
        ４月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年 ４月２１日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １９名  

足立秀夫さん、川鍋 豪さん、小谷泰三さん、形岡晩生さん、窪田靖彦さん、

小板信二さん、清水英明さん、田中憲之さん、田中弘一さん、波形克彦さん、

眞武清志さん、宮川政義さん、吉田 武さん、通堂重則さん、小畑満芳さん、

新木啓弘さん、永井純一さん、城 裕昭さん、安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「総会」 

  １）会員数４１名、出席１７名、委任状１６名→総会は成立 

  ２）１９年度活動報告(活動実績、収支報告)は賛成多数で承認された。 

  ３）２０年度活動予定(活動内容、会則改訂、予算) は賛成多数で承認され

た。役員は現行通りで、賛成多数で承認された。 

 

２．「中小企業のための共通ＥＤＩ」  （講師：川内 晟宏氏） 

   

１）中小製造業における企業間取引の課題 

   ・製造業の企業間取引の現状  
   ・大手製造業、中規模中小企業製造業のＥＤＩの現状  
   ・ＥＤＩ導入に伴う費用負担（S 社の現状）  
２）ＥＣＯＭ提言の共通ＥＤＩフレームワークの実用化  
   ・共通ＸＭＬ /ＥＤＩフレームワークのＥＣＯＭ提言  
   ・中小製造業ＥＤＩメッセージモデルとは？  
   ・社内基幹システムとの接続モデル  
３）製造業の共通ＥＤＩ普及の今後の施策  

     ・共通ＥＤＩによる取引モデル（目指す姿：第一段）  
     ・共通ＥＤＩの一括導入方式  
  ４）国の中小企業ＩＴ新政策と予算  
     ・「ＩＴ新改革戦略」がキックオフ  
     ・ＩＴ経営の確立による企業の競争力強化 :2010 年までの目標  
     ・ＩＴ活用による中小製造業の生産性向上策  
 
２．今後の例会テーマ   
  ・6 月 16 日 (月 )：講師 /テーマを募集中（4 月 30 日までに安藤へ）  
  ・7 月 23 日 (水 )：「SaaS の活用による IT コストの削減」（波形克彦会員） 
 
 
３．ウエルカムスプリングフォーラム（新入会員説明会、4 月 19 日）  
   説明＆勧誘を川鍋さんと通堂さんにお願いし、13 名の新入会員を  
   勧誘していただいた。  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・  

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 
次回  

 
・テーマ：「個人情報保護法とセキュリティ関連規格の動向」（講師：椎木会員）

・日時：５月１９日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（４／２２）：安藤一彦   



        ５月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年 ５月１９日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １２名  

形岡晩生さん、佐藤康生さん、清水英明さん、高橋邦雄さん、田中弘一さん、

宮川政義さん、吉田 武さん、澤田博次さん、通堂重則さん、永井純一さん、

椋野誠司さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「個人情報保護法とセキュリティ関連規格の動向」   

（講師：椎木忠行会員） 

 

  １）個人情報保護の法体系 

  ２）「個人情報保護に関する取りまとめ」(意見)19 年 6 月 

     ・過剰反応  
     ・国際的な整合  
     ・委託先管理  

３）「個人情報の保護に関する基本方針」の一部改正案 20 年 1 月  
  ４）「個人情報保護に関する法律についての経済分野のガイドライン」  

    の改正案 19 年 3 月  
  ５） (参考 )個人情報保護法の基本的考え方  

個人情報保護法の概要  
       個人情報保護法の概要：第 4 章  
  ６ )（参考）ＪＩＳＱ１５００１の全体構成  
  ７） (参考 )個人情報保護法とＰマークの関係  
  ８）（参考）ＰマークとＩＳＭＳの比較  
 
 
２．今後の例会テーマ   
   
  ・7 月 23 日 (水 )：「SaaS の活用による IT コストの削減」（波形克彦会員） 
  ・8 月 18 日 (月 )：講師 /テーマを募集中  
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・  

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「中小企業向け生産管理システム」（講師：山崎耕治氏）      

・日時：６月１６日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（５／２０）：安藤一彦   



        ６月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年 ６月１６日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １１名  

足立秀夫さん、小谷泰三さん、櫻井 勲さん、田中憲之さん、宮川政義さん、

武藤康信さん、吉田 武さん、澤田博次さん、通堂重則さん、水野寛之さん、

安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「中小企業向け生産管理システム」   

（講師：㈱テクノア・山崎耕治氏） 

 

