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特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター内規に関する申し合わせ 

 

第 1 条 理事会は特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターの定款の定める範囲において, 必要

に応じて内規を作ることができる.  

第 2 条 理事会による決定の後, 理事長は速やかに会員に通知するとともに, 直近の総会に報告するもの

とする. 

付記：この申し合わせは 2016 年 5 月 14 日から運用され, 2020年 6月 1日 9時 から 2020年 6月 14

日 24時までの期間を表決期間とする理事会において修正が承認された． 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターの管理・運営に関する内規 

 

第 1 条 北海道総合地質学研究センターの正会員は北海道総合地質学研究センター研究員もしくはシニア

研究員となる． 

第 2 条 北海道総合地質学研究センターの正副センター長に正副理事長を充てる． 

第 3 条 北海道総合地質学研究センターの管理・運営のために，理事会の下に部門を置く． 

第 4 条 北海道総合地質学研究センターの管理・運営のために置く部門の責任者は理事が務める． 

第 5 条 北海道総合地質学研究センターの管理・運営のために置く部門とその責任者は理事会が決定す

る． 

2 理事会による決定の後, 理事長は速やかに会員に通知するとともに, 直近の総会に報告するものとす

る． 

 

附則 この内規は 2016 年 5 月 14 日開催の理事会で決定され, 2016 年 6 月 14 日開催の臨時総会で承

認された． 

付記：この内規は 2020年 6月 1日 9時 から 2020年 6月 14日 24時までの期間を表決期間とする理事

会において修正が承認された． 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターの幹事と幹事会に関する内規 

 

第 1 条 北海道総合地質学研究センターの円滑かつ迅速な運営のために理事長は正会員の中から若干名の

幹事を指名し, 正副理事長および専務理事と幹事からなる幹事会を設置する． 

第 2 条 理事長は幹事の指名を速やかに会員に通知するとともに, 直近の総会に報告するものとする．  

 

附則 この内規は 2016 年 10 月 2 日から運用される． 
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付記：この内規は 2020年 6月 1日 9時 から 2020年 6月 14日 24時までの期間を表決期間とする理事

会において修正が承認された． 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターの会費に関する内規 

 

第 1 条 北海道総合地質学研究センターの会費は事業年度毎に納入することになっているが, 新規入会者

の場合, 入会時期によっては 1年分の会費の納入が合理的ではないと考えられる場合がある. その場合に

は正副理事長および専務理事の議論を経て, 理事長の判断で初年度の会費の額を半額にすることができ

る． 

 

附則 この内規は 2018 年 4 月 1 日から運用される. 

付記：この内規は 2020年 6月 1日 9時 から 2020年 6月 14日 24時までの期間を表決期間とする理事

会において修正が承認された． 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターが共催，後援および協力を行う場合の内規 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター (以下，本法人と呼ぶ) が他の非営利法人等の非営利

団体 (以下，他の法人等と呼ぶ) と共同で事業を主催する場合 (以下，共催と呼ぶ)，他の法人等の事業を

後援する場合 (以下，後援と呼ぶ)，他の法人等の事業に協力する場合 (以下，協力と呼ぶ) の指針を以下

に定める． 

 

第 1条 共催，後援，協力の定義は以下の通りである． 

(i) 共催 

他の法人等と当該事業の全て (企画から終了まで) について共同で実施するもの．当該事業の内容，収支

を含む事業の全体に，共催する他の法人等と同等の責任を有する． 

(ii) 後援 

他の法人等が主催する事業の一部または全体について，主催する他の法人等からの依頼に基づいて援助す

るもの．収支を含む事業の一部または全体に対し，主催する他の法人等と同等の責任を有しない．後援事

業における本法人の事業範囲は，その後援に関わることに限定される． 

(iii) 協力 

他の法人等が主催する事業について，主催する他の法人等からの依頼に基づいて，主に本法人の構成員を

他の法人等に紹介する等の協力を行うものである．本法人の事業の範囲は本法人の構成員の紹介までであ

り，この事業に対する一切の責任義務を有しない． 
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第 2条 本法人が共催，後援，協力を行うには，その事業が社会的コンプライアンスに則ったものであ

