
とくしまＯＳＳ普及協議会

令和２年度通常総会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：令和２年５月２８日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：電子メールにて開催

　　　　　　　　　とくしまＯＳＳ普及協義会





議案第１号

令和２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 相田　芳仁 公益財団法人 e-とくしま推進財団専務理事

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 桒原　大輔 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 矢部　泰世 阿波市契約管財課長
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議案第２号

令和元年度事業報告

平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日まで

事業内容

１．ＯＳＳ交流サロンの開催

　　開催日　令和元年５月２８日（火）

　　場所　徳島県庁　11 階　1104 会議室

　　内容　「オープンソースカンファレンス 2019 Tokushima

　　　　　　 について」

　　　　　　　実行委員長　野原直一　氏

　　　　　　　実行委員　　 山住健治　氏

　　　　　　（参加者 29 人）

２．とくしま OSS 勉強会（いずれも新型コロナウィルス感染拡大  の影響により  中止  ）

　◆第 21 回

　　　開催予定日　令和２年２月２１日(金)

　　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室１

　　　内容　「構成管理ツール『Ansible』ハンズオン」

　　　　　　　　RedHat株式会社　齊藤秀喜　氏

　◆第 22 回

　　　開催予定日　令和２年３月６日(金)

　　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室１

　　　内容　「コンテナ型仮想化ソフト『Docker』ハンズオン」

　　　　　　　　さくらインターネット株式会社　前佛雅人　氏

　◆第 23回

　　　開催予定日　令和２年３月１３日(金)

　　　場所　とくぎんトモニプラザ　４階　会議室２

　　　内容　「分散処理マルチテナント対応検索エンジン『Elasticsearch』ハンズオン」

　　　　　　　　Elastic社　河村康爾　氏
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３．プログラミングコンテストの実施

　第 9 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を活用し、OSS の普及・利用拡大につながる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：

　　　「マイクロビットボウリング」

　受賞者：

　　　足代小学校 2019 年度 5・6年生

４．オープンソースカンファレンス 2019 Tokushima の共催

　「オープンソースの『今』を伝え、オープンソースの普及促進を図る」全国規模のイベント

であるオープンソースカンファレンスを、四国大学の全面協力のもと、徳島で 3度目とな

る開催を支援した。

開催日　令和元年１０月１９日（土）

場所　四国大学交流プラザ

主催　オープンソースカンファレンス実行委員会

共催　四国大学・とくしま OSS 普及協議会

協賛　徳島大学・徳島文理大学・

　　　　阿南工業高等専門学校・穴吹カレッジ・

　　　　一般社団法人徳島県情報産業協会

　　（展示　28ブース、セミナー　28セッション）

　　（来場者　約 200 名）

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２０１９への出展支援

　　開催日　令和元年１０月１０日（木）～１１日（金）

　　場所　東京ビッグサイト　青海展示棟

　　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　5,970 名）

　　　　　　（徳島県ブース来場者　約 1,000 名）

　　　　　　（過去 4 年間の商談数77件（うち成約数7件））
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６．各種会議の開催

　◆通常総会　

　　　開催日　令和元年５月２８日（火）

　　　場所　徳島県庁　11 階　1104 会議室

　　　議事　役員の選任（案）について

　　　　　　　平成３０年度事業報告及び収支決算について

　　　　　　　令和元年度事業計画（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び収支予算（案）について

　　　　　　　会則の変更について

　◆幹事会

　　○第１回

　　　　開催日　令和元年１１月６日（水）

　　　　場所　徳島県庁　会議棟　万代南２会議室

　　　　議事　第９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後半の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組みについて

　その他

７．広報活動

　◆協議会ホームページによる情報発信

　◆協議会の広報用グッズの製作・配布
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令和元年度収支決算

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
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 300,000 295,040 295,040 0 県負担金

雑　入 0 6,590 6,590 0 会場キャンセル代還付金

合　計 300,000 301,630 301,630 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 0 0 0

事業費 215,000 233,555 233,555 0

会場キャンセル代

OSC会場警備費

OSC駐車場代等

プログラミング

コンテスト賞金

プロジェクター・

スクリーン購入費

OSS 普及啓発費

6,590

18,700

3,000

50,000

118,800

36,465

一般管理費 75,000 68,075 68,075 0

ホームページ

運用委託費

支払手数料

収入印紙代

配送料

65,400

1,760

200

715

合　計 300,000 301,630 301,630 0
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議案第３号

令和２年度事業計画（案）

令和２年４月１日から

令和３年３月３１日まで

　令和２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
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令和２年度収支予算（案）

令和２年４月１日から

令和３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２年度

当初予算額

令和元年度

当初予算額
増　減 備　考

負担金 300,000 300,000 0 県負担金

合　計 300,000 300,000 0

【支出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

款　項
令和２年度

当初予算額

令和元年度

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 215,000 215,000 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

30,000

70,000

55,000

50,000

10,000

一般管理費 75,000 75,000 0
ホームページクラウド利用料

支払手数料

66,000

9,000

合　計 300,000 300,000 0
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