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◆◆◆◆ ITCA メールマガジン「創新」  第 245 号  2012.6.22◆◆◆◆  

 

みなさん、こんにちは！メルマガ担当の田口千鶴です。  

ITC カンファレンス 2012 の募集が始まっております。  

皆様のご参加をお待ちしております。  

今年の ITC カンファレンスも東京プリンスホテルで行います。  

東京プリンスホテルと言えば、1964 年に東京オリンピック開催の年に開業し、 

今年で 48 年目だそうです。なんと ITC の平均年齢も 48 歳なのです。（正確に  

は 48.93 歳なのでほぼ 49 歳ですが・・・）  

今年で 12 年目に突入する ITC 制度、 20 代から 80 代まで幅広い世代で多くの  

仲間が活躍しています。年齢に拘らず知識・経験を共有し、ユーザーに喜ば  

れる素晴らしい制度にして行きたいですね。  

 

── INDEX─∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽──────  

1．ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

2．おめでとうシリーズ！第 1 弾・ 10 周年を迎える届出組織  

3． IT コーディネータ試験が変わりました！  

4． IT コーディネータ協会インフォメーション  

★ .セミナーのご案内  

──────∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽─────∽  ◆  ∽──────  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ブリッジ・トゥ・ザ・フューチャー（明日に架ける橋）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆「 ITC の連携力に期待」  

特定非営利活動法人 IT コーディネータ広島  理事長  志多木義浩  

http://itc-hiroshima.net/ 

 

私は、2002 年に ITC の認定を受けベンダー企業から独立して 10 年になります。 

独立当初は、ケース研修でお世話になったインストラクターの紹介で広島県  

商工会連合会に嘱託専門員として中小企業支援の第一歩を踏み出しました。  

2004 年には、ITC が主体的に活動できるよう、NPO 法人 ITC 広島を設立し、金  

融機関との連携によるセミナーの実施や、経済産業省の中小企業支援事業へ  

参画、自治体の支援等の活動を行って来ました。最近では、ITC 広島のメンバ  

ーを中心に、中四国プライバシーマーク審査センターの設立も実現しました。 

改めてこの 10 年を振り返ってみると、 ITC の皆様とのネットワークで、様々  

な事業に関わることができ、多くの中小企業経営者の方々や支援機関の方々  

と仕事が出来たのではないかと思います。地元はもとより、全国に ITC の仲  

間がいることが、私にとってかけがえのない宝だと思っています。  

今後、全国各地の ITC との連携をより一層強化することで、新たな事業の  

創造や ITC の活動領域を広げることが出来るのではないかと期待しています。 

ITC 広島もより多くの ITC の活動を支援できるよう活動の幅を広げていき  



 2 / 7 

 

たいと考えています。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  おめでとうシリーズ！第 1 弾・ 10 周年を迎える届出組織  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆おいでませ、美し国（うましくに）三重県へ  

特定非営利活動法人 IT コーディネータ三重  代表  村阪  浩司  

http://www.itc-mie.org/ 

 

ITC 三重は平成 14 年に、三重県に基盤を置く企業・自治体等の戦略的情報化  

を支援する活動を通して、 IT コーディネータの使命達成に寄与することを目  

的として、三重 IT コーディネータの会を結成し活動を行ってきました。  

今年は 10 年目の節目の年となり、 NPO として法人化しました。  

この 10 年は経営者研修会を中心に、 ITSSP 事業などを行ってきましたが、  

受け身でありました。今後は NPO 法人に法人成りしたことにより、市町村へ  

の営業活動を行い、積極的に仕事の受注を目指そうとしています。  

大阪と名古屋に挟まれ、他の ITC 組織と競合することも多く、苦しい戦いで  

すが、地元にあった伊勢弁でコンサルができること、短時間で駆け付けられ  

ること、地元を理解していることを武器に、次の 10 年は、飛躍の 10 年にし  

たいと会員 20 数名が一丸となって頑張っています。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ試験が変わりました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

6/1 から ITC 試験の募集が始まっております。  

より取りやすい IT コーディネータ資格を目指して、今回より改善した点がご  

ざいますのでお知らせ致します。  

 

