
NPO 法人 海の森づくり推進協会 

―海の森づくり支援事業― 

 

平成 29 年度（2017）種糸注文の御案内 

  

お蔭様で、昨年は 14 県 37 箇所へ 9,480m の種糸を斡旋させていただきました。当協会

では、「海藻の養殖」はそれ自体が環境浄化（窒素や燐や CO2 を吸収するだけでなく酸素

を供給する）に役立つのみならず付着基盤や産卵場や揺籃場となり増殖効果を持つだけで

なく、天然の藻場を活性化させます。従って、私達はこの「海の森づくり」に貢献するコン

ブやワカメ等の大型海藻の養殖を勧めております。この種糸の斡旋は、当協会会員に対す

る当協会のサービスです。今年もコンブ・ワカメの種苗の注文時期となりましたので、皆さ

んの所あるいは周りで種苗の申し込みを希望される方がおられましたら、下記要領で注文

を受け付けますので、集約されて、別紙申込書でご注文いただければ幸甚です。 

 

記 

1． 申込先：NPO 法人 海の森づくり推進協会（担当：松田・下村・門脇 ） 

2． 申込締切：平成 29 年 10 月 5 日（種糸配布を 10-11 月に望む方は、至急ご連絡下さい。） 

3. 種糸配布期間：平成 29 年 11 月末～平成 30 年 2 月初旬まで 

  沖出し時期は、水温が 18℃以下に定着した時です。（19℃に接すると種糸は死滅する。） 

沖の水温より低い船溜りの海水（常に水温をチェックし、高水温には注意）に仮出しし、

1 日から 1 週間位馴致期間を取って沖だししてください。 

4. コンブ種糸（マコンブ促成栽培種）供給先・価格・供給時期： 

  ① 松前町：2 万円/100ｍ（配布 11 月中旬～12 月初旬、税込み、送料着払い） 

  ② 岩手県宮古市重茂漁協：240 円/㎏（配布 12 月、税込み、送料込） 

  ③ 青森県栽培漁業振興協会：10,314 円/50m（1 月～2 月初旬、税込み、送料着払い、

ただし、100ｍ以上の注文時送料無料） 

5. ワカメ種糸（鳴門ワカメ）供給先・価格・供給時期： 

  ① 徳島県鳴門市向海産：2,500 円/枚（12.5ｍ）+送料+消費税（配布 11 月下旬） 

6. 斡旋手数料：10％ 

7. 配布方法：宅急便（お問合せ番号付き） 

8. 代金支払：当協会からの納品書と請求書をお届けします。1 週間以内にご精算願います。 

9. お問合せ先：NPO 法人 海の森づくり推進協会 e-mail: otoiawase@kaichurinn.com 

松田惠明：電話＆Fax: 018-833-7734; 門脇 秀策携帯：090-7159-7069 

下村 温：電話＆Fax: 06-7165-0813； 携帯：090-2716-7043 

  

mailto:otoiawase@kaichurinn.com


 

平成 29 年  月  日 

NPO 法人 海の森づくり推進協会 

代表理事 松田惠明 様（電話＆Fax: 018-833-7734） 

 

     電話番号： 

     Fax 番号： 

             住  所：〒 

     組 合 名： 

                    代表者名： 

                         （担当者：         ） 

 

コンブ・ワカメ種糸申込書 
平成 29 年度産コンブ・ワカメ種苗を、下記のとおり申し込みます。 

 

記 

注文 コンブ種糸            ｍ 

   ワカメ種糸            枚（12.5m/枚） 

   希望事項： 

 

① 種苗の配布先 

電話番号：              Fax 番号： 

住  所：〒 

配布先名： 

②  種糸到着希望日： 

コンブ：平成 29・30 年  月  日頃； ワカメ：平成 29 年  月  日頃 

③  代金振込依頼者等の送付先； 

電話番号：              Fax 番号： 

住  所：〒 

配布先名： 

  代金請求名： 

④  請求書・見積書・納品書（必要なものに○をつけてください。） 

  【請求書・見積書・納品書・不要】様式がある場合は、松田まで御連絡ください。 

 

