
とくしまＯＳＳ普及協議会

令和元年度通常総会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：令和元年５月２８日（火）　１６時３０分から　

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：徳島県庁　１１階　１１０４会議室

　　　　　　　　　とくしまＯＳＳ普及協義会





議案第１号

令和元年度　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 久山　淳爾 徳島県経営戦略部長

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会長

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経営支援部部長

幹事 曽根　直人 鳴門教育大学准教授

幹事 野原　直一 株式会社ウェブチップス代表取締役

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



議案第２号

平成３０年度事業報告

平成３０年４月１日から

平成３１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３０年５月２４日（木）

　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　内容　「私たちの目指す未来の働きかた」

　　　　　　　特定非営利活動法人チルドリン徳島

　　　　　　　理事長　野田由香　氏 

　　　　　　（参加者３１人）

２．とくしまＯＳＳ勉強会の開催

　◆第１９回

　　　開催日　平成３０年１０月３０日（火）

　　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　　内容　「事例から考える地元優先発注のあり方」

　　　　　　　　徳島県電子行政推進課

　　　　　　　　主任専門員　濵誠司　氏

　　　　　　　（参加者１２人）

　◆第２０回

　　　開催日　平成３１年３月１５日（金）

　　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室２

　　　内容　「徳島県庁のＩＣＴ施策事例と今後の課題について

　　　　　　　　　　～セキュリティ強靱化と利便性確保の両立～」

　　　　　　　　徳島県電子行政推進課

　　　　　　　　主事　矢達高大　氏

　　　　　　　「スマホアプリ案件のこなし方」

　　　　　　　　株式会社ＧＴラボ

　　　　　　　　代表取締役　坂東勇気　氏

　　　　　　　（参加者１３人）



３．プログラミングコンテストの実施

　第８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：

　　　「徳島の川遊び・海遊びナビゲーション『みずとく』」

　受賞者：

　　　株式会社ＱＬＩＰプログラミングスクール

　　　　　　　ＷＥＢプログラマー養成科第１期

４．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２０１８への出展支援

　　開催日　平成３０年１０月２３日～２４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。

　　　　　　（総来場者　6,450 名）

　　　　　　（徳島県ブース来場者　約 1,000 名）

　　　　　　（過去 3 年間の商談数 56 件（うち成約数 7 件））

５．各種会議の開催

　◆通常総会　

　　　開催日　平成３０年５月２４日（木）

　　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　　議事　役員の選任（案）について

　　　　　　　平成２９年度事業報告及び収支決算について

　　　　　　　平成３０年度事業計画（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び収支予算（案）について



　◆幹事会

　　○第１回

　　　　開催日　平成３０年１１月１３日（火）

　　　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　　　議事　第８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

　その他

６．広報活動

　◆協議会ホームページによる情報発信，及び同ホームページのクラウド移行

　◆協議会の広報用グッズの製作・配布



平成３０年度収支決算

平成３０年４月１日から

平成３１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 340,000 339,499 339,499 0 県負担金

合　計 340,000 339,499 339,499 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 9,637 9,637 0 会場代等 9,637

事業費 190,000 140,840 140,840 0

会場代等

講師謝金

講師費用弁償

プログラミング

　　　　コンテスト賞金

OSS 普及啓発費

13,700

22,345

633

50,000

54,162

一般管理費 140,000 189,022 189,022 0

ホームページ

 レンタルサーバ代等

支払手数料

切手代

収入印紙代

178,200

4,428

5,994

400

合　計 340,000 339,499 339,499 0





議案第３号

令和元年度事業計画（案）

平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日まで

　令和元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開催する。

　（２）ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞への参画

　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Ｏ

ＳＳ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

　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

開拓を図る。

　（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による情報発信

　協議会ホームページを通じて、会員の情報共有及び協議会活動の情報発信に努め

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上



令和元年度収支予算（案）

平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日まで

とくしま OSS 普及協議会

【収入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

款　項
令和元年度

当初予算額

平成３０年度

当初予算額
増　減 備　考

負担金 300,000 340,000 △40,000 県負担金

合　計 300,000 340,000 △40,000

【支出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

款　項
令和元年度

当初予算額

平成３０年度

当初予算額
増　減 備　考

会議費 10,000 10,000 0 会場代等 10,000

事業費 215,000 190,000 25,000

会場代等

講師謝金

講師費用弁償

プログラミングコンテスト賞金

OSS 普及啓発費

30,000

70,000

55,000

50,000

10,000

一般管理費 75,000 140,000 △65,000
ホームページクラウド利用料

支払手数料

65,000

10,000

合　計 300,000 340,000 △40,000



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

（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。

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スマート県庁推進課内に置く。

（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。

４　この規約は、令和元年５月２８日から施行する。



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、徳島県経営戦略部スマート県庁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。

４　この規程は、令和元年５月２８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 経営戦略部スマート県庁推進課長

事務局次長 経営戦略部スマート県庁推進課業務改革・情報セキュリティ担当室長

書記 経営戦略部スマート県庁推進課の職員のうち事務局長が指定する者