  １）中小企業製造業の業務改革ポイント 

     ・同業他社のシステム活用・検討動向  
     ・中小企業製造業の取り巻く環境  
     ・業種別ＩＴ改善ＰＯＩＮＴ  
     ・ＴＥＣＨＳシリーズ導入事例：部品加工業、機械製造業  
 
  ２）個別受注生産管理ソフト  
     ・生産管理分布図  
     ・販売ターゲット  
       ・業種  
       ・従業員規模、売上規模  
     ・ＴＥＣＨＳシリーズターゲットユーザ  
 
  ３）部品加工業向け：TECHS-BK 
     ・個別受注型、多品種少量型  
     ・受注、発注、売上、売掛、買掛  
     ・工程進捗、工程負荷、実績収集、在庫管理、原価管理  
     ・画面操作のデモ：受注入力、作業指示入力、工程負荷問合せ等  
 
 
２．情報提供  
   総務省のホームページに、「事業計画作成とベンチャー経営の手引き」

（220 頁）がＩＣＴベンチャー向けとして、公開されています。  
 
 
３．今後の例会テーマ   
   
  ・8 月 18 日 (月 )：講師 /テーマを募集中  
 
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・  

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「SaaS の活用による IT コストの削減」（講師：波形克彦氏）    

・日時：７月２３日（水）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（６／１８）：安藤一彦   



        ７月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年 ７月２３日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １６名  

足立秀夫さん、波形克彦さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、

窪田靖彦さん、佐藤康生さん、清水英明さん、高橋邦雄さん、田中憲之さん、

宮川政義さん、武藤康信さん、吉田 武さん、角 利明さん、通堂重則さん、

安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「SaaS の活用による IT コストの削減」   
（講師：波形克彦会員） 

 

  １）ＩＴ経営の２つの視点 

  ２）ＳａａＳとは 

  ３）ＳａａＳとＡＳＰの違い 

  ４）ＳａａＳは企業への導入が積極化している 

     大企業の積極的導入、ＳａａＳ/ＡＳＰで利用したいサービス、 

     ＳａａＳ利用の満足度・利用しない理由 

  ５）ＳａａＳの市場規模は急速に拡大 

  ６）ＳａａＳ利用のメリット 

     特徴、従来のＩＴ環境とＳａａＳモデルとの比較、４つのメリット

  ７）ＳａａＳはなぜ安く使えるか 

     選択時の重要項目、使用分だけ支払うケースも、ＳａａＳの使用料

の例 

  ８）ＳａａＳを提供する情報産業 

ベンダー大手５社も参入、ＭＳ、パッケージベンダーは慎重 

  ９）ＳａａＳの普及に政府も乗り出す 

  10）ＳａａＳは将来どうなるか 

 
 
２．今後の例会テーマ   
   
  ・  9 月 16 日 (火 )：講師 /テーマを募集中→形岡さんの知人の予定  
  ・10 月 20 日 (月 )：講師 /テーマを募集中→佐藤さんの知人の予定  
 
 
３．支部・研究会代表者会議：7 月 30 日、足立さんが参加  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・  

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「白書で見る中小企業のＩＴ活用とＩＴ支援施策」  

（講師：安藤一彦会員）   

・日時：８月１８日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（７／２４）：安藤一彦   



        ８月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年 ８月１８日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １３名  

足立秀夫さん、小谷泰三さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、窪田靖彦さん、

高橋邦雄さん、沼田邦男さん、宮川政義さん、角 利明さん、通堂重則さん、

新木啓弘さん、山根秀之さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「白書で見る中小企業のＩＴ活用とＩＴ支援施策」   

（講師：安藤一彦会員） 

  １）ＩＴの普及 

  ２）ＩＴの活用状況  
     ・ＩＴ資産の整備状況  
     ・ＩＴの活用状況  
  ３）ＩＴの活用による効果  
     ・ＩＴの活用による効果の種類  
     ・ＩＴの効果が得られ背景  
  ４）ＩＴの有効活用に向けた課題  
     ・ＩＴの有効活用のボトルネック  
     ・ＩＴの活用のためのコスト  
  ５）参考：ＳａａＳのアーキテクチャー  
  ６）ＩＴ関連の融資･助成金等  
     ・ＩＴ活用促進資金、戦略的情報化機器等整備事業、  
     ・産業競争力のための情報基盤強化税制、中小企業投資促進税制、  
    ・小額減価償却資産の特例の延長、中小企業ＩＴ経営革新支援事業、 

