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

本メールは、弊協会と名刺交換させて頂いた方にもお送りさせて頂いて 

おります。配信停止・宛先変更等をご希望の方は本メールの末尾をご覧 

ください。 

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

 

ケース研修のお申込み開始/マイナンバー特設ページ開設等【ITCA メルマ

ガ】 

 

みなさん、こんにちは！協会の田口です。 

いよいよ来月からマイナンバーの通知が始まりますね。 

10 月以降に通知カードが届くとのことですが、郵送先のご住所は大 

丈夫ですか？私の住んでいる自治体では、住所が違う場合は 9 月末 

までに住所変更をしてくださいとのお知らせが出ていました。 

自治体によってお知らせが異なる場合がありますので、ご自身がお 

住みの自治体のホームページでご確認くださいね。 

 

さて、今号では、今月から始まったケース研修お申込み開始のご案 

内と、カンファレンスの見どころ紹介ではパネルディスカッション 

（マイナンバー、コミュニティ）のご紹介をしています。ぜひご覧 

ください。 

 

 

━━目 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 1. ケース研修お申込み開始！ 

 2. ITC カンファレンス 2015 見どころ紹介 

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション 

 4. ITC 掲示板 

 5. セミナーのご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆1◆ ケース研修お申込み開始！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2015 年度第 2 期ケース研修受講のお申込みがスタートしました！ 

今回は仙台～福岡の全 12 箇所、36 コースで開催致します。 

お申込みお待ちしています！ 

既に IT コーディネータの資格をお持ちの方は是非周りの方に 

ご案内をお願いします。仲間を増やしましょう！ 

__________________________________________________________ 

 

≪募集概要≫ 

募集期間：第１次募集：2015 年 9 月 1 日～10 月 9 日 まで 
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     第２次募集：2015 年 9 月 1 日～11 月 13 日 まで 

開催場所：宮城、千葉、東京、長野、愛知、京都、大阪、 

     広島、山口、香川、愛媛、福岡 

研修期間：2015 年 11 月 14 日（土）～2016 年 2 月 21 日（日）の 6 日間 

 

＜このような方にオススメです＞ 

・ 企業の情報システム部門に在籍中で、スキルアップを目指す方 

・ ＩＴベンダー企業で、「企画」や「営業」の仕事をされている方 

・ 経営コンサルの仕事をされていて、経営者からＩＴ関連のアドバイス 

 を求められている方 

・ 企業内で業務改善、情報化を担当されている方 

 

＜受講者の声＞ 

ケース研修は、プロの講師による実体験に基づく指導や同期メンバーとの 

ディスカッションが特徴です。 

机上では学べない多くの刺激を感じることができ、その経験は、今後 

ＩＴコーディネータとして個人やコミュニティで活躍するための原動力 

を培う場だったと思っています。 

このような経験（ケース研修等）と知見（試験等）を経て取得する 

ＩＴコーディネータ資格は、新しいスタートを切るための切符だと 

思っています。 

今後、この切符を活用して自ら活躍するとともに、コミュニティでの 

交流を持って他のメンバーと切磋琢磨していきたいと思います。 

 

◆◇お申込みはこちら◇◆ 

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml318 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆2◆ ITC カンファレンス 2015 見どころ紹介 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今号では、1 日目、2 日目のパネルディスカッションをご紹介します。 

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

◆1 日目（10/30）  16：10～17：30 

「どうなる、マイナンバー？今こそ立ち上がれ、IT コーディネータ！」 

 

パネリスト： 

戦略経営ネットワーク協同組合・ITC 協会理事 ITC：赤羽 幸雄 氏  

太田社会保険労務士事務所 社会保険労務士・ITC ：太田 綾子 氏 

税理士法人あすなろ 代表社員 税理士・ITC    ：菅沼 俊広 氏 

電子自治体推進パートナーズ副会長：（株）富士通総研 榎並 利博 様 

モデレーター：        IT コーディネータ協会 松下 正夫 
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ＩＴコーディネータ協会は、このマイナンバー制度の導入に際して、特に 

適切な助言や具体的なサポートが必要とされる中小企業、小規模事業者等 

に対するＩＴコーディネータ等の支援者を全国規模で育成するため、税理 

士、社労士、弁護士、セキュリティ専門家等によるワーキンググループを 

立ち上げて教材を作成し、８月から「マイナンバー導入支援者育成研修（演 

習付）」を全国８都市で開催いたしました。 

また、協会では、育成研修受講者や専門家等によるＩＴＣＡマイナンバー・ 

コミュニティを編成し、メンバーに対して、適宜、新しい情報や制作物等 

の提供を行い、マイナンバー導入の際に発生した疑問等についてもＱ＆Ａ 

対応等のサポートを実施しています。今後も、中小企業や小規模事業者等 

を会員・顧客にされている商工団体や税理士会、金融機関等と連携したマ 

イナンバーの教育・講師、導入サポート等の支援者紹介や、マイナンバー 

対応ＩＴソリューションの整理・評価（ＷＧ）、マイナンバー監査員養成研 

修等を検討し進めてまいります。 

パネラーには、当初からＩＴＣＡワーキングメンバーに参加して頂いてい 

る赤羽様、太田様、菅沼様と、マイナンバー制度に深く関わっていらっし 

ゃる榎並様にご登壇頂き、まず、マイナンバー導入現場の実態、その課題 

と解決の処方箋、そして、マイナンバー制度に関する今後の可能性、ビジ 

ネスチャンス等について、ディスカッションを頂きたいと思います。 

 

