
 

 

ユビキタス環境制御システム研究会（ＵＥＣＳ研究会）について 

 

目的 

本会の目的は、次の様になります。 

 UECS 関連ハードウェア、ソフトウェアの紹介、販売、仲介 

 技術情報の公開 

 問題点、規格の検討、協議 

 UECS 普及のための広報 

研究者や設備メーカだけでなく、施工者、生産者の方など含め、産官学の枠を超え、施設園芸の自

動化・IT 化について討議、活動していきます。 

 

組織 

本会は、会員制です。会員は、UECS に興味をお持ちの個人、法人、機関とします。 

会員から、会長、監査役、事務局長を選出します。役は兼任可能とします。 

ただし、事務局長と監査役は兼任できません。また、監査役は、会計役とは別の機関に所属する者

が担当する事とします。 

会の定常的な窓口および事務処理機関として、事務局を設けます。 

本会には、有識者を顧問に招くことができます。顧問は会員である必要はありません。 

 

活動 

主な活動内容は次の通りです。 

 企業や組織を超えた標準化、議論 

 機器開発および PC ソフト開発開発者のサポート 

 生産者の UECS 導入時のコーディネート 

通常は、ホームページと E-Mail を用いた情報公開および情報交換を会員間で行います。 

情報交換の手段として、メーリングリストを使用します。また、年 4 回、有用情報を掲載したニュ

ースレターを会員の方には配布いたします。 

これ以外に、必要に応じ、定期または不定期に例会を行います。 

また、会員向けに技術・情報セミナーも開く予定で準備しています。 

展示会などの広報の機会が得られたときは、PR コーナの運営も行います。 

事務局は、E-Mail や FAX、郵送による連絡を主とします。 



 

 

 

会員になると 

会員になっていただくと、最新情報を得られると共に、UECS 対応製品の開発ツールやソフトを入

手出来る様になります。 

メーカ以外の方でも、UECS や対応製品に対しての要望などをご提案頂く事で、メーカや規格策定

者と、立場の壁を越えて直接議論していただく事が可能になります。 

なお、規格の管理上、会員以外の方に UECS 対応製品の開発ツールの配布は行いません。 

 

会費 

法人および団体、機関（正会員）：¥20,000/年 

個人（個人会員）：¥3,000/年   とします。 

会費は年度単位で、年度前納付とします。 

正会員は、個人会員に対して次の様な特典があります。 

項目 正会員 個人会員 

研究会 HP からのリンク 希望により可能 不可 

会員 ML 参加可能人数 担当者含め 3 名まで 本人のみ 

セミナー参加費 割引あり 割引なし 

会費の領収書 機関（法人）名 個人名 

UECS 対応製品の販売・配布 可能 基本的に不可（フリーウェアソフトを除く）

 

会計 

会費の使用用途は次のとおりです。 

 ホームページ運営や広報費用。 

 例会開催費用（部屋代など。参加者の交通費等は含まれません）。 

 事務費用 

黒字収支の場合は、翌年度に繰越しします。 



 

 

 

役員および事務局 

役員は次の通りです。 

会長 星 岳彦 （東海大学 開発工学部 教授） 

副会長 高市益行 ((独)農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所高収益施設野

菜研究チーム長) 

監査役 池田英男 （千葉大学環境健康フィールド科学センター 客員教授） 

理事 安場健一郎 ((独)農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所主任研究員) 

理事 大須賀 隆司 (静岡県農林技術研究所 栽培技術部 主任研究員) 

理事 林 泰正 （ホルトプラン株式会社 専務取締役） 

 

事務局は、 
  ■武豊事務局(規格管理・技術認定) 

野菜茶研 武豊研究拠点 高収益施設野菜研究チーム 内 
  ■名古屋事務局（会員管理・経理）： 

一般社団法人 ALFAE 内 

 

発起人 

本会発起人は、次のとおりです(五十音順)： 

池田英男(大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授) 

