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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 378 号】 2018 年度資格更新について /機関誌 23 号

発売しました！  

 

みなさん、こんにちは。 ITC 協会の田口です。  

今日は 223 ということで富士山の日だそうです。静岡県では学校  

が休みのところもあるとか。  

みなさんは富士山に登ったことがありますか？私は今まで 3 回登  

りました。中学生の時に初めてチャレンジしましたが、残念なこ  

とに高山病になってしまったため 8 合目あたりで泣く泣く下山・・・。 

大人になってから 2 回登りましたがなんとか頂上まで行けました。  

頂上で飲んだお味噌汁はとても美味しかったです (´∀｀ *)ﾎｯ 

まだ富士山に登ったことがない方は、今年の夏にチャレンジして  

みてはいかがでしょうか。  

 

さて、今回のメルマガでは今年 4 月から始まる ITC 資格更新と、  

協会機関誌「架け橋」のお知らせをメインにお届けします。  

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 【重要】 2018 年度 ITC 資格更新について  

 2. 機関誌「架け橋」 23 号販売開始いたしました！  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4.  セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  【重要】 2018 年度 ITC 資格更新について  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

お待たせしました！ 4 月からはじまる ITC 資格更新の申請期間が  

決まりましたのでお知らせ致します。  

 

◆申請期間  

2018 年 4 月 2 日（月） 13 時  ～  5 月 31 日（木）厳守  

必ずこの期間にお手続きをお願い致します。  

  

◆対象者  

全 IT コーディネータ認定者  
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※ただし、 2017 年度 ITC 認定者（ 2017 年 4 月～ 2018 年 3 月に  

ITC なった方）は更新料のお支払は不要です。  

 

更新手続きの流れ・手続き内容の詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/2018koushin.html?=ml378 

 

今から間に合う実践力ポイントはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml378 

 

なお、ITC の皆様には 3 月上旬に更新のご案内一式を発送致します。  

※発送対象者は 2 月 5 日時点の ITC の方となります。  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  機関誌「架け橋」 23 号販売開始いたしました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

協会機関誌担当の山崎です。  

「架け橋」 23 号の特集は「 IT コーディネータならではの IoT 導  

入事例」です。特集記事は昨年の 11 月に皆様方に公募のご案内  

をして、そちらにお応え頂きました 4 事例を掲載致します。  

この 4 事例の IT コーディネータの取組みは、それぞれに特徴的  

で全く違ったものになっています。例えば、ご自身の創業に  

IoT を活用される事例は、セカンドキャリアをお考えになって  

いる方にとって、とても参考になる事例だと思います。  

また、 IT ベンダーの方には、とても面白い IoT デバイスのご紹介  

もできるのではないかなと思っております。その他にも届出組織  

としての IoT を活用した稼ぐ活動や、地方版 IoT 推進ラボの中で  

の活動など興味深い事例を掲載しております。是非ご覧ください！  

 また、昨年度に全国 10 カ所で開催をした「 IT 経営カンファ  

レンス 2016」の後半開催 5 か所（石川・富山・沖縄・長野・名古  

屋）の実施報告も掲載しております。各地域でどのようなカン  

ファレンスをされているかもチェックしてくださいね。  

 この機関誌が皆様のご活動の一助になれば嬉しいです。  

 

機関誌「架け橋」のお申し込みはこちら！  

https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml378 

 

「中小企業のための IoT 導入ガイド」もよろしくお願いします。  

https://www.itc.or.jp/news/iotguidever1.html?=ml378 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

https://www.itc.or.jp/news/2018koushin.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml378
https://www.itc.or.jp/news/iotguidever1.html?=ml378
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◆ 3◆  ITC 協会からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■IT コーディネータ試験申込み受付中！お申し込みはお早めに！  

・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！  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml378 

試験対策講座はこちら  

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

38 

 

 

■フォローアップ研修 2018 年度開催のお申込み受付開始！  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_2018.html?=ml378 

 

 

■COMPASS2018 年春号が刊行になりました！  

創刊 15 周年を記念して、過去 5 年間に登場いただいた企業の「今  

」、そして、中小企業支援者による「経営と IT へのアドバイス」  

を掲載。また、中小企業庁、経済産業省の補助金担当者へインタ  

ビューしました。  

IT 経営事例は、長年の IT 活用を積み重ねてきた 2 社、さらに、Web 

活用で採用力を上げた企業を紹介しています。  

IT コーディネータの方は、水口和美氏、川野太氏、吉田誠氏が登  

場、また五十嵐淳氏、谷巌氏・用松節子氏には寄稿いただきました。  

企業訪問時の資料に、セミナー時の配布に、ご活用ください。  

配布ご希望の方は、 ITCA もしくは、 COMPASS 編集部へ  

＊支援事例をお持ちの方は編集部へご一報ください！  

https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_inde

x.html?=ml378 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■ 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～  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml378
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml38
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml38
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_2018.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml378
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---------------------------------------------------------- 

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

・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?=ml378 

 

 

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

■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。  

開催日： 3 月 8 日（木） 10： 00～ 17： 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/foritc/seminar/c5_it_1.html?=ml378 

※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。  

 

 

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

■最新クラウドサービスの期待と効果  

～中小企業・自治体のクラウドサービス活用事例お教えします～  

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

【第 1 部】：「中小企業・自治体の成長を支える Salesforce の活用」 

  ～企業と顧客（自治体と住民）をつなぐ新しいカタチ～  

講師：株式会社セールスフォース・ドットコム   

   長谷川  裕也  氏（中小企業診断士）  

【第 2 部】：仮「中小企業が考えるクラウドサービスへの期待と  

課題」  

講師：株式会社サクシード  新井  祐介  氏（ IT コーディネータ） 

開催日：  3 月 9 日 (金 )   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/0309_sfa.html?=ml378 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/227_rpa.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c5_it_1.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/0309_sfa.html?=ml378
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---------------------------------------------------------- 

■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。  

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?=ml378 

 

 

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

■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： 3 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?=ml378 

 

 

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

■IT インフラストラクチャ、オペレーション・マネジメント＆  

 データセンター  サミット  2018 

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

本サミットでは、デジタルのもたらす「破壊」の側面にフォーカ  

スし、 IT インフラとオペレーション、さらにはイノベーションの  

リーダーに対する提言を行います。  

【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  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar-shienkikan_case.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar-shienkikan_case.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml378
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●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】 4 月 25 日（水）～  27 日（金）  

【会場】八芳園  

【参加料金】 3 月 14 日（水）まで：早期割引価格  120,000 円  

3 月 15 日（木）以降：通常価格  136,000 円  

 ※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/kDgN99 

 

 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

https://goo.gl/kDgN99
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml378
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml378

