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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 355 号】ケース研修が募集開始になりました！  他  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

今日は、 1 が 3 に挟まれていることから（サンド 1＝サンドイッチ） 

サンドイッチデーだそうです。サンドイッチと言えば卵サンドが好  

きです。卵サンドって色々なお店で販売されているので、そのお店  

ごとの味が楽しめますよね。この前、京都に行ったときに、有名な  

卵サンドを食べ忘れたので今度リベンジしたいです。  

 

さて、今回のメルマガでは、今日から募集開始のケース研修をメイ  

ンにお知らせします。ケース研修は今回のお申し込みから、教材が  

新しい PGL 対応になります！  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ケース研修の受講者募集がはじまりました！  

 2. 【重要】 2017 年度 ITC 資格更新手続きのご案内（再掲）  

 3. ITC 掲示板（ ITC 事例のご紹介）  

 4. ITC 協会からお知らせ  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ケース研修の受講者募集がはじまりました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

2017 年度第 1 期のケース研修の募集が開始しました！  

今回のケース研修より、  

・ＩＴ経営推進プロセスガイドライン Ver3.0 対応となります。  

・ケース事例が、新しくなり、流通業となります。  

・課題数を減らし、より議論できる時間を多くとります。  

・ｅラーニングの運用を見直し、受講者のご負担を軽減します。  

等全面的に見直しました。 IT コーディネータの皆様には周囲の方  

に、是非受講をおすすめ頂けますと幸いです。  

 

■募集期間  

2017 年 3 月 13 日（月）～  5 月 19 日（金） 17 時（予定）   

但し、 6 月から研修が開始するコースについては、 4 月 14 日（金）  
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17 時が募集締切となります（予定）。  

 

■研修開催場所  

北海道、宮城、栃木、千葉、東京、神奈川、   

富山、石川、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、香川  

 

＜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  

・  企業内で業務改善、情報化を担当されている方  

・  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  

・  ＩＴ経営のコンサルで、独立を考えている方   

 

＜受講者の声＞  

ケース研修は、プロの講師による実体験に基づく指導や同期メンバ  

ーとのディスカッションが特徴です。机上では学べない多くの刺激  

を感じることができ、その経験は、今後 IT コーディネータとして個  

人やコミュニティで活躍するための原動力を培う場だったと思って  

います。このような経験（ケース研修等）と知見（試験等）を経て  

取得する IT コーディネータ資格は、新しいスタートを切るための  

切符だと思っています。今後、この切符を活用して自ら活躍すると  

ともに、コミュニティでの交流を持って他のメンバーと切磋琢磨し  

ていきたいと思います。  

 

■詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml355 

 

■プロセスガイドライン Ver3.0 についてはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/pgl30.html?=ml355 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  【重要】 2017 年度 ITC 資格更新手続きのご案内（再掲）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

4 月より 2017 年度資格更新のお手続きが始まります。  

ご多用中とは存じますが、下記期間中にお手続き頂き、引き続き  

IT コーディネータとしてご活躍くださいますようお願い申し上  

げます。なお、 3 月中旬に 3 月中旬に更新のお知らせを発送します  

のでご高覧の上お手続きをお願い致します。  

注）送付対象者は 2 月 14 日時点の IT コーディネータとなります。  

 

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml355
https://www.itc.or.jp/news/pgl30.html?=ml355
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1、申請期間  

2017 年 4 月 3 日（月） 13 時  ～  5 月 31 日（水）厳守  

必ずこの期間にお手続きをお願い致します。  

  

2、対象者  

全 IT コーディネータ認定者  

※ただし、 2016 年度 ITC 認定者（ 2016 年 4 月～ 2017 年 3 月に  

ITC なった方）は更新料のお支払いは不要です。  

 

更新手続きの流れはこちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/2017koushin.html?=ml355  

 

今から間に合う実践力ポイントはこちら  

※ 3 月末までにポイント取得が必要です！  

https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml355 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 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。石材店編  

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

■創業 270 年の老舗事業を CRM で強化  

事例企業：山崎石材店（茨城）  

支援 IT コーディネータ：鹿毛  公氏  

 