     ・中小企業経営革新ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｼｽﾃﾑ開発事業、ＩＴ経営応援隊 等  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  ・10 月 20 日 (月 )：「現場改善から始まる生産管理システム SimproPacks」 
                  （講師：（株）ＳＧＪ 佐藤幸雄氏）

  ・11 月 17 日 (月 )：講師 /テーマを募集中（9 月末まで）  
 
３．自社ホームページの開設は、例会で説明した通り、大企業は 85.3%、中小

企業は 64.4%です。  
  （白書の第 2-3-16 図、三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株 )「IT の活用に関する

アンケート調査」；2007 年 11 月）  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・  

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「中小企業向け在庫管理システム“在庫スイート３”と  

トレーサビリティ」  
（講師：（株）ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ 角 三十五氏）

・日時：９月１６日（火）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（８／１９）：安藤一彦   



        ９月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年 ９月１６日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １０名  

足立秀夫さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、櫻井 勲さん、佐藤康生さん、

田中憲之さん、宮川政義さん、武藤康信さん、吉田 武さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「中小企業向け在庫管理システム“在庫スイート３”とトレーサビリティ」

（講師：（株）ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ 角 三十五氏） 

 

  １）中小企業の在庫管理の現状  
     売上５億円以下ではやっていない、売上５億円以上ではやっている

が合っていない。  
  ２）現状の対処法  
     ・管理担当者が別管理  
     ・営業部門では・・  
  ３）中小企業が抱えるリスク  
 
  ４）実際、こんな困ったことが発生  
 
  ５）正確な在庫把握と庫内物流の支援  
 
  ６）在庫管理システム“在庫スイート３”  
     ・在庫のロケーション･ロット･状態を管理  
     ・３４万～３２０万円のラインナップ  
     ・在庫が見える、履歴が見える  
     ・庫内作業を支援：バーコード、ＱＲコード  
 
  ７）「適合度＆見える化度 自己診断テスト」（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾘｰｽﾞ）  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  
  ・11 月 17 日 (月 )：講師 /テーマを募集中（9 月末まで）  
 
３．ＲＭＣへの投稿依頼  
   ＲＭＣの「会員コーナー」に「診断士ＩＴＣ研究会」の活動を投稿し、

当研究会をＰＲしてください。２～３テーマをまとめて紹介するか、１テ

ーマを紹介するかは自由です。安藤へ一報を。  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・  

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 
次回  

 
・テーマ：「現場改善から始まる生産管理システム SimproPacks」  

（講師：（株）ＳＧＪ 佐藤幸雄氏）    

・日時：１０月２０日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（９／１７）：安藤一彦   



        １０月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年１０月２０日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １２名  

足立秀夫さん、小谷泰三さん、形岡暁生さん、窪田靖彦さん、小板信二さん、

櫻井 勲さん、佐藤康生さん、田中憲之さん、眞武清志さん、宮川政義さん、

通堂重則さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「現場改善から始まる生産管理システム SimproPacks」   
（講師：（株）ＳＧＪ 佐藤幸雄氏） 

 

  １）ＳＧＪの会社紹介 

  ２）トップ企業の条件としての生産管理システム 

  ３）現場改善の方法 

  ４）ＩＳＯ９００１活用の工場改革  
  ５）生産管理の基本事項  
  ６）活用事例  
     ・プレス工程  
     ・あられ製造工程  
     ・あなあけパンチの製造の例  
 
  ７）生産管理システムの機能紹介  
  ８）標準オプションの紹介  
  ９）導入方法と標準価格表  
  10）次世代経営者に向けた普及対策  
  11）コンサルタントのツールとして  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  
  ・12 月 15 日 (月 )：「20 年度反省会と懇親会」  
 
３．ＲＭＣへの投稿依頼  
   ＲＭＣの「会員コーナー」に「診断士ＩＴＣ研究会」の活動を投稿し、

当研究会をＰＲしてください。２～３テーマをまとめて紹介するか、１テ

ーマを紹介するかは自由です。安藤へ一報を。  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「ＳａａＳの最新情報について」  

（講師： (株 )SK ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ顧問 坂下知司氏）  

・日時：１１月１７日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館  
 

                          作成（１０／２１）：安藤一彦   



        １１月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年１１月１７日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １１名  

