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非特定営利活動法人

ＩＴＣ中部
http://www.itc-chubu.jp/

他地域ITC組織紹介

福岡ＩＴＣの活動

12月12日土曜日。ITC中部広報委員会の毎年恒例の全国交流会事
業として、今回は島根県松江市にて、ITCしまね様との合同研修
会を行いました。
　研修会開場は、松江テルサ(松江勤労者総合福祉センター)。
松江市民のシンボル施設で、オシャレ感もある公共文化施設でし
た。14：00に研修会開会。ITC中部からは12名参加、ITCしまね様
は16名。当初予定より多くの人数での開催となり、この会の開催
について、お互いの会の意気込みを感じました。
挨拶はITCしまね代表が吉岡宏理事長、ITC中部からは磯部秀敏理
事長がされて、研修会が始まる。最初のプログラムは、ITC中部か
ら発表で、井上新による税理士から見たマイナンバーについて」
と題し、実務家から「ITに携わる方へマイナンバーを積極的に利
活用してIT国家発展に寄与
しましょう。」と言う内容。
2番目のプログラムは、島根
県産業振興課情報産業振興
室企画員杉原健司様から、
「島根県パートナー型ビジ
ネス創出支援事業の取り組
み」についてお話しいただ
きました。島根県ならでは
の活動の仕方について情報
を得ることができました。

３番目のプログラムは、吉岡宏理事長様より、「(株)テクノプロ
ジェクトによる、Ruby を活用した医療系のソフト開発に関して、
海外の企業と連携し、海外展開を行っている実践例」と題し、貴
重な情報をいただけました。Ruby(オープンソースの動的なプログ
ラミング言語)は、中部で育ち、アメリカで承認されて注目されて
いる言語であることを学ばせていただきました。
17:10以降は、双方の会が20分交替で会の活動報告PRを行い研修会
は閉会となりました。長時間にわたり、事前準備も含めITCしまね
の方々に感謝申し上げます。18：30から、懇親会。会場を松江駅近
くの「海鮮問屋　博多」。ITCしまねの方々に設営いただいた場所に
移動。ITC中部側から事前に、かに料理を希望してしまったので、そ
の意向を見事に踏まえてくださり、かにをしっかりいただいてきま
した。お互いに会話が盛り上
がり、あっと言う間の懇親会
なりました。
　ITC中部の宿泊は、玉造温
泉。各々、名湯を堪能し、翌
日はそれぞれ山陰の旅を満喫
して、無事全員戻ることがで
きました。
　　　　　　　　　　　　　　　

（ITC中部広報委員　井上　新）

2016年1月16日(土)　賀詞交歓会が開催され30名の方に参加頂きま
した。本年度は初参加の方が多い賀詞交歓会でした。　BD(ブラン
ドデザイン)委員会の委員長の高橋よりご挨拶の後、磯部理事長よ
り乾杯の発声を頂きました。毎年大人気の「自社PRタイム」は今
年も制限時間一杯までPRをして頂きました。発表後は拍手と笑顔の
花が沢山咲いたのが印象的でした。
　恒例のビンゴ大会ではなんと…！
毎年豪華な景品が当たるビンゴ大会ですが、今年のビンゴ大会は一
味違う豪華な景品が多数顔を並べました。特賞には日本酒、ワイン、
有名ブランドの食器、アマゾンTV(購入用ギフトカード)を始めとす
る豪華なラインナップが並びます。その中でも一際輝いていたのが、
ブラザー製の複合機！　※コンパクトな上に必要な機能はすべて揃
った製品ですが、手で運ぶには大きい為、当日は目録のみお渡しさ
せて頂き、後日配送させて頂きました。
　本格的な英国パブの様な料理に舌鼓を打ち、楽しい会話を交わし

ながらの名刺交換と、和気藹々としたムードの中賀詞交歓会は進み
ます。楽しい時間はアッと言う間に過ぎ、最高顧問の和澤様に中締
めを頂きました。(一丁締め)
　皆様のご協力のもと、本年度は、過去最大規模の賀詞交歓会を開
催させて頂く事が出来た事も合
わせてご報告させて頂きます。
　また参加頂いたベンダー企業
様からも「ITに関する相談が出
来る先が増えて助かった」との
ありがたいお言葉も頂きました。

　2017年1月開催(予定)の賀詞
交歓会もどうぞご期待下さい。

（ITC中部BD委員会　高橋　浩史）

＜開催場所＞
CAVERN ～キャバーン
http://www.cavern-nagoya.com

ITC中部の皆様、今回は特定非営利活動法人
ITC近畿会の紹介の機会を戴きありがとうご
ざいます。大阪を中心に近畿圏全般で活動す
るITC近畿会にご興味を持っていただけると
幸いです。