り，また特定非営利活動促進法第 2 条, 第 3 条, 第 12 条などが定める特定非営利活動法人の要件 (資

料を参照) と本法人の定款，設立趣旨，基本的な考え方，内規などに抵触しないことが必要である． 

第 3条 本法人の社会的・法的責任の適正な遂行を確保するため，本法人が共催，後援，協力を行う他の

法人等は次の要件を満たすことを必要とする． 

(i) 法人格を有する団体であることが望ましいが，任意団体である場合には，その団体の代表者，所在

地，連絡先等が明確であること． 

(ii) その事業遂行能力において問題がないと判断されるものであること． 

(iii) 特定非営利活動法人の主な要件 (資料を参照) に抵触しないこと． 

(iv) 暴力団，または暴力団やその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者

の統制の下にある団体ではないこと． 

第 4条 共催，後援，協力を行う際には他の法人等との間の利益相反について最大限の注意を払う必要が

ある． 

第 5条 共催，後援，協力を行う際の手順などは以下の通りである． 

(i) 共催 

本法人が事業の企画を開始し，他の法人等に共催を依頼する場合と，他の法人等から本法人に依頼がある

場合が想定される．ともに正副理事長および専務理事の議論を経て，理事長が決定し，速やかに会員に通

知するとともに，直近の理事会に報告するものとする． 

(ii) 後援 

他の法人等からの文書による依頼に基づき，正副理事長および専務理事の議論を経て，理事長が決定し，

速やかに会員に通知するとともに，直近の理事会に報告するものとする． 

(iii) 協力 

他の法人等からの文書による依頼に基づき，正副理事長の討論を経て，理事長が決定し，直近の理事会で

報告するものとする． 

(iv) 他の法人等が本法人に対し，共催，後援，協力を依頼する際の書式を用意する． 

(v) 後援の場合にはその事業の終了後に他の法人等に報告書の提出を求めることを原則とする． 

 

附則 この内規は 2018 年 10月 13日から運用される． 

付記：この内規は 2020年 6月 1日 9時 から 2020年 6月 14日 24時までの期間を表決期間とする理事

会において修正が承認された． 

 

資料：特定非営利活動促進法などが定める特定非営利活動法人の主な要件 

(i) 不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的とし，特定の個人や法人，団体の利益を目的として

事業を行わないこと 

(ii) 営利を目的としないこと 
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(iii) 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，および信者を教化育成することを主たる目的としないこと 

(iv) 政治上の主義を推進し，支持し，またはこれに反対することを主たる目的としないこと 

(v) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し，支持し，またはこれらに反対するこ

とを目的としないこと 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターが他の営利団体等と収益を伴う事業を行う場合の内規 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター (以下，本法人と呼ぶ) が営利法人等の営利団体 (以

下，営利法人等と呼ぶ) から依頼を受けて収益を得る事業を行う際の指針を以下に定める． 

 

第 1条 本法人が営利法人等と事業を行うには，その事業が社会的コンプライアンスに則ったものであ

り，また特定非営利活動促進法第 2 条，第 3 条，第 12 条などが定める特定非営利活動法人の要件 (資

料を参照) と本法人の定款，設立趣旨，収益を伴う事業に関する基本的な考え方，および関連する内規な

どに抵触しないことが必要である． 

第 2条 本法人の社会的・法的責任の適正な遂行を確保するため，本法人が事業を共同で行う営利法人等

は次の要件を満たすことを必要とする． 

(i) 法人格を有する団体であることが望ましいが，任意団体である場合には，その団体の代表者，所在

地，連絡先等が明確であること． 

(ii) その事業遂行能力・責任能力において問題がないと判断されるものであること． 

(iii) 特定非営利活動法人の主な要件 (資料を参照) に抵触しないこと． 

(iv) 暴力団，または暴力団やその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者

の統制の下にある団体ではないこと． 

第 3条 事業を行う際には他の営利法人等との間の利益相反について最大限の注意を払う必要がある． 

第 4条 手順などは以下の通りである． 

(i) 形態 

本法人が事業の企画を開始し，営利法人等に提案する場合と，営利法人等から本法人に依頼があった場合

が想定される. 

