
とくしまＯＳＳ普及協議会

平成２６年度通常総会

日　時：平成２６年６月１１日（水）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２５年度事業報告

平成２５年４月１日から

平成２６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３回

　　開催日　平成２５年５月１７日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「OSS を利用した受託開発のメリット/リスクを考える」

　　　　　　　株式会社ゼンク　SugarCRM 事業部　福光正樹氏

　　　　　　「オープンソースライセンス研究所の概要と最新の動向」

　　　　　　　一般社団法人オープンソースライセンス研究所　所長　杉本等氏

　　　　　　「ソフトウェアライセンスの基礎知識」

　　　　　　　大堀・山本法律事務所　弁護士・弁理士　大堀健太郎氏

　　　　　　「オープンソースライセンス　今後の大胆予測」

　　　　　　　株式会社廣告社ぶれいん　取締役　湯澤一比古氏 

　　　　　　（出席者約５０人）

　　　　　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

　◆第４回

　　開催日　平成２５年８月８日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「クラウド時代のＩＤ管理とＳＳＯ（シングル・サイン・オン）」

　　　　　　　オープンソース・ソリューション・テクノロジ株式会社

　　　　　　　代表取締役チーフアーキテクト　小田切耕司氏

　　　　　　「ＭｏｓＰ勤怠管理メーカーからみたＯＳＳ業務アプリケーションビジネスとは？ 」

　　　　　　　株式会社マインド　取締役　屋代和将氏

　　　　　　(出席者約２０名）

　　　　　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

◆第５回

　　開催日　平成２５年１２月１７日

　　場所　徳島健康科学総合センター

　　内容　「企業における OSS 活用の最新動向と、OSS ERP「iDempiere」のご紹介」



　　　　　　　株式会社イノベーション市場　代表取締役社長　寺田雄一氏

　　　　　　「文書管理分野におけるオープンソース、オープンスタンダードの活用」

　　　　　　　株式会社イージフ　取締役副社長　CTO　石井昭紀氏

　　　　　　「海外展開を睨んだエンタープライズ向け国産 OSS の挑戦」

　　　　　　　株式会社イージフ　プロダクトマネージャー　杉本琢磨氏

　　　　　　(出席者約３０名）

　　　　　　※(社)徳島県情報産業協会と共催

２．ＯＳＳ交流サロンの開催

　　開催日　平成２５年６月２１日

　　場所　県庁１１階講堂

　　内容　「ＩＣＴ・OSS 等に関連した各機関等における今年度の取組について」

　　　　　　　徳島県政策創造部地域創造課　課長　矢間奈津子氏

　　　　　　　徳島県商工労働部企業支援課　課長補佐　國安治氏

　　　　　　　株式会社ジャパンコミュニケーション徳島　取締役　米倉智氏

　　　　　　　徳島大学情報化推進センター　ICT推進室長　特任教授　松村健氏　　　　

　　　　　　「ゲノム科学におけるビックデータ・データマイニング」

　　　　　　　東京農工大学　特任教授　石井一夫氏

　　　　　　

