
2023年度事業計画 

 

 １  企業経営委員会 

コロナ禍の終息が見えない現状、IT 業界のみならず景気全体の動向も不安な状況が継続している。各社に経営や営

業的に有意義な情報や場の提供をすることが望まれる。 

リモートワークなどによる事業の変革推進や、現行事業を充実させる経営改革支援を重点事業とする。 

『経営者座談会』や『経営者勉強会』では、各社の経営戦略を参考に経営課題の共有や問題解決のヒントを得る。 

『若手経営研究会』では、次世代人材の研鑽と啓発の場とする。 

『ビジネスフォーラム』では他団体＆多様性との融合を図り、新たなビジネスチャンスの創出・拡大を目指す。  

会員交流分科会では会員間連携を充実させる為、幅広い世代に交流の場を提供し、若年層から経営層までを協会活

動に呼び込む。 そして地域を越えた団体間の連携を画策し、全会員参加型・地域連携型の協会活動を目指す。 

 

 

 

【経営革新分科会】 

 

 

 

事業名称 企業経営委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 400 

支出 500 

概要等 各事業の詳細を企画し運営を行う。 

時期・会場 
4月10日(月)、7月10日(月)、10月13日(金)(宿泊)、12月4日(月)、2024年2月5日(月) 

WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー 25名 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 360 

支出 530 

概要等 委員会事業の棚卸しを合宿形式で行う。また寝食を共にすることで交流を図り結束を深める。 

時期・会場 10月13日(金)～14日(土) WEB & 会場未定 

対象者 委員会メンバー 20名 

参加費 18,000円／名 

事業名称 経営者座談会 
予算 

（単位千円） 

収入 120 

支出 170 

概要等 経営者層向けの座談会を開催し、経営課題の情報共有や課題解決のヒントを得る。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB & 事務局会議室 

対象者 会員企業経営者 約20名 

参加費 座談会:1,000円／名 懇親会：5,000円／名  

事業名称 神情協経営戦略フォーラム 
予算 

（単位千円） 

収入 80 

支出 205 

概要等 企業代表者を集めて、将来の経営戦略についての勉強会・セミナーを年度内2回程度行う。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB & 事務局会議室 

対象者 会員企業経営者 100名程度 

参加費 セミナー：無料  懇親会：4,000円／名 



 

 

【ビジネス分科会】 

 

 

【会員交流分科会】 

事業名称 経営者勉強会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 
企業経営委員会メンバーを対象とした勉強会を実施する。勉強会では、会員企業に各社の経営上の特徴な

どの説明をしてもらい、各メンバー企業の経営力向上に資する会合とする。 

時期・会場 
4月10日(月)、7月10日(月)、10月13日(金)(宿泊)、12月4日(月)、2024年2月5日(月) 

WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー 25名 

参加費 無料 

その他 宿泊研修を他委員会と合同開催した際は、他委員会も聴講する場合もある。 

事業名称 若手経営研究会 
予算 

（単位千円） 

収入 360 

支出 450 

概要等 経営に興味のある若手を集め、次世代の経営のあり方や協会のあり方を広く議論する。 

時期・会場 4月17日(月)、6月19日(月)、8月21日(月)、10月23日(月)、12月11日(月)、 

2024年2月19日(月) WEB & 事務局会議室ほか 

対象者 登録者 約15名 

参加費 研究会：無料、懇親会：4,000円／名 

その他 講師を招致した場合は講師料の代替として、懇親会招待とする。 

事業名称 神情協ビジネスフォーラム 
予算 

（単位千円） 

収入 1,300 

支出 2,580 

概要等 

会員各社の製品発表やビジネス発表の場を提供し、ビジネスチャンスの拡大およびアライアンス促進を支

援する。又、懇親会では情報交換や交流を深め信頼関係構築を図る。異業種を含め各種団体との共同開催

を積極的に行い、衛星都市でも年1回開催する。 

時期・会場 
4月20日(木)、7月20日(木)、10月19日(木)、2024年2月15日(木)  

WEB & ホテルプラム又は外部会場 

対象者 会員企業60名、共催団体参加者40名、懇親会は70名程度 

参加費 商談会：無料  懇親会(ゲスト参加者も含む)：5,000円／名 

その他 共催団体は未定。新会員は1社2名まで無料招待。 

事業名称 ビジネスコミュニケーションメール 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 メーリングリストによる各社の案件情報や人材情報、及びビジネス情報の発信を行う。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 登録している正会員 

その他 Eメールによる配信。広報活動として、協会担当者宛に年2回、登録の呼びかけを実施する。 

事業名称 神情協大クリスマスパーティ 
予算 

（単位千円） 

収入 470 

支出 970 

概要等 

会員企業の若手社員を対象に、特に女性社員を数多く集め、盛大にクリスマスパーティを開催する。 

昨今の若者は他人との交流が苦手とも言われ、ネット環境等に浸り過ぎとの声がある。 

当業界の若手社員に、今一番必要なものはコミュニケーション能力であり、人との繋がり方や関わり方であ

る。 



 

【会員交流分科会】 

 

 

 

 ２  教育研修委員会 

教育研修委員会は、時代にそった教育研修の企画・推進を行います。DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組み

が進む中、今まで以上にデジタル人材の育成が求められています。当教育研修委員会では、新入社員向け研修、技術

研修、管理者向け研修、そして、課題解決や自ら考え行動できる自律型人材の育成に繋がる研修を行います。 

1)対象受講者レベルやジャンルで整理された「神情協ロードマップ」に基づいて教育事業の展開を図ります。 

2)研修専用ページにて教育研修に関する専用ホームページを作成し、目的、対象者などからプログラムを選びや

すくします。 

3)中長期的視点から人材教育のカリキュラムや教育コースの設定に努めると共に、必要な教材等の編集・頒布を

行います。 

4)教育担当者の想いや課題に対し、教育担当者同士、教育事業者からのサポートなどを実施します。 

5)SEハンドブックの第10版の書籍版、電子書籍(Kindle)版を販売します。 

6)感染対策を実施しての開催、もしくは、オンライン形式にて開催します。 

7)オンライン形式の講座では受講しやすいショート講座を導入します。 

8)会員企業様以外の企業にも活用していただき、新たな会員入会に繋げていきます。 

 

一方で日頃から頑張っている社員にはストレスから解放される楽しみの日も必要である。 

当企画は若手社員同士が交流を深めチームワークを図り、楽しみの中から社会人や業界人としての立ち振

る舞いを学び、実践する事で若手社員の成長を後押しする。 

協会としても IT 産業の未来を担う若者向け投資は必須であり、協会に引き込む事こそ重要と捉え、その機

会を提供する事で会員交流事業の一翼を担う。 

時期・会場 12月13日(水) ホテルプラム 

対象者 会員企業 女性 30名、男性 70名 計100名 

参加費 女性 4,000円／名 男性 5,000円／名 

事業名称 神情協営業担当者交流会 <新規> 
予算 

（単位千円） 

収入 240 

支出 360 

概要等 
会員企業営業担当者同士の交流を図り、新たなビジネスチャンスを作り出すことを目的に交流会を開催す

る。 

時期・会場 5月15日(月)、11月6日(月) 事務局会議室 又は 外部会場 

対象者 会員企業営業担当者 40名 

参加費 2,000円～4,000円／名 

事業名称 神情協親睦ゴルフコンペ 
予算 

（単位千円） 

収入   840 

支出 840 

概要等 
「神情協理事・役員交流コンペ(個人戦)」、「神情協親睦ゴルフコンペ(個人戦）」、「神情協委員会対抗ゴル

フ選手権大会(団体戦)」を開催し、神情協№1の委員会並びに神奈川 IT企業№1を決する大会とする。 

時期・会場 

1)理事・役員交流コンペ 7月6日(木) 相模原ゴルフクラブ 

2)親睦ゴルフコンペ 5月23日(火) 富士小山ゴルフクラブ 

3)委員会対抗ゴルフ選手権大会 9月7日(木) 富士小山ゴルフクラブ 

対象者 1)40名 2)64名 3)64名 

参加費 5,000円／名(原則キャディ付) 



 

 

【第一分科会】(新入社員＆内定者向け講座) 

 

 

事業名称 教育研修委員会 
予算 

（単位千円） 

収入   700 

支出 875 

概要等 
委員会事業計画をスムーズに実施出来るよう、意思疎通を図ることを目的に会議を開催する。また、委員会

メンバー間の情報交換もあわせて実施する。 

時期・会場 
4月12日(水)、6月14日(水)、7月(宿泊)、9月13日(水)、11月8日(水)、12月13日(水)、 

2024年2月14日(水)、3月13日(水) WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー 25名 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 125 

