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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。  

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

 

【 ITCA メルマガ】ＰＧＬ改訂案 /攻めの IT 経営中小企業百選表彰式  

 

みなさんこんにちは。協会の田口です。  

今日はドラゴンクエスト 30 周年の記念日だそうです。  

昨日ニコニコ生放送で、ドラクエ 30 周年カウントダウン特番を見  

ていましたが、30 年目を迎えられたのも「 IT の進化」があったから  

とドラクエの作者の方が話していたのが印象的でした。  

 

さて今回のメルマガでは、プロセスガイドライン（ＰＧＬ）改訂案  

に関するパブコメ募集のご案内や、もうすぐ発表される「攻めの IT 

経営中小企業百選」の表彰式をメインにお知らせします。  

また、 2016 年度の資格更新も 5 月 31 日で申込締切です。まだ手続  

きされていない方は、今すぐメンバーページにログインして手続き  

してくださいね！  

https://itca.force.com/ITCPLoginPage 

（ ITC＋メンバー ID が必要です）  

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ＰＧＬ改訂案に関するパブリックコメント募集のお知らせ  

 2. 「攻めの IT 経営中小企業百選」の発表・表彰式のご案内   

 3. 『 2016 年度資格更新』まもなく申込締切です！  

 4. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆ＰＧＬ改訂案に関するパブリックコメント募集のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 ＩＴコーディネータ協会では、「ＩＴ経営推進プロセスガイドラ  

イン」（ＰＧＬ）の改訂作業を本年初めから行ってきました。このた  

び改訂案ができましたのでここに公開し、ＩＴコーディネータの  

方々、協会会員の方々に、ご意見をいただく運びとなりました。  

 皆様からのご意見をいただき、より良い内容に改め、ＩＴ経営を  

推進する方々、ＩＴＣの皆様、ＩＴＣを目指す方々に活用していた  

だけるガイドラインに仕上げたいと考えております。  

 つきましては、短期間で恐縮ですがお目通しいただき、皆様から  

https://itca.force.com/ITCPLoginPage


 2 / 5 

 

の積極的なご意見をお待ちしております。今回のパブコメ対象は全  

部で 74 ページとなっております。  

 

■意見いただきたいこと  

 ・基本原則で追加すべきもの、削除しても良いもの  

 ・文の意味が不明確な部分  

 ・前後で説明が矛盾している部分  

 ・見出しやタイトルと本文との齟齬  

 ・図表と本文との齟齬  

 ・表記の揺れ（例  ページによって送り仮名が異なる  など）  

 ・その他、ご意見、ご提言  

 

■意見募集期間  

2016 年 5 月 31 日（火）まで  

 

詳細はこちらをご覧ください。  

http://www.itc.or.jp/laboratory/publication/pgl_pubcom_reque

st_20160519.html 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆「攻めの IT 経営中小企業百選」の発表・表彰式のご案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

「攻めの IT 経営銘柄 2016」「攻めの IT 経営中小企業百選 2016」  

が遂に発表となります！  

見どころは、大企業の発表・表彰との合同開催です。大企業のパネ  

ルディスカッションや中小企業の取組み事例紹介があります。  

ご参加お待ちしております。  

 

「攻めの IT 経営銘柄 2016」「攻めの IT 経営中小企業百選 2016」  

日時： 2016 年 6 月 9 日（木）  13:30～ 17： 00（予定）  

会場：丸ビルホール＆コンファレンススクエア  

   （東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル 7・ 8 階）  

 

＜プログラム＞  

主催者挨拶、「攻めの IT 経営銘柄 2016」発表、  

「攻めの IT 経営中小企業百選 2016」発表、経済産業大臣挨拶、基

調講演、  

「攻めの IT 経営銘柄」パネルディスカッション、  

「攻めの IT 経営中小企業百選」取組み紹介  ほか  

  

お申込みはこちら  

https://www.b-forum.net/event/mngita2016/form.php 

※実践力ポイント 3 時間分（後援扱い）取得できます  

http://www.itc.or.jp/laboratory/publication/pgl_pubcom_request_20160519.html
http://www.itc.or.jp/laboratory/publication/pgl_pubcom_request_20160519.html
https://www.b-forum.net/event/mngita2016/form.php
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  『 2016 年度資格更新』まもなく締切です。  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2016 年度の資格更新手続きは 5 月 31 日までとなっております。  

