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協議会規約 新旧対照表（案） 

改  正  後 （案） 現      行 

（名称） 

第１条 本協議会は、「信州しおじり木質バイオマス推進協議会」（以

下「協議会」という。）と称する。 

（名称） 

第１条 本協議会は、「信州しおじり木質バイオマス推進協議会」（以

下「協議会」という。）と称する。 

(目的) 

第２条 本協議会は、地域の豊富な森林資源（木質バイオマス）を利

活用できる体制づくりの構築を図るとともに、地域資源等を活用し

た環境・エネルギー循環システムなどの確立に向けて協議をする。 

(目的) 

第２条 本協議会は、長野県内の豊富な森林資源（木質バイオマス）

を利活用できる体制づくりの構築を図るとともに、地域資源等を活

用した環境・エネルギー循環システムなどの確立に向けて協議をす

る。 

（事務局）   

第３条 協議会の事務局は、塩尻市産業振興事業部（長野県塩尻市大

門七番町３番３号）に置く。 

（事務局）   

第３条 協議会の事務局は、塩尻市経済事業部ＦＰプロジェクト推進

室（長野県塩尻市大門七番町３番３号）に置く。 

（専門部会の名称及び事業） 

第４条 本協議会は第２条の目的を実施するため、専門部会を設置し

次の業務を行う。 

（森林利活用部会） 

１ 森林資源の利活用に関すること 

２ 森林情報の一元化及び活用に関すること 

３ その他部会の目的を達成するために必要なこと 

（木質ペレット部会） 

１ 木質ペレット燃料の需要創出に関すること 

２ 木質ペレット燃料の供給体制構築に関すること 

３ その他部会の目的を達成するために必要なこと 

 

（専門部会の名称及び事業） 

第４条 本協議会は第２条の目的を実施するため、専門部会を設置し

次の業務を行う。 

（発電部会） 

１ 燃料となる原木安定供給に関すること 

２ 熱電併給型発電施設のコスト試算に関すること 

３ その他部会の目的を達成するために必要なこと 

（熱利用部会） 

１ 地域内の熱需要に関すること 

２ 熱供給にかかるコスト試算に関すること 

３ その他部会の目的を達成するために必要なこと 
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（委員） 

第５条 本協議会の委員は別記１のとおりとする。 

（委員） 

第５条 本協議会の委員は別記１のとおりとする。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は３年とする。 

２ 辞任又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任任期とする。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は３年とする。 

２ 辞任又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任任期とする。 

（役員） 

第７条 本協議会に次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）会長代理 ２名 

（３）専門部会長 各１名 

（役員） 

第７条 本協議会に次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）会長代理 １名 

（３）専門部会長 各１名 

（役員の選任・任務） 

第８条 役員の選任は委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

３ 会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。 

４ 部会長は、部会に関する業務を統括する。 

（役員の選任・任務） 

第８条 役員の選任は委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

３ 会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。 

４ 部会長は、部会に関する業務を統括する。 

（会議の招集） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに

会議に付するべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならな

い。 

（会議の招集） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに

会議に付するべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならな

い。 

（会議の運営） 

第１０条 会議は委員の過半数が出席しなければ、開くことが出来な 

い。 

２ 会議の議長は会長が務める。 

３ 会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

（会議の運営） 

第１０条 会議は委員の過半数が出席しなければ、開くことが出来な 

い。 

２ 会議の議長は会長が務める。 

３ 会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 



【資料№２】 

3 

 

（協議結果の尊重） 

第１１条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員はその

協議結果を尊重しなければならない。 

（協議結果の尊重） 

第１１条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員はその

協議結果を尊重しなければならない。 

（規約改正） 

第１２条 この規約は、第５条に規定する委員の発議により、協議会

の会議に出席した委員の合意を得て、改正することができる。 

（規約改正） 

第１２条 この規約は、第５条に規定する委員の発議により、協議会

の会議に出席した委員の合意を得て、改正することができる。 

附 則 

この規約は、平成２７年１２月１８日から実施する。 

附 則 

この規約は、平成２６年４月１日から実施する。 

（別記１） 

№ 氏名 所属 役職 

１ 小口 利幸 塩尻市 市長 

２ 中村 武雄 朝日村 村長 

３ 関川 芳男 筑北村 村長 

４ 丸山 勝規 松本地方事務所林務課 課長 

５ 天野 良彦 信州大学工学部 教授 

６ 櫻井 秀彌 征矢野建材株式会社 代表取締役 

７ 阿藤 高幸 八十二銀行塩尻支店 支店長 

８ 武井 均 松本広域森林組合筑南支所 支所長 

９ 香山 由人 ソマミチ 代表 

10 原  薫 株式会社柳沢林業 代表取締役 

11 西村 泰博 塩尻市農業協同組合 代表理事理事長 

12 都筑 和紀 洗馬農業協同組合 代表理事組合長 

13 久保田純司 長野県野菜花き試験場 場長 

14 野村 篤 （一社）塩尻市農業公社 常務理事 

15 中村 兼祥 塩尻商工会議所 建設木工部会長 

16 平出 敏 樹の恵み木質ﾊﾞｲﾏｽ普及協議会 代表 
 

（別記１） 

№ 氏名 所属 役職 

１ 小口 利幸 塩尻市 市長 

２ 塩原  豊 長野県林務部信州の木振興課 課長 

３ 長田 敏彦 長野県環境部温暖化対策課 課長 

４ 井上 雅文 東京大学 准教授 

５ 天野 良彦 信州大学工学部 教授 

６ 櫻井 秀彌 征矢野建材株式会社 代表取締役 

７ 坪内 克己 大建工業株式会社 技術主任 

８ 片桐 大輔 八十二銀行法人部  

９ 増田 富重 松本広域森林組合 専務理事 

10 滝澤 栄智 長野県森林組合連合会 常務理事 

11 徳原 敏昭 長野県木材協同組合連合会 専務理事 

12 松澤 義明 長野県林業ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 調査研究課長 

13 原  知 塩尻市農業委員会 会長 

14 西村 泰博 塩尻市農業協同組合 代表理事理事長 

15 都筑 和紀 洗馬農業協同組合 代表理事組合長 

16 小松 幸男 北熊井区 区長 
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17 久保田純司 長野県野菜花き試験場 場長 

18 野村 篤 （一社）塩尻市農業公社 常務理事 

19 大熊 桂樹 
長野県農協地域開発機構地域

開発部 
主席研究員 

 

 


