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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 メルマガ臨時号】新 PGL 発刊 /メルマガからのお知らせ / 他  

 

みなさんこんにちは。 ITC 協会の田口です。  

今週より新しいプロセスガイドラインが発刊になりましたので、  

ITCA メルマガ臨時号を配信致します。他にもお知らせがありま  

すのでサクッとお読みいただけると幸いです。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 【重要】新プロセスガイドライン発刊のお知らせ  

 2. 【重要】メルマガの配信先データベースを変更します  

 3. IT コーディネータの活躍が TV で放映されます！  

 4. IT コーディネータ協会インフォメーション  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆【重要】新プロセスガイドライン発刊のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

～ＩＴ経営推進プロセスガイドライン Ver． 3.0 に改訂しました～  

 

この度、プロセスガイドライン： PGL（旧 IT コーディネータ・  

プロセスガイドライン）のバージョン 3.0 を「 IT 経営推進プロセ  

スガイドライン」として発刊致します。  

 

 発刊に当たりましては執筆、査読の方々のご協力・ご支援を頂  

きました。またパブリックコメントでは 600 件を超えるご意見ご  

指摘を頂き、内容に反映させて頂きました。心より御礼申しあ  

げます。  

 

今回の改訂の主旨は、バージョン 2.0 の発刊以来 5 年が経過し、  

最近の経営スタイルの変化への対応と、 IT 利活用環境の変化への  

対応を主眼にしました。また、 ITC の方はもとより、企業の経営  

者、 IT 経営推進を担当する方々にも読んでいただくよう記述の  

平易化に努めました。さらに、読者の理解を助け、全体の一覧性  

を確保するために付録、用語集等をつけました。  

 

【書籍版】  

 価格  ： 2,700 円（税込、送料別）  



 2 / 5 

 

 体裁  ： B5 版、 185 ページ  

 

【電子版】  

・電子書籍版  

 価格  ： 1,620 円（税込）  

 

本ガイドラインの改訂内容の概要や購入につきましては、  

以下の URL よりご参照ください。  

http://www.itc.or.jp/news/pgl30.html?=ml344 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  【重要】メルマガの配信先データベースを変更します  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

この度、 ITCA メルマガの配信先データベースの変更を行うこと  

になりましたのでお知らせ致します。  

 

■変更内容  

旧：メルマガ購読希望者はメールアドレスを登録  

    ↓  

新：『 ITC＋』にご登録された方でメルマガ購読希望者  

 

■変更方法  

＜現メルマガ購読のみ場合＞  

現在のメルマガ購読者の方で「 ITC＋メンバー」ではない方は、  

この機会に『 ITC＋』にメンバー登録をお願いします。  

ITC＋メンバー登録はこちら  

https://itca.force.com/itcpentryinputpage 

 

＜既に ITC＋メンバーに登録済みの場合＞  

「個人情報編集画面」よりメルマガ購読設定が出来ます。  

デフォルト設定は「希望する」にチェックが入っています。  

購読を希望されない場合は「希望しない」にチェックをお願い  

します。  

https://itca.force.com/ITCPLoginPage 

 

 

＜変更理由＞  

IT コーディネータの登録情報とメルマガの配信データベースは  

連動しておらず、 IT コーディネータに登録されている方は、個人  

情報の修正とメルマガの配信先の変更と 2 重作業が発生していま  

した。今後は『 ITC＋』を基準にすることにより、この問題が解消  

出来る流れとなりました。  

http://www.itc.or.jp/news/pgl30.html?=ml344
https://itca.force.com/itcpentryinputpage
https://itca.force.com/ITCPLoginPage
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詳細はこちら  

http://www.itc.or.jp/news/melmaga20160928.html?=ml344 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータの活躍が TV で放映されます！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

攻めの IT 中小企業百選 2016 で受賞された「山岸株式会社」と、  

その支援を行った IT コーディネータの 2 人 3 脚の取り組みが  

取材されました。関東ローカルの TV 番組で、その中の 5 分です  

が、受信可能エリアの方はぜひぜひご視聴ください。  

4 社取材のうち 3 番目に登場します。なお見逃しても番組ホーム  

ページで視聴可能です。  

 