３．サイバーセキュリティ技術勉強会の開催

　　開催日　平成２５年７月１２日

　　場所　徳島合同庁舎　東会議棟　Ａ・Ｂ会議室

　　内容　標的型攻撃の動向と対策、参加者との情報交換・意見交換

　　　　　　　株式会社 FFRI　　代表取締役社長　鵜飼裕司氏　

　　　　　　（来場者数約３０名）

４．ICT 系産学官連携セミナー２０１３ in とくしまの開催

　　開催日　平成２５年１２月６日

　　場所　四国大学交流プラザ

　　内容　基調講演：「グローバルビジネス環境における ICT 人材」

　　　　　　　京都情報大学院大学　教授　高弘昇氏

　　　　　　県内 ICT系企業報告：「来たれ！ICT 人材」

　　　　　　　スタンシステム株式会社　取締役副社長　眞鍋厚氏

　　　　　　　株式会社富士コンピュータサービス　取締役部長　鈴江昌巳氏

　　　　　　　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

　　　　　　　テック情報株式会社　執行役員　中野秀一氏

　　　　　　　株式会社プラットイーズ　取締役会長　隅田徹氏　　　　　　　（来場者約１５０名）



５．地方のＩＴ企業が生き残るためのシンポジウム～オープンソース×地方×ビジネスによる

　 新たな価値の創造～の開催

　  開催日　平成２６年３月２１日

　  場所　四国大学交流プラザ

　  内容　第１部：セミナー

　　　　　　「オープンソースの活用と開発貢献が地域経済に与える効果に関する研究」

　　　　　　　島根大学　教授、OSS プロジェクトセンター長　　野田哲夫氏

　　　　　　「IT 業界の構造変化まであと３年、中小 IT 企業の選択肢は？～OSS で脱下請けのススメ～」

　　　　　　　株式会社オープンソース活用研究所　代表取締役所長　寺田雄一氏

　　　　　　「『納品のない受託開発』で受託開発ビジネスにもイノベーションを！」

　　　　　　　株式会社ソニックガーデン　代表取締役社長　倉貫　義人氏

　　　　　　第２部：パネルディスカッション

　　　　　　　パネラー：野田哲夫氏（島根大学　教授、OSS プロジェクトセンター長）

　　　　　　　　　　　　　寺田雄一氏（株式会社オープンソース活用研究所　代表取締役所長）

　　　　　　　　　　　　　倉貫義人氏（株式会社ソニックガーデン　代表取締役社長）

　　　　　　　　　　　　　山住健治氏（徳島県経営戦略部情報システム課　専門幹）

　　　　　　　モデレーター：山本耕司氏（四国大学　教授、とくしま OSS 普及協議会　会長）

　　　　　　（来場者約５０名）　　　　　　　

６．プログラミングコンテストの実施

　第３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

　『まど子「おまはん、どこ行きたいんえ？」』

　　イベントリキシャーチーム

◆奨励賞

　『TOKUSHIMINING』

　　ppdd　松下樹里氏

７．徳島ビジネスチャレンジメッセ 2013 への出展

　アスティとくしまにて開催された「徳島ビジネスチャレンジメッセ２１０３」に当協議会の

ブースを設置し、会員企業の OSS製品の展示や当協議会活動の PR を行った。

　　開催日　平成２５年１０月２４日～２６日

　　場所　アスティとくしま



８．地方自治情報化推進フェア２０１３への出展

　東京ビッグサイトで開催された「地方自治情報化推進フェア２０１３」に当協議会の周知パ

ネルを設置し、当協議会活動の PR を行った。

　開催日　平成２５年１１月１３日・１４日

　場所　東京ビッグサイト

９．次代を担う ICT 技術者等育成支援事業による支援

　◆すだちハッカソン

　　開催日　平成２５年１１月２日～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　数人でチームを組み、短期間でアイデアを出してアプリケーションを作成するイベ

　　　　　　ントを開催。泊まりこみでアプリケーションの開発を行い、最後に表彰を行った。

　　　　　　（参加者数約２０名）

　　主催　すだちハッカソン実行委員会、GDG Shikoku

　　協賛　とくしま OSS 普及協議会

　◆オープンセミナー２０１３＠徳島

　　開催日　平成２５年１１月２３日

　　場所　徳島市シビックセンター

　　内容　「LibreOffice とコミュニティの紹介」

　　　　　　　LibreOffice 日本語チーム　榎真治氏

　　　　　　「即戦力の MySQL運用虎の巻」

　　　　　　　日本オラクル株式会社　奥野幹也氏

　　　　　　「これからのソフトウェア開発環境の話をしよう」

　　　　　　　日本マイクロソフト株式会社　エバンジェリスト　長沢智治氏

　　　　　　（参加者数約３０名）

　　主催　オープンセミナー徳島実行委員会

　　協賛　とくしま OSS 普及協議会

１０．各種会議の開催

　◆通常総会　

　　　開催日　平成２５年６月２１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２５年４月８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２５年９月２６日

　　　　場所　徳島県徳島合同庁舎　東会議棟（２階）　Ａ・Ｂ会議室

　　　　議事　平成２５年度下半期の取組みについて

　　　　　　　　第３階 ICT（愛して）とくしま大賞＜とくしま OSS 普及協議会賞＞応募作品に

　　　　　　　　係る意見提出について

　その他

　　○第３回（オンライン）

　　　　開催日　平成２５年１０月９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２５年１０月１０日

　　　　議事　第１号議案　会員の入会承認について

　

１１．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２５年度収支決算

平成２５年４月１日から

平成２６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 増　減 備　考

負担金 900,000 899,221 ▲779 県負担金　　　                       

合　計 900,000 899,221 ▲779

【支出】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 予算額 決算額 増　減 備　考

会議費 90,000 0 ▲90,000 　　　　　　　　　 　　 

事業費 680,000 760,091 80,091

会場代　　　　　　　　　　　　　　   　 7,500

講演報酬　　　　　　　　　　　　　  160,000

講師費用弁償　　　　　　　　　　  177,558

プログラミングコンテスト　　　　 100,000

展示会出展費用　 　　　　　　　  204,095

セミナー・勉強会負担金　　　　  110,938

一般管理費 130,000 139,130 9,130

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞ代 　　　 　126,000

通信費　　　　　　　　　　　　　　 　　4,800

手数料　　　　　　　　　　　　　　　　 4,880

消耗品費 　　　　　　　　　　　　　　 3,450

合　計 900,000 899,221 ▲779



議案第２号

平成２６年度事業計画（案）

平成２６年４月　１日から

平成２７年３月３１日まで

　  平成２６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）

　　　エ　次代を担うＩＣＴ技術者等育成支援事業

　　　　　本県の次代を担う技術者等が、産・学・官の垣根を越えて、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を行う。



(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



議案第３号

平成２６年度収支予算（案）

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 前年度予算額 増　減 備　考

負担金 810,000 900,000 ▲90,000 県負担金　　　                       810,000

合　計 810,000 900,000 ▲90,000

【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 90,000 ▲60,000 会場代　　　　　　　　　 　　 　　  　30,000

事業費 640,000 680,000 ▲40,000

会場代　　　　　　　　　　　　　　    80,000

講演報酬　　　　　　　　　　　　　  160,000

講師費用弁償　　　　　　　　　　  120,000

プログラミングコンテスト　         50,000

展示会出展費用　　　　　　　　  110,000 

セミナー・勉強会負担金　　　　 120,000

一般管理費 140,000 130,000 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 810,000 900,000 ▲90,000
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