支出 275 

概要等 宿泊研修会を通して、委員会のさらなる活性化と会員間の緊密化を図る。 

時期・会場 7月 会場未定 

対象者 委員会メンバー 25名 

参加費 5,000円／名 

事業名称 新入社員教育講座Ⅰ〔ITEC・システムシェアード〕 
予算 

（単位千円） 

収入 8,900 

支出 8,457 

概要等 新入社員向けに助成金等にも活用できる教育コースを開講する。 

時期・会場 4月～6月 WEB & TKP川崎駅前会議室 

対象者 会員企業の2023年度新入社員 

参加費 33,330円～414,700円／名 ※コース別に設定 

開講コース 

1)一般ビジネス倫理&情報とコンプライアンスコース 

2)IT基礎&アルゴリズム基礎コース 

3)Java言語 個人演習＋チーム開発演習(製造主体)コース 

4)Java演習 チーム開発演習(要件定義～)コース 

その他 「一般ビジネス倫理&情報とコンプライアンスコース」は、SEハンドブック(第10版)をテキストとして使用す

る。 

事業名称 新入社員教育講座Ⅱ〔県立2校〕 
予算 

（単位千円） 

収入 230 

支出 90 

概要等 新入社員向けに下記の教育コースを開講する。 

時期・会場 4月～5月 産業技術短期大学校、東部総合職業技術校 

対象者 会員企業の2023年度新入社員 

参加費 39,000円～56,000円／名 

開講コース 
1)Java言語初級&Javaサーブレットコース 

2)Java言語実践コースⅠ 

事業名称 新入社員教育講座Ⅲ〔ポリテクセンター関東〕 
予算 

（単位千円） 

収入 184 

支出 170 

概要等 新入社員向けに下記の教育コースを開講する。 

時期・会場 4月～5月 ポリテクセンター関東 

対象者 会員企業の2022年度新入社員 

参加費 36,800円／名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

開講コース 1)Java言語実践コースⅡ 

事業名称 スキルアップ講座〔ITEC〕<新規> 
予算 

（単位千円） 

収入 405 

支出 375 

概要等 民間企業による教育セミナーを安価に実施する事によりヒューマンスキル・ビジネススキルの向上を図る。 

時期・会場 5月～2024年3月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 27,000円／名 

開講講座 

1)OJTトレーナー研修講座 

2)リクルーター育成講座 

3)新入社員フォローアップ講座 

事業名称 Eラーニングによる内定者教育講座 
予算 

（単位千円） 

収入 227 

支出 216 

概要等 2023年度の内定者向け教育として下記2コースをEラーニングにより提供する。 

時 期 10月～2024年3月 

対象者 2024年度内定者 

参加費 22,770円／名 

提供コース 
1)コンピュータシステムとアルゴリズムの基礎コース(確認テスト付) 

2)講義動画で学ぶコンピュータシステムの基礎17版コース(教材付) 

事業名称 技術見学会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 12 

概要等 新入社員向けに、コンピュータメーカー等の見学会を開催する。 

時期・会場 時期・見学先ともに未定 

対象者 会員企業の2023年度新入社員 

参加費 無料(但し、交通費は自費) 

事業名称 教育担当管理者セミナーⅠ 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 60 

概要等 各企業の教育担当者及びその管理者向け小規模セミナーを実施する。 

時期・会場 6月14日(水)、11月8日(水) WEB & 事務局会議室 

対象者 会員企業教育担当者、委員会メンバー 30名 

参加費 無料 

事業名称 第一分科会次期予算会議 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 50 

概要等 
第一分科会 次年度事業計画を策定するにあたり各教育事業者に対して教育講座開催に関する要望、依頼

事項を伝えるとともに担当者との交流を図る。 

時期・会場 8月～10月 WEB & 事務局会議室ほか 

対象者 第一分科会メンバー、各教育事業者担当者 



【第二分科会】(技術者向け講座) 

 

 

 

事業名称 在職社員技術教育【1】〔県立西部総合職業技術校〕 
予算 

（単位千円） 

収入 84 

支出 7 

概要等 
現在の技術の変革に対応して、設備の整った教場、経験豊富な講師陣、廉価な受講料の講座で技術力のレ

ベルアップを図る。 

時期・会場 8月～11月 西部総合職業技術校 

対象者 会員企業の従業員 15名 

参加費 6,000円／名 

開講講座 

1)Ciscoルータ・スイッチ設定講座 

2)ネットワーク管理入門講座 

3)仮想化技術講座(VMware vSphere) 

事業名称 在職社員技術教育【2】〔県立東部総合職業技術校〕 
予算 

（単位千円） 

収入 120 

支出 21 

概要等 
現在の技術の変革に対応して、設備の整った教場、経験豊富な講師陣、廉価な受講料の講座で技術力のレ

ベルアップを図る。 

時期・会場 7月～9月 東部総合職業技術校 

対象者 会員企業の従業員 15名 

参加費 6,000円／名 

開講講座 

1)HTML5+CSSを利用したホームページ作成講座 

2)データベース(Oracle)入門講座 

3)プログラミング言語Python入門講座 

事業名称 在職社員技術教育【3】〔県立産業技術短期大学校〕 
予算 

（単位千円） 

収入 81 

支出 0 

概要等 
現在の技術の変革に対応して、設備の整った教場、経験豊富な講師陣、廉価な受講料の講座で技術力のレ

ベルアップを図る。 

時期・会場 5月～10月 産業技術短期大学校 

対象者 会員企業の従業員 10名 

参加費 8,000円～15,000／名 

開講講座 

1)IT人材のためのプレゼンテーション技法講座 

2)Pythonプログラミング講座 

3)Python言語による強化学習実践講座 

4)ネットワークサーバー構築講座 

5)若手技術者のための論理的思考力向上講座 

6)Python言語によるディープラーニング実践講座 

事業名称 能力開発セミナー〔ポリテクセンター関東〕 
予算 

（単位千円） 

収入 240 

支出 210 

概要等 
現在の技術の変革に対応して、設備の整った教場、経験豊富な講師陣、廉価な受講料の講座で技術力のレ

ベルアップを図る。 

時期・会場 7月～10月 ポリテクセンター関東 

対象者 会員企業の従業員 8～12名 

参加費 34,000円～36,000円／名 ※受講者が増えると受講料は安くなる。 

開講講座 1)C++による組込みプログラミング開発技術講座 



 

 

 

 

2)ネットワーク通信機器の設定・操作で学ぶTCP/IPプロトコル講座 

3)Javaによる IoTプログラミング講座 

事業名称 IT技術者教育セミナー【1】〔シンクスバンク〕 
予算 

（単位千円） 

収入 994 

支出 924 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 7月～2024年2月 KENスクール横浜校 

対象者 会員企業の従業員 12名 

参加費 23,000円～24,000円／名 

開講講座 

1)AWS入門講座 

2)DB(SQL)基礎講座 

3)初級開発者向けのテスト技法講座 

4)Bootstrap4入門講座 

5)速習Androidアプリ開発講座 

事業名称 IT技術者教育セミナー【2】〔デジタルフォルン〕 
予算 

（単位千円） 

収入 995 

支出 929 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 6月～11月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 8～20名 

参加費 15,000円～52,000円／名 

開講講座 

1)業務効率化のためのVBA(初級編)活用講座 

2)新たな武器を作るPython初級講座 

3)スピーディーに簡潔に提案型技術者として生き残るためのコミニュケーションスキルとタスク 

管理講座 

4)システム開発のモダナイゼーションKubernetes初級講座 

事業名称 IT技術者教育セミナー【3】〔ネットチャート〕 
予算 

（単位千円） 

収入 780 

支出 726 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 7月～12月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 26,000円／名 

開講講座 

1)獲得率を上げる LP制作と戦略講座【入門編】 

2)獲得率を上げる LP制作と戦略講座【基礎編】 

3)Web広告におけるマーケティング戦略と設計講座【入門編】 

4)Web広告におけるマーケティング戦略と設計講座【基礎編】 

5)顧客獲得のためのサイト分析講座【入門編】 

6)顧客獲得のためのサイト分析講座【基礎編】 

事業名称 IT技術者教育セミナー【4】〔データープロセスサービス〕 
予算 

（単位千円） 

収入 240 

支出 220 



 

 

 

 

 

 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 6月30日(金)、12月8日(金) WEB 

対象者 会員企業の従業員 15名 

参加費 24,000円／名 

開講講座 1)C#.netで学ぶGUIアプリケーション開発ファーストステップ講座 

事業名称 IT技術者教育セミナー【5】〔アイテック〕 
予算 

（単位千円） 

収入 270 

支出 250 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 10月10日(火)、2024年2月19日(月) WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 27,000円／名 

開講講座 1)データモデリング技法基礎講座 

事業名称 IT技術者教育セミナー【6】〔アルファ・ウェーブ〕 
予算 

（単位千円） 

収入 770 

支出 700 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 5月～10月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 22,000円／名 

開講講座 

1)実践で学ぶ！サイバー攻撃とセキュアコーディング講座 

2)ホワイトハッカー講座 

3)クラウドセキュリティの勘所!講座 

事業名称 IT技術者教育セミナー【7】〔FusionOne〕 
予算 

（単位千円） 

収入 393 

支出 341 

概要等 
IT 業界の多様な技術変革に対応する為に、民間企業による技術セミナーを実施する事により会員企業の

技術者の質向上を図る。 

時期・会場 8月～2024年1月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 10名 

参加費 13,000円～24,000円／名 

開講講座 
1)初心者でも1日でわかる!AI入門講座 

2)Pythonで作るAI開発の流れ入門講座 

事業名称 教育担当管理者セミナーⅡ 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 60 

概要等 各企業の教育担当者及びその管理者向け小規模セミナーを実施する。 

時期・会場 9月13日(水)、2024年2月14日(水) WEB & 事務局会議室 

対象者 会員企業教育担当者、委員会メンバー 30名 

参加費 無料 



 

【第三分科会】(リーダー向け講座) 

 

 

