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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 358 号】テーマ研究・調査活動報告書を公開しまし

た！  

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

もうすぐ 5 月連休ですね。協会の営業はカレンダー通りですので、  

1 日、 2 日は通常営業となります。お休み中に頂いたお問い合わせ  

は休み明けに順次回答となりますのでご注意ください。  

 

さて、今回のメルマガでは ITC のポイント取得にもなる「テーマ  

研究・調査活動報告書」をメインにお知らせします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. テーマ研究・調査活動報告書を公開しました  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3. 「攻めの IT 経営銘柄 2017」「攻めの IT 経営中小企業百選 2017」

発表会  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  テーマ研究・調査活動報告書を公開しました（ 2016 年度）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■「テーマ調査・研究」報告書とは？  

ITC が組織する届出組織、テーマ研究会、企業内コミュニティな  

どの団体・グループが、時機を得たテーマについて、協会にあら  

かじめ届け出た計画に基づき実行した研究や調査の成果物を公開  

するものです。公開によって、 ITC 相互のスキルアップを図り、  

情報交換が活性化することを狙いとしています。  

2016 年度は 3 つ公開しております。  

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

テーマ名：中小企業・小規模事業所向けネットショップ構築依頼の  

ための提案依頼書（ＲＦＰ）モデル  

組織名：ＩＴＣ札幌有限責任事業組合  

 

テーマ名：ビジネス分析ツールテンプレート集の作成  

組織名：ＩＴＣ大阪城  
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テーマ名：サイバーセキュリティ経営を支援する ITC にとって必要  

になる知見とは  

組織名：企業内ＩＴコーディネータ・ＩＴガバナンス研究会  

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

 

報告書の内容、報告書の引用・活用、研究グループへの加入、  

講師としての派遣要請等のお問い合わせは、各団体・グループの  

代表まで直接ご連絡をお願いします。  

 

各報告書はこちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/foritc/itccommunity/search/?=ml358 

 

※ 2017 年度の「テーマ研究・調査」活動の募集しております。  

ITC 実践力ポイントも取得できます。  

ご不明点・ご相談はお気軽に協会までご連絡ください。  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆新書籍発刊記念！一緒買いキャンペーン中！  

ITC 実務ガイド Ver2.0、ＩＴ経営アプローチ事例 Vol.1 の発刊を  

記念し、ただいま一緒買いキャンペーン中です。  

一緒に買うと最大 2,000 円お得！詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml358 

 

 

◆ 2017 年度資格更新のお願い（ IT コーディネータの皆様へ）  

資格更新締切まで、まもなく 1 か月前となります。  

5 月連休中に更新手続きをお考えの方は、いざ手続きしようとした  

らログイン出来ない！とならないよう、ログイン確認のみ  

早めにご確認をお願いします。  

https://itca.force.com/itcploginpage 

※ 5 月 20 日（日） 00:00 - 04:00 はメンテナンスのため、  

更新手続きが出来ませんのでご注意ください。  

 

 

◆ 2017 年度第 1 期のケース研修の受講者募集中です！  

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、ケース事例も製造業から流通業となります。  

◎各実施機関から受講者への紹介ページはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/itccommunity/search/?=ml358
https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml358
https://itca.force.com/itcploginpage
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https://www.itca-school.jp/case201701-institute/ 

◎ケース研修の詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml358 

 

 

◆機関誌の「特集」記事を、ダウンロードいただけるようになりま  

した（ 2010 年以降）  

https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml358 

 

 

◆メンテナンス情報  

下記の日程にてサーバのメンテナンスを実施いたします。  

ご迷惑をおかけしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

＜メンテナンス日時＞  

2017 年  5 月 21 日 (日） 00:00 - 04:00 

上記時間帯において Salesforce のデータセンター入替の為、  

全サービスが停止いたします。  

※商品購入や、資格更新手続き等ができません。  

https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml358 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆「攻めの IT 経営銘柄 2017」「攻めの IT 経営中小企業百選 2017」

発表会  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

「攻めの IT 経営銘柄 2017」「攻めの IT 経営中小企業百選 2017」  

選定企業発表会、銘柄各社の「攻めの IT」に関するパネルディ  

スカッション等を開催します！  

 

