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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】平成 28 年度新任副会長・理事のご紹介  他  

 

みなさんこんにちは。協会の田口です。  

オリンピック始まりましたね。始まる前はあまり興味なかったです  

が、日本がメダル取ったニュースを聞くと、オリンピック見ようか  

なという気持ちになります。日本がんばれー！  

 

さて、今回のメルマガでは、今年度より新しく就任された副会長・  

理事からのご挨拶や、協会からのお知らせを中心にお知らせします。 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 平成 28 年度新任副会長・理事よりご挨拶  

 2. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 3. ITC 掲示板（ ITC 事例のご紹介）  

 4. 製造業の町、大田区で行う【実地研修】 2016 年版のご案内  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  平成 28 年度新任副会長・理事よりご挨拶  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

平成 28 年度の新任副会長・理事就任の挨拶文をホームページに  

掲載しましたのでご紹介いたします。（※敬称略・順不同での掲載） 

 

■副会長  

石丸  修太郎（日本税理士会連合会  副会長）  

小脇  一朗（一般社団法人情報サービス産業協会  副会長・専務理事）  

 

■理事  

生田  勝（特定非営利活動法人  ＩＴＣ近畿会  事業委員長）  

磯部  秀敏（特定非営利活動法人  ＩＴＣ中部  理事長）  

菅原  英宗（ NTT コミュニケーションズ（株） 取締役  第二営業本部

長）  

秦  雅彦（日本税理士会連合会  常務理事）  

八木  伸吾（（株）エヌ・ティ・ティ  エムイー  常務取締役）  

野村  泰嗣（（株）日立製作所  理事  ＩＣＴ事業統括本部  ＣＳＯ）  
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挨拶文はこちら  

http://www.itc.or.jp/society/itca/2016newyakuin.html?=ml340 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆IT コーディネータ試験の申込受付中！   

・試験予約期間： 7 月 1 日（金）～  8 月 25 日（木）  

・試験実施期間： 8 月 1 日（月）～  9 月 10 日（土）  

試験のサンプル問題も公開中！  

詳細は下記 URL の「サンプル問題」よりご確認ください。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml340 

 

 

◆ITC カンファレス 2016 お申込み受付中！  

開催日時： 2016 年 11 月 18 日（金）  ～  19 日（土）  

（受付時間： 1 日目は 12:00、 2 日目は 9:00 より受付開始します）  

会場：ベルサール新宿グランド  

   新宿区西新宿 8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー  1F 

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml340 

※お得な早割期間中です。最大 2,000 円引き !! 

★出展ブースもお申込み受付中！（ 8 月末まで）★ 

http://www.itc.or.jp/event/itcconference_2016.html?=ml340 

 

 

◆新トレンドセミナー「現場を強くするかんたんマニュアル作成ツ  

ール  Teachme Biz」を公開しました。  

マニュアルの作成・共有が、たった 10 分で！  

画像・動画ベースの  “わかりやすいマニュアル” を短時間で作成・ 

共有できて、閲覧状況管理や、担当者を指定した作業指示まで行え  

る、次世代型マニュアル作成・共有ツールのご紹介です。  

http://www.itc.or.jp/event/teachme_biz.html?=ml340 

※ ITC 協会のオンラインヘルプもこちらで作っています。  

マニュアル作成にお困りの方はぜひご覧ください。  

 

 

◆「自治体ビジネス研修  入門・中級・上級編」リニューアルいた  

します！この秋、自治体ビジネス研修は、変わります。  

自治体職員、自治体支援経験豊富な ITC などから、ゲストスピーカ  

http://www.itc.or.jp/society/itca/2016newyakuin.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml340
http://www.itc.or.jp/event/itcconference_2016.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/event/teachme_biz.html?=ml340
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ーをお呼びし、情報交換の時間をたっぷりつくります！  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml340 

 

 