事業名称 第二分科会次期予算策定費 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 135 

概要等 
第ニ分科会 次年度事業計画を策定するにあたり各教育事業者に対して教育講座開催に関する要望、依頼

事項を伝えるとともに担当者との交流を図る。 

時期・会場 10月～12月 WEB & 事務局会議室ほか 

対象者 第二分科会メンバー、各教育事業者担当者 

事業名称 ヒューマンスキル講座【1】〔アイテック〕 
予算 

（単位千円） 

収入 4,212 

支出 3,900 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 5月～2024年3月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 27,000円／名 

開講講座 

1)なぜなぜ分析実践講座 

2)技術者のためのチームマネージメント講座 

3)ロジカルライティング講座 

4)プロジェクト計画から考える「リスクマネジメント」講座 

5)タイムマネジメント講座 

6)人事評価講座 

7)コーチング講座 

8)ロジカルシンキング講座 

9)現場ですぐ使える！実践プレゼンテーション講座 

10)ビジネスパーソンのための文書作成講座 

11)経営者目線を理解するための管理職講座 

12)大手と対等に組む、売り上げを急拡大させるための戦略的提携戦略講座 

13)実践プレゼン資料(企画書・提案書・報告書など)の作り方講座 

14)ハラスメント対策講座 

15)デザイン思考による新商品企画法講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【2】〔ooyaビジネスクリエイト〕 
予算 

（単位千円） 

収入 276 

支出 252 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 4月11日(火)、10月11日(水) 事務局会議室 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 23,000円／名 

開講講座 1)新任管理職養成講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【3】〔ホープフル ラーニング〕 
予算 

（単位千円） 

収入 1,104 

支出 1,008 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 6月～12月 事務局会議室 



 

 

 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 23,000円／名 

開講講座 

1)中堅社員ステップアップ講座 PartⅠ 

2)中堅社員ステップアップ講座 PartⅡ 

3)自立型中堅社員養成講座 

4)仕事の効率をUP『段取り力』強化講座 

5)エンゲージメント＆心理的安全性講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【4】〔アスカプランニング〕 
予算 

（単位千円） 

収入 345 

支出 315 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 6月～2024年2月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 10～20名 

参加費 23,000円／名 

開講講座 

1)あなたのプロジェクト現場で必要なスキル!ステークホルダーマネジメント講座 

 (7PDU取得：働き方4単位、パワースキル3単位） 

2)あなたのプロジェクト現場で必要なスキル!交渉術のスキルアップ! 講座 

 (7PDU取得：働き方2単位、パワースキル5単位） 

3)あなたのプロジェクト現場で必要なスキル!要件を聞き出すビジネスアナリシス術講座 

(7PDU取得：働き方1単位、パワースキル3単位 ビジネス感覚3単位） 

事業名称 ヒューマンスキル講座【5】〔日本カウンセラー協会〕 
予算 

（単位千円） 

収入 824 

支出 744 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 5月～2024年1月 1)2)WEB 3)4)日本カウンセラー協会会議室 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 17,000円～23,000円／名 

開講講座 

1)怒りのマネジメント講座 

2)リフレーミング講座 

3)目指せ!「自社の魅力を学生に伝えられる採用説明会」講座 

4)理想の上司になるためのコミュニケーション講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【6】〔PMアラインメント〕 
予算 

（単位千円） 

収入 1,016 

支出 920 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 5月～2024年1月 1)WEB & 事務局会議室 2)～11)事務局会議室 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 12,000円～23,000円／名 

開講講座 

1)プロジェクト・マネジャーのためのDXスキル講座(4PDU：働き方) 

2)ITプロジェクトマネジメント基礎講座(7PDU：働き方) 

3)適正なプロジェクト計画作成演習講座(7PDU：働き方) 

4)ITプロジェクトマネジメント実践講座【失敗事例から学ぶ】(7PDU：働き方) 



 

 

 

5)受注獲得のための提案・見積実践講座(8PDU：働き方) 

6)迅速型 プロジェクトマネジメントへの適用方法講座(1PDU:ビジネス感覚、5PDU：働き方) 

7)DXを支える ITヒューマンスキル(創造力)講座(6PDU：パワースキル) 

8)DXを支える ITヒューマンスキル(コミュニケーション力)講座(8PDU：パワースキル) 

9)DXを支える ITヒューマンスキル(実行・実践力)講座(6PDU：パワースキル) 

10)問題プロジェクト原因分析講座(7PDU：働き方) 

11)リスク・マネジメント実践講座(7PDU：ビジネス感覚) 

事業名称 ヒューマンスキル講座【7】〔チャンス・メイキング・ジャパン〕 
予算 

（単位千円） 

収入 1,054 

支出 940 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 4月～20243年3月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 12名～20名 

参加費 18,500円／名 

開講講座 

1)部下が仕事を自分事として捉え、自ら動き出す「主体性を育てる上司力」講座  

2)“自分がした方が早い”という思い込みを捨てよう！「任せる技術」強化法講座 

3)“考え、気持ち”の表現力アップ!「わかりやすく伝える会話スキル」講座 

4)上司の思いがチームや部下のハートに火をつける「わかりやすく伝える会話スキル」講座 

5)部下を支える、活かす、育てる！実践的上司のコミュニケーション力開発講座 

6)初めてメンター、OJTリーダーになるあなたに「指導係の心得と基本スキル」講座  

7)メンター活動の振り返り、再出発のための「メンター活動のフォローアップ」講座 

8)何かを始め、取り組み、継続させたい方のための「学び・行動の習慣化スキル」講座 

9)部下に伝わり!響き!奮起を促す!『褒め方・叱り方』講座 

10)チームづくりにはコツがある！チームに活力をもたらす3つのポイント講座 

11)あなたの大切にしているものは何ですか自分らしさを仕事に活かす価値観探求ワークショップ講座 

12)もっとやりがいを感じ、成果が得られる“セミナーの受講スキル”習得講座 

13)自分の未来だから、自分で描いてみよう!はじめてのセルフビジョン設定講座 

14)あなた!自分のやり方に満足していますか～One on Oneを充実させる面談会話トレーニング講座 

15)自分の強みくらいはちゃんと知っておきたい!キャリア、成功物語をベースにした強み発見講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【8】〔日本コンサルタントグループ〕 
予算 

（単位千円） 

収入 276 

支出 252 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 7月～9月 WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 23,000円／名 

開講講座 

1)オンライン環境で行うソリューション営業講座 

2)顧客と強力な関係性の構築をはかるリレーション強化講座 

3)顧客のかかえている真の課題を正確に把握するためのヒアリング強化講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【9】〔CCNグループ〕 
予算 

（単位千円） 

収入 460 

支出 420 

概要等 多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ



 

 

 

 

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 7月～2024年3月 1)3)4)5)WEB 2)事務局会議室 

対象者 会員企業の従業員 7～20名 

参加費 23,000円／名 

開講講座 

1)最強の問題解決トレーニング インバスケット実践講座 

2)エンゲージメントカードとともに学ぶマインドフルリスニング講座 

3)DX時代に必要な「伝える技術＋聴く技術＝一緒に考える技術」講座 

4)「聴く力」には希少価値がある！ロジカル・アクティブリスニング講座 

5)今いるメンバーで最高のパフォーマンスを発揮するプロセスコンサルテーション講座 

6)効果てき面！業務系ＳＥ・ソリューション営業のためのインタビュー技法習得講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【10】〔データープロセスサービス〕 
予算 

（単位千円） 

収入 184 

支出 168 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 6月14日(水)、2024年3月19日(火) WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 23,000円／名 

開講講座 1)成長を続け信頼されるSEになるための、ビジネスに活かすEQ(心の知能指数)講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【11】〔CAP総研〕<新規> 
予算 

（単位千円） 

収入 117 

支出 99 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 4月26日(水)、5月19日(金)、2024年2月9日(金) WEB 

対象者 会員企業の従業員 12名 

参加費 13,000円／名 

開講講座 1)エニアグラム・オンライン講座 

事業名称 ヒューマンスキル講座【12】〔デジタルフォルン〕 
予算 

（単位千円） 

収入 79 

支出 71 

概要等 
多様化する顧客ニーズの把握、組織における人材育成基盤の構築に対応する為に、民間企業による教育セ

ミナーを安価に実施する事により会員企業のヒューマンスキルの向上を図る。 

時期・会場 2024年3月21日(木) WEB 

対象者 会員企業の従業員 20名 

参加費 19,800円／名 

開講講座 
1)1on1からコーチングまで幅広く学ぶ、自分に合った真のリーダーシップを知るリーダーシップ 

講座 

事業名称 教育担当管理者セミナーⅢ 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 60 

概要等 各企業の教育担当者及びその管理者向け小規模セミナーを実施する。 

時期・会場 4月12日(水)、2024年3月13日(水) WEB & 事務局会議室 

対象者 会員企業教育担当者、委員会メンバー 30名 

参加費 無料 



 

 

【第四分科会】(海外視察＆SEハンドブック等) 

 

 

 

 

【その他事業】 

 

事業名称 第三分科会次期予算策定費 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 144 

概要等 
第三分科会 次年度事業計画を策定するにあたり各教育事業者に対して教育講座開催に関する要望、依頼

事項を伝えるとともに担当者との交流を図る。 

時期・会場 10月～12月 WEB & 事務局会議室 ほか 

対象者 第三分科会メンバー、各教育事業者担当者 

事業名称 社内教育関する情報交換会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 30 

概要等 会員企業の教育担当者が社員教育について情報交換を行う。 

時期・会場 12月13日(水) WEB & 事務局会議室 

対象者 教育担当者、委員会メンバー 30名 

参加費 無料 

事業名称 海外または国内技術視察研修旅行 
予算 

（単位千円） 

収入 6,600 

支出 6,600 

概要等 情報関連企業の視察と、今後の動向について情報収集するため海外または国内研修会を実施する。 

時 期 10月 

対象者 会員企業 20名 

参加費 330,000円／名 

事業名称 SEハンドブック頒布 
予算 

（単位千円） 

収入 1,144 

支出 0 

概要等 SEハンドブック第10版の頒布を行う。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 会員各社および他団体 

