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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 377 号】会長ブログ更新 /試験申込開始しました！  

 

みなさん、こんにちは。 ITC 協会の田口です。  

今日から冬季オリンピックが開幕ですね。オリンピックにはさほど  

興味ないですが、気づいたらテレビ見て応援してます。  

最近、テレビ番組でスケルトンを見て興味が沸き、オリンピック  

ではスケルトンが見たいなと思っているのですが、マイナーな競技  

のためか今のところテレビ放送が未定のようです。日本人も出場  

するので放送されるといいなと思います。  

 

さて、今回のメルマガでは会長ブログをメインにお知らせ致します。 

会長からの熱いメッセージとなっておりますので是非お読みくださ

い。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 会長ブログ更新しました！  

 2. IT コーディネータ試験  申込み開始！  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4.  関連団体よりお知らせ（ IPA）  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  会長ブログ更新しました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2/8、2/9 に会長ブログ更新しましたのでメルマガでもご紹介します。 

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

 

■2 月 9 日掲載：「第 2 の創業計画」、胎動し始めました  

会長の澁谷裕以（ひろゆき）です。  

今、「第 2 の創業計画」の第一歩として新しい定款の策定に向けて  

動き始めました。 3 月 7 日には新定款案を審議し、承認いただく  

ため、議決権をもつ運営会員にお集まりいただき、臨時総会を開き

ます。  

「第 2 の創業計画」では、日本の中小企業が IT を経営の力として  

生産性を高め発展するため、 6 千人のプロ、 1 万 4 千人の企業内  

ITC がそれぞれの役割を発揮して経営者を支援する態勢を構築す  
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る」としていますが、そのためには、まずは協会を IT コーディ  

ネータによる IT コーディネータのための組織にしていく必要が  

あります。それを実現するため、私たちの憲法とも言える定款か  

ら変える必要があると考えました。  

続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/blog/blog20180209.html?=ml377 

 

 

■2 月 8 日掲載： IT コーディネータに新しい良い風が吹いてきてい

ます。  

会長の澁谷裕以（ひろゆき）です。  

2018 年に入って、 IT コーディネータにとって、新しくて良い風が  

吹いてきていると感じます。嬉しいニュースが立て続けにあった  

ので、皆さんとシェアしたく。  

一つ目は、今回の補正予算で、経済産業省・中小企業庁が、中小  

企業・小規模事業者を対象とした「ものづくり・商業・サービス  

経営力向上支援事業（ものづくり補助金）」で１０００億円を計上  

したことは、ご存知のとおりです。私たち IT コーディネータは、  

この施策を受けて、 IT を経営の力として活用していけるように、  

経営者をサポートしていくことが強く求められています。  

そういったなかで、１月３１日の参議院予算委員会で世耕経済産  

業大臣が、公明党の山本香苗議員からのご質問に答えるかたちで、  

以下のようなご発言をされました。  

続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/blog/blog20180208.html?=ml377 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  IT コーディネータ試験  申込み開始！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

試験の申込みがスタートしました！  

締切日に近づくにつれ希望の会場・日程が取りにくくなりますので  

お早めにお申し込みください。  

 

・試験予約期間： 2 月 1 日（木）～  3 月 12 日（月）  

・試験実施期間： 2 月 13 日（火）～  3 月 15 日（木）  

IT コーディネータの方は試験の合格で 10 ポイント取得出来ます！  

 

試験のサンプル問題も公開中！  

詳細は下記 URL の「サンプル問題」よりご確認ください。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml377 

 

https://www.itc.or.jp/blog/blog20180209.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/blog/blog20180208.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml377


 3 / 8 

 

試験対策講座はこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml

377 

 

教材の「 IT 経営推進プロセスガイドライン」のご購入はこちら。  

ピンク色の表紙が目印です！（ Amazon でも購入可能）  

https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml377 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■ 2018 年度のフォローアップ研修  開催スケジュールが公開に  

なりました。お申し込みはしばらくお待ちください。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_2018.html?=ml377 

 

 

◆機関誌「架け橋」 23 号は 2 月発行予定です。  

23 号の特集記事は「 ITC ならではの IoT 導入事例」です。  

色々な事例を掲載しますので、ご期待ください。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/kikanshi23_g

oannai.html?=ml377 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  関連団体よりお知らせ（ IPA）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

独）情報処理推進機構（ IPA）よりお知らせです。  

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

 

■「情報セキュリティ 10 大脅威  2018」を発表！（ IPA) 

「情報セキュリティ 10 大脅威  2018」順位を発表されました。  

2017 年の発生事案から情報セキュリティ分野の研究者、企業の  

実務担当者などからなる「 10 大脅威選考会」が審議・投票を行い  

決定しました。  

 ・「組織」の 10 大脅威の順位  

第 1 位  標的型攻撃による情報流出  

第 2 位  ランサムウェアによる被害  

第 3 位  ビジネスメール詐欺  

詳細はこちらから  

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2018.html 

 

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml377
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_2018.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/kikanshi23_goannai.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/kikanshi23_goannai.html?=ml377
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2018.html
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■障害事例から学ぶ設計ミスの防止方法（組込みシステム編）  

～障害未然防止のための設計知識の整理手法紹介（演習付き）～  

本セミナーでは、障害情報記録から、障害未然防止のための設計  

知識を抽出して整理する方法を紹介します。次に、グループ演習  

を通じてその方法を体験していただきます。   

開催日時： 2018 年 2 月 23 日（金） 14:00～ 17:30  

会場：文京グリーンコートセンターオフィス 13 階   

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20180223.html 

 

 

