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Ⅰ  平成 1８年度事業報告 
 

1, 事 業 報 告 

 
(1) 海事に関する調査研究 
平成 18年度の外航海運は、ＢＲＩＣｓを中心とした発展途上国の目覚しい経

済成長と発展により、海上荷動貨物量の増大、此れに伴う船腹不足で不定期船・

タンカーの海上運賃が上昇し、外航海運各社は好決算が予想されている。 
また、将来を見据えて大量の新造船の発注を行い、世界的な海技者不足が顕

著となってきている。 
平成 16 年度に導入された、「コースタル乗船研修制度」は本協会の中心的事

業と位置づけてスタートしたが、平成 17年度に内航海運活性化 3法の施行によ
り、内航海運界を取り巻く諸環境は急激に変化し、すでに見通されていた人手

不足が一気に顕在化することとなった。この動向は商船高専卒業者の就職活動

にも大きな影響をもたらし、「乗船研修事業」への新規応募は平成 18 年度も途
絶える結果となった。 
昨年総会決定に基づき、平成 18年度に新規事業として「無料船員職業紹介業」

を立ち上げるべく、国交省と折衝を続けてきたが、「定款の事業目的に職業紹介

事業を追加すること、定款を改正する場合は総会定足数の変更など、国交省と

して求めている他の条項も合わせて改正すること」などが求められ、平成 18年
度中の承認を得るところとはならなかった。今通常総会に定款改正の提案をし、

その議決をもって改正を図った上で、船員職業紹介事業承認を得る運びとなる。 
海運労使の「日本人海技者の確保・育成策の確立を条件に、国際船舶制度か

ら日本人船・機長の配乗義務と船籍要件を切り離す」とする合意を受けて官公

労使が検討している内容は、日本人海技者を年間 30名で 5年間の養成という方
向にまとまりつつある。若年船員養成プロジェクトの失敗がどのように克服さ

れるのか注視する必要があろう。 
政府の規制改革民間開放推進会議の方針を受けて、航海訓練所練習船の市場

化テストが提起され、これをめぐって国交省に「船員教育に関する検討会」が

設置され、1年間の論議を通じて結論がまとめられようとしている。航海訓練所
の収支改善にために、帆船練習船での訓練義務の廃止と期間の短縮・タービン

練習船の代替建造の中止、訓練生への費用負担増、陸上就職者への乗船訓練の

縮小などが取り上げられる模様である。 
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また、社船における乗船実習の複線化も検討されている。 
一方、労使合意を受けて、船主の主張するトン数標準税制が財務当局の指摘

もあって、国土交通大臣が「日本籍船・日本人船員の確保・育成」について「交

通政策審議会」に諮問（平成 19年 2月 8日）し、海事分科会で方向性が検討さ
れつつある。 
新水先人制度は、平成 19年 4月から導入され、1級と 3級の養成支援対象者
の選考が行われ、養成施設での訓練が開始される。公平な制度の運営を求めて、

今後の動静に充分注意して会員の不利とならないように働きかけていく必要が

ある。 
商船高専は、国立高専機構の掲げる統合再編の方針の下に、具体的な動きが

進められつつあり、その動向によっては本協会も大きな影響を受けざるを得な

い。今後は学校や各校同窓会とも連携を取りつつ対処が求められてくる。 
水先制度改革と絡んで海技各団体は補助金の大幅削減の中で、整理統合が進

められ、その中で海技者の意思反映の機会が狭められつつあることについて、

関係の諸団体や海員組合などと共に連携した対応が必要となっている。 
 
(2) 船舶職員の後継者教育対策 (商船教育に関する援助)  
●「コースタル乗船研修制度」は、平成 16年度に導入されたが、内航活性化 3

法の施行に伴い、内航海運の船員高齢化とも重なって極端な人手不足となり、

各社とも人集めが困難な事態となり、研修制度よりも直接採用が強まった。 

その中で、平成18年4月2日に練習船大成丸・青雲丸を訪船し商船高専学生

に対し制度の説明を実施、5月 25日に内航労務協会加盟会社への説明会、7月

28日に大型カーフェリー労務協会加盟会社への説明会などを実施したが、本年

度も応募者は全く無かった。 

●商船学科の卒業式に際し、本協会役員が臨席し、祝辞と「全船協表彰」を行

った。 

下記の表彰者に表彰状と記念品を贈呈した。 

富山商船高専  航海コース 濵田 祐司   機関コース 田中 紗矢香 

鳥羽商船高専  航海コース 河本  優   機関コース 福田  真 

広島商船高専  航海コース 尾田 孝行   機関コース MUHAMMAD  

FIRDAUS BIN ZAINAL ABIDIN 

大島商船高専  航海コース 中尾 拓弥   機関コース 藤井 智史 

弓削商船高専  航海コース 宮田 真自   機関コース 梶原 弥生 

 

●商船高専第41回五校合同漕艇大会（富山商船高専 主管） 

運営費の一部贈呈と参加者にタオル進呈（平成18年7月22日～23日） 
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●航海訓練所 

航海訓練所練習船の「全船協文庫」に図書の寄贈（平成18年12月19日） 

練習船の遠洋航海出航式に出席し、会長より激励の挨拶を行った。 

（青雲丸 平成18年8月4日） 

（海王丸 平成19年1月11日） 

また、乗船研修事業を周知する為、平成18年4月2日商船高専実習生が乗船

する練習船青雲丸・大成丸を訪船し「コースタル乗船研修制度の手引き」並び

に創立75周年記念事業誌「コースタル部門第一期研修生の足跡」を配布し、研

修内容の周知に努め同事業への参加を求めた。 

 

●学校との交流 
平成 18年 10月 16日神戸支部にて商船高専振興協議会運営委員会を開催、全

船協からは商船高専卒業生が内航海運を目指す場合の 4 級（反対職）海技免状
付与問題。学校側からは新しく承認された「現代 GP」「海事技術者のキャリア
育成プログラム」について説明し、全船協の参加協力要請、並びに機構の方針

である高専統合に関する進展状況報告と意見交換を行った。 
平成 19年 2月 2日、商船高専校長参加のもと本部にて学校と全船協の連絡会

を開催した。（西垣弓削商船校長は病気のため欠席） 
本協会から 4 級（反対職）海技免状付与問題の促進を促した。本件について

は、「学校のカリキュラムとも絡む問題でさらに検討が必要である」との学校側

の意見が示された。「商船高専は外航船員養成が主である」との意見も出された。 
「現代 GP」については、初めて 5商船高専の協同プログラムであり、全船協
も全面的に協力する旨を表明した。 
高専統合問題については、富山商船は具体的に統合方針が決定されており、

商船学科は残すことを前提に学科再編の協議に入っていること、統合は半年前

倒しで 20年秋にも実施される方向であることが報告された。その他の各校は鳥
羽商船が県内統合、瀬戸内 3 校は商船高専 3 校統合の方向が示されているが、
準備会を設置した段階であり、具体的な進展はない。との報告がされた。 
 
(3) 季刊「全船協」№ 101、 102、103号を発行  
No.101号（春季号） 
・船員・海運業界を取り巻く構造的な経済環境の変化 評 議 員 小出 修三 
・南極を目指した日本人              寄  稿 大賀 清史 
No.102号（夏季号） 
・平成 18年度第通常総会報告 
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・平成 17年度事業報告 
・平成 18年度事業計画 
・平成 18年度第 2回理事会報告 
・可変ピッチプロペラによる安全航行と省エネルギー 常務理事 松坂 武彦 
・クルーズ客船「飛鳥」乗船記第 1回        寄  稿 橋本  進 
・江戸の航海術                  寄  稿 大賀 清史 
・桜と靖国神社参拝                名誉会員 水沼  清 
・第 23回横浜港カッターレース観戦記        会  員 橋本 順子 

猿渡 國雄  
No.103号（新春号） 
・平成 18年度第 1回商船高専振興協議会運営委員会報告 
・平成 18年度第３回理事会・第１回評議員会合同会議報告 
・ペリー来航１５０年               寄  稿 大賀 清史 
・名誉領事の役割と四方山話           関門支部長 山本 徳行 
・各号連載記事 
  クルーズ客船「飛鳥」乗船記第 2回      寄  稿 橋本  進 
  日本商船・船名考              名誉会員 松井 邦夫 
  日溜りの老河童               寄 稿 ドン・クルピタ 
  

(4) 研究会の開催  
本会の中心事業と位置付けられてきた、コースタル部門乗船研修制度は海運

界を取り巻く状況の変化により、本年度も応募者が無かった。 
人手不足を反映して企業や会員、高専生から、種々の問い合わせがあり、そ

れらに関する情報収集や提供を行い、就職活動や其れに伴う運動にそれなりの

成果は有ったと思われる。 
一方、水先人後継者対策では、平成 18年度に数名の会員から、水先人受験希

望の申し出があり、情報や資料の提供、必要な助言と支援を行い、幸いにも複

数の合格者を出す事が出来た。 
更に、平成 19年度からは、新しい水先制度が施行されるので、これ等を取り

巻く動きに注意しながら、情報の収集に努め、必要に応じて水先人受験希望の

会員や、5商船高専の関係者と緊密な連絡を行うと共に、会報にも掲載周知を計
った。 
三級水先人養成支援対象者選考試験については、平成 1８年 12月 13日（水）

全船協神戸支部に、5 商船高専の商船学科の担当教授にお集まり頂き、（財）日
本海技協会の日下常勤顧問から説明をして頂いた。 
なお、一級水先人養成支援対象者選考試験については、随時、養成支援対象
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者希望会員と連絡を取り合い、情報の提供と必要な支援を行い、会員各位のご

努力により数名が養成支援対象者に選考され、本年４月より水先人養成施設に

て訓練を受けている。 
平成 19年度以降も同様な事業を、発展的に行ってゆきたいので、会員の皆様

のご協力とご助言、情報の提供をお願いしたい。 
 

(5) 海事関係団体・教育機関等との連携交流 （氏名については敬称略） 
 各海事団体・教育機関などの委員会に参加し、意見反映とともに協力を行

なった。 
A．国土交通省 
水先修業生選考委員会 委 員  角田  稔 

B．海事関係団体 
○(財)日本海技協会 理 事 川村 赳、菱田 司、松坂武彦 
          監 事 角田 稔 
          評議員 片山 清、荒谷秀治、大賀英朗、矢野芳秀 

本望隆司 
々   団体会長懇談会     委 員 川村 赳 
々   団体専務懇談会     委 員 角田 稔 
々   船員専門委員会     委 員 本望隆司 
々   海技専門委員会     委 員 角田 稔 
々   船員技能検定専門委員会 委員長 川村 赳 
々   ＳＴＷ調査検討委員会  委 員 本望隆司  

○(社)日本海難防止協会    理 事 川村 赳 
○(財)日本船員奨学会     理 事 川村 赳 
   々   選考委員会   委 員 菱田 司 
   々   運営委員会   委 員 角田 稔 
○(財)日本殉職船員顕彰会   理 事 川村 赳 

監 事 角田 稔 
評議員 猿渡 國雄 

々   催事専門委員会 委 員  本望隆司 
   々   催事実行委員会 委 員  荒谷秀治 
○(財)船員教育振興協会    評議員 角田 稔 
○(財)帆船日本丸記念財団   理 事 川村 赳 

理 事 右松 治 
○海事団体懇談会 
 海事関係 7 団体（全日本海員組合、海技協会、日本船長協会、海洋
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会、日本パイロット協会、日本船舶機関士協会、全日本船舶職員協会）

の懇談会への参加 
C．商船高等専門学校 
 独立行政法人化されて以降、独自の諮問・評価機関を設置する学校があ

り（名称は一様ではない）、本協会からの参加を求められたところには委

員として参加している。 
 

 2, 会 務 報 告 

 
(1) 会員組織の活性化 

会員の動向は、就職相談、水先人応募支援活動、会費未納者への納入依頼

に取組むなどにより、減少に歯止めがかかりつつあるも、新卒者の本会への

未加入者に対する対策が必要である。 
引続き乗船研修事業、水先人後継者対策、商船高専の維持存続活動、各校

の同窓会組織との連携強化、無料船員職業紹介事業を通じての会員の就職相

談活動などを積極的に行い、会員の結束を促すことによって活性化を行って

いきたい。 
諸会議・会合（平成１8年４月１日～平成１9年３月３１日） 
       名       称 回数     開    催    日 

5/26 
4/25, 5/26,10/24 
10/24 
4/11, 5/9, 6/13, 7/11, 9/12, 10/10,  
11/14,12/12, 1/16, 2/13, 3/14 
 
10/16 
2/2 
3/7 
5/27,10/24 
 
4/2 
5/25 
7/28 
6/29 

(1)通常総会 
(2)理事会 
(3)評議員会 
(4)常務理事会 
 
(5)委員会関係 
商船高専振興協議会運営委員会（神戸） 

   5商船高専校長懇談会（本部） 
  「現代 GP」WG－2打合せ会議 
(6)懇親会 
(7)内航乗船研修制度に関する対策活動 
   練習船訪船（大成丸・青雲丸） 
   内航労務協会 
   大型カーフェリー労務協会 
(8)海事団体懇談会 

 1 
  3 

1 
11 

   
  

1 
1 
1 
2 
 
1 
1 
1 
1 
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(2) 支 部 報 告 
◎横浜支部 
諸会議（1）支部通常総会(第 37回 5/19） 

（2）支部幹事会                                     3回 
（3）研修会（（社）海洋福祉協会と合同） 
 (4) 合同三役会議                  1回 
（5）懇親会                      2回 

会  務(1）5/12 第 36回戦没・殉職船員追悼式に出席。於観音崎 
（2）5/21 第 23 回横浜港カッターレース大会。（実行委員として 2

名、運営協力員として 7名、来賓参加 2名） 
（3）7/14 第 11回海の日前夜祭。於ナビオス横浜。海洋会、若葉会

との共催。計 161名出席。内全船協関係者 37名 
（4）12/1 研修会「横浜港の歴史と人々」。 

講師 横浜港開港資料館 西川武臣氏（36名出席） 
（5）海洋会横浜支部の懇親会に出席。           4回 
（6）7/12 東京湾水先区水先人会創立 100周年記念祝賀会に出席。 
（7）横浜市、（社）横浜港振興協会主催の研修会、説明会、講演会等

