
とくしまＯＳＳ普及協議会

平成２９年度通常総会

日　時：平成２９年５月２９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



議案第１号

平成２９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 大田　泰介 徳島県経営戦略部長

副会長 外山　邦夫 一般社団法人徳島県情報産業協会会長

幹事 小笠原　章 公益財団法人 e-とくしま推進財団理事長

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 甚上　敏宏 公益財団法人とくしま産業振興機構総合支援部部長

幹事 曽根　直人 鳴門教育大学准教授

監事 上田　哲史 徳島大学教授

監事 坂東　明 阿波市契約管財課長
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議案第２号

平成２８年度事業報告

平成２８年４月１日から

平成２９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２８年６月１０日

　　場所　県庁１０階大会議室

　　内容　「全国版　LGWAN－ＡＳＰ　ＤＥＣＯのご紹介」

　　　　　　　スタンシステム株式会社　副社長　眞鍋厚氏 

　　　　　　（参加者２６人）

２．とくしまＯＳＳ勉強会の開催

◆第１３回

　　開催日　平成２８年１０月２１日

　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　内容　「オープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」

　　　　　　 を活用したビジネス展開」

　　　　　　　ファーエンドテクノロジー(株)　代表取締役　前田剛氏

　　　　　　「ＯＳＳプロジェクト管理ツール Redmine における

　　　　　　 パッケージビジネス戦略」

　　　　　　　(株)アジャイルウェア　代表取締役 CEO　川端光義氏

　　　　　　（参加者２２人）

◆第１４回

　　開催日　平成２８年１１月１８日

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室１

　　内容　「OSS の最新トレンド」

　　　　　　　(株)日立ソリューションズ　技術開発本部

　　　　　　　研究開発部　主管技師　吉田行男氏

　　　　　　「オープンソースライセンスのキホン」

　　　　　　　（一社）オープンソースライセンス研究所　所長　杉本等氏

　　　　　　「オープンソースライセンスの掴んでおきたいポイント」

　　　　　　　大堀・山本法律事務所　弁護士　大堀健太郎氏

　　　　 　（参加者１０人）

2



◆第１５回

　　開催日　平成２９年１月２７日

　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　内容　「Python で Zabbix とお話ししよう」

　　　　　　　徳島県情報戦略課　主任主事　齋木淳氏

             「Zabbix の機能紹介とインストールから監視設定まで

　　　　　　　～システム運用を一歩進める機能とツールのご紹介～

　　　　　　　Zabbix Japan 代表　寺島広大氏

　　　　　　（参加者 17 人）

３．ＭｙＳＱＬ 5.7入門の開催

◆開催日　平成２８年８月　５日（インストール編、セキュリティ基礎編）

　　　　　　　平成２８年８月２６日（バックアップ編、レプリケーション編）

　　　　　　　平成２８年９月１６日（チューニング基礎、SQL チューニング編）

　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　内容　「MySQL5.7 入門（インストール編～SQL チューニング編）」

　　　　　　　日本オラクル株式会社

　　　　　　　MySQL シニアセールスコンサルタント　山崎由章氏

　　　　　　（参加者のべ７４人）

４．プログラミングコンテストの実施

　第６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：「徳島の医療・公衆衛生 vs 東京」

　受賞者：立川智広

５．地元企業が開発したOSS製品の販路開拓を支援

　◆地方自治情報化推進フェア２０１６への出展支援

　　開催日　平成２８年１１月８日～９日

　　場所　東京ビッグサイト

　　内容　公募により選定した地元企業５社の

　　　　　　OSS 製品の販路開拓を支援した。

　　　　　　現在、７件の商談が進行中。

　　　　　　（来場者 6,052 名）
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６．各種会議の開催

　◆通常総会　

　　　開催日　平成２８年６月１０日

　　　場所　県庁１０階大会議室

　　

　◆幹事会

　　○第１回（オンライン）

　　　　開催日　平成２８年８月１日

　　　　議事　会員の入会承認について　

　　○第２回（オンライン）

　　　　開催日　平成２８年９月１日

　　　　議事　会員の入会承認について

　　○第３回

　　　　開催日　平成２８年１１月１０日

　　　　場所　ホテル千秋閣　６階　６０２号室

　　　　議事　第６回 ICT（愛して）とくしま大賞＜とくしま OSS 普及協議会賞＞候補作品の

　　　　　　　　選定について

　　　　　　　　協議会における今年度の取り組みについて

　　　　　　　　会員の入会承認について

　その他

　