◆試験合否通知の変更◆  試験最終日より 1 ヵ月後  ⇒  即日  

ITC 試験から始める方は、試験合格後からケース研修申込まで約 2 か月程間が  

ありましたが、今回よりケース研修との連動性を考慮し試験受験後（ 7/1～  

7/31）第 2 期ケース研修の申込み (8/10 締切 )が出来るようになりました。  

 

◆プロセスガイドライン (PGL)◆  Ver. 1.1 ⇒  Ver. 2.0    

昨年 8 月に PGL が改定し今回の試験より対応してます。  

http://www.itc.or.jp/about/guideline/index.html  

 

◆専門スキル特別認定制度の資格◆  39 資格  ⇒  40 資格  

CBA(Certified Business Anlysis Professional)が追加されました。  

 

◆受験対策本◆  なし  ⇒  想定問答数発売  

今年の 4 月より情報戦略モデル研究所様より「 IT コーディネータ試験想定問  
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題集」が発売しております。  

http://itc-portal.jp/knowledge/dldoc/dlmarket -191455.html 

 

ご質問がございましたら試験担当までお気軽にお問い合わせくださいませ。  

試験ご案内ページ  http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆「 ITC Conference 2012」受付中！！  

今年度のカンファレンスの基調は「イノベーション」です。  

組織のイノベーションについての事例、また IT コーディネータのイノベーシ  

ョンについての期待、サジェスチョンについてプログラムを準備いたしまし

た。  

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2012/cf12_program.html  

皆さまぜひお申込みください。  

 

◆ 2012 年度資格更新締切間近！！  

今年度の資格更新手続きの締切は 7/2（月）です。  

2010 年度新規認定者、2011 年度資格更新者、2011 年度復帰認定者の方々が対  

象になります。  

知識ポイントの入力、  実務活動報告書の入力、更新申請をお願い致します。 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/point/p_index.xsl  

6 月以降順次に更新結果通知を郵送致します。  

問い合わせ先  multipoint-ent1@itc.or.jp 

 

◆「 IT 経営体感ケース研修 8 月度オープンコース」の申し込み受付中  

IT 経営体感ケース研修  ストラテジコース（ 2 日間）  

8/28（火）、 29（水） 9： 00～ 18： 00 IT コーディネータ協会 7F 

詳細は  http://www.itc.or.jp/news/20110520.html 

 

◆「中小企業の IT 経営研究会」浜名湖フォーラムの参加者募集  

経営情報学会の「中小企業の IT 経営研究部会」、武蔵大学の「松島研修室」、 

IT コーディネータ協会の「 IT 経営研究所」の 3 者合同で、研究合宿を行いま

す  

・ 9/7（金） 16:30 開始～ 9/9（日） 14:30 終了予定  

詳細は  http://www.itc.or.jp/institute120607-2.html 

 

◆セミナーのご案内  

協会の久保寺事務局長が委員を務める地域連携推進会議のセミナーが開催さ  

れます  
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7/18(水 )14:00～ 17:00 ハーネル仙台  

http://www.jisa.or.jp/seminar/20120718.html  

 

◆「オープンビジネスパートナー」プログラムのご案内  

Google オープンビジネスパートナー（ OBP)は、検索連動型広告 (Adwords)の利  

用支援およびウェブサイトの作成支援を現在行っている、もしくは始めてみ  

たいと思っている企業や個人を支援する無料プログラムです。  

ITC の資格を保有し、OBP プログラムに参加頂いた方には、セミナー講演資料  

や Adwords 無料クーポンが入手できるポータルサイトが利用できます。  

詳細は  http://www.google.co.jp/intl/ja/adwords/agencies/ 

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・石垣（ 6 月号） IT 化による中小企業のイノベーション  

    有限会社原田左官工業所（ ITC 阿部満氏）  

・週刊 BCN（ 6/4） IT 経営の神髄 /広瀬製作所  

    下：作業効率を大幅に改善（ ITC 坂田岳史氏）  

（ 6/18） IT 経営の神髄 /mama’ s cafe joy 

    上： SEO 対策でお客様を増やす（ ITC 小菅康浩氏）  

・ボランティア情報（ 5 月号）  

    隣のコーディネーター（ ITC 中尾克代氏）  

 

