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

本メールは、『 ITC＋』にご登録頂いている方に配信しておりま  

す。配信停止をご希望の場合は、メール末尾をご覧ください。  

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

 

【 ITCA メルマガ 347 号】来週は ITC カンファレス！ /新連載のご紹

介  等  

 

みなさんこんにちは。 ITC 協会の田口です。  

今年の 6 月から市役所主催の稲作体験を半年間程やってきまして、  

この前の日曜に最後のイベントの餅つきに行ってきました。  

稲作体験では、 6 月から順に田植え・草取り・稲刈り、餅つきと  

なっており、最終日では市役所の観光課の方が挨拶しに来ていま  

した。そういえば、市役所の観光ページってあまり見た事がな  

かったのでこの機会に改めて見ると、埴輪作り体験とかちょっと  

面白い情報が UP されていたりします。みなさんも、お出かけス  

ポットの参考にされてはいかがでしょうか。  

 

さて、今回のメルマガではいよいよ来週末に開催のとなる ITC カン  

ファレスのお知らせや、IT コーディネータによる新連載をお届け致  

します。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC カンファレンス  受付方法のご案内  

 2. インバウンド駆動型地方創生ビジネス  第 1 回【 New】  

 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◆  ITC カンファレンス  受付方法のご案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

いよいよ来週末は『 ITC カンファレンス 2016』です！  

 

―――――― ITC カンファレンス 2016 開催概要―――――――――  

 

■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 

 

―――――――――――――――――――――――――――――  
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＜参加される皆様へお願い＞  

今年は、ご招待を含めた全ての参加者は、 QR コードでの受付とな  

ります。必ず QR コードが表示されるスマートフォン、又は  QR 

コードを印刷し、会場までお越しください。  

 

チケットログイン画面はこちら  

http://peatix.com/dashboard 

※パソコンでチケットを確認する方法はこちら  

http://help.peatix.com/customer/portal/articles/1193319 

 

 

■昨年との違いについて  

＜当日の受付方法＞  

今年は団体申込み、招待の方も QR コードでの受付となります。  

事前に必ずご確認下さい。  

＜ 2 日目について＞  

今年の 2 日目は A トラック、 B トラックと分かれます。  

ＱＲコード、当日配布する参加証へは参加トラックの記載はござい  

ませんので、お忘れの方は 17 日（木） 15： 00 までにお問い合わせ  

フォームからお問い合わせをいただくか、当日「登壇者」受付まで  

お越しください。  

https://pro.form-mailer.jp/fms/799c904e78441?=ml347 

 

 

■当日参加について（事前申込なし）  

当日のご参加も可能ですが、参加料のお支払方法はクレジットカー  

ド決済のみとなります。  

※交流会はおかげさまで完売いたしました。当日販売はございませ  

んので、ご了承ください。  

 

■ WEB 受付は 11 月 17 日（木） 17： 00 まで！！  

多数のお問い合わせを頂いているため、 WEB 受付を 11 月 17 日  

（木） 17： 00 まで延長致します。クレジットカード決済以外の  

お支払方法をご希望の場合は、事前に WEB からお申込みください。  

＜ ITC カンファレンス  事前お申込みはこちら＞  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml347 

 

 

※参加者への最終ご案内は 11 月 15 日（火）に再度メールにていた

します。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

http://peatix.com/dashboard
http://help.peatix.com/customer/portal/articles/1193319
https://pro.form-mailer.jp/fms/799c904e78441?=ml347
https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml347
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◆ 2◆  インバウンド駆動型地方創生ビジネス  第 1 回【 New】  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

今回の連載では、現 IT コーディネータによるに観光産業に目を  

向けた連載情報をお送り致します。  

―――――――――――――――――――――――――――――  

 

第 1 回  インバウンド市場動向   

執筆者：浅井  治  氏  

 

■はじめに (地域で活躍する ITC) 