７．広報活動

　協議会ホームページの運営管理
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平成２８年度収支決算

平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日まで

とくしま OSS 普及協議会

【収入】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 当初予算額

(A)

現計予算額

(B)

決算額

(C)

差　異

(B)-(C)

備　考

負担金 610,000 525,435 525,435 0 県負担金　　　                       

合　計 610,000 525,435 525,435 0

【支出】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 当初予算額

(A)

現計予算額

(B)

決算額

(C)

差　異

(B)-(C)

備　考

会議費 10,000 7,326 7,326 0 会場代等　　　　　　　　　　　　   　 7,326

事業費 450,000 382,785 382,785 0

会場代等　　　　　　　　　　　　 　  45,250

講演報酬　　　　　　　　　　　　　   20,353

講師費用弁償　　　　　　　　　　  163,010

プログラミングコンテスト　　　　   50,000

ノベルティ制作費                     98,712

筆耕委託費　　　　　　　　　　　 　　 4,500

賞状用紙　　　　　　　　　　　　　 　　　960

一般管理費 150,000 135,324 135,324 0

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞ代 　　　 　129,600

支払手数料　　　　　　　　　　　　　 5,292

配送料                                      432

合　計 610,000 525,435 525,435 0
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議案第３号

平成２９年度事業計画（案）

平成２９年４月　１日から

平成３０年３月３１日まで

　  平成２９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）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。　　　　

　（２）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。

　（３）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。

　（４）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。

　（５）地方自治情報化推進フェアへの出展支援の実施

　　日本最大規模の情報産業関係の展示会で、自治体情報化担当職員が多数来場する「地方自治情　

　　報化推進フェア」への出展支援を通じて、地場企業のＯＳＳ製品の販路開拓を支援する。

　（６）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。

　（７）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。
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　【新規事業】

　（１）地方自治情報化推進フェアへの出展支援のグレードアップ

　　　 徳島県ブースの集客力を更に高め、出展企業の販路開拓をより強力に支援するための取組みとし

　   て、宣伝機材の強化や PR グッズの魅力アップなどを実施する。

　（２）IoT の産業化に資するセミナー等の開催

　　   次代のテーマである IoT で地場企業が産業化を図れるよう、セミナー等で学習及び交流の機会を

　　提供する。さらに、そこで生まれたプロジェクトの実現に向けて、企業間連携のサポートも行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上
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平成２９年度収支予算（案）

平成２９年４月１日から　

平成３０年３月３１日まで

とくしま OSS 普及協議会

【収入】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 平成２９年度

当初予算額

平成２８年度

当初予算額

増　減 備　考

負担金 340,000 610,000 ▲270,000 県負担金　　　                       340,000

合　計 340,000 610,000 ▲270,000

【支出】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 平成２９年度

当初予算額

平成２８年度

当初予算額

増　減 備　考

会議費 10,000 10,000 0 会場代　　　　　　　　　 　　 　　  　10,000

事業費 190,000 450,000 ▲260,000

会場代　　　　　　　　　　　　　　    30,000

講演報酬　　　　　　　　　　　　　   50,000

講師費用弁償　　　　　　　　　　   50,000

プログラミングコンテスト　         50,000 

セミナー等負担金 　　  　     　　 10,000

一般管理費 140,000 150,000 ▲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　　　　　　　　　10,000

合　計 340,000 610,000 ▲270,000
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議案第４号

とくしま OSS 普及協議会設置規約（案）

（名称）

第 1 条　本会は、「とくしま OSS 普及協議会」（以下「協議会」という。）と称する。

（目的、基本理念）

第２条 　協議会は、オープンソース・ソフトウエア（以下、「ＯＳＳ」という。）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

