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◆◆◆◆ ITCA メールマガジン「創新」  第 246 号  2012.7.13◆◆◆◆  

 

みなさん、こんにちは！メルマガ担当の中村路子です。  

来月の 8 月 24・ 25 日は ITC カンファレンスが開催されます。  

開催にあわせ、今号より 4 回に渡り「 ITC カンファレンス 2012 特集」をお送  

りいたします！  

今年度のテーマから、各プログラムの見どころ、新しい取り組みなどを順次  

ご紹介させていただく予定です。  

毎年、真夏の暑～い時期に開催される ITC カンファレンスですが、気温に負  

けないよう、熱い内容をお届けできるよう頑張りますので、皆様のご参加を  

協会一同、心よりお待ちしております。  

 

── 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． ITC カンファレンス 2012 特集  

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）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆小規模企業向けの「 ITC 支援モデル」構築に向けた取り組み  

特定営利法人  長野県 IT コーディネータ協議会  中河  純子  

 

 クラウド SaaS 等の利用により中小・小規模企業も素早く低コストで IT 経  

営ができる時代がきた！と言われているものの、未だ IT リテラシーが低い特  

に小規模企業にとっては、 IT 経営は困難であり、またこの景気低迷の折、 IT 

専門の人材確保や、外部コンサルタントを依頼することもままならない状況  

です。そこで、ITC 長野民間事業部では、地域の同業種の数社をまとめコンサ  

ルすることで小規模企業でも IT 経営を達成できる「 ITC の支援モデル」を作  

ろうと調査・研究事業に取り組んでいます。  

今回の対象業種は「観光業の中の宿泊業」、豊かな自然・温泉に恵まれてい  

る長野県の重要な産業であること、老舗の小規模事業者が多い業界であり時  

代の変化に対応できず経営課題を抱えている事業者が多いことに着目しまし

た。  

第 1 段の取り組みとして県内  約 1500 件の宿泊業事業者へアンケートを行い、 

IT 経営の実情と経営課題を調査しています。現在回収途中で約 10％の回収率  

ですが、  

・自社ホームページからの集客を増やしたい。 SNS の活用方法を知りたい  

・顧客管理を IT 化して、よりきめの細かいサービスを提供できるようにした
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い  

・経営者が高齢の為、 IT 関連が弱体である。今後の方向や改善をアドバイス  

いただきたい。  

等々の声が寄せられています。（アンケート集計後、ITC 長野の HP に掲載いた  

します。 http://www.itc-nagano.jp）  

今後、第 2 段の取り組みとして、同じ課題を抱える事業者を集め、ソリュー  

ションを提供する機会（セミナー・研修会・展示会等）を開催する予定です。  

宿泊業向けのソリューションをお持ちの方、またこの取り組みにご興味のあ  

る方、 ITC 長野 HP まで、情報をご提供下さい！  

  

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

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

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆アイティコーディネータやまぐち協同組合  代表理事  三宅  功一郎  

http://www.itcy.axis.or.jp/  

 

アイティコーディネータやまぐち協同組合は、 2002 年 9 月に山口県在住の  

ITC185 名により山口県宇部市にて設立されました。それから 10 年、メンバー  

も増加し、現在、組合員 14 名、賛助会員 3 名、法人会員 1 社で活動しており  

ます。この間、中央会、商工団体等との連携を軸に“自立と成果”を目標に  

掲げ活動してきました。  

経営者の追い求める経営革新には、特に地方の中小企業では、 IT 活用が不  

可欠である事をこれまでのセミナーや研修会を通じ痛感しています。この点  

から、我々 ITC が貢献出来る分野の存在を認識させられると共に、達成に対す  

る責任を感じております。  

今年度から開始される県内でのケース研修を足掛りに、新しい ITC を迎え  

入れる事で組織を更に強化し、自治体・企業の求めるニーズや環境変化に対  

応出来る組織で、これからの 10 年、新たな“自立と成果”に向け取組みたい  

と考えています。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC カンファレンス 2012 特集  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会  会長  播磨  崇  

 

恒例の ITC カンファレンスは、本年で第 12 回目を迎えることとなりました。 

これも ITC の皆様、ご支援いただいている皆様のおかげと感謝しております。  

 昨今の激変するビジネス環境の中で、企業は「グローバル化」「事業転換」 

「人材育成」「企業間連携」「知財」等、さし迫った多様な課題を抱えていま  

す。これらの経営課題に対応するためには、ビジネスの改革だけではなく変  

革すなわちイノベーションが求められています。  

IT を活用し、IT 融合とでも呼ぶべき現象を起こすイノベータが期待されて  

http://www.itcy.axis.or.jp/
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おり、このイノベータを ITC の役割と考え、大会テーマを「 IT コーディネー  

タ新時代  ～お客様価値の創造～」といたしました。  

 このカンファレンスが皆様の知識や実践力を身につける良き機会となり、  

ネットワーク形成のお役に立ちますよう、心より祈念しております。  

 

■■■■～ ITC カンファレンス 2012 のプログラムについて～■■■■  

今回の基調講演は富士通株式会社相談役の黒川博昭氏にお願いしました。  

題して「新時代の ITC に期待すること」です。  

黒川氏は富士通株式会社社長時代に会社自らの変革を成し遂げた実績をお持  

ちで、現在は、これまでのご経験を基に、イノベーションをリードするビジ  

ネスパーソンの育成にご尽力されています。  

新たな時代に活躍を期待される ITC に、助言と応援をいただきます。  

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

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ 2012 年度第 2 期 IT コーディネータ資格認定用ケース研修受講申込み受付中  

