
とくしまＯＳＳ普及協議会

令和３年度通常総会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：令和３年６月２８日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：電子メールにて開催

　　　　　　　　　とくしまＯＳＳ普及協議会



議案第１号

令和３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 仁井谷　興史 徳島県経営戦略部長

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 桒原　孝司 公益財団法人 e-とくしま推進財団理事

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 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 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 長瀬　智 阿波市市政情報課長
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議案第２号

令和２年度事業報告

令和２年４月１日から

令和３年３月３１日まで

事業内容

１．とくしまＯＳＳ勉強会

　◆第 24 回

　　　開催日　令和３年３月４日(木)

　　　場所　　　Web 会議（Zoom ウェビナー）

　　　内容　　　「コンテナ型仮想化ソフト『Docker』ハンズオン」

　　　講師　　　さくらインターネット株式会社　前佛雅人　氏

　◆第 25 回

　　　開催日　令和３年３月１７日(水)

　　　場所　　　Web 会議（Zoom ウェビナー）

　　　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」

　　　講師　　　Elastic 社　河村康爾　氏

２．プログラミングコンテストの実施

　第 10 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：

　　　「とくしま汽車の旅」

　受賞者：

　　　株式会社 QLIP　クリッププログラミングスクール

　　　WEB プログラマー養成科第７期　チーム「連」
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３．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オンラインへの出展支援

　　開催日　 令和３年１月２７日（木）～２月１９日（金）

　　場所　　　オンライン開催

　　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。

　　　　　　

４．各種会議の開催

　◆通常総会（書面開催）　

　　　開催日　 令和２年５月２１日（火）～２８日（火）

　　　議事　　  役員の選任（案）について

　　　　　　　    令和元年度事業報告及び収支決算について

　　　　　　　    令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　◆幹事会（書面開催）

　　○第１回

　　　　開催日　令和３年１月２８日（木）～２月５日（金）

　　　　議事　　 第 10 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

５．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配布
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令和２年度収支決算

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
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 300,000 128,897 128,897 0 県負担金

合　計 300,000 128,897 128,897 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 61,137 61,137 0

講師謝金

プログラミング

コンテスト賞金

11,137

50,000

一般管理費 75,000 67,760 67,760 0

ホームページ

運用委託費

支払手数料

66,000

1,760

合　計 300,000 128,897 128,897 0
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議案第３号

令和３年度事業計画（案）

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日まで

　令和３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）デジタルとくしま大賞（旧 ICT（愛して）とくしま大賞）への参画

　デジタルとくしま大賞に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
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令和３年度収支予算（案）

令和３年４月１日から

令和４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３年度

当初予算額

令和２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３年度

当初予算額

令和２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 185,000 215,000 △30,000

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

10,000

60,000

55,000

50,000

10,000

一般管理費 105,000 75,000 30,000
ホームページ運用委託費

支払手数料

100,000

5,000

合　計 300,000 300,000 0
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議案第４号

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。

５　この規程は、令和３年６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副課長

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
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様式第１号

会　長 副会長 起案日 令和　　　年　　月　　日

決裁日 令和　　　年　　月　　日

発送日 令和　　　年　　月　　日

事務局長
(課長)

事務局次長
（副課長）

書　記

起案者

職氏名

とくしまＯＳＳ普及協議会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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とくしまＯＳＳ普及協議会会計  規程  （案）

（目的）

第１条　この規程は、とくしまＯＳＳ普及協議会（以下「協議会」という。）の会計事務に関して必要な事項

を定めることを目的とする。

（予算）

第２条　協議会の歳入予算及び歳出予算の区分は、別表のとおりとする。

２　予算執行上必要と認めるときは、相互に予算を流用することができる。

（収入）

第３条　収入の事由が生じたときは、収入調書（様式第１号）により決裁を受けなければならない。

（支　出）

第４条　支出は、債権者から提出された請求書に基づき、支出調書（様式第２号）により行うものとする。

２　前項の規定にかかわらず、次の支出については、請求書を要しないものとする。

　（１）官公署等の発行した納付書によるもの

　（２）支払義務の確定している経費で、請求書を徴する必要のないもの

３　支出を行うときは、経費支出伺（様式第３号）に所定の事項を記載して決裁を受けなければならない

ただし、支払義務の確定している経費については、この限りでない。

（資金前渡及び概算払）

第５条　 現金でなければ購入できないもの及び事業遂行上必要のあるものについては、資金前渡又は

　概算払をすることができる。　　　

（歳計現金の取り扱い）

第６条　歳計現金は、すべて金融機関に預け入れ、保管しなければならない。

（帳簿の調製）

第７条　協議会の会計を整理するため、歳入、歳出及びその他必要と認める帳簿を調製するものとする

（補則）

第８条　この規程に定めるもののほか、会計の処理に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

　附則

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、令和３年６月２８日から施行する。
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別表（第２条関係）

（収入）

款　項 目

負　担　金 県負担金

参加負担金

その他負担金

協　 賛　 金 協賛金

その他の収入 その他の収入

繰　越　金 繰越金

（支出）

款　項 目

会　　議　　費 講師謝金

費用弁償

会場借上代

その他費用

事　　業　　費 講師謝金

費用弁償

会場借上代

その他費用

一般管理費 資料代

会場借上代

広報費

その他費用

予　　備　　費 予備費
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様式第１号

収　入　調　書

　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり収入してよろしいか。

書記　　

とくしまＯＳＳ普及協議会

事務局長

(課長)

事務局次長

（副課長）
書記

会計年度 　　　　年度

予算科目

款　項 目

収　入　金　額 　　　　　￥  　　　　　　　　　　　　　　　　　  －  

収　入　事　由

納　　入　　者

住　所

氏名等  

（摘要）
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様式第２号

支　出　調　書

令和　　年　　月　　日

次のとおり支出してよろしいか。

書記　　

とくしまＯＳＳ普及協議会

事務局長

(課長)

事務局次長

(副課長）
書記

会計年度  令和　　年度

予算科目

款　項 目

支　出　金　額 　　　　　￥  　　　　　　　　　　　　　　　　　  －  

支　出　事　由

債　　権　　者

住　所

氏名等  

支　払　方　法 １ 資金前渡  ２ 前金払  ３ 概算払  ４ 精算払  ５ 直接払  ６ 口座振替

（摘要）
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様式第３号

経費支出伺

令和　　　年　　月　　日

次のとおり経費を支出してよろしいか。

書記　　

とくしまＯＳＳ普及協議会

事務局長

(課長)

事務局次長

（副課長）
書記

会計年度  令和   　年度

予算科目

款　項 目

内容 数量 支出先 支出予定額 備考

支出理由

実施（購入）年月日

14