〇ITC近畿会とは
ITC近畿会はITコーディネータ制度ができた
直後の2002年に近畿地域在住のITコーディネ
ータのコミュニティ組織として設立されまし
た。その後2010年に名称はそのままに、任意
団体から特定非営利活動法人に移行しました。
大阪には多くのITC団体がありますが、その中
でも老舗のITC団体といえるでしょう。
現在、松下理事長をはじめ、18名の理事と2名
の監事が在任しています。理事は、それぞれ
事務局/事業委員会/支援委員会/広報委員会
に所属し、会の運営や研修などの会員サービ
ス、事業を行っています。みなさん、ITC近畿
会愛にあふれた方ばかりで、理事会後は毎回
懇親会を楽しんでいます。
会員は約180名で、独立されているITコーティ
ネータ、企業内ITコーディネータが所属して
います。

〇ITC近畿会の活動
主に近畿地域在住のITコーディネータのスキ
ルアップと資格維持のためのサポ―ト、会員
とのコミュニケーションを中心に活動行って
きました。特定非営利活動法人に移行後は、
これらの活動に加え事業活動にも積極的に取
り組んでいます。
ケース研修は毎年継続して実施し、多くの方
に受講していただいています。受講後はケー
ス研修同窓会に参加していただきケース研修
卒業生間のコミュニケーションの場の提供と
講師陣によるフォローを行っています。
セミナーは2016年3月までに、情報セキュリテ
ィマネージメントセミナー、IT経営先進事例
研究、クラウドコンピューティング講演など
を予定しています。参加者を募集中ですので、
ぜひ弊会ホームページをご覧ください。
2014年からは連続してIT経営カンファレンス
を実施しています。2015年は「儲けの仕組み
再点検・再構築支援事例」として開催し、多
くの方に参加いただきました。2016年度も実
施予定ですので、ぜひ大阪にお越しください。
今後は金融機関との連携にも取り組み、企業
の皆様のご支援環境を充実させていきたいと
考えています。
ITC中部の皆様と交流を深めてまいりたいと
思います。ぜひ一緒にITコーディネータ活動
を盛り上げましょう。

ITC近畿会
https://itckinki.jp/

ITC近畿会 松下理事長

IT経営カンファレンス2015in近畿

ケース研修

うららかな好季節を迎え、いかがお過ごしでしょうか？
私は昨年の10月から自治体のCIO補佐の仕事をすることになり、ネッ
トワーク強靭化の対応や最適化・調達支援でバタバタの日々を過ご
しております。少し仕事内容をご説明しますと、ネットワーク強靭化
では、マイナンバーの番号利用事務環境の改修、LGWAN接続環境(情報
系)とインターネット接続環境(新ネットワーク)の分離、インターネ
ット環境の新設などの支援をしており、また最適化・調達支援では自
治体のIT投資が効果的でムリ、ムダがないように公正中立な立場で、
仕様書作成やプロポーサル調達の評価基準の作成などをしています。
今回初めて、CIO補佐という立場で自治体に携わったのですが、ITCA
のホームページにある「自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ」じ
ゃないのですが、ITCの活躍できる場が非常に多いと感じました。特
に最適化・調達支援での業務は、ITCプロセスガイドラインが役立つ
場面が多く参考にしながら業務を進めております。
まだまだ最適化支援や調達支援、CIO補佐官の調達が行われている自
治体は少ないですが、徐々に増えているのは間違いないです。その中

には、ITCが資格要件とされている案件もあります。（数少ないです
が・・）ITCAでは、2010年から自治体ビジネス研修を開催しており、
昨年度も「新入門編」「中級編 」「上級編」と開催しました。おそ
らく今年度も継続されると思います。ぜひ皆様も自治体ビジネスに
挑戦してみませんか？  
最後に、事務局より平成28年度ITC中部年会費8000円の振込のお願い
です。毎年、総会前の振込で事務局がバタバタしますので、早めの
振込にご協力をお願いいたします。

■■振込先■■ 
振込銀行口座：三菱東京UFJ銀行 金山支店　普通　１０９０２７６ 
口座名義：トクテイヒエイリカツドウホウジンアイ
振込期日：2016年5月20日迄　
（※振込手数料はご負担下さい） 
注）振込に関するお問い合わせは、info@itc-chubu.jp まで
                                 (ITC中部　事務局長　山本憲司)            
         

