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ニュースリリース 

2014年 7月 18日 

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 

ITCカンファレンス事務局 

 

ITC Conference 2014 開催 

8 月 22 日（金）～23 日（土）、於；東京プリンスホテル 

 

“IT 経営を実現するプロフェッショナル、IT コーディネータ”の更なる実践力向上と、IT 経営

を推進する経営者の方々や中小企業の経営改革を応援する支援機関、商工団体、金融機関等との

相互のネットワークづくり、交流等を目的として、本年 8 月 22 日（金）・23 日（土）に東京プリ

ンスホテル（東京都港区）にて「ITC Conference 2014」を開催いたします。本カンファレンスは、

弊協会が 2002 年以来毎年主催し、第 13 回目を迎えるもので、毎回延べ 1,400 名を超える来場者

をお迎えしています。 

 

今年のITC Conference 2014は「つながる社会をリードするITコーディネータ～変革への挑戦

～」をテーマに、経営やITに関する専門の方々による基調講演、特別講演のほか、経営改革を実

践しピンチをチャンスに変えた中小企業経営者の方々の体験談や、マイナンバー導入の課題、ソ

ーシャルファブの可能性など、昨今話題のテーマに関するご専門の方々のご講演なども戴く予定

です。 

ITC Conference 2014は、一般の方も受講が可能（有料）でご希望の方は協会ホームページより

お申込みができます。 

※ITC Conference 2014：http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2014/ 

また、プレス関係の皆様には、ぜひ取材にお越しください。 

（ご一報いただければ、ご招待状をお送りさせて戴きますのでよろしくお願い致します。） 

 

 

 

 

 

 

・基調講演：一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 楠木 建 氏 

・特別講演：株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 和田 成史 氏 

・特別講演：経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課長 野口 聡氏 

ほか「中小企業 IT 経営力大賞 2014 経済産業大臣賞」受賞 芝園開発株式会社 海老沼孝二社

長や、純米大吟醸酒“獺祭”の旭酒造株式会社 桜井博志社長など、いま話題の講演を予定 

・優れた IT 経営の実践事例や、経営者の方々に参加いただくパネルディスカッション 

 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2014/
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(本件に関するお問合せ先) 

〒113-0021 

東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート センターオフィス 9Ｆ 

特定非営利活動法人 ＩＴコーディネータ協会  

電話：03-6912-1081 

メール：confer-zenpan@itc.or.jp 

ホームページ http://www.itc.or.jp 

カンファレンス事務局 松下、若槻 

（参考）ＩＴコーディネータとは 
 

ＩＴコーディネータはＩＴ経営を実現するプロフェッショナルで、特定非営利活動法人 IT コ

ーディネータ協会が認定する「経済産業省推進資格」です。 

ＩＴコーディネータ協会は、経済産業大臣（当時は通商産業大臣）の諮問機関である産業構

造審議会 情報産業部会 情報化人材対策小委員会の中間報告を受けて、経営戦略を情報システ

ムに繋ぐ企業経営者のパートナー人材＝「ＩＴコーディネータ」の育成、認定、普及を目的と

して、2001 年 2 月にＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）として創設されました。 

弊協会は発足以来 IT コーディネータの育成・認定と普及・促進活動に取り組んでまいりま

したが、既に IT コーディネータ資格認定累計者数は約１万人を超え、多くの方々が全国各

地で IT 経営を普及・推進する活動を展開し、数々の成功事例や支援成果を生んでいます。 

※詳しくは、ＩＴコーディネータ協会ホームページをご覧ください。 

 ⇒ http://www.itc.or.jp/ 

 

http://www.itc.or.jp/
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ＩＴＣ Conference 2014 プログラム 
大会テーマ：「つながる社会をリードするＩＴコーディネータ」 

    ～変革への挑戦～                                    
 

於 東京プリンスホテル 鳳凰の間 

８月２２日（金）：基調講演、特別講演、事例発表、パネルディスカッション  

（講演者および講演題目は変更になる場合があります） 

10：00～10：10 主催者挨拶 IT コーディネータ協会 会長 播磨 崇 

10：10～10：20 来賓挨拶 経済産業省商務情報政策局 情報処理振興課長 野口 聡 氏 

10：20～11：10 基調講演 
【01】「戦略ストーリーを創るセンス」 

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授  楠木 建 氏 

11：10～11：25 休 憩 (15 分)  