価 格 会員：1,430円／冊 非会員：1,760円／冊 

事業名称 第四分科会次期予算策定費 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 18 

概要等 第四分科会 次年度事業計画を策定するにあたり担当者との交流を図る。 

時期・会場 12月 WEB & 事務局会議室 ほか 

対象者 第四分科会メンバー 

事業名称 通信教育講座 
予算 

（単位千円） 

収入 1,300 

支出 1,170 

概要等 
会員企業の従業員が、自分のレベルに合わせた講座を受講し、能力・技術の向上と資格取得を図ることを

目的とした産業能率大学が提供する通信教育講座を開講する。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 会員企業の従業員 

参加費 コース別に受講料を設定 



 

 

 

 

 

 

 ３  産学連携委員会 

産学連携委員会は、学生の当業界に対する認知度を高めるための「IT 業界セミナー」を積極的に開催するとともに、

大学や専門学校等との連携強化を図り質の高い新卒採用に向けて、次の各事業を行う。 

1)リクルート推進事業では、県就研加盟大学や情報系専門学校等との意見交換会を実施し、学校側の施策や学生

の動向に関して情報交換を行う。また、合同企業説明会として「神奈川 IT 就職フェア」や学校との共催による学

事業名称 情報処理試験対策模擬テスト 
予算 

（単位千円） 

収入 400 

支出 380 

概要等 情報処理試験対策として、TAC、ITECの模擬テストを実施する。 

時 期 9月、2024年3月 

対象者 会員企業の従業員 

参加費 コース別に受講料を設定 

事業名称 Eラーニング教育研修 
予算 

（単位千円） 

収入 3,240 

支出 2,754 

概要等 BIPROGY株式会社 (旧 日本ユニシス・ラーニング株式会社)のEラーニングセットを提供する。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 正会員企業 

価 格 216,000円／セット 

事業名称 雇用・能力開発機構との情報交換会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 40 

概要等 
雇用・能力開発機構に対して教育講座開講について要望を伝えるとともに、機構側の担当者との交流を図

る。 

時期・会場 11月～12月 ポリテクセンター関東 会議室 

対象者 雇用・能力開発機構 神奈川センター担当者、委員長並びに分科会長 

事業名称 県立職業技術校(短大・東部校・西部校)との情報交換会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 40 

概要等 
神奈川県立産業技術短大、東部校、西部校の 3 校に対して教育講座開講について要望を伝えるとともに、

各技術校の担当者との交流を図る。 

時期・会場 11月 県立産業技術短期大学校 会議室 

対象者 各技術校担当者、委員長並びに分科会長 

事業名称 教育事業の斡旋 <新規> 
予算 

（単位千円） 

収入 50 

支出 0 

概要等 
会員企業にて独自に実施している教育講座を割引価格(会員価格)で提供し、協会主催の教育講座とおわ

せて社内教育に活用してもらう。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB 又は 各教育業者研修室 

対象者 会員企業 

参加費 各教育業者の設定による 

提供企業 
KEN スクール(シンクスバンク)、フルネス、産業能率大学、アイテック、ティー・エム・シー、データープロセス

サービス、ネットチャート、日本コンサルタントグループ、CAP総研 



内合同企業説明会の実施により、多くの学生と企業との出会いの場を提供することを目的とする。また、今期は

大学校、専門学校内での個別合同企業説明会実施を増やし、より多くの採用活動を支援する。 

2)インターンシップ支援事業では、協会としてのインターンシップへの取り組み方を協議し、会社訪問体験等を通し

て企業と学校・学生との関係強化を推進する。 

3)SE 講座運営支援事業では、SE 講座の円滑な運営と内容の充実のために、大学からの情報収集を積極的に

行い事業支援に役立てる。 

4)学生 IT コンテスト事業では技術委員会と連携を図り、学生に IT 業界への関心を持って貰うことを主目的とし 

て神奈川県下の大学生や専門学校生を対象に、IT に関する作品を募集しコンテストを主催する。 

5)IT業界セミナーでは、学生に対して IT業界に関する理解を深めて頂き一人でも多くの学生が IT業界への興

味を持っていただくように活動するとともに、採用担当者同士のスキルアップを図って行きたい。 

 

 

 

【リクルート推進分科会】 

 

事業名称 産学連携委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 720 

支出 1,020 

概要等 
会員企業のリクルート活動をより効率的に推進するために、各種の調査・分析・イベント等の企画～運営を

行う。 

時期・会場 
4月14日(金)、6月9日(金)、8月4日(金)、10月6日(金)(宿泊)、12月8日(金)、 

2024年2月9日(金) WEB & 事務局会議室 又は 外部会場 

対象者 委員会メンバー 30名 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 360 

支出 590 

概要等 宿泊研修会を通して、委員会のさらなる活性化と会員間の緊密化を図る。 

時期・会場 10月6日(金)～7日(土)  WEB & 会場未定 

対象者 委員会メンバー 30名 

参加費 12,000円／名 

事業名称 神情協合同企業説明会(神奈川 IT就職フェア) 
予算 

（単位千円） 

収入 4,500 

支出 5,400 

概要等 

2025年3月卒業予定者向けに、神情協会員企業のための合同企業説明会を開催する。 

協会主催とすることにより費用を低減化し、当業界に特化した説明会とすることで会員企業の採用 

活動に資することを目的とする。 

時期・会場 2024年3月5日(火) 新都市ホール(横浜そごう9F) 

対象者 会員企業 30社 

参加費 150,000円／社 

その他 参加企業ごとにブースを設け、来場学生に企業説明を行う。 

事業名称 学内合同企業説明会推進活動 <新規> 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 50 

概要等 県就研会員校をはじめ、大学校、専門学校等個別での学内合同企業説明会の実施を促進する。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB 又は 各大学、専門学校 

対象者 会員企業 30社 

参加費 未定 

その他 リクルートグループを主体として、各学校へ学内合説実施の営業活動を行う。 



 

 

 

 

 

 

事業名称 神奈川県私立大学就職研究会(県就研)との情報交換会 
予算 

（単位千円） 

収入 350 

支出 750 

概要等 

県就研加盟校との情報交換の場として本会を開催する。大学側からみた学生の就職活動の状況や当業界

に対する意見を伺うとともに、会員企業からみた採用状況や大学に対する意見を相互に交換し、長期的に

みて、産学双方にとってより効果的なリクルート環境の創出を図ることを目的とする。 

時期・会場 10月27日(金) WEB & ホテルプラム 

対象者 県就研：30名、神情協：70名 計100名 

参加費 懇親会 5,000円／名(会員のみ)、学校関係者は招待とする 

事業名称 情報系専門学校との情報交換会 
予算 

（単位千円） 

収入 350 

支出 750 

概要等 

県下及び都内の情報系専門学校(情報系職業技術校を含む)と会員企業との情報交換の場として本会を

開催する。学生の就職状況や会員企業の採用状況等について相互に情報交換を行い、双方にとって有効

なリクルート環境の創出を図ることを目的とする。 

時期・会場 9月8日(金) WEB & ホテルプラム 

対象者 専門学校：30名、神情協：70名 計100名 

参加費 懇親会 5,000円／名(会員のみ)、学校関係者は招待とする 

事業名称 リクルート専門委員による大学訪問と神情協イベント告知 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 150 

概要等 

リクルート専門委員による県就研加盟大学や IT系専修学校への直接訪問や WEBでの打合せを通じて、

情報サービス産業の理解を深めてもらうとともに、協会のリクルート事業の告知と誘致、神情協合同企業説

明会(神奈川 IT 就職フェア)への学生動員をお願いする。また、各大学の内定状況によっては、新卒募集中

の会員企業情報を提供など、当業界への新卒学生の採用促進を図る。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB 又は 各大学の就職担当部署や各専修学校など 

対象者 産学連携委員会リクルート専門委員 

その他 リクルート専門委員が各大学や専修学校を訪問しイベント告知や情報交換を行う。 

事業名称 学校向け IT業界セミナー 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 150 

概要等 

県就研加盟大学や IT 系専修学校に対して学内(web)IT 業界説明会を実施し、学生に対して情報サービ

ス産業の理解を深めてもらうとともに、就職に関する不安(職業選択や採用試験など)を少しでも払拭させ

る。参加している企業間でも、採用に関するテクニックなど共有でき、各社の採用スキル向上が図れる事が

期待できる。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB 又は 各大学 

対象者 産学連携委員会リクルート専門委員 

事業名称 専門家によるセミナー開催 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 50 

概要等 採用活動を活発かつ確実に行うために、最新の情報などを提供する講演会又はセミナーを開催する。 

時期・会場 4月～2024年3月  WEB & 会場未定 

対象者 委員会メンバー、会員企業 

参加費 無料 



【懸賞金・ITプロダクツコンテスト分科会】 

 

【インターンシップ推進分科会】 

 

 

