
とくしまＯＳＳ普及協議会

平成２７年度通常総会

日　時：平成２７年６月１日（月）１５時００分から　

　　　　　　　　　　　　　　場　所：徳島県庁１０階大会議室

　　　　　　　　　とくしまＯＳＳ普及協義会



報告第１号

平成２６年度事業報告

平成２６年４月１日から

平成２７年３月３１日まで

事業内容

１．ＯＳＳ交流サロンの開催

　　開催日　平成２６年６月１１日

　　場所　県庁１１階講堂

　　内容　「オープンソース C ＭＳ『ＳＨＩＲＡＳＡＧＩ』のご紹介」

　　　　　　　株式会社ウェブチップス　代表取締役　野原直一氏 

　　　　　　「オープンデータの推進について」

　　　　　　　徳島県政策創造部統計戦略課　主任　吉川満氏

　　　　　　「ICT とくしま創造戦略について」

　　　　　　　 徳島県政策創造部地域創造課　主任専門員　志摩和彦氏

　　　　　　「四国経済産業局における ICT 関連施策のご紹介」

　　　　　　　四国経済産業局地域経済部地域経済課　課長補佐　河瀬融年氏 

　　　　　　（参加者約３０人）

２．オープンソースから未来を創るセミナー『選択と差別化』の開催

　　開催日　平成２７年１月２７日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「なぜ、オープンソースソフトウェアを選んだか。地方の自治体と地域の産業振興」

　　　　　　　塩尻市役所　協働企画部情報推進課　課長補佐情報企画係長　小澤光興氏

　　　　　　「オープンソースムーブメントが創る新たなビジネスモデル

　　　　　　　～差別化のみが生き残る道」

　　　　　　　Ｌｉｎｕｘ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｊａｐａｎ　理事長　成井弦氏

　　　　　　（参加者約３０人）

　　　　　　※（一社）徳島県情報産業協会と共催

３．ICT 系産学官連携セミナー２０１４ in とくしまの開催

　　開催日　平成２７年１月１６日

　　場所　四国大学交流プラザ

　　内容　県内 ICT 企業報告「来たれ！ICT 人材」

　　　　　　　日本システム開発株式会社　管理部チーム・リーダ　白川孝枝氏

　　　　　　　スタンシステム株式会社　取締役副社長　眞鍋厚氏



　　　　　　　株式会社鈴木商店　代表取締役　鈴木史郎氏

　　　　　　県内ＩＣＴ企業若手社員報告「就職したから言えること、伝えたいこと」

　　　　　　　日本システム開発株式会社　ＳＩ事業部営業部　武村和美氏

　　　　　　　テック情報株式会社　第２公共事業部　冨士谷真宏氏

　　　　　　　株式会社プラットイーズ　佐々木契氏

　　　　　　（来場者約１８０名）

４．とくしまＯＳＳ勉強会の開催

　◆第１回

　　開催日　平成２６年８月２２日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　「オープンソースの最新トピックとビジネス活用のポイント」

　　　　　　　株式会社日立ソリューションズ

　　　　　　　　オープンソース技術開発センター長　吉田行男氏

　　　　　　（参加者約２０人）

◆第２回

　　開催日　平成２６年９月１９日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　「ＭｏｎｇｏＤＢについて」

　　　　　　　徳島県経営戦略部情報システム課　主事　齋木淳氏

　　　　　　（参加者約２０人）

◆第３回

　　開催日　平成２６年１０月１７日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　「実演：ＭｏｎｇｏＤＢを使い倒すには？ハンズオンもやります」

　　　　　　　日本ＭｏｎｇｏＤＢユーザ会　代表　窪田博昭氏

　　　　　　（参加者約２０人）

◆第４回

　　開催日　平成２６年１１月２１日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　ライトニングトーク会

　　　　　　（参加者約１５人）

◆第５回

　　開催日　平成２６年１２月１９日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　「ＨＴＭＬ５を活用したＷｅｂ開発の現状と未来」

　　　　　　　ｈｔｍｌ５ｊエンタープライズ部　副部長　佐川夫美雄氏



　　　　　　（参加者約２０人）

◆第６回

　　開催日　平成２７年２月２０日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　「みんなが幸せになるシステム開発

　　　　　　　～県庁業務システム構築とアジャイル開発の課題と解決策～」

　　　　　　　徳島県経営戦略部情報システム課　主査兼専門員　濵誠司氏

　　　　　　（参加者約２５人）

◆第７回

　　開催日　平成２７年３月２０日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室３

　　内容　「ソフトウェアエンジニアの心得」　「Ｊａｖａ ＳＥ ８オーバービュー」

　　　　　　　柴田芳樹氏

　　　　　　（参加者約２５人）

５．プログラミングコンテストの実施

　第４回 ICT（愛して）とくしま大賞のテーマ部門において、「とくしま OSS普及協議会賞」

を設置し、OSSの普及・利用拡大につながる Rubyをはじめとする OSSを活用したプログ

ラムやアプリなどの作品を募集した。

◆とくしまOSS普及協議会賞

　受賞作品：「声吟行」

　受賞者：チーム愛（ビザンコム株式会社

　　　　　　　　　スマートフォンアプリ開発科２期）

６．次代を担う ICT 技術者等育成支援事業による支援

　◆第１回徳島ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ勉強会

　　開催日　平成２６年５月３１日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４Ｆ　会議室１

　　内容　「徳島県庁でのＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ導入経緯と現状について」　　片山裕喜氏

