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OSS人材育成支援プロジェクトの位置づけと目標

重点戦略

“実践的なICT人材の育成”を実現するもの

プロジェクトの目標（KGI）
高度なレベルのICT人材の育成に寄与することにより、
地元ＩＣＴ企業等の振興を図る

県民から見た有効性:

環境変化に即応した研修・イベント等であるか

地元雇用やOSS技術者数が増加しているか

1



ＯＳＳ人材育成支援プロジェクト概要
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OSS人材育成支援プロジェクト推進体制図
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・とくしまOSS普及協議会事務局
書記 佐光広格
書記 黒田洋司
書記 矢達高大
書記 清水公美子

・とくしまOSS普及協議会会員
サイトブリッジ(株)、日本システム開発(株)
(株)穴吹カレッジサービス、テック情報(株)
徳島大学、徳島文理大学、四国大学
公益財団法人ｅ－とくしま推進財団、
阿波市、那賀町

ほか

プロジェクトリーダー

桑村圭二郎(事務局長)

管理責任者

 プロジェクト: 山本耕司(会長)
 アーキテクチャー: 山住健治(事務局次長)

協働事業の該当 なし



OSS人材育成支援プロジェクトの成果の評価指標

普及度
 OSS普及協議会の会員数の増加

 ＯＳＳ・Ｒｕｂｙに熟知した技術者の増加

 県内企業の開発したＯＳＳ製品の導入団体数の増加

継続性・県民による総合評価
 会員企業における地元雇用者数の増加
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注: 専門調査会による設定

KPI

①

②

④

③



ＫＰＩ その１

② 会員企業又は個人会員におけるOSS開発技術者数
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

技術者数
－
135

145
176

155
225 

165
(227)

180

① OSS普及協議会会員数

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

会員数
35
36

38
39

41
47

44
(48)

47目標

実績

目標

実績

③ 会員企業における新規地元雇用者数（累計）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

雇用者数
－
19

40
45

60
61

80
（84）

100目標

実績



平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

導入団体数
170
188

190
256

220
305

250
（363）

280

ＫＰＩ その２
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グループウェア オンラインストレージ

目標

実績

CMS／GW

④ 県内企業の開発したOSS製品の導入団体数（累計）

※ H29年度から集計方法変更

内部統制管理納税管理

CMS



実施スケジュール（平成２９年度）

２６年度 ２７年度 ２８年度

２９年度

３０年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

マイルストーン

OSS技術者育成

セミナーの実施

OSS利用に関す

る普及・啓発

地場企業の
OSS製品の
販路開拓支援
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首都圏の展示会へ出展

・通常総会 ・幹事会 適宜開催

次代を担うICT技術者育成支援

勉強会

プログラミングコンテスト

・OSS交流サロン

・地方自治情報化推進フェア２０１７への出展

セミナーの開催

利用に関する普及・啓発



平成２９年度におけるプロジェクトの取組内容

 ２９年度の取組内容

OSS人材育成支援事業
• OSSを活用したソフトウェア開発を行う技術者の育成支援をする
ための講義等を開催した。

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支援を行う。

OSS製品の利用促進・販路開拓支援事業
• 県がブースを確保し、OSS製品を持つ企業にスペースを提供する
ことで地方自治情報化推進フェアへの出展支援を行った。

 ２９年度予算（千円）

３４０千円
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進捗状況・課題 As of H30.3.20

進捗状況
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○平成２９年度通常総会・ＯＳＳ交流サロン

・日時：平成２９年５月２９日(月)

・場所：県庁１０階大会議室

通常総会終了後にＯＳＳ交流サロンを開催。県
における今年度のＩＣＴ施策の紹介や会員の取り
組み発表、会員同士の意見交換などを実施。

○ ＩｏＴの産業化に資するセミナー等の開催

・日時：平成２９年５月２９日(月)

・場所：県庁１０階大会議室

次代のテーマであるＩｏＴで地場企業が産業化を
図れるよう、セミナー等で学習及び交流の機会を
提供する。

さらに、そこで生まれたプロジェクトの実現に
向けて、企業間連携のサポートも行う。



進捗状況
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進捗状況・課題 As of H30.3.20

○とくしまＯＳＳ勉強会の開催

・日時：平成29年9月1日（金）,

平成30年2月23日（金）

・場所：とくぎんトモニプラザ

ＯＳＳを共通テーマに、会員や会員企業の技
術系職員が気軽に集まれる場を提供すること
を目的として、定期的に勉強会を開催中。
今年度は既に２回開催し、延べ４５名が参加。

○地方自治情報化推進フェア２０１７への出展支援

・日時：平成29年11月9日（木）～10日（金）

・場所：東京ビッグサイト

地元企業が開発したＯＳＳ製品の販路開拓を

支援 6,270名が来場



進捗状況

課題
より高度なOSSスキルをもった技術者を育成する
県内企業が開発したOSS製品の販路開拓に関するノウハウを積み上げる
 地場企業がＩｏＴの分野で産業を振興できるよう支援する
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進捗状況・課題 As of H30.3.20

○ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞・とくしまＯＳＳ普及協議会賞

・日時：平成30年2月2日（金）

・場所：アスティとくしまときわホール

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞にＯＳＳ普及協議会賞を設
置し，該当７作品の中からＯＳＳの普及につながる作
品を表彰した。



平成３０年度における取組予定

 ３０年度の取組予定

 OSS人材育成支援事業
• 実践的な情報処理技術の学習機会の提供

次代を担うICT技術者等育成支援事業

将来のOSS技術者等育成事業

ＯＳＳ利用促進・販路拡大支援事業
• 地方自治情報化推進フェア２０１８への出展を通じて、地場企業
が開発したＯＳＳ製品の利用促進・販路拡大を支援する。

 ３０年度予算（千円）

４４０千円
・ ＯＳＳ人材育成支援事業等 ３４０千円

・ ＯＳＳ利用拡大・販路開拓支援事業 １００千円
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案件種別

 「vs東京」案件として （ □該当あり・ ☑該当なし）

 「オンリーワン」案件として （ ☑該当あり・□該当なし）

該当ありの場合の理由

県内企業がOSSを利用して開発したソフトウェアを県と共
同で全国へPRし、他の自治体等への導入が拡大しつつ
あるため。

 「ナンバーワン」案件として （□該当あり・ ☑該当なし）
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参考情報URL等

とくしまOSS普及協議会ホームページ

http://www.tokushima-oss.org/
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