 ４  技術委員会 

今後のビジネスに繋がる知識・経験・技術の習得のための参加型のイベントを実施する。具体的な技術力だけでなく、

プレゼン発表や研究会等でのイベント運営能力もリーダーとしてまた技術管理者としてビジネスに生かせる経験に繋

がると考える。イベントはリモート環境も有効に活用するが、技術者が直接情報交換できる場も重要なので可能であれ

ば会場開催を実施する。 

1)アプリケーションコンテスト 

AI、IoT、DX等の環境が広がり応用技術での作品にも期待したい。また、今期はアプリ製作ではなく、比較的 

参加しやすい企画部門も計画する。 

2)先端技術研究会 

2022 年度と同様に６テーマでの実施を計画する。各企業でのビジネスへの展開や成果発表の場としてアプリ

コンテストへの参加を更に推進していく。参加者同士の技術交流や事業連携のきっかけとしても活用いただきた

い。 

3)技術イベント 

今期は昨年まで好評で多くの参加チームが集まるセキュリティイベントとして好評な CTF（CaptureTheFlag）

を2度開催する。 

4)工場見学 

技術委員会メンバーの知識や視野拡大のため、現場にて最新技術が活用されている施設の見学を実施する。 

 

事業名称 神情協学生 ITコンテスト 
予算 

（単位千円） 

収入 150 

支出   950 

概要等 

神奈川県下の大学生、専門学校生を対象に、広報を絡めて、学生に IT業界に関心を持って貰うとともに、学

生の斬新なアイデアを業界として取り込む場を作り、産学連携事業をスタートさせる足掛かりとすることを目

的に、 ITプロダクツを募集しコンテストを開催する。 

時期・会場 募集開始：7月1日(土) 最終選考発表会：12月5日(火) WEB & ホテルプラム 

対象者 学生：40名、学校関係：10名、行政：5名、神情協：45名 計100名 懇親会：80名 

参加費 発表校関係者1名・発表学生・行政・審査員：無料、会員：5,000円／名 

その他 賞：最優秀賞1作品、各部門優秀賞2作品、入賞7作品 

事業名称 インターンシップ受け入れ企業の調査とホームページ掲載 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 
インターシップ受け入れ企業の調査と、企業情報・受け入れ条件などの情報を収集し、神情協ホームページ

へ掲載する。 

時 期 4月～6月 

対象者 全正会員企業 

事業名称 技術委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 400 

支出 555 

概要等 技術動向調査、技術セミナー、技術研修会、新規研究会等の各事業の詳細を企画し運営を行う。 

時期・会場 
4月18日(火)、6月6日(火)、7月7日(金)(宿泊)、10月17日(火)、12月18日(月)、 

2024年2月20日(火)  WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー 25名 



 

 

 

 

 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 75 

支出 165 

概要等 
7 月分の定例会を宿泊研修として、研修テーマを深く討論する場として活用する。また、宿泊研修会を通し

て、委員会のさらなる活性化と会員相互の親睦を図る。 

時期・会場 7月7日(金)～8日(土) WEB & 伊豆さくら山荘 

対象者 委員会メンバー 15名 

参加費 5,000円／名 

事業名称 CTF競技会  
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 400 

概要等 
参加型のイベントとして好評な CTF（CaptureTheFlag）を継続し実施する。2023 年度より 2 回実施す

る。 

時期・会場 1)6月20日(火) 2)10月17日(火) WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー及び会員企業技術者 

参加費 無料 

担当企業 1)㈱エルテックス 2)㈱アルファ・ウェーブ 

事業名称 工場見学／施設見学 
予算 

（単位千円） 

収入 200 

支出 205 

概要等 

IoT を活用した最先端工場や各分野にて今後のビジネスの参考となるような施設の見学を行う。出来れば

通常見学が難しいようなところへ、神情協として依頼することで特別に見学可能となるところを候補とした

い。 

時期・会場 9月12日(火) 近郊の工場、各分野の ITや IoTを活用した施設 

対象者 委員会メンバー及びメンバー企業の社員 20名程度 

参加費 10,000円／名 

事業名称 アプリケーションコンテスト 
予算 

（単位千円） 

収入 148 

支出 600 

概要等 会員企業向けのアプリケーション(ソフトウェア)コンテストを行う。 

時期・会場 

1)説 明 会：6月6日(火)  WEB & 事務局会議室 

2)一次審査：12月頃    事務局会議室ほか 

3)最終審査会＆表彰式＆懇親会：2024年1月23日(火) WEB & 事務局会議室 

対象者 会員企業の従業員 

参加費 
懇親会 ・会員・審査員ともに 5,000円／名、後援者(横浜市・川崎市)は無料 

・発表メンバーは、1組1名無料、2～3名目は2,000円／名、以後5,000円／名 

事業名称 先端技術研究会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 744 

概要等 

2022 年度と同様に 6 テーマでの実施を計画する。各企業でのビジネスへの展開や成果発表の場として

アプリコンテストへの参加を更に推進していく。参加者同士の技術交流や事業連携のきっかけとしても活用

いただきたい。 

時期・会場 
1)幹事会社向け説明会：4月18日(火) WEB & 事務局会議室 

2)参加者向け説明会：6月6日(火) WEB & 事務局会議室 



 

 ５  労働福利委員会 

私たち労働福利委員会は、主な事業とて「スポーツ振興事業」、「レクリェーション事業」、「労働福利セミナー事業」、を

軸とし本年度も活動を行う。コロナ情勢には配慮しつつ、開催の可否や開催方法を個別に判断していく。 

スポーツ振興事業は従業員のコミュニケーションの場をさらに広げるためフットサル大会を開催する。 

レクレーション事業は、従業員とその家族のコミュニケーションを作る場を目的とし、地引網大会、釣り大会を開催する。 

労働福利セミナー事業は、労働関連の法令改正や働き方改革にまつわる情報の提供を行うため、各種セミナーを開催

する。 

今後は、今の時代に合った事業も視野に入れながら会員企業にとって有益な情報やコミュニケーションの場を提供でき

る事業作りを目指して行く。 

 

 

 

 

3)研究会開催：9月～2024年2月 幹事会社会議室 又は 事務局会議室 

対象者 会員企業の従業員 

参加費 無料(但し、個人で使用する機材は自己負担) 

事業名称 労働福利委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 680 

支出 840 

概要等 委員会の活性化のための情報交換会と懇親会を開催し、会員間の知識向上と親睦を深める。 

時期・会場 
4月7日(金)、6月23日(金)、9月8日(金)(宿泊)、12月15日(金)、2024年2月2日(金) 

WEB & 事務局会議室ほか 

対象者 委員会メンバー 40名 

参加費 懇親会 4,000円～5,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 140 

支出 370 

概要等 
宿泊研修会を通して、委員会のさらなる活性化と会員間の緊密化を図る。また、定例の委員会では出来な

い、研修要素を多くし知識の習得に資する。 

時期・会場 9月8日(金)～9日(土） 伊豆さくら山荘 又は 近郊 

対象者 委員会メンバー 5名 

参加費 4,000円／名 

事業名称 労働福利関係委員会情報提供事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 390 

概要等 
現状の労使関係・労働問題・労働環境あるいはメンタルヘルス等をテーマに、労働福利委員会セミナーを

開催する。開催は、労働福利委員会開催日とあわせ年3回実施する。テーマについては、都度検討していく。 

時期・会場 4月7日(金)、6月23日(金)、12月15日(金) WEB & 事務局会議室ほか 

対象者 委員会メンバー及び社会保険労務士、労働問題に関する専門家 等 

参加費 無料 

事業名称 スポーツ振興事業Ⅰ〔野球大会〕 
予算 

（単位千円） 

収入 78 

支出 220 

概要等 野球を通じて従業員の健康増進とコミュニケーションの向上を図る。 

時 期 試合：4月～11月  最終戦：未定 

対象者 会員企業の従業員 200名(1チーム20名×10チーム) 

参加費 6,000円／チーム 



 

 

 

 

 

 ６  広報委員会 

会報誌、ホームページ等を通じて、従来通りの広報活動を行うとともに、会員拡大と認知度向上を明確な目的として活

動を行ってまいります。また、委員会メンバーが参加しやすいような運営や、セミナーなどで委員メンバーのスキル向上

を図ってまいります。 

1)KIAWave発行 

2)SNS、ホームページなどを利用した会員間の連携強化と推進 

3)セミナー等を通じて委員会のスキルアップ 

 

事業名称 広報委員会 
予算 

(単位千円） 

収入 256 

支出 320 

概要等 広報委員会運営方針、KiaWave掲載記事等を論議し、各委員の連携と親睦を図る。 

時期・会場 4月13日(木)、8月24日(木）、12月11日(火)、2024年2月8日(木) WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー 16名 

参加費 懇親会 4,000円／名 

 

 

その他 各チームで優勝決定戦までグランド確保し実施する。実施後事務局へ報告。3位決定戦は実施しない。 

事業名称 スポーツ振興事業Ⅱ〔フットサル大会〕 
予算 

（単位千円） 

収入 800 

支出 860 

概要等 フットサルを通じて従業員の健康増進とコミュニケーションの向上を図る。 

時期・会場 11月11日(土) 又は 11月18日(土) かもめパーク 

対象者 会員企業の従業員 400名(1チーム10名×40チーム) 

参加費 20,000円／チーム 

その他 キャプテン会議 & 抽選会 : 10月18日(水) 会場未定 

事業名称 レクリェーション事業Ⅰ〔地引網大会〕 
予算 

(単位千円) 

