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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 362 号】会長交代のお知らせ /新書籍発刊しました  

  

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

6 年ぶりに協会の会長が交代になりました。新しい会長の趣味は  

料理、自転車、書道だそうです。最近は盆栽も気になってるとか・・。  

今回のメルマガでは、新会長の就任のご挨拶と新書籍発刊のお知  

らせをメインにお届けします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 会長交代のお知らせ  

 2. 『 IoT 導入ガイド』発刊しました！  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. 関連団体からのお知らせ  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  会長交代のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IT コーディネータ協会では、 6 月 19 日の通常総会をもって、  

播磨崇会長が任期満了で退任し、総会後の理事会にて澁谷裕以会長  

が就任されましたのでお知らせ致します。  

 

■就任のご挨拶  

この度、 6 月 19 日に開かれた通常総会後の理事会におきまして、  

播磨前会長を引き継いで新会長に選任いただきました澁谷でござ  

います。よろしくお願いいたします。  

 

わたくしは、東京海上日動および東京海上ホールディングスにて  

38 年間もっぱら IT 分野で仕事をいたしまして、その後、日本取  

引所グループで 2 年間 CIO を務めました。東京海上におりまし  

た 2009 年から 2015 年にかけては、 IT コーディネータ協会の理事  

も務めておりました。  

 

IT が本当の意味で経営の不可欠のツールになってきたのは 1999 

年ころからだと思いますが、昨今では、 IT を経営の力として活用  

しないで企業が十分な競争力を持つことはないと言い切れる時代  
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になってきたと思います。しかしながら、わたくしの 40 年間のシ  

ステム屋生活でも、「 IT を経営の力として活用する」というのは  

そう簡単なことでないと思う局面がなんどもございました。  

 

日本の中小企業 380 万社がより一層元気になっていただくうえで、  

「 IT を経営の力として活用する」ことは必須不可欠なことだと考  

えますが、それを成功裏に進めるうえでは、経営と IT の架け橋が  

できる専門家が必須不可欠で、それこそ、まさにわたくしたち IT 

コーディネータの役割だと考えております。  

 

このように IT コーディネータは高い潜在力をもつ仕事であり、  

わたくしたちはもっともっとその役割を果たしていかなくてはい  

けないと思います。 2001 年 2 月の設立から 16 年半が経った今、  

改めて「 IT コーディネータの力で日本の中堅・中小企業を元気に  

する」ことを目標に、わたくしたちは、これまでやってきたこと  

に加えて、さらに何をやっていかなくてはいけないか、全国 6200 

人の IT コーディネータの皆さんのご意見もよく伺いながら進め  

ていきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  

 

 

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/society/greeting/?=ml362 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  『 IoT 導入ガイド』発刊しました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 IT コーディネータの研究会である「つなぐ IT カイゼン研究会  

」のメンバーが「中小企業のための IoT 導入ガイド」を企画・  

執筆して、 ITC 協会から発刊いたしました。  

 昨年度、独立行政法人  情報処理推進機構（ IPA）と ITC 協会が  

共同で行った IoT アンケート「 IT コーディネータが見た地域にお  

ける IoT の活用状況と展開上の課題」でも明らかになりましたが、  

アンケートにお答えいただいた約 2,000 人の ITC の 99%の方が  

「 IoT のスキル」を修得したいと回答しており、 IoT への関心の高  

さがうかがえます。  

 そこで、 ITC 協会として、 ITC のスキルアップの第一歩とし  

て、 IoT 導入の経験がある ITC の方々に、そのノウハウやスキル  

を基に、「 ITC 実務ガイド」の IoT 編ともいえる本書を執筆して  

いただき、ご提供することにいたしました。  

 本書は、 ITC の方だけでなく、現場で IoT 導入を考えている  

実務者にも有益な情報になっています。  

https://www.itc.or.jp/society/greeting/?=ml362
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 ぜひ、お手元において実践に役立てください。  

 

詳細・ご購入はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/iotguidever1.html?=ml362 

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

◆◆◆メルマガ読者限定プレゼント！◆◆◆  

発刊を記念して、 IoT 導入ガイドを抽選で 3 名様にプレゼントし  

ます！ご応募はこちら。  

https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643 

応募締め切り： 7 月 2 日（日曜日）まで  

※当選された方には後日ご連絡致します。  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆【フォローアップ研修】 2017 年度下期開催の募集を開始！  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2017itc.html?=ml362 

 

 

◆ EDI 普及により生産性向上 6.7%、実証プロジェクトで IT コーデ

ィネータ協会が試算  

https://www.itc.or.jp/news/edi_itca.html?=ml362 

 

 

