
茨城県

2021年10月27日(水)9:00～11月17日(水)17:00
申込専用フォームまたは、往復はがき(必着)でお申し込みください。
申込締切後、11月19日(金)までに参加決定通知をお送りします。
詳しくは、ダイバーシティ推進センターホームページをご覧ください。
問合せ先：茨城県 ダイバーシティ推進センター「ぽらりす」

電話 029-233-3982

基調講演

申込・詳細はこちらから11月17日
申込締切
会場参加：定員７５０名

（定員を超えた場合は抽選）
オンライン参加：定員なし

参加無料

13:00～14:00

ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール
（水戸市千波町東久保697番地）

ダイバーシティ推進センター
「ぽらりす」HP

サイボウズ㈱ 代表取締役社長 青野 慶久
あ お の よ し ひ さ

「100人100通りの働き方」

クロストーク 「ダイバーシティ×働き方」
14:05～15:25

オードリー・タン

聞き手：茨城県知事 大井川和彦

台湾デジタル担当大臣
オードリー・タン

オンライン対談
オードリー・タン

オンライン対談先行上映

12:00～15:25
・開場11:30
・対談上映12:00
・開会12:50
・基調講演13:00
・クロストーク14:05
・閉会15:25

2021

火

12:00～12:45

Youtube一般公開前のオンライン対談動画を、
シンポジウムご参加の方向けに先行上映いたします。
開会前のひととき、ぜひご覧ください。

多様性を認め合う社会の実現のためには、何が必要か。
各方面でご活躍の方々からお話を伺い、参加者の皆様と共に考えます。

講師の青野慶久氏も交え、4名でのクロストーク。
ご参加いただいた皆様からの質問をチャットで受け付けます。

㈱JobRainbow
代表取締役 CEO

星 賢人

アーケル・バイオマリン社
日本代表

山本ハンセン・アネッテ
茨城県知事
大井川 和彦



イベント当日、ご参加いただいた皆様からの質問をチャットで受け付けます。
会場参加、オンライン参加、いずれの場合もスマートフォン等から質問をお寄せく
ださい。チャットURLについては、申込締切後、11月19日(金)までに参加決定通知
にてお知らせいたします。

ダイバーシティシンポジウム茨城県 2021.11.23

ダイバーシティ推進センター「ぽらりす」HP

申込・詳細は
こちらから

幼い頃からコンピュータに興味を示し、プログラマーとしてスタートアップ企業
数社を設立。2005年、プログラミング言語「Perl6(現Raku)」開発への
貢献で世界から注目。同年、トランスジェンダーである事を公表(現在は
「無性別」)。2016年、35歳の若さで行政院(内閣)に入閣。部門を超
えて行政や政治のデジタル化を主導する役割を担っている。2020年新
型コロナウイルス感染症対策におけるマスク在庫管理システムの構築等、
台湾での感染拡大防止に大きな貢献を果たす。

Q：
○○について
質問です。

A：
お答えします。
それは・・・。

(録画)
12:00
～12:45

対談動画上映 （12:00～12:45）

オードリー・タン
台湾デジタル担当大臣
聞き手：茨城県知事大井川和彦

12:50
～15:25

開会（12:50）

基調講演（13:00～14:00）
演 題：「100人100通りの働き方」
講 師：青野 慶久（サイボウズ㈱ 代表取締役社長）

クロストーク（14:05～15:25）
登壇者：青野 慶久（サイボウズ㈱ 代表取締役社長）

星 賢人（㈱JobRainbow 代表取締役 CEO）
山本ハンセン・アネッテ（アーケル・バイオマリン社 日本代表）
大井川 和彦（茨城県知事）

進 行：小田木 真代（茨城県ダイバーシティ推進ディレクター）

閉会（15:25）

大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パ
ナソニック)を経て、1997年に愛媛県松山市でサイボウズを設立。
2005年代表取締役社長に就任。2018年代表取締役社長兼
チームワーク総研所長(現任)。社内のワークスタイル変革を推進し
離職率を10分の1に低減するとともに、3児の父として3度の育児
休暇を取得。また2011年から事業のクラウド化を進め、2020年
にクラウド事業の売上が全体の75％を超えるまで成長。
著書に『チームのことだけ、考えた。』（ダイヤモンド社）ほか。