 新聞やテレビ等で「インバウンド」という言葉を目にする機会が  

多くなった。この「インバウンド」という言葉聞いて何を想像され  

るだろうか。アジア系の一部の旅行者に見られる「爆買い」と呼ば  

れる一連の行動や、銀座や新宿などの繁華街を歩く外国人観光客、  

京都、福岡、札幌等の定番観光地を目指し、新幹線で移動している  

光景を思い浮かべるかも知れない。あるいは、富士山の登山道で、  

列をなす登山客に紛れ込む外国人観光客かも知れない。多くの  

場合、団体で行動する外国人旅行者を思い出されるのではないだ  

ろうか。いずれも「インバウンド」の一端を物語る現象であり  

間違いではないが「インバウンド」とは、これらの現象だけでな  

く、もっと広い概念で多様性に富んだものであり、一概に表現で  

きるものではない。  

 そこで、この連載ではこの「インバウンド」という社会的現象を  

ビジネスとして捉えた場合の切口と、そこから生まれる可能性を紹  

介したい。インバウンドは、訪日外国人観光客と言う一面を捉えた  

言葉であるが、観光だけに留まらず、広義には、地方創生に繋がる  

可能性を秘めている。地方創生を語る前に、何かと話題のインバウ  

ンドビジネスについてみてみよう。  

 右肩上がりの訪日外国人の渡航者数、旺盛な購買意欲、そして、  

2020 年に迎える東京オリンピック。順風満帆に風を受けた魅力的  

なビジネス機会である。この機会に ITC として何ができるのだろ  

うか。この連載では、このような疑問に答えるべく関連情報や  

実態などを紹介したい。  

 

続きはこちら  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/inbound_01.html?

=ml347 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ケース研修  お申込み受付中！【本日 17 時まで！】   

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/inbound_01.html?=ml347
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/inbound_01.html?=ml347
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＜募集期間＞  

2016 年 9 月 1 日（木）～  11 月 11 日（金） 17 時（予定）   

＜このような方にオススメです＞  

・  企業の情報システム部門に在籍中で、スキルアップを目指す方  

・  ＩＴベンダー企業で、「企画」や「営業」の仕事をされている方  

・  経営コンサルの仕事をされていて、経営者からＩＴ関連のアド  

バイスを求められている方  

・  企業内で業務改善、情報化を担当されている方  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml347 

ケース研修インストラクターに聞く！ ITC・ケース研修の魅力  

http://www.itca-school.jp/itc-hrd/itc-voice-vol01/?=ml347 

 

 

◆IT 経営推進プロセスガイドライン（新 PGL）が日経コンピュー  

タで紹介されました。  

11 月 10 日号の「日経コンピュータ」の News＆ Trend コーナーにて  

前版（ Ver2.0）と新版（ 3.0）の違いをわかり易く紹介しています。 

記事は Web からもご覧いただけます。  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/110400687/ 

 

 

◆ COMPASS2016 秋号が刊行になりました。  

特集は「働き方改革」。周りがそうしているからではなく、本当の  

意義を考えてみたいものです。 IT コーディネータ関連記事は、  

京都八田屋（坂田岳史さん）、岡山県・トングウ（久保田浩二さん  

）、おかやま IT 経営力大賞（小原強さん）です。用語解説や Q&A 

コーナーに、江上広行さんと野中栄一さんに寄稿いただいています。 

巻頭インタビューは中小企業庁の IT 活用支援新施策。  

ぜひお読みください！ ITC の方は無料でご利用いただけます。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index

.html?=ml347 

 

 

◆国家資格「情報処理安全確保支援士」創設が決定  

企業等のサイバーセキュリティ対策を担う専門人材を確保するた  

め、最新のセキュリティに関する知識・技能を備えた高度かつ  

実践的な人材として、国家資格「情報処理安全確保支援士」が  

本年通常国会での法改正（サイバーセキュリティ基本法及び情報  

処理の促進に関する法律の一部を改正する法律）により創設  

されました。  

（ 10 月 21 日制度施行、平成 29 年 4 月より試験実施予定）。  

⇒「情報処理安全確保支援士」詳細は経済産業省 HP に掲載中です  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml347
http://www.itca-school.jp/itc-hrd/itc-voice-vol01/?=ml346
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/110400687/
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml347
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml347
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詳細はこちら  

http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20161109001.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆「地域未来投資促進事業」の効果的な申請書作成の基本【 11 月 20