に出席。 
（8）知事と市長の会に出席。 
（9）(社)横浜海洋福祉協会との協力で、会員の再就労などの情報収集、

紹介。 
（10）会員相互の親睦を図るため適時事務所で「銘酒会」開催。 

       （11）事務所パソコンのバージョンアップ。 
       （12）9/13 事務所の電話を光電話に切替。 
 
◎神戸支部 
１、定例会                        １１回 
２、支部事務局長交代 6月 9日 (新事務局長 山本氏) 
３、航海訓練所練習船船長・機関長来訪（懇談）        ３回 
  練習船（遠洋航海）出航式出席              １回 
４、関係団体と交流・参画 
 ① しんようクラブ（若葉会・海洋会・全船協）合同懇親会  １回 
② 神戸海難防止研究会総会・定例会            ８回 
③ 神戸港振興協会総会                  １回 
④ ｢海の日｣式典出席                   １回 
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⑤ ベンチャービル管理組合役員会出席            ４回 
５、商船高専協議会開催 （各校代表先生、会長ほか 10名）   1回 
６、新水先制度についての説明会 (各校先生に対し海技協会日下氏)1回 
７、神戸港開港 140周年準備委員会に出席            1回 
８、毎月定例会を開催し、支部組織の強化と活性化に努めた。 
９、各学校輪番制で、懇親会及びゴルフコンペを開催。 

    新しいメンバーの参加を呼びかけ、親睦を深めながら会員の掘り起 
こしに努めた。 

 

 ３，会員の異動等 

(1) 会員の異動（平成 19年 3月 31日現在）単位 人 
正会員 賛助会員      会員の種別 

 

推移 

内訳 人数 
本年度 (前年度) 個人 法人 

平成18年4月1日現在     2704 (2688) 3 12 

入会者(新卒・その他） 149   
 入会 

戻り会員（再登録） 12 161 (146)   

資格変更者 
 

132     退会者 

退会者 48 180 (112)  1 2 

物故     11 (18)     

平成１9年３月３１日現在     2674 (2704) 2 10 

注 （ ）内は前年度の人数 
（2）本部事務局役職員の構成（平成１9年３月３１日現在） 
     専務理事          １名 
     事務局長兼事業部長     １名 
     事務局次長         １名 
 

 4,  収支改善計画への取組と今後の課題 

公益法人改革が推進される中で、平成 19年度から新会計基準の導入が必要と
なった。平成 18年度はその準備段階として、会計処理規則の改正準備と新会計
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システムの導入準備を実施した。 
当面の収支対応としては、基本財産などから最大限の運用益と利息収入をあ

げ、会費収入の不足を補ってきた。 
会費収入に関しては、会員の大幅な増加を期待できない現状の下で、現状維

持を図り、未納会費の納入促進を図る努力を実施した。 
今後の財政的な課題は、公益法人改革の動きとも絡んで検討が必要である。

会費収入額以上の基本財産等の運用益を必要とする収益体質の改善が求められ

る。支出面では、人件費の削減を図る事が求められ、抜本的な検討が求められ

る。 
   



一般会計　
１．収支計算書

   （単位： 円）

Ⅰ収入の部
１．基本財産運用収入

　　　基本財産利息収入 15,423,000 17,184,197 △ 1,761,197

２．会費・入会金収入

　　　会費収入 12,480,000 11,195,920 1,284,080

　　　賛助会費収入 678,000 669,200 8,800

　　　入会金収入 140,000 141,000 △ 1,000

３．雑収入

広告料 700,000 581,000 119,000

受取利息 0 8,300 △ 8,300 運用財産の利息

雑収入 200,000 265,000 △ 65,000

４．特定預金取崩収入

修繕積立預金取崩収入 215,188 312,119 △ 96,931

　　神戸ﾊﾟｿｺﾝ代
　　本部ﾊﾟｿｺﾝ修理代
　　横浜ﾌﾟﾘﾝﾀｰ代
　　本部ﾊﾟｿｺﾝ代

　 当期収入合計（Ａ） 29,836,188 30,356,736 △ 520,548

　 前期繰越収支差額 6,109,496 6,109,496 0

　 収入合計　　（Ｂ） 35,945,684 36,466,232 △ 520,548

Ⅱ支出の部

１．事業費

給料手当 7,688,000 7,806,456 △ 118,456

福利厚生費 584,000 580,085 3,915

会議費 725,000 573,064 151,936

旅費交通費 575,000 592,140 △ 17,140

通信運搬費 1,223,000 1,107,172 115,828

印刷製本費 2,225,000 2,526,485 △ 301,485

後援費 480,000 369,265 110,735

機器賃借料 13,000 12,726 274

諸謝金 140,000 126,000 14,000

租税公課 150,000 137,100 12,900 神戸支部

賃借料 400,000 399,600 400 横浜支部
共益費 520,000 569,759 △ 49,759

機器保守料 184,000 184,388 △ 388
ﾊﾟｿｺﾝ修理代84,388円
含

雑費 200,000 217,976 △ 17,976

　　事　業　費　計 15,107,000 15,202,216 △95,216
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Ⅱ　平成18年度収支決算報告

科　　目 予算額 差異 備　　考決算額
平成18年４月１日から平成19年３月３１日まで



２．管理費

役員報酬 7,323,000 7,344,000 △ 21,000

給料手当 6,176,000 6,196,840 △ 20,840

福利厚生費 1,161,000 1,076,852 84,148

会議費 100,000 171,001 △ 71,001

旅費交通費 600,000 883,650 △ 283,650

通信運搬費 500,000 592,595 △ 92,595

消耗什器備品費 130,800 130,800 0
修繕積立預金取崩
神戸支部ﾊﾟｿｺﾝ代

消耗品費 110,000 187,920 △ 77,920
修繕積立預金取崩、横
浜支部プリンター代及び
本部ﾊﾟｿｺﾝ代1台含

印刷製本費 120,000 117,211 2,789

光熱水料費 110,000 140,359 △ 30,359

共益費 820,000 816,508 3,492

諸謝金 590,000 568,524 21,476

租税公課 770,000 746,500 23,500 本部

火災保険料 10,000 9,540 460 神戸支部

負担金 195,000 195,000 0

雑費 650,000 706,598 △ 56,598

　　管　理　費　計 19,365,800 19,883,898 △518,098

3．特定預金支出

　　退職給与引当預金支出 489,000 489,000 0

4．予備費 500,000 0 500,000

　　当期支出合計（Ｃ） 35,461,800 35,575,114 △ 113,314

    当期収支差額

      （Ａ）－（Ｃ） △ 5,625,612 △ 5,218,378 △ 407,234

    次期繰越収支差額

　     （Ｂ）－（Ｃ） 483,884 891,118 △ 407,234
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科　　目 予算額 差異 備　　考決算額



科   　  目

Ⅰ　増加の部
　　１．資産増加額
　　　退職給与引当預金増加額 489,000 489,000

     2.  負債減少額
0 0

　　　　　増加額合計 489,000

Ⅱ　減少の部
　　１．資産減少額
　　　 当期収支差額 5,218,378
　　　 建物減価償却額 1,648,253
　　　 什器備品減価償却額 207,395
       修繕積立預金取崩額 312,119 7,386,145

　  ２．負債増加額
　　　 退職給与引当金繰入額 489,000 489,000

　　　　　減少額合計 7,875,145

当期正味財産減少額 △ 7,386,145

前期繰越正味財産額 435,762,440

期末正味財産合計額 428,376,295
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2　一般会計正味財産増減計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：　円）
金  　　 額



科　　目

Ⅰ　資産の部
　　（１）流動資産
　　　　　現金 120,185
　　　　　普通預金 942,818
　　　　　郵便貯金 65,688
　　　　　郵便振替貯金 179,220
　　　　　　　流動資産合計（Ａ） 1,307,911

　　（２）固定資産
　　　１．基本財産　　
　　　　　有価証券 319,980,500
         　郵便貯金 834,080
　　　　　　基本財産合計 320,814,580
　　　２．その他の固定資産
　　　　1．土地 61,976,936
　　　　2．建物 41,726,834
　　　　3．什器備品 577,087
　　　　4．退職給与引当預金 4,548,000
　　　　5．修繕積立預金 2,389,740
　　　　その他の固定資産合計 111,218,597
　　　　　　　固定資産合計（Ｂ） 432,033,177
　　　　　　　資産合計（C=Ａ＋Ｂ） 433,341,088
　　　　　

Ⅱ　負債の部
　　（１）流動負債
　　　　預り金 251,869
　　　　未払金 164,924
　　　　流動負債合計（Ｄ） 416,793

　　（２）固定負債
　　　　退職給与引当金 4,548,000
　　　　固定負債合計（Ｅ） 4,548,000
　　　　負債合計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ） 4,964,793

Ⅲ　正味財産の部
　　　　正味財産（Ｇ＝Ｃ－Ｆ） 428,376,295
        （うち基本財産） (320,814,580)
        （うち当期正味財産減少額） (7,386,145)
        負債及び正味財産合計（Ｈ）

　　　  （Ｈ＝Ｆ＋Ｇ）
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3. 　一般会計貸借対照表　　　　　　　
平成19年3月31日現在

（単位：　　円）
金　　　額

433,341,088



一般会計　計算書類に対する注記
１　重要な会計方針

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
有価証券 299,980,500 20,000,000 319,980,500
普通預金 20,000,000 20,000,000 0

　　　　　　郵便貯金 834,080 0 0 834,080
合　　計 320,814,580 20,000,000 20,000,000 320,814,580

(単位： 円）
科　目 平成17年度残高平成18年度残高

現金、預金 6,476,433 1,307,911
合　計　　 6,476,433 1,307,911

預り金 366,937 251,869
未払金 0 164,924

合　計　　 366,937 416,793
次期繰越収支差額 6,109,496 891,118

(単位： 円）
科　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建　物（神戸） 7,435,000 4,052,430 3,382,570
建　物（本部） 42,372,630 4,028,366 38,344,264

什器備品 1,706,838 1,129,751 577,087
合　計 51,514,468 9,210,547 42,303,921
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5　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

2　基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。
（単位： 円）

3　担保に供している資産はない。

4　次期繰越収支差額内容は次のとおりである。

　　　　　　資金の範囲には、現金預金・未払金・預り金を含めることにしている。なお前期末
　　　　　　及び当期末残高は、下記４に記載するとおりである。

　　　　　　建物及び什器備品…定率法よる減価償却を実施している。
　　　（３）引当金の計上基準について
　　　　　　退職給与引当金…期末退職給与の要支給額の４０％に相当する額を計上している。
　　　（４）資金の範囲について

　　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法について
            投資有価証券…取得価格による原価基準を採用している。
　　　（２）固定資産の減価償却について

 

修繕積立預金取崩内訳 

平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日 

  取崩月日 支払日 使用目的 
金 額 

円 
使用場所 

事業費/

管理費 
科目名 

1 H18.5.31 4 月 10 日 神戸支部ﾊﾟｿｺﾝ 1 台 130,800 神戸支部 管理費 消耗什器備品費 

2 H18.5.31 5 月 31 日 本部 LP9000 修理代 84,388 本部 事業費 機器保守料 

3 H18.8.22 7 月 12 日 横浜支部ﾌﾟﾘﾝﾀ 1 台 16,451 横浜支部 管理費 消耗品費 

4 H18.10.11 10 月 11 日 本部ﾊﾟｿｺﾝ 1 台 80,480 本部 管理費 消耗品費 

         

    312,119    



科　　　目
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　現金、預金
　〔１〕現金
　　小口現金　手許有高　本部 71,278
　　小口現金　手許有高　神戸支部 23,433
　　小口現金　手許有高　横浜支部 25,474

　〔２〕普通預金
　　みずほ銀行麹町支店 125,252
　　みずほ銀行　虎ノ門支店 492,507
　　 三菱東京ＵＦＪ銀行　麹町中央支店 262,698
　　三菱UFJ信託銀行　本店 3,976
　　三井住友銀行　神戸営業部 45,800
　　横浜銀行県庁支店 12,585
　
　〔３〕郵便貯金
　　神田南神保町郵便局 65,688

　〔４〕郵便振替貯金
　　東京貯金事務センター 179,220

流動資産合計 1,307,911

　２．固定資産
　〔１〕基本財産
　　　ﾌｨンランド地方金融公社債
　　　みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 97,000,000
　　　ﾉﾙｳｴｰ輸出金融公社債
      みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 20,000,000
　　　兵庫県平成１６年度第10回公募公債
　　　三菱UFJ証券 2,980,500
　　　三菱UFJｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ債
  　　三菱UFJ証券 100,000,000
　  ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ・為替リンク債
　　 三菱UFJ証券 100,000,000
　　郵便貯金(神田南神保町郵便局） 834,080

基本財産合計 320,814,580

　〔２〕その他の固定資産
　   土地　神戸市中央区浜辺通４ 15,056,936
　   土地　千代田区神田神保町二丁目2番34 46,920,000
  　建物　神戸市中央区浜辺通４（専有床面積42.25㎡） 3,382,570
     建物　千代田区神田神保町2丁目2番34-10 8Ｆ

                       （専有床面積129.74㎡） 38,344,264
　什器備品（エプソン複合機他4点） 577,087
　定額貯金（退職給与引当預金）神田南神保町郵便局 4,548,000
　三菱東京ＵＦＪ銀行神保町普通預金（修繕積立預金） 2,389,740

111,218,597
固定資産合計 432,033,177
資産合計（Ａ） 433,341,088

Ⅱ　負債の部
　　１．流動負債
　　　　預り金（所得税、社会保険料他） 251,869
　　　　未払金（社会保険料） 164,924

流動負債合計 416,793

　　２．固定負債
　　　　退職給与引当金 4,548,000

固定負債合計 4,548,000
負債合計（Ｂ）  4,964,793

             正味財産合計（Ａ）－（Ｂ） 428,376,295
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４　一般会計財産目録
平成19年3月31日現在

（単位：　円）
金　　　　額



特別会計

（単位：円）　　

Ⅰ　収入の部
1.研修貸付基金取崩収入 9,000,000 0 9,000,000
2.研修貸付金返還収入 700,000 700,000 0 貸付金返金額

3.雑収入 0
　　　　受取利息 5,255,000 5,501,403 △ 246,403

0
当期収入合計（Ａ） 14,955,000 6,201,403 8,753,597
前期繰越収支差額 38,949,043 38,949,043 0
収入合計　　　（Ｂ） 53,904,043 45,150,446 8,753,597