青野 慶久（サイボウズ㈱代表取締役社長）
あおの よしひさ

東京大学大学院情報学環教育部修了。「全てのLGBTが自分ら
しく働ける社会の創造」を目指して㈱JobRainbowを創業。米経
済紙フォーブスが選ぶアジアで最も影響のある若者30人(Forbes 
30 Under 30)の社会起業家部門に日本人として唯一選出。孫
正義育英財団1期生。日本のインパクト・アントレプレナー35に選
出。国内・海外の多数メディアに出演。これまでに上場企業を中心
とし、500社以上のダイバーシティコンサルティングを実施。
著書に『LGBTの就活・転職の不安が解消する本』(翔泳社)。

星 賢人（㈱JobRainbow代表取締役 CEO）
ほし けんと

ノルウェー生まれ。ノルウェーのベルゲン大学で教授法と日本語を専
攻。立命館大学へ1年間留学し、その後、立命館大学大学院の
共同修士学位プログラムにて立命館大学大学院と韓国の慶熙大
学校大学院で国際関係学修士号を取得。卒業後のキャリアは在
日ノルウェー大使館での研修生、日系大手IT企業、日本・ノル
ウェー協会副会長、在日ノルウェー商工会議所副会長での勤務を
経て、世界最大のクリルオイル供給会社アーケル・バイオマリンの日
本代表に就任。今年で来日11年目を迎える。

山本ハンセン・アネッテ（アーケル・バイオマリン社日本代表）
やまもと

土浦市生まれ。父の転勤のため日立市へ転校。県立水戸第一
高等学校、東京大学法学部、ワシントン大学ロースクールを卒業。
通商産業省(現:経済産業省)に入省。シンガポール事務所長、
商務流通政策グループ政策調整官補佐などを歴任。同省退官
後、マイクロソフト㈱、シスコシステムズ合同会社、㈱ドワンゴの役
員を歴任。平成29年9月に茨城県知事に就任。現在2期目。

大井川 和彦（茨城県知事）
おおいがわ かずひこ

イベント当日、ご参加いただいた皆様からの質問をチャットで受け付けます。
会場参加、オンライン参加、いずれの場合もスマートフォン等から質問をお寄せく
ださい。チャットURLについては、申込締切後、11月19日(金)までに参加決定通知
にてお知らせいたします。

ダイバーシティシンポジウム茨城県 2021.11.23

ダイバーシティ推進センター「ぽらりす」HP

申込・詳細は
こちらから

幼い頃からコンピュータに興味を示し、プログラマーとしてスタートアップ企業
数社を設立。2005年、プログラミング言語「Perl6(現Raku)」開発への
貢献で世界から注目。同年、トランスジェンダーである事を公表(現在は
「無性別」)。2016年、35歳の若さで行政院(内閣)に入閣。部門を超
えて行政や政治のデジタル化を主導する役割を担っている。2020年新
型コロナウイルス感染症対策におけるマスク在庫管理システムの構築等、
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Q：
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質問です。
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それは・・・。
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台湾デジタル担当大臣
聞き手：茨城県知事大井川和彦

12:50
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講 師：青野 慶久（サイボウズ㈱ 代表取締役社長）
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進 行：小田木 真代（茨城県ダイバーシティ推進ディレクター）
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大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パ
ナソニック)を経て、1997年に愛媛県松山市でサイボウズを設立。
2005年代表取締役社長に就任。2018年代表取締役社長兼
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ウェー協会副会長、在日ノルウェー商工会議所副会長での勤務を
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本代表に就任。今年で来日11年目を迎える。

