
とくしまＯＳＳ普及協議会

平成３０年度通常総会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成３０年５月２４日（木）１０時３０分から　

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：徳島県　職員会館第１会議室

　　　　　　　　　とくしまＯＳＳ普及協義会



議案第１号

平成３０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 吉田　英一郎 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２９年度事業報告

平成２９年４月１日から

平成３０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２９年５月２９日（月）

　　場所　県庁　１０階　大会議室

　　内容　「どこでも使えるＩｏＴを目指して～さくらインターネットの

　　　　　　　ＩｏＴへの取り組み～」

　　　　　　　さくらインターネット株式会社

　　　　　　　コミュニティマネージャー　法林浩之　氏 

　　　　　　（参加者３７人）

２．とくしまＯＳＳ勉強会の開催

◆第１６回

　　開催日　平成２９年９月１日（金）

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室１

　　内容　「IoT サービス創出のためのデザイン思考とその実践

　　　　　　～富士通クラウドテクノロジーズの IoT への取り組み～」

　　　　　　　富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

　　　　　　　デジタル IoT ソリューション部　川原史識　氏

　　　　　　「開発コンテストはいいものです」

　　　　　　　株式会社ＧＴラボ　代表取締役　坂東勇気　氏

　　　　　　（参加者２３人）

◆第１７回

　　開催日　平成３０年２月２３日（金）

　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室２

　　内容　「徳島県ホームページの安定運用を支える

　　　　　　Ｏｒａｃｌｅ　ＭｙＳＱＬサポートサービス」

　　　　　　日本オラクル株式会社　ＭｙＳＱＬ　ＧＢＵ　山﨑由章　氏

　　　　 　（参加者２２人）
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◆第１８回

　　開催日　平成３０年３月２３日（金）

　　場所　徳島県職員会館　２階　第１会議室

　　内容　「自治体の課題とＩＣＴソリューションについて

　　　　　　～ネットワーク分離により発生した新たな課題への対応～」

　　　　　　電子行政推進課　主任主事　髙井雅行　氏

           （参加者 1 ６人）

４．プログラミングコンテストの実施

　第７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：「火災体験ＶＲ」

　受賞者：徳島大学ゲームクリエイトプロジェクト

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２０１７への出展支援

　　開催日　平成２９年１１月９日～１０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。

　　　　　　（来場者 6,270 名）

６．各種会議の開催

　◆通常総会　

　　　開催日　平成２９年５月２９日（月）

　　　場所　県庁　１０階　大会議室

　　　議事　役員の選任（案）について

　　　　　　　平成２８年度事業報告及び収支決算について

　　　　　　　平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　　　　　　　会則の改正について
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◆幹事会

　　○第１回

　　　　開催日　平成２９年１１月２４日（金）

　　　　場所　ホテル千秋閣　７階　鳳の間

　　　　議事　第７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

　　○第２回（オンライン）

　　　　開催日　平成３０年２月２７日（火）

　　　　議事　会員の入会承認について

　

７．広報活動

　協議会ホームページによる情報発信
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平成２９年度収支決算

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 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 340,000 333,739 333,739 0 県負担金　　　                       

合　計 340,000 333,739 333,739 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 8,889 8,889 0 会場代等　　　　　　　　　　　　   　 8,889

事業費 190,000 191,092 191,092 0

会場代等　　　　　　　　　　　　 　  22,779

講師謝金　　　　　　　　　　 　　　  　8,961

講師費用弁償　　　　　　 　　　　  78,824

プログラミングコンテスト賞金 　  50,000

OSS 普及啓発費                     30,528

一般管理費 140,000 133,758 133,758 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　　 　　　　　　　　　　　 4,158

合　計 340,000 333,739 333,739 0

5



議案第３号

平成３０年度事業計画（案）

平成３０年４月１日から

平成３１年３月３１日まで

　  平成３０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

　　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適正に管理することにより、会員の情報共有及び協議会活動の

　情報発信に努める。
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　【新規事業】

　　ＯＳＳ技術者向け実践講座の開催

　　　実践的な情報処理技術を持った専門性の高い講師を招聘し、学習の機会を提供する

　　ことにより、会員の技術レベルを高め、本県発の OSS 製品の品質向上及び普及拡大を

　　図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上
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平成３０年度収支予算（案）

  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 平成３０年度

当初予算額

平成２９年度

当初予算額

増　減 備　考

負担金 340,000 340,000 0 県負担金　　　                       340,000

合　計 340,000 340,000 0

【支出】                                                                                   　　　　　　　（単位：円）

款　項 平成３０年度

当初予算額

平成２９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 190,000 190,000 0

会場代等 　　　　　　　　　　　　    30,000

講師謝金　　　　　　　　　　　　　   50,000

講師費用弁償　　　　　　　　　　   50,000

プログラミングコンテスト賞金     50,000

OSS 普及啓発費　　　  　     　　 10,000

一般管理費 140,000 140,000 0 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞ代 　　　　　 130,000

支払手数料　　　 　 　　　　　　　　10,000

合　計 340,000 340,000 0
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