
とくしまＯＳＳ普及協議会

平成２５年度通常総会

日　時：平成２５年６月２１日（金）１５時００分から

　　　　　　　　　　　　　　場　所：徳島県庁１１階講堂

　　　　　とくしまＯＳＳ普及協義会



報告第１号

平成２４年度事業報告

平成２４年７月１７日から

平成２５年３月３１日まで

事業内容

１．ＯＳＳをビジネスに活用するセミナーの開催

　◆第１回

　　開催日　平成２４年８月７日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「スマホ開発用フレームワーク「Rhodes」のご紹介」

　　　　　　　株式会社システム工房エム　大谷　辰夫　氏

　　　　　　「ThinReports で始める Ruby による帳票開発」

　　　　　　　株式会社マツケイ　　日高　克也　氏

　　　　　　（出席者約６０人）

　　　　　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

　◆第２回

　　開催日　平成２４年１２月１４日

　　場所　とくぎんトモニプラザ

　　内容　「軽量 Ruby を利用した組込み開発事例の紹介」

　　　　　　　九州工業大学情報工学研究員　准教授　田中　和明氏

　　　　　　「軽量 Ruby と NPO 法人軽量 Ruby フォーラムご紹介」

　　　　　　　株式会社福岡 CSK　　三牧　弘司様

　　　　　　(出席者約１００名）

　　　　　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

２．技術講習会の開催

　◆Ruby 講習会

　　開催日　平成２４年１０月３０日、３１日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　Ruby　on　Rails の技術習得等

　　参加者数　９名

　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

　◆JoruriCMS インストール講習会

　　開催日　平成２４年１１月２７日

　　場所　徳島健康科学総合センター



　　内容　JoruriCMS のインストール手順書に基づく作業を体験

　　参加者数　４名

　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

　◆JoruriCMS によるサイト構築講習会

　　開催日　平成２５年３月１４日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　参加者数　１１名

　　※徳島県と共催

３．ＯＳＳ交流サロンの開催

　○第１回

　　開催日　平成２４年１０月１９日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「徳島県における OSS 活用の取組みについて」

　　　　　　　徳島県情報システム課　山住専門幹

　　　　　　「OSS を活用した校務の効率化について」

　　　　　　　徳島科学技術高等学校　尾崎教諭

　　　　　　「Nagios を利用したサービスの死活監視や munin を使ったパフォーマンスの確認につい

て」

　　　　　　　鳴門教育大学　曽根准教授

　　　　　　「OSC の徳島誘致をはじめとした下半期の取組について」

　　　　　　　徳島県情報システム課　遠藤課長

　○第２回

　　開催日　平成２４年１１月１６日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「島根県松江市における IT 関連企業視察(10/4・5）報告について」

　　　　　　　（社）徳島県情報産業協会　外山会長

　　　　　　「ＯＳＳを使用した査読・出版システムの紹介」

　　　　　　　徳島大学教授　上田情報化推進センター長

　　　　　　「電子文書の編集作業におけるＯＳＳ活用事例」

　　　　　　　四国大学メディア情報学科　山本教授・細川講師

　　　　　　「ＯＳＣ広島(10/20)参加報告について」

　　　　　　　徳島県情報システム課　島田専門員、山本主任

　○第３回

　　開催日　平成２４年 1 ２月２１日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「ＯＳＳ技術を活用したビジネスへの挑戦」　



　　　　　　　スタンシステム株式会社　真鍋専務取締役

　　　　　　「Ruby を軸にしたオープンソースビジネス戦略」

　　　　　　　株式会社アイ・ディ・エス　野原取締役社長

　　　　　　「リバースプロキシの活用」

　　　　　　　鳴門教育大学大学院　曽根准教授

　　　　　　「ＯＳＣ２０１３Ｔｏｋｕｓｈｉｍａに向けた取組み」　

　　　　　　　徳島県情報システム課　遠藤課長、

　　　　　　　香川高等専門学校　白石講師（Web 参加））

　○第４回

　　開催日　平成２５年１月１８日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「データの地方分散ニーズに対応した西日本最大のデータセンターを建設するＳ

Ｔ Net の取組み」　

　　　　　　　株式会社ＳＴＮｅｔ　田口理事・営業本部長　

　　　　　　「徳島県における標的型メール攻撃事象とその対応について」

　　　　　　　徳島県情報システム課　環主任

　　　　　　「ＯＳＳを活用した低コストの内部統制管理ツール「Ai」のご紹介」

　　　　　　　日本システム開発株式会社　武村様

　　　　　　「ＯＳＳを利用した迷惑メール対策と標的型攻撃の被害にあわないためのＴｉｐｓ」

　　　　　　　鳴門教育大学　曽根准教授

　○第５回

　　開催日　平成２５年２月１５日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　　「ＯＳＣ２０１３Ｔｏｋｕｓｈｉｍａの開催について」