■組込みソフトウェア開発の現場に役立つメトリクスとは？   

 ～定量データ活用推進ワークショップセミナー～  

IPA/SEC は、組込みソフトウェア開発の健全なプロジェクトの運  

営のために、メトリクス活用を推進してきました。本セミナーでは、  

組込みソフトウェア開発の現場に  メトリクスを導入して品質を  

組織的に確保しようとしている事例紹介と組込みシステム開発  

現場へのメトリクス導入や活用についての課題をテーマにして、  

全員参加型のパネル討議を行います。   

開催日時： 2018 年 2 月 28 日（水） 13:30～ 17:40  

会場：文京グリーンコートセンターオフィス 13 階   

詳細・お申し込みはこちら  

https://sec.ipa.go.jp/seminar/20180228.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー  

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

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： 2 月 16 日（金） 18： 00～ 20： 00 

場所： IT コーディネータ協会  会議室（ライブ配信あり）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml377 

※ 3 月 16 日も開催を予定しております。  

https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml377
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---------------------------------------------------------- 

■自治体ビジネス研修「上級編」  

～自治体支援の専門家への道～  

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

CIO 補佐官クラスの業務内容についてケーススタディを用意しまし

た！  

オンラインゲストとの意見交換の内容を受けてのアレンジも想定内  

普通ではあり得ない現職の職員さんと現職 IT アドバイザーの 3 名

から  

現場の声を聞き、共感し、求められる自治体支援者への道を手繰る  

開催日：  2 月 23 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/foritc/seminar/jichitai.html?=ml377 

※受講条件あります上記詳細頁にてご確認ください  

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修（実践編） 2017 

～支援機関の指導員が学んでいる「小規模事業者 IT 利活用推進  

手法」とは～  

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

本研修では、中小企業基盤整備機構が発行いている「小規模事業  

者のＩＴ利活用サポートブック」を参考に、実際に指導員の方々  

が受講している研修内容をさらに実践的に深堀した内容として学  

ぶモノです。  

東京開催： 2 月 24 日（土）～ 25 日（日）  

会場：機械振興会館   

大阪開催： 3 月 10 日（土）～ 11 日（日）  

会場：サムティフェイム新大阪  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar-

shienkikan_case.html?=ml377 

 

 

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

■ RPA は魔法のツール？ RPA 導入で業務はどう変わるのか  

～ RPA への期待と現実。 RPA 導入には業務プロセスの見直しが必須  

だった～  

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

【第 1 部】：「 RPA の基礎と RPA 導入に伴う業務プロセスの最適化  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar-shienkikan_case.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar-shienkikan_case.html?=ml377


 6 / 8 

 

・標準化の勘所」  

  ～ RPA 導入には業務プロセスの見直しが必須である～   

講師：株式会社 IT プランナーズ  五島  一輝氏（ IT コーディネータ）  

【第 2 部】：仮「 RPA ここまで出来る業務自動化」  

講師：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  中川  拓也氏  

開催日：  2 月 27 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）  

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/227_rpa.html?=ml377 

 

 

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

■「ささる指標（ KGI/KPI）の創り方」  

～４つの知識変換モード（ SECI モデル）から解き明かす成果の  

上がるマネジメント法～  

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

BMC（ビジネスモデル・キャンバス）は、事業のスナップショット  

の収益構造を可視化したものです。これまで、様々なビジネスの  

可視化や課題解決の提案に利用してきました。  

しかし、ビジネスはダイナミックに動き、変化するものです。  

この講座では”ＢＭＣの先にあるもの”を考察し、変革に結びつ  

ける手法を提示します。  

開催日：  2 月 28 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/d9.html?=ml377 

※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。  

 

 

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

■「 IT 経営プロセスと ITC の役割を実感」  

～中小企業 100 社の支援経験をもつ講師といっしょに中小企業  

ワールドを疑似体験～  

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

当講座の事例企業は講師が実際に支援したもので、過去に情報  

システムのリニューアル時において、導入を推し進める会社への  

反感から半数の社員が退社した苦い経験を持つ、千葉県の漬物卸  

売会社の事例です。その過去の反省に基づき、社員が主体となっ  

て情報システム及び業務プロセスの再構築を、 IT コーディネータ  

の支援により、IT 経営プロセスに則って推進したものです。ビデオ  

や写真を使って、臨場感ある現場の雰囲気をおすそ分けいたします。 

開催日：  3 月 3 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/227_rpa.html?=ml377
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d9.html?=ml377
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お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b2_7.html?=ml377 

※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。  

 

 

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

■ガートナー  エンタプライズ・アプリケーション戦略＆  

   アプリケーション・アーキテクチャ  サミット  2018 

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

企業のエンタプライズ・アプリケーションにかかわるすべての  

人々が、デジタル・トランスフォーメーション実現のため何をな  

すべきかヒントを得られる 2 日間です。ガートナーでは、デジタ  

ル・トランスフォーメーションを実現するためには、顧客、も  

の、エコシステム、データ、社内システムのつながりから成る  

デジタル・プラットフォームの構築を推奨しています。  

【参加メリット】  

・国内外のアナリストが最新の分析、事例、実践すべきプラクティ

スを提言  

・個別の課題について相談できるアナリストとの個別ミーティング  

・アナリストや参加者同士のネットワーク構築の機会  

・様々な協会等（ ITCA 含む）の教育ポイント・クレジット対象  

【会期】 2018 年 3 月 15 日（木）・ 16 日（金）  

【会場】東京コンファレンスセンター品川  

【参加料金】通常価格  110,000 円（ 1 名様・税別）  

※グループ特別割引  －  同時に 4 名様ご登録で 1 名様分無料  

イベントの詳細・参加お申込みはこちら  

https://goo.gl/HpFW6G 

 

 

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

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b2_7.html?=ml377
https://goo.gl/HpFW6G
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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い。  

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

7 

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

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?=ml377
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml377

