
一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 

第4回女性活躍ダイバーシティ委員会報告書(1/4) 
日   時 2022年12月13日（火） 14時00分～15時00分 

開催方法 事務局会議室&Zoomによるオンライン 

出 席 者 
前山副会長、千葉、坂本、國清、塩谷、小檜山、松尾、高木、田村、ニラ、長谷川(祐)、臼井、 

渡辺、板崎、矢吹、大西、石川、横溝、大和 オブザーバー:長谷川(律)、只川 (敬称略)事務局 
  

■オブザーバーご紹介 

・長谷川律子さん 第一生命保険㈱ 神奈川営業局 

・只川  美央さん ㈱ネオジャパン 

 

■協会報告について 

1)入会について 

9月～11月に正会員4社、賛助会員2社が入会、9月の委員会以降、11月末までに9社が退会しました。

これにより、現在の会員数は、正会員293社、賛助会員49社、合計342社となります。 

2)新年賀詞交歓会の開催について 

来年 1月 20日(金)に予定している新年賀詞交歓会は、コロナ前と同様に立食形式で実施することになりま

した。但し、今後の感染拡大状況により、開催方法を変更する場合もございます。また、アトラクションについて

は、津軽三味線と尺八の演奏を行うことになりました。 

3)神情協事務局会議室の貸し出しについて 

新事務局の会議室を会員限定で貸し出しすることになりました。利用希望の際は、利用日の 3 ヶ月前から受

付しますので、事務局に空き状況を確認の上、指定のアドレスからお申し込みください。 

また、ちょっとした打ち合わせに利用いただけるフリースペースや、オンライン会議やテレワークに活用いただ

けるリモートブースも無料で利用可能です。利用時間は 9時30分～17時00分、空いていれば予約がなく

ても利用できます。また、事前の予約も可能です。 

・利用時間 9時30分～17時00分 

・使 用 料 A室:2,000円／時間  B室:2,000円／時間、 

A室＋B室:3,000円／時間 (全て税込み) 

・定    員 A室:20名  B室:20名  A室＋B室:40名 

・設    備 85インチディスプレイ(壁付)、ホワイトボード、Wi-Fi 

・申し込み https://www.kia.or.jp/event/7177/book_form.php 

4)神奈川新聞での広報について 

     来年1月に新春名刺広告と7段広告を神奈川新聞に掲載することになりました。是非、ご覧ください。 

5)今後のイベント予定 

12月14日(水) 第40回社内教育に関する情報交換会 【教育研修担当事業者との意見交換会】 

12月21日(水) 神情協クリスマスパーティー2022 

01月20日(金) 新年賀詞交歓会 

01月26日(木) アプリケーションコンテスト2022作品発表・最終選考会 

02月08日(水) 第5回教育担当管理者セミナー 【今後必要とされ続ける技術者の育成方法】 

02月09日(木) 軟式野球大会キャプテン会議 

02月10日(金) 第5回女性活躍ダイバーシティ委員会 

02月16日(木) 第67回神情協ビジネスフォーラム 

03月07日(火) 24卒向け神情協合同企業説明会 ―神奈川 IT就職フェア― 

03月08日(水) 第6回教育担当管理者セミナー 【DX時代に期待されるPMプロフェッショナル】 
 

https://www.kia.or.jp/event/7177/book_form.php
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■高齢者雇用・活躍に関する座談会について (國清さんより) 

1）日    時 本日 １５時３０分～１７時30分 

2)参 加 者 25名(スタッフ4名含む)  

60歳以上:1グループ、60歳未満:2グループ、企業経営者:1グループで実施 

3）進行方法 ・各グループでテーマを決めてディスカッション(50分) 

・グループ発表 (15分) 

・他のグループから出された質問、疑問、提言等について考える (20分) 

・回答発表 (15分) 

4)担    当 國清さん(司会)、松尾さん(KIAWave原稿作成)、ニラさん、板崎さん、遠藤さん 
 

■女性次世代リーダー研修会の開催について (塩谷さんより) 

1）日    時 9月28日(水)、 10月20日(木)、 11月16日(水)  全3回  13時～17時 

2)開催方法 ハイブリッド方式 (ネットチャート様会議室&Zoom)  

3）参 加 者 ・19名／6社 

・前年度より会場での参加者が増えていた。 

4）アンケート 最終日にアンケートを実施。概ね好評であったが、WEB 参加者は同じ会社の方とのデ

ィスカッションとなり、もっと他の人と話したかったとの意見があった。 

5)担    当 塩谷副委員長、小檜山副委員長、坂巻さん、長谷川さん、<石川(亮)さん> 
 

■多様な働き方に対応したイベント「オンラインゲームによる交流会」について (田村さんより) 

