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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 353 号】 IT コーディネータ試験はじまる /会員特別

セミナーのご案内  等  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

今回のメルマガでは、今月から始まった ITC 試験のご案内  

をメインにお知らせします。 ITC プロセスガイドライン（オレン  

ジ色の本）の試験対応は今回までとなります！次回から IT 経営  

推進プロセスガイドライン（ピンク色の本）となりますのでご注意

ください。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. IT コーディネータ試験  申込み開始！  

 2. 第 4 回会員様向け特別無料セミナー＆交流会のご案内  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  IT コーディネータ試験  申込み開始！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

試験の申込みがスタートしました！  

ITC プロセスガイドライン Ver2.0（オレンジ色の PGL）の試験は  

今回までとなります。試験のお申込みはお早めに！  

  

・試験予約期間： 2017 年 02 月 01 日（水）～  03 月 10 日（金）  

・試験実施期間： 2017 年 02 月 10 日（金）～  03 月 13 日（月）  

 

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?=ml353 

 

試験の対策講座はこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml

353 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  第 4 回会員様向け特別無料セミナー＆交流会のご案内  

http://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml353
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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

大好評の会員特別セミナーも 4 回目を迎えました。  

今回は「人を動かすマネジメント。「先の見えない戦い」を勝ち抜  

く OODA 経営」の講演です！  

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

 

■タイトル：  

人を動かすマネジメント  

「先の見えない戦い」を勝ち抜く OODA 経営  

 

■講師：  

 田中  靖浩  氏  

 

■ご講演概要  

現場の元気を取り戻す「新しい戦いのルール」を教えます ! 

「 PDCA の呪縛」から逃れ、臨機応変に個人が動くための「 OODA 

ループ」、「任せて任さず」の権限委譲を実現する「ミッション・  

コマンド」、無駄なデータを削ぎ落とし、スモールデータで勝つ  

「クリティカル・インテリジェンス」。  

かつての「硬直化した組織」の運営を捨て、「消耗戦」から「機動  

戦」にパラダイム転換を遂げたアメリカ軍。  本セミナーでは、  

そこから学べる「自由に動ける現場つくり」をはじめ、先の読め  

ない時代にビジネスで生き残っていくかについてエッセンスを  

お話します。  

 

◆開催概要◆ 

開催日時： 3 月 2 日（木） 15： 00～ 18： 30(交流会 17： 15～ ) 

会  場：文京グリーンコートセンターオフィス  17 階  A 会議室  

参加費：無料  

対象者： ITCA 法人会員および個人会員  

定  員：先着 100 名  

 

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201703.html

?=ml353 

お申し込みお待ちしております！  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆中小企業の情報セキュリティ対策普及の加速化に向けた「共同宣

https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201703.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201703.html?=ml353
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言」を発表  

https://www.itc.or.jp/news/dlfiles/press20170207.pdf?=ml353 

 

 

◆【 IT コーディネータの方へ】ご住所の確認をお願いいたします。 

今年も資格更新のお願いのご案内等をお送り致します。  

郵送先のご住所がお間違いないか今一度ご確認をお願い致します。  

ご住所の確認はメンバーページからお願い致します。  

確認締切： 2 月 14 日まで  

https://itca.force.com/itcploginpage 

※ご案内は 3 月中旬の郵送を予定しております。  

 

 

◆機関誌「架け橋」 21 号発行いたしました！  

表紙を一新し、新たな装いでお届けします。特集記事は各機関と  

連携し、ビジネスを成功されている方の９事例を紹介！  

https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml353 

 

 

◆ COMPASS2017 年春号が刊行になりました  

春号では、マイナンバー対策なども一段落しいよいよ本業での  

IT 活用推進の年を迎え、現在使える IT ツールを整理しました。  

ITC 本田秀行氏に専門家からのアドバイスをいただいています。  

また、販売促進への IT 活用事例を掲載しています。谷巌氏、  

用松節子氏、井上研一氏に寄稿いただきました。  

ITC の方は無料でご利用いただけます。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_inde

x.html?=ml353 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■自治体ビジネス研修（上級編）  

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

自治体の職員の方をゲストにお迎えする特別研修です！  

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

当日は、 IT コーディネータがどのようなお手伝いができるのか  

（自治体職員が望んでいる支援）を講師、受講者含めてディス  

カッションを行います。  

開催日：上級編   2 月 24 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

https://www.itc.or.jp/news/dlfiles/press20170207.pdf?=ml353
https://itca.force.com/itcploginpage
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml353
https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml353
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https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml353 