 



送り先：NPO 法人海の森づくり推進協会 

Fax: 018-833-7734    

海の森づくりのためのコンブ栽培アンケート（2016-17 年度状況） 

項  目 説  明 

１． 種糸 

供給情報 

① 対象物：コンブ  ワカメ 種糸の長さ： 

② 供給地： 

③ 種糸受取日時： 

④ 受取人氏名： 

２． 沖出しまで 

の状況 

⑤ 馴致状況： 

⑥ 仮出し状況： 

⑦ 沖出し状況：   

垂下までの時間： 

垂下位置（緯度：         経度：     ） 

環境（水温：    塩分：    透明度：      ） 

３． トラブル 

(具体的に) 

① 自然トラブル（高・低水温、食害、風波、台風、地震、

土砂流入等）： 

② 人工的トラブル（種糸取扱いミス、人の移動等による

人災）： 

４． 収穫 ① 収穫位置 緯度：       経度： 

② 収穫日：    年  月  日  潮： 

③ 最大葉長：    cm 最大葉幅：    cm  

④ 収穫総量：       kg 

⑤ 水温：    ℃ 塩分：   ‰ 透明度：   cm 

5. 間引き 

 (具体的に) 

養殖過程で間引きを：   した。     しなかった。 

状況説明： 

  

6. 収穫後の 

用途 ( 具体的

に) 

① 餌利用： 

② 食材利用： 

③ その他： 

７．感想・ 

次年度計画 

 

 

7. 報告者 

 

氏名：         連絡先： 

当 NPO法人海の森づくり推進協会は、種糸斡旋時にこのアンケートを生産者に発送し、収

穫時に、生産者から報告書(含アンケート)を回収し、解析し、生産者に資料提供し、海の森

づくりネットワークを強化する。お問い合わせ先：Tel: 090-7159-7069（門脇まで） 



コンブ・ワカメの販売仲介のご案内 
 

養殖業者の皆さんへ 

 

 いつもご支援有難うございます。最近、私共の所に収穫物に関するお問合せが沢山きま

す：出荷の形態（生、乾燥、塩蔵）、量（ｔ）、価格、出荷時期、納品先、将来展望等です。 

本件に関する仲介は当海の森づくり推進協会の会員に対するサービスとし、具体的内容に

関しては直接かかわられる皆様方とご相談しながら決めさせていただきたいと存じます。

本件に関する当面の仲介手数料は、種糸斡旋手数料と同じく、取扱額（の除送料+消費税）

の 10％ですが、価格決定にも参加させていただきます。 

 

【参考】当初、コンブは収穫されたが、その販売先がなく自家消費に終始していました。そ

こで、私達の目的は、「海の森づくり」なので、その方向にも繋がり、付加価値を高める「ア

ワビ養殖」用の餌としての利用を勧めてきました。さらに、コンブの養殖を含めたブリやマ

グロなどの複合魚類養殖試験も実施し、生残率の改善なども体験してきました。最近は、臭

わないコンブ粉末や化粧品開発にも関与し、生食用早採れコンブの即売会などでは 800 円/

㎏で「道の駅」で売れるようになり、コンブ加工にも幅広く関わっております。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Fax 送信先：06-7165-0813（下村）宛； 

 

NPO 法人「海の森づくり推進協会」への販売仲介依頼書 

依頼人氏名 

 

               日付： 

住所・連絡先 

 

 

電話・Fax・e-mail 

 

 

依頼項目 

 

 

 

お問合わせ先：NPO 法人 海の森づくり推進協会 e-mail: otoiawase@kaichurinn.com 

下村 温：電話＆Fax: 06-7165-0813； 携帯：090-2716-7043；松田惠明：電話＆Fax:  

018-833-7734；大野携帯：090-7145-2456；門脇携帯：090-7159-7069 

 

芦屋の（同）みつばちカフェぶんぶんは、当協会のアンテナショップです。 
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NPO 法人「海の森づくり推進協会」へのご入会のご案内 