Ⅱ　支出の部
1.研修貸付金
　　　　研修貸付金支出 9,000,000 0 9,000,000
2.事業費

給料手当 5,298,000 5,297,520 480
福利厚生費 30,000 27,886 2,114
会議費 300,000 132,873 167,127
旅費交通費 570,000 379,730 190,270
通信運搬費 150,000 8,622 141,378
印刷製本費 250,000 138,075 111,925
雑費 205,000 102,415 102,585

事業費計 6,803,000 6,087,121 715,879

3.管理費
消耗品費 30,000 13,280 16,720
光熱水料費 110,000 105,812 4,188
印刷製本費 50,000 35,100 14,900
共益費 763,000 762,930 70
雑費 200,000 133,220 66,780

管理費計 1,153,000 1,050,342 102,658

4.特定預金支出
　　　退職給与引当預金支出 114,000 114,000 0

5.研修貸付金戻入支出

　　　研修貸付金戻入支出 700,000 700,000 0
研修費返金分を研修
貸付基金へ戻し入れ

当期支出合計（Ｃ） 17,770,000 7,951,463 9,818,537
   当期収支差額

   　　（Ａ）－（Ｃ） △ 2,815,000 △ 1,750,060 △ 1,064,940
　次期繰越収支差額
　  　　    （Ｂ）－（Ｃ） 36,134,043 37,198,983 △ 1,064,940
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１．乗船研修貸付金事業収支計算書
平成18年4月１日から平成19年3月31日まで

科　　目 予算額 決算額 差異 備　　考



科   　  目

Ⅰ　増加の部
　　１．資産増加額
　　　　退職給与引当預金増加額 114,000
　　　　研修貸付基金増加額 700,000 814,000

     2.  負債減少額
0 0

　　　　　増加額合計 814,000

Ⅱ　減少の部
　　　１．資産減少額
　　　　当期収支差額 1,750,060
　　　　　　投資有価証券売却損(  償還の為） 3,240,000
　　　　貸与中貸付基金減少額 700,000 5,690,060

　　　２．負債増加額
　　　　退職給与引当金繰入額 114,000 114,000
　　　　　減少額合計 5,804,060

             当期正味財産減少額 △ 4,990,060

　　　　　　前期繰越正味財産額 138,949,043

　　　　　　期末正味財産合計額 133,958,983
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2　乗船研修貸付金事業正味財産増減計算書
平成18年4月１日から平成19年3月31日まで

（単位：　円）
金  　　 額



科　　目

Ⅰ　資産の部
　　（１）流動資産
　　　　　現金 14,754
　　　　　普通預金 17,918,029
　　　　　郵便振替貯金 0
　　　　　有価証券 19,421,600
　　　　　　　流動資産合計（Ａ） 37,354,383

　　（２）固定資産
　　　その他の固定資産
　　　　　1．研修貸付基金（普通預金） 2,010,000
　　　　　2．研修貸付基金（有価証券） 94,750,000
　　　　　3．研修貸付基金（貸与中研修貸付金） 0
　　　　　4．退職給与引当預金 277,000
　　　　　　　その他の固定資産合計 97,037,000
　　　　　　　固定資産合計（Ｂ） 97,037,000
　　　　　　　資産合計（C=Ａ＋Ｂ） 134,391,383
　　　　　

Ⅱ　負債の部
　　（１）流動負債
　　　　預り金 155,400
　　　　流動負債合計（Ｄ） 155,400

　　（２）固定負債
　　　　退職給与引当金 277,000
　　　　固定負債合計（Ｅ） 277,000
　　　　負債合計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ） 432,400

Ⅲ　正味財産の部
　　　　正味財産（Ｇ＝Ｃ－Ｆ） 133,958,983
         （うち当期正味財産減少額） (4,990,060)
　　　　負債及び正味財産合計（Ｈ）

　　　　　　　（Ｈ＝Ｆ＋Ｇ）
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134,391,383

3. 　乗船研修貸付金事業貸借対照表　　　　　　　
平成19年3月31日現在

（単位：　　円）
金　　　額



乗船研修貸付金事業計算書類に対する注記
１　重要な会計方針

(単位： 円）
科　目 平成17年度残高平成18年度残高

現金、預金 19,607,240 17,932,783
有価証券 19,421,600 19,421,600
合　計　　 39,028,840 37,354,383

預り金 79,797 155,400

合　計　　 79,797 155,400
次期繰越収支差額 38,949,043 37,198,983
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２　担保に供している資産はない。

３　次期繰越収支差額内容は次のとおりである。

　　　　　　退職給与引当金…期末退職給与の要支給額の４０％に相当する額を計上している。
　　　（３）資金の範囲について
　　　　　　資金の範囲には、現金預金・有価証券・預り金を含めることにしている。

　　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法について
            投資有価証券…取得価格による原価基準を採用している。
　　　（２）引当金の計上基準について



科　　　目
Ⅰ　資産の部
　　１．流動資産
　　　　現金、預金
　　　　〔1〕現金
　　　　　　小口現金　手許有高　本部 14,754

　　　　〔2〕普通預金
　　　　　　みずほ銀行　虎ノ門支店 17,918,029
　
　　　　〔3〕郵便振替貯金
　　　　　　東京貯金事務センター 0

　　　　〔4〕有価証券
　　　　　　　みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ株式
       　　　　みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 5,000,000

2/16　5%ﾏｯｺｰﾘｰ償還株
券で戻り分売却損は含ま
ず（貸付基金有価証券に
まとめる）

　　　　　　   ﾊﾟﾄﾅﾑ・ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ・ﾌｧﾝﾄﾞ
               

14,421,600
　　　　　　流動資産合計 37,354,383

　　２．固定資産
　　　　〔1〕その他の固定資産
　　　　　　　   研修貸付基金（みずほ銀行虎ノ門普通預金） 2,010,000

　　　　　 研修貸付基金

　　　　　　  （みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰプ株式）

             みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券

42,250,000

2/16　5%ﾏｯｺｰﾘｰ償還株
券で戻分45,490,000(取
得価格）　　流動資産有
価証券分5,000,000円の
売却損を含む

　　　　　　研修貸付基金
              （ﾍﾞｱｽﾀｰﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ｾｯﾄ債）

52,500,000

　　　　　　　　退職給与引当預金（定額貯金）
             　　　神田南神保町郵便局

277,000

　　　　　　その他の固定資産合計 97,037,000
固定資産合計 97,037,000
資産合計（A） 134,391,383

Ⅱ　負債の部
　　１．流動負債
　　　　預り金（所得税） 155,400

流動負債合計 155,400

　　２．固定負債
　　　　退職給与引当金 277,000

固定負債合計 277,000
負債合計（Ｂ） 432,400

正味財産合計（Ａ）－（Ｂ） 133,958,983
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（単位：　円）
金　　　　額

平成19年3月31日現在
４　乗船研修貸付金事業財産目録



総括表

（単位：円）　　

Ⅰ収入の部
1．基本財産運用収入 17,184,197
　　　　基本財産利息収入 17,184,197 0
2.会費･入会金収入 12,006,120
　　　　正会員会費収入 11,195,920 0
　　　　賛助会員会費収入 669,200 0
　　　　入会金収入 141,000 0
3．雑収入 6,355,703

広告料 581,000 0
受取利息 8,300 5,501,403
雑収入 265,000 0

4．研修貸付金返還収入 700,000 0 700,000

5．特定預金取崩収入
　　　修繕積立預金取崩収入 312,119 312,119 0

当期収入合計（Ａ） 36,558,139 30,356,736 6,201,403
前期繰越収支差額 45,058,539 6,109,496 38,949,043
収入合計　　　（Ｂ） 81,616,678 36,466,232 45,150,446

Ⅱ支出の部
1．事業費 21,289,337

15,202,216 6,087,121
2．管理費 20,934,240

19,883,898 1,050,342
3．特定預金支出 603,000
　　　　　退職給与引当預金支出 489,000 114,000
4．研修貸付金戻入支出 700,000

　　　　　研修貸付金戻入支出 0 700,000 研修費返金分を研修貸
付基金へ戻し入れ

　　当期支出合計　　　（Ｃ） 43,526,577 35,575,114 7,951,463
　　当期収支差額　　　（Ａ）-（Ｃ） △ 6,968,438 △ 5,218,378 △ 1,750,060
　　次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 38,090,101 891,118 37,198,983
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1 収支計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科　　目 合　計 一般会計 特別会計



科   　  目 合　計 一般会計 特別会計

Ⅰ　増加の部
　　１．資産増加額
　　　　退職給与引当預金増加額 603,000 489,000 114,000
　　　　研修貸付基金増加額 700,000 0 700,000

     2.  負債減少額 0 0 0

　　　　　増加額合計 1,303,000 489,000 814,000

Ⅱ　減少の部
　　　１．資産減少額
　　　　　当期収支差額 6,968,438 5,218,378 1,750,060
　　　　　 投資有価証券売却損（償還の為） 3,240,000 0 3,240,000
　　　　　貸与中貸付基金減少額 700,000 0 700,000
　　　　　建物減価償却額 1,648,253 1,648,253 0
　　　　　什器備品減価償却額 207,395 207,395 0
　　　　　修繕積立預金取崩額 312,119 312,119 0

　　　２．負債増加額
　　　　　退職給与引当金繰入額 603,000 489,000 114,000

　　　　　減少額合計 13,679,205 7,875,145 5,804,060

             当期正味財産減少額 △ 12,376,205 △ 7,386,145 △ 4,990,060

　　　　　　前期繰越正味財産額 574,711,483 435,762,440 138,949,043

　　　　　　期末正味財産合計額 562,335,278 428,376,295 133,958,983
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（単位：　円）

2　正味財産増減計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで



科　　目 合　計 一般会計 特別会計

Ⅰ　資産の部
　　（１）流動資産
　　　　　現金 134,939 120,185 14,754
　　　　　普通預金 18,860,847 942,818 17,918,029
　　　　　郵便貯金 65,688 65,688 0
　　　　　郵便振替貯金 179,220 179,220 0
          有価証券 19,421,600 0 19,421,600
　　　　　　　流動資産合計（Ａ） 38,662,294 1,307,911 37,354,383

　　（２）固定資産
　　　１．基本財産　　
　　　　　有価証券 319,980,500 319,980,500 0
         　郵便貯金 834,080 834,080 0
　　　　　　　基本財産合計 320,814,580 320,814,580 0
　　　２．その他の固定資産
　　　　　1．土地 61,976,936 61,976,936 0
　　　　　2．建物 41,726,834 41,726,834 0
　　　　　3．什器備品 577,087 577,087 0
　　　　　4．退職給与引当預金 4,825,000 4,548,000 277,000
　　　　　5．修繕積立預金 2,389,740 2,389,740 0
　　　　　６．研修貸付基金（普通預金） 2,010,000 0 2,010,000
　　　　　７．研修貸付基金（有価証券） 94,750,000 0 94,750,000
　　　　　　　その他の固定資産合計 208,255,597 111,218,597 97,037,000
　　　　　　　固定資産合計（Ｂ） 529,070,177 432,033,177 97,037,000
　　　　　　　資産合計（C=Ａ＋Ｂ） 567,732,471 433,341,088 134,391,383
　　　　　

Ⅱ　負債の部
　　（１）流動負債
　　　　預り金 407,269 251,869 155,400
　　　　未払金 164,924 164,924 0
　　　　流動負債合計（Ｄ） 572,193 416,793 155,400

　　（２）固定負債
　　　　退職給与引当金 4,825,000 4,548,000 277,000

　　　　固定負債合計（Ｅ） 4,825,000 4,548,000 277,000

　　　　負債合計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ） 5,397,193 4,964,793 432,400

Ⅲ　正味財産の部
　　　　正味財産（Ｇ＝Ｃ－Ｆ） 562,335,278 428,376,295 133,958,983
　　　　負債及び正味財産合計（Ｈ）

　　　　　　　（Ｈ＝Ｆ＋Ｇ） 567,732,471 433,341,088 134,391,383
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3. 　貸借対照表総括表　　　　　　　
平成19年3月31日現在

（単位：　　円）
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Ⅲ 平成 19年度事業計画 
 

 本年２月８日、国土交通大臣は、交通政策審議会に「今後の安定的な海上輸

送のあり方について」諮問した。これを受けて開催された海事分科会では、今

後、集中的に審議を進めるため下部に国際海上輸送部会、ヒューマンインフラ

部会を設置することと、本年６月末を目途に中間とりまとめを行うことを決め

た。またこの場に提出された資料によると、両部会にはそれぞれ審議テーマが

明示され、付帯して〈論点の例〉が列記されているが、それらはプラザ合意以

降の日本商船隊、特に日本籍船および日本人船員確保・育成への国家政策的意

義と経過に極めて深く関わるものであり、当事者として真剣に見守っていかな

ければならない。 

 一方、注視すべき課題であった「海洋基本法案」は、与・野党の超党派によ

る議員立法として国会に提出されてきたが、４月２０日の参議院本会議で可決、

成立した。これまで８省庁にまたがっていた海洋政策は、今後、担当大臣を設

け一元化することになるというが､同時に可決された「海洋構築物安全水域設

定法」と共に、わが国の排他的経済水域での権益擁護の課題に傾斜することな

く、海上輸送の安全策など海運に関わる重要課題に、機敏に機能するよう期待

したい。 

 

 本協会は、１９９５年に『全船協・提言』をとりまとめ公表するとともに、

わが国海運産業と自国籍船員の未来像を、グローバルな長期展望に立つ国家政

策として確立するよう一貫して求めてきた。それは、国土交通大臣が上記の諮

問に示した認識とほぼ同義の立場にあるが、同時にわが国に特異な２００７年

問題といわれる世代交代と顕著な少子化傾向などをマクロにとらえ、日本国民

が将来にわたって携わっていくことを望む魅力ある成長産業へと発展させる

必然性があるからに他ならない。本協会は、この立場を堅持しつつ、これら政

治、政策の対応を注視していく。 

 さらに、本協会のスタンスで捉えると、「国際船舶制度における日本人船・

機長配乗要件撤廃」などの方向は、国際船舶制度設立の経緯からいっても相当

の危機感を持って見極めなければならないのは当然であり、新外航海運政策検

討会が示した「今後の外航海運政策」に基軸をおく余り、トン数標準税制の導

入のための障害除去へと倭小化することはあってはならないと考える。また、

この３月末に一応の取りまとめを行った「船員教育のあり方に関する検討会」

の指向性と、大臣が求めた諮問の内容は､政策整合性としては極めて分りづら

く、この検討会の経過を辿ると、政策検討の基盤としての教育問題を俯瞰的立

場で審議したとは思えない。本協会は政策提言の趣旨に立ち返り、更に現状に

即した提言の補強なども視野に入れつつ、誇りある海技者の未来を求めて、会

員、関係諸団体と共に活動を進める。 

 