繋げることを目的とする。

（事業）

第３条　協議会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行なうことができる。

（１）研究会、講演会、セミナー等の開催

（２）技術力向上のための人材育成研修等の開催

（３）ＯＳＳ推進に関する学術的研究、調査の実施

（４）県内外関連団体との連絡、交流、協働事業の実施

（５）ＯＳＳに関心のある大学生等に対する技術学習機会の提供

（６）上記の取組成果等の全国への発信と新たな市場の創出・拡大

（７）その他前条の目的を達成させるための事業及びその受託

（会員及び入退会等）

第４条　協議会は、徳島県における OSS 普及に関わる産・学・官の諸機関・団体、個人等をもって構成し、協

議会の趣旨に賛同する者は誰でも入会の資格を有する。

２　会員は、正会員、賛助会員とする。

３　正会員は総会における議決権を有する。

４　本協議会に入会しようとする者は、書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。 

５　本協議会を退会しようとする会員は、書面をもってその旨を届け出なければならない。 

６　会員は、それぞれの役割に応じて、協議会が行う事業に積極的に協力するとともに、自ら OSS の普及に

向けた取り組みに努めるものとする。

（役員）

第５条　協議会に次の各号に掲げる役員を置く。

（１）　会長　１名

（２）　副会長　２名以内

（３）　幹事　７名以内
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（４）　監事　２名以内

２　会長及び副会長は会員の互選により選任する。幹事及び監事は会長が選任し、協議会の承認を得た者

とする。

３　会長、副会長、幹事、監事の任期は２年とし，再任は妨げない。

４　役員は無報酬とする。

（職務）

第６条　会長は、会務を総括する。

２　副会長は、会長を補佐する。なお、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

３　監事は、協議会の会計監査を行う。

（総会）

第７条　総会は、毎年１回会計年度終了後３ヶ月以内に会長が招集する。また、会長は必要に応じて臨時総

会を招集することができる。

２　総会の議長は会長が努める。

３　総会は、議決権を有する会員の過半数の出席をもって成立する。

４　議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

５　やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された会議に付議すべき事項につ

いて、書面をもって議決するか、または代理人に議決を委任することができる。

６　前項の場合において、第３項及び第４項の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

７　総会の議決事項は次のとおりとする。

（１）事業報告および決算

（２）事業計画および予算

（３）会則の制定、改正

（４）役員の選出、改選

（５）その他必要と認められる事項

（幹事会）

第８条 協議会に幹事会を置く。

2　幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。

3　会長が幹事会を主宰する。

4　幹事会は、第３条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議

する。

5　前項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（部会）

第９条　協議会に関する企画運営および各事業を遂行するため、部会を置くことができる。
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２　部会長は幹事の中から会長が指名する。

３　会長は部会の運営状況について報告を求めることができる。

（会計）

第１０条　協議会の経費は、事業の実施に伴う負担金、協賛金、その他の収入をもって、これに充てる。

２　協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。

　　ただし、協議会の発足した年度については、発足の日に始まり、当該年度末に終わるものとする。

３　各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならない。

　　ただし、毎年度の決算において確定した剰余金については、総会の議決により翌年度に繰り越して使用

することができるものとする。

（事務局）

第１１条　協議会の事務局を徳島県経営戦略部電子行政推進課内に置く。

（会費）

第１２条　原則として会費は徴収しない。ただし、総会における決定を経て徴収することができる。

（規約の改正）

第１３条　この規約は、総会において出席者の過半数の議決により改正することができるものとする。

（委任）

第１４条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

付則

１　この規約は、平成２４年７月１７日から施行する。

２　この規約は、平成２８年６月１０日から施行する。

３　この規約は、平成２９年５月２９日から施行する。
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とくしまＯＳＳ普及協議会事務局組織規程（案）

（目的）

第１条　この規程は、とくしまＯＳＳ普及協議会設置規約第１４条の規定により、とくしまＯＳＳ普及協

議会事務局（以下「事務局」という。）の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条　事務局は、とくしまＯＳＳ普及協議会に関し、必要な事務を処理する。

（職員）

第３条　事務局に次の職員を置く。

（１）事務局長

（２）事務局次長

（３）書記

２　前項に定める職員は、徳島県経営戦略部電子行政推進課の職員のうちそれぞれ別表に掲げる

者をもって充てるものとする。

（職務）

第４条　事務局長は、とくしまＯＳＳ普及協議会長の命を受け、事務局の事務を総括し、部下職員を

指揮監督する。ただし、その一部について、所掌する事務及び担当する者を指定し委任することが

できる。

２　事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

３　書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

　附則

（施行期日等）

１　この規程は、平成２４年７月１７日から施行する。

２　 この規程は、平成２８年６月１０日から施行する。

３　 この規程は、平成２９年５月２９日から施行する。

　別表（第３条関係）

職名 充てる職員

事務局長 経営戦略部電子行政推進課長

事務局次長 経営戦略部電子行政推進課情報セキュリティ担当室長

書記 経営戦略部電子行政推進課の職員のうち事務局長が指定する者
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