-----------------------------------------------------------------  

★．セミナーのお知らせ  

（ 6 月 23 日～ 7 月 14 日開催予定を掲載しております）  

------------------------------------------------------------------  

 

◆◇◆◇◆◇ 2012 年上期の主催セミナー日程はこちら◆◇◆◇◆◇  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_

F=1 

 

 

---------------共催・協賛・後援名義のセミナーのご案内 -------------- 

◆ GAPS/自治体支援力習得講座シリーズ（第 1 回自治体情報化・・・  

・日程： 6/23（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T 12

050430 

 

◆ ITC スカイウォーカーズ東京 /戦略技術カンファレンス  

・日程： 6/25（月）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060590 
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◆ IT マネジメント・サポート協同組合 /ITMS セミナー  

・日程： 6/27（水）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

050270 

 

◆ ITC 沖縄 /創立 10 周年記念 IT 経営シンポジウム  

・日程： 6/29（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

050280 

 

◆北海道 IT コーディネータ協議会 /ITC 北海道定時総会・講演会  

・日程： 6/29（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

050420 

 

◆ ITC 東京コンソーシアム /『標的型サイバー攻撃の事例分析』  

・日程： 6/29（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060570 

 

◆ NPO 法人 ITC 近畿会 /ITC 近畿会総会セミナー  

・日程： 6/30（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060540 

 

◆ ITC 沖縄 /日本ＩＴストラテジスト協会九州支部・ＩＴＣ沖縄第８回合同定

例会  

・日程： 7/7（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060600 

 

◆ ITC 実践研究会 /ITC 実践研究会 7 月セミナー    

・日程： 7/8（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

040150 

 

◆ NPO 法人大分 IT 経営推進センター /IT 活用経営戦略セミナー  

・日程： 7/12（木）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060490 

 

◆福岡 IT コーディネータ推進協議会 /第 17 回定例セミナー  
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・日程： 7/14（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12

060510 

 

◇ SAAJ 東北支部、 JISTA 東北支部、山形県 IT コーディネータ協議会  

 「 SAAJ 東北・ JISTA 東北・ ITC 山形  合同研修会」  

・日程： 6/23（土） 24（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

050350 

 

◇一般社団法人  システムエンジニアリング岡山  

平成 24 年度「 IT 経営・利活用セミナー in おかやま」  

・日程： 6/25（月）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

040110 

 

◇ NPO 法人スキル標準ユーザー協会 /スキル標準（ ITSS， UISS・・・  

・日程： 6/28（木）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

050380 

 

◇ビジネスベースひろしま（ BBH） /クラウド活用セミナー  

・日程： 6/29（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

050450 

 

◇ NPO 法人日本システム監査人協会九州支部  

  日本システム監査人協会  西日本支部合同研究会  in FUKUOKA 

・日程： 6/30（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

050410 

 

◇日本商工会議所、東京商工会議所 /中小企業情報セキュリティセミナー  

・日程： 7/5（木） 6（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

060460_1 

 

◇独立行政法人情報処理推進機構  

  IPA プロフェッショナルコミュニティフォーラム 2012 

・日程： 7/6（金）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

050370 
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◇公益社団法人日本技術士会情報工学部会 /「プロダクトライン開発の・・  

・日程： 7/7（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

060550 

 

◇ NPO 法人失敗学会 /2012 年度第 9 回大阪年次大会  

・日程： 7/7（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

060530 

 

◇一般社団法人 PMI 日本支部 /PMI 日本フォーラム 2012 

・日程： 7/7（土） 8（日）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

040190 

 

◆ IT コーディネータ協会後援セミナーのご案内  

→詳しくは以下の URL をご覧ください。  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s01a.xsl?TopPa

ge=1 

 

******************************************************************  

↓  各種問合せ先  ↓  

******************************************************************  

「創新」のバックナンバーは、下記に掲載しています。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html  

掲載内容のリクエストは随時募集中です！  

melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。  

*注意 * 

お問い合わせ・配信停止方法・送付先変更方法はこちらをご覧下さい。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html  

---------------------------------------------------------- -------- 

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メールマガジン担当：田口 /中村  