◆2 日目（10/31）  13：35～15：05 

「IITC コミュニティの可能性について ～地域を越えた共有・連携～」 

パネリスト： 

特定非営利活動法人 長野県 IT コーディネータ協議会 ：普世 芳孝 氏 

特定非営利活動法人 ＩＴコーディネータ富山    ：吉田 誠 氏 

特定非営利活動法人 石川県情報化支援協会     ：原 保 氏 

特定非営利活動法人 福井県情報化支援協会     ：栃川 昌文 氏 

モデレーター：IT コーディネータ協会 常務理事・事務局長：中塚 一雄 

 

ＩＴＣＡは平成２７年度、ＩＴＣＡの変革を打ち出しました。ＩＴＣ・会 

員に開かれた存在になり、現場の知恵、ノウハウ、活動、チャネルをＩＴ 

ＣＡ事業に巻き込んでいきます。 

そのためには、各地の届出組織を巻き込み、ＩＴＣＡと届出組織、届出組 

織同士のネットワーク強化が大切です。 

今回、北陸新幹線につながる地域であり、相互の連携実績もある４つの届 

出組織の皆様に、活動の活性化、ＩＴＣＡとの連携、相互の連携の現実と 

今後の可能性について、議論いただきます。 

 

 

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

 

ITC カンファレンスのお申込みはこちら 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html?=ml
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318 

 

「ITC カンファレンス 2015」と同時期に「東京モーターショー」が開催 

され、早くも都心部のホテルは、予約しにくい状態になっているそうです。 

ご遠方からご参加の皆様には、お早目のご予約をお勧めいたします。 

 

★☆ 出展ブース残り僅かです！お早目にお申込みください！☆★ 

http://www.itc.or.jp/news/itcconference_2015.html?=ml318 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆3◆ IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆マイナンバー制度への協会の取り組みサイトを開設しました！ 

ＩＴコーディネータ協会では、特に、適切な助言や具体的なサポートが必 

要とされる中小企業、小規模事業者等に対する支援活動を推進するため、 

マイナンバー・コミュニティ立ち上げ、税理士、社会保険労務士、弁護士、 

セキュリティ等関係する専門家の協力を得て、8 月から全国 9 都市でマイ 

ナンバー導入支援者育成研修（実務演習付）を開始し、受講者の活動をフ 

ォローする体制を作りました。 

このたび、こうした“マイナンバー制度への当協会の取り組み”の全てを、 

逐次、お知らせするサイトを協会ホームページに開設致しました。 

是非ご覧ください！ 

http://www.itc.or.jp/mynumber/?=ml318 

 

 

◆日経 BP 主催「ITpro EXPO 2015」出展のお知らせ 

9 月 30 日（水）～10 月 2 日（金）東京ビッグサイトで開催される日経 BP 

主催「ITpro EXPO 2015」に IT コーディネータ協会も出展をいたします。 

当日協会のブース（27-24）にお越しの IT コーディネータの方には、お名 

刺と引き換えにポイント証明書（1 ポイント）をお渡しいたします。 

無料の事前登録はこちらをご確認ください。 

http://www.itc.or.jp/news/bpitpro_expo_2015.html?=ml318 

 

 

◆IT 経営カンファレンス 2015 開催のお知らせ 

「ITC のビジネスの場の拡大と実践力の強化・ITC の認知度向上」を趣旨と 

して、2012 年度から実施しております”IT 経営カンファレンス”が今年も 

開催が決まりました！各地域における IT コーディネータと中小企業のマ 

ッチング、顧客開拓の取り組み、ITC の認知度向上を支援する目的で、全 

国 7 か所で開催します。皆様のご参加お待ちしております。 

http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html?=ml318 

http://www.itc.or.jp/news/itcconference_2015.html?=ml318
http://www.itc.or.jp/mynumber/
http://www.itc.or.jp/news/bpitpro_expo_2015.html
http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html
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◆ITC 関連プレスリリース情報 

・日本情報産業新聞（8/17） 

・日経新聞（8/25）世界 ICT カンファレンス/前田 信太郎氏 

・印新新聞（9/3） 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆4◆ ITC 掲示板 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日経 BP ITpro：民間事業者のためのマイナンバー（SCOPE） 

播磨会長/ITC 菅沼 俊広氏 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclict/column/keyperson/081800006/ 

 

【連載のご案内】 

リクルートキーマンズネット/中堅中小企業 中小企業 IT コラム 

篠田 敏 氏：マイナンバー導入時の“実務”対応 

http://www.keyman.or.jp/at/30008036/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆5◆ セミナーのお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

直近 2 週間以内に開催するセミナー情報をまとめました。 

フォローアップ研修のスケジュールや、ITC 協会が後援するセミナーは 

こちらをご覧ください。 

 

http://www.itc.or.jp/news/318.html?=ml318 

 

 

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

↓ 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。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml318 

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

発行／編集： IT コーディネータ協会 メルマガ担当：田口 

 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclict/column/keyperson/081800006/
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