まだお手続きされていない方は今すぐお手続きをお願い致します。  

※既にお手続きをお済みの方は行き違いとなりますがご了承くださ  

い。  

 

■ IT コーディネータ更新手続きはこちら  

（ ITC＋メンバー ID が必要です）  

https://itca.force.com/ITCPLoginPage 

 

更新手続き（全体フロー）はこちらをご覧ください  

https://teachme.jp/contents/686500 

 

5 月末までに更新手続きが確認出来ない場合は  

資格の失効になりますのでご注意ください。  

 

資格更新に関するご相談はこちら  

https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135?=ml335 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆「マイナンバー内部監査人育成研修」を開催！   

 昨年好評だった「マイナンバー導入支援者育成研修」に続き、  

今年は制度運用開始後の点検・改善をサポートできる人材を育成す  

る「内部監査人育成研修」を開催します！  

 ガイドライン /安全管理措置で定められた「定期的な点検・監査」 

や「委託先の必要かつ適切な監督」を、演習を通して習得できます。  

また、受講者氏名を当協会ホームページに掲載することも予定して  

います。詳細はこちら↓  

http://www.itc.or.jp/news/post_20150225.html?=ml335 

 

マイナンバー研修の開催スケジュールはこちら  

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml335 

 

◆中小企業の経営診断、財務計画策定ツール活用講座のご紹介  

CRD 協会が開発した専門家向け中小企業経営診断ツール  

「 McSS」β版の機能・操作方法を理解し財務内容等のアドバイスに  

https://itca.force.com/ITCPLoginPage
https://teachme.jp/contents/686500
https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135?=ml335
http://www.itc.or.jp/news/post_20150225.html?=ml335
http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml335
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必要な知識を習得します。本研修修了者は同協会保有の信用保証協  

会や金融機関が現在利用中の中小企業 100 万社財務 DB を 6 ヶ月間  

無料で試用可能です。  

※先着 100 名限定（残席僅か）  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml33

5 

 

◆フォローアップ研修開催のご案内  

今年度より、「ビジネス競争力自己診断ツール」や「”リアルタイム  

ＢＳ”で学ぶ  「経営者の目線に立つための会計基礎」」、「ビジネス  

モデルキャンバス（ BMC)実践編」の 3 講座が新設されました。  

お申込みお待ちしております！  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2016_6.html?=ml335 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■「自治体ビジネス研修  新入門編」のご案内  

開催日： 2016 年 6 月 17 日（金）  

開催場所： IT コーディネータ協会  会議室  

研修内容：  

自治体には ITC の仕事がいっぱいあるぞ、まず出かけてみよう！  

実際に自治体で活躍している講師が、惜し気もなくノウハウをご提  

供いたします！  

受講者の声：  

・実務経験者しか分からない事が聞けて、大変良かった。  

・自治体ビジネスに関しての基礎知識になればと思い参加させてい  

ただいたが、色々な識問等の答えから、これまで知らなかった事を  

多く聞く事が出来、有意義だった。  

 

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150195.html?=ml33

5 

 

■「迫りくるネットワークの脅威！深刻な脆弱性への対策」   

開催日： 2016 年 6 月 24 日（金）   

開催場所：文京シビックセンター  26F スカイホール   

研修内容：   

1)実演！忍び寄るハッキングの脅威～ハッキングされたらどうなる  

の？～   

株式会社ラック  サイバー・グリッド研究所  チーフリサーチャー   

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml335
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml335
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2016_6.html?=ml335
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150195.html?=ml335
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150195.html?=ml335
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谷口  隼祐氏   

2)企業・団体の情報セキュリティ対策   

独立行政法人情報処理推進機構（ IPA）技術本部  セキュリティセン  

ター  調査役  石井  茂氏   

3）中小企業におけるセキュリティ対策で押さえるべきポイントと実  

施方法   

株式会社ジョインウィズ  谷  英幸氏   

 

詳細・お申込はこちら   

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca.html?=ml335 

 

 

その他、セミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml335 

 

開催地やキーワードで検索が出来ます。  

※後援セミナーは、検索画面のカテゴリを「後援研修」に設定  

し、検索ボタンを押すと表示されます。  

 

 

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

↓  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?=ml335 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  
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