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

本メールは、『 ITC＋』にご登録頂いている方に配信しておりま  

す。配信停止をご希望の場合は、メール末尾をご覧ください。  

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

 

【 ITCA メルマガ 374 号】会長ブログはじめました /ITC コラム紹介  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

今日は冬至ですね。冬至と言えばカボチャとゆず湯。  

カボチャを食べて運をつけて、ゆず湯に入って体を温めて年末年始  

に体調を崩さないようにしたいなと思います。  

今号は 2017 年最後の ITCA メルマガです。今年も皆様大変お世話に  

なりました。良いお年をお迎えください。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 会長ブログはじめました  

 2.  ITC コラム紹介： PMI/ISO の PM 最新動向のご紹介  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  会長ブログはじめました  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

皆さん、こんにちは。今年もあとわずかになってきましたが、  

お元気でお過ごしのことと思います。 IT コーディネータ協会・  

会長の澁谷裕以（ひろゆき）です。  

 

私も 6 月 19 日の就任以来、早くも半年が経過しました。その間、  

全国の届出組織にお邪魔して、多くの IT コーディネータの皆さん  

と懇談をさせていただき、皆さんと楽しく美味しいお酒を飲み  

かわすことができました。ありがとうございました。改めてどこ  

に行ってもそれぞれの場所で美味しい食事や旨い酒があるこの国  

に生まれてよかったとしみじみ思っています。  

 

さて、訪問した地域の皆さん、あるいはカンファレンスに出席い  

ただいた皆さんには、私が就任以来、皆さんのご意見を拝聴しな  

がらつくってきた協会改革案（以下、「第 2 の創業計画」）の話を  

させていただいていますが、 6200 名の IT コーディネータすべて  

の方々とは、まだ直接お話はできていません。  
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そこで、会長ブログを定期的に発信することで、皆さんとの対話を  

深めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

 

記念すべき第一回目は、「第 2 の創業計画」について、一枚にまと  

めたペーパーとカンファレンスでのご挨拶の動画をご紹介させて  

いただきます。カンファレンスでの挨拶は 30 分。最初はカン  

ファレンスでの講師の方々の紹介をしていますが、 7 分 40 秒の  

ところから見ていただくと、その後はすべて「第 2 の創業計画」  

の話になっています。これが一番まとまっていて判り易いと思い  

ますので、是非、ご覧になっていただきたいと思います。  

 

続きはこちら。ご意見、ご感想をお待ちしています。  

https://www.itc.or.jp/blog/?=ml374 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ＰＭＩ／ＩＳＯのＰＭ最新動向のご紹介  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの田島  彰二さんに、「ＰＭＩ／ＩＳＯのＰＭ  

最新動向」について執筆頂きましたのでご紹介します。  

田島さんは PM の ISO 化（ ISO21500 シリーズ）の委員、米国 PMI の  

現 4 標準全ての貢献者、英国 PRINCE2 の日本語翻訳監修者です。  

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

 

今年（ 2017 年）は、ITC にとって参考になるビジネス分析と実践に  

関する世界の標準・ベストプラクティスが発行／更新された年  

だった。そのポイントは、二つあり後述する。 IT コーディネータ  

の利用の観点からは、ビジネス分析標準、ポートフォリオ・マネ  

ジメント標準等の上流領域での概念、ツール、プロセスの考え方  

が利用できる。これらに関しては、 ITC フォローアップ研修 c4. 

「 IoT 環境で企画から実践までのベネフィットリアライゼーショ  

ンマネジメント」で紹介している。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_it_c4.html?=ml374 

 

一つ目は、一般的にはプロジェクトマネジメントの元締めとも目  

されている、プロジェクトマネジメント協会（米国）から、新規  

のビジネス分析のガイド標準（ 1 版）（ *1）が発行された。さらに、 

ほぼ 4 年毎にオリンピック年周期程度で更新されてきた、主要な  

3 つの標準、ポートフォリオ標準（ 4 版）（ *2）、シリーズ物のプロ  

ジェクトの固まりをビジネス観点で効率を上げて管理するプログ  

ラム標準（ 4 版）（ *3）、一つのプロジェクトをしっかり仕上げる  

プロジェクトマネジメント標準（ 6 版、 PMBOK*と言われる）（ *4）  

が、更新された。  

https://www.itc.or.jp/blog/?=ml374
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_it_c4.html?=ml374
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続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/itccolumn-

20171222.html?=ml374 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  協会からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆WEB サーバメンテナンスのお知らせ  

弊協会 Web サイトへの接続が一時的に数分、不安定になる場合が  

あります。しばらく経ってから再度ご利用ください。  

ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。  

メンテナンス期間  

12 月 22 日（金） 17： 00 ～  12 月 25 日（月） 10:00 までの間  

 

 

◆年末年始休業について  

弊協会の年末年始につきまして、下記の通りご案内いたします。  

年末年始休業日： 12 月  29 日（金）～ 1 月  3 日（水）  

※休業期間中にメールで頂戴したお問い合わせ等につきましては、  

1 月 4 日（木）以降、順次対応致します。  

 

 

◆次世代企業間データ連携調査事業「中小企業共通 EDI 標準」に  

関するパブリックコメント（意見公募）を開始しました。  

（  2018 年 1 月 10 日（水） 17 時まで）  

https://www.itc.or.jp/datarenkei/publiccomment/?=ml374 

 