収入 1,450 

支出 1,910 

概要等 
福利厚生の一環として、会員の従業員から家族までを対象とした地引網大会を開催し、相互の親睦を図る

とともに、広く神情協のアピールをしていく。 

時期・会場 5月２７日(土) 三浦海岸(魚敬) 

対象者 会員企業の従業員と家族 550名 

参加費 大人3,000円／名（高校生以上）、子供1,000円／名(幼児は除く) 

その他 地引網は、バーベキューも併せて実施する。 

事業名称 レクリェーション事業Ⅱ〔つり大会〕 
予算 

(単位千円) 

収入 640 

支出 670 

概要等 
福利厚生の一環として、会員の従業員から家族までを対象としたつり大会を開催し、相互の親睦を図るとと

もに、広く神情協のアピールをしていく。 

時期・会場 7月8日(土) 金沢八景(蒲谷丸) 

対象者 会員企業の従業員と家族 80名 

参加費 8,000円／名 



事業名称 宿泊視察研修事業 
予算 

(単位千円） 

収入 255 

支出 315 

概要等 
宿泊(日帰り)視察研修会を通して、委員会のさらなる活性化と会員間の緊密化を図る。状況により、日帰り

研修とすることも視野に入れて検討していく。 

時期・会場 10月 会場未定 

対象者 委員会メンバー 15名 

参加費 15,000円／名 

その他 日帰り視察研修の場合は、1)NHK横浜放送局 2)神奈川新聞・TVK 3)FM横浜 を候補とする。 

 

 

 

 

 

 

事業名称 神情協ホームページの管理 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 500 

概要等 
会員内外からのアクセス数の向上と協会の PR を図るとともに、会員にとって利用しやすいホームページを

目指す。 

時 期 4月～2024年3月 

事業名称 協会活動の告知活動(神情協プレゼンス向上事業) 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 1,980 

概要等 神情協のプレゼンスを向上するための広報活動等により、協会活動を外部に積極的に発信する。 

時 期 4月～2024年3月 

その他 
広告の掲載 

1)神奈川新聞7段 2)神奈川新聞名刺広告2回 3)トップインタビュー掲載(日本経済新聞神奈川版) 

事業名称 月報「たいまつ」発行 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 
協会、理事会、委員会、研究会等の活動状況を適時会員各社に伝える「たいまつ」を発行し、情報公開を行

う。 Eメールにより配信する。 

時 期 4月～2024年3月 毎月月末頃 

事業名称 協会パンフレット「KIAView」制作 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 
協会のパンフレット「KiaView」の更新及び作成し、会員拡大に使用する。事務局で必要の都度印刷、A4版

カラー、12ページ。 

時 期 4月～2024年3月 

事業名称 会報「KIAWave」発行 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 960 

概要等 
協会の活動状況等を会員並びに関係諸団体に広報し、会員相互の理解及び協会のPRを促進する。 

A4版カラー、8ページ、毎回2400部 

時 期 7月21日(122号)、11月17日(123号)、2024年3月8日(124号) 

事業名称 記者クラブなどへリリース投げ込みやWEBメディアに掲載するPR活動 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 200 

概要等 
神情協のプレゼンスを向上するための「対外発信」広報活動を行うことで、各メディアに記載されるよう働き

かける。また、PRタイムス等を活用し、年5～6回程度、神情協の記事をWEBメディアに掲載する。 



 

 

 

 ７  横浜市交流委員会 

当委員会では横浜市との交流を通じ、横浜市内の産業振興並びに会員企業の事業成長に資する活動を展開している。 

横浜市経済局が展開する IT関連施策の立案・推進に協力、また横浜 ITフォーラムなどの各種イベントを通じて新たな

クラスター形成を創造するなどし、域内における当業界のプレゼンス向上に行政共々取り組んでいる。 

今期も I・TOP 横浜の事業と協力をして、より一層の関係強化に取り組み、横浜経済の発展の一助となれるよう努力し

たい。 

外部組織との連携では引き続き市内異業種企業との交流会の実施、横浜商工会議所・情報関連部会と各種事業での

アライアンスを模索する。 

川崎市交流委員会とのイベント共催等通じて、両委員会の交流を図りたい。本年度より川崎市交流委員会と隔年で交

互に、会員従業員家族向けの夏休み見学会を開催する。（2023年度は横浜市交流委員会が主催する。） 

 

 

 

時 期 4月～2024年3月 

事業名称 広報委員会セミナー 
予算 

(単位千円） 

収入 0 

支出 50 

概要等 
広報委員会メンバーの広報の考え方の意見交換や神情協の認知度を高め、好感を持ってもらうための取り

組みを実施するため講師を招いてのセミナー等を実施する。 

時期・会場 8月24日(木) WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー15名、一般会員 10名前後 

参加費 無料 

事業名称 横浜市交流委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 240 

支出 300 

概要等 
委員会の活動について論議し、各委員の連携と親睦を図る。また横浜市や各種団体との情報交換及び親

睦を図る。 

時期・会場 5月10日(水)、7月24日(月)、11月2日(木) WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー及び横浜市経済局担当者 20名 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 30 

概要等 

宿泊研修会を通して、委員会のさらなる活性化と会員間の緊密化を図る。また、定例の委員会では出来な

い、研修要素を多くし知識の習得に資する。企業経営委員会・横浜市交流委員会・川崎市交流委員会・女性

活躍ダイバーシティ委員会と合同で開催する。 

時期・会場 4月～2024年3月 会場未定 

対象者 委員会メンバー 5名程度 

参加費 未定 

事業名称 横浜 ITフォーラム 
予算 

（単位千円） 

収入 275 

支出 872 

概要等 第18回目の横浜 ITフォーラムを開催する。 

時期・会場 11月16日(木) WEB & 情報文化センターホール 

対象者 神情協会員、域内企業(会員外も可) フォーラム:150名 懇親会:60名 



 

 

 

 

 

 ８  川崎市交流委員会 

川崎市交流委員会は、川崎市、川崎市産業振興財団、川崎市工業団体連合会、市内諸団体、及び神情協会員企業と、フ

ォーラム開催や施設見学等を行いビジネス交流の場を提供します。また、神情協の各委員会とも交流を行い、会員企業

の各委員会への参加を促す活動を行います。また今年度は委員会宿泊研修先として柏崎原発の見学を計画しています。 

1)川崎市、川崎市工業団体連合会、共催によるフォーラム開催 

ものづくり×IC連携フォーラム inかわさきでは、引続き製造業(工業団体連合会)との異業種交流を通じたフォー

ラムを開催します。 

2)川崎市内の施設見学事業 

川崎競馬場観覧（特別観覧席の見学とナイター競馬観覧） 

3)川崎市関係各団体の委員・評議員選出及び対応 

4)川崎市中小企業運動会参加 

5)かわさき起業家オーディションへの協賛 

6)柏崎市への見学研修事業 

7)海外視察支援事業 

8)各委員会との交流事業 

他委員会間の交流を深めプレゼンス向上を目指します。 

9)川崎市市制100周年記念事業への協力 

 

参加費 フォーラム:無料  懇親会:会員 5,500円／名 会員外 6,500円／名 

事業名称 外部組織との連携事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 (公財)横浜企業支援財団との異業種交流イベントの開催や、横浜商工会議所の「情報関連産業部会」との

共同事業の可能性について協議し外部組織との連携と親睦を図る。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 委員会メンバー、横浜商工会議所、横浜企業経営支援財団、横浜市経済局 

事業名称 横浜市内施設見学会 
予算 

（単位千円） 

収入 80 

支出 105 

概要等 横浜市市内施設を見学する。 

時期・会場 12月8日(金) 横浜市内施設 ほか 

対象者 横浜市＆川崎市交流委員会メンバー 20名程度 

参加費 見学会：無料  懇親会：4,000円／名 

事業名称 夏休み親子わくわく見学会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 5 

概要等 親子連れを対象に、夏休みに横浜市内施設の社会科見学を実施する。 

時期・会場 8月上旬 会場未定 

対象者 会員企業従業員並びにその家族 50名程度 

参加費 無料 

その他 
川崎市交流委員会との共同事業として、隔年でそれぞれの委員会が担当する。2023年度は横浜市交流委

員会が担当する。 



 

 

 

 

事業名称 川崎市交流委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 160 

支出 322 

概要等 川崎市様との交流を主軸とし、フォーラム事業の検討、委員会メンバー間の交流等を行う。 

時期・会場 5月22日(月)、7月(見学会と同時開催)、12月19日(火) WEB & 会場未定 

対象者 委員会メンバー 20名 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 宿泊研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 145 

