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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。  

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

 

新年のご挨拶 /システム更改 /研究会メンバー募集【 ITCA メルマガ】 

 

みなさん、こんにちは！協会の田口です。 

マイクロソフトの Internet Explorer 8、 9、 10 のサポートが 

1 月 12 日で終了になるそうですね。IE をお使いの方はご注意  

くださいね。 

さて、新年最初のメルマガでは、会長の播磨より新年のご挨拶  

と、来月に迫ったシステム更改のお知らせをメインにお知ら  

せします。 2016 年もよろしくお願いいたします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 2016 年  新年のご挨拶（会長  播磨  崇）  

 2. 【重要】システム更改のお知らせ（再掲載）  

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  2016 年  新年のご挨拶  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。  

 

IT の進展により日本においても「第四次産業革命」とも言うべき  

IoT・ビッグデータ・人工知能の新時代の到来と日本再興戦略改訂  

2015 の中で言われていますこれから事業構造・就業構造の大変革  

に備えて対策を適宜講じることが、より重要な年になることが  

予測されています。  

 

また、この激しい環境変化を乗り越えるために、新たな三本の矢が  

しめされ、一億総活躍社会の実現に向けた施策が求められていま  

す。その中のローカルアベノミクスで記されている「中小企業の  

稼ぐ力の徹底強化」を実現する一つの施策として、「攻めのＩＴ経営」 

が取り上げられています。中小企業の経営者が「攻めのＩＴ経営」  

に取り組まれるにあたり、協会としてもより一層の支援体制の強化  

を目指し、支援機関や金融機関と連携した支援体制の構築、よろず  

支援拠点・ミラサポへの専門家登録の推進を行います。  
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更に今年から運用が開始されるマイナンバーの導入支援及び導入後  

のフォローの出来る人材の育成などの取組みも強化したいと考えて  

います。  

 

続きはこちら  

http://www.itc.or.jp/news/20160104.html?=ml326 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  【重要】システム更改のお知らせ（再掲載）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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、2016 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。 

 

【 ID の統合を行います】  

資格更新、研修受講など目的によって必要な 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。  

 

★資格者 ID をお持ちの方へ  

資格者 ID をお持ちの方には、新たな ID を、資格者個人情報の現住  

所欄に登録されているメールアドレスに 2/11 前後にお送りします。 

ついては当該欄のメールアドレスをご確認いただき、旧い場合は遅  

くとも 2/5 までには更新くださいますようお願いいたします。  

 

資格者個人情報の確認はこちら  

https://wwu.itc.or.jp/fmi/xsl/auth/login.xsl 

 

【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。  

 

※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。  

サービス停止期間： 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/20160104.html
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------------------------------------------------------- 

協会システムの更改の詳細についてはこちらからご確認ください  

http://www.itc.or.jp/news/20151221.html?=ml326 

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

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ ITC Web Conference 2015 配信のお知らせ  

今年は 1 日目にマツダ株式会社の人見様より「 SKYACTIV 開発秘話」 

をご講演頂き、 2 日目ではＩＴＣ活動事例として、熊本のサイバー  

農家「宮川洋蘭」のチャレンジと取り組み等をご紹介しております。  

-------------------視聴者の声 --------------------- 

・動画と PDF 資料が別になっているのは、見やすかった。後で見直  

す、参考にする際には便利。  

・毎年視聴しているが新しい驚きがあり非常に刺激を受ける。  

・企業内Ｉ TC の活動について参考になる発表があり、自分も企業  

内Ｉ TC として今後の活動に活かせるような事例だったので参考  

になった。  

・地方からは遠方で参加できない者にとっては、参加するのと同じ  

くらい意味のあるありがたいシステムだと思います。  

・このくらいの値段で提供してくれるとありがたいです。  

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

詳細はこちらをご覧ください  

http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2015.html?=ml32

6 

 

 

◆「中小企業インダストリー 4.0 研究チーム」メンバー募集  

この度、「つなぐ IT カイゼン研究会」の「中小企業インダストリー  

4.0 研究チーム」メンバー公募を行います。本研究会は「つなぐ IT 

推進委員会」の下部組織として 2013 年 5 月に首都圏地区の IT コー  

ディネータを対象にして公募を行い発足した IT コーディネータの  

研究グループです。  

「つなぐ IT カイゼン研究会」では新しく「中小企業インダストリー  

4.0 研究チーム」を発足させることにし、首都圏地区の IT コーディ  

ネータを対象にしてメンバー募集を行うことにしました。  

詳細はこちら  

http://www.itc.or.jp/news/industries4.0.html?=ml326 

※「つなぐ IT」 WEB サイトも立ち上げましたのでご覧ください。  

http://tsunagu-it.com/ 

http://www.itc.or.jp/news/itc_web_conference_2015.html
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◆ 2016 年度から資格更新が変わります！  

資格更新に必要なポイント条件を以下のとおり見直します。  

＜見直し内容＞  

現：資格更新年度の直近過去 3 年度間の実践力ポイントが合計 30 ポ  

イント以上  

新：資格更新前年度の 1 年度間の実践力ポイントが 10 ポイント以  

上  

＜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。  

制度変更の詳細は以下の URL をご覧ください。  

http://www.itc.or.jp/foritc/update/2016kaitei.html?=ml326 

 

＜関連団体からのお知らせ＞  

独立行政法人中小企業基盤整備機構の補助金事業  

中小企業向け消費税・マイナンバー対策セミナーのご案内  

【経営力強化フォーラム】全国 9 都市で開催、参加費：無料  

独立行政法人中小企業基盤整備機構の補助金事業により、中小企業  

に向けた「消費税対策」「マイナンバー対策」に関して中小企業庁  

財務課長や各地域経済産業局の消費税転嫁対策室長などが講演され  

ます。  

また、基調講演は弥生株式会社の元社長でライブドア元社長の  

平松庚三氏、マイナンバーに関しては影島広泰弁護士が講演をされ  

ます。  

開催日時： 2016 年 1 月 13 日（水）～ 29 日（金）全国 9 都市  

  札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇  

詳細・申込はこちら   http://www.biznavi.jp/ 

（後援予定）  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆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  

http://www.biznavi.jp/
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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。  

大阪開催： 2016/02/13（土）  

東京開催： 2016/03/17（木）  

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/326.html?=ml326 

 

 

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

↓  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?=ml326 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 


