
公益社団法人 日本船舶海洋工学会 細則 

 

第 1章 名誉会員及び功労会員 

（称号） 

第１条 船舶及び海洋工学に関する学術技芸に関して功績の著しい正会員を、名誉会員として、

総会において推薦する。 

第２条 本会の事業に対して特に功労のあった正会員を功労会員として、総会において推薦する。  

第３条 名誉会員及び功労会員に推薦された者に限り、その称号を用いることができる。 

 

第２章 会員及び会費 

（会員） 

第４条 本会の会員となろうとする者は、理事会が定める入会申込書に必要事項を記入し、本会

に提出しなければならない。提出された入会申込みは、理事会においてその可否を決定し、

その結果を申込者に通知する。 

第５条 退会を希望する会員は、理事会が定める退会届を本会に提出しなければならない。本会

が退会届を受理した時は、その旨、退会者に通知する。 

第６条 学生会員が卒業したときは、理事会は当該学生会員を正会員に推薦し、その旨本人に通

知する。なお、卒業後も学生として大学院等に在籍する場合、申し出により、学生会員と

して扱われることができる。 

第７条 正会員が学生会員の資格を有するに至った者は、学生会員に資格変更することができる。  

（入会金及び会費） 

第８条 定款第７条に定める入会金及び会費年額は次の通りとする。 

    入 会 金         会  費 

 正会員  金 1,000円     金     8,500円 

 学生会員 金     0円     金     2,000円 

 賛助会員 金     0円 

            団体特級 金 1,000,000円以上 

            団体１級 金   500,000円以上 金 1,000,000円未満 

            団体２級 金   100,000円以上 金   500,000円未満 

            団体３級 金    30,000円以上 金   100,000円未満 

            個  人 金   8,500円（但し、学生は、金2,000円） 

  ２ 国外に在住する会員については、別に定めるところによる。 

第９条 名誉会員及び功労会員は、推薦された翌年以降、会費の負担を要しない。 

２ 40 年分の会費（学生会員の期間を含む）を納付し且つ 70 歳以上の正会員は、その翌

年以後、終身会員として会費の負担を要しない。但し平成 25 年から平成 33 年の間にお

いては、資格年齢を 66歳から 70歳まで 2年毎に 1歳ずつ上げるものとする。 

  ３ 満65歳以上で、かつ20年間以上正会員であった者は、申し出により、シニア会員とし

て会費を4,000円とすることができる。但し平成25年から平成33年の間においては、資格

年齢を61歳から65歳まで2年毎に1歳ずつ上げるものとする。 

  ４ 会員の資格が変更された場合、その年の会費の差額の徴収及び返納を行わない。 

  ５ 正会員、学生会員及び賛助会員（個人）が勤務その他の理由で、ある期間会員資格を停

止したい場合は、書面により申し出で、理事会の承認を受けることにより、休会すること

ができる。休会期間中は、会費の納入を免除する。  



  ６ 未納会費のある会員が死亡したときは、理事会の議を経てこれを免除することができる。  

第１０条 会費の納付は本会が定める方法によらなければならない。  

   ２ 会費は、１か年分をその年の4月に一括納入するものとする。 

   ３ 新たに入会するときの会費はその年に限り、月割とすることができる。  

   ４ 既納の会費及び入会金は、還付しない。 

 

第 3章 代議員の選出 

（選挙管理委員会） 

第１１条 代議員選挙を適切に実施するために、代議員選挙管理委員会（以下、「選挙管理委員

会」という）を設置する。 

２ 選挙管理委員会は，代議員選挙に係る事務を司る。 

３ 選挙管理委員会は、理事及び理事会から独立した組織とする。 

４ 選挙管理委員会は、会長から委嘱された以下の委員により構成される。 

各支部が推薦した正会員   各２名 

前会長            １名 

５ 役員は、委員になることができない。 

６ 委員は、次期代議員になることができない。 

７ 委員の任期は、代議員選挙実施後、最初に行われる定時総会終了までとする。 

８ 委員の氏名は公示される。 

（選挙管理委員会の運営） 

第１２条 委員長は前会長をもってあてることとし、選挙管理委員会を代表する。 

２ 委員長が欠けたときに備えて、委員の互選によって委員長代理を予め選任し、必要あ

る際は、委員長の職務を代行する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、選挙管理委員会を招集し、その議長となる。 

