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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 375 号】新年のご挨拶 /ITC Web カンファレンス公

開！  

 

みなさん、こんにちは。 ITC 協会の田口です。  

冬将軍が到来中ですね。雪国にお住まいの方は出勤前にまず車を  

雪の中から発掘しなければいけないそうです。発掘作業、お疲れ様  

です。今日は全国的に冷え込んでいるためか、協会内も寒いです。。 

今季最強の寒気が来ているそうなので、体調管理にご注意ください。 

寒さ対策は万全に！  

 

さて、 2018 年最初のメルマガは、新年のご挨拶と、 ITC Web  

Conference 2017 の公開のお知らせを中心にお知らせします。  

本年もどうぞよろしくお願いいたします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 澁谷会長より年頭挨拶  

 2.  「 ITC Web カンファレンス  2017」公開しました  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  澁谷会長より年頭挨拶  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

新年あけまして、おめでとうございます。 IT コーディネータ協会  

会長の澁谷裕以（ひろゆき）です。今年もよろしくお願いいたしま

す。  

 

今年のお正月は、全国的に晴天に恵まれたところが多かったよう  

ですね。皆さん、それぞれのお正月を楽しまれたのではないかと  

思います。  

 

１．第二の創業計画、いよいよ実行フェーズに  

昨年 6 月に会長に就任して以来、全国の IT コーディネータの  

皆さん、優れた実績を挙げておられる経営者の方々、あるいは  

各関係機関の皆さんとお会いし、いろいろなことをお聞きし、  

お話をさせていただきました。  
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そのなかで、経営者との対話を通じて IT を経営の力としていく  

IT コーディネータの役割が、中小企業がおかれた厳しい状況の  

なかで、今ほど求められているときはないと感じ、「第２の創業計  

画」という改革案をつくってきました。今年は、その実行の年です。  

 

まずは、 IT コーディネータによる IT コーディネータのための  

協会をつくり、多くの IT コーディネータが運営会員（今後、  

「正会員」と呼ぶ予定）になって協会運営に主体的にコミットし、  

一緒に改革を進めていくことのできる態勢をつくるために、  

定款を根本である「目的」や会員制度から見直していきます  

 

続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/blog/blog20180104.html?=ml375 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  「 ITC Web カンファレンス  2017」公開しました  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

2017 年 11 月 24 日と 25 日の 2 日間にわたって、「ベルサール新  

宿グランド」にて「 ITC Conference2017」を開催いたしました。  

開催から 16 回目を迎えた今年は「 ITC がつなぐ付加価値創造社会  

～ Road to Society 5.0～」をテーマに、各専門分野でご活躍の  

皆さまにご登壇いただきました。  

今年の「 ITC Web Conference」は、 A パック（初日＋ 1 日目）、  

B パック（初日＋ 2 日目）をご用意しております。  

※尚、一部登壇者の希望により非公開のものもございますので、  

ご注意下さい。  

◆当日ご参加された方には、後日視聴キーのご案内をいたします。  

 

■受講資格：  協会会員、 ITC 

■申込期間：  2017 年 12 月 28 日（木）～ 2018 年 10 月 31 日（水） 

■費用：  各 2,980 円（税込み）  

■支払方法：クレジットカード、銀行振込  

※  尚、お支払い後のご返金はいたしかねますので、あらかじめ  

ご了承ください。  

■実践力ポイント：ITC の方には、A パック、B パックのそれぞれに  

2 ポイントを協会から付与いたします。（有料 e ラン購入時）  

 

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/itc_conf/web/index.html?=ml375 

 

https://www.itc.or.jp/blog/blog20180104.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/itc_conf/web/index.html?=ml375
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  協会からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆決済システムのメンテナンスのお知らせ  

日時： 1 月 17 日（水） AM1:00～ AM5:00 まで  

メンテナンス作業中は全決済機能が停止いたします。  

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml375 

 

 

◆オンラインヘルプのメンテナンスのお知らせ  

日時： 1 月 19 日（金） 23:00 から  1 月 20 日（土） 4:00 まで  

※時間は前後する可能性があります  

サービス停止の時間帯は本サービスをご利用いただけません。  

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml375 

 

 

◆『マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー』開催！  

マイナンバー制度への取り組み支援として、今年は「【民間活用  

編】マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー (2017 年度  

版）」を開催します。  

※特典として、研修修了者には企業向けセミナー・説明会等を  

実施する際に使用できる PPT 資料を電子媒体で提供いたします  

（修了者のみ使用可）。  

開催日： 1 月 31 日（水） 18： 00～ 20： 00 

場所： IT コーディネータ協会  会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml375 

※ 2 月 16 日、 3 月 16 日も開催を予定しております。  

 