概要等 

宿泊研修会を通して、委員会のさらなる活性化と会員間の緊密化を図る。 

2023年度は柏崎原子力発電所ならびに柏崎 IT/ソフトウェア協会との情報交換会の実施を調整する。 

日本政府が再稼働・推進に舵を切った原発の安全性を制御システム、セキュリティ監視システム、等を視察

させて頂き、システム開発企業の立場から安全性を検証し参考にする。 

また、地方の IT/ソフトウェア協会と情報交換を行い、互いの問題点、利点を知り合い、ビジネスを含め、相

互交流へとつなげる。 

時期・会場 7月 柏崎市 

対象者 協会役員・委員会メンバー 20名程度 

参加費 未定 

事業名称 川崎市フォーラム事業 
予算 

（単位千円） 

収入 280 

支出 536 

概要等 

川崎市、川崎市工業団体連合会、公益財団法人川崎市産業振興財団、神情協との共催で「ものづくり×

ICT 連携フォーラム in かわさき」を開催します。市内企業の働き方改革・生産性向上実現のために必要と

なる ICT・生産技術等のツールや最新技術の紹介並びにマッチングを目指します。 

2023年度はスタートアップ企業との交流やマッチングの検討を行います。 

時期・会場 9月14日(木) WEB & 川崎市産業振興会館ホール 

対象者 会員企業 60名、川崎市製造業他 40名  交流会 80名 

参加費 フォーラム：無料、交流会：4,000円／名 

その他 本事業は川崎工業団体連合会、川崎市、川崎市産業振興財団との共催を予定 

事業名称 川崎市内施設見学会 
予算 

（単位千円） 

収入 110 

支出 110 

概要等 川崎市市内の各種施設を見学する。 

時期・会場 7月 川崎競馬場 

対象者 委員会メンバーほか 20名程度 

参加費 5,500円／名 

その他 第2回委員会と同時開催 

事業名称 川崎市関係各団体の委員・評議員選出及び対応 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 川崎市関係団体の委員・評議員を委員会より選任し対応を行う。 

時 期 4月～2024年3月 

担当委員 

1)川崎市産業振興協議会 委員：大西常務理事 

2)川崎市産業振興財団 評議員：常山名誉会長 

3)川崎市働き方改革・生産性向上推進プラットフォーム 構成メンバー： 



 

 

 

 

 

大西常務理事、増田理事、福重副委員長 

4)川崎市地域団体連絡会議 委員：大西常務理事 

5)川崎市農業振興計画推進委員会 委員：小湊副委員長 

6)川崎市中小企業大運動会運営委員会 委員：大西常務理事・冨澤氏 

7)かわさき起業家オーディション 担当：畠山常務理事、小湊副委員長 

8)川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化・かわさきフェア実行委員会 委員：小湊副委員長 

事業名称 川崎市中小企業大運動会参加 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 150 

概要等 毎年秋に開催される、川崎市内の中小企業団体の運動会に参加する。 

時期・会場 10月～11月 川崎競輪場 

対象者 会員企業の従業員とその家族 

参加費 無料 

事業名称 かわさき起業家オーディションへの協賛 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 100 

概要等 
川崎市内での神情協のプレゼンス向上を図るために公益財団法人川崎市産業振興財団が主催する「かわ

さき起業家オーディション」にパートナー団体として参加する。 

時 期 応募締切：5月中旬  審査：6月  最終選考会：7月中旬 

その他 最終選考会に、審査員やプレゼンターとして参加する場合もある。 

事業名称 アジア ICT研修 
予算 

（単位千円） 

収入 3,500 

支出   3,525 

概要等 

スリランカでの IT 系学校創設の視察を支援する。人材不足と少子化により国内での労働者確保は年々難

しくなると想定され、外国人の労働者並びにエンジニアの確保は数年で必要不可欠になる可能性があるこ

とから、いち早くスリランカに IT系学校を創設されたメタテクノ様の取り組みを、海外にて視察する。 

時期・会場 8月末～9月初旬 スリランカ 

対象者 協会役員、川崎市交流委員会並びに産学連携員会メンバー 10名 

参加費 350,000円／名 

事業名称 各委員会との交流事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 

他委員会開催のイベントに参加し、委員会間の交流を深め、会員企業の各委員会への参加を促すとともに、

プレゼンス向上を目指す。また、若手経営研究会メンバーと上層部との懇親を深めるべく、交流懇親コンペ

をサポートする。なお、2023年度より川崎市交流委員会内での他委員会の紹介時間を設定する。 

時期・会場 4月～2024年3月 会場未定 

対象者 若手経営研究会メンバー20名、協会役員10名 

参加費 実費 

事業名称 コネクションズかわさきの就職支援事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出   0 

概要等 
川崎市労働雇用部からの要請により、コネクションズかわさき（かわさき若者サポートステーション）を利用

し、若者で IT業界に興味を持っている方を対象にインターンシップ受入れを行う。 

時期・会場 10月頃  かわさき若者サポートステーション 

対象者 協会会員企業より3～4名 



 

 

 

９  女性活躍ダイバーシティ委員会 

女性活躍ダイバーシティ委員会は、女性活躍をはじめとして、多様化なニーズの人材が、輝きながら働き続けられること

を基本柱とし、社会情勢の変化ならびに柔軟な働き方や個人の能力を生かすためには？など企業制度の課題に目を向

けていきます。 

女性管理職育成研修会をはじめとして、働き方の多様性や人材のキャリアアップを支援すると共に、ダイバーシティ経営

に組んでいる企業の紹介ならびに勉強会などを通じて、有益な情報を提供いたします。また、女性の活躍だけでなく外

国人、しょうがい者、高齢者など IT 業界における多様な人材活躍のあり方、「多様性のある働き方改革」を研究し、会

員企業への情報提供、セミナー、勉強会の開催をいたします。 

1)宿泊(又は日帰り)研修事業 

2)女性活躍ダイバーシティ委員会オープンセミナー 

3)表彰制度事業 

4)座談会 

5)雇用実態調査アンケートの実施 

6)ダイバーシティ並びにワークライフバランスに関する勉強会 

7)女性次世代リーダー研修会 

8)多様な働き方に対応したイベント開催事業 

 

 

 

 

事業名称 川崎市市制100周年記念事業への協力 <新規> 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出   0 

概要等 

川崎市が市制 100周年にあたることから「川崎市制 100周年記念事業」を実施している。本委員会では

この活動のうち「みどりの共創プロジェクトへのワークショップ」に参加を予定。 

「ICT×みどり」ICT技術を活用して、みどりの効果を可視化。みどりの価値向上を推し進める。 

時期・会場 4月～2024年3月 

その他 全国都市緑化かわさきフェア実行委員会委員として、小湊副委員長を選出した。 

事業名称 女性活躍ダイバーシティ委員会 
予算 

（単位千円） 

収入 300 

支出 400 

概要等 委員会の運営方針を議論し、各委員の連携と親睦を図る。 

時期・会場 
5月9日(火)、7月7日(金)、9月12日(火)、10月(宿泊又は日帰り研修)、12月12日(火)、 

2024年2月13日(火) WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー 20名 

参加費 懇親会 3,000円／名 

事業名称 宿泊(又は日帰り)研修事業 
予算 

（単位千円） 

収入 100 

支出 220 

概要等 
女性活躍委員会の活性化とメンバー間の交流を図ることを目的に宿泊(又は日帰り)研修会を実施する。な

お、他の委員会メンバーとの交流を目的に合同で実施することも検討したい。 

時期・会場 10月頃 会場未定 

対象者 委員会メンバー 20名 

参加費 宿泊研修：5,000円／名  日帰り研修(懇親会)：3,000円／名 



 

 

 

 

 

 

事業名称 女性活躍ダイバーシティ委員オープンセミナー 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 60 

概要等 経営者、役職者及び働く女性を対象に、ダイバーシティに関連するセミナーを開催する。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB & 事務局会議室 

対象者 委員会メンバー、会員企業の経営者、役職者、女性社員 等 

参加費 無料 

その他 テーマによっては他の委員会との共催で実施することも検討する。 

事業名称 表彰制度事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 200 

概要等 

働く女性の意欲向上と働き続ける励みとすることを目的に、ベスト・ワーキング・ウーマン表彰を実施する。

2023年度は、第 17回ベスト・ワーキング・ウーマン表彰式と、第 18回目の表彰候補者を募集し、選考会

を実施する。 

時期・会場 

表彰式：6月15日(木) 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 

公 募：2024年1月中旬～2月末 

選考会：2024年3月  WEB 又は 事務局会議室 

対象者 正会員企業の女性社員(非正規雇用含む)及び女性役員 

事業名称 座談会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 20 

概要等 ダイバーシティに関するテーマでの座談会を実施する。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB 又は 事務局会議室 

対象者 20名 

参加費 無料 

事業名称 雇用実態調査アンケートの実施 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 0 

概要等 

さまざまなライフスタイル、特徴、志向を持った人たちが、それぞれのワークスタイルで働く多様性を受け入

れ、広く人材を活用するための各種情報を収集し、そのノウハウを共有する事業として、「障がい者雇用」

「外国人雇用」「高齢者活躍」についての雇用実態調査を実施し、その結果を報告書としてまとめ会員に配

布する。 

時 期 12月 

対象者 全正会員 

事業名称 ダイバーシティ並びにワークライフバランスに関する勉強会 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 90 

概要等 

さまざまなライフスタイル、特徴、志向を持った人たちが、それぞれのワークスタイルで働く多様性を受け入

れ、広く人材を活用するための各種情報を収集し、そのノウハウを共有する事業として、ダイバーシティ並び

にワークライフバランスに関する勉強会を実施する。また、必要であればダイバーシティに関連する施設等

の視察を検討したい。 

時期・会場 4月～2024年3月 WEB & 事務局会議室 又は 視察先 

対象者 委員会メンバー、会員企業の経営者、役職者、女性社員ほか 

参加費 無料 



 

 

 

 １０  SE講座特別委員会 

協会のプレゼンス向上、学生の当業界への関心を高める為、以下の活動を行う。 

１）大学等に常設する「SE講座」の内容に関する検討 

２）「SE講座」導入対象校の活動に関する検討 

３）「SE講座」講師募集及び認定の活動に関する検討 

４）大学等の情報教育のあり方に関する研究及び、大学等との意見交換会実施に関する検討 

 