 商船高専五校にあっては、独立行政法人化以降、学内に外部有識者からなる

諮問会議等の設置や、機関別認証の試行的評価を受審するなど、教育法人とし
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ての確固たる発展に向けて努力を続けている。昨年４月には文部科学省の現代

的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）に、「海事技術者のキャリア育成

プログラム（サブタイトル・強い職業意識と高い職業能力を備えた海事技術者

の育成）」をテーマに応募し、７月末に難関を突破し採択された。これは、五

校の商船学科が携わる初めての協同学習であり、高く評価できるチャレンジで

ある。本協会は、昨年度事業方針に基づき、既にこの学習体制の導入に協力し

てきているが、本年度は五校の教育改革事業と位置付け、必要とする内部体制

の強化を図り、積極的に支援の取組みを進める。同時に、昨年来の懸案である

反対職４級海技資格取得や、３級水先人資格への挑戦といった新規卒業会員へ

の諸課題も継続している。本年度も五校長連絡会議、商船高専振興協議会を開

催するなど意思の統一を図りつつ対応していく。 

 五商船高専に関わる最大の課題は、昨年９月、独立行政法人・国立高等専門

学校機構が公表した「国立高専の整備について～新たな飛躍を目指して～」な

る提言を受けた統合・合併問題である。既に富山商船高専は、富山工業高専と

統合に関する協議のテーブルに着き、委員会を設置し検討を進めている。他校

にあっても機構より具体的な要請を受けて検討体制を模索しているという。本

協会は、商船高専が国立高専の中で船舶職員教育を中心に据えた伝統ある学校

であることをベースに、地域密着型ではない商船学科の削減は、国家の未来に

禍根を残すという基本認識の下で、目下の政策課題をも念頭に、この難問に挑

まなければならない。 

 

 本協会は、海技資格・資質を保有し、船舶職員としての就職を求める若年会

員を対象にコースタル部門の乗船研修制度を立ち上げ、活動を進めてきている。

しかし内航活性化三法の施行により一気に顕在化したコースタル部門現場の

労働力不足は、わが国全般に及ぶ自国人船員の枯渇傾向の中で、事業主をして

新人の獲得へと走らせる現象を呼び起こし、その結果、この事業の需要は減少

傾向にある。本協会は、コースタル現場こそ、わが国将来の船員制度、船員組

織像のモデルでなければならないとの立場を堅持し、真に船舶職員の路を希求

する若年会員のため、更に積極的に活動を進める。 

 また、水先人制度の大改革が会員の将来像に与える影響は、極めて大きい。

特に若年会員にとっては新たな挑戦の選択肢となりうる。本協会は、制度全般

の変化に対応し水先人供給団体としての役割を着実に果たしていく。 

 

 前年度事業計画として確認された「無料船員職業紹介事業」設置の取り組み

は、定款の改正を伴うなど幾多の問題指摘を受け、昨年度内に結論に達し得な

かった。本協会は会員の職種・職能の全階層にわたるウオーター・フロント全

般の需給状況を見極めつつ、会員二－ズに応え成果を上げられるよう、この通

常総会において定款改正の決議を求め、この事業を制度化した上で活動を推進

する。 

 

 全日本海員組合と共に立ち上げたＮＰＯ法人「ＳＥＩＬＡ」への取組みにつ

いては、海技者ＯＢにとって、自らの知識と経験を生かし真に社会的貢献の場

となりうるよう、ＮＰＯ本来の取り組み課題の構築と実践のため、関係者のー
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致した理解と協力の下で努力していくことが肝要であり、その立場を堅持して

参加を続ける。 

 

 「公益法人」と総称される本協会組織などのあり方を大きく変える改革関連

三法が制定された。内外の社会経済情勢の変化に伴って、民間団体が自発的に

行う公益を目的とする事業の実施が、公益の増進のために重要となっていると

の認識によるものであるが、肝心な公益性の認定システムについては、この４

月、公益認定等委員会令に定める組織が発足し総理大臣諮問を受けて審議に入

ったところで、未だ全体像には立ち至っていない。本協会は、取り巻く社会環

境の悪化や社会的格差の広がりの中、公共的な役割を担える非営利組織へと発

展を遂げるため、これらの推移を注視しつつ、すでに緒についた「乗船研修制

度」の一層の拡充、新水先制度の下での新規挑戦者支援､無料船員職業紹介事

業の実現などに加え、この事業計画の下、今後とも会員の声を集約して、「公

益社団法人」としての存続に向けて果敢な挑戦を続けなければならない。 

 

 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せが公表さ

れ、現行の会計基準の全面的改正が行われることとなった。これを受けて本協

会は、「公益法人会計基準に関する実務指針」の内容が現行基準に比し相当の

検討細目を示していることを受け、昨年度は先ず決算処理を新旧両基準によっ

て実施し、その間慎重に内部検討を進めてきたが、本年度は、会計処理規則の

改正を計った上で、完全に移行することとする。 

 

１、海事に関する調査研究 

 交通政策審議会・海事分科会に設置された国際海上輸送部会、ヒューマンイ

ンフラ部会にあっては、両部会の審議事項を区分しつつ、広範にわたる論点課

題について検討を進めている。しかしその諸課題は、過去２０年に亘り強烈に

進められてきた脱日本籍船・脱日本人船員政策に由って立つ、取り返しが極め

て困難な現状認識の整合から取り組まざるを得ず、関係各側の真摯な姿勢が強

く望まれる。また両部会における審議が導き出す結論は、わが国の高度成長期

以降の海運政策にあって、一貫して求められながら常に消化不良を繰り返して

きた政策主課題そのものであって、相当な危機感を伴うものと予測される。 

 本協会は、具体的な実践の方向が示され官民一体となった政策達成への取組

みが緒につくよう希求すると共に、特に自国海技者の確保・育成のテーマに対

しては、生き甲斐のあるライフステージを示し、決して点ではなく、船員諸制

度並びに法規制の下での未来像を明らかにするよう望みたい。日本人船員を排

除し、その上に受け入れないという閉鎖的環境の下では真の問題解決の方途は

開かれない。 

本協会は、このような認識に立って、海事分科会の審議経過を見守ると同時に、

必要であれば『全船協・提言』を補強するなどして積極的に取り組む。 

 

2、船舶職員の後継者対策 

 ①本協会は、ワン・ギャング日本人船員が配乗され、ＯＪＴが高く機能し若

者を育てる風土を残す先鋭的なコースタル部門を対象に、需給ミスマッチの解
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消に貢献し業界の発展に寄与することを目的として、入職を希望する若年船員

を送り込むための乗船研修制度を事業化し取り組んできた。コースタル部門の

現状は既に指摘した通りだが、この分野で海陸にわたって広範に活躍する会員

は多く、この事業の副次的効果も極めて大きい。よって効率的な体制の発展を

期して取組みを進める。 

 ②商船高専五校の将来像の構築は、本協会に課せられた重要な使命である。

「船員教育のあり方に関する検討会」の審議経緯は、期待に反し船舶職員教育

機関としての国家的将来像を示すものとはなっていない。本協会は、五校が国

立高等専門学校機構の横断的教育課題との調和のもとで、船舶職員教育の質の

向上を図り、教育法人としての一層の発展を達成するよう取り組みを強化する。 

 また、この前提に立ち本年度以降の最大の課題である五商船高専の統合・合

併問題に取り組まなければならないが、予想される展望は、単に同一県内にお

ける国立高専間の検討テーマであるだけではなく、多様・多数の組合せへの発

展も模索されており、既に計画の検討も進められつつある。本協会は船舶職員

教育の国家的課題としての検討と併せ、その存続と発展の未来像を求めるため、

必要の都度「校長懇談会」等を開催するとともに、顧問である五校同窓会長と

膝を交えての懇談を企画し、多角的な意見を求めることとする。 

 「現代ＧＰ」への支援策として本協会に求められている課題の中で、既に海

運企業でのインターンシップの充実については、関係団体への働きかけを進め

ているが現役船舶職員講演会、海運企業見学などについては、その具体化が望

まれる。その対応策として内部に若手会員で構成する「職業意識育成検討会」

を設置し、五校と一体となって取り組むこととする。 

 さらに、コースタル部門を前提とする両用資格制度の導入、新水先人制度へ

の挑戦の体制強化などは、早急の結論が望まれている。これらも重要な後継者

の課題として関係者一体となって取り組んでいく。 

 

3、季刊「全船協」の発刊 

 機関誌「全船協」の果たす効果は依然として大きい。編集委員会を中心に据

えた役員等の努力により、多彩な紙面に発展し続けているし、ホームページの

充実と相まって在野史家からの貴重な資料が寄せられるなどの効果を踏まえ、

今後とも会員、関係者の期待に応え得る努力を傾注するとともに、商船高専の

将来ビジョンに踏み込む問題提起などにも取り掛かることとする。本協会は機

関誌の担い手が常に会員であり、その積極的参加が評価の前提であることを常

に意識し、会員の現実的な意見開示の場として、年３季の発行を継続する。 

 

4、研究会等の開催 

 

 先の「船員教育のあり方に関する検討会」の議事経過を辿ると、日本人船員

の教育、更に確保・育成といった重要課題に対するわが国外航海運部門とコー

スタル部門間の現実的ニーズには極めて乖離が大きい。この埋め尽くし難い構

造的な深部に国家は、どのような解決策を見出すのであろうか。 

 本協会は、このような危惧の下で、自国船員の教育の水準と規模、資質、将

来展望などについて、どのような指針が示されるのかを注視し続けなければな
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らない。 

 本協会をはじめ海技者諸団体の存在の意義と、置かれている現状は、本質的

には海洋国日本の未来に関わる国民の生活基盤に密着する事業であるにも拘

らず、民族的にはほとんど脚光を浴びないというところではないであろうか。

しかし、そのような場にあろうと、海事政策は常に国家としての第一義的課題

であり、海技者集団として研究し検討を加えるテーマは山積している。日常的

には常務理事会を中心に各種委員会の活動と連携しつつ議論を積み上げ、関係

団体との連携を深めるなどのほか、必要な場合は提言の補強など、広く問題提

起を行い検討の場を設ける。 

 公益法人制度改革への取組みについては、日本人船員の確保・育成に関わる

事業そのものが公益事業との立場を明確にし、挑戦を続けていくが、必要な場

合は内部に研究組織を立ち上げ、関係団体と連携しつつ取り組むこととする。 

 

5、会員の親睦と表彰 

 ①通常総会の終了後、各界ご出席者と共に懇親会を開催する。 

 ②本協会の規則に則り功労者の表彰を執り行う。 

 ③本協会会員の親睦を目的とする本・支部会館の運営について検討する。 

 

6、その他、本協会の目的を推進するための必要な事業 

 ①海事関係諸団体との連携・交流 

 海事関係諸団体は、水先特別会費制度の１８年度末廃止に伴う統・廃合を受

け、更には公益法人制度の抜本改革論議の渦中にあり、組織の未来像構築に苦

渋している。だが、各法人がわが国海運と海技の基盤強化に重要な役割を担っ

てきたことは明らかであり、存続法人の任務は極めて大きい。この認識に立っ

て本協会は、存続の方向にある各団体との連携を強め、従来通り各団体の理事

会、評議員会、各種委員会に積極的に参加し、新たな連帯基盤の構築に努める。 

 ②会員組織活性化の推進 

 本協会の維持・発展のためには、会員各組織の活性化は欠かせない条件であ

る。よって真の中央組織としての役割を担うため、会員相互の連携・意思疎通

を図りつつ次の諸活動を強化する。なお会員情報は個人情報保護法を遵守し連

正に扱う。 

  ・支部組織の強化と、役割の充実 

  ・企業内世話入会の維持・活性化 

  ・各校同窓会組織との連携の一層の強化 

  ・福利厚生事業の推進検討 

  ・会員との情報交換強化のための IT化など連絡手段の検討 

  ・各校出身船舶職員との交流強化 

 ③その他 

 既に設置している各種委員会の活用のほか､状況の変化に備え柔軟な組織運

営を図る。また定款変更により位置付けが明確となる常務理事会の効率的運用

に努める。 

 

7、臨時事業 
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 前年度臨時事業として決定を見た「本協会の会員を対象に無料の船員職業紹

介事業を行う」方針については、国土交通大臣の許可を得るための手続き上、

定款の一部改正が求められることとなった。この手続きにつき本総会にて議決

が得られれば、直ちに事業化することとなるが、この事業に関わる運用細目等

の決定は総会議決の範囲において常務理事会に一任する。 

 

 



一般会計

（単位：円）　

科  目 予算額 前年度予算額 増減 備　考

Ⅰ　事業活動収支の部

  １．事業活動収入

       ① 基本財産運用収入

          基本財産利息収入 14,960,000 15,423,000 △ 463,000

       ② 会  費  収  入

          正会員会費収入 12,000,000 12,480,000 △ 480,000

          賛助会員会費収入 529,000 678,000 △ 149,000

          入 会 金 収 入 140,000 140,000 0

       ③雑    収    入

          広 告 料 収 入 550,000 700,000 △ 150,000

          受取利 息 収入 5,000 0 5,000

          雑    収    入 250,000 200,000 50,000

        事業活動収入計 28,434,000 29,621,000 △ 1,187,000

  ２．事業活動支出

   　 ①事 業 費 支 出

          給料手 当 支出 7,059,000 7,688,000 △ 629,000

          福利厚生費支出 501,000 584,000 △ 83,000

          会 議 費 支 出 560,000 725,000 △ 165,000

          旅費交通費支出 597,200 575,000 22,200

          通信運搬費支出 1,116,000 1,223,000 △ 107,000

          後 援 費 支 出 480,000 480,000 0

          印刷製本費支出 2,305,000 2,225,000 80,000

          機器賃借料支出 36,000 13,000 23,000 神戸支部

          賃 借 料 支 出 400,000 400,000 0 横浜支部

          共 益 費 支 出 570,000 520,000 50,000

          諸 謝 金 支 出 130,000 140,000 △ 10,000

          租税公 課 支出 140,000 150,000 △ 10,000

          機器保守料支出 30,000 184,000 △ 154,000

          雑    支    出 238,000 200,000 38,000

   　　　事 業 費 支 出計 14,162,200 15,107,000 △ 944,800

Ⅳ　平成１９年度収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
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一般会計

