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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。  

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

 

年末年始休業お知らせ /「つなぐ IT 研究会」活動紹介【 ITCA メルマ

ガ】  

 

みなさん、こんにちは！協会の田口です。 

先日、母と横浜ランドマークタワーの 70F あたりにランチに行って  

きました。その日はとても天気が良く、千葉県の方までよく見えま  

した。夜はみなとみらいのナイトクルーズに参加し、豪華客船飛鳥  

Ⅱの出港の様子を海上から眺める事もでき、とても楽しかったです。 

 

そろそろ年末ですね。今号のメルマガでは、年末年始休業のお知ら  

せや、協会の委員会活動の一部である、「つなぐＩＴカイゼン研究  

会」の活動紹介を掲載しました。是非ご覧ください！  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 年末年始休業のお知らせ  

 2. 「つなぐＩＴカイゼン研究会」の活動紹介  

 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◆  年末年始休業のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

本年も大変お世話になりました。  

当協会は年末年始の休業を以下のとおり予定しております。  

何卒よろしくお願い申し上げます。  

＜年末年始休業日＞  

平成 27 年 12 月 29 日（火）～平成 28 年 1 月 3 日（日）  

※なお、休業期間中にメールで頂戴したお問い合わせ等につきまし  

ては、 1 月 4 日（月）以降、順次対応致しますのでどうぞよろしく  

お願い申し上げます。  

http://www.itc.or.jp/news/post_20150169.html?=ml324 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  「つなぐＩＴカイゼン研究会」の活動紹介  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

http://www.itc.or.jp/news/post_20150169.html
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2013 年より活動している「つなぐＩＴカイゼン研究会」のホーム  

ページがこの度公開となりました。この機会に、研究会の活動のご  

紹介と今後の活動をご紹介します。リンク先では、研究会メンバー  

が支援し改善の成果をあげている 3 社の事例紹介も掲載しておりま  

す。  

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

つなぐ IT カイゼン研究会  小池  龍輔  

 

当研究会は IT 活用が実現していないにもかかわらず、十分な支援  

を提供できていない”空白ゾーン”中小企業への効果的な支援手法  

を開発して実践し、 ITC ビジネスモデルの成立要件を実証検証して  

います。  

検証手段として「つなぐ IT」（企業間・企業内データ連携）と  

「つなぐ IT カイゼン手法」を活用し 2013 年度から活動し 14 年度、 

15 年度は東商工会議所と連携し”つなぐ IT カイゼン”セミナーを  

シリーズ化して開催し 150 社以上の企業が受講しています。参加企  

業から”つなぐ IT カイゼン”に取り組みたい企業を募り 14 年度に  

続き 15 年度も 3 社の支援を東京都の助成金を使い行っています。  

(※空白ゾーン企業定義：従業員 50 名以下、年商数億円規模の中小  

企業として当研究会で定義）  

 

セミナーアンケート及び支援した中小企業の実態は、個々の業務を  

EXCEL でバラバラに管理し業務連携ができていないことが多くの企  

業で見うけられ、属人化等様々な課題が潜在していることがわかり

ました。  

 

続きはこちら  

http://www.itc.or.jp/society/activity/committee/tsunagu-

it1211.html?=ml324 

 

つなぐＩＴカイゼン研究会のホームページはこちら  

http://tsunagu-it.com/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆攻めの IT 経営中小企業百選募集中【事前申し込みは本日まで】  

募集期間：平成 27 年 11 月 16 日（月）～平成 28 年 1 月 5 日（火）  

事前申込期限：平成 27 年 12 月 11 日（金）〈受付番号を取得して  

ください〉  

募集要領・応募方法については、下記 URL をご覧ください。  

http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151116001/20151116001.

http://tsunagu-it.com/
http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151116001/20151116001.html
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html 

昨年の選定企業 33 社の概要、お役立ち情報はこちらの URL をご覧

下さい。  

http://www.itc.or.jp/news/100sen.html?=ml324 

 

 

◆今だけ入会金無料！会員入会キャンペーン実施中（ 12 月末まで） 

会員入会のお申込みはお済ですが？  

今月末までとなっておりますのでお申込みはお早目に！  

ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。  

http://www.itc.or.jp/news/members_info.html?=ml324 

 

 

◆協会サービス一時停止のお知らせ  

協会システム更改のため、以下の期間、下記サービスを停止いたし  

ます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜ります  

ようお願いいたします。  

【サービス停止期間】   

2016/2/6（土） 9:30 ～  2/12（金） 9:30 まで  

※ 2/6 はビル全体の法定定期点検日となっています。  

http://www.itc.or.jp/news/20151127.html?=ml324 

 

 

◆ 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。  

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

324 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  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！  

川上  正春氏：「医療現場の改革を攻めの IT 経営で支援」  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/112000018/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151116001/20151116001.html
http://www.itc.or.jp/news/100sen.html
http://www.itc.or.jp/news/members_info.html
http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html
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◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆『ビッグデータ研修』のご案内  

ライバルに勝つ～  攻めの経営とイノベーションの原動力  

（今日からできるビッグデータ活用）  

大量の情報をゴミにしてしまうか、価値ある宝の山にするかは企業  

だけでなく個人にとっても運命の分かれ道となります。年々加速し  

続ける情報洪水時代に必須のスキルをたったの 3 時間で身につけて  

ライバルに差をつけませんか？大学院でも好評な最新鋭の講義内容  

を入門編として気軽に受講できる最後のチャンスです！ぜひこの機  

会にご受講ください！  

開催日： 2016 年 1 月 27 日（水）  

時  間： 13 時 30 分～ 16 時 30 分（ 3 時間）  

会  場：文京グリーンコート  センターオフィス  17F D 会議室  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xs

l?ID=240 

 

◆『超高速開発ツール研修』のご案内  

超高速開発ツールの選定と適用の考慮点  

～お客様へ適切なツールを提案するために～   

大手企業でも導入がはじまり注目を浴びだした超高速開発ツール。  

リポジトリを持つソフトウェア開発ツールで構築した基幹業務シス  

テムは、長期に亘りビジネス環境の変化に迅速に対応でき、その本  

質的な理由をご理解いただけると同時に、数ある超高速開発ツール  

の中から、自社あるいは顧客企業（行政組織や自治体を含む）に適  

用可能なツールの選定基準と候補について学べるコースです。  

開催日： 2016 年 2 月 3 日（水）  

時  間： 13 時 30 分～ 16 時 30 分（ 3 時間）  

会  場：文京グリーンコート  センターオフィス 9F IT コーディ

ネータ協会  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/seminar_guide_n/seminar_p03.xs

l?ID=241 

 

 

その他協会主催のセミナーや、 ITC 協会が認定・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/324.html?=ml324 

 

 

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

↓  各種問合せ先  ↓  

************************************************************ 
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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?=ml324 

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

--- 

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 