日時：平成 29 年 5 月 31 日（水曜日） 13 時 30 分～ 17 時 30 分  

   （受付： 13 時 00 分）  ※予定  

場所：イイノホール  

（東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4 階）  

主催：経済産業省及び東京証券取引所（銘柄選定のみ）  

参加対象者：プレス関係者、一般参加者  

参加費：無料  

※一般参加定員は 300 名  （事前申込制、申込方法は下記参照）  

 

詳細・お申し込みはこちら  

http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170425003/20170425003.

html 

※ ITC 実践力ポイント 1 ポイント取得出来ます（後援扱い）  

https://www.itca-school.jp/case201701-institute/
http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml358
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml358
https://www.itc.or.jp/maintenance.html?=ml358
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170425003/20170425003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170425003/20170425003.html
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■「 IT 導入補助金」のための事業計画書作成法  

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

好評につき追加開催！「 IT 導入補助金」のための事業計画書作成法  

研修を全国で開催します！  

5 月 16 日（火）：広島開催  

5 月 17 日（水）：名古屋開催  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/itcait_1.html?=ml358 

 

 

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

■ ITC のための実践 AI 

～ AI ビジネスを支援できる ITC になろう～  

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

Watson と Azure を用いて実際に AI を体験することにより、  

ITC として中小企業経営者の AI に関する質問にどう答えるか、  

また AI 導入プロジェクトをどう推進及び支援していくか、  

自らなりの知見を得る機会を提供します  

開催日：（体験） 5 月 17 日（水）  10： 00～ 17： 00 

    （実践） 5 月 19 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/itcai.html?=ml358 

 

 

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

■【 ITC－ METRO 人間力養成ワークショップ１．】  

「経営者と考えるデザイン思考」  

～問題解決型アプローチから未来志向へ～  

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

人間中心のイノベーション手法として注目されている『デザイン  

思考』を実在する企業をケースにワークショップを行います。  

ワークショップを通じて、これまで慣れ親しんだ問題解決型アプ  

ローチではなく未来志向型アプローチを体感していただきます。  

ITC-METRO が提唱する IT 経営実現のための人間力養成ワークショッ

プです。  

5 月 19 日 (金 )東京、 5 月 20 日 (土 )東京、 5 月 21 日 (日 )大阪  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/itcait_1.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml358
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https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml3

58 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「提案営業のための「戦略的 IT 経営」実践術」  

新規ビジネスの本質をとらえる「ビジネスモデルキャンバス」的提

案術～  

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

中小企業 IT 経営力大賞の受賞企業の事例を用いて、新規ビジネ  

スにおける要求の把握から問題抽出・分析、課題解決立案へとつな  

がる「ささる提案書」のコツを解説します。  

開催日： 5 月 27 日 (土 )  

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_it_c6_it_2.html?=ml358 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■金融機関連携ビジネス研修   

～金融機関に必要とされるＩＴコーディネータとは？   

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

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： 5 月 30 日（火）  

会場： IT コーディネータ協会  会議室   

お申込み・詳細はこちら   

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml358 

 

 

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

■「サイバー攻撃から自社を守れるか？」   

～サイバー攻撃者の戦略を学びセキュリティ対策を考える～  

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

・ペネトレーションテスターがサイバー攻撃者としての総合的な戦

略を解説  

・サーバ管理者向けに安全なサーバの設定や運用方法も解説いたし

ます。  

開催日： 5 月 31 日（水） 18： 00-20： 10  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_it_c6_it_2.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml358
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https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcab_531.html?=ml358 

 

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

■【トレーナー募集中！ 5/31 まで】「 OJT による実践力向上研修 2017」 

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

経験豊富な ITC さんにトレーナーとなっていただき、 OJT プログ  

ラムに則り、実際の企業での支援を通じて「実務経験のない ITC」  

に実践力を習得できるよう、ご指導していただきます。  

ご指導いただくにあたって、協会から講師料をお支払いいたします。 

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojt.html?=ml358 

 

 

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

■自治体ビジネス研修「中級編」  ゲストスピーカー Mr.X 

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

開催日： 6 月 23 日（金） 10： 00-17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml358 

 

 

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

8 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcab_531.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ojt.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml358
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml358
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml358