科  目 予算額 前年度予算額 増減 備　考

   　 ② 管 理 費 支 出

          役員報 酬 支出 3,363,000 7,323,000 △ 3,960,000

          給料手 当 支出 4,418,000 6,176,000 △ 1,758,000

          福利厚生費支出 770,000 1,161,000 △ 391,000

          会 議 費 支 出 150,000 100,000 50,000

          旅費交通費支出 760,000 600,000 160,000

          通信運搬費支出 550,000 500,000 50,000

          消耗什器備品費支出 0 130,800 △ 130,800

          消耗品 費 支出 150,000 110,000 40,000

          印刷製本費支出 120,000 120,000 0

          光熱水料費支出 140,000 110,000 30,000

          共 益 費 支 出 815,000 820,000 △ 5,000

          保 険 料 支 出 10,000 10,000 0

          諸 謝 金 支 出 570,000 590,000 △ 20,000

          租税公 課 支出 747,000 770,000 △ 23,000

          負 担 金 支 出 95,000 195,000 △ 100,000

          修繕費 支 出 97,296 0 97,296
神戸支部空調工事
6ヵ月分/36ヶ月

          雑    支    出 700,000 650,000 50,000

     　　 管 理 費 支出計 13,455,296 19,365,800 △ 5,910,504

        事業活動支出計 27,617,496 34,472,800 △ 6,855,304

          事業活動収支差額 816,504 △ 4,851,800 5,668,304

Ⅱ　投資活動収支の部

  １．投資活動収入

       ①特定資産取崩収入

          修繕積立預金取崩収入 97,296 215,188 △ 117,892
神戸支部空調工事
6ヵ月分/36ヶ月

        投資活動収入計 97,296 215,188 △ 117,892

  ２．投資活動支出

       ① 退職給付引当預金支出 1,144,000 489,000 655,000

        投資活動支出計 1,144,000 489,000 655,000

          投資活動収支差額 △ 1,046,704 △ 273,812 △ 772,892

Ⅲ　財務活動収支の部

  １．財務活動収入

        財務活動収入計 0 0 0

  ２．財務活動支出

        財務活動支出計 0 0 0

          財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ予備費支出 500,000 500,000 0

        当期収支差額 △ 730,200 △ 5,625,612 4,895,412

        前期繰越収支差額 891,118 6,109,496 △ 5,218,378

        次期繰越収支差額 160,918 483,884 △ 322,966

　　　 2.短期借入金限度額：10,000,000円

(注） 1.収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」

　　　　（平成17年3月23日　公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議

　　　　幹事会申合わせ）に示された3区分の様式により作成している。
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特別会計乗船研修貸付金事業

（単位：円）　
科  目 予算額 前年度予算額 増減 備　考

Ⅰ　事業活動収支の部

  １．事業活動収入

       ① 事  業  収  入

          研修貸付金返還収入 0 700,000 △ 700,000

        ②雑    収    入

          受取利 息 収入 4,701,000 5,255,000 △ 554,000

        事業活動収入計 4,701,000 5,955,000 △ 1,254,000

  ２．事業活動支出

       ① 事 業 費 支 出

          研修貸付金 支出 3,000,000 9,000,000 △ 6,000,000

          給料手 当 支出 5,217,000 5,298,000 △ 81,000

          福利厚生費支出 112,000 30,000 82,000

          会 議 費 支 出 300,000 300,000 0

          旅費交通費支出 570,000 570,000 0

          通信運搬費支出 150,000 150,000 0

          印刷製本費支出 250,000 250,000 0

          雑    支    出 200,000 205,000 △ 5,000

        事 業 費 支 出　計 9,799,000 15,803,000 △ 6,004,000

       ②管 理 費 支 出

          消耗品 費 支出 30,000 30,000 0

          印刷製本費支出 50,000 50,000 0

          光熱水料費支出 110,000 110,000 0

          共 益 費 支 出 763,000 763,000 0

          雑    支    出 200,000 200,000 0

        管　理 費 支 出　計 1,153,000 1,153,000 0

        事業活動支出計 10,952,000 16,956,000 △ 6,004,000

          事業活動収支差額 △ 6,251,000 △ 11,001,000 4,750,000

Ⅱ　投資活動収支の部

  １．投資活動収入

　　　　①研修貸付基金取崩収入 3,000,000 9,000,000 △ 6,000,000

        投資活動収入計 3,000,000 9,000,000 △ 6,000,000

  ２．投資活動支出

        ① 研修貸付金戻入支出 0 700,000 △ 700,000

        ②退職給付引当預金支出 0 114,000 △ 114,000

        投資活動支出計 0 814,000 △ 814,000

          投資活動収支差額 3,000,000 8,186,000 △ 5,186,000

Ⅲ　財務活動収支の部

  １．財務活動収入

        財務活動収入計 0 0 0

  ２．財務活動支出

        財務活動支出計 0 0 0

          財務活動収支差額 0 0 0

        当期収支差額 △ 3,251,000 △ 2,815,000 △ 436,000

        前期繰越収支差額 37,198,983 38,949,043 △ 1,750,060

        次期繰越収支差額 33,947,983 36,134,043 △ 2,186,060

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年4月1日から平成20年3月31日まで （単位：円）　

科  目 一般会計
乗船研修貸付事業

特別会計 合　計 備　考

Ⅰ　事業活動収支の部
  １．事業活動収入
       ① 基本財産運用収入
          基本財産利息収入 14,960,000 0 14,960,000
       ② 会  費  収  入
          正会員会費収入 12,000,000 0 12,000,000
          賛助会員会費収入 529,000 0 529,000
          入 会 金 収 入 140,000 0 140,000
       ③雑    収    入
          広 告 料 収 入 550,000 0 550,000
          受取利 息 収入 5,000 4,701,000 4,706,000
          雑    収    入 250,000 0 250,000
        事業活動収入計 28,434,000 4,701,000 33,135,000
  ２．事業活動支出
   　 ①事 業 費 支 出
          研修貸付金 支出 0 3,000,000 3,000,000
          給料手 当 支出 7,059,000 5,217,000 12,276,000
          福利厚生費支出 501,000 112,000 613,000
          会 議 費 支 出 560,000 300,000 860,000
          旅費交通費支出 597,200 570,000 1,167,200
          通信運搬費支出 1,116,000 150,000 1,266,000
          後 援 費 支 出 480,000 0 480,000
          印刷製本費支出 2,305,000 250,000 2,555,000
          機器賃借料支出 36,000 0 36,000
          賃 借 料 支 出 400,000 0 400,000
          共 益 費 支 出 570,000 0 570,000
          諸 謝 金 支 出 130,000 0 130,000
          租税公 課 支出 140,000 0 140,000
          機器保守料支出 30,000 0 30,000
          雑    支    出 238,000 200,000 438,000
   　　　事 業 費 支 出計 14,162,200 9,799,000 23,961,200
   　 ② 管 理 費 支 出
          役員報 酬 支出 3,363,000 0 3,363,000
          給料手 当 支出 4,418,000 0 4,418,000
          福利厚生費支出 770,000 0 770,000
          会 議 費 支 出 150,000 0 150,000
          旅費交通費支出 760,000 0 760,000
          通信運搬費支出 550,000 0 550,000
          消耗品 費 支出 150,000 30,000 180,000
          印刷製本費支出 120,000 50,000 170,000
          光熱水料費支出 140,000 110,000 250,000
          共 益 費 支 出 815,000 763,000 1,578,000
          保 険 料 支 出 10,000 0 10,000
          諸 謝 金 支 出 570,000 0 570,000
          租税公 課 支出 747,000 0 747,000
          負 担 金 支 出 95,000 0 95,000
          修繕費 支 出 97,296 0 97,296
          雑    支    出 700,000 200,000 900,000
     　　 管 理 費 支出計 13,455,296 1,153,000 14,608,296
        事業活動支出計 27,617,496 10,952,000 38,569,496
          事業活動収支差額 816,504 △ 6,251,000 △ 5,434,496

平成19年度収支予算総括表
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予算総括表 （単位：円）　

科  目 一般会計
乗船研修貸付事業

特別会計 合　計 備　考

Ⅱ　投資活動収支の部
  １．投資活動収入
       ①特定資産取崩収入
          修繕積立預金取崩収入 97,296 0 97,296
　　　②研修貸付基金取崩収入 0 3,000,000 3,000,000
        投資活動収入計 97,296 3,000,000 3,097,296
  ２．投資活動支出
       ① 退職給付引当預金支出 1,144,000 0 1,144,000
        投資活動支出計 1,144,000 0 1,144,000
          投資活動収支差額 △ 1,046,704 3,000,000 1,953,296
Ⅲ　財務活動収支の部
  １．財務活動収入
        財務活動収入計 0 0 0
  ２．財務活動支出
        財務活動支出計 0 0 0
          財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出 500,000 0 500,000
        当期収支差額 △ 730,200 △ 3,251,000 △ 3,981,200
        前期繰越収支差額 891,118 37,198,983 38,090,101
        次期繰越収支差額 160,918 33,947,983 34,108,901

一般会計事業費内訳
（単位：円）　

科  目 予算額 前年度予算額 増減 備　考

事業費
　①海事に関する調査研究 6,201,000 6,236,000 △ 35,000

　②船舶職員の後継者対策 863,000 848,000 15,000

　③技報の発行 0 0 0

　④会誌の発行 6,735,000 7,523,000 △ 788,000

　⑤研究会の開催 0 0 0

　⑥その他の事業 260,000 330,000 △ 70,000

　⑦臨時事業（無料船員職業紹介事業） 103,200 170,000 △ 66,800

一般会計事業費合計 14,162,200 15,107,000 △ 944,800

(注） 1.収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」
　　　　（平成17年3月23日　公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議

　　　 2.短期借入金限度額：10,000,000円
　　　　幹事会申合わせ）に示された3区分の様式により作成している。
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Ⅴ （社）全日本船舶職員協会定款改正案            
改 正 案 

平成１９年  月  日改正案

現    行 
平成１６年３月５日改正

 
第１章  総   則 

 
第１章 総  則 

 （名称） 
第１条 この法人は、社団法人全日本船舶職員協会（以下「本協会」と

いう。）と称する。 

 （名称） 
第１条 この法人は、社団法人全日本船舶職員協会（以下「本会」とい

う。）と称する。 
 （事務所） 
第２条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 
２ 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くこと

ができる。 

 （事務所） 
第２条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 
２ 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことが

できる。 
 （目的） 
第３条 本協会は、海事に関する学術制度、その他事項を攻究し、商船

教育の振興及び船舶職員の福利を図り、併せて会員相互の親睦と人格

技能の向上に資し、もってわが国海運の発展に寄与することを目的と

する。 

 （目的） 
第３条 本会は、海事に関する学術制度、その他の事項を攻究し、商船

教育の振興及び船舶職員の福利をはかり、併せて会員相互の親睦と人

格技能の向上に資し、もって我が国海運の発展に寄与することを目的

とする。 
 （事業） 
第４条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 (1) 海事に関する調査研究 
 (2) 商船教育に関する援助 
 (3) 海事に関する図書の出版 
 (4) 会誌の発行 
 (5) 講演会、研究会などの開催 
 (6) 会館の管理運営 
 (7) 無料船員職業紹介事業 
 (8) その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 （事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 海事に関する調査研究 
(2) 商船教育に関する援助 
(3) 海事に関する図書の出版 
(4) 会誌の発行 
(5) 講演会、研究会等の開催 
(6) 会館の管理運営 
 
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 
第２章 会  員 

 
第２章 会  員 

 （会員の種別等） 
第５条 本協会の会員は、次の３種とし、正会員をもって民法上の社員 

 （会員の種別等） 
第５条 本会の会員は、次の３種とし、正会員をもって民法上の社員と 
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とする。 
(1) 正会員 商船学校、商船高等学校、商船高等専門学校及び独立行
政法人国立高等専門学校機構（商船高等専門学校に限る。）の出身

者並びに海技免状受有者であって、本協会の目的に賛同して入会し

た者 
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体 
(3) 名誉会員 本協会の発展に尽し、功労のあった者又は学識経験者
で総会において推薦された者 

する。 
(1) 正会員 商船学校、商船高等学校、商船高等専門学校及び独立行
政法人国立高等専門学校機構（商船高等専門学校に限る。）の出身

者並びに海技免状受有者であって、本会の目的に賛同して入会した

者 
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体 
(3) 名誉会員 本会の発展に尽し、功労のあった者又は学識経験者で
総会において推薦された者 

（入会） 

第６条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議

決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなけれ

ばならない。 

２ 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を

決定し、会長が本人に通知するものとする。 

３ 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその

権利を行使する者（１人に限る。以下「指定代表者」という。）を定

め、会長に届け出なければならない。 
４ 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に

提出しなければならない。 

（入会） 

第６条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議

決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなけれ

ばならない。 

２ 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を

決定し、会長が本人に通知するものとする。 

 

 （入会金及び会費） 
第７条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しな

ければならない。 
２ 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければな

らない。 

 （入会金及び会費） 
第７条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しな

ければならない。 
２ 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければな

らない。 
 （会員の資格喪失） 
第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する 
 。 

(1) 退会したとき。 
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅し
たとき。 

(4) ３年以上会費を滞納したとき。 
(5) 除名されたとき。 

 

 （会員の資格喪失） 
第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する 
 。 

(1) 退会したとき。 
(2) 後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。 
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。 
 
(4) ３年以上会費を滞納したとき。 
(5) 除名されたとき。 
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 （退会） 
第９条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める

退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 
２ 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。 

 （退会） 
第９条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定め

る退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 
２ 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。 

 （除名） 
第１０条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会

員総数の３分の２以上の議決に基づき、除名することができる。この

場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな

い。 
(1) 本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。 
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 （除名） 
第１０条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会

員総数の３分の２以上の議決に基づき、除名することができる。この

場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな

い。 
(1) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。 
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 （権利等の喪失）  （権利等の喪失） 
第１１条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を