11：25～12：15 特別講演 

 

【02】「ITイノベーション時代における、ITコーディネータの社会的役

割」 
一般社団法人コンピュータソフトウエア協会 名誉会長 理事 

株式会社オ―ビックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 

 和田 成史 氏 

12：15～13：25 ランチタイム (70 分)  

13：25～14：10 
ＩＴ経営 

推進事例 

【03】「駐輪場・駐車場運営の効率化を目指して」～当社のIT活用事例～ 

中小企業ＩＴ経営力大賞2014 経済産業大臣賞受賞 

 芝園開発株式会社 代表取締役  海老沼 孝二 氏    

14：10～14：55 
経営変革 

事例 

【04】「ピンチはチャンス！～山口の山奥の小さな酒蔵だからこそできたもの

～」   旭酒造株式会社 代表取締役社長  桜井  博志 

氏   

14：55～15：10 休 憩 (15分)  

15：10～16：05 
パネルディス

カッション 

 

【05】「ピンチからの企業変革をリードする経営者の役割」 

パネリスト： 芝園開発株式会社 代表取締役   海老沼 孝二 氏 

旭酒造株式会社 代表取締役社長  桜井  博志 氏 

モデレータ： ＩＴコーディネータ協会 事務局    松下 正夫 

16：05～16：35 特別講演 
【06】「攻めのＩＴ投資について」 

経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課長 野口 聡氏 

16：35～16：50 協会アワー 
【07】「イノベーション人財を育てる取り組み」 

ＩＴコーディネータ協会 常務理事・事務局長 平 春雄 

16：50～17：00 表彰式 

【08】中小企業ＩＴ経営力大賞2014受賞企業 支援ITC、 

第2回ITCオンラインビジネス支援コンテスト受賞ITCの表彰 

ＩＴコーディネータ協会 

レセプション（会場： サンフラワーホール） 

17：30～19：00 情報交換・交流会 
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８月２３日（土）：事例発表、トレンド情報、パネルディスカッション、新技術動向  

 （講演者および講演題目は変更になる場合があります） 

10：00～10：40 
ＩＴＣ活動 

事例 

【09】「西武信用金庫とＩＴコーディネータの連携」  

西武信用金庫 常勤理事 業務推進企画部長  髙橋 一朗 氏 

ＩＴコーディネータ   小林 邦人 氏 

 

10：40～11：20 
経営変革 

事例 

 

【10】「小さなものづくり企業のシステム自前主義宣言」 

株式会社今野製作所 代表取締役 今野 浩好 氏 

 

11：20～11：35 休 憩 （15 分） 

11：35～12：15 
ＩＴ経営 

推進事例 

【11】「IT活用による「効率経営」と「価値の創造」を目指して」 

中小企業ＩＴ経営力大賞2014  ＩＴコーディネータ協会会長賞受賞 

     株式会社フードケア CIO兼 総務部係長 按田 憲告 氏 

ＩＴコーディネータ  田中 渉 氏 

 

12：15～13：25 ランチタイム (70 分)  

13：25～13：55 

 
トレンド情報 

【12】「民間企業のマイナンバー導入の課題と今後の展開」  

電子自治体推進パートナーズ副会長・株式会社富士通総研  

   榎並 利博  氏  

 

14：00～15：00 

パネルディス

カッション 

 

【13】「自治体のマイナンバー導入の課題とこれからの展開」    

～マイナンバー制度とITC活躍の場～ 

 

パネリスト：湯沢市役所 佐々木 訓氏、ＩＴコーディネータ  大澤 昌 

氏 

交野市役所 寺島 孝彦 氏、ＩＴコーディネータ  新田 実 

氏 

モデレータ：   榎並 利博 氏 

15：00～15：15 休 憩 （15 分） 

15：15～16：00 新技術動向 

【14】「つながる社会 ソーシャルファブの可能性」  

        公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 

                   所長   会津 泉 氏 

                                                

 