◆「一般社団法人  日本 IT 団体連盟」が設立されました  

IT 連盟は、 100 以上ある IT 団体のうち 53 団体を束ね、官民の連携  

強化や IT 人材の育成といった IT 産業の抱える課題に業界が一丸と  

なって取り組んでいくため、設立に至りました。今後も加盟団体を  

増やしながら、日本の IT 産業の健全な発展に貢献するとともに、  

世界最高水準の IT 社会の構築を目指し、日本の経済や社会、国民  

生活の向上に寄与してまいります。  

http://www.itc.or.jp/news/_it_1.html?=ml340 

 

 

◆経済産業省「中堅・中小製造業向け IoT ツール」募集のご案内  

経済産業省（製造産業局）の「 IoT による製造ビジネス変革 WG  

中堅・中小企業サブ幹事会  中間とりまとめ」において、中小企業  

の IoT 導入・推進のための事業として「 IoT ツール開発コンペ」の  

企画がありましたが、今回「第 1 回  中堅・中小製造業向け IoT 

ツール募集イベント」の公募が開始されました。表彰制度等はあり  

ませんが、一定水準以上のツール・アイデアを推奨ツールとして  

RRI（ロボット革命イニシアティブ協議会）のホームページに公表  

されます。 IT コーディネータにとっても有益なイベントですので、 

ぜひ、本事業へのご協力をお願いします。  

http://www.itc.or.jp/society/itca/organization/iot.html?=ml3

40 

 

 

◆ジェトロ「グローバルイノベーション拠点設立等支援事業」の  

公募をしています。  

公募期間： 2016 年 2 月 16 日（火）～ 2016 年 9 月 9 日（金 )正午  

（※次回（第 4 回）の応募締切り 9 月 9 日（金）正午が最終締切）  

詳細はこちら  

http://www.itc.or.jp/news/20160804.html?=ml340 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板（ ITC 事例のご紹介）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの事例をご紹介します。  

 

■伝統的工芸品「越前箪笥」を基にキャリーケースを開発  

支援 IT コーディネータ：先織  久恒  氏  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/news/_it_1.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/society/itca/organization/iot.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/society/itca/organization/iot.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/news/20160804.html?=ml340
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山口祐弘氏は、福井県越前市の伝統的工芸品「越前箪笥（えちぜん  

たんす）」をはじめとする家具・建具・小物を企画・製作する家具  

製作工房「 Furnitureholic（以下、ファニチャーホリック）」を設  

立し、その代表者としてオーダーメイドの家具などを提供している。 

新商品開発にも積極的で、最近では越前箪笥の技術を使ったキャリ  

ーケースを開発。伝統的工芸品の枠を超えて新たなニーズを掘り起  

こそうとしている。  

 この画期的な取り組みを支援したのが、IT コーディネータである  

福井県よろず支援拠点の先織久恒氏（チーフコーディネーター）で  

ある。先織氏は、山口氏の思いの具体化に向けて企画段階から支援  

をスタート。製品テストや販路開拓にも協力した。企業の IT 化案件  

ではないものの、IT コーディネータの持つ課題解決力が役立つ例と  

して注目できる。ここでは、その支援の様子を解説しよう。  

続きはこちら  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/072100027/ 

 

Furnitureholic さんの Facebook 

「越前箪笥」のキャリーケースが紹介されています。  

https://www.facebook.com/Furnitureholic 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  製造業の町、大田区で行う【実地研修】 2016 年版のご案内  

   （企業内 ITC コース／独立系 ITC コース）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

9 月 3 日より、独立系 IT コーディネータや企業内 IT コーディネー  

タの皆さんを対象に、支援経験豊富なベテラン支援者の指導のも  

と、実際に中小企業経営者に営業活動を行い、経営課題を聞き  

出し、経営支援に繋げる、実践研修を開催します。  

受講期間は約 6 ヶ月です。昨年度の受講者の声をご紹介します！  

 