失う。 
２ 前項に定める者は、既に納入した会費その他本協会の財産に対して

何等の請求をすることができない。 

第１１条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を

失う。 
２ 前項に定める者は、既に納入した会費その他本会の財産に対して何

等の請求をすることができない。 
 

第３章 役員等 
 

第３章 役員等 

 （役員の種類及び定数） 
第１２条 本協会に、次の役員を置く。 
理  事 ３０名以上３５名以内 
監  事 ２名又は３名 
２ 理事のうち、１名を会長、２名以内を副会長、１名を専務理事、６

名以上１０名以内を常務理事とする。 
 
 
 

 （役員の種類及び定数） 
第１２条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会  長 １名 
(2) 副 会 長 ２名 
(3) 専務理事 １名 
(4) 常務理事 ６名以上１０名以内 
(5) 理  事 ３０名以上３５名以内（会長、副会長、専務理事、常
務理事を含む。） 

(6) 監  事 ２名又は３名 
 （役員の選任等） 
第１３条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。た

だし、理事のうち２名以内及び監事のうち１名を正会員以外の者から

選任することができる。 
２ 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。 

 （役員の選任等） 
第１３条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。た

だし、理事のうち２名以内及び監事のうち１名を正会員以外の者から

選任することができる。 
２ 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。 
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３ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 
４ 理事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書

を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出でなければならない

。 
５ 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け

出なければならない。 

３ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 
４ 理事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を

添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出でなければならない。 
 
５ 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け

出なければならない。 
 （役員の職務） 
第１４条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。 
２ 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、理事会があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行す

る。 
３ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。 
４ 常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する

。 
５ 理事は、理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき、本協

会の業務を執行する。 
６ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 財産及び会計を監査すること。 
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。 
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したとき
は、これを総会又は国土交通大臣に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の
招集を請求し、又は総会若しくは理事会を招集すること。 

 （役員の職務） 
第１４条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。 
２ 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、理事会があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行す

る。 
３ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を統括する。 
４ 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を分担処理する。 
 
５ 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業

務を執行する。 
６ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 財産及び会計を監査すること。 
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。 
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したとき
は、これを総会又は国土交通大臣に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の
招集を請求し、又は総会若しくは理事会を招集すること。 

 （役員の任期） 
第１５条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は

現任者の残任期間とする。 
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。 

 （役員の任期） 
第１５条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は

現任者の残任期間とする。 
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。 
 （役員の解任） 
第１６条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席し

た正会員の３分の２以上の議決に基づいて解任することができる。こ

の場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなら 

 （役員の解任） 
第１６条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席し

た正会員総数の３分の２以上の議決に基づいて解任することができ

る。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ 
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ない。 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると
認められるとき。 

ばならない。 
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為がある
と認められるとき。 

 （役員の報酬等） 
第１７条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすること

ができる。 
２ 役員には費用を弁償することができる。 

 （役員の報酬等） 
第１７条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすること

ができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める

。 
２ 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 

 （顧問等） 
第１８条 本協会に顧問１０名以内、名誉会長１名及び相談役６名以内

を置くことができる。 
２ 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者等の中から会長が委嘱す

る。 
３ 名誉会長は、名誉会員の中から理事会の推薦を受けた者を、総会に

おいて推挙する。 
４ 相談役は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。 
５ 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述

べることができる。 
６ 相談役は、本協会の業務に関し、会長に意見を述べることができる

。 
７ 顧問、名誉会長及び相談役には、第１５条第１項及び第１７条（名

誉会長及び相談役については、第１項ただし書きを除く。）の規定を

準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧

問、名誉会長及び相談役」と読み替えるものとする。 

 （顧問等） 
第１８条 本会に顧問１０名以内、名誉会長１名及び相談役６名以内を

置くことができる。 
２ 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者等の中から会長が委嘱す

る。 
３ 名誉会長は、名誉会員の中から理事会の推薦を受けた者を、総会に

おいて推挙する。 
４ 相談役は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。 
５ 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述

べることができる。 
 
 
６ 顧問には、第１５条第１項及び第１７条の規定を準用する。この場

合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替え

るものとする。 

 
第４章 総  会 

 
第４章 総  会 

 （種別） 
第１９条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 （種別） 
第１９条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 （構成） 
第２０条 総会は、正会員をもって構成する。 

 （構成） 
第２０条 総会は、正会員をもって構成する。 
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 （権能） 
第２１条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に

関する重要な事項を議決する。 

 （権能） 
第２１条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関

する重要な事項を議決する。 
 （開催） 
第２２条 通常総会は、毎年１回以上開催する。 
２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 
(2) 正会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。 

(3) 第１４条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があっ
たとき、又は監事が招集したとき。 

 （開催） 
第２２条 通常総会は、毎年１回以上開催する。 
２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 
(2) 正会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。 

(3) 第１４条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があっ
たとき、又は監事が招集したとき。 

 （招集） 
第２３条 総会は、第１４条第６項第４号の規定により監事が招集する

場合を除き、会長が招集する。 
２ 会長は、前条第２項の規定による請求があったときは、その日から

３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記

載した書面、又は会誌その他理事会において適当と認めた方法によ

り、少なくとも開催日の２０日前までに正会員に通知しなければなら

ない。 

 （招集） 
第２３条 総会は、第１４条第６項第４号の規定により監事が招集する

場合を除き、会長が招集する。 
２ 会長は、前条第２項の規定による請求があったときは、その日から

３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記

載した書面、又は会誌その他理事会において適当と認めた方法によ

り、少なくとも開催日の２０日前までに正会員に通知しなければなら

ない。 
 （議長） 
第２４条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出

する。 

 （議長） 
第２４条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出

する。 
 （定足数） 
第２５条 総会は、正会員の１０分の１以上の出席がなければ開会する

ことができない。 

 （定足数） 
第２５条 総会は、正会員の１０分の１以上の出席がなければ開会する

ことができない。 
 （議決） 
第２６条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会

員の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。 

 （議決） 
第２６条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会

員の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。 
 （書面表決等） 
第２７条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あら

かじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員 

 （書面表決等） 
第２７条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あら

かじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員 
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を代理人として表決を委任することができる。 
２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その正会員は

出席したものとみなす。 

を代理人として表決を委任することができる。 
２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その正会員は

出席したものとみなす。 
 （議事録） 
第２８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し

なければならない。 
(1) 日時及び場所 
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者及び表決
委任者の場合にあってはその数を付記すること。） 

(3) 審議事項及び議決事項 
(4) 議事の経過の概要及びその結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 
２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２

名以上が、署名及び押印をしなければならない。 

 （議事録） 
第２８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し

なければならない。 
(1) 日時及び場所 
(2) 正会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者の場合
にあってはその数を付記すること） 

(3) 審議事項及び議決事項 
(4) 議事の経過の概要及びその結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２

名以上が、署名及び押印をしなければならない。 
 

第５章 理事会 
 

 
第５章 理事会 

 

 （構成） 
第２９条 理事会は、理事をもって構成する。 

 （構成） 
第２９条 理事会は、理事をもって構成する。 

 （権能） 
第３０条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、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 

 （権能） 
第３０条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、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うち執行に関する事項 
(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 

 （種類及び開催） 
第３１条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。 
２ 通常理事会は、毎年３回開催する。 
３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 （種類及び開催） 
第３１条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。 
２ 通常理事会は、毎年３回開催する。 
３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 
(2) 理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 
(2) 理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき。 
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(3) 第１４条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があっ
たとき又は監事が招集したとき。 

(3) 第１４条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があっ
たとき又は監事が招集したとき。 

 （招集） 
第３２条 理事会は、第１４条第６項第４号の規定により監事が招集す

る場合を除き、会長が招集する。 
２ 会長は、前条第３項第２号又は第３号の規定による請求があったと

きは、その日から１４日以内に臨時理事会を招集しなければならない

。 
３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を

記載した書面をもって、少なくとも開催日の７日前までに理事に通知

しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ

理事会で定めた方法により通知することができる。 

 （招集） 
第３２条 理事会は、第１４条第６項第４号の規定により監事が招集す

る場合を除き、会長が招集する。 
２ 会長は、前条第３項第２号又は第３号の規定による請求があったと

きは、その日から１４日以内に臨時理事会を招集しなければならない

。 
３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を

記載した書面をもって、少なくとも開催日の７日前までに理事に通知

しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ

理事会で定めた方法により通知することができる。 
 （議長） 
第３３条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 （議長） 
第３３条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 （定足数等） 
第３４条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することがで

きない。 
２ 理事会については、第２６条から第２８条までの規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」、「正会員」及び「前２

条」とあるのは、それぞれ「理事会」、「理事」及び「前条及び第３

４条第１項」と読み替えるものとする。 

 （定足数） 
第３４条 理事会は、理事の２分の１以上の出席がなければ開会するこ

とができない。 
２ 理事会については、第２６条から第２８条までの規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるの

は、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。 

 
第６章  常務理事会 

  

 

（常務理事会） 
第３５条 会務の円滑な執行のため、常務理事会を設置する。  
２ 常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成し

、会長が必要と認めたとき招集する。 
３ 常務理事会の議長は会長がこれに当たる。 
４ 監事は、本協会の業務に関し常務理事会に出席し意見を述べること

ができる。 

 

 （常務理事会の議決事項） 
第３６条 常務理事会は次の事項を議決する。 
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(1) 理事会によって委任された事項 
(2) 理事会を開くいとまがない場合における会務執行に関する緊急事
項 

２ 前項第１号の議決事項は、次の理事会において報告しなければなら

ない。 
３ 第１項第２号の議決事項は、 次の理事会において承認を得なけれ
ばならない。 

 

 （常務理事会の定足数等） 
第３７条 常務理事会は、常務理事会を構成する理事の過半数の出席が

なければ開会することができない。 
２ 常務理事会については、第２６条から第２８条までの規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中「総会」、「正会員」及び「

前２条」とあるのは、それぞれ「常務理事会」、「常務理事会を構成

する理事」及び「前条及び第３７条第１項」と読み替えるものとす

る。 

 

 
第 7章  評議員及び評議員会 

 
第６章  評議員及び評議員会 

 （評議員） 
第３８条 本協会に、４０名以上５０名以内の評議員を置く。 
２ 評議員は、理事会において正会員の中から選出する。ただし、理事

及び監事を兼務できない。 
３ 評議員には、第１５条から第１７条（第１項ただし書を除く。）ま

での規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」と

あるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 

 （評議員） 
第３５条 本会に、４０名以上５０名以内の評議員を置く。 
２ 評議員は、理事会において正会員の中から選出する。ただし、理事

及び監事を兼務できない。 
３ 評議員の任期は、第１５条の規定を準用する。この場合において、

第１５条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとす

る。 

 （評議員会） 
第３９条 評議員会は評議員をもって構成し、会務について意見を具申

し、又は会長の諮問に応じて答申する。 
２ 評議員会は、会長又は理事会において必要と認めたとき、若しくは

評議員現在数の４分の１以上から会議の目的である事項を記載した書

面をもって招集の請求があったとき、会長が招集する。 

 （評議員会） 
第３６条 評議員は評議員会を組織し、会務について意見を具申し、又

は会長の諮問に応じて答申する。 
２ 評議員会は、会長又は理事会において必要と認めたとき、若しくは

評議員の４分の１以上から会議の目的事項を示して請求されたとき、

会長が招集する。 
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３ 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を記載した書面をもって、少なくとも開催日の７日前までに評議員に

通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらか

じめ評議員会で定めた方法により通知することができる。 

 
 
 
 

４ 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 
５ 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができ

ない。 

３ 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 
４ 評議員会の定足数は、評議員の２分の１以上とし、議事は、出席者 
の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
６ 評議員会には、第２６条から第２８条までの規定を準用する。この

場合において、規定中「総会」、「正会員」及び「前２条」とあるの

は、それぞれ「評議員会」、「評議員」及び「前条及び第３９条第５

項」と読み替えるものとする。 

５ 評議員会には、第２７条及び第２８条を準用する。この場合におい

て、規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「評議員

会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 

７ 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、

理事会の議決を経て、会長が別に定める。 
６ 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、

理事会の議決を経て、会長が別に定める。 
  

第８章 委 員 会 第７章 委 員 会 
  
 （委員会） 
第４０条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため、必要がある

と認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。 
２ 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。 
３ 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定め

る。 

 （委員会） 
第３７条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要があると

認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。 
２ 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。 
３ 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定め

る。 
  

第９章 財産及び会計 第８章 財産及び会計 
  
 （財産の構成） 
第４１条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 入会金及び会費 
(2) 寄附金品 

 （財産の構成） 
第３８条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 入会金及び会費 
(2) 寄付金品 
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(3) 財産から生ずる収入 
(4) 事業に伴う収入 
(5) その他の収入 
(6) 本協会所有の不動産 

(3) 財産から生ずる収入 
(4) 事業に伴う収入 
(5) その他の収入 
(6) 本会所有の不動産 

 （財産の管理） 
第４２条 本協会の財産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経

て、会長が別に定める。 

 （財産の管理） 
第３９条 本会の財産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経

て、会長が別に定める。 
 （経費の支弁） 
第４３条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。 

 （経費の支弁） 
第４０条 本会の経費は、財産をもって支弁する。 

 （事業計画及び予算） 
第４４条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長

が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において出席理事の３分の２

以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の３分の２

以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。こ

れを変更しようとする場合も同様とする。 

 （事業計画及び予算） 
第４１条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が

作成し、毎事業年度開始前に、理事会において出席理事の３分の２以

上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の３分の２以

上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変

更しようとする場合も同様とする。 
 （暫定予算） 
第４５条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成

立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前

年度の予算に準じ収入支出をすることができる。 
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 （暫定予算） 
第４２条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成

立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前

年度の予算に準じ収入支出をすることができる。 
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 （事業報告及び決算） 
第４６条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事

業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目

録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において出席理事の３

分の２以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の３

分の２以上の議決を経て、その事業年度終了後３月以内に国土交通大

臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更

があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるもの

とする。 

 （事業報告及び決算） 
第４３条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業

報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録

等として作成し、監事の監査を受け、理事会において出席理事の３分

の２以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の３分

の２以上の議決を経て、その事業年度終了後３月以内に国土交通大臣

に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更が

あったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとす

る。 
 （長期借入金） 
第４７条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の

収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席理事の

３分の２以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の

 （長期借入金） 
第４４条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収

入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席理事の３

分の２以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の３
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３分の２以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければなら

ない。 
分の２以上の議決を経て、かつ、国土交通大臣に届け出なければなら

ない。 
 （事業年度） 
第４８条 本協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１

日に終わる。 

 （事業年度） 
第４５条 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１０章 定款の変更及び解散 第９章 定款の変更及び解散 
  
