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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。 

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

 

『ITC カンファレンス 2015』ご来場ありがとうございました！【ITCA メ

ルマガ】 

 

みなさん、こんにちは！協会の若槻です。 

10/30・31 開催の「ITC カンファレンス 2015」には全国からたくさん 

のお客様にご来場いただきました。誠にありがとうございました！ 

若槻は、申込みから当日の受付まで担当いたしました。 

今年のカンファレンスは会場の変更や、当日の受付方法も QR コー 

ドのチェックインシステム（個人申込みの方限定）にしたことによ 

り、ご参加された方には、昨年よりだいぶ良くなったとの声を頂く 

事ができました。今年頂いた色々なご意見は、また来年の開催に活 

かしたいと思います。 

 

━━目 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 1. 御礼！ITC カンファレンス 2015 へのご参加、ありがとうございま

す！！ 

 2. 【期間限定】協会会員入会金無料キャンペーンのご案内 

 3. 2016 年度からの資格認定・更新制度の改定について 

 4. IT コーディネータ協会インフォメーション 

 5. ITC 掲示板 

 6. セミナーのご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆1◆ 御礼！ITC カンファレンス 2015 へのご参加、ありがとうございま

す！！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

             ITC カンファレンス 2015 大会事務局、山川 

 

10/30、31 の 2 日間、ITC カンファレンス 2015 を開催いたしました。 

これまでの参加者の皆さんからのご意見を基に今回大きく見直しをして、 

開催時期の変更（8 月⇒10 月）、会場の変更（芝公園⇒西新宿）、時間の変 

更（初日は午後開演）、受付方法の変更、運営方法の変更等を行ないました。 

変更による不安も多くありましたが、お手伝いいただいた ITC さん、STAFF 

の皆さん、出展各社様、各担当を推進した事務局メンバー、そして全国か 

ら参加いただいた ITC の皆さん、関係団体の方々、ご講演いただいた講師 
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の皆様、このカンファレンスに関係していただいたすべての皆様のおかげ 

で無事に開催することができました。心から御礼申し上げます、ありがと 

うございます。 

最近の IT 事情や動向、経営と IT に関わるテーマ、全国の IT コーディネ 

ータの活躍を中心に、参加者の皆様に楽しく学んでいただけるよう工夫を 

いたしましたが、いかがでしたでしょう。ご参加の皆様のご意見をもとに、 

来年もさらに充実した企画を実現してまいります。 

 

＜アンケートの回答をお願いいたします＞ 

ご参加頂いた方には、アンケートの回答をもってポイント付与となります。 

アンケートの URL は当日の配布資料のチラシに記載しております。 

ご不明な場合は、カンファレンス担当までご連絡ください。 

https://pro.form-mailer.jp/fms/799c904e78441?=ml322 

 

＜ポイントについて＞ 

ポイント付与は 12 月中に行いますのでしばらくお待ちください。 

 

＜WEB カンファレンスについて＞ 

毎年ご好評頂いている ITC カンファレンスの WEB 配信は 

12 月中旬を頃予定しております。 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆2◆ 【期間限定】協会会員入会金無料キャンペーンのご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

IT コーディネータ協会（ITCA）では、ITC 資格制度を支えてくださる 

ITCA 会員を拡大し、会員相互の連携、ITC と会員との連携を深めるために、 

会員拡大・サービス向上部会を立ち上げて、会員拡大の検討を進めており 

ます。 

その活動の一環として入会金無料キャンペーンを実施いたします。この機 

会に、是非、ご入会戴き、会員相互のコミュニケーションを推進し、ITC の 

さらなる活躍の場を広げて下さることを期待しております。 

 

＜キャンペーン内容＞ 

キャンペーン期間中の個人会員の入会金 3 万円（運営会員は 5 万円）を 

無料と致します。会員特典は通常の入会と変わらず提供されます。 

※会員特典とは？→ http://www.itc.or.jp/guidance/special/?=ml322 

 

＜キャンペーン期間＞ 

2015 年 11 月 04 日～12 月末日まで 

 

詳細はこちら↓お申込みお待ちしております。 

http://www.itc.or.jp/news/members_campaign.html?=ml322 
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆3◆ 2016 年度からの資格認定・更新制度の改定について 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2016 年度から、IT コーディネータ（ITC）の資格認定・更新制度を改 

