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任意団体「海の森づくり推進協会」の規約 

 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、任意団体「海の森づくり推進協会」（以下,本会）と称し、所在地は

事務局の住所とする。 

（目的） 

第２条 本会は、沿岸生態系の基礎生産を重視して、海藻や海草による『海の森づく

り』技術の普及によって、『磯焼け』や『赤潮』の発生を防ぎ、沿岸水域の環

境保全と水産資源の増養殖を図るとともに、生産された海藻等の利活用の研究

及び普及によって、沿岸環境を修復・改善し、社会に貢献する情報交換ならび

に会員の交流を目的とする。 

（事業） 

第３条  本会は、第 2条の目的を達成するため、次の独立採算制事業を行う。 

（１）海の森づくりに係わる種糸支援事業 

（２）海の森づくりの効果に係わる研究会の推進と国内外での啓発事業 

（３）コンブ等の海藻の利活用に関する研究 

（４）海藻や海草による水質浄化及び環境保全プロジェクト事業 

（５）ブルーカーボン固定化の基準づくりと提言 

（６）市民や子供を対象とした環境教育、ブルーツーリズム及びイベントの開催  

（７）地域循環型社会システム構築のための環境改善事業 

（８）事業成果をホームページで公開し、環境教育の関連図書の出版・販売 

 

第２章 会 員 

（種別及び資格） 

第４条 本会の会員は、正会員及び賛助会員の二種とする。 

2. 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。 

3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、賛助の意思を持つ個人及び団体とする。 

（入会） 

第５条 本会に会員として入会を希望する者は、本会のホームページに掲載している

「入会申込書」により入会手続きができる。 

2. 会長は、入会申込者が第 4条 2項または 3項に適合すると認められるときは、

正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3. 会長は、入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面 

をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 



2 

 

 （入会金及び年会費） 

第６条 会員は、入会金及び年会費を納入しなければならない。 

2. 会員は、本会に納入した入会金及び年会費の返還を求めることはできない。 

 3. 本会の入会金及び年会費は、次に掲げる額とする。 

  4. 年会費 1口以上の口数は、寄付とする。 

 5. 会員名簿の変更は、入会金を免除される。 

会員の種類 入会金

（円） 

年会費

（円） 

備考 

正会員 1,000 3,000 総会に議決権を持って参加し、活動に協力

できる 

団体賛助会員 1,000 10,000 

 

当協会から種糸の購入や当協会のロゴ、ポ

スター、チラシ等を積極的に活用し、本会

を財政的に協力できる。広報掲載団体は、

１年間を限度として団体賛助会員と認める 

プロジェクト

賛助会員 

1,000 

 

100,000 

 

本会の活動に賛助し、会員の支援を受けて、

プロジェクト事業を独立採算制で実施し、

本会を財政的に協力できる 

（会員資格の喪失） 

第７条 会員は、死亡または次号に該当した際、その会員資格を喪失する。 

（1）退会したとき 

（2）除名されたとき 

（3）賛助会員である団体・企業が消滅したとき 

（4）会費を 2年以上、継続して滞納したとき 

（退会） 

第８条 会員で退会しようとするものは、任意に退会することができる。 

（除名） 

第９条 会員が次号に該当する場合には、総会において正会員総数の 2分の 1以上の 

同意により、会員を除名することができる。ただし、その会員は、議決の前に 

弁明の機会が与えられる。 

（1）本会の規約又は総会の議決に違反したとき 

（2）本会の目的趣旨に反する行為があったとき 

（3）本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき 

（拠出金品の不返還） 

第 10条 既納の入会金・会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 
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第３章 役 員 

