
公益財団法人黒潮生物研究所 

平成 30 年度第 2 回通常評議員会 議事録 
 

１．開催日時 平成 30 年 4 月 25 日（木） 12:00～14:30 

２．開催場所 黒潮生物研究所 2 階会議室 

高知県幡多郡大月町西泊 560 番イ 

３．評議員総数及び定足数 

評議員総数 10 名、定足数 6 名 

 

４．出席評議員 6 名 

評議員 久保田 賢 

評議員 冨永 基之 

評議員 森下 誠 

評議員 山下 慎吾 

評議員 横地 洋之 

評議員 依岡 良彦 

５．欠席評議員 4 名 

  評議員 神田 優 

評議員 高野 順 

評議員 三浦 裕司 

評議員 濱﨑 一洋 

６．出席理事・監事等  

事務局 専務理事 目﨑 拓真 

理 事 和田 康嗣 

監 事 増田 亀喜 

オブザーバー 主任研究員 戸篠 祥 

７．議 題 

報告事項  財団の近況について 

審議事項 

議 案１．令和元年度公益財団法人黒潮生物研究所事業計画案 承認の件 

議 案２．令和元年度公益財団法人黒潮生物研究所収支予算書案 承認の件 



議 案３．資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 承認の件 

議 案４．その他 

 

８．議事の経過およびその結果 

（１）出席者および定足数の確認 

冒頭で事務局の目﨑専務理事が出席者および定足数の確認を行った。評議員現在数 10

名に対し、出席した評議員は 6 名、欠席した評議員は 4 名、定款第 18 条の規定により定

数を満たしたため、本評議員会は有効に成立した。 

 

（２）議長の選出および議事録署名人の選出 

出席した評議員の互選により冨永評議員が議長に選任された。続いて議長から議事録署名

人について事務局案を示すよう求められ、事務局から山下評議員と依岡評議員が推薦された

ため、定款第 21 条第 2 項の規定により議長が両名を議事録署名人に指名した。以上の手続き

を経た後、議案の審議に移った。 

 

（３）議案の審議状況及び議案別議決の結果等 

報告事項１．財団の近況について 

 下記の項目について、目﨑専務理事および和田理事より報告があった。 

1）前専務理事・理事の辞任及び退職について 

和田理事から、前専務理事および研究員の中地シュウ氏の理事辞任及び研究員の退職

に関する説明と謝罪があった。報告によると、退職理由として平成 29 年度第 2 回理事

会、平成 30 年度第１回理事会において、運営上の問題点（登記や内閣府への申請懈怠、

代表理事選任手続きの放置など）について度重なる指摘に対して改善がほとんど見ら

れなかったこと、問題が後から発覚する隠蔽と考えられる行為があったことで、財団運

営上不適格とみなされた。2019 年 2 月 28 日付で理事辞任届け及び退職願いを中地氏が

提出し、本人の同意の上同日で退職となったことが報告された。また、目﨑専務理事か

ら現在の運営状況として、懈怠で放置された登記と内閣府への申請の進行状況が説明

され、一部を除いてほとんどが解決済であること、一方で内閣府公益認定等委員会から

代表理事不在期間の件についての報告や今後の対応策について報告するよう求められ

たことが説明された。続けて和田理事から、先の通常理事会で理事や監事の責任が議論

され、今後の対応策として現場業務を透明化すること、理事会と業務執行理事で密な連

絡体制をとること、監事への適正な業務執行状況を報告することで再発防止に努める



こと、3 月からはそれが機能しつつあることが報告された。 

本報告に対して、次の意見や質疑応答などがあった。 

（森下評議員）初代の岩瀬氏に続いて、前任の中地氏も同じような結果になったこと、

初代の時も何があったのか説明が不十分で、研究所の体制として問題ではないのか。岩

瀬氏の時からそうだったが、仕事量が多すぎることで負荷がかかっているのではない

かと心配していた。このままだと後任の目﨑専務理事もオーバーワークでダメになる

のではないか。それを避けるためにみんなでどうサポートしていくかが大事なのでは

ないか。 

（和田理事）おっしゃる通りです。理事会でも 2 回続いてこういうことになったということは
理事や監事の責任であるという話になっている。私もそう実感している。専務理事の業務偏