事業名称 女性次世代リーダー研修会 
予算 

（単位千円） 

収入 440 

支出 500 

概要等 

会員企業の女性社員を対象に「女性次世代リーダー研修会」を開催する。教育研修委員会の管理職研修と

は異なり、研修とともに交流や情報交換会を主な目的とする。また、今までに本研修会に参加した方々を対

象にフォローアップの研修も企画したい。 

時期・会場 
1)研修会     9月～11月     WEB & 事務局会議室 

2)フォローアップ 4月～2024年3月  WEB & 事務局会議室 

対象者 

1)会員企業の女性社員 20名 

 リーダー、管理職を目指している方、管理職になって間もない方、自分のリーダーシップスタイルに自信が

もてない方、将来管理職になってもらいたい方など 

2)過去5回の研修会参加者 20名 

参加費 1)18,000円／名  2)4,000円／名 

その他 会員企業からロールモデルやファシリテーターを出していただく場合もある。 

事業名称 多様な働き方に対応したイベント開催事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 50 

概要等 

新型コロナウイルスの影響により働き方が急速に多様化してきた。 

特にテレワークの導入率は高い。感染リスクの軽減、経費の削減等の大きなメリットのあるテレワークだが、

社員同士のコミュニケーションが減るため、孤独を感じやすくなり、チームでの連帯感を抱きにくく、チームワ

ークに支障を来すなどのデメリットもある。そこで、多様な働き方を円滑に継続し、発生するデメリットの軽減

を図ることを目的に、2023 年度も「オンラインゲームによる交流会」を企画したい。ゲームというとあまり良

いイメージを持たれないが、現在はコミュニケーションを促進させるツールとして使われる機会が増えてい

る。新入社員や内定者同士の交流や社内の親睦イベントとして活用するきっかけにもして欲しい。 

時 期 4月～2024年3月 業務時間外の19時～2時間程度、年2回～4回程度開催 

対象者 

会員企業の従業員 

・オンラインゲームが好きな方 

・同業他社の方と交流をしてみたい方 

・会話ができる場が欲しい方 

・仕事上の会話もチャット等で済んでしまい会話をする機会が減ってしまった方 

・もともと会話をすることが苦手なため現状に問題は感じないが、今後不安を感じる方 

・若手社員や部下との会話のきっかけが欲しい管理職、中堅社員の方 

・社内の親睦イベント導入のためにオンラインゲームを体験してみたい方 など 

参加費 無料 

その他 オンラインゲーム「コードネーム」を使用予定だが、他ゲームも検討する。 

事業名称 特別委員会の運営および運営会議 
予算 

（単位千円） 

収入 48 

支出 120 



 

 

 

 

概要等 講師認定審査会の実施、SE 講座講師による情報交換会の企画と運営、SE 講座実施大学と講師による情

報交換会の企画と運営、大学別講師アサイン調整と承認、SE 講座、講座内容の精査、講座カリキュラム検

討、講座原稿管理(著作権管理を含む)を行う。 

時期・会場 8月23日(水)、2024年2月28日(水) WEB & 事務局会議室又は外部会場 

対象者 特別委員会委員長、副委員長、推進役(副会長、SE講師理事) 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 SE講座講師間情報交換会(神情協内) 
予算 

（単位千円） 

収入 125 

支出 200 

概要等 SE講座講師間で情報を共有し、講座運営での課題点や問題点などの意見交換を行う。 

時期・会場 9月15日(金)  WEB & 事務局会議室又は外部会場 

対象者 SE講座講師、役員 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 SE講座実施大学とSE講師情報交換会 
予算 

（単位千円） 

収入 250 

支出 480 

概要等 SE講座実施大学(10校)と神情協SE講師との情報共有や意見交換を行い、SE講座の向上を図る。 

時期・会場 2024年2月28日(水)  WEB & 事務局会議室又は外部会場 

対象者 大学関係者15名、SE講座講師50名、産学連携委員会理事・役員 

参加費 懇親会 5,000円／名(神情協会員)、大学関係者無料招待 

事業名称 SE講座の運営 
予算 

（単位千円） 

収入 760 

支出 1,778 

概要等 下記の大学と専門学校のSE講座の運営を行う 

時期・会場 

対象者 

1)産業能率大学 

2)文教大学 

3)専修大学 

4)東京工芸大学 

5)神奈川大学 

6)関東学院大学 

7)横浜国立大学 

8)神奈川工科大学 

9)中央大学 

10)湘南工科大学 

11)東海大学 

12)大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 

9月～2024年1月 

4月～7月 

9月～2024年1月 

4月～7月 

7月 

9月～2024年1月 

4月～7月 

4月～8月 

4月～7月 

4月～7月 

9月～2024年1月 

9月～2024年1月 

1～4年生 約200名 

情報学部3～4年生 約50名 

2～4年生及び院生 約50名 

約50名 

約50名 

約50名 

約100名 

約120名 

約50名 

約100名 

約100名 

約40名 

事業名称 大学向けSE講座講師認定審査会 
予算 

（単位千円） 

収入 24 

支出 38 

概要等 SE講座講師審査会の実施 

時期・会場 2024年3月12日(火)  事務局会議室 

対象者 講師募集3～5名程度 審査員6名程度(SE講座特別委員会、役員、教育委員会、技術委員会) 

参加費 懇親会 4,000円／名 

その他 
・講師募集は1月開始 

・新認定講師にはSEハンドブック10版を進呈 



 

 １１  事務局管轄事業 

 

 

 

 

事業名称 SE講座講師認定式 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出   30 

概要等 新たに認定されたSE講師の認定式を実施する。 

時期・会場 6月15日(木) 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 

対象者 講師6名を予定 

参加費 無料 

事業名称 社会貢献事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 150 

概要等 

社会貢献の一環として、神奈川県の小学生を対象にした絵画コンクール「夢絵コンテスト」を協賛する。本コ

ンテストのテーマは「ぼくたち、わたしたちの未来の世界」。毎年、子どもたちがいっぱい想像力をふくらませ

て描いた未来の絵「夢絵」がたくさん集まる。 

時期・会場 表彰式 2024年3月 新都市ホール(横浜そごう9F) 

対象者 小学生 

事業名称 役員交流事業 
予算 

（単位千円） 

収入 412 

支出 672 

概要等 神情協の役員間の親睦と交流を図り、協会事業活発化への一助とする。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 理事会メンバー 

参加費 懇親会 4,000円／名 

事業名称 関連団体との交流事業(団体交流事業) 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 500 

概要等 
広域首都圏情報団体協議会(東京、千葉、埼玉、山梨、福島、神奈川)および全国の情報団体において、情報

交換や役員相互の交流を図ることにより、より一層の協力関係を築いていく。 

時 期 
1)広域首都圏情報団体協議会 幹部会議：2024年3月 ゴルフ会：10月 事務局会議：6月、11月 

2)その他情報団体との交流  4月～2024年3月 

対象者 正副会長、理事、監事、事務局 

参加費 交通費、宿泊費は個人負担 

事業名称 顕彰式の開催 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 60 

概要等 退任理事等への感謝状の授与並びに記念品の贈呈を行う。 

時期・会場 6月15日(木) 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 

対象者 退任役員 4名 

事業名称 定時社員総会 
予算 

（単位千円） 

収入 750 

支出 5,950 

概要等 定時社員総会を開催するとともに、講演会、懇親会もあわせて実施する。 

時期・会場 6月15日(木) 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 

対象者 全会員(会社代表者・協会担当者)、来賓 

参加費 1社1名無料、2名以上参加の場合 5,000円／名  来賓は無料 



 

 

 

 

 

以 上 

事業名称 賀詞交歓会の開催 
予算 

（単位千円） 

収入 1,000 

支出 6,000 

概要等 賀詞交歓会を開催し、会員相互の交流と親睦を図る。 

時期・会場 2024年1月19日(金) 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

対象者 全会員（会社代表者・協会担当者）、来賓  500名を予定 

参加費 1社1名無料、2名以上参加の場合 5,000円／名  来賓は無料 

事業名称 新入会員受入懇親事業 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 600 

概要等 
ビジネスフォーラムなどに新会員を招待し退会防止に努めるとともに、運営理解により新規会員の勧誘など

に結びつける。 

時 期 4月～2024年3月 

対象者 新会員 

参加費 新会員2名及び紹介者1名 懇親会無料 

事業名称 会員証作成 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 102 

概要等 新規会員の増加にともない追加の作成を行う。 

時 期 4月～2024年3月 

事業名称 各種イベント保険 
予算 

（単位千円） 

収入 0 

支出 319 

概要等 

イベント参加中の会員が怪我や特定疾病などで入院や通院した時に対象となる『団体総合保障制度費用

保険』と、イベントを協会が主催した事によって損害賠償請求（管理の不備による事故等）を受けた場合に、

協会が被る第三者や物への法律上の損害賠償事故を補償する『施設賠償保険』を加入する。 

時期・会場 4月～2024年3月 屋外イベント 

対象者 参加した会員ならびに損害をかけた第三者や物 

参加費 団体総合保障制度費用保険 約280,000円  施設賠償保険 約 39,000円 

その他 
ゴルフコンペ、野球大会、フットサル大会、船釣り大会、地引網大会、親子工場見学などの参加者のべ約

2,200名を対象とする。 