山本ハンセン・アネッテ（アーケル・バイオマリン社日本代表）
やまもと

土浦市生まれ。父の転勤のため日立市へ転校。県立水戸第一
高等学校、東京大学法学部、ワシントン大学ロースクールを卒業。
通商産業省(現:経済産業省)に入省。シンガポール事務所長、
商務流通政策グループ政策調整官補佐などを歴任。同省退官
後、マイクロソフト㈱、シスコシステムズ合同会社、㈱ドワンゴの役
員を歴任。平成29年9月に茨城県知事に就任。現在2期目。

大井川 和彦（茨城県知事）
おおいがわ かずひこ

大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工（現 パナ
ソニック）を経て、1997 年に愛媛県松山市でサイボウズを設立。 
2005 年代表取締役社長に就任。2018 年代表取締役社長 兼チー
ムワーク総研所長（現任）。社内のワークスタイル変革を推進
し離職率を 10 分の 1に低減するとともに、3 児の父として 3 度
の育児休暇を取得。また 2011 年から事業のクラウド化を進め、
2020 年にクラウド事業の売上が全体の 75％を超えるまで成長。
著書に『チームのことだけ、考えた。』（ダイヤモンド社）ほか。

幼い頃からコンピュータに興味を示し、プログラマーとしてスタートアッ
プ企業数社を設立。2005 年、プログラミング言語「Perl6（現 Raku）」
開発への貢献で世界から注目。同年、トランスジェンダーである事を
公表（現在は「無性別」）。2016 年、35 歳の若さで行政院（内閣）に入
閣。部門を超えて行政や政治のデジタル化を主導する役割を担っている。
2020 年新型コロナウイルス感染症対策におけるマスク在庫管理システ
ムの構築等、台湾での感染拡大防止に大きな貢献を果たす。

ノルウェー生まれ。ノルウェーのベルゲン大学で教授法と日本語
を専攻。立命館大学へ 1 年間留学し、その後、立命館大学大学
院の共同修士学位プログラムにて立命館大学大学院と韓国の慶
熙大学校大学院で国際関係学修士号を取得。卒業後のキャリア
は在日ノルウェー大使館での研修生、日系大手 IT 企業、日本・
ノルウェー協会副会長、在日ノルウェー商工会議所副会長での勤
務を経て、世界最大のクリルオイル供給会社アーケル・バイオ
マリンの日本代表に就任。今年で来日11 年目を迎える。

東京大学大学院情報学環教育部修了。「全ての LGBT が自分らしく
働ける社会の創造」を目指して㈱ JobRainbow を創業。米経済
紙フォーブスが選ぶアジアで最も影響のある若者 30 人（Forbes 
30 Under 30）の社会起業家部門に日本人として唯一選出。孫正
義育英財団 1 期生。日本のインパクト・アントレプレナー 35 に
選出。国内・海外の多数メディアに出演。これまでに上場企業を
中心とし、500 社以上のダイバーシティコンサルティングを実施。
著書に『LGBT の就活・転職の不安が解消する本』（翔泳社）。

土浦市生まれ。父の転勤のため日立市へ転校。県立水戸第一高等
学校、東京大学法学部、ワシントン大学ロースクールを卒業。通
商産業省（現 : 経済産業省）に入省。シンガポール事務所長、商
務流通政策グループ政策調整官補佐などを歴任。同省退官後、
マイクロソフト㈱、シスコシステムズ合同会社、㈱ドワンゴの役員
を歴任。平成 29 年 9 月に茨城県知事に就任。現在 2 期目。

イベント当日、ご参加いただいた皆様からの質問をチャットで受け付けます。
会場参加、オンライン参加、いずれの場合もスマートフォン等から質問をお寄せ
ください。チャット URL については、申込締切後、11月19日(金) までに参加
決定通知にてお知らせいたします。

登壇者：青野　慶久（サイボウズ㈱　代表取締役社長）
　　　　星　賢人　（㈱JobRainbow　代表取締役 CEO）
　　　　山本ハンセン・アネッテ（アーケル・バイオマリン社　日本代表）
　　　　大井川　和彦（茨城県知事）
進　行：小田木　真代（茨城県ダイバーシティ推進ディレクター）


