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◆ ITCA メルマガ「創新」第 250 号◆ ITC カンファレンス 2012 総括◆  

 

みなさん、こんにちは！メルマガ担当の中村路子です。  

18 日（火）より、 IT コーディネータ協会は新オフィスに移転いたします！  

それに伴い、 14 日（金）午後より全システム一時停止と電話および FAX が不  

通になります。詳細はインフォメーションご覧ください。  

新オフィスの近くには「六義園」があり、素晴らしい庭園が有名です。  

春にはしだれ桜のライトアップ、秋にはつつじや紅葉が大変綺麗ですので、  

お近くまでお越しの際には、見物ついでに協会までぜひ遊びにいらしてくだ  

さい。協会一同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． ITC カンファレンス 2012 特集  

3． ITC 掲示板  

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）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆大阪商工会議所の IT 相談の活用  

特定非営利活動法人 WIT 理事長  本多  茂  

 

 今年の夏、大阪は異常な雨と雷に見舞われ移動中、ボトボトになること数  

回。企業訪問も大変という状況でした。さて、大阪商工会議所の経営相談室  

の IT の窓口相談を引き受けてから 4 年を超え、年間 100 社前後の中小・零細  

企業の相談を行っています。相談内容は約 60%がホームページに関する内容で  

「自社商品を売りたい」「取引先の拡大をしたい」という課題を持ってこられ  

ます。時には基幹系業務システムのリプレイス、会計業務、ネットワークと  

多岐にわたる課題が出てくるようです。  

 私どもとしてはこれらの相談の中から「重要かつ緊急の課題」に対応する  

ため、近畿経済産業局の中小企業支援ネットワークを活用し、専門家派遣を  

実施いたします。この専門家派遣は 3 回だけという限定のため、実際には課  

題解決には至らず、指針を決めていける程度です。企業様の要望に基づいて、  

引き続き有償でコンサルティングを継続することもあります。このようなコ  

ンサルティング案件は年間 10 数件発生しており、 NPO-WIT 会員の ITC 皆様に  

対応していただくこともあり、幅の広い体制を整えて企業様の要望にお応え  

するようにしています。企業の皆様、 ITC の皆様ぜひ大阪商工会議所の IT 相  

談をご利用ください。  

 話は変わりますが、 NPO-WIT では約 17 坪の事務所スペースを活かして、独  
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立系 ITC のためのレンタルブースを設けました。まだ、募集はしていないの  

ですが事務所にお困りの方に貸し出そうかなと考えています。接客スペース  

や 10 名程度のミーティングスペースも完備され、共用ですが 20 名程度の会  

議室もあります。私どもとの協業も含め ITC の皆様のご利用をお待ちしてい  

ます。  http://www.wit.or.jp 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC カンファレンス 2012 特集  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ITC カンファレンスを終えて  IT コーディネータ協会  会長  播磨  崇  

 