募集期間： 2012 年 7 月 2 日（月）～ 8 月 10 日（金）  

開催場所：全国 17 地域、 37 コースで開催予定  

開催期間： 2012 年 8 月 26 日～ 2012 年 11 月 23 日  

詳細は  http://www.itc.or.jp/authorize/training/ 

 

◆「 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 IT 経営力大賞 2013 募集開始  

本日より、「中小企業 IT 経営力大賞 2013」が募集開始となります。  

募集期間： 7 月 13 日（金）～ 9 月 28 日（金）  

募集期間が長くなりましたので、多くの応募をお待ちします。  

事前申込制（ 9/7 締切）を採用し、応募までのフォローを行います。  

応募要領等詳細は  http://www.it-keiei.go.jp/award/ 

 

◆「東京経営塾」が専門家の講師登録を受け付け中！  

中小企業の強靭な企業体質作り支援する「東京経営塾」（塾長：ITC 田中渉氏）  

が、企業経営支援を始めたい意欲ある ITC を対象に講師（コンサル）登録を  

受け付けます。 ITC 協会も運営会員として同塾の活動に協力しています。  

・メリット、特典など詳しくは以下をご覧ください。  

 東京経営塾サイト  http://www.infoconveni.co.jp/   

http://www.itc.or.jp/authorize/training/
http://www.itc.or.jp/news/20110520.html
http://www.it-keiei.go.jp/award/
http://www.infoconveni.co.jp/
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 TIMC-BLOG（申込み） http://www.timc-pass.jp/info/ 

 

◆「 ITC-Biz」サイト新着情報  

IT ベンダが創るソリューション  http://www.itc-biz.jp/vender_solution/ 

●富士ゼロックス株式会社  

仕事のコミュニケーション改革で売上アップと効率化を！ "SkyDesk" 

名刺整理からお客様リストの管理、商談、成約、サポートなど、仕事に関す  

るコミュニケーションツールを全て一つにまとめています  

●デジタルハリウッド株式会社  

SmartWork 人材コーディネーター養成講座  

ジョブマッチングにおけるコーディネート業務を担当する認定資格講座です  

●株式会社システムズナカシマ  

営業支援システム  NICE 営業物語  シリーズ  

営業現場の改革に活用頂けるソリューションとして、スマートフォン対応、  

SaaS 及びオンプレミス提供を行っている営業支援システムです  

 

◆ MOBP セミナーのご案内  

7 月 26 日（木） IT コーディネータ協会 7F にて、 Google 担当者による  

「 MOBP トレーニングセミナー（仮）」を予定しております。  

詳細決定次第、 Google+内等でご案内させていただきます。  

https://plus.google.com/109010678438515762578/posts?hl=ja  

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・週刊 BCN（ 6/18） IT 経営の神髄 /mama’ s café joy 

    下：地域性を生かして認知度を向上（ ITC 小菅康浩氏）  

・週刊 BCN（ 7/2・ 9） IT 経営の神髄 /天坊  

    上：縮小傾向の市場で、ネット集客を強化  

    下： IT 経営の全体最適化を推進（ ITC 木部美春氏）  

・中部経済新聞（ 6/26）  

・日本情報産業新聞（ 7/2）  

・日経ネットワーク（ 7 月号）ベンダー系資格の特徴  

 

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

★．セミナーのお知らせ  

（ 7 月 14 日～ 7 月 28 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 -------------- 

http://www.timc-pass.jp/info/
http://www.itc-biz.jp/vender_solution/
https://plus.google.com/109010678438515762578/posts?hl=ja
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◆福岡 IT コーディネータ推進協議会 /第 17 回定例セミナー  

・日程： 7/14（土）  

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

060510 

 

◆ ITC 埼玉 /7 月度埼玉 IT 経営研修セミナー  

・日程： 7/21（土）  

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

060620 

 

◆ WEB クリエイターズ高知 /「『選ばれる CMS とその理由』・・・  

・日程： 7/21（土）  

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

060520 

 

◆虎ノ門 IT 経営支援センター /IT 経営勉強会（ No1）クラウド・・・  

・日程： 7/27（金）  

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

070700 

 

◆特定非営利活動法人経営情報協議会  

「スマートデバイスの有効活用による経営力向上」  セミナー  

・日程： 7/28（土）  

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

070690 

 

◆特定非営利活動法人 ITC 近畿会／独立行政法人  情報処理推進機構  

ITC 近畿会総会セミナー  

・日程： 7/28（土）  

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

070680 

 

◇ (独）情報処理推進機構  技術本部  ソフトウェア・エンジニアリング・セン

ター  

 ソフトウェア開発データ白書と定量データの活用方法  

・日程： 7/20（金）  

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

033300_11 

 「プロセス改善ベストプラクティス」ワークショップ  

・日程： 7/27（金）  

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

033300_12 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12070700
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12070700
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12070680
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12070680
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◇日本電気株式会社 /営業力アップセミナー・・・  

・日程： 7/24（火）  

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

060610 

 

◇一般社団法人  持続可能なモノづくり･人づくり支援協会  

 【  IT マネジメント失敗の本質  】～中小企業における IT 活用・・・  

・日程： 7/24（火）  

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

060480  

 

◆ 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  

 

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12060480
https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12060480
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html
mailto:melmaga@itc.or.jp