（種別及び定数） 

第 11条 本会に次の役員を置く。 

    (1) 会長は、1名とする。 

   （2）副会長は、2名とする。 

ただし、１名は理事会推薦、1名は会長推薦とすることができる。 

(3）理事は、20名程度とする。 

理事の中から会長、副会長、事務長及び幹事の運営役員を置くことができる。 

（4）幹事は、理事の中から 10名程度とする。 

(5）会計監事 2名程度とする。 

（選任） 

第 12条 会長、副会長、事務長、理事及び監事は、理事会で選任し総会で承認する。 

    2. 会長、副会長、事務長及び幹事の運営役員は、理事の互選とする。 

    3. 役員に移動がある時は、遅滞なくその旨を会長及び事務長に届け出する。 

（任務） 

第 13条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

   2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは本会を代行する。 

    3. 理事は、理事会を組織し、規約及び総会の議決に基づいて、会の運営を協

議し、議決する。 

4.  幹事は、幹事会を構成し、規約及び総会の議決に基づいて、具体的な運営

を分担する。 

5. 事務長は、規約及び幹事会、理事会の議決に基づいて、会務を処理する。 

    6. 監事は次に掲げる職務を行う。 

    （1）理事の業務執行及び本協会の財産状況を監査する。 

    （2）前 1号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関して不正行為

又は法令または規約に違反する事実があることを発見した場合には、これ

を総会に報告する。 

    （3）前号の報告をするために、必要がある場合には総会を招集することがで

きる。 

    （4）理事の業務執行の状況又は本協会の財産状況を理事に意見を述べる。 

（任期） 

第 14条 役員の在任期間は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

    2.  理事の任期は、本人の意志を尊重し、高齢者（75〜89歳）１）までとする。 

3. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期 

間とする。 

    4. 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職
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務を行わなければならない。 

（報酬） 

第 15条 役員には、本会の財政状況に応じて、報酬を与えることができる。 

    2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。 

    3. 役員や講演講師の報酬及び旅費の支弁に関して必要な事項は、総会の決議

を経て別途、細則を定める。 

（名誉会長・名誉理事） 

第 16条 本会には、名誉会長及び名誉理事を置くことができる。 

    2. 名誉会長は、本会の設立や目的に対して、多大な貢献をした方で、理事会

の推薦により、会長が委嘱する。 

    3.  名誉理事は、本会の目的や運営に対して、長年にわたり多大な貢献をした

方で、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 

 

第４章 会 議 

（会議の種類及び開催） 

第 18条 会議は、総会、理事会および幹事会とする。 

    2. 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は、毎年 1回開催する。 

    3. 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 

     （1）理事会で必要と認められたとき 

     （2）正会員の 5分の 1以上からの請求があったとき 

     （3）第 13条第 6項第 3号の規定により、監事が招集したとき 

    4. 理事会は、毎年 1回開催するほか、必要に応じて臨時開催できる。 

    5. 幹事会は、理事会の前後に開催するほか、必要に応じて臨時開催できる。 

第 19条 総会は、正会員および賛助会員をもって構成する。 

    2. 理事会の中の幹事は、本会の執行部を構成する。 

第 20条 会議は会長が招集する。 

    2. 会議の招集は、会議を構成する正会員および理事に対して、会議の目的及 

び審議事項、日時及び場所を記載した書面を以って、開催の日の少なくと

も 1週間前までに通知しなければならない。 

（会議に付議すべき事項） 

第 21条 総会には、次の事項を付議する。 

（1）事業計画及び収支予算 

（2）事業報告及び収支決算 

（3）役員の選任又は解任、職務、報酬 

（4）本会の解散又は合併 

（5）前各号のほか理事会により付議された事項 
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2. 理事会は、本会の規約に規定する事項のほか、次の事項を付議する。 