　　　　　　　　ＯＳＣ２０１３Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ現地実行委員会事務局（県情報システム課））

　　　　　　　「徳島科学技術高校の OSS実習」

　　　　　　　　徳島科学技術高校総合科学類情報科学コース 2年生の皆さん

　　　　　　　「サテライトオフィス・プロジェクトの取組みと

　　　　　　　　神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックスのご紹介」

　　　　　　　　　特定非営利活動法人グリーンバレーの皆さん　

　○第６回

　　開催日　平成２５年３月１５日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　（株）フォティーンフォティ技術研究所代表取締役社長の鵜飼裕司様との意見交

換会



４．オープンソースカンファレンス2013Tokushimaの開催

　　開催日　平成２５年３月９日

　　場所　とくぎんトモニプラザ

　　内容　オープンソースに関するセミナー、ブースの展示等

　　　　　　（来場者数約３００名）

　　主催　オープンソースカンファレンス実行委員会

　　共催　とくしま OSS 普及協議会

５．大阪Rubyビジネス推進協議会とのビジネスマッチングイベント

　大阪と徳島のＩＴ企業の皆様が、ＯＳＳ（オープンソースソフトウエア）や国産のプログラミ

ング言語「Ruby」などを題材として情報交換。

　　開催日　平成２４年１０月１６日

　　場所　シビックセンター

　　内容　各社からの PR タイムやライトニングトーク、名刺交換会、懇親会など

　　主催　社団法人徳島県情報産業協会

　　協賛　とくしま OSS 普及協議会

　　参加者　Ruby ビジネス推進協議会加盟企業

　社団法人徳島県情報産業協会加盟企業

　とくしま OSS 普及協議会会員

　近畿経済産業局

　四国経済産業局

６．ICT系産学官連携セミナー（四国大学主催）での講演

　　開催日　平成２５年２月１２日

　　場所　四国大学

　　内容　「徳島の情報系企業の紹介と徳島県情報産業協会について」

　　　　　　　　　徳島県情報産業協会会長　外山　邦夫氏

　　　　　　「こんな学生に来て欲しい！あんな学生は要らない！」

　　　　　　　　　スタンシステム株式会社　専務取締役　眞鍋　厚氏

　　　　　　「徳島県が考える成長させたい情報系の仕事内容と政策

　　　　　　　・オープンソースがこれからを変える　～ＯＳＣ徳島の紹介～」

　　　　　　　　　徳島県経営戦略部情報システム課　専門幹　山住　健治氏

　　　　　　「こんな企業が徳島に！徳島に県が誘致している情報系優良企業の紹介」

　　　　　　　　　徳島県商工労働部企業支援課　課長補佐　國安　治氏



７．各種会議の開催

　　◆設立総会　

　　　開催日　平成２４年７月１７日

　　　場所　四国大学交流プラザ

　　◆設立記念講演会

　　　開催日　平成２４年７月１７日

　　　場所　四国大学交流プラザ

　　　講演　記念講演１　「企業における OSS の活用とビジネス展開」

　　　　　　　　　　　　　　　(株)オージス総研　エンタープライズオープンソースセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　シニアアーキテクト　橋本　誠氏

　　　　　　　記念講演２　「OSS と地域産業振興」

　　　　　　　　　　　　　　　島根大学　総合情報処理センター長

　　　　　　　　　　　　　　　　法文学部教授　野田　哲夫氏

　　　　　　　（出席者約１５０名）

　◆幹事会

　　○第１回（オンライン）

　　　　開催日　平成２４年８月１日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　　○第２回

　　　　開催日　平成２４年９月１８日

　　　　場所　徳島健康科学総合センター

　　　　議事　平成２４年度下半期の活動について

　その他

　　○第３回（オンライン）

　　　　開催日　平成２４年１０月１２日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　　○第４回（オンライン）