重やその内容などが評議員会や理事会にほとんど伝えられなかったことが問題で、ブラック

ボックスをつくっていた。昨年から、事前に評議員会の日程が分かっていれば時間を取っ

て、理事として評議員会に参加するようにしていた。その中で出た話も理事会へ報告するよ

うにしている。これから運営面の関係書類を職員や理事会と共有するようにと言っている。今

後はこのようなことがないように業務の可視化を進め、情報を共有するという方向性で進め

ている。所長、専務理事、事務長が兼務で、本人しかわからないことを多く抱えてしまうこと

はやはり問題で、現場の業務や運営の可視化をもっとしていく必要がある。 
（目﨑専務理事）先に報告した通り、代表理事不在の期間について内閣府公益認定等委

員会よりお達しが来ている。本問題は引き継ぎ期間中に発生したことで、前任者より引き継

ぎ内容として報告を受けていなかった。やはり運営面の可視化は必要であり、現在は和田

理事が前述した内容に取り組んでいる。 

（和田理事）平成 29 年度第 2 回理事会以降、後任の目﨑専務理事に全て引き継ぐよう

に、理事会として指示をしていた。しかし、それが機能していないことが徐々に発覚し、

さらに中地氏が情報を隠蔽することで問題が大きくなり長期化した。本来は今年度末

で引き継ぎを完了し、新年度から新体制で進めていく予定にしていたが、年度の途中で

目﨑専務理事に全ての業務を交代する対応をとった。 

（久保田評議員）研究所の体制として、生物系の専門家で構成されており、野外での活

動で職場に不在であることが多い。代表理事自身も野外での業務をしていると聞くた

め、業務偏重になる可能性は職場の構造上起こりうることではないか。生物の研究所な

ので仕方はないが、課題して検討していくべきだ。 

（目﨑専務理事）私自身そうだが、おっしゃる通り、生き物を研究している限り、対象

生物の時間に合わせる必要があり、その時期に業務が重なると厳しい。今後の検討課題

としたい。 

（冨永評議員）確かに、本研究所の専務理事は研究所長と事務長まで兼務しており忙し



いと聞く。例えば、事務長を雇うような組織づくりはできないか。 

（和田理事）理事会として事務長を雇うことは検討し、実際に候補が上がったこともあ

ったが、中地氏が自身で却下していた。 

（冨永評議員）現状として引き継ぎや問題解決業務が重なり、目﨑専務理事に負荷がか

かっているのはないか。どう対処するのか。 

（和田理事）現在は目﨑専務理事が主で取り組んでいるが、各職員が協力し徐々に解決

できている。 

  （目﨑専務理事）業務の一部を内部で共有し、適正に分担するような体制ができつつあ

る。ただし、実際の問題として、どのように対処していいかわからない事案があり、そ

ういった場合は公財）公益法人協会など電話相談ができる仕組みがあり解決できてい

る。 

（和田理事）この新年度に向けて職員が増員され人数面で少し余裕が出てきたとはい

え、至らぬ点は多々あると思いますので、評議員の皆様にはこれからもご指導していた

だきたい。2 回続けてこのような事態になった事、お詫びするしかございません。今後

は新体制で立て直していきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

2）研究所職員の新体制について 

目﨑専務理事から、研究所職員の昨年度までの 4 名体制から 6 名になった新体制に関

する以下の報告があった。 

専務理事・研究所長・事務長：目﨑拓真（継続） 

主任研究員        ：戸篠 祥（2019 年 2 月採用） 

研究員          ：小枝 圭太（2019 年 4 月採用） 

研究員          ：古井戸 樹（継続） 

研究員          ：喜多村 鷹也（2019 年 4 月採用） 

事務員          ：山下 薫（継続） 

 今回の人員拡充により業務配分の適正化、事業の拡大と安定的な実施を目指していく。 

本報告に対して、次の意見や質疑応答などがあった。 

（久保田評議員）新体制の職員の専門欄に、「教育」が入っているが、あえて書く必要

はないのではないか。研究ではなく、教育にウエイトを置く職員が出るのではないか。 

（横地評議員）やはり研究が主な業務ではないか。大学とは違うため教育をあえて掲げ

る必要はないのではないか。 

（目﨑専務理事）研究をやる上で、教育は自然とついてくるものであると認識してい



る。あえて書く必要がないのはその通りだと思う。今後は削除するようにする。 

（山下評議員）新体制の中で非常勤についての資料がないが、どうなっているのか。 

（目﨑専務理事）大変失礼いたしました。今回の資料では常勤職員のみ提示となってい

た。非常勤職員は現在 3 名で、嘱託職員 1 名、客員研究員 2 名の体制となっている。

今後は提示するようにする。 

 

