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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。  

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

 

【年末特大号】システム更改と PGL 改訂のお知らせ【 ITCA メルマガ】  

 

みなさん、こんにちは！協会の田口です。 

もうすぐ年末ですね。皆さんの家では餅つきしていますか？  

私の家では、小さい頃は年末になると臼で餅つきをしていました  

が、今は餅つき機で鏡餅やのし餅を準備しています。  

今年は少し早いですが明日餅つきをして鏡餅を作る予定です。  

つきたてのお餅って美味しいですよね。  

 

さて、今回のメルマガは年末特大号のため、重要なお知らせを 2 つ  

掲載しました。協会インフォメーションでは、ポイント取得も出来  

る e ラーニング特集も掲載しています。是非冬休み中にお読みくだ  

さい。  

 

今年も大変お世話になりました。良いお年をお迎えください。  

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 【重要】システム更改のお知らせ  

 2. 【重要】 PGL の改訂と、意見、 WG 募集（ 1/5 締切）  

 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◆  【重要】システム更改のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

協会では、発足以来 15 年に亘り稼働してきたシステムの老朽化、  

複雑化に伴うメンテナンスビリティの低下など、インフラとしての  

限界が近づいてきたため、来年 2 月を目途にシステム更改を実施す  

ることといたしました。  

新たなシステムはクラウドサービスやネット決済代行サービスを採  

用することにより、ご利用する方へ以下のサービス向上を図ります。 

 

【１． ID の統合】  
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ログインする画面によって、使用する ID、アカウントが異なってお  

りましたが、新システムでは原則一つの ID であらゆるアクセ  

ス、処理ができるよう ID を統合いたします。  

 

【２．多様な決済手段への対応】  

協会が提供するサービスによって、出来る決済と出来ない決済があ  

りましたが、新システムでは代表される決済手段すべてに対応いた  

します。（クレジット、ネットバンキング、コンビニ、銀行振込等） 

 

【３．資格申請から認定までの期間短縮】  

これまで当月申請・翌月認定の期間を頂いておりましたが、  

新たなシステムでは業務プロセスの改善を図り、ご入金確認後に  

即日認定、即ち当月申請・当月認定を可能といたします。  

 

【４．トップページの整理】  

協会トップページにおいて、 ITC をめざす方向け、 ITC の方向け、  

会員の方向け、などページ内に分散していたものを整理し、ヘッダ  

ー部のナビボタンとプルダウンメニューでわかりやすく表示するな  

どデザインをリニューアルいたします。  

 

◆詳細はこちらからご確認ください◆  

http://www.itc.or.jp/news/20151221.html?=ml325 

 

※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、サービスを停止します。  

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?=ml325 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  【重要】 PGL の改訂と、意見、 WG 募集（ 1/5 締切）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

協会では、研修・制度委員会のもとに、2015 年 6 月より協会知的資  

産棚卸タスクフォースを立ち上げ、 IT 環境変化（クラウド、モバ  

イルなど）、 ITC の役割変化（ IT 化支援から経営課題の解決へ、  

イノベーションへの支援）などの課題に対応することを目的に、  

PGL を始めとする知的資産の棚卸し（見直し）を行ってまいりまし  

た。  

 

http://www.itc.or.jp/news/20151221.html
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このたび、 IT 経営の更なる推進と ITC のプレゼンスを高めるため、 

PGL の改訂を先行して進めることになりました。  

つきましては、 PGL 改訂に当たってのご意見を ITCA 会員および ITC 

の皆様にお伺いするとともに、当改訂ワーキンググループ（ WG）  

のメンバーになっていただく ITC の方の募集を致します。  

 

アンケート、 WG 応募の締切  :1/5（火）  

 

年末のお忙しい中、締切が年明け早々で恐縮ですが、  

よろしくお願い致します。  

 

詳細はこちら  

http://www.itc.or.jp/laboratory/publication/pgl.html?=ml325 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆年末年始休業のお知らせ  

年末年始休業日： 2015/12/29（火）～ 2016/1/3（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、 1/4 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?=ml325 

 

 

◆入会金無料キャンペーン〆切迫る！！  

11 月よりご案内しておりました協会会員「入会金無料キャンペー  

ン」がもうすぐ終了します（ 12 月末日まで）  

12/21 付けの日本掲載新聞の「日経ビジネスインフォメーション  

フォーラム」（ P,39）では、9 月に開催した会員様限定無料セミナー  

でご講演を頂いた内田和成様の同一内容の講演の紹介が掲載されて  

おります。そして、 3 月に厳選した講師をお招きした会員様向け無  

料セミナーを企画中。  

是非、この機会にご入会をお待ちしております！  

http://www.itc.or.jp/news/members_info.html?=ml325 

 

 

◆マイナンバー対応製品・サービスの調査結果を発表  

～当協会マイナンバー・ソリューション・ワーキング（ WG)調査～  

来年 1 月から運用が開始されるマイナンバー制度は、特に中小・小  

規模事業者において対応の遅れが顕著になっており、適切なサポー  

トや情報の提供が求められています。  

http://www.itc.or.jp/news/members_info.html
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当協会では、今回、小規模事業者向け「マイナンバー対応製品・  

サービス」について独自調査を行い 12 月 21 日に調査結果の一部を  

公開致しました。  

http://www.itc.or.jp/news/post_20150176.html?=ml325 

また、この発表内容が日経 BP 社の ITpro に掲載されました。  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/122104150/?rt=nocnt 

 

 

◆年末年始はｅラーニングで学ぼう！  

年末・年始の予定は決まっていますか？今年は休みが長く取れない  

ので、特に予定が無いという方、この休みに来年度に向けてご自身  

の能力アップを考えている方、この期間にｅラーニングを受講して  

スキルアップしませんか？  

＝＝＝＝＝＝＝＜ e ラーニング講座のご紹介＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

・「クラウド時代のＩＴ人材育成」（無料）  

・ＩＴＣＷｅｂカンファレンス 2015（１日目、２日目）（有料）  

・新トレンドセミナー (有料）  

 ①マイナンバー支援者のためのポイントセミナー  

 ②医療・介護業界におけるＩＴＣの可能性  

 ③会計・税務の基礎と資金調達・組織再編  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

有料のセミナーのみ、ダイジェスト版を無料公開しております。  

以下のページで概要（動画）が視聴できます。  

http://www.itca-school.jp/ 

 

◆信金連携 /大阪府・枚方信金でマイナンバーセミナーが開催されま

す  

http://www.itc.or.jp/itca/HP.pdf?=ml325 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 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！  

渡部  一恵氏：「攻めの IT 経営」でグローバル市場を開拓  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/121100019/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
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◆イノベーション経営の気づき研修  

～事業をゼロベースで見直し新たなステージへ～【 1 日版】  

いろいろ改善・改革はしているつもりだが売上が伸びない、新商  

品・新サービスのアイデアが出ない、このままでは先がない、と  

悩んでいる経営者におススメの講座です。  

行き詰っているからこそ、これまでの考え方、事業を根本からゼロ  

ベースで見直し、自分が本当にやりたかったことは何か、顧客が本  

当に求めている商品・サービスは何かを、新たな発想で新たな顧客  

価値を見つけ出す必要があります。  

ITC の方で当講座の講師になりたい方は受講が必須となります。  

開催日： 2016 年 3 月 17 日（木）  

時  間： 10 時 00 分～ 17 時 30 分（ 6.5 時間）  

会  場： IT コーディネータ協会  会議室  

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

l?ID=242 

 

 

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/325.html?=ml325 

 

 

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

↓  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?=ml325 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 


