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〒113-0021　
東京都文京区本駒込二丁目28 番 8号
文京グリーンコート センターオフィス9階
TEL：03-6912-1081
FAX：03-5981-7371

【交通のご案内（最寄駅）】
●都営三田線 「千石駅」（A1またはA3出口） 徒歩　4分
●東京メトロ南北線 「駒込駅」 徒歩　9 分
●JR山手線「駒込駅」 徒歩10 分
●JR山手線「巣鴨駅」 徒歩12 分

IT  Coord inators  
Assoc ia t ion Guide

経済産業省推進資格／ ITコーディネータ

IT コーディネータは IT 経営を実現するプロフェッショナルです

ITコーディネータ協会のネットワーク 資格認定者累計の推移

ITコーディネータ協会

○日本商工会議所

　　○全国商工会連合会

　　　○中小企業団体中央会

　　　　○日本税理士会連合会

　　　　○日本公認会計士協会

　　　○中小企業診断協会

　　○大学、研究機関

○民間企業

○経済産業省

○地方自治体　　

○中小企業基盤整備機構　　　

　等の政府関係機関　　　　

○都道府県等の中小　　　　

　企業支援機関　　　

○政府系金融機関　　

○情報サービス産業団体

○ITコーディネータ届出組織 0
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官・公・民の諸機関と幅広く連携しています 制度創設以来、資格者は1万人を超えています

2012.9

IT コーディネータは全国各地で 200 を超える
コミュニティを形成して活動を行っています

　○中堅中小企業の IT 経営を外部から支援し、ビジネス活動を推進する独立系 IT
コーディネータとして

　○ITベンダーやユーザ企業内の情報部門、営業部門、SE 部門、企画・コンサルタ
ント部門などで IT 経営を推進する企業内 ITコーディネータとして

　○「知のネットワーク」を活用し自分の強みや知見をお互いに活かしながら効率的
に連携を推進

　○常に実践力が求められる ITコーディネータは、知識やスキルの継続的な向上と
IT 経営実現の実践活動に取り組んでいます

【2012年 9月18日（火）より下記へ事務所を移転致しました】



　ITコーディネータ協会は、1999 年 6 月に通商産業省（現、経済産業省）の産業構

造審議会情報産業部会情報化人材対策小委員会の中間報告の趣旨を踏まえ、2001

年 2 月に特定非営利活動法人（NPO 法人）として設立し、ITコーディネータの育成、

認定、普及・啓蒙等を通じて、企業や団体の新たなビジネスモデルの構築や、戦略的

な IT 経営の浸透による経済の活性化、グローバル展開、ビジネスイノベーションの実

現など、広く社会の公益に寄与することを目的として活動しております。

　すでに資格認定者は 1万名を超え、全国各地で商工団体や金融機関、自治体、関係

支援機関などと連携した中小企業の経営革新事例や自治体、各種団体における改革

の成果が生まれており、ITコーディネータに対する社会からの評価や期待は着実に高

まっております。

　今後も、ITコーディネータが大きく変貌するスマート社会を切り拓き、IT 融合を生

み出す人材として、更に広く日本全国でビジネスイノベーションを起こす活動を展開で

きるよう支援してまいります。

 IT コーディネータの育成事業
　戦略的な IT 投資を推進する人材を育成するた
め次のような事業を展開しています。

　○ITコーディネータを目指す人のための
　　・専門知識教材、研修実施機関の認定
　○ITコーディネータ資格者のための
　　・継続研修（ITC カンファレンス等）の実施
　　・外部研修の認定・後援

ご挨拶

特定非営利活動法人
IT コーディネータ協会

中小企業 IT 経営力大賞2012記念式典
ITCカンファレンス

会長　播磨　崇

IT コーディネータの育成、認定、普及を通じて
ビジネスイノベーションを支援し、日本経済の活性化に貢献します

ITコーディネータ協会の事業内容

ITコーディネータのお客様が「中小企業 IT経営力大賞」を受賞
　経済産業省が 2007年度に創設した「中小企業 IT 経営力大賞」
は、優れた IT 経営を実現し他の中小企業に参考となるような中小
企業等を IT 経営実践認定企業と認定し、更に優れたものを経済
産業大臣等が表彰するものです。
　ITコーディネータ協会は大賞事務局として広く全国から優れた
IT 経営企業を募集していますが、ITコーディネータの支援した多
くのお客様が表彰・認定企業となっています。

経営成果に直結する戦略的なIT経営を支援

ITコーディネータ（Information Technology Coordinator）とは、
○国家プロジェクトの一環として創設された経済産業省推進資格です。
○真に経営に役立つ ITの利活用を実現するため経営者の立場に立って支援する人材です。
○企業をイノベートする新たなビジネスモデルを提案するプロフェッショナルです。

クラウド時代の IT 利活用では
プロセス全体の大幅な短縮が
可能となると共に、導入を支援
する人材の役割や求められる能
力も変化する。

IT コーディネータは IT経営を実現するプロフェッショナルです

IT経営の実現

クラウド導入
のケース
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I T  C o o r d i n a t o r s  A s s o c i a t i o n  G u i d e

 IT コーディネータの資格認定事業
　IT コーディネータにはプロフェッショナルに相応しい知
識と実務能力が要求されます。IT コーディネータになる
ためには試験に合格するとともに協会主催のケース研修
を受講修了することが必要です。
　○ITコーディネータ試験の実施
　○実践能力を高める「ケース研修」、
　　「フォローアップ研修」の実施
　○継続的な能力向上を義務づける毎年の資格更新

 情報化投資に関する研究開発事業
　IT コーディネータが実践の場で活用できるツール開発や
知のネットワーク作りを IT 経営研究所が中心となって推
進しています。
　○研修教材・ツール等の研究開発

 情報化投資に関する普及啓蒙事業
　ITコーディネータを活用してビジネスイノベーションに成
功した経営者などを紹介。
　○ITコーディネータ支援成功事例等の広報
　○商工団体、金融機関、支援機関等との連携促進

1. IT コーディネータ協会及び ITコーディネータは、中
堅・中小企業の経営課題に精通し、ITによる解決を
通じて経営力強化に貢献する。

2. IT コーディネータ協会及び IT コーディネータは、
「SaaS/クラウド」潮流による新たな IT サービス利
活用時代において先導的な役割を担う。

ITコーディネータ協会 「ビジョン2011」

ビジョン

3. IT コーディネータ協会は、多様な専門スキルを保
有する IT コーディネータのネットワーク形成を通
じ、新たな市場ニーズを創出する。

4. IT コーディネータは、倫理規定、行動規範に基づ
き、ユーザーの信頼、期待に応えるプロフェッショ
ナル人材として常にベストな支援を行う。
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IT経営の認識
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