◆「経済産業省関係  平成 30 年度当初予算案及び平成 29 年度補  

正予算案の概要」が公表されました。  

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/index.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■経営から評価される IT サービスマネジメント  

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

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml375
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/index.html
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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：  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?=ml375 

※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：  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?=ml375 

※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。  

 

 

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

■必見！必修！必須！ IoT に求められるセキュリティ対策  

～セキュリティ連鎖リスクの高い IoT 機器・システム・サービスを  

安全に活用しよう～  

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

【第 1 部】：「 IoT 特有のセキュリティリスクとその対策」  

       ～ IoT セキュリティガイドライン  ver1.0 と今後の展望～   

講師： MCPC 特別参与   山澤  昌夫氏（工学博士）  

【第 2 部】：「 IoT 導入時におけるセキュリティ対策の事例と課題例」  

講師：株式会社叢雲堂  池谷  隆典氏（ IT コーディネータ）  

開催日：  1 月 30 日 (火 )  14： 00-16： 10（ 2 部構成）  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c5_it_1.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml375
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詳細：お申込みはこちら（ライブストリーミングと会場参加型）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/130_iot.html?=ml375 

 

 

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

■ソフトウェア開発力強化セミナー in 仙台  

 ～要件定義と定量的マネジメントの勘どころ～  

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

IPA/SEC では、 IT 利活用を支えるために、ユーザの要求を正確に  

仕様化する技術や開発品質・コスト・納期（ QCD）を維持・向上し  

ていく定量的管理手法の普及を進めています。今回、 IPA/SEC の  

地域支援活動の一つとして、宮城県情報サービス産業協会と共催  

で仙台地区の主にベンダ企業を対象にソフトウェア開発力の強化を  

目指したセミナーを開催します。  

開催日：  1 月 30（火）  14： 00～ 17： 00 

会場：ハーネル仙台  

お申込み・詳細はこちら  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20180130-01.html 

 

 

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

■ SEC 先進事例応用セミナー  ソフトウェア品質事例最前線  

 ～ソフトウェア品質シンポジウム AWARD 受賞者から学ぶ～  

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

IPA/SEC では、 2013 年度から先進的な設計・検証技術の適用事例  

を収集しています。新しい適用事例の中から「ソフトウェア品質  

シンポジウム」で AWARD を受賞した事例を選び、実践的な取組み  

を紹介します。他社がどのような取組みを実践しているか、教科  

書には載っていない課題や工夫のポイントはどこにあるのか、  

自社に取り入れるヒントが多く含まれています。  

開催日：  1 月 30（火） 10： 30～ 17： 45 

会場：文京グリーンコートセンターオフィス 13 階  

   独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)内  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20180130-02.html 

 

 

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

■ 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 BRM 

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

この講座は企業内 ITC 向けに設定されたコースとなっており  

特に、以下 2 点の強化を目標として掲げています。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/130_iot.html?=ml375
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20180130-01.html
https://sec.ipa.go.jp/seminar/20180130-02.html
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・企業で頼りにされる ITC の付加価値は何か、具体的な事例を基  

に演習を行い、これまでの業務の取り組み方を見直し、実践力を  

身につける。  

・ IT 経営プロセスを深堀し、 ITC コンテンツやレファレンスも  

活用しながら、効率的、効果的な業務の進め方を身につける。  

実務に役立つ新商品・サービス企画から、分析、戦略実施までを  

上流に重点を置いて実践します。  

（ PDU が、技術 2、ビジネス／戦略 4、合計 6PDU 取得可能です。）  

開催日：  1 月 31 日（水） 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/foritc/seminar/_it_c4.html?=ml375 

※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。  

 

 

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

■大阪開催：イノベーションを起こす！  ビジネスを「創る」ため  

のビジネスモデル・キャンバス（基礎編）  

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

本講座では、新しいビジネスを「創る」視点に着目し、ビジネス  

モデルキャンバスを使ってビジネスを「創る」ための考え方や  

プロセスを、ワークショップ形式で身につけていただき、今後の  

ビジネスモデル開発やクライアントの支援に役立てていただくこと  

を目的としています。  

開催日：  2 月 3 日（土） 10： 00～ 17： 00 

会場：大阪私学会館  第 3 研修室   

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170283.html?=ml3

75 

※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：  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?=ml375 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_it_c4.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170283.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170283.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml375
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※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

5 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml375
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml375