1)日    時 11月30日(水) 19時00分～21時00分 

2)開催方法 Zoomに入室し、ブラウザ上で「コードネーム」を実施した。 

3)参 加 者 5チーム(4社) 17名 見学者1名 

4）感    想 ・和気藹々とゲームができ良かった。世代間のギャップが面白く、色々な世代の方に参加 

いただけると面白いと感じたとの報告があった。 

・同じゲーム若しくは別のゲームで再度開催したい。 

8)担    当 塩谷副委員長、田村副委員長、矢吹さん、石川さん、小池さん、池端さん、長谷川さん 
 

■第17回ベスト・ワーキング・ウーマン表彰候補者募集について (事務局より) 

１）募集期間 1月10日(火)～2月20日(月) 

2)改 正 点 ・非正規雇用も含む 

・勤続5年→3年に変更 

・2度目の受賞が可能。但し、連続は不可、異なる賞での受賞とする。 

3）スケジュール ・3月上旬 審査会 

・3月16日(木)開催の理事会にて報告 

・6月15日(木)開催の定時社員総会にて表彰式を実施 

4)担    当 幹事(正副委員長) 
 

■雇用実態調査アンケートの実施について (坂本さんより) 

１）回答期間 12月5日(月)～2023年1月6日(金)まで 

※但し、例年、期限までに提出されないことから、1月末まで回収を継続する。 

2）報 告 書 過去の報告書をまとめて集計・分析する。 

2)担    当 坂本副委員長、國清副委員長、大和さん、石川さん、矢吹さん 
 



一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 

第4回女性活躍ダイバーシティ委員会報告書(3/4) 
日   時 2022年12月13日（火） 14時00分～15時00分 

 

■2月の委員会内勉強会(案)について (ニラさんより) 

1）時    期 2月１０日(金) 16時00分～17時30分  ※2月の委員会終了後 

2)テ ー マ LGBTQについて 

3）講    師 株式会社アイネット 猪俣 聖子さま 

特定非営利活動法人 SHIP 理事長 星野 慎二さま (ゲスト講師) 

4)内    容 7 月に LGBTQ の基礎について委員会内で勉強会を行ったが、今回は、企業としての

取り組みを中心に学びます。 

・LGBTQとは（おさらい） 

・LGBTQと社会～企業が取組む意義 

・危機管理～訴訟と炎上 

・社内施策～施策の取り入れ方 

・ゲストトーク: 星野 慎二氏 特定非営利活動法人 SHIP 理事長  

・神奈川の相談窓口の紹介（企業側）  

5)そ の 他 ・ゲスト講師謝金 30,000円 

・ゲスト講師をお招きするので、委員会メンバーだけではなく全会員に周知してはどうか

との提案があり承認されました。12月15日の理事会で周知し、全会員に案内をする

予定゛。 

 

■来年度役員及び事業計画について 

1）委員会 2023年度は下記日程で委員会を開催します。是非、ご予定ください。 

5月9日(火)、7月11日(火)、9月12日(火)、12月12日(火)、翌2月13日(火) 

2)宿泊研修 宿泊又は日帰りどちらでも対応できるよう予定。 

3）セミナー 年1～2回開催  講師謝金 30,000円／1回 

4)座談会 内容は別途検討 

5）表彰事業 例年通り実施予定。 

なお、そろそろ男性の表彰についても本格的に検討してはどうかとの意見があった。 

5)アンケート 例年通り実施予定。 

6)勉強会 年2回開催  講師謝金 30,000円／1回  視察費用30,000円 

7)リーダー研修 例年通り実施予定。 

8)WEB交流会 運営方法、ゲームの種類等は別途検討。 運営費(賞金代) 50,000円 

9)その他 視察や見学会など企画してはどうかとの意見があった。ハトバスツアーを利用したりし、

団体で申し込むことで見学できる施設等を検討したい。 

 

■高齢者雇用・活躍に関する座談会 

当日は、60歳以上のグループに神情協OBでSE講座講師の三浦さまと高橋さまにご参加いただきました。 

お二方より下記のご感想をお寄せいただきました。 

・高橋さま 

なかなか、皆様とお話をする機会が少ないため私も刺激になりました。 少しでもお役に立てたようでしたら良か

ったと思います。 今後とも、何かお手伝いができることがありましたらご連絡ください。 システム開発関連やデー

タベース関連の講師でしたら可能です。  
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・三浦さま 

東日本大震災の復興を進めていた岩手県久慈市では、これからの町を復興させるためには若い人がリーダーに

なって実施するべきだと 60 歳以上の長老たちが政治的活動から一切手を引き、ぐっと堪えて意見を言わず、若

い人たちの復興計画を陰日向に支えたと言います。 

年を取った人たちの意見の中には賢く尊いものが含まれていることは確かです。ですが、今この時代は変化しな

ければ人類全体が滅びてしまうかもしれない危機の時代であると年を取ったからこそ思います。若い力を、既得

権益を持った年寄りが妨げてしまうのは残念なことです。 

良いテーマの研修だったと思います。これからも頑張って下さい。 

 

■次回委員会 

2月10日(金)に開催します。ご予定ください。   

 

以 上 

 