窪田靖彦さん、櫻井 勲さん、高橋邦雄さん、波形克彦さん、眞武清志さん、

宮川政義さん、吉田 武さん、通堂重則さん、小田明彦さん、高橋光男さん、

安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「ＳａａＳの最新情報について」   

（講師： (株 )SK ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ顧問 坂下知司氏）
 

  １）ＡＳＰ－ＳａａＳ型サービスとは 

    サービス型システム提供のモデル比較  
  ２）ＳａａＳが脅威とされるワケ（利用者側には朗報） 

  ３）ＡＳＰ－ＳａａＳの実際  
     ①経済産業省の取組み  
     ②（社）日本コンピュータソフトウエア協会 (CSAJ)の取組み  
     ③明度･印･ジャパン・ソストウエア・コンソーシアム (MIJS)取組み
     ④ＡＳＰ－ＳａａＳ型のサービス商品事例 

       ・９件の事例を対象に 

       ・サービス名、提供会社名、業界 /分野、サービス分類、概要、
ＵＲＬなどについての比較  

     ⑤ＡＳＰ－ＳａａＳ提供のための周辺環境の整備  
  ４）パッケージソフト＋ＰａａＳ活用事例  
  ５）ＳａａＳ最新状況のまとめ  
  ６）参考資料  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  
  ・１月１９日 (月 )：講師 /テーマ募集中（１１月３０日まで）  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「20 年度反省会と懇親会」               
・日時：１２月１５日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：うおや一丁・銀座本店  (3564-2555) 
    中央区銀座１ -２ -３、首都高速道路下・中央通り２Ｆ  
 

                          作成（１１／１８）：安藤一彦   



        １２月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２０年１２月１５日、１８：３０～２０：３０    うおや一丁  

参加者  
 
 １２名  

足立秀夫さん、小谷泰三さん、川鍋 豪さん、佐藤康生さん、清水英明さん、

高橋邦雄さん、宮川政義さん、武藤康信さん、吉田 武さん、睦好正治さん、

新木啓弘さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「２０年度の反省会と懇親会について」   

 

  １）反省会  
     ・講師を希望する方は積極的に手を挙げてほしい。  
     ・新しい会員にとって、魅力ある研究会にするには。  
     ・参加者を増やすには。  
    引き続き、検討する。  
 
  ２）懇親会  
     参加者は１２名であったが、幅広い話し（自動車産業の激変、  

解雇の増大、オバマ大統領、バブル期までの営業方法など）も出て、

親交を深めることができた。  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  
  ・２月１６日 (月 )：講師 /テーマ募集中（１２月３０日まで）  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「ASP/SaaS 用 提案依頼書について」  

 （講師：田中 憲之会員）   

・日時：１月１９日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（１２／１６）：安藤一彦   



        １月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年１月１９日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １７名  

足立秀夫さん、田中憲之さん、小谷泰三さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、

小板信二さん、清水英明さん、田中弘一さん、波形克彦さん、沼田邦男さん、

眞武清志さん、宮川政義さん、吉田 武さん、通堂重則さん、小田明彦さん、

高橋光男さん、安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「ASP/SaaS 用 提案依頼書の作成について」 
（講師：田中 憲之会員）  

 

１）ＩＴ経営セミナーカリキュラム  
  ２）ＩＴ経営セミナー  

・第１回：経営課題の整理  
     ・第２回：経営戦略の策定  
     ・第３回：機能戦略の策定  

・第４回：ＩＴ戦略の策定  
・第５回：ＲＦＰの作成：要件定義書の構成、ＲＦＰの構成  

     ・第６回：提案書と評価：提案書の構成、チェックリスト、  
評価項目  

  ３）事例：要件定義書  
提案依頼書（ＲＦＰ）  

       提案書のチェックリスト  
       提案書比較評価書  
       プレゼンテーションのチェックリスト  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  
  ・３月１６日 (月 )：「グリーンＩＴの展望と課題」（講師：波形克彦会員）

・４月２０日 (月 )：講師 /テーマ募集中（～２月２７日まで）  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「経営革新計画書作成と資金調達の進め方」  

  （講師：高橋 邦雄会員）  

・日時：２月１６日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（１／２０）：安藤一彦   



        ２月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年２月１６日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １７名  

足立秀夫さん、高橋邦雄さん、石川秀朝さん、小谷泰三さん、窪田靖彦さん、

佐藤康生さん、田中弘一さん、波形克彦さん、沼田邦男さん、吉田 武さん、

通堂重則さん、小田明彦さん、高橋光男さん、長瀬勝好さん、砂村栄三郎さん、

福島一公さん、安藤一彦  
 
 
内 容  

 