４ 選挙管理委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

５ 選挙管理委員会は、その業務の一部を事務局に委任することができる。 

（選挙区） 

第１３条 代議員選挙は、東部・関西・西部の各支部単位で行うものとし、正会員は所属する支

部の代議員選挙の選挙権及び被選挙権を有する。 

２ 代議員の定員は、代議員選挙を実施する年の４月１日に支部に所属する正会員の数を

５０で除し、１名未満の端数を四捨五入した数を、当該支部選挙区の定員とする。  

３ 補欠の代議員の定員は、前項の代議員の定員の数を５で除し、１名未満の端数を四捨

五入した数とする。 

４ 前２項の定員は、代議員選挙実施の時点において定めるものとし、次の代議員選挙実

施までの間に、正会員数が変化しても、その定員は変更しないものとする。 

５ 代議員は、任期中に転居等により所属支部を変更してもその任を解かない。 

（選挙結果の判定） 

第１４条 代議員選挙における候補者の得票順に従って、定員の範囲で当該選挙区の代議員とし

て選任する。なお、得票数が同じ場合は、年齢の高い順によるものとする。 

２ 代議員選挙の次点者以下を定員の範囲で当該選挙区の補欠の代議員として選任する。

補欠の代議員の優先順位は、代議員選挙の得票順によるものとする。得票数が同じ場

合は、年齢の高い順によるものとする。 

（選挙結果の公示、通知） 



第１５条 選挙管理委員会は、代議員及び補欠の代議員に対し、選任されたことを通知する。 

２ 選挙管理委員会は、選挙結果を取りまとめ、会長に通知する。 

３ 選挙管理委員会は、選挙結果を公示しなければならない。 

 

第４章 支部 

（支部の設置） 

第１６条 支部は以下の 3支部を設置することとし、支部区域は原則として以下の通りとする。  

東部支部：愛知県-長野県-富山県以東の各都道県 

関西支部：三重県-岐阜県-石川県から鳥取県-岡山県-香川県-徳島県までの各府県 

西部支部：島根県-広島県-愛媛県-高知県以西の各県 

（支部会員） 

第１７条  支部は、原則として、当該地方に居住しあるいは勤務する本会会員をもって構成する。   

（支部役員） 

第１８条 支部には支部役員（支部長１名、監事２名、運営委員若干名）をおく。 

（支部規則） 

第１９条  支部の運営は、支部規則により実施しなければならない。支部規則を決定し、あるい

は変更しようとするときは、支部長は理事会に申し出て承認を得なければならない。  

（支部の経費） 

第２０条  支部の経費は本会からの交付金をもってこれに充てる。  

 

第５章 調査研究事業 

 

第２１条 本会は、講演会の実施、論文集等の刊行、調査研究に係る委員会活動等の調査研究事

業を行う。 

（講演会） 

第２２条 本会は、船舶及び海洋工学、その他一般海事に関する学術技芸に関する講演及び討論

を行うため、講演会を開催する。 

２ 定期講演会は、毎年春秋２期に開催する。  

３ 本会は、臨時に講演会を開催することがある。 

４ 本会は、調査または研究のため、随時，シンポジウム，講習会、見学及び視察を行

う。 

（日本船舶海洋工学会論文集） 

第２３条 本会は、日本船舶海洋工学会論文集を発行する。  

２ 本会に、論文審査委員会を置き、前項の論文集発行に係る編集事務、論文の審査等

を行う。 

３ 論文審査委員会は、論文審査委員で構成される。また、論文審査委員会には論文査

読のための論文査読委員を置く。 

（Journal of Marine Science and Technology） 

第２４条 本会は、Journal of Marine Science and Technologyを発行する。  

   ２ 本会に英文論文集編集委員会を設け、前項の英文論文集の編集事務及び審査を行う。  

（研究委員会） 

第２５条  本会に、研究企画委員会を置き、船舶及び海洋工学、その他一般海事に関する学術技

芸の研究など本会の目的を達成するに必要な特定事項の調査，研究を企画、評価する。  



   ２ 本会に研究委員会を置き、会員の申請及び研究企画委員会の提案に基づく調査、研究

を実施する。 

   ３ 本会に研究会を置き、会員相互の議論、発表・討論、情報交換などの場とする。   

（国際学術事業） 

第２６条 必要に応じ、本会に、国際関連の委員会を置き、国際的な学術協力、連携、調査等の

推進を図る。 

 