(ii) 契約締結の判断は正副理事長および専務理事の議論を経て，理事長が行い，直近の理事会で承認を得

るものとする． 

(iii) 契約は文書によって行われ，本法人と営利法人等の両者の権利と義務等を記入するものとする． 

 

附則 この内規は 2018 年 10月 13日から運用される． 

付記：この内規は 2020年 6月 1日 9時 から 2020年 6月 14日 24時までの期間を表決期間とする理事

会において修正が承認された． 
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資料：特定非営利活動促進法などが定める特定非営利活動法人の主な要件 

(i) 不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的とし，特定の個人や法人，団体の利益を目的として

事業を行わないこと 

(ii) 営利を目的としないこと 

(iii) 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，および信者を教化育成することを主たる目的としないこと 

(iv) 政治上の主義を推進し，支持し，またはこれに反対することを主たる目的としないこと 

(v) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し，支持し，またはこれらに反対するこ

とを目的としないこと 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターの収益の配分に関する内規 

 

第 1条 特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターが実施した事業において収益を得た場合，そ

の収益から必要経費を差し引いた後の残金を特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターと役務等

を提供した会員個人に対し，合理的に配分する．その配分方法は別途定める． 

 

附則 この内規は 2018 年 10月 13日から運用される． 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターの名義使用等に関する申し合わせ 

 

1. 特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターが他法人等から依頼されて報酬を伴う役務等に会

員を推薦した場合，その会員が得た報酬は会員個人の収入ではあるが，特定非営利活動法人北海道総合地

質学研究センターがこの過程で果たした役割を考慮し，その会員の得た収入の内の 20% 程度を会員が任

意に特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターに寄付することが期待される．しかし，何ら強制

するものではない． 

 

2. 特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターが法人として関与しない事業等において，会員が

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター構成員の肩書きで役務等を提供し，報酬を得た場合，

その会員が得た報酬は会員個人の収入ではあるが，その会員の得た収入の内の 10% 程度を会員が任意に

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターに寄付することが望ましい．しかし，何ら強制するも

のではない． 

 

附則 この申し合わせは 2018 年 10月 13日から運用される． 
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特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター会員個人ウェブサイト 使用規定 

 

この規定は，特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターが提供するインターネットドメインにお

いて，会員個人がウェブサイトを作成する際の規定を定めるものである．この規定は本法人の内規として

取り扱われる． 

 

1. ウェブサイトの要件 

 

（１）利用者は，特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター（以下，当法人）の会員に限るもの

とする． 

（２）会員個人ウェブサイト（https://www.hrcgeo.com/members_web/ 以下，当サイト）の掲載内容は，当

法人の設立趣旨に関連するものに限り，また定款等の当法人の他の決定文書に反しないものとする． 

 

2. 禁止事項 

 

利用者は，当サイトで以下のいずれかに該当する行為またはそのおそれがある行為をすることはできな

い． 

（１）第三者または当法人の知的財産権（著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・工業所有権

等）およびその他の権利を侵害する行為． 

（２）第三者または当法人の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権を侵害する行為． 

（３）第三者の身体・生命・自由・名誉・財産等に対して害悪を加える旨の情報等を掲載する行為． 

（４）第三者または当法人に不利益を与える行為． 

（５）当法人がコミュニティ運営を委託した者，第三者または当法人を誹謗中傷する行為，または不快感

を抱かせる行為． 

（６）第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為． 

（７）商行為および広告の掲載． 

（８）公序良俗に反する行為，またはそれを助長する行為． 

（９）公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為． 

（１０）法令に違反する行為や犯罪的行為，もしくはそのおそれのある行為，あるいはそれを幇助・勧誘

する行為． 

（１１）当法人の運営を妨げる行為，または当法人の信用・名誉等を毀損する行為． 

（１２）コンピューターウィルス等有害なプログラム・コード・ファイルを使用する，もしくは提供する

行為． 
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（１３）他人になりすまして情報を送信・受信または表示する行為． 