１．「経営革新計画書作成と資金調達の進め方」  
    （厳しい経営環境を勝ち抜くための中小企業の経営革新） 

（講師：高橋 邦雄会員） 

１）経営革新計画の準備段階 

   ・会社経営で資金が必要であるなら経営革新を検討 

   ・当社の状況を正しく理解 

   ・自社に適した経営戦略の選択 

   ・３年間または５年間の経営目標を設定 

２）経営革新計画の承認を受けるメリット 

３）経営革新計画の作成に取り組む 

   ・新事業活動の類型の選択 

   ・経営革新の目標の設定 

   ・経営革新の内容と既存事業の相違点 

   ・経営革新計画の具体的内容  
   ・実施計画の詳細  
   ・販売目標・利益および算定根拠の作成  

  ４）金融機関に事前相談  
  ５）都道府県に経営革新計画を申請 

  ６）経営革新計画の承認  
  ７）金融機関への借入申込み  
  ８）経営革新計画のフォローと実績報告  
 
 
２．今後の例会テーマ     
  

・４月２０日 (月 )：講師 /テーマ募集中（～２月２７日まで）  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   

 
次回  

 
・テーマ：「グリーンＩＴの展望と課題」  

  (講師 :波形 克彦会員 )    

・日時：３月１６日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340 
     

                          作成（２／１７）：安藤一彦   



        ３月度「診断士ＩＴＣ研究会」の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時 /場所  Ｈ２１年３月１６日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  

参加者  
 
 １２名  

足立秀夫さん、波形克彦さん、小谷泰三さん、窪田靖彦さん、佐藤康生さん、

清水英明さん、高橋邦雄さん、田中憲之さん、吉田 武さん、通堂重則さん、

福島一公さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

１．「グリーンＩＴの展望と課題」  
（講師：波形 克彦会員） 

１）「グリーンＩＴ」とは何か 

２）「グリーンＩＴ」への企業の関心 

３）「グリーンＩＴ」の戦略的価値と取り組み方 

   ⑦「グリーンＩＴ」の２つの取り組み方 

     ・「ＩＴによるグリーン化」 

     ・「ＩＴにおけるグリーン化」 

４）何故、「グリーンＩＴ」が強く求められるか 

５）動き出した「グリーンＩＴ」プロジェクトと行政 

   ①経済産業省のＩＴ化推進施策 

   ②「グリーンＩＴ」推進の民間団体も発足 

   ③改正省エネ法での民間企業に報告義務化  
  ６）「ＩＴによるグリーン化」の進め方と事例  
  ７）「ＩＴにおけるグリーン化」の進め方と事例  
  ８）「乗り物」の選択が省エネとなる  
  ９）家庭における「グリーンＩＴ」  
  10）最初に、講師から経歴 (40 年 )と営業の行い方等について、話があった。
 
２．今後の例会テーマ     
  ・５月１８日（月）：「ソフトウエアハウスの成長戦略」（吉田 武会員）  
  ・６月１５日（月）：「講師 /テーマを募集中」（～４月２９日まで）  
  
３．２０年度参加実績がゼロの方は、当研究会の会則 (第 6 条 )により、「退会」

となります。その方には、メールでご連絡いたします。  
参加を希望する方は５月例会またはそれ以降の例会からご参加ください。

 
   「第６条  退会 

  本人の希望により、随時退会できる。また、例会等に 1 年間に 1 回も

参加しない方は退会するものとする。なお、退会者がそれまでに納めた

会費は、返還しない。」 

 
４．ウエルカム  スプリング  フォーラム  
   4 月 18 日 (土 )に開催されますが、当研究会の「説明&新入会員獲得」の
   ための説明員を２名程募集いたします。協力者は安藤まで。  
 
５．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明も行いたい

と思います。    
   ・方法：Ａ４で１～２枚程度、主テーマ後に、参加者向けに情報提供・

説明を行う（5~10 分程度）。どなたでも結構です。   
 
次回  

・「総会」＆「例会」  
・「中小企業の組織活性化を促進する管理会計」 (講師 :形岡暁生会員 )     
・日時：４月２０日（月）、１８：３０～２０：３０  
・場所：京橋区民館、中央区京橋２ -６ -７、3561-6340     

                          作成（３／１７）：安藤一彦   