猪野義道((有)エヌアイシステム代表取締役) 

木田滋樹((社)日本施設園芸協会会長) 

古在豊樹(千葉大学学長) 

佐瀬勘紀((独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所農業施設工学チーム長) 

高市益行((独)農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所高収益施設野菜研究チーム長) 

新堀行男((株)誠和新事業 PJ 本部長) 

馬場 勝(ネポン(株)営業技術部次長) 

星 岳彦(東海大学開発工学部教授) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先： 

名古屋事務局（会員管理・経理）： 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２４番８ 

三立ビル３Ｆ 一般社団法人 ALFAE 内 

ユビキタス環境制御システム研究会 事務局 

           support@uecs.info  

※ お問い合わせは E-Mail でお願いいたします。 
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ユビキタス環境制御システム研究会（ＵＥＣＳ研究会） 入会申込書 
 

ユビキタス環境制御システム研究会会長殿 

 

貴研究会の趣旨に賛同いたしましたので、入会を申し込みいたします。 

会員の種類 1.正会員 

(¥20,000/年) 

2.個人会員 

(¥3,000/年) 

入会年度         年より（4 月 1 日 入会として扱われます） 

ふりがな  

機関名・社名 
個人会員の方は所属機関・社名 

 

 
 
 

ふりがな  

担当者  氏 名 
個人会員の方は氏名 

 
印   

 

E-Mail  

 

住  所 

連絡先 

 

〒 

 

 

TEL                      FAX 

本会会員登録の公表を※1     希望する      希望しない 

会費納入方法 納入方法は、申込書を受領した段階で、お知らせいたします。 

以下、正会員のみ 

ホームページ http:// 

研究会 HP からのリンクを     希望する      希望しない 

希望された場合のみ 

機関・企業 PR 文 
(50 字以内 E-Mail での送付も可 => y_hayashi@uecs.info) 

 

 

※ 本会の事業年度は、4 月１日から 3 月 31 日までです。 

※ 1 ：会のホームページや、対外 PR の資料などに記載いたします。紙面の関係で、正会員のみの記載

となる場合があります。 
１：個人情報は、当研究会の個人情報保護方針（http://www.uecs.info/privacy）に基づいた上、安全かつ厳格に管理い

たします。２：個人情報は本会の運営目的以外には、会員の同意なく第三者に開示・提供・委託・譲渡することはあり

ません。３：ご登録頂いた個人情報に関するお問合せは、事務局宛にお願いします。 

 

申込書送付先（郵送または FAX）： 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２４番８ 

三立ビル３Ｆ 一般社団法人 ALFAE 内  ユビキタス環境制御システム研究会 事務局 

 

E-Mail（押印後 pdf でのみ受け付け）： support@uecs.info 
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ユビキタス環境制御システム研究会 定款 

 

第1章 総則 

第 1 条（名称）本会は「ユビキタス環境制御システム研究会（略称：

ＵＥＣＳ研究会）」と称する。 

第 2 条（事務局）本会に以下の事務局を設ける。 

武豊事務局(規格管理・技術認定)：（独）農業・食品産業技

術総合研究機構 野菜茶業研究所 武豊野菜研究拠

点内（〒470-2351 愛知県知多郡武豊町南中根 40-1） 

長野事務局(会員管理・経理)：ホルトプラン株式会社 内 

（〒384-0092 長野県小諸市平原 字下原 666-1） 

 

第2章 目的および事業 

第 3 条（目的）本会は、施設園芸を始めとした農業の自動化・情報

化の推進を目標として、ユビキタス環境制御システム（以

下、UECS）の開発、改良、広報を目的とする。 

第 4 条（事業）本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行

う。 

1. UECS 規格の研究、開発、改良。 

2. UECS 規格の広報活動。 

3. 上記に関わる一切の事業。 

 