◆  ITCA スポンサーの募集について  

IT コーディネータ協会では、本年度より IT コーディネータ制度  

に賛同、応援いただけるスポンサー様を理事会社様・各企業様か  

ら募集しております。  

 スポンサー様には、 ITC Conference2017 への出展（ご講演）、  

全国約 10 箇所で開催される IT 経営カンファレンス、 ITproEXPO、  

各フェア等でのパンフレット配布や企業名掲載、資格者への案内  

や研修への参画等の年間を通しての特典がございます。  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/event/itca_17.html?=ml362 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  関連団体からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

https://www.itc.or.jp/news/iotguidever1.html?=ml362
https://pro.form-mailer.jp/fms/808527ff120643
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2017itc.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/news/edi_itca.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/event/itca_17.html?=ml362
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独立行政法人情報処理推進機構（ IPA）では、今年も、中小企業の  

IT 担当者・情報セキュリティ担当者・教育担当者および中小企業  

に対して情報セキュリティ対策を支援する立場の方にとって必要  

な実践的知識を学んでいただくために、全国でセミナーを開催  

いたします。情報セキュリティの知識と講習能力向上を通じ、  

中小企業の情報セキュリティ対策強化にお役立てください。  

 

7 月 4 日 (火 ) 13:15～ 16:45：千葉開催（船橋市本町）  

7 月 12 日 (水 ) 13:00～ 16:30：滋賀開催（大垣市加賀野）  

7 月 20 日 (木 ) 13:00～ 16:30：北海道開催（札幌市中央区）  

7 月 26 日 (水 ) 13:00～ 16:30：愛知開催（名古屋市中村区）  

 

詳細・ 8 月以降の開催予定はこちらをご覧ください。  

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/schedule_2017.ht

ml 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■ ITC は、ローカルベンチマークを活用しよう！   

 ～ユーザーに提案できるロカベンの使い方、教えます～  

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

ロカベンの概要について、経産省のサイトの情報を要約し説明を  

します。実際に講師が行ったロカベンの調査の様子を報告しながら、 

実際の活用シーンでのポイントや課題を説明します。  

また、この講座を通じて、 ITC のプロセスガイドラインが、  

ロカベン調査に非常に役立つということもお伝えします。  

開催日： 6 月 27 日（火） 13:30-16:30 

会場： IT コーディネータ協会  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itc_773.html?=ml362 

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修  

 【受講特典：セミナーアシスタントへの推薦制度あり！】  

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

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 IT コーディネータと  

してのビジネスを確立させよう！！  

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/schedule_2017.html
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/schedule_2017.html
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itc_773.html?=ml362
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開催日： 6 月 30 日（金）東京  

お申込み・詳細はこちら   

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml362 

 

 

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

■「地域振興と商店街の現場。その取り組みについて」   

～地元 LOVE な IT コーディネータの役割～  

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

【第１部】「商工会議所の地域振興の取り組みについて  

     ～地域の中小企業・小規模事業者が抱える課題とは～」  

      日本商工会議所  情報化推進部  課長  岡本大輔氏  

【第２部】「商店街活性化と地域貢献  

 ～商店街活性化のための見える化と情報共有の仕組みの構築～」  

      オフィス・メイプル  代表  上原正氏（ ITC）  

開催日： 6 月 29 日（木） 17:00-19:10  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_629.html?=ml362 

 

 

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

■「 WEB 活用を支援する ITC ビジネス最前線」   

～中小企業は WEB 活用の支援者を求めている～  

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

【第１部】「（仮） Buddy で週末起業  

       ～ CMS Buddy を利用した中小企業 HP 作成支援～」  

  株式会社 WEB マーケティング総合研究所  取締役  坂本義和氏  

【第２部】「 WEB コンサルタント力を身につけよう  

   ～中小企業の WEB 活用を支援するためのコンサルティング  

                   スキルを身につける～」  

中小企業 WEB 活用支援プロジェクト・リーダー  川端俊之氏（ ITC） 

開催日： 7 月 27 日（木） 15:00-17:10  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web0727.html?=ml362 

 

 

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

■ 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、  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/_629.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web0727.html?=ml362
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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）     8 月 2 日（水）  10： 00～ 17： 00 

    （プロジェクト） 8 月 3 日（木）  10： 00～ 17： 00 

会場：（名古屋）名古屋ソフトウェアセンター  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml362 

 

 

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

■「  （リアル＋ＥＣ＋ＡＩ）流通業／未来業務の基礎知識」  

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

流通業の未来を改善するために必要な業務知識の基礎と、最新 IT 

の活用方法及び効果を伴に学びましょう。  

開催日： 8 月 31 日（木） 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/d5.html?=ml362 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「 IT コーディネータのためファシリテーション基礎スキル」  

  ～効率的に会議の目的を達成するために～  

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

理論の解説と演習を組み合わせて、ファシリテーションの基礎スキ  

ルを体得していただきます。付録の「会議進行のひな形」を参照す  

ることで、すぐに実践にとりかかることができます。  

開催日： 10 月 28 日（土） 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/d6it.html?=ml362 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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、「この条件で絞り込む」ボタンを押すと表示されます。  

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d5.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d6it.html?=ml362
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。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml36

2 

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

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/society/activity/mail/index.html?=ml362
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml362