定し、更新に必要なポイント条件を見直すことにいたしました。 

 

【狙い】 

ITC 資格は毎年の更新を義務付ける更新制度によって、常に最新の経営 

と IT の知識を学習し実践し続ける人材として世の中から高く評価され 

ています。今回、資格更新におけるポイント条件を、年度を単位としたも 

のに見直すことで、毎年更新の制度が意味するものと考え方を合わせるこ 

とといたしました。 

また、新規認定者にも翌年度から資格更新を行っていただくことで、毎年 

の資格更新手続きへの理解を深めていただきます。 

 

【改定時期と移行措置】 

2016 年度の資格更新手続き（2016 年 4 月開始予定）から適用します。 

ただし制度移行措置として、2016 年度、2017 年度に限り、現在の更新条 

件、改定後の更新条件のいずれでも更新可とします。 

 

詳しい変更内容や Q＆A はホームページをご覧ください。 

http://www.itc.or.jp/foritc/update/2016kaitei.html?=ml322 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆4◆ IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆【本日締切】ケース研修お申込みは本日までです！ 

＜このような方にオススメ＞ 

・ 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 

詳細・お申込みはこちら↓↓ 

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml322 

試験対策講座や、資格紹介セミナーも開催中です！ 

http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml322 
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◆【12/9 追加開催決定】マイナンバー研修（1 日間） 

12 月 9 日（水）東京にて追加開催が決定しました。 

マイナンバー導入を支援される方は、是非お早めにお申し込み下さい。 

当協会のマイナンバー・コミュニティ（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等）が作成した教材に基づき既に全国 9 都 

市で 16 回、約 250 名の方が受講し、コミュニティで情報共有をはじめてい 

ます。 

＊マイナンバーに関する協会の活動は以下を参照してください。 

http://www.itc.or.jp/mynumber/?=ml322 

 

 

◆「知っておいてよかった！会計・税務の基礎と資金調達・組織再編」が 

公開になりました【e ラーニング】 

経営者とともに経営課題を解決する IT コーディネータにとって、様々な 

形で表される金額の意味や、財務会計等のツールの仕組みを理解すること 

が重要となります。本講座は会計、税務の基礎やその周辺知識を習得し、 

IT コーディネータとしての業務がより円滑で高度になることを目的とし 

ています。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/e_3.html?=ml322 

 

 

◆情報システム取引者育成講座（ＤＶＤ講座）のご案内（ITC 特別割引有） 

情報システム取引に係る契約は、落とし穴の多い最も難しい契約です。 

契約内容・作業範囲・責任分担がきちんと明文化されていないとトラブル 

の原因となり、トラブル防止には契約に関する正しい知識が必要です。 

 本講座では、経済産業省が策定したモデル取引・契約なども参考に、ベン 

ダの責任・ユーザの義務を理解することにより、トラブルを未然に防ぐた 

めの知識を学べます。 

＊ＩＴコーディネータは 10％割引特典があります。 

※教材の提供は「ＴＡＣ株式会社」です。 

http://www.itc.or.jp/news/tac_itca.html?=ml322 

 

 

◆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。まずは 11/26（木）大阪からスタートです！ 

http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html?=ml322 

 

 

◆COMPASS 秋号が刊行になりました。 

http://www.itc.or.jp/news/tac_itca.html
http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html
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特集では、次世代の経営者が舵取りを進める IT 活用プロジェクトにフォ 

ーカス。陶磁器製造に iPad を活用した生産管理、顧客台帳中心の販売管理 

システム構築など事業姿勢に即したシステムが活用を紹介しました。 

支援事例登場は、佐々木身智子氏、川野太氏、山田和久氏です。 

また、10 月に発表された「攻めの IT 経営」中小企業百選 の企業リストも 

掲載しています。COMPASS はセミナー等無料でお使いいただけます。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html

?=ml322 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆5◆ ITC 掲示板 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【連載のご案内】 

ITpro「IT コーディネータの仕事」にて、支援事例記事掲載中！ 

佐藤 賢一氏：「BSC のソフト化により経営情報を可視化」 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/100800017/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆6◆ 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/322.html?=ml322 

 

 

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

↓ 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?=ml322 

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

発行／編集： IT コーディネータ協会 メルマガ担当：田口 

 