第3章 会計 

第 5 条（収入）本会の収入は次の通りとする。 

1. 会員の納入する会費。 

2. その他の収入。 

第 6 条（決算）本会の決算は、事業年度の終了後 1 ヶ月以内に監査

役の監査を受け、会員に報告する。 

第 7 条（事業年度）本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌

年 3 月 31 日に終わる。 

 

第4章 役員・顧問 

第 8 条（役員）本会には以下の役員をおく。 

１.(役職名および定員) 会長 1 名、副会長１名、監査役１名、

理事若干名とする。理事には担当する業務名を付記する。

理事の人数は会員数の 1/5 を上限とする。 

2.(役員の職務) 会長は会を代表する。副会長は会長を補佐

する。監査役は会計を監査する。理事は、会の目的および

事業について責任ある立場でこれらを推進する。 

3.(任期) :原則として 2 年とし、再任は妨げない。任期は、

選出された事業年度の総会の翌日に始まり、任期を越えた

事業年度の総会の日で終わる。 

4.(選出方法) 役員は会員の推薦または立候補による候補者

を、総会の多数決の承認で選出する。 

5.(役員の罷免) 会員数の３分の２を超える罷免要求の署名

により、役員は罷免される。役員が補充されるまで、他の

役員がこれを補う。 

6.（役員の制限）監査役は、事務局を担当する理事とは別組

織の者とする。 

第 9 条（顧問）会の運営に関して、役員の推薦により有識者を顧問

とすることができる。 

 

第 10 条(運営細則) 前記規定以外の運営の細則は、必要に応じて別

に定める。 

 

第5章 総会および役員会 

第 11 条（総会）総会は、会員の意見を集め、最終的な意思決定を

目的として開催される。会長は、事業年度の中で、最低 1

回の総会を招集しなければならない。総会は、出席者およ

び委任状が会員数の過半数に達した場合に成立する。 

第 12 条(役員会) 監査役を除く役員は、必要に応じて役員会を開催

できる。構成員は、監査役を除く役員とする。役員会は、

電子メールによる討議に代えることかできる。 

 

第6章 会員および会費 

第 13 条（会員区分） 

会員には、次の種類を設ける。 

正会員：企業、機関および組織を対象とする。 

個人会員：個人を対象とする。 

第 14 条（入会と退会） 

1. 入会希望者は入会申込書を事務局に提出し、役員会での

承認のうえ、入会できる。強制退会歴など、相当の理由
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が認められる場合、入会を拒否することができる。 

2. 退会希望者は、事務局に退会を希望する文書を提出し、

未納会費を清算して退会できる。 

3. 2 年を超えて会費を滞納した会員については、役員会の

承認を経て、強制退会させることができる。 

第 15 条（会費）会費は次の様に定める。 

正会員：¥20,000/年 

個人会員：¥3,000/年 

 

第 7 章 規格遵守 

第 16 条（規格の遵守） 

1．会員は、会が定める規格を遵守し、規格に則った製品を提

供しなければならない。 

2．規格遵守に違反し、警告に対しても改善しない場合は、会

長は役員会に諮り承認の上、該当会員を強制退会させる

ことができる。 

 

第 8 章  部会 

第 17 条（部会）本会の目的及び事業に関連した特定の分野におけ

る検討を推進するために部会を設置することができる。 

第 18 条(設置と解散) 以下の方法による。運営細則については、必

要に応じて別途定める。 

 １.(設置) 2 名以上の会員から、部会名、内容、設置理由に

ついての申し出が文書で出され、役員会で異議が出なけれ

ば、部会長を定め、部会を設置することができる。 

 2.(解散) 部会長は、役員会に理由を付した文書を提出する

ことにより、部会を解散できる。 

 

第 9 章 改定 

第 19 条（改定）本定款の改定は、総会での過半数の賛成で成立す

る。 

 

 

 2006 年 07 月 18 日 成立 

  2009 年 11 月 9 日 改正 
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