3）研究所の方針 

 目﨑専務理事から今後の研究所の方針として「世界で一目置かれる研究所」を目

指し、また、研究所として、a）フィールドワーク主体の研究、b）高緯度黒潮流域の

研究拠点、c）次世代の海の研究及び社会活動の担い手の育成の 3 点を重点的な課題

として取り組んでいくことが説明された。 

 

4）研究所の整備、維持管理、設備等の拡充 

目﨑専務理事から研究事業の活性化とそのために必要な施設の維持・管理の実施、

設備等の拡充を進め、平成 30 年度では外壁の塗装や海水取水設備の維持修繕などの

進行状況や令和元年度以降の設備の拡充予定が説明された。 

 

5）潜水調査（フィールド活動）のルール作り 

目﨑専務理事から研究所の主なフィールド活動である潜水調査について現在のル

ールや安全管理状況が説明された。今後はフィールド活動に関する安全ルールだけ

でなく、機材管理や職員の健康管理を含めルールを明確にし、職員に対してルール

の教育及び遵守を徹底していくとともに、潜水スキル向上の資格取得などを行なう

ことが説明された。 

本報告に対して、次の意見や質疑応答などがあった。 

 （横地評議員）最近、潜水のルールが厳しくなり、潜水での調査研究が難しくなってき

た。安全の確保は最も大事なことだが、調査研究の妨げにならないよう両立してほし

い。 

（目﨑専務理事）安全ルールとフィールド調査の両立はどこも課題であると認識して

いる。現状は先に説明したルールで進めていくように考えているが、運用上問題が出

る場合には内容の再検討は考えている。 

 

 



6）その他報告 

目﨑専務理事から、その他に次の報告があった。これまで明文化されていなかった

業務上著作についてのガイドライン作成の検討を行うこと、取引事故に関すること、

職員への住宅手当の検討を行うこと、収益事業の検討を行うこと、2019 年 1 月の科

学研究費助成事業の団体に登録され科研費の取得ができたことが報告された。 

 

議案１．令和元年度公益財団法人黒潮生物研究所事業計画案 承認の件 

議長の求めに応じて目﨑専務理事から、先に行われた平成30年度第2回通常理事会で

決議を受けた令和元年度（第21期）公益財団法人黒潮生物研究所事業計画案（資料1）に

ついて、配布資料に基づいて説明があった。説明によると、事業計画の要約は次のとお

りである。 
＜公益目的事業＞ 
 基本的に各分野において前年度の事業内容を引き継ぐかたちで、主な新規事業内容に

ついては以下のとおり。 
・調査研究分野 
  研究員の増員に伴う各自の専門分野（クラゲ類・魚類・サンゴ食巻貝）に関する研究

や共同研究の実施などが新たに計画されている。その他に廃刊になっていた研究所機関

誌の発行が予定されており、活動や研究内容など情報発信媒体として活用していく。 
・自然環境保全分野 
  これまでの事業の継続だけでなく、高知県内全体の保全ネットワーク作りに新たに取

り組む予定。 
・普及啓発分野 

引き続き調査研究活動で得られた科学的知見や資料の活用だけでなく、次世代の海の

研究及び社会活動の担い手育成の推進を行なっていく。 
・施設・設備の整備と運用など 
  上記3点の分野において、研究所施設利用の促進を図り、活動の活性化、公益性の拡