第６章 啓発・広報事業 

 

第２７条 本会の啓発・広報事業は、人材開発、啓発、広報、褒章に係る活動より成る。 

（人材開発） 

第２８条 本会は、船舶海洋工学に係る技術者の能力開発のため、能力開発センターを設置し、

次の事業を行う。  

1. 技術者の資格取得に係わる支援 

2. 技術者の継続教育（CPD）に係わる支援 

3. 大学における教育改善に係わる支援 

4. その他必要な事業 

２  本会は、船舶海洋分野の研究者及び技術者の育成のための事業を実施する。 

（啓発・広報） 

第２９条 本会は、船舶海洋工学、その他一般海事に関する海洋教育活動を普及推進し、次世代

の海洋分野の人材育成に寄与する事業を実施する。 

２ 本会に海洋教育推進委員会を設置し、海洋教育の啓発事業を推進する。 

第３０条 本会は、本会の活動・報告、船舶海洋工学に関する最新の技術動向及び技術の変遷等

を広く紹介、報告する学会誌を刊行する。 

２ 本会に学会誌編集委員会を設置し、学会誌刊行の運営を行う。 

第３１条 本会は、学会活動に関係する情報を広く社会に発信し、その利用推進を図るための事

業を実施する。 

２ 本会に広報委員会を設置し、学会活動に関係する情報の発信とその利用を推進する。 

３ 本会に情報管理委員会を設置し、電子情報サービス提供の運営を行う。 

（褒賞） 

第３２条 本会は、船舶海洋工学の発展を奨励するため、褒章授与を行う。 

第３３条 本会は、わが国の船舶海洋技術または学術の進歩発展に顕著な貢献のあった者に対し

て、船舶海洋技術賞を授与する。 

第３４条 本会は、船舶及び海洋工学、その他一般海事に関する優秀な論文・著書・調査・開

発・発明・考案等に対して、日本船舶海洋工学会賞を授与する。 

第３５条 本会は、船舶及び海洋工学分野における若手研究者の創造的研究を奨励し、広く技術

の発展を促すため、独創的かつ優れた論文を発表した会員に対して、日本船舶海洋工

学会奨励賞を授与する。 

第３６条 本会は、船舶及び海洋工学、その他一般海事を専攻する優秀な学生に日本船舶海洋工

学会奨学褒賞を授与する。 

第３７条  本会は、必要と認めた場合、海事に関わる特筆すべき社会貢献を実施している個人ま

たは団体に対し、社会貢献賞を授与する。 

第３８条  本会は、技術的、芸術的に優れた船舶・海洋構造物の建造を促進し、社会生活の進展



に貢献すると共に、広く社会一般に海洋思想の普及を図るため、船舶及び海洋構造物

の中から特に優秀と認められたものを「シップ・オブ・ザ・イヤー」として表彰する。 

第３９条 本会は、本会の目的を達するため、必要と認めた場合、懸賞論文を募集し、授賞を行

う。  

 

第７章 資産管理 

（資産管理） 

第４０条  本会は、財政的基盤の安定を目的とした資産の運用、管理ならびに会計管理を別に定

める内規に基づき実施する。  

 

第８章 事務局 

（事務局） 

第４１条  本会に、会務を処理するため、事務局を設置する。 

   ２ 事務局に職員及び嘱託若干名を置く。その任用，業務分担，給与等は、理事会の承認

を経て会長が定める。 

 

第９章 雑則 

第４２条 本細則の施行に必要な内規は理事会で定める。  

第４３条 本細則の変更は、総会の議決を経なければならない。 

 

 

附則 

（１）この細則は、平成22年11月1日から施行する。 

（２）この細則の変更は、定時総会承認のあった日（平成25年5月27日）から施行する。 

（３）この細則の変更は、定時総会承認のあった日（平成27年5月25日）から施行する。 

 

 