　　　　　　「ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅで仕様書が書けるか試してみた」

　　　　　　「ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅでモバイルワーク」　　住吉孝次氏

　　　　　　「ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅコミュニティに不具合修正パッチを送ってみた」　　八木智文氏

　　　　　　「Ｄｒａｗを便利に活用しよう」　　榎真治氏

　　　　　　（参加者数約２０名）

　　主催　ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ勉強会実行委員会

　　協賛　とくしまOSS普及協議会、徳島県情報産業協会



　◆第２回徳島ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ勉強会

　　開催日　平成２６年１０月１１日

　　場所　あわぎんホール　第６会議室

　　内容　「ＯｐｅｎＯｆｆｉｃｅでも仕事ができる」　　足立朋子氏

　　　　　　「ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅマニュアル作成記」　　河野聡史氏

　　　　　　「ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅのＥｘｃｅｌファイルの互換制度について」　　辰濵健一氏

　　　　　　「ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅの最新動向について」　　榎真治氏

　　　　　　（参加者数約２０名）

　　主催　ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ勉強会実行委員会

　　協賛　とくしまOSS普及協議会、徳島県情報産業協会

　◆四国クラウドお遍路２０１４・技術セッション

　　開催日　平成２６年１０月４日

　　場所　神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックス

　　内容　「Amazon WorkSpaces＆Zocaloによるワークスタイルの改革」

　　　　　　　アマゾンデータサービスジャパン株式会社　渡邉源太氏

　　　　　　「EC2を使わないAWS」

　　　　　　　株式会社サーバーワークス　桶谷拓也氏

　　　　　　「ダイレクトコネクトと JAWS-UGな話」

　　　　　　　アイレット株式会社　比企宏之氏

　　　　　　「地方の小さな会社がクラウドとOSSによって体感したゲームチェンジ」

　　　　　　　株式会社デジタルキューブ　代表取締役　小賀浩通氏

　　　　　　「俺の AWS-WEBプログラマからみたクラウド」

　　　　　　　株式会社鈴木商店　白石正行氏

　　　　　　「クラウドでビッグデータのスモールスタート」

　　　　　　　株式会社シティネット　片岡幸人氏

　　　　　　（参加者数約５０名）

　　主催　四国クラウドお遍路実行委員会、徳島県

　　後援　経済産業省四国経済産業局

　　協賛　とくしまOSS普及協議会

　◆オープンデータアイデアソン「ママとＩＣＴで住みよい街を」

　　開催日　平成２７年２月２１日

　　場所　フレアとくしま　研修室１，２

　　内容　徳島の子育てに関する課題や、地域の情報を元に子育てに役立つアプリのアイ

　　　　　　デアを出し合った。アイデアを元に開発したアプリは、徳島県のオープンデータ

　　　　　　ポータルサイトで公開される予定である。



　　　　　　（参加者数約３５名）

　　主催　Code for Tokushima準備委員会

　　協賛　とくしまOSS普及協議会、徳島県情報産業協会

７．各種会議の開催

　◆通常総会　

　　　開催日　平成２６年６月１１日

　　　場所　県庁１１階講堂

　　

　◆幹事会

　　○第１回（オンライン）

　　　　開催日　平成２６年６月１７日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について　

　　○第２回（オンライン）

　　　　開催日　平成２６年７月２９日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　　○第３回（オンライン）

　　　　開催日　平成２６年９月１日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　　○第４回

　　　　開催日　平成２６年１１月２１日

　　　　場所　ホテル千秋閣　６階　鷹の間

　　　　議事　第４回 ICT（愛して）とくしま大賞＜とくしまOSS普及協議会賞＞応募作品の

　　　　　　　　選定について

　　　　　　　　協議会における今後の取り組みについて

　その他

　　○第５回（オンライン）

　　　　開催日　平成２７年１月２６日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　

８．広報活動

　協議会ホームページの運営管理



報告第２号

平成２６年度収支決算

平成２６年４月１日から

平成２７年３月３１日まで

とくしま OSS 普及協議会

【収入】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 予算額 決算額 差　異 備　考

負担金 810,000 618,050 191,950 県負担金　　　                       

合　計 810,000 618,050 191,950

【支出】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 予算額 決算額 差　異 備　考

会議費 30,000 9,979 20,021 会場代　　　　　　　　　　　　　　   　 9,979

事業費 640,000 464,749 175,251

会場代　　　　　　　　　　　　　　    56,350

講演報酬　　　　　　　　　　　　　  120,000

講師費用弁償　　　　　　　　　　  175,657

プログラミングコンテスト　　　　   50,000

セミナー等負担金　　　　 　　　    58,242

筆耕委託費　　　　　　　　　　　　　 4,500

一般管理費 140,000 143,322 ▲3,322

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞ代 　　　 　129,600

通信費　　　　　　　　　　　　　　 　　4,838

手数料　　　　　　　　　　　　　　　　 5,184

消耗品費 　　　　　　　　　　　　　　 3,700

合　計 810,000 618,050 191,950



監　査　報　告　書

　とくしまOSS普及協議会平成２６年度収支決算について監査したところ、いずれも的確

に処理され、また、適正に執行されていることを認める。

　平成２７年　　月　　日

とくしまOSS普及協議会　　　　　　　　　　　　

　　監　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　監　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とくしまOSS普及協議会