会場風景写真
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博物館明治村 勉強会

ITC中部の皆様、こんにちは。ＩＴＣ愛媛の吉田です。
ITC愛媛は平成15年1月にＮＰＯ法人として設立し、拠
点を松山市に置いています。松山といえば日本最古の
温泉である道後温泉をイメージされるかと思いますが、
それ以外にも松山市のど真ん中には、シンボルともい
える松山城がそびえています。標高132mの山頂(この山
を私達はお城山と呼んでいます)に本丸があり、市内か
らは東西南北どこからでも見ることができます。松山が
生んだ俳人正岡子規が詠んだ『松山や 秋より高き 天守
閣』の句の通り、その情景を実感できると思います。
また、私達の青春時代には、ここの石段が部活のトレー
ニング場となっていたこともあり、歴史と共に思い出が
刻まれた場所となっています。来られた際は是非足を運
んでください。戦国武将の血と涙、そして私達のメタボ
ではないときの汗(笑)を感じ取っていただけようかと思
います。(山頂近くまで、ロープウェイ・リフトも有りま
すが、時間があれば是非歩いてください。徒歩20～30分
程度です)
ITC愛媛の現在の会員数は38名(男性：33名、女性5名)で
す。平成21年より地元でのＩＴＣケース研修開催に注力
し、「人数は集まるだろうか？」といつも不安を抱えつ
つも、ここまで毎年欠かさず開催することができました。
その結果、個性豊かでバラエティに富んだ多くの仲間も
増えました。今年は過去最多である10名の参加者により
現在進行中です。

ITC愛媛における事業活動について、現在は僅かではあ
りますが地方自治体のＩＴ資源調達支援を継続的にさせ
ていただいています。なお、数年前には地元金融機関様
による起業家サポートチームの立ち上げに連携して当た
らさせていただきました。
事業活動としてはまだまだ不十分ではありますが、活動
をより積極的・タイムリーに実施するため、ITC愛媛会員
(以下、会員と呼ぶ)で話し合いルール化したプロジェク
ト制度をとっています。各案件に対し、会員による柔軟
で臨機応変なプロジェクトチームを編成し、プロジェク
トリーダーを中心にして、受注活動から取り組みます。
受注後はそのチームを中心に、随時、他の会員の協力も
得ながら、業務を遂行します。
各会員のそれぞれのITC活動については、それぞれの専門
分野(本業)にＩＴＣプロセス・考えをうまく取り入れて
強みをより強固にしている状況です。
なお、愛媛県よろず支援拠点においてはサブコーディネ
ータ6名の内5名が若手を中心としたITCであり、活動の場
をいただけていることに感謝しています。
会員のスキルアップへの取り組みについて、これまでは
会員が輪番制で講師を務める自主勉強会を中心に行って
いましたが、現在は、外部との交流や幅広く新鮮な情報
を得るために、外部講師を招いてのセミナー開催を中心
に行っています。ITC中部の皆様、薄謝ではありますが、
是非ともお越しいただき、ご指導いただきたくお願い申
し上げます。
http://www.itc-ehime.org/
(ITC愛媛　理事長　吉田喜久男)

松山城

ＩＴＣ愛媛 
理事長
吉田 喜久雄　

2015年11月22日(土)ITC中部広報委員会主催の第19回架け
橋会ゴルフコンペが、名古屋広幡ゴルフコースで開催さ
れ、8名の方にご参加頂きました。
　当初は9月開催を予定していましたが、11月開催となり
寒さが心配されましたが、当日は11月にしては暖かく絶
好のゴルフ日和となり、参加者最年長の江坂昭さんが第
18回に続き2回連続で優勝されました。
　この架け橋会ゴルフコンペは、2007年3月3日に鈴峰ゴ
ルフ倶楽部にて第1回が開催されました。その際は私も参
加させて頂き13年振りにゴルフクラブを握り、あっちへ
行ったりこっちへ行ったり、同伴者の方に迷惑を掛けな
がらのラウンドでしたが、ITコーディネータの諸先輩方
に暖かいご指導を頂きながら楽しくプレーすることがで
きました。それ以来毎年2回程度開催しており、私自身は
ほぼ毎回参加をさせて頂いております。架け橋会では広
報委員の中で成績トップとブービーの2名で次回幹事を行
う取り決めとしておりますが、毎回最下位の私は幹事に
は縁がありませんでしたが、第18回で初めて最下位を脱出
しブービーとなり、今回幹事を仰せつかりました。初めて
の幹事ということもあり不手際もあったかと思いますが、

