
　当協会は内閣府認証のNPO法人（特定非営利活動法人）
で、個人会員と賛助会員から成り立っています。個人会員に
は正会員資格と一般会員資格および学生会員資格があり、
正会員の方には年会費のご負担をお願いしていますが、総
会において議決権が与えられ、かつ協会の運営に関与する
ことができます（ただし、公共の職業に就いておられる方、
NPO 法人に従事している方は年会費を免除しております）。
一般会員の方は年会費をお納めいただく必要はありません
が、総会での議決権は有しません。学生会員の方は一般会
員同様、年会費は不要でかつ当協会の催事に無料で参加し
て頂けます。そして当協会の活動の主旨にご賛同いただける
企業、団体に賛助会員として参加して頂いております。
　当協会の主旨をご理解いただき、ぜひご入会くださいます
ようご案内申し上げます。

入会のご案内

事務局長　能登 末之

お申し込みについて

★ お申し込み方法
http://www.ossaj .org/regist .html

★ 会費（年度途中に入会の場合３ヶ月単位で計算）
正 会 員：   12,000 円／年間・一口
賛助会員：120,000 円／年間・一口
一般会員、学生会員：無料

お振り込み先

★ 三菱東京 UFJ 銀行
春日町支店　（普）1615876
特定非営利活動法人オープンソ－スソフトウェア協会
理事 三田守久

★ 郵便振替
00100-7-409625
特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会

特定非営利活動法人 ( 内閣府認証 )
オープンソースソフトウェア協会

Open Source Software Association of Japan 

http://www.ossaj.org/

info@ossaj.org

東京事務所
102-0093　東京都千代田区平河町1-9-5平河町小泉ビル4階
Tel: 03-5211-5410　Fax: 03-5211-8593

熊本事務局
861-2202　熊本県上益城郡益城町田原2081-28

私達はオープンソースソフトウェアの利用情報
を共有し、オープンソースの発展に貢献すること
を目指す利用者の団体です。

賛助会員

活動にご賛同いただいている組織や団体

一般社団法人日本 Linux 協会（JLA）
特定非営利活動法人フリーソフトウェアイニシアティブ（FSIJ）
一般社団法人 IT 記者会（AFITS）
特定非営利活動法人地域自立ソフトウェア連携機構（MSCO）
外資系情報産業研究会（FIIF）
ソフトウェア技術者協会（SEA）
OSS 山梨研究会
Geeklog日本公式サイト
湖東カレッジ情報建築専門学校
一般社団法人 SaaSクラウド・パートナーズ協会（S3CP）
特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア・シティ（OSSシティ）
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）
一般社団法人熊本県情報サービス産業協会（KISIA）
琉球ソフトビジネス支援センター
一般社団法人オープンソースライセンス研究所

株式会社SRA 
JFEシステムズ株式会社
日本アイティディ株式会社

株式会社オープンテクノロジーズ
住友電工情報システム株式会社
株式会社ミライト情報システム

会員区分について

正 会 員：当協会の活動の趣旨にご賛同いただける個
人の方です。総会での議決権を有しており、協
会の事業に優先的にご参加いただけます。

一般会員：当協会の活動にご賛同いただける個人の方
です。総会での議決権はありません。

学生会員：一般会員と同じ資格ですが、協会の催事への
参加費免除等の特典があります。

■ 個人会員

■ 賛助会員

当協会の活動の趣旨にご賛同いただける企業、団体です。
総会での議決権はありません。



第10期 (2012/04/01 - 2013/03/31) の主な活動

2012/04/21
「オープンソースカンファレンス 2012 Iwate」
（岩手県一関市）に出展。

2012/05/24
2012 年度総会およびOSSAJ セミナー（東京都中野区）を開
催。セミナーでは「被災地復興におけるOSS」というテーマで、
多賀城市における被災者管理システムと大槌町における自
治体クラウドの事例を取り上げる。