※上級編のご受講には受講条件があります。  

 

 

■自治体ビジネス研修（企画提案書作成編）  

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

自治体に受け入れられる企画書とは？  

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

RFP の作成→企画提案書の受付→評価→決定に至るまでの一連の流  

れを学ぶ研修です。講師より「特別な資料」を講義教材として  

ご提供いただき、「目からうろこが落ちる」瞬間を体感しませ  

んか？残念ながら、「特別な資料」は公開できないものがほとんど  

です。受講者だけが目の当りにできる教材です  

開催日： 3 月  3 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16 -

0300.html?=ml353 

 

 

■金融機関連携ビジネス研修  

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

3 月 16 日は西武信用金庫さんのご講演あります！   

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

＜こんな方におすすめ＞  

・支援できる企業を増やしたい方  

・将来、金融機関と連携してビジネスを行いたい方  

・IT コーディネータ資格を取得したが、ビジネスに結び付かないと

悩んでいる方  

開催日： 3 月 2 日  大阪、 3 月 16 日  東京、 3 月 28 日  岡山  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml353 

 

 

■支援機関連携ビジネス研修  

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

「 IT 導入補助金」では支援機関との連携で ITC が活躍しています！  

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

＜こんな方におすすめ＞  

・支援機関と連携してビジネスを行いたい方  

・支援できる企業を増やしたい方  

・IT コーディネータ資格を取得したが、ビジネスに結び付かないと

悩んでいる方  

開催日： 3 月 1 日  東京  3 月 17 日  福岡（予定）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-0300.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/J16-0300.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml353
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お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml353 

 

 

■「 IT 導入補助金」のための事業計画作成法  

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

IT 導入支援事業者の IT ベンダーの皆さま！必見の研修です！  

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

本研修は IT ベンダーの方が、自社の IT ツールを導入の代理申請  

を行う時に必要な事業計画の作成法や、経営力向上計画の作成法  

を具体的に修得して頂きます。自社の IT ツール導入を行う  

IT ベンダーの方は、ぜひご参加ください！  

開催日時：京都開催  2 月 15 日（水）  13： 30～ 17： 30 

     東京開催  2 月 27 日（月）  13： 30～ 17： 30 

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcait.html?=ml353 

 

 

■超実践！ IT 経営コンサルタント養成虎の穴  

～企業訪問で実践力を鍛える～  

本研修では、 1 日目目は座学、 2 日目～ 4 日目は実際に企業訪問を  

して IT 経営コンサルティング力を向上させる超実践講座です！  

開催日時： 2 月 25 日（土）  10： 00～ 17： 00/1 日目  

会場：有限会社ダイコンサルティング研修室（京都府）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/it_20130624.html?=ml353 

 

 

■宮城の活力を創るデジタルイノベーション入門セミナー  

地域を含めた IoT の活用施策が展開される中、 IPA/SEC では IoT 

に関する開発指針を公開し、 IoT を支えるソフトウェアの、開発  

の品質、コスト、納期（ QCD）を維持・向上していくための手法の  

普及を進めています。本セミナーでは、 IoT 時代のソフトウェア  

開発の基盤強化のための手法等について解説するとともに、地域  

の IoT の推進を通じた IT の利活用に向けた課題を探ります。  

会期： 2017 年 2 月 22 日（水） 13:00～ 17:00 

会場：ハーネル仙台  いちょう 5F 

費用：無料  

詳細・お申し込みはこちら  

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20170222.html 

 

 

■SEC 特別セミナー  インダストリー 4.0 で創る横浜の  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml353
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcait.html?=ml353
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20170222.html
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イノベーション開催のご案内  

IoT の進展により、様々な製品・サービスがネットワークにつな  

がっていく中で、いかに安全性を確保するか、円滑に情報を共有  

するかが、新たなソリューションを生み出すカギとなっています。  

本セミナーではドイツから講師をお招きし、インダストリー 4.0 

パラダイムとそれにともなう議論や、具体的な適用業務シナリオ  

を詳細に解説します。  

会期： 2017 年 2 月 27 日（月） 13:00～ 17:30 

会場：横浜情報文化センター 6F 情文ホール  

費用：無料  

詳細・お申し込みはこちら  

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20170227.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。  

 

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

↓  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。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml353  

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20170227.html
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml353