　　会　長　　　山　本　耕　司　　様



議案第１号

平成２７年度　とくしまＯＳＳ普及協議会　役員（案）

（　敬称略、五十音順　）

     

　　　　役員

役 職 氏 名　 所 属

会長 山本　耕司 四国大学教授

副会長 外山　邦夫 一般社団法人徳島県情報産業協会会長

副会長 原　一郎 徳島県経営戦略部長

幹事 後藤　英与 公益財団法人 e-とくしま推進財団常務理事

幹事 金岡　秀司 日本システム開発株式会社代表取締役

幹事 近藤　紳一郎 スタンシステム株式会社代表取締役

幹事 篠原　靖典 徳島文理大学教授

幹事 曽根　直人 鳴門教育大学准教授

幹事 藤井　大輔 公益財団法人とくしま産業振興機構総合支援部部長

監事 上田　哲史 徳島大学教授

監事 坂東　重夫 阿波市議会事務局長



議案第２号

平成２７年度事業計画（案）

平成２７年４月　１日から

平成２８年３月３１日まで

　  平成２７年度においても引き続き、ＯＳＳを活用できる技術者や情報関連企業の育成・支

援に取り組むとともに、ＯＳＳ等による情報システム導入の効果を県内のユーザー企業・団

体等にも広く普及し、その成果を全国へと発信することにより、本県産業の振興や雇用の

促進、地域活性化に繋げていくための取組みを行う。

【継続事業】

　（１）ＯＳＳ交流サロンの開催

　　OSS や ICT に関する情報交換を行う場を提供することにより、協議会会員間の交流支援を行う。

　（２）ＩＣＴ系産学官連携セミナーの開催

　　ＩＣＴ系企業に就職を希望する学生等に「ＩＣＴ人材として求められる資質・能力」や「就職に当たって

　必要な心構え」等を学ぶ機会を提供する。

　（３）とくしまＯＳＳ勉強会の開催

　　ＯＳＳやＲｕｂｙを活用したソフトウェア開発を行う技術者等を育成支援するため、ＯＳＳをテーマとした

　勉強会を定期的に開催する。　　　　

　（４）ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞・とくしまＯＳＳ普及協議会賞の設置

　　ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞にＯＳＳ普及協議会賞を設置し、ＯＳＳの普及につながる作品を表彰する。

　（５）次代を担うＩＣＴ技術者等育成支援事業の実施

　　本県の次代を担う技術者等が、産・官・学の垣根を越えて、主体的に実施する勉強会やイベント等の

　取り組みに対して助成等の開催支援を行う。

　（６）一般社団法人徳島県情報産業協会との共催事業の実施

　　徳島県情報産業協会が企画するＯＳＳ関連セミナーを共催することにより、県内のＯＳＳ技術者等の

　育成支援を行う。

　（７）総会・幹事会等の開催

　　 とくしま OSS 普及協議会の円滑な運営のための総会・幹事会等を開催する。

　（８）協議会ホームページの運用管理

　　 協議会会員の情報共有及び協議会活動の情報発信のためのホームページの管理を行う。



　【新規事業】

　（１）高校生を対象としたＲｕｂｙ講座の開催

　　　徳島科学技術高校等と連携し、高校生を対象としたＲｕｂｙの基礎的な講座を実施する。

　（２）ＯＳＣ徳島の開催支援の実施

　　　オープンソースカンファレンス徳島の開催に対して（主催：OSC徳島実行委員会）、費用面・運用面

　　で開催支援を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上



議案第３号

平成２７年度収支予算（案）

平成２７年４月１日から　

平成２８年３月３１日まで

とくしま OSS 普及協議会

【収入】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

負担金 800,000 810,000 ▲10,000 県負担金　　　                       800,000

合　計 800,000 810,000 ▲10,000

【支出】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 予算額 前年度予算額 増　減 備　考

会議費 30,000 30,000 0 会場代　　　　　　　　　 　　 　　  　30,000

事業費 620,000 640,000 ▲20,000

会場代　　　　　　　　　　　　　　   100,000

講演報酬　　　　　　　　　　　　　  150,000

講師費用弁償　　　　　　　　　　  150,000

プログラミングコンテスト　          50,000

OSC徳島開催関係費用　 　　    80,000

セミナー等負担金 　　  　     　　 90,000

一般管理費 150,000 140,000 10,000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞ代 　　　　　 130,000

手数料・通信費等　　　　　　　　　20,000

合　計 800,000 810,000 ▲10,000
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