茨城県常総市で事業を営む山崎石材店は、延享四年（ 1747 年）  

に創業し、 270 年の歴史を持つ老舗である。墓石関連が売り上げの  

9 割を占めており、高品質なインド産石材を使用したデザイン  

墓石が得意で、 NHK などのメディアでも取り上げられている。  

東日本大震災後、安全・安心に注力しており、地盤強化や免震  

対策といった耐震技術を積極的に取り入れた墓石を提供している。  

 同社の山崎哲男社長は 13 代目経営者で、就任以来、積極的に  

IT を活用してこの老舗石材店のビジネスモデルを見直し、経済産  

業省が実施した 2016 年「攻めの IT 経営中小企業百選」に選定さ  

れている。ここでは山崎石材店の様々な取り組みのうち、主に  

CRM（顧客関係管理）システムについて、 IT コーディネータの  

支援内容を含めて紹介します。  

 

続きはこちら  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/021400032/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  ITC 協会からお知らせ  

https://www.itc.or.jp/news/2017koushin.html?=ml355
https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml355
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/433022/021400032/
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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【重要】 2016 年度・ 2017 年度の資格認定申請について  

まもなく 2016 年度末となります。  

2016 年度の申請期限と、 2017 年度の申請開始日のお知らせです。  

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

2016 年度の資格認定申請： 3 月 24 日（金）まで  

2017 年度の資格認定申請： 4 月  3 日（月） 13 時より受付開始予定  

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

詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/2017nintei.html?=ml355 

 

 

◆ITC Conference 2017 開催のご案内  

IT コーディネータ協会が主催しております“ ITC Conference  

2017”の開催日、開催場所が決定いたしましたので、ご案内いたし  

ます。  

開催日程： 2017 年 11 月 24 日（金）・ 25 日（土）  

開催場所：ベルサール新宿グランド   

※大会テーマ、プログラム、開催時間、申込開始等の詳細は、  

順次ご案内してまいります。  

https://www.itc.or.jp/event/itcconference2017.html?=ml355 

 

 

◆IT コーディネータ対象の IoT アンケート調査結果を公開  

IT コーディネータ協会（以下、 ITCA）は、独立行政法人情報処理  

推進機構技術本部  ソフトウェア高信頼化センター（以下、  

IPA/SEC）と共同で、 IT 経営実現の専門家である全国の  

IT コーディネータ（以下、 ITC） 6,262 名を対象に IoT の  

活用状況に関するアンケート調査を実施し、その集計結果を  

報告書として公開しました。  

https://www.itc.or.jp/news/20170215iot.html?=ml355 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■「 IT 導入補助金」のための事業計画作成法   

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！   

https://www.itc.or.jp/news/2017nintei.html?=ml355
https://www.itc.or.jp/event/itcconference2017.html?=ml355
https://www.itc.or.jp/news/20170215iot.html?=ml355
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開催日： 3 月 17 日（金）京都、  3 月 24 日（金）東京  

詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcait.html?=ml355 

 

 

■金融機関連携ビジネス研修   

～金融機関とビジネスができるようになろう！！～   

＜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 28 日（火）  岡山   

お申込み・詳細はこちら   

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml355 

 

 

■自治体ビジネス研修“米田講師”「入門編」  

開催日： 4 月 28 日（金）  13： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

ゲストスピーカー：Ｍｒ．Ｘ  

IT コーディネータが居てくれてよかった！といわれてみません  

か？自治体職員さんの実情や、アプローチ方法を学んで自治体に出

かけてみよう！  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml355 

 

 

■成功と失敗に学ぶシステム開発＠大阪   

～先進的な取り組みの実践例と過去の教訓～   

IPA/SEC では、システムの信頼性確保を実現するために成功事例   

（ベストプラクティス）を収集・取りまとめた「先進的な設計・   

検証技術の適用事例報告書 2015 年度版」とトラブルから得られた   

経験やノウハウを「教訓」として普遍化して取りまとめた   

「情報処理システム高信頼化教訓集（ IT サービス編 /組込み編）」を   

公開しました。 本セミナーではそれぞれの内容を解説するとともに、 

現場で実際に活用されている具体的な先進事例を紹介します。   

会期： 2017 年 3 月 18 日（土） 13： 30～ 16： 40  

会場：大阪市立総合生涯学習センター   

費用：無料   

詳細・お申し込みはこちら   

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20170318.html 

 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcait.html?=ml355
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml355
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml355
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20170318.html


 6 / 6 

 

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?=ml35 5 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml355