 （定款の変更） 
第４９条 この定款は、理事会において、理事現在数の４分の３以上の

議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の４分の３以上の

議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することがで

きない。 

 （定款の変更） 
第４６条 この定款は、理事会において、理事現在数の４分の３以上の

議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の４分の３以上の

議決を経て、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することが

できない。 
 （解散） 
第５０条 本協会は、民法第６８条第１項第２号から第４号まで及び第

２項第２号の規定によるほか、理事会において、理事現在数の４分の

３以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の４分の

３以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。 

 （解散） 
第４７条 本会は、民法第６８条第１項第２号から第４号まで、及び第

２項第２号の規定によるほか、理事会において、理事現在数の４分の

３以上の議決を経て総会に付議し、総会において出席正会員の４分の

３以上の議決を経て、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。 
 （残余財産の処分） 
第５１条 本協会の解散のときに有する残余財産は、理事会において、

理事現在数の４分の３以上の議決を経て総会に付議し、総会において

出席正会員の４分の３以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を

得、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 

 （残余財産の処分） 
第４８条 本会の解散のときに有する残余財産は、理事会において、理

事現在数の４分の３以上の議決を経て総会に付議し、総会において出

席正会員の４分の３以上の議決を経て、かつ、国土交通大臣の許可を

得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 
  

第１１章 事 務 局 第１０章 事 務 局 
  
 （設置等） 
第５２条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

 （設置等） 
第４９条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 
３ 事務局長及び職員は、会長が任免する。 
４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会

長が別に定める。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 
３ 事務局長及び職員は、会長が任免する。 
４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会

長が別に定める。 
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 （備付け帳簿及び書類） 
第５３条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなけ

ればならない。 
(1) 定款 
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 
(3) 理事及び監事の名簿 
(4) 事業計画及び予算に関する書類 
(5) 事業報告及び決算に関する書類 
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表 
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類 
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類 
(9) 理事及び監事の履歴書 
(10)職員の名簿及び履歴書 
(11)その他必要な帳簿及び書類 

２ 前項第１号から第６号までに掲げる書類については、これを一般の

閲覧に供しなければならない。 

 （備付け帳簿及び書類） 
第５０条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなけ

ればならない。 
(1) 定款 
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 
(3) 理事及び監事の名簿 
(4) 事業計画及び予算に関する書類 
(5) 事業報告及び決算に関する書類 
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表 
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類 
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類 
(9) 理事及び監事の履歴書 
(10)職員の名簿及び履歴書 
(11)その他必要な帳簿及び書類 
２ 前項第１号から第６号までに掲げる書類については、これを一般の

閲覧に供しなければならない。 
  

第１２章 補  則 第１１章 補  則 
  
 （細則）  （細則） 
第５４条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な

事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

第５１条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事

項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

附 則 

 

この定款は、国土交通大臣の認可の日（平成１６年３月５日）から施

行する。ただし、第５条第１号に「独立行政法人国立高等専門学校機構

（商船高等専門学校に限る。）」を加える改正規定については、平成１

６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 

この定款は、国土交通大臣の認可のあった日（平成１９年○月○日）

から施行する。 

附 則 

 

この定款は、国土交通大臣の認可の日（平成１６年３月５日）から施

行する。ただし、第５条第１号に「独立行政法人国立高等専門学校機構

（商船高等専門学校に限る。）」を加える改正規定については、平成１

６年４月１日から施行する。 
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Ⅵ  会計処理規則 改正                
改 正 

会 計 処 理 規 則 
昭和６２年１０月１３日施行 
平成１６年 ３月  ５日改正 
平成１９年 ５月３０日改正 

第１章 総   則 
（目的） 
第１条 この規則は、社団法人全日本船舶職員協会（以下「本協会」

という）における経理処理に関する基本を定めたものであり、正味

財産の増減内容及び財政状態、並びに収入及び支出の状況について、

それぞれの内容を正確かつ迅速に把握し、本協会の健全な運営を図

ることを目的とする。 
（経理の原則） 
第２条 本協会の経理は、「公益法人会計基準の改正等について｣(平成

16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議

申合せ)」及び「公益法人会計における内部管理事項について」（平

成 17年 3月 23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会

議幹事会申合せ）に準拠しなければならない。 

（会計年度） 
 第３条 本協会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までと

する。 

現 行 
会計処理規則 

昭和 62年 10月 13日施行 
平成１6年 3 月 5 日改正 

 
第１章 総   則 

（目的） 
第１条  この規則は、社団法人全日本船舶職員協会（以下「本会」

と称する）の経理の事務を適正に行い、事業成績並びに財政状態

を明らかにし、本会の健全な運営を図ることを目的とする。 
 
 
（適用範囲） 
第２条  本会の会計事務の処理については、法令及び定款によるほ

か公益法人会計基準に基づく会計処理規定の定めるところによ

る。 
 
 
（会計年度） 
第３条  本会の会計年度は定款の定めるところに従い、毎年４月１

日から翌年３月３１日までとする。 



 49 

（会計区分） 
第４条 会計区分は、次のとおりとする。 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

２．事業遂行上、一般会計から区分することが必要な場合は、総会の

決議により、特別会計を設けて行なうものとする 

（予算管理） 
第５条 本協会は収支予算書を作成し、毎期の収入及び支出の執行に

ついては、予算に従い誤りや不正が生じないようにしなければなら

ない。 
（出納管理責任者） 
第６条  本協会の出納管理責任者は専務理事とする。 
 
（会計単位） 
第７条 本協会の会計単位は、本部及び支部とし、その総轄は本部で

行う。 
 

第２章 勘定科目及び帳簿 
（勘定科目） 
第８条 本協会の会計処理をする場合に必要な勘定科目は別に定め

る。 
（会計帳簿） 
第９条  会計帳簿は、主要簿と補助簿とし、次の通りであるが、補助

（会計区分） 
第４条  本会の会計は、一般会計及び事業会計とする。 
 
 
 
 
（予算管理） 
第５条 本会は収支予算書を作成して、毎期の収入及び支出の執行に

ついては、予算に従わなければならない。 
 
（会計責任者） 
第６条 本会の会計責任者は会長が任命する専務理事とする。 
 
（会計単位） 
第７条 本会の会計単位は、本部及び支部とし、その総轄は本部で行

う。 
 

第２章 勘定科目及び帳簿 
（勘定科目） 
第８条 本会の会計処理をする場合に必要な勘定科目は別に定める。 
 
（帳 簿） 
第９条  会計帳簿は、主要簿と補助簿とし、次の通りであるが、補
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簿については必要に応じて増設することができる。 
 1．主要簿 
（1）仕訳帳（会計伝票に代えることができる） 
（2）総勘定元帳 
 2．補助簿 
（1）現金出納帳 
（2）預金出納帳 
（3）収支予算の管理に必要な帳簿（予算収支簿） 
（4）固定資産台帳 
（5）基本財産台帳 
（6）特定資産台帳 
（7）会費明細帳 
（8）指定正味財産台帳 
（9）その他必要な勘定補助簿 
（会計伝票） 
第１０条 会計に関する取引は、全て会計伝票によらなければならな

い。 

２.会計伝票は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票の３種類とする。 

３.会計伝票は、事務局において作成し、必ず証票を添付しなければ

ならない。 
（記 帳） 

第１１条 総勘定元帳は、会計伝票により各勘定科目毎にその金額を転

記する。 

助簿については必要に応じて増設することができる。 
１．主要簿 

(１)仕訳帳（会計伝票に代えることができる） 
(２)総勘定元帳 

２．補助簿 
（１）現金出納帳 

  （２）預金出納帳 
  （３）収支予算の管理に必要な帳簿（予算収支簿） 
  （４）固定資産台帳 
  （５）基本財産明細帳 
  （６）会費明細帳 
 
 
 
（会計伝票） 
第１０条 会計伝票は、入金伝票、出金伝票、振替伝票とする。 
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２.補助簿は、その種類に従い毎取引日の会計伝票より取引の内容を

詳細に記録する。 

（残高照会） 

第１２条 毎月末に於ける各補助簿の残高と総勘定元帳の当該勘定科

目の残高と照合しなければならない。 

（帳簿の更新） 

第１３条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 

(帳簿書類の保存･処分) 

第１４条 経理に関する帳簿･伝票及び書類の保存期間は、次のとおり

とする。 

(1) 財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録）、

会計帳簿、収支予算書及び収支計算書    10年 

(2)その他書類                5年 
 

 
 

第３章 収支予算 
 

 

 

 

 

（収支予算の作成） 

 
 
 
 
 
 
 

（帳簿書類の保存期間） 
第１１条 会計帳簿、決算書類、証憑書類などの保存期間は次の通り

とする。 
(１)決算書類、予算書類  永久 
(２）会計帳簿等     １０年 
(３）伝票、証拠書類等   ５年 
 なお、会計帳簿などの廃棄については、会計責任者の承認を得

ることとする。 
 

第３章 予   算 
（収支予算書） 
第１２条 収支予算書は、本会の事業計画を基礎にして、すべての収

支に関する資金の均衡を考慮し、資金の調整を図るものとする。 
（予算の基本事項） 
第１３条 予算に関する基本方針は、理事会で決める。 
（予算編成） 
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第１５条 収支予算は、当該事業年度の事業計画に基づき第 4条の区

分に従って作成する。 

 

 

（収支予算の執行） 

第１６条 収入及び支出は、予算に基づいて行なわなければならない。 

 

 

（予備費の計上及び使用） 

第１７条 予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に相当

額の金額を計上するものとする。 

２.会長の承認を経て予備費を使用したときは、出納管理責任者は、使

用の理由、使用の金額及びその積算の基礎を明らかにして、会長に

報告しなければならない。 

（支出予算の流用） 

第１８条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しては

ならない。ただし、会長が予算の執行上必要があると認めたときは、

中科目相互間において流用することができるものとする。 

 

第４章 出   納 
（金銭の範囲） 
第１９条 この規則において金銭とは、現金、預金及び郵便貯金をいう。 

２.現金とは、通貨、郵便為替証書をいう。 

第１４条 予算書を作成するため、各関係部門より予算案を提出さ

せ、会長はそれをまとめて、事業計画に従って予算書を作成しなけ

ればならない。なお原則として会計年度開始前に編成され、会長の

承認を得なければならない。 
（予算の執行） 
第１５条 予算の執行は、会長の管理のもとに行う。なお、特別の場

合を除いては、予算外支出をしてはならない。止むを得ない場合に

は会長の承認を得なければならない。 
（予備費） 
第１６条 予測し難い支出に充てるため、相当額の予備費を計上する

ことができる。又これを使用する場合には会長の承認を得なければ

ならない。 
 
 
（予算の流用） 
第１７条 原則として支出予算科目間の流用は許されないが、中科目

の中での流用は、会長の承認により行うことができる。それ以外の

流用が必要な際には理事会の承認を必要とする。 
 

第４章 出   納 
（金銭の範囲） 
第１８条 この規定で金銭とは、現金、諸預貯金、小切手及び郵便為

替証書など随時に通貨に引き替えることができる証書をいう。な
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３.手形その他の有価証券は、金銭に準じて扱うものとする。 

（有価証券） 

第２０条 有価証券の買い入れ及び売却については、出納管理責任者の

決済を受けなければならない。 

（出納責任者） 

第２１条 金銭の出納、保管については、その責に任じる出納責

任者を置かなければならない。 

２.出納責任者は、出納管理責任者が任命する。 

３.出納責任者は、金銭の出納及び保管事務を取り扱わせるため、出

納事務担当者をおくことができる。 

４.出納事務担当者は、出納管理責任者が特に認めた以外の業務

を行なってはならない。 

（金銭の出納） 

第２２条 金銭の出納は、出納責任者の承認印のある会計伝票に基づい

て行わなければならない。 

（金銭の収納） 

第２３条 金銭を収納したときは、領収書を発行しなければならない。 

２.領収書は、出納責任者が発行する。ただし、やむを得ない場合は、

出納責任者以外のものが出納管理責任者の承認を得て領収書を発

行することができる。 

３.事前に領収書を発行する必要があるときは、出納管理責任者の承

認を得て行うものとする。 

（金銭の保管） 

お、有価証券、手形は金銭に準じて取扱うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出 納） 
第１９条 金銭の出納については、必ず領収書を発行し、伝票及び証

拠書類に基づいて処理し、金銭の支払いについては、証拠書類をよ

く調査して相手先の受領証を必ず受取るようにする。なお、出納は

会計責任者の承認を得なければならない。 
２．原則として支払は小払を除き定時払とし、銀行振込み又は線引小

切手でしなければならない。 
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第２４条 金銭及び金銭出納に関する重要なものは、すべて所定の金庫

に保管しなければならない。 

（預金の管理） 
第２５条 金融機関との取引の開設及び停止をする場合には会長の承

認を得なければならない。預金の名義人は会長名とすること。なお、

印鑑は出納管理責任者が保管しなければばらない。 
（支払手続き） 
第２６条 出納事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの

請求書、その他取引きを証する書類に基づいて、出納責任者の承認

を得て行うものとする。 

２.金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収書を受け

取らなければならない。ただし、所定の領収書を受け取ることがで

きない場合は、支払証明書をもってこれに代えることができる。 

３.銀行振り込みの方法により支払いを行なう場合は、前項による領

収書を受け取らないことができる。 

（支払方法） 

第２７条 金銭の支払方法は、原則として銀行振り込み制によるものと

する。ただし、役職員などに対する支払、小口支払その他これによ

りがたい場合はこの限りでない。 

２.銀行振込依頼書の作成は、出納責任者の承認を得て出納事務担当

者が行なう。 
（手許現金） 

第２８条 出納責任者は、日々の現金支払に当てるため、手許現金をお

 
 