大、事業の効率化を進める中で、調査船の更新、飼育室の整備、テクニカルダイビング

器材の整備をする。 
 以上の説明に対して、下記の意見及び質疑応答があった。 

 （森下評議員）調査船はどのような理由で更新するのか。 

 （和田理事）現在の調査船は波に弱いため少しの波浪で使用することができず、稼働率が

悪かった。次の調査船は波に強いため稼働率が上がり、調査範囲も広がる。いくつかの

候補の中から検討した結果、今回提案の船になった。 

（目﨑専務理事）波に強いだけでなく、船に生け簀がついており、調査で採取した生物

を状態良く研究所に持ち帰ることができる。また、船で海水掛け流しをすることもでき



る。生物の状態は飼育実験や標本の作成では重要なことであるが、これまでの調査船で

はその機能はなかった。 

このほかは特段の質問や意見は提出されず、議長が令和元年度公益財団法人黒潮生物

研究所事業計画の承認の諾否を問うたところ、原案どおり出席者全員一致で承認された。 

議案２．令和元年度公益財団法人黒潮生物研究所収支予算書案 承認の件 

議長の求めに応じて目﨑専務理事が令和元年度（第 21 期）収支予算書案（資料 2）に

基づいた収支予算案（収支予算書・収支予算書内訳表）の内容について次のような説明

があった。先に述べた事業計画書案に沿って予算の策定を行っており、令和元年度の経

常収益は 48,074,780 円（公益目的事業会計：34,354,780 円、法人会計 13,720,000 円）とな

る予定である。これは前年度予算（41,010,000 円）より、約 700 万円の増額である。これ

は寄付金の増加、科研費の取得、請負業務費の獲得などで増額を見込んでいる。事業計

画を基にして費用の積み上げを行った結果、経常費用合計は 60,197,834 円で、うち事業

費計（公益目的事業会計）は 52,195,334 円、管理費計（法人会計）は 8,002,500 円となっ

ている。対前年度予算では経常費用計で 1,400 万円ほど増えているが、船舶購入、飼育室

などの補修、職員 2 名の増員（平成 31 年 4 月より）とそれに伴う関連費用（法定福利費

等）、潜水調査機材費、ホームページの改定費、新規プロジェクト研究費などの増額が

反映されたものである。また、令和元年度の専務理事目﨑の役員報酬を平成 30 年度の

480 万円から 500 万円にすることが説明された。なお、本予算における当期経常増減額

は公益目的事業会計で-17,840,554 円を計上していることが説明された。 

以上の説明に対して、下記の意見及び質疑応答があった。 

（久保田評議員）常勤の役員報酬はどのように決まっているのか。 

（目﨑専務理事）役員報酬規定により役員報酬の年額が決定している。実際の額は、同規

定により理事長が理事会の承認を受けて決定している。 

この予算案についてこの他の特段の意見や質問は提出されず、議長が本収支予算書の

承認の諾否を問うたところ、原案どおり全員一致で承認された。 

議案３．資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 承認の件 

議長の求めに応じて、目﨑専務理事から資金調達及び設備投資について（資料 2）以下

の説明があった。 

（1）資金調達の見込みについては当期中の借り入れ予定はない。 

（2）設備投資の見込みについては 調査用船舶 YAMAHA SRX-24（8,400,000 円）の購

入を予定している。また、現調査船を 900,000 円で売却予定にしている。 

調査船購入の資金調達方法として自己資金と現調査船を下取りに出した金額（900,000



円）を船舶購入費用に当てることが説明された。 

この議案について特段の意見や質問は提出されず、議長が本件についての承認の諾否

を問うたところ、原案どおり全員一致で承認された。 

 

議案４. その他 

 議長がその他、審議の必要な事項があるかと問うたところ、いずれの出席者からも議案

の提案はなかった。 

 

以上を持って通常評議員会の議案全部の審議を終了したので、14 時 30 分に議長が閉会を宣

した。 

 

 

 

上記の決議を明確にするため、定款第 21 条の規定により議事録を作成し、第 21 条第 2 項の

規定により議長及び議事録署名人 2 名は下記に署名、押印する。 

 

平成  年   月   日 

 

公益財団法人黒潮生物研究所 平成 30 年度第 2 回通常評議員会 

 

 

   議長                       印  

       

 

 

議事録署名人                   印 

       

 

 

議事録署名人                   印 

       

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 
 



 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