  

私達は、秋田県認証の中立の NPO 法人として全国的に「海の森づくり運動」を展開して

おります。是非、当協会のホームページ（http://www.kaichurinn.com）をご覧下さい。 

 

あなたも私達といっしょに活動しませんか 

海の森づくり 

運動の 3 つの 

スローガン 

海よ！再び！山・川・海の健康を取り戻そう！ 

海の森づくり運動を全国･全世界に広げよう！ 

“海藻・海草”は地球と人を救うお医者さん！ 

 

【趣旨】 当協会の「海の森づくり」は、コンブ等大型海藻の栽培による海洋環境の保全、

磯焼け対策と増殖効果、多様な生産物の利活用等を中心に、「海の時代」の沿岸域の有効利

用モデル創造に関する勉強会の場を提供し、前浜を活性化し、国民の親海性を回復し、「海」

を特徴とする日本にしか出来ない国際貢献に貢献することです。 

 

【実績】 当協会は、「海の森づくり」支援事業としてコンブの種糸斡旋（2014 年度実績：

15 府県 45 箇所に種糸 17,000ｍ）や環境教育イベント事業として、干潟観察会、磯の海藻

観察会と海藻おしば体験教室等を開催してきました。そして地域循環型社会の構築支援事

業として年1回の海の森づくりシンポジウムと隔年のこんぶサミットを開催しております。 

 

当会の趣旨に賛同していただける方は、以下をご参照の上是非ご入会下さい。 

内 訳 入会金 年会費 メモ 

正会員（個人） 1,000 円 一口（3,000 円）以上 総会で議決権を行使できます。 

賛助個人会員 1,000 円 一口（1,000 円）以上 会の活動に賛助し、イベン 

賛助団体会員 1 号 1,000 円 一口（10,000 円）以上 ト案内や会の活動報告を受 

賛助団体会員 2 号 1,000 円 一口（30,000 円）以上 けます。なお、当協会への 

賛助団体会員 3 号 1,000 円 一口（50,000 円）以上 賛助・支援していることを 

特別賛助会員 免除 一口（100,000 円）以上 広告として利用できます。 

ネットワーク会員 免除 無料 漁協・官公庁・大学・NPO 法人

等有益情報の提供者 

＊ 入会を希望される方は、下記申込書にご記入の上 FAX にてご連絡ください。ただし、年会費から一口を除いた 

分は寄付として扱わせていただきます。ネットワーク会員以外の会員の変更に際しては入会金は免除され、2 年以上会

費が未納の場合は自動的に会員資格が失効します。◆otoiawase@kaichurinn.com Fax:018-833-7734 
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送信先：海の森づくり推進協会 

    代表理事 松田惠明 行 

    Fax: 018-833-7734 

        e-mail: otoiawase@kaichurinn.com 

 

NPO 法人「海の森づくり推進協会」入会申込書＊ 

平成 29 年 07 月  日 

海の森づくり推進協会 行 

       

海の森づくり推進協会（http://www.kaichurinn.com）への入会を申し込みます。 

 

項目 内容 

 

望む会員の種類 

該当の数字を○で囲んでください。正会員、賛助個人会員、 

賛助団体会員（1 号、2 号、3 号）、特別賛助会員 

日付（必須）  

（ふりがな） 

氏名（必須） 

 

 

住所（必須） 

〒 

 

所属団体名 

（肩書き） 

 

関心事 

 

 

連絡先電話番号 

（必須） 

 

Fax 番号（必須）  

 

e-mail （必須）  

 

通信欄 

 

 

入会の動機： 

＊ この情報は会員への通信以外には使用しません。日付、個人・会社・団体名、担当者名、住所、電話番号、E-mail

アドレスは必ずご記入ください。また、個人・会社・団体名、担当者名、住所、電話番号、E-mail アドレスは、名

簿に掲載いたしますのでご了承ください。不都合の場合は、お申し出ください。 

mailto:otoiawase@kaichurinn.com
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