思うの

ですが、社会人になってからやっておけばよかったなと思うのはそういうことです。 

■池田氏 

 もう 1つ、大学生から特に知事に伺いたいということで。「転身がポピュラーになりつ

つありますけれども。キャリア形成のうえで軸となるものは何でしょうか」。小池知事も、

キャスターから政治家、衆議院議員、都知事へとキャリアを重ねてきたことを踏まえての

質問だということです。 

 



■小池知事 

 やはり、自分が好きなことは何だろうか、自分がやりたいことは何だろうかという、ま

ずは自己分析をしてみるということだと思います。その上で、これはマーケティングにも

つながるかもしれませんが、今、社会で何が足りないのだろうか、何をすれば良いのだろ

うか、そこに自分は何ができるだろうかというようなことを考える。私はいつも、地球全

体、世界をグローバルな目で、これは鳥の目と言っていますが、鳥の目で見ながら、今度

は小さくミクロの目で見ながら、これは虫になります、それから魚のように潮の流れ、言

い換えれば時代の流れを読みながら、これら 3つを見ながら、自分はそこで何ができるだ

ろうかということを考えています。そして、一生は 1回しかありませんので、自分がやっ

ていきたいことを後悔することなく、思い切りやっていくという、振り返ってみればそん

なことかなと思います。 

国政に四半世紀ほどおりました。大臣などもいくつか、重要な役割を担わせていただき

ました。一方で、環境省だったら環境省、自衛隊含む防衛省だったら防衛省と、がちっと

セクションが決まっていて、なかなか自由度がないということを経験しました。現在は、

都知事として 17万人の職員のトップにいるわけですので、これまでできなかったようなこ

とを、一国に等しい人口、予算規模を持つ東京都で実行していきたいと思います。 

そのうちの 1つが、先ほどのダイバーシティにつながってまいります。今、東京で 3つ

のシティとして掲げているのが、セーフ シティ、ダイバーシティ、そしてスマート シテ

ィの 3つです。ダイバーシティというものはとても大きな柱になっています。ちなみに昔、

女性政策の面でダイバーシティを議論していたら、ある男性議員がパッと手を上げて、「小

池さん、そのダイバーシティとのはどこの駅にあるのかね」と言われたことがありました。

なかなかこの日本というのは手ごわいぞと、改めて思ったことがあります。それだけにこ

この部分を充実していけば、東京という街はより輝きますし、より皆さま方が住みやすい、

そして子育てもしやすい、働きやすい、そんな街にしていけたらなと思っております。 

転職というニュアンスはあまりないのですが、やはり自分の目標を持って、自分の役割

を実現するということが、いつのまにか道を作っていくのではないかと思っています。 

 

エンディング 

■池田氏 

 今日はここまで、『”ガラスの天井”を打ち破れ！』と題しまして、4人の方にお話しいた

だきました。最後に、今日は学生の皆さんもたくさんいらっしゃっていますので、一言ず

ついただきます。それでは柴田さん、お願いします。 

■柴田氏 

 これまで話の中で申し上げてきましたけれど、女性が会社ですとか社会の指導的な立場

にいるということは、私たちが働きやすくなったり生きやすくなったりするために非常に

重要だと感じています。ここにいる皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っていますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

■池田氏 

 青山さん、お願いします。 

 

 



■青山氏 

 先ほども述べましたが、勉強を、自分の向上を常に考えてほしいと思います。また、先

人からずっと脈々とつないできた女性の活躍をどんどん強固なものにして、あとの世代に

つないでいきたいです。そして、「ああ、女性の活躍っていう言葉があったよね、昔」と

いえる世界にしたいと思いますので、皆さん、どうぞよろしくお願いします。 

■池田氏 

 それでは室伏学長からもお願いします。 

■室伏学長 

 若い方たちに申し上げたいことが 1つあります。これから皆さんがいろいろな場で活躍

したいと思うときに、なかなか思うようにいかないこととか、辛い思いをされることがあ

ると思います。そういった時に、妥協を余儀なくされるということがあっても、諦めたり、

自分自身の夢を実現することを途中でやめてしまったりすることがないようにしていただ

きたいと思います。 

いくら失敗をしたり挫折をしたりしても、必ず取り返しはつきますので、自分の夢を実

現するということ、初心を忘れずにチャレンジしていっていただきたい。それで、強くな

っていただきたいなと思っています。そして、そういったことを通じて、社会のために、

社会の皆が幸せになれるように、それから平和な世界を作れるように、そんなこともぜひ

考えながら、これから頑張っていっていただきたいなと思っています。以上です。 

■池田氏 

小池知事からもお願いします。 

■小池知事 

 今日は青山さん、柴田さん、室伏先生から本当に素晴らしい話を聞かせていただきまし

た。皆さんが、今日のこの懇話会で、1つでも 2つでもヒントを見出していただけたら大変

嬉しく思います。また池田さんも、NHKで頑張っていらして、ぼーっと生きているとチコ

ちゃんに叱られますので。皆さん時間を 1日 1日大切にしながら、”ガラスの天井”なんて言

ってないで、やることをどんどんやっていただきたいと思います。そして、継続は力なり

ということで、続けていくと自ずと道は開かれるのだと信じて前を向いて進んでいただけ

ればと思います。 

育児のために、また寿退社とか、そういう時代と今はまたちょっと変わってきています。

ただし、人手不足だからということを理由にして、労働力の調節弁として女性を扱ってい

るうちは駄目だと思います。私自身、今意思決定の場におりますので、女性が輝いてこそ、

日本が、また東京が輝くんだということを心に刻みながら、今日いらっしゃる皆さんがこ

れからも自己実現ができる、自由で輝く東京にしていきたいと思っております。みんなで

頑張っていきましょう。ありがとうございました。 

■池田氏 

 では、4人の皆さんが退出します。改めてご紹介します。株式会社ブリヂストンから青山

美奈さん、そして東海旅客鉄道から柴田裕子さん、そして、小池百合子東京都知事、室伏

きみ子お茶の水女子大学長でした。皆さん、ありがとうございました。 

（終了）  