　　　　開催日　平成２４年１１月２０日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　　○第５回

　　　　開催日　平成２５年３月１５日

　　　　場所　徳島健康科学総合センター

　　　　議事　平成２５年度事業について

　　　　　　　　平成２５年度総会開催時期について

８．広報活動

　協議会ホームページの設立と運営管理



議案第１号

平成２５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 八幡　道典 徳島県経営戦略部長

幹事 稲垣　敏弘 公益財団法人 e-とくしま推進財団専務理事

幹事 金岡　真由美 日本システム開発株式会社常務取締役

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副部長

幹事 野原　直一 株式会社アイ・ディ・エス取締役社長

監事 上田　哲史 徳島大学教授

監事 町田　寿人 阿波市会計管理者



議案第２号

平成２５年度事業計画（案）

平成２５年４月　１日から

平成２６年３月３１日まで

　  平成２５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。

　 また、近年、クラウド技術の進展など環境変化に即応したＩＣＴ人材の需要が高まる一

方、情報セキュリティ分野をはじめ様々な情報分野でＩＣＴ技術者が不足しており、システム

エンジニアやプログラマー、デザイナーなど、将来の本県を担う若いＩＣＴ技術者等の育成が

急務となっている。そこで、本県の次代を担う技術者等が、産・学・官の垣根を越えて、集

い、競い合い、助け合いながら技術を磨き、能力を高めるための取組みを幅広く支援するこ

とにより、「地元で育てた人材が、地元で活躍できる”とくしま”」の実現をめざす。

　 こうした取組みを行うに当たっては、本協議会の会員間での連携・協力はもとより、サテ

ライトオフィス・プロジェクトによる進出企業や県外で情報関連企業を経営する本県出身者

等を含めた多様な企業・団体等との連携を図り、効果的・効率的な事業展開を行う。

（１）ＯＳＳ技術者等の育成支援

　　　ア　ＯＳＳ人材育成支援事業

　　　　　ＯＳＳやＲｕｂｙを活用したソフトウエア開発等を行う技術者等を育成支援するための

講座等を開催する。（徳島県情報産業協会など他の団体との共催事業として実施）

　　　イ　将来のＯＳＳ技術者等育成事業

　　　　　県内の大学や高等教育機関等に、県内ＩＣＴ企業の経営者や当該企業で働く技術

者等を講師として派遣し、将来の地元雇用につながるＯＳＳ技術者等の育成を図る。 

　　　ウ　ＯＳＳプログラミングコンテスト事業

　　　　　県内企業の技術者や高等教育機関の研究者、学生等を対象に、ＯＳＳやＲｕｂｙを

活用した新たなビジネス展開につながるプログラミング等の提案を募集し、優秀な提

案を表彰する。（「ＩＣＴとくしま大賞」の一部門として実施）



(２）ＯＳＳビジネスの展開支援

　　　ア　ＯＳＳ新技術・新サービス販路拡大支援事業

　　　　　ＯＳＳを活用して開発したソフトウエア等の製品を販路拡大するための展示会への

出展等の取組を、共同ブースの提供等を通じて幅広く支援する。

（３）県内企業と高等教育機関等の連携支援

　　　ア　総会・幹事会等開催事業

　　　　　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。

　　　イ　ＯＳＳ普及促進講演会開催事業

　　　　　県内企業や団体等へのＯＳＳやＲｕｂｙを活用したソフトウエア等のさらなる普及促

進を目指した講演会等を開催する。

　　　ウ　協議会ホームページ運営管理

　　　　　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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上



（別紙）　議案第２号関連

将来の本県を担うＩＣＴ技術者等の育成支援について（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成２５年度事業計画に定められた、「本県の次代を担う技術者等が、産・学・官の垣根

を越えて、集い、競い合い、助け合いながら技術を磨き、能力を高めるための取組み」につ

いては、次の要件のもと、これに該当する取組みを幅広く支援するものとする。

１　支援要件（必須条件）

  １）　とくしまＯＳＳ普及協議会の会員（賛助会員を含む）又は会員が所属する団体の構成

　　　　員（学生を含む）（以下、「会員等」という。）が参加する取組みであること　

　２）　徳島県内で開催される取組みであること

　３）　ＩＣＴの利活用の促進又はＯＳＳ・Ｒｕｂｙの普及につながる取組みであること

　４）　会員等をはじめとした参加ＩＣＴ技術者等（システムエンジニア・プログラマー・デザイ　

　　　　ナーなど。これらを目指す学生等を含む）の能力の向上に繋がる取組みであること　

　５）　特定の企業や団体等に閉じられた取組みでないこと

　６）　特定の企業や製品等の広報・ＰＲを目的とした取組みでないこと

　７）　公序良俗に反する取組みでないこと

２　支援方法

　１）　前項１の全ての要件を満たす取組みであって、会員等からの申し出があった取組み

　　　　を会長の承認を得て、「共催」又は「協賛」若しくは「後援」の形で支援する。

　２）　支援対象とした取組みについては、開催に要した経費のうち、講師謝金・講師旅費・

　　　  賃借料に係る経費の半額（最高１０万円）を上限として、予算の範囲内で負担する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以　上　
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