日】  

平成 28 年度第 2 次補正予算「地域未来投資促進事業」への制度の  

説明及び効果的な申請書作成に特化した研修を開催いたします。  

本年度事業の特徴、従来の通称「モノ補助」との違いなどについて  

解説し、「革新的モノづくり」の考え方、「応募用紙」記載の留  

意点、手順について、簡単な演習を交え説明いたします。  

開催日時： 11 月 20 日（日） 10： 00～ 13： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室（東京）  

注）会場が変更になる可能性があります  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/takashima_hojokin.html?

=ml347 

 

 

◆自治体ビジネス研修「中級編」【 11 月 25 日開催】  

“今年は自治体職員がやってくるぞ！”  

「現場感をできるだけ受講者にお伝えしたい！」ので自治体職員の  

方々にお越しいただき、情報交換の時間を設けました。  

マイナンバー導入後にどのように利活用しているのか？  

自治体クラウドの現状は今？  

開催日時： 11 月 25 日（金） 10:00～ 17:00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室（東京）  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml347 

※ 9 月 30 日開催の受講者の声を公開しました！  

 

 

◆支援機関連携ビジネス研修【 12 月 6 日東京】【 1 月 18 日大阪】  

 ～支援機関とビジネスができるようになろう！！～  

先駆者ノウハウ大公開！小規模事業者・中小企業支援とＩＴ利活用  

促進の要である様々な支援機関と手を組んでＩＴＣとしてのビジネ  

スを確立させよう！！  

開催日付： 12 月 6 日（東京）、 1 月 18 日（大阪）  

開催時間： 10:00～ 17:00 

お申込み・詳細：  

http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20161109001.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/takashima_hojokin.html?=ml347
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/takashima_hojokin.html?=ml347
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml347
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https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml347 

 

 

◆金融機関連携ビジネス研修【 12 月 8 日東京】【 12 月 20 日名古屋】 

 ～金融機関とビジネスができるようになろう！！～  

金融庁の金融行政方針が大きく変わった今が、金融機関連携の絶好  

の機会！金融機関とビジネスを行うための成功ノウハウを伝授しま  

す！！  

開催日付： 12 月 8 日（東京）、 12 月 20 日（名古屋）  

開催時間： 10:00～ 17:00 

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml347 

 

 

◆ ET/IoT2016 併催： IPA セミナー  のご案内    

この度「 Embedded Technology 2016／ IoT Technology 2016」に  

て、 IPA セミナーを開催いたします。ご参加お待ちしております！   

日時： 2016 年 11 月 17 日（木）～ 11 月 18 日（金）   

会場：パシフィコ横浜  アネックスホール 2 階  F203  

定員：各 150 名（第 1 部～第 6 部共通）   

参加費：無料   

★注目セミナー★  11 月 17 日（木） 10:00～ 12:00  

基調講演：「先進的ソフトウェア工学の産業界実践  

      ～安心安全社会の実現にむけて～」   

講演者：  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学  名誉教授   

     片山  卓也  氏   

社会や産業界を支える複雑で大規模なソフトウェアを高信頼・  

高セキュリティに構築  、維持、発展させ、また、他のシステムと  

連携して新しいサービスを創造できることは、社会の安心性や製品  

の高品質性の基盤です。システムがこのようなディペンダビリティ  

要件を満たすための研究は多く行われてきていますが、それらが  

現実のソフト  ウェア開発において実践されているとは言いがたい  

状況です。 IoT の本格展開が期待される現在、先進的ソフトウェア  

工学の実践が急務です。   

プログラム詳細・お申し込みは下記 URL をご覧ください。  

http://www.ipa.go.jp/sec/seminar/20161117.html 

 

 

その他の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。  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml347
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml347
http://www.ipa.go.jp/sec/seminar/20161117.html
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?=ml347 

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

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?=ml347