皆様のご協力により無事開催することができました。ご参
加頂いたみなさんありがとうございました。
　今回もブービーとなり次回も幹事をさせて頂きます。こ
れまでにも広報委員以外からも多数ご参加頂きましたが、
最近メンバーが固定化しつつあります。次回は2016年春を
予定しておりますので、参加されたことのない方にも是非
ご参加頂きたいと思います。
                          (ITC中部広報委員　秋山　剛)

会場風景

12月5日(土)博物館明治村では3回目となる自主勉強会につ
いて報告します。当日は天候に恵まれてほとんど風もなく、
絶好の行楽日和でありました。当日は14名のITC参加者とI
TC中部会員で明治村のボランティアガイドでもある池山さ
んと参加者のご家族の総勢25名での開催となりました。
集合後、第四高等学校物理化学教室へ移動。午前の部の始
まりです。午前最初は主任学芸員の中井様から明治村の歴
史などについての興味深い講演を頂きました。講演のあと
は2グループに分かれて村内を見学しました。1丁目内にあ
る三重県庁、赤坂離宮正門哨舎、聖ヨハネ教会堂、学習院
長官舎、西郷従道邸、森鴎外・夏目漱石住宅などをボラン
ティアガイドでもある池山さんの説明に耳を傾けながら見
学しました(筆者参加グループ)。明治村ホールでの昼食後
は、本日2つめの講義を明治村所長である鷲見様に頂き、明
治村の役割と明治村の経営改革、そして今後の明治村のロー
ドマップを細かくご説明頂き、大変貴重なお話を伺うことが
出来ました。
講演の後はまた2グループに分かれます。札幌電話交換局を
見学後に館内バスで5丁目に移動し、帝国ホテル中央玄関、

金沢監獄中央看守所、川崎銀行本店展望タワー、前橋監獄雑
居房、呉羽座、宇治山田郵便局、小泉八雲避暑の家、鉄道寮
新橋工場(機械館)、歩兵第六聯隊兵舎などを見学して回り、
最後に正門前で参加者全員で記念撮影をし、無事自主勉強会
を終えました。
最後に、今回の自主勉強会の開催に当り、事前準備から当日
のガイドまでご協力を頂きました池山昭夫さんや関係者各位
に末筆ながらお礼申し上げます。   (ITC中部　山田　啓介)

会場風景

ITC中部の皆様、お久しぶりです。福岡ITコーディネータ
推進協議会(以下福岡ITC)会長の栗脇です。皆様には2011
年に福岡にお出で頂き勉強会・交流会を実施いたしました。
今回はそのご縁で福岡ITCの活動を紹介させていただく事に
なりました。
福岡ITCは企業内ITCの研鑽の場として2005年に設立されま
した。昨年、節目の10年目を迎えることができました。
発足当時は勉強会指向の組織としてセミナー開催、交流等
を中心に活動してきました。年を追うごとに独立系ITCの割
合が増えてきたため、2010年からはビジネス指向の組織に
変更して、IT経営の普及や中小企業を支援するITCへの情報
提供にも力を入れて活動しています。
福岡ITCでは３つの委員会を中心に活動を行っています。
各委員会の活動内容を紹介いたします。
●教育研修委員会
ITCのスキルアップを2面から支援しています。
「定例セミナー」は、各分野のスペシャリストを講師とし

てお招きして専門性の高い知識習得を目指します。年に2・
3回開催しています。直近ではクラウドソーシング、IoT、
ビッグデータについてのセミナーを開催しました。

「九州ITC合同研鑽会」は、会員自身が輪番制で講師を務
め、自身が持つ知識や経験を他の会員に紹介します。年に
3回開催しています。今年はマイナンバー制度の理解や生
産や物流などの業務知識の習得のテーマで開催しました。
勉強会の後の情報交換会(飲み会)も楽しみの一つです。
●企画調査委員会
福岡でのIT経営カンファレンスの開催やミラサポの活用推
進、「攻めのIT経営」中小企業百選への応募支援などIT経
営の普及や中小企業を支援するITCへの情報提供を行って
います。近年では、中小企業への支援団体と支援内容の実
態調査(補助金・助成金等の実態調査と事例等の情報提供）
にも取り組んでいます。
●広報交流委員会
福岡ITCの広報と他団体との交流促進を企画・実施してい
ます。ホームページやFaceBookの運営をはじめ、他団体の
会合への参加やセミナーの紹介(相互参加)を推進していま
す。

福岡ITCでは、今後更に中小企業への支援事業を強化して
いきたいと考えています。ITC中部をはじめ各地のITC組織
の活動を参考にさせていただきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
(福岡ITコーディネータ推進協議会　会長　栗脇　昭博)

福岡ITコーディネータ推進協議会
会長　栗脇　昭博

IT経営
カンファレンス