2012/06/12 - 2012/06/14
「ソフトウェア・シンポジウム 2012」（福井県福井市）を協賛。

2012/06/16
「オープンソースカンファレンス 2012 Hokkaido」
（北海道札幌市）に出展。

2012/07/14
「オープンソースカンファレンス 2012 Sendai」
（宮城県仙台市）に出展。

2012/07/24
OSS山梨研究会などが主催の「災害対応・危機管理セミナー」
（山梨県笛吹市）を協賛。

2012/08/03 - 2012/08/04
「オープンソースカンファレンス 2012 Kansai@Kyoto」
（京都府京都市）に出展。

2012/08/06
当協会事務局の東京事務所を千代田区平河町へ移転。

2012/09/07 - 2012/09/08
「オープンソースカンファレンス 2012 Tokyo/Fall」
（東京都日野市）に出展。

2012/09/28
OSSAJミニセミナー「OSSを活用したスモールビジネスでの
ライセンスとの付き合い方－OSSライセンスの勘所－」
（東京都新宿区）を開催。

2012/11/03
「オープンソースカンファレンス 2012 Aizu」
（福島県会津若松市）に出展。

2012/12/08
「オープンソースカンファレンス 2012 Fukuoka」（福岡県福
岡市）において、セミナー「ソフトウェア開発におけるオープン
ソースの位置づけとその変化、これから」（講師：倉貫 義人 株
式会社ソニックガーデン代表取締役）をソフトウェア技術者
協会（SEA）九州支部と共催。

2013/02/09
「オープンソースカンファレンス 2013 Hamamatsu」
（静岡県浜松市）に出展。

2013/02/22 - 2013/02/23
「オープンソースカンファレンス 2013 Tokyo/Spring」
（東京都日野市）に出展。

2013/03/07
OSSAJミニセミナー「下北沢まで今はやりのオープンソース
カフェを見に行こう」（東京都世田谷区）を開催。

主催フォーラム、セミナー一覧

http://www.ossaj.org/seminar/

役 員 足立 國功（理事）
三田 守久（理事）
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寺澤 慎祐 
新部 裕
橋本 明彦
樋口 貴章
佐野 稔（ 弁護士 ）
山口 やよい（米国公認会計士 ）
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上林 憲行
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財部 誠一
中村 一孝
能登 末之
林　 香
湯澤 一比古

　オープンソースソフトウェア
（OSS）の現在を、当協会の設立の
ころの状況と重ね合わせて考えてみ
ますと、比較することもできないほ
ど、社会のあらゆる場面に浸透して
きています。OS からアプリケーショ
ン・システム、民間における企業情報
システムだけでなく政府や自治体における
公共システム、しかも初歩的な利用から高
度な活用まで、さまざまな場面で提供され、使われるようになっ
てきました。最近では、SaaS、クラウド、ネットワーク・サービ
ス 、モバイル・デバイス などには OSS の技術を利用すること
が不可欠となってきており、ICT での新たな進展が予想されま
す。
　現在注目されているソーシャルビジネス、スマートシティのシ
ステム、また東日本大震災を契機としてその実現が喫緊の課題
となっている防災・災害情報関係のシステムなどへの適用にお
いても、OSSの存在感はますます増してきていると言えます。
　そうした OSS 利用・活用の新たな局面を、わたしたちは
「OSS 新時代」と捉え、これまで以上にユーザサイドに立った
事業活動を展開し、またその普及活動を推進することでお役に
立ちたいと考えております。
　当協会は、2003 年に内閣府認証・特定非営利活動法人と
して設立して以来、OSS に関する啓蒙・普及活動、OSSプロダ
クトそのものやその利用・活用の仕方などの事例紹介、OSS に
関する情報交換等の事業などを展開してきており、本年は 10
年の節目の年に当たります。今後はグローバル化へ対応すべ
く、国内のみならず海外の組織との連携に向けて活動を拡大し
ていく所存です。
　今後の更なる発展に向け、大いなるご支援をいただけますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人（内閣府認証）オープンソースソフトウェア協会 
会長　足立 國功

熊本ソフトウェア株式会社 代表取締役社長
一般社団法人 熊本県情報サービス産業協会 会長

一般社団法人 熊本県工業連合会 会長

ごあいさつ