（預金の管理） 
第２０条 金融機関との取引の開設及び停止をする場合には会長の

承認を得なければならない。預金の名義人は会長名とすること。な

お、印鑑は会計責任者が保管しなければばらない。 
（小切手の保管） 
第２１条 小切手の振出、保管は会計責任者がこれに当たらなければ

ならない。 
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くことができる。 

２.手許現金の額は、通常の所要額を勘案し、10万円以内にとどめる

ものとする。 

３.小口現金制を設けて小口現金払いを行なうことができる。 

４.小口現金は、毎日及び不足の都度清算を行なわなければならない。 

（残高の照合） 

第２９条 出納事務担当者は、現金については、毎日の現金出納終了後、

その現在高と帳簿残高を照合しなければならない。 

２.預貯金については、毎月、預貯金の証明できる書類により、その

残高を帳簿残高と照合し、差異がある場合は預貯金残高調整表を作

成して出納責任者に報告しなければならない。 

（金銭の過不足） 

第３０条 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく出納管

理責任者に報告し、その処置については、出納管理責任者の指示を

受けなければならない。 

（収支月計表の作成） 

第３１条 出納事務担当者は、毎月5日までに、前月分の現金、預金の

収支月計表を作成し、自ら検算を行い、これを出納責任者を経て出納

管理責任者に提出しなければならない。 

（資金の借入） 

第３２条 本協会の業務遂行上資金の借入を要するときは、あらかじめ

会長の決裁を受けなければならない。 

（印鑑の保管及び行使） 

 
 

 
 
 
（金銭の残高照合） 
第２２条 現金残高は毎日の出納終業時、現金残高と帳簿を照合し、

預貯金残高は毎月末日に金融機関の銀行残高証明書と照合して、実際

高を確認し、それぞれ担当者は会計責任者に報告しなければならな

い。 
 

（現金過不足） 
第２３条 現金に過不足が生じたときは、遅滞無く出納担当者はその

原因を調べて会計責任者に報告し、指示を受けなければならない。 
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第３３条 経理及び出納に必要な印鑑は、出納管理責任者の命により、

出納責任者が保管又は行使するものとする。 

 
第５章 固定資産 

（固定資産の範囲） 

第３４条 この規則において、固定資産とは、次の各号をいい、基本

財産、特定資産及びその他固定資産に区別する。 

（1）基本財産 

定期預金、投資有価証券 

（2）特定資産 

退職給付引当資産（退職給付を支払うための特定預金等） 

減価償却引当資産（固定資産の減価償却相当額を積立てた預金

等） 

その他引当資産 

（3）その他固定資産 

土地、車両運搬具、什器備品、電話加入権、敷金･保証金、投資

有価証券、その他 

２.その他固定資産に記載した有形固定資産は、耐用年数が１年以上

で、かつ取得価額が20万円以上の使用目的の資産を言う。 

（固定資産の取得価額） 
第３５条 固定資産の取得価額は、次の各号による。 
 
（1）購入により取得した資産は、購入価額にその付帯費用を加えた額 

 
 
 

第５章 固定資産 
（固定資産） 
第２４条 本会が有する固定資産とは、耐用年数１年以上で、かつ取

得価額が 10万円以上の有形固定資産、その他これらに準ずる無形
固定資産、投資などの資産をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（取得価額） 
第２５条 固定資産の取得価額は、次の各号に応じて次の通りとす

る。 
(１)購入によるものは、その購入価額及びその付帯費用を加えた金   
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（2）交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価 
額 

（3）贈与により取得した資産は、その資産の取得時の評価額 
（固定資産の購入） 

第３６条 固定資産の購入は、見積書を添付して、出納管理責任者の決

裁を受けなければならない。 

 
（登記等） 
第３７条 不動産の登記を必要とする物件は、取得後遅滞なく登記を

行い、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、

適正な損害保険を付さなければならない。 
（固定資産の管理） 
第３８条 固定資産の管理責任者は、出納管理責任者とする。管理責

任者は毎会計年度末現在で、固定資産の現状について必要な記録

を行い固定資産を管理しなければならない。 
２.有形固定資産に移動及び毀損、滅失があった場合は固定資産の管

理責任者は、会長に報告し帳簿の整備を行なわなければならない。 

 

（有形固定資産の改良と修繕） 

第３９条 有形固定資産の性能を向上し、又は、耐用年数を延長する

ために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとす

る。 

額 
(２)交換によるものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額 
 
(３)贈与によるものは、贈与時の評価額 
（固定資産の取得、譲渡、担保等） 
第２６条 原則として固定資産の取得、譲渡、担保の設定などについ

ては、総会（理事会）の承認を得なければならない。ただし、10
万円以下の購入については会長の決裁でよい。 

（登記等） 
第２７条 不動産の登記を必要とする物件は、取得後遅滞なく登記を

行い、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産について

は、適正な損害保険を付さなければならない。 
（固定資産の管理） 
第２８条 固定資産の管理責任者は、専務理事とする。管理責任者は

毎会計年度末現在で有形固定資産を実地に調査して、固定資産台帳

と照合して保全状況を明らかにし、会長に報告しなければならな

い。 
 
 
（固定資産の改良と修繕） 
第２９条 固定資産の改良及び修繕の必要があれば管理責任者は会

長の決裁を受けて行わなければならない。 
 



 58 

２.有形固定資産の現状に回復するために要した金額は修繕費とす

る。 

（固定資産の売却、担保の提供） 

第４０条 固定資産を売却するときは、固定資産の管理責任者は、稟議

書に売却先、売却見込代金、その他必要事項を記載の上、会長の決

裁を受けなければならない。 

２.固定資産を借入金などの担保に供する場合は、前項の定めに準ず

るものとする。 

（減価償却） 
第４１条 固定資産の減価償却については、「減価償却資産の耐用年数

に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数及

び償却率によるものとし、その方法は定額法又は定率法によるもの

とする。 

２.減価償却は、原則として有形固定資産にあっては、償却額の累計

が取得価額の100分の95に達するまで、無形固定資産にあっては、

取得価額に達するまで行うものとする。 

（特別償却） 

第４２条 固定資産の価額が、損傷及び陳腐化等により著しく減少し

た場合は、出納管理責任者の決裁を経て特別償却を行なうことがで

きる。 

 

第６章 物  品 
（物品の範囲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（減価償却） 
第３０条 固定資産の減価償却は毎会計年度末において定率法によ

り行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 物  品 
（物品の範囲） 
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第４３条 物品とは消耗品などで取得価額 20 万円未満のもの又は耐用
年数 1年未満のものをいう。 
（物品の管理） 
第４４条 物品の購入及び管理は、出納事務担当者が行い、出納管理

責任者に報告しなければならない。 
（物品の処分） 
第４５条 物品の売却、廃棄については出納管理責任者の承認を受け

なければならない。 
 

 
 
 

第７章 決  算 
（決算の種類） 

第４６条 決算は、毎月末の月次決算と毎年 3月末の年度末決算に区

別して行なう。 

（月次決算） 

第４７条 出納責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の計算書類

を作成して、出納管理責任者に提出しなければならない。 

＊合計残高試算表（下記①・②・③を含む） 

① 収支月計表 

② 正味財産増減計算表（フロー式） 

③ 貸借対照表 

第３１条 物品とは消耗品などで取得価額 10万円未満のもの又は耐
用年数 1年未満のものをいう。 

（物品の管理） 
第３２条 物品の購入及び管理は、物品管理係が行い、専務理事に報

告しなければならない。 
（物品の処分） 
第３３条 物品の売却、廃棄については専務理事の承認を受けなけれ

ばならない。 
（物品の棚卸） 
第３４条 毎会計年度末における保全状況を確認するため、物品管理

係は会計責任者の立会のもとに棚卸をしなければならない。 
 

第７章 決  算 
（決算書類の作成） 
第３５条 本会は毎会計年度末において速やかに公益法人会計基準

に従って次の掲げる計算書類を作成しなければならない。 
 (１)収支計算書 
 (２)正味財産増減額計算書 
 (３)貸借対照表 
 (４)財産目録 
２．ただし、収益事業に関する決算書については別に作成しなければ

ならない。 
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（年度決算） 

第４８条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、次の事項に

ついて決算整理を行うものとする。 

（1）減価償却費の計上 

（2）未収金、未払金、立替金、預り金、前払金及び前受金の計上 

（3）退職給付引当金の計上 

（4）流動資産及び固定資産の実在性の確認、評価の適否 

（5）負債の実在性の確認 

（6）収支計算書に計上された項目のうち資産及び負債とされるものの

貸借対照表への計上されていることの確認 

（7）その他必要とされる事項の確認 

（重要な会計方針） 

第４９条 本協会の重要な会計方針は、次のとおりとする。 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）による。 

その他市場価格のある債券は、時価による。 

（2）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産は、定率法による。 

（3）引当金の計上基準 

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上

する。 

（財務諸表及び収支計算書） 

第５０条 出納管理責任者は、年度決算に必要な手続きを行い、次に
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掲げる財務諸表及び収支計算書を作成し、会長に報告しなけれ

ばならない。 

（1）収支計算書 

①一般会計  ②特別会計 

（2）正味財産増減計算書（フロー式） 

①一般会計  ②特別会計 

（3）貸借対照表 

①一般会計  ②特別会計 

（4）財務諸表に対する注記 

（5）財産目録 

（6）収支計算書総括表 

（7）正味財産増減計算書総括表 

（8）貸借対照表総括表 

（財務諸表、収支計算書の確定及び監査） 

第５１条 会長は、前条の財務諸表及び収支計算書について、監事の

監査を受けた後、監事の意見を沿えて、理事会及び総会へ提出し、

その承認を受けて決算を確定する。 

 
第８章 支部会計 

（会計責任者） 
第５２条 支部における会計事務の責任者は、支部事務局長とする。 
（事務分掌） 
第５３条 支部の会計事務を分掌させるため、出納員をおく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（監 査） 
第３６条 本会は決算書類作成後、理事会の開催前までに監事の監査

を受けなければならない。 
 

 
第８章 支部会計 

（会計責任者） 
第３７条 支部における会計事務の責任者は、支部事務局長とする。 
（事務分掌） 
第３８条 支部の会計事務を分掌させるため、出納員をおく。 
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２.出納員は支部事務局長の指示により金銭出納及び物品出納事務を
処理する。 

３.前項の出納員は、支部職員の中から支部事務局長が指名する。 
（帳 簿） 
第５４条 支部備付の帳簿は、現金出納簿及び銀行勘定帳とする。 
（収支報告） 
第５５条 支部においては、毎月末現金残高及び預金残高と各帳簿残

高とを照合し、それ等の金額が合致した場合は、その月の収支計算

書を作成し、会計伝票及び証拠書類を添付の上本部あて送付するも

のとする。 
 

第９章 財産の管理 
（財産の種別） 
第５６条 本協会の財産を分けて、基本財産及び普通財産とする。 
２.基本財産は、次の各号をもって構成する。 
（1）基本財産として、指定して寄附された財産 
（2）総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 
３.普通財産は、基本財産以外の財産とする。 

（財産の管理） 
第５７条 本協会の財産は、総会の議決を経て会長が別に定める場合

を除き、通常は、次のいずれかにより会長が管理する。 
（1）国債、公債その他確実な有価証券の保有 
（2）信託業務を行う銀行への金銭信託または貸付信託若しく銀行及び

２． 出納員は支部事務局長の指示により金銭出納及び物品出納事務

を処理する。 
３． 前項の出納員は、支部職員の中から支部事務局長が指名する。 
（帳 簿） 
第３９条 支部備付の帳簿は、現金出納簿及び銀行勘定帳とする。 
（収支報告） 
第４０条 支部においては、毎月末現金残高及び預金残高と各帳簿残

高とを照合し、それ等の金額が合致した場合は、その月の収支計算

書を作成し、会計伝票及び証拠書類を添付の上本部あて送付するも

のとする。 
 

第９章 財産の管理 
（財産の種別） 
第４１条 本会の財産を分けて、基本財産及び普通財産とする。 
２．基本財産は、次の各号をもって構成する。 

(１)基本財産として、指定して寄附された財産 
(２)総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 
３．普通財産は、基本財産以外の財産とする。 
（財産の管理） 
第４２条 本会の財産は、総会の議決を経て会長が別に定める場合を

除き、通常は、次のいずれかにより会長が管理する。 
(1)国債、公債その他確実な有価証券の保有 
(2)信託業務を行う銀行への金銭信託または貸付信託若しくは銀行及
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郵便官署への預貯金 
（3）その他総会の承認を得た不動産の保有 
（4）本協会の事業遂行に必要な動産の保有 
２. 本協会の財産のうち基本財産は、これを処分し又は担保に供する
ことはできない。ただし、本協会の目的遂行上やむをえない理由が

あるときは、総会において、出席正会員の３分の２以上の議決を経、

かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部に限り処分し又は担保

に供することができる。 
 

附  則 
１.この規則は、平成１９年５月３０日より施行する。 
２.この規則にない事項については、会長の決裁により施行する。 
３.この規則は、総会の議決を得なければ変更することができない。 

び郵便官署への預貯金 
(3)その他総会の承認を得た不動産の保有 
(4)本会の事業遂行に必要な動産の保有 
２． 本会の財産のうち基本財産は、これを処分し又は担保に供する

ことはできない。ただし、本会の目的遂行上やむをえない理由があ

るときは、総会において、出席正会員の３分の２以上の議決を経、

かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部に限り処分し又は担保

に供することができる。 
 

附  則 
１.この規程は、平成１６年３月５日定款変更の認可の日から施行す
る。 

２.この規程にない事項については、会長の決裁により施行する。 
３.この規程は、総会の議決を得なければ変更することができない。 
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Ⅶ 役員人事について 

1、理事の交代について 

1)定款第１３条第１項に基づき正会員以外から選任された理事 
井出本 榮 前海員組合長退任伴い、藤澤 洋二 現海員組合長を選任す

る。なお、任期は前任者の残任期間とする。 
2)渡辺 茂 理事は本人の事情により退任、北嶋 憲一（現評議員）を選任
する。なお、任期は前任者の残任期間とする。 

2、評議員の交代について 

1)北島 憲一 評議員の理事選任に伴い、川原 勝行（富山 N68）を選任
する。なお、任期は前任者の残任期間とする。 

2)金咲 行雄 評議員の逝去に伴い、原田 圭司（鳥羽Ｎ９３）を選任す
る。なお、任期は前任者の残任期間とする。 

3、顧問の委嘱について 

 定款第１８条に基づく顧問の 西垣 和 前弓削商船高専校長が逝去さ

れたことに伴い、落合 敏邦 現同校校長に顧問を委嘱する。なお、任期

は前任者の残任期間とする。 

 

Ⅷ 全船協功労者表彰等について 
 
 全船協表彰規則（平成１８年４月２５日改定）第４条（表彰の基準）（３）に定

める基準に基づき、下記の理事を表彰する。 
 

矢野 芳秀 常務理事  （弓削卒） 

 

Ⅸ その他 




