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やまなし木質バイオマス協議会 規約 
（名称） 

第１条 この団体は、やまなし木質バイオマス協議会（以下、本協議会という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、山梨県における木質バイオマスの方向性を具体的かつ明確にし、木質バイオマス

に関わる問題の解決と持続可能な地域資源循環型の社会を一刻も早く形成するために、木質バイオ

マスに関する多様な担い手による推進組織と協議の場を設置するとともに、「やまなし木質バイオ

マス利用推進モデル」を構築し、メンバー全員が一丸となって、プロジェクトを実施することを目

的とする。 

 

（事業） 

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各事業を行う。 

（１）木質バイオマスの利用推進を行うための本協議会の運営業務 

（２）木質バイオマス利活用促進のための普及・ＰＲ活動 

（３）木質バイオマスの安定供給体制の確立に関する支援等の検討 

（４）本県の地域特性に応じた燃焼機器等の実証的研究 

（５）木質バイオマスエネルギーに関する情報共有及び研修 

（６）その他目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第４条 本協議会の会員は、別表 1 に掲げる本協議会の目的に賛同して入会した正会員又は賛助会員と

する。 賛助会員は行事及び事業への参加ができる、議決権はない。 

また、本協議会は、目的の遂行のために、アドバイザーを置くことができる。 アドバイザーは、

会費の対象とせず、議決権はない。 

  

（役員） 

第５条 本協議会には、次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 若干名 

（３）理事 若干名 

２ 役員は、総会において会員の中から選任する。 

 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠のために選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。 

３ 会長は、副会長の中から選出し、任期は１年とする。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本協議会を代表し、本協議会の業務を執行する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠けたときは、職務を代理、又は代行する。 

３ 理事は、本協議会の運営及び業務を執行する。 

 

（監事） 

第８条 監事は、総会において会員の中から２名を選任する。 

 

（監事の任務） 

第９条 監事は、本協議会の業務及び会計を監査する。 

 

（機関）  

第１０条 本協議会に次の機関を置く。  

（１）総会  
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（２）役員会 

（３）部会   

（４）定例会  

 

（総会） 

第１１条 総会は通常総会および臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第１２条 総会は、会員を持って構成する。 

 

（総会の招集） 

第１３条 通常総会は年１回とし、臨時総会は会長が必要と認めた時、及び役員の２分の１以上が招集

を要求した時、いずれも会長が招集する。 

 

（総会の議長） 

第１４条 総会の議長は、そのつど互選とする。 

 

（総会の議決） 

第１５条 総会の議決は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 

（総会の議決事項） 

第１６条 総会においては、次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業に関する事項 

（２）予算及び決算に関する事項 

（３）役員及び監事の選任に関する事項 

（４）規約及び附則の制定及び改廃に関する事項 

（５）その他本協議会の運営に関して必要な事項 

 

（役員会） 

第１７条 役員会は、役員を持って構成する。 

 

（役員会の招集） 

第１８条 役員会は、会長が招集する。 

 

（役員会の議長） 

第１９条 役員会の議長は、そのつど互選とする。 

 

（役員会の決議） 

第２０条 役員会は、次の事項を決議する。 

（１）総会に提出する議案に関する事項 

（２）事業の執行に関する事項 

（３）その他、会長が必要と認める事項 

 

（部会） 

第２１条 本協議会に第３条に定める事業を執行するための各部会を置く。 

 ２ 各部会には、部会長を置き、理事の中で会長が指名したものがこれに当たる。 

 ３ 各部会は、部会長が招集する。 

 ４ 各部会の議長は、そのつど互選とする。 

 ５ 各部会は、事業の実施者により事業計画を作成し、円滑な事業の実施を図る。 

  

（入会及び退会） 

第２２条 会員として入会しようとするときは、会長の承認を得なければならない。退会は、会員の申
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し出があったとき及び本協議会が解散したときとする。 

 

（届出） 

第２３条 会員は、住所、代表者等を変更したときは、速やかに本協議会に届け出なければならない。 

（会計） 

第２４条 本協議会の収入は、年会費、補助金、寄附金、その他収入等を持って充てる。 

  

 

２ 会計処理に必要な規定は別途定める。 

年会費 

（１）正会員   

       団体会員   

         民間非営利団体（ＮＰＯ） 年会費     １２，０００円 

         営利団体（企業等）    年会費     ２４，０００円 

（２）賛助会員 

       個人会員           年会費 １口   ２，０００円から 

       団体会員           年会費 １口  １０，０００円から 

３．いったん納入された会費は返還しない。 

 

（事業年度） 

第２５条 本協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

（事務局） 

第２６条 本協議会の事務局は、甲府市中小河原町６４－１ 功刀ビル１Ｆ やまなし木質バイオマス

協議会事務所に置く。 

 ２ 本協議会の庶務は、事務局が処理する。 

 

（解散） 

第２７条 本協議会が解散し、その地位を承継する必要がある場合には、協議会の議決を経て決めるも

のとする。 

２ 本協議会を解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産がある場合には、第１項

において地位を承継したものに帰属する。 

 

（委任） 

第２８条 この規約の施行について必要な事項又はこの規約に定めのない事項は、会長が本協議会の議

決を経て別に定める。 

 

附則 

この規約は、平成２３年５月２０日から施行する。 

この規約は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２４年６月１９日から施行する。 

この規約は、平成２５年６月１２日から施行する。 

この規約は、平成２６年６月１８日から施行する。 

この規約は、平成２７年５月２６日から施行する。 

この規約は、平成２８年５月２５日から施行する。 
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 (別 表 １)  

正会員 (順不同)  (案)                                  平成 29年 5月 24日現在 

No 事業者名 担当者（敬称略） 役職 

１ 山梨スチール株式会社 藤森 隆支 会 長 

２ 飯島製材所 飯島 省二 副会長 

３ ナチュラル・フレイム 大島 正道 副会長 

４ 山梨木質バイオマスエージェンシー 志沢 美香 理事 

５ ふじやま工芸 株式会社 本沢 史郎 監事 

６ ㈱グランドエコ 渡邉 達也 監事 

７ 有限会社 ティンバーライフ 椎名 淳  

８ ログクラフト事業協同組合 市川 巌  

９ 有限会社 志村木材 志村 忠彦   

１０ 有限会社 ラビットスタジオ 山道 好之   

１１ 有限会社 岡部工業所 佐々木 俊夫  

１２ 一般社団法人 山梨県木材協会 和泉川 渡   

１３ 向山塗料 株式会社 向山 史朗   

１４ ますほ里山暮らしを学ぶ会 山際 真理  

１５ 峡北地区林業研究会 明石 益男  

１６ Ｗ．Ｄ．Ｓ 有限会社 和田電気商会 和田 幸士  

１７ 山梨交通株式会社 望月 真  

１８ 有限会社 藤原造林 藤原 正志  

１９ 生活協同組合 パルシステム山梨 長田 浩和  

２０ 株式会社 神子沢林業  神子沢 春男  

２１ 湯澤工業株式会社 湯沢 信  

２２ 富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 雨宮 圭  

２３ ㈱リトル・トリー 大野 航輔  

２４ 株式会社 渡辺工務店 東 久善  

２５ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 柏倉 巧  

 

アドバイザー 

 
山梨県森林環境部 林業振興課 

(木材資源活用担当） 
浅川 公則  

 東京大学富士癒しの森研究所 齋藤 暖生  

 
一級建築士建築設計士 

甲府地方裁判所専門委員 
功刀 博文  

 