（１４）事実に反する情報を意図的に提供する行為． 

（１５）公職選挙法に違反する行為． 

（１６）バナーやリンク，他のサイトからの文章の引用または転載，キーワードの羅列などの，転載行為

が主となる記事を掲載する行為． 

（１７）その他，当法人が不適切と判断する行為． 

 

3. 利用者の義務および責任 

 

利用者は，本規定を理解しその履行に努めこれを厳守するものとする． 

利用者の掲載するウェブページにて，利用者の不注意によって発生した事故および損害は，利用者がすべ

ての責任を負い，当法人は一切の責任を負わないものとする． 

 

附則 この規定は 2019 年 1月 24日から運用される． 

 

 

特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターロゴ使用内規 

 

第 1条 特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター（以下「本研究センター」という）のロゴに

関し必要な事項を定める． 

第 2条 本研究センターのロゴは別図のとおりとする． 

第 3条 ロゴの使用は，本研究センターの品位・利益を損なわないものであることが必要である． 

第 4条 本研究センター構成員はロゴの使用を許可される． 

第 5条 本研究センター構成員以外の者がロゴを使用しようとする場合は，理事長の許可を得なければな

らない． 

第 6条 理事長は，以下の各項に該当すると認めたときは，ロゴの使用を許可しないものとする． 

(i) 本研究センターの名誉を傷つけ，またはそのおそれのあるとき． 

(ii) 特定の個人，政治，思想もしくは宗教の活動に利用し，またはそのおそれがある場合． 

(iii) 別に定めるロゴのデザインと異なるとき． 

(iv) その他，理事長が適当でないと認める場合． 

第 7条 理事長は，ロゴの使用の許可の後にそのロゴの使用が第 3条に抵触または第 6条の各項に該当す

ると認めたときは，その使用の許可の取り消しまたは使用の停止を含む措置をとることができる． 

第 8条 この内規に定めるもののほか，ロゴの使用に関し必要な事項は別に定める． 

 

附則 この規定は 2019 年 9月 21日から運用される． 
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特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センターのロゴを付けた名刺作成に関する内規 

 

第 1条 特定非営利活動法人北海道総合地質学研究センター（以下「本研究センター」という）の役員等

が公式に使用する名刺 (以下「公式名刺」) には本研究センターのロゴを付けるものとする． 

第 2条 公式名刺には他の法人等に関わる事項 (学位と公的資格を除く) を掲載しない． 

第 3条 本研究センター会員が公式名刺以外の名刺にロゴを付ける場合には，公式名刺のデザインに沿う

ものとすることが推奨され，他の法人等に関わる事項 (学位と公的資格を除く) を掲載しない． 

第 4条 この内規に定めるもののほか，必要な事項は別に定める． 

 

附則 この規定は 2019 年 9月 21日から運用される． 

 

 

「総合地質」編集委員会の構成に関する内規 

 

第 1条 「総合地質」の編集にあたる編集委員会を置く． 

第 2条 編集委員会には正副の編集委員長をおく．編集委員長は理事の中から選任される. 

第 3条 理事長は副理事長および専務理事と理事長指名の若干名の会員との協議を経て, 編集委員長と副

編集委員長を選出し, 速やかに会員に通知するとともに, 直近の理事会に報告する.  

第 4条 編集委員長は副編集委員長と協議し，専門分野などを考慮して編集委員の選出を行い, 決定後は

速やかに会員に通知するとともに, 直近の理事会に報告する． 

附則：この内規は 2020 年 6 月 14 日から運用される. 