 

◆ ITC Conference 2017 アンケート締切間近！  

ITC Conference 2017 にご参加いただいた方は会場でのご参加と  

アンケートご回答の両方でポイント付与の対象となりますので、  

忘れずにご回答をお願いします。  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017.html?=ml374 

 

 

◆ITC Web カンファレンスの公開について  

毎年ご好評頂いている ITC カンファレンスの WEB 配信は 12 月下旬  

頃（年内）を予定しております。しばらくお待ちください。  

 

 

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/itccolumn-20171222.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/itccolumn-20171222.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/itc_conf/2017.html?=ml374
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◆メルマガ読者プレゼントご応募ありがとうございました！  

抽選会の様子はこちら！  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot5.ht

ml?=ml374 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■ IT コーディネータのための「ファシリテーション」の指導スキル  

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

ファシリテーションの基礎スキルを、自社内、またはクライアン  

ト内で指導することができるようになります。あるいは、自身が、  

ファシリテーション基礎研修を主催して講師を務めることができる  

ようになります。この研修では、「 IT コーディネータのための  

ファシリテーション基礎スキル」（別途開催）で使用しているテキ  

ストを用いて、同研修の運営スキルを学んでいただきます。  

「教えることは学ぶこと」でもありますので、必ずしも講師を務  

める予定がない方でも、自身のスキルアップとして、  

ぜひ、ご参加ください。  

開催日： 2018 年 1 月 13 日 (土 )10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml374 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

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

■変革のステップと合意形成  

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

企業組織が変革を成功させるためには、企業組織全体が一丸と  

なって変革を推進することが必要です。そして、猛スピードで変化  

する経営環境に耐える変革を行うためには、その内容について、  

多様な視点から検討を重ねたうえで「変革のステップ」ごとに、  

ステークホルダーの合意を形成していく事が重要になります。  

本講座では、変革を推進する上で重要となる合意形成について学習

します  

開催日： 2018 年 1 月 15 日 (月 )10： 00～ 17： 00 

会場：富士ゼロックス総合教育研究所  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150261.html?=ml3

74 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot5.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot5.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d8it.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150261.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150261.html?=ml374
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---------------------------------------------------------- 

■経営から評価される IT サービスマネジメント  

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

経営者が評価する＝企業にとって価値のある IT サービスとは  

どういうものなのか、ITCA がレファレンス・ツールとして紹介して  

いる IT サービスマネジメントのベストプラクティスである ITIL や  

国際標準規格 ISO/IEC20000、及び IT ガバナンスのフレームワーク  

COBIT を活用し考えていきます。  

ワークショップでは、経営（ないし顧客）とのサービスレベル合意  

「 SLA」について、様々な事例を講師のコンサルティングでの経験  

談を交えながら紹介した後、具体的な事例を用いて、経営から評価  

される最適な SLA の作成法を体得します。  

開催日： 2018 年 1 月 18 日 (木 )10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c5_it_1.html?=ml374 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

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

■金融機関連携ビジネス研修  

～金融機関に必要とされる IT コーディネータとは？～  

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

金融庁の金融行政方針が大きく変わった今が、金融機関連携の絶  

好の機会！金融機関とビジネスを行うための成功ノウハウを伝授  

します！！金融機関とビジネスがしたい ITC の仲間を募集中です！  

開催日： 2018 年 1 月 19 日（金） 10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml374 

※本講座は ITC 向けの ITCA 研修でございますが、今回、フォロー  

アップ対象講座としても設定いたしました。フォローアップ対象  

の方もぜひ受講ください。  

 

 

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

■働き方改革プロジェクトリーダー養成コース  

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

自社の働き方改革のリーディングを担当する経営層、プロジェクト  

リーダー、プロジェクトメンバー、現場推進者などの方を対象に、  

企業と個人の両方に成果を出す改革の進め方について、事例を交  

えながら基本的な考え方と実践のヒントを解説します。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c5_it_1.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml374
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生産性向上、多様な人材活用、リスク対応力強化（ BCP： Business  

Continuity Plan 事業継続計画）、ワーク・ライフ・バランス実現と  

いった目的達成を目指して、プロジェクトをどう進めたらよいか、  

自社の現状を振り返りながら考えていただく場です。  

開催日： 2018 年 1 月 24 日 (水 )10： 00～ 17： 00 

会場：富士ゼロックス総合教育研究所  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html?=ml3

74 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修  

～支援機関に必要とされる IT コーディネータとは？～  

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

先駆者ノウハウ大公開！小規模事業者・中小企業支援と IT 利活用  

促進の要である様々な支援機関と手を組んで IT コーディネータと  

してのビジネスを確立させよう！！  

開催日： 2018 年 2 月 9 日（金） 10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml374 

※本講座は ITC 向けの ITCA 研修でございますが、今回、フォロー  

アップ対象講座としても設定いたしました。フォローアップ対象の  

方もぜひ受講ください。  

 

 

その他のセミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage 

 

開催地やキーワードで検索が出来ます。  

※後援セミナーは、検索画面のカテゴリを「後援研修」に設定  

し、「この条件で絞り込む」ボタンを押すと表示されます。  

 

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

↓  各種問合せ先  ↓  

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

感想、掲載内容のリクエストは随時募集中！  

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。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml37

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170267.html?=ml374
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml374
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml374
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4 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml374