2012 年度の ITC カンファレンスも皆様のご支援のお陰で、今回も 2 日間で  

1,600 名の方に参加頂き、盛会のうちにカンファレンスを終える事が出来まし  

た事に対し、皆様に厚く御礼申し上げます。  

今回は「 IT コーディネータ新時代～お客様価値の向上～」と言うテーマで  

開催いたしました。特に中小企業の経営者の課題である  既存事業の販路・  

市場拡大、製品やサービスの高付加価値化や人材の確保・育成を解決するた  

めは、各企業でイノベーションが今こそ求められていると考え、今回はイノ  

ベーションをキーワードにして、講演者の方々に発表をして頂きました。  

届け出組織における新たな取り組みや 2012 年中小企業 IT 経営力大賞を受賞  

された方々の発表が皆様にとって、新たな気付きを得て頂けたのではと感じ  

ています。  

また今回から中小企業 IT 経営力大賞において受賞された企業及び認定企業  

を支援された ITC の方々を協会として表彰させて頂きました。次回の開催に  

向けて、アンケート結果及び、更にこれからの皆様からのご意見を踏まえ、  

皆様にとってより良いカンファレンスにしていきたいと考えています。どう  

ぞ宜しくお願い申し上げます。  

最後になりますが、カンファレンスに実際に参加できなかった ITC の皆様  

に、今回も WEB カンファレンスを提供させて頂きます。ぜひ一覧頂ければと  

思います。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

●書籍発行のご案内  

谷  巌氏、用松  節子氏、瀬川  武彦氏の書籍が発行されました。  

「炎の Android 開発道場」  

開発者コミュニティの調査・研究活動から生まれた、とてもユニークな 1 冊。  

Android の本格プログラマーを育てるための「初級者教育」の集大成です。  

リックテレコムより好評発売中！！  

http://www.ric.co.jp/book/contents/book_901.html  
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●連載のご紹介  

松岡  祥仁氏  

9/3 よりキーマンズネットに「スマホに続く新しいデバイス「スマート TV」  

とは」の連載がスタートしました。  

毎週月曜日更新で 4 週に渡っての連載です。  

http://www.keyman.or.jp/at/pcmob/display/30005031/  

 

井上  正和氏  

9/3 から日経 BP ITpro での連載がスタートしました。  

毎月 1 回の 10 回の連載です。  

内容はプロジェクトメンバーとの対話を通して、 PGL2.0 のポイントを解説す

る  

構成になっています。  

http://pre-itpro.nikkeibp.co.jp/article/MAG/20120827/418424/  

ID： itpro201209 

パスワード： 64sKMFf7 

 

 

※メルマガへの掲載希望の方は  melmaga@itc.or.jp までご連絡ください。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【重要】オフィス移転のため全システム一時停止のお知らせ  

移転に伴い電話および FAX が不通になります。  

【停止日時】  

・電話および FAX 9/14(金 )16： 00～ 9/18(火 )10： 00 まで  

 ※移転に伴い電話および FAX が不通になります。  

・ WEB・インターネットサービス全般  9/14(金 )午後～ 9/18(火 )10： 00 まで  

 ※ DNS 変更に伴い一時的に接続ができなくなります。  

http://www.itc.or.jp/news/post_306.html  

大変ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。  

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

◆ 9/18（火）より新オフィスになります。  

http://www.itc.or.jp/news/newmap.html  

 

◆ IT コーディネータ試験・第 25 回試験  9/15 より募集開始  

試験種別：（ 1） IT コーディネータ試験、（ 2）専門スキル特別認定試験  

【募集期間＆予約期間】  9/15（土）～ 11/13（火）  

【試験実施期】      10/15（月）～ 11/18（日）  
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詳細は  http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html 

 

◆機関誌「架け橋」 13 号受付開始いたしました！  

機関誌 13 号は「地域に根づくコミュニティづくり」と「 IT ベンダーの ITC 

社内活用」の特集 2 本立てでお届けいたします。  

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

 

◆東日本大震災復興ビジネスフォーラム～ネットショップの活用による販路  

拡大～  

商工会議所では、ネットショップの活用による販路拡大をテーマとしたフォ  

ーラムを 10 月 13 日（土）仙台で開催いたします。事業計画立案をはじめ店  

舗構想、販売促進、SNS 活用などネットショップ構築・運営の基本・ノウハウ  

を学ぶことができます。また、セミナー後に講師や ITC による個別相談も行  

いますので、是非被災地の中小企業にご案内ください。（参加費無料）  

http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/torihiki/netshop.h

tml 

 

◆「 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/ 

●サイボウズ株式会社  業務アプリ構築クラウド「 kintone」  

変化の早いビジネス環境に即座に適応するため、ファストフードのように気  

軽に使える「ファストシステム」をコンセプトとしています・・・  

 

