
日本クジライルカウォッチング協議会  Japan Whale Dolphin Watching Council  規約 
 
（名称） 
第 1条 この会は、日本クジライルカウォッチング協議会（JWDC）（以下「協議会」）、 
英名を Japan Whale Dolphin Watching Councilという。 
 
（目的） 
第 2条 協議会は、以下を活動目的とする。 
1. クジラ・イルカウオッチング(以下、「WW」という。)ツアーの存在と意義についてより多くの人々に周知すること。 
2. 各地域のウオッチングルール、およびガイド養成について積極的に情報を交換し、WW ツアーと自然・海洋生物の

保全とを両立させるための基礎を作ること。 
3. WWが行われている地域間の交流・連携を強化し、それぞれが抱える問題、課題などの解決に協力して取り組むこと。 
 
（事業） 
第 3条 協議会は上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 
1. 全国大枠ルールの検討・策定 
2. ホームページの作成 
3. 各地のWW実施状況の調査 
4. フェイスブックなど、SNSを用いた広報活動 
5. 会員メーリングリストの作成と情報交換 
6. その他の事業 
 
（会員種別） 
第 4条 協議会は２種の会員と、アドバイザーで構成し、正会員をもって協議会の運営等を行う。 
1. 正会員 この協議会の目的に賛同して入会した、イルカ・クジラウォッチング事業者・団体 
2. 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体 
3. アドバイザー 協議会の活動目的に鑑み、科学的あるいは専門的立場から助言を行う者 
 
（入会） 
第 5条 
1. 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければな
らない。 
2. 会長および理事会は、第 1 項のもの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。 
 
（会費） 
第 6条 会員は、総会において別に定める会費を納入する。 
	  
（会員の資格の喪失） 
第 7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
1. 退会届けの提出をしたとき。 
2. 本人が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき。 
3. 除名されたとき。 
 
（退会） 
第 8条 会員は、退会届を会長に提出することで、任意に退会することができる。 
 
（除名） 
第 9条 
1. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の 3 分の 2 以上の議決により、これを除名することができる。 
(1) この規約に違反したとき。 



(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
2. 前項の規定により会員を除名する場合には、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与え
なければならない。 
 
（拠出金品の不返還） 
第 10条 既納の会費及びその他の拠出金品は理由を問わず、返還しない。 
 
（役員の種別及び定数） 
第 11条 
1. 協議会に次の役員を置く。 
（1）理事 5人以上 10人以内(内 1名を会計担当理事とする)。 
（2）監事 2人以内 
2. 理事のうち、1人を会長、3人を副会長とすることができる。 
 
（選任等） 
第 12条 
1. 理事は、総会において正会員から選任する。 
2. 会長、副会長は、理事の互選とする。 
3. 会計担当理事は、理事の互選とする。 
4. 監事は、総会において正会員以外の者から選任する。 
5. アドバイザーは、理事会が依頼し選任する。 
 
（役員の職務及び権限） 
第 13条 
1. 理事は、理事会を構成し、この規約で定めるところにより、職務を執行する。 
2. 会長及び副会長は、この規約で定めるところにより、この協議会を代表し、その業務を執行する。なお、副会長は、
会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。 
3. 会長、副会長は、毎事業年度、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
4. 会計担当理事は、会費の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 
5. 監事は、協議会の業務および財産に関し、次の号に規定する業務を行う。 
（1）この協議会の財産の状況を監査すること。 
（2）前号の規定による監査の結果、この協議会の財産に関し不正の行為又は法令、若しくは規約に違反する重大な事
実があることを発見した場合には、これを理事会、総会に報告すること。 
（3）前号の報告をするため必要がある場合には理事会及び総会を招集すること。 
 
（任期等） 
第 14条 
1. 役員及びアドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 
2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
 
（総会） 
第 15条 総会は、正会員をもって構成する。インターネットや郵便等を利用した総会も、可能とする。 
 
（総会の議決事項） 
第 16条 総会は、以下の事項について議決する。 
	 (1)	 規約の変更 
	 (2)	 解散 
（3）事業計画及び収支予算並びにその変更 
（4）事業報告並びに収支決算 
（5）役員の選任又は解任、職務 



（6）会費の額 
（7）事務局の組織及び運営 
（当面は、会長・副会長によって組織・運営する） 
（8）その他運営に関する重要事項 

 
（開催） 
第 17条 総会は年１回及び理事会が必要と認めた場合に開催できる。 
第 18条 正会員総数の３分の２以上から招集の請求があったときに開催できる。 
 
（議決） 
第 19条 総会の議事は、会長が議長を務め、この規約に規定するもののほか、正会員数の 2分の 1以上が参加した場合
における過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 
（議事録） 
第 20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 
（1）期間 
（2）正会員総数及び回答者数 
（3）審議事項 
（4）議事の経過の概要、発言者の発言要旨及び議決の結果 
 
（理事会の議決事項） 
第 21条 理事会は、この規約の定めるもののほか、次の事項を議決する。 
（1）総会に付議すべき事項 
（2）総会の議決した事項の執行に関する事項 
（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 
 
（理事会の開催） 
第 22条 理事会は年 1回及び理事の過半数が必要と認めた場合に開催できる。 
 
（議決） 
第 23条 理事会の議事は、会長が議長を務め、理事総数の 2分の 1以上が参加した場合における過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 
（議事録） 
第 24条 理事会の議事については、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）期間 
（2）審議事項 
（3）議事の経過の概要、発言者の発言要旨及び議決の結果 
 
（資産の構成） 
第 25条 協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
（1）会費 
（2）寄付金品 
（3）財産から生じる収入 
（4）事業に伴う収入 
（5）その他の収入 
 
（資産の管理） 
第 26条 協議会の資産は、会長および理事会の承認を得て会計担当理事が管理する。 
 
 



（事業年度） 
第 27条 この協議会の事業年度は、毎年 1月 1日に始まり 12月 31日に終わる。 
 
（解散） 
第 28条 
1. 協議会は、総会の決議により解散する。 
2. 前項により協議会が解散するときは、第 19条の規定にかかわらず正会員総数の３分の２以上の承諾を得なければな
らない。 
 
（残余財産の帰属） 
第 29条 協議会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会の議決を経て、WWの推進に
寄与する類似の目的を持つ団体等に寄付するものとする。 
 
（細則） 
第 30条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 
 
附則 
1. この規約は、平成 26年 6月 4日から施行する。 
2. 協議会の設立当初の役員は、次にあげる者で構成する。 
会 長：笹森琴絵 
副会長：大坪弘和、小木万布 
会計担当理事：埜下安弘 
理 事：高橋智子 
監 事：渋谷正昭 
3. 協議会の設立当初のアドバイザーは、次にあげる者で構成する。 
天野雅男、キャロル・カールソン、エリック・ホイト 
4. 協議会の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定にかかわらず、成立の日から平成 27年 12月 31日までと
する。 
5. 協議会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 27条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものと
する。 
6. 協議会の設立当初の事業年度は、第 27条の規定にかかわらず、成立の日から平成 26年 12月 31日までとする。 
7. 協議会の会費は、総会で定めるまでの間、無料とする。 