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

独立系 IT コーディネータ：名迫  和男さんより  

 

2013 年に IT コーディネータ資格を取得しましたが、まだ何をどう  

すればよいかわからない時に、協会からのメルマガにて本研修を知  

りました。いろいろなセミナーがありますが、座学の勉強がほとん  

どで実際に中小企業を支援する事が難しい状況でした。しかし、  

本研修最大の特徴で実地研修があるという点に注目したことが受講  

するきっかけです。  

＜おすすめする点＞  

実際に中小企業の支援をし、アプローチから企業の課題整理までを  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/072100027/
https://www.facebook.com/Furnitureholic
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体験できる数少ない研修です。また、TNMS というツールを利用する  

ことで、企業の課題整理がスムーズに、経営戦略を策定できますの  

で、IT コーディネータの皆様には、このツールを是非体験してほし  

いです。  

現在私は、「モノづくり応援隊 in 大田区」に入会して、企業支援実  

践を継続することで IT コーディネータとして活動しております。  

 

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

 

研修の詳細、お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/7417201900.html?

=ml340 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

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

独立系 IT コーディネータ”イキザマ”をお伝えする、生々しい現場  

情報満載の講座です！  

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

開催日： 8 月 20 日（土）  

開催場所： IT コーディネータ協会  （東京都文京区）  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b2.html?=ml340 

講座名：「従業員一体による基幹システム再構築で、経営体質を変  

革」～企業支援活動 10 年の講師と中小企業ワールドを疑似体験～  

※こちらの研修はフォローアップ研修対象講座です。  

 

 

◆中小企業の経営診断、財務計画策定ツール活用講座のご案内  

信用保証協会や金融機関が利用中のツールを士業向け等に公開する  

ものです。（中小企業 100 万社の財務 DB を使用）  

本研修開催に協力して戴く「一般社団法人 CRD 協会」は、会員の信  

用保証協会、金融機関等が業務で利用する全国の中小企業決算書  

データ（匿名）を毎年 100 万件以上保有している DB 機関です。  

開催日： 8 月 25 日（木）、 9 月 6 日（火）  

開催場所：一般社団法人ＣＲＤ協会  （東京都中央区）  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml34

0 

 

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/7417201900.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/7417201900.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/b2.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150218.html?=ml340
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◆「マイナンバー内部監査人育成研修」お申込み募集中  

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

 大阪開催あります！参加を検討中の方は今がチャンス！   

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

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。  

監査編：  9 月 8 日（木）大阪開催、 9 月 9 日（金）東京開催  他  

※監査編の受講はマイナンバー導入支援者育成研修修了者であるこ  

とが受講条件となっています。  

導入編：  8 月 25 日（木）大阪開催、 8 月 30 日（火）東京開催  他  

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml340 

 

◆「攻めのＩＴ経営」支援の実践！書類作成のコツ  

「攻めの IT 経営中小企業百選」事務局である IT コーディネータ協  

会が“応募促進”のために、「的確な応募用紙」作成のバックアップ  

します！好評のため第 2 回目を開催いたします。  

日時： 9 月 2 日（金） 10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  A 会議室  

詳細・お申込はこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca20160807.html?=ml340 

 

 

◆人工知能（ AI）と人工脳の発達により生まれる職業とは？  

日本が避けられない労働力不足に対して、どのように立ち向かうか  

を起点とし、技術革新の目覚ましい人工知能の可能性について議論  

する。英オックスフォード大のオズボーン准教授らと NRI との共同  

研究についても紹介する。  

開催日時： 9 月 8 日（木） 14： 00～ 16： 40（受付開始  13： 45～）  

開催場所：内幸町ホール  （東京都千代田区）  

詳細・お申込はこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca.html?=ml340 

 

その他、セミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage 

 

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。  

 

 

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

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca20160807.html?=ml340
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca.html?=ml339
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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↓  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?=ml340 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml340