出演企業：山岸株式会社  

     IT 経営力大賞  2013、 2014 IT 経営実践認定企業  

     攻めの IT 経営  中小企業百選選定企業  

支援 IT コーディネータ：馬場  尚子  氏  

 

放送日時： 9 月 29 日（木）  20:25～ 20:55 

番組名：企業魂  

放送局： TOKYO MX（地上デジタル  9ch）  

放送地域：東京全域と千葉、埼玉、神奈川、茨城の一部  

     （東京スカイツリーから約 50km 以内が受信エリア）  

 

放送は PC・スマホでも閲覧できます！  

http://mcas.jp/#/channels/1 

 

企業魂  ホームページ  

http://kigyoudamashii.com/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ITC カンファレス 2016 お申込み受付中！【まもなく早割終了】  

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/?=ml344 

※お得な早割料金は 9 月末で終了です。お申し込みはお早めに！  

http://www.itc.or.jp/news/melmaga20160928.html?=ml344
http://mcas.jp/#/channels/1
http://kigyoudamashii.com/
http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml344
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◆情報化月間記念式典の開催のお知らせ  

日時： 2016 年 10 月 3 日（月曜日） 10 時 30 分～ 12 時 15 分  

   （受付 10 時 00 分～）  ※終了時間は目安です。  

会場：丸ビルホール（千代田区丸の内 2-4-1）  

情報化促進貢献個人の表彰  

 情報化促進貢献企業等の表彰  

 U-22 プログラミング・コンテストの表彰  

 経済産業省における IT 施策の講演  

 ・講演者：経済産業省  商務情報政策局  情報処理振興課  

            課長  滝澤  豪（たきざわ  ごう）  

詳細・お申し込みはこちら  

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/gekkan/gekkanshikiten

.html 

 

 

◆ ITC6 千名に聴く IoT 実態調査アンケート 2016【ご協力のお願い】 

（独）情報処理推進機構技術本部ソフトウェア高信頼化センター  

(IPA/SEC)と IT コーディネータ協会（ ITCA)とは、 IT コーディネー  

タの方々を対象として IoT に関する企業や団体（主として中小企  

業、小規模事業者等）の取り組みの実態調査を共同で実施する  

運びとなりました。  

 このアンケートには、全国で活躍されている IT コーディネータ  

の方々が日頃感じておられる課題や希望する施策、研修、情報  

提供などに関する質問も用意しています。  

是非、率直に回答して頂き、様々な分野の専門家であり、企業の  

支援者である皆様方と共に、サポートを必要としている中小企  

業・小規模事業者における IoT の普及やソフトウェア・エンジ  

ニアリングの利活用促進を図って参りたいと考えております。  

皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します。  

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

実施期間（予定）： 2016 年 9 月 27 日（火）～ 10 月 17 日（月）  

アンケート内容：全 14 問  

所要時間（目安）： 4 分～ 5 分程度  

回答対象者： IT コーディネータの方  

※ ITC 実践力ポイントの付与あります（ 1 ポイント）  

詳細はこちら  

http://www.itc.or.jp/news/iot2016itc.html?=ml344 

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

 

 

◆自治体ビジネス研修「入門編」  9 月 30 日開催【残り僅か】  

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/gekkan/gekkanshikiten.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/gekkan/gekkanshikiten.html
http://www.itc.or.jp/news/iot2016itc.html?=ml344
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------------------------------------------------------------ 

【リニューアル】今年は自治体職員さんがやってくるぞ！  

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

通常の研修内容に加えて、ゲストスピーカーに長野県千曲市総務  

部情報政策課情報政策係長  臼井  義広氏をお迎えし、リアルな  

事例をご紹介します。マイナンバー対応、セキュリティ強化、  

中期情報化計画等、今、自治体の現場で起きていることを、  

自治体職員の方から直接お聞きし、またお話をするチャンスです！  

ぜひ、ご参加ください。  

開催日： 9 月 30 日（金）  

会場： IT コーディネータ協会  A 会議室  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml344 

 

 

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

↓  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?=ml344 

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

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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http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml344