（1）総会で議決した事項の執行に関すること 

（2）総会に付議すべき事項 

（3）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

3. 幹事会は、本会の規約に規定する事項のほか、次の事項を付議する。 

（1）理事会で議決した事項の執行に関すること 

（2）理事会に付議すべき事項 

（3）会計・資産管理、種糸支援、アカモク研究会、シンポジウム企画、イベン

ト企画、ＨＰ広報、渉外対応、プロジェクト事業の独立採算制による具体

的な活動内容*２)に関すること 

（議長） 

第 22条 総会、理事会及び幹事会の議長は、会長があたる。 

（定足数） 

第 23条 会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の 2分の 1以上、理事会

は、過半数の理事の出席をもって成立する。ただし、委任状を認める。 

（総会の議決） 

第 24条 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決す

るところによる。 

（会議における書面評決） 

第 25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面によって表決することができる。第 26条第 1項第 2

号の規定の適用については、出席したものとみなす。 

（議事録） 

第 26条 会議の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 構成員総数及び出席者数 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

2. 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名 

押印しなければならない。 

 

第５章 運営組織 

（委員会及び研究会等） 

第 27条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び

研究会等の運営組織を置くことができる。 
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   2. 委員会及び研究会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を

経て、細則で決める。 

（事務局） 

第 28条 本会の事業を執行し、その事務を処理するために、事務局を置く。 

    2. 事務局は、事務局長及び職員若干名を置くことができる。 

    3. 事務局の組織及び運営に関する事項は、幹事会及び理事会の議決を経て、別

に定める。 

4.  事務局は、独立採算制でプロジェクト事業を行うことができる。 

5. 事務局は、会計監査を受けた後に、本協会への寄付を行うことができる。 

   

第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 

(1) 入会金及び会費 

（2）寄付金品 

(3) プロジェクト事業からの協力金 

(4) 財産目録に記載された資産 

(5) 資産から生ずる収入 

(6) その他の収入 

（資産の管理） 

第 30条 本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。 

（経費の支弁） 

第 31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

（会計年度） 

第 32条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日とする。 

（事業計画及び予算） 

第 33条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を

経なければならない。 

   2. 予算超過又は予算外の支出の充てるため、予備費を設けることができる。 

   3. 予算成立後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予 

算を変更することができる。 

（事業報告及び決算） 

第 34条 本会の事業報告書及び収支決算書は、年度終了後 3か月以内に、年度末財

産目録と共に、会計監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 

   2. 決算上剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとする。 
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第７章 規約の変更・解散・合併 

（規約の変更） 

第 35条 本規約の変更は、総会に出席した正会員の 4分の 3以上の議決を経る。 

（解散） 

第 36条 本協会は、次に掲げる事由により解散できる。 

(1) 解散する場合は、正会員総数の 4分の 3以上の承認を得なければならない。 

（合併） 

第 38条 本協会は次に掲げる事由により合併できる。 

(1) 本協会が合併するときは、総会において出席した正会員数の 4分の 3以上の 

議決を経なければならない。 

 

第８章 細 則 

（施行細則） 

第 39条 必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。 

第 40条 本協会の設立は、2019年 6月 2日に設立する。 

      本協会の規約は、2020年●月●日より施行する。 

 

2020年●月● 日  

 

   本規約の記載内容は、事実と相違ないことを証明する。 

             任意団体「海の森づくり推進協会」 会長 堀田健治 

 

 

 

＊１）准高齢者は 65〜74歳、高齢者は 75〜89歳、超高齢者は 90歳以上 

（日本老年学会・日本老年医学会(2017.1.6)による定義） 

＊２） 第 21条３項（３）について、独立採算制による具体的な諸事業と分担候補者（案） 

１．会計・資産管理：（下村・大野の各理事） 

２．種糸支援事業：（松岡理事） 

３．アカモク研究会：（堀田・谷口・白石展子の各理事） 

４．シンポジウム企画：（廣海・成田・堀田・陶・大野・門脇の各理事） 

５．イベント企画：(白石ユリ子・廣海・斉藤文明・坂井の各理事） 

６．ＨＰ広報：（大野・山崎の各理事） 

７．渉外対応事業：（原口・門脇・松田・高橋の各理事） 

８．プロジェクト事業：（堀田・大野・斉藤浩・渋谷・福井の各理事）  