◆ ITC 関連プレスリリース情報  

・石垣（ 8 月号） IT 化による中小企業のイノベーション  

    株式会社共榮（ ITC 山口康雄氏）  

・週刊 BCN（ 8/20・ 27） IT 経営の神髄 /東京商工会議所  

    上：ウェブ上で ITC に相談  

    下：ウェブ＋直接訪問で相談に乗る（ ITC 小林邦人氏）  

KEY PERSON（ IT コーディネータ協会会長  播磨崇）  

（ 9/3・ 10） IT 経営の神髄 /アクセス  

    上：付加価値サービスを模索  

    下：購読単価の回復を果たす（ ITC 若松敏幸氏）  

・釧路新聞（ 8/24）プロが教える経営のツボ（ ITC 乗山徹氏）  

・経済産業新報（ 9/1）  

 

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

★．セミナーのお知らせ  

（ 9 月 14 日～ 9 月 30 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◆◇◆◇◆◇  
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https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p01.xsl?nendo_

F=1 

○ビジネスアナリシスと要求工学の潮流･･･ BABOK の方向性と、 REBOK の活用  

について･･･ 10/11(木）東京開催受付中！！  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xsl?ID=160   

 

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

◆ ITC 兵庫会 /ITC 実践セミナー「地域に根ざした IT サービス」  

・日程： 9/15（土）  

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

070940 

 

◆ ITC イースト東京・分科会 3/平成 24 年度  第 1 回 ITC 向け勉強会  

・日程： 9/20（木）  

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

081140 

 

◆四国 ITC 協議会 /10 周年記念セミナー  

・日程： 9/21（金）  

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

070840 

 

◆神奈川県 IT コーディネータ連合会  

 「国際会計基準の最新動向」及び「モバイルクラウドを活用した・・・  

・日程： 9/22（土）  

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

081200 

 

◆ IT マネジメント・サポート協同組合  

 ITMS セミナー  「農林漁業者の活性化！  IT 活用の視点から」  

・日程： 9/26（水）   

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

081020 

 

◆一般社団法人みちのく IT 経営支援センター /TRIZ による経営課題解決  

・日程： 9/28（金）  

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

081150 

 

◆ GAPS/自治体支援力習得講座シリーズ（第 3 回自治体情報化に寄与する・・・ 

・日程： 9/29（土）  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=T12
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081060 

 

◆特定非営利活動法人 ITC 近畿会 /第 3 回 ITC 近畿会セミナー「 Ruby の紹介」 

・日程： 9/29（土）  

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

091280 

 

◇ぎふ IT・ものづくり協議会【共催】財団法人ソフトピアジャパン  

  本格活用始まる「ビッグデータ」ビッグデータを競争力向上につなげる  

・日程： 9/14（金）  

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

070900 

 

◇一般社団法人日本オフショアビジネス協会  

  オフショアビジネスフォーラム東京 2012 

・日程： 9/14（金）  

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

080990 

 

◇ PMAJ 関西 /PMAJ 第 103 回  関西例会   

・日程： 9/14（金）  

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

081130 

 

◇経済産業省、 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会  

 情報セキュリティ対策  中小企業向け指導者育成セミナー  

・日程： 9/18（火）仙台  

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

050330_5 

・日程： 9/26（水）水戸  

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

050330_6 

 

◇株式会社 BCN/「 SMB&地方自治体」攻略 IT ビジネスセミナー  

・日程： 9/21（金）  

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

081050 

 

◇ 公 益 社 団 法 人 日 本 技 術 士 会 近 畿 本 部  情 報 工 学 部 会 関 西 情 報 技 術 士 会

(PEAK/IT) 

  関西情報技術士会 2012 年秋オープンフォーラムテーマ「クラウドと・・・ 

・日程： 9/21（金）  
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https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_s02.xsl?ID=K12

081000 

 

◇日本システムアドミニストレータ連絡会 /第 13 回全国大会（京都府）  

・日程： 9/22（土）・ 23（日）  

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

081220 

 

◇プロジェクトマネジメント学会  関西支部 /設立 1 周年記念シンポジウム  

・日程： 9/23（日）  

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

070960 

 

◆ 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/semi nar_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  


