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第 3 号議案          役員候補者選考規則(現行・改正比較表）           （資料－3 号）

現行規則(順不同） 改正案

平成23年5月27日通常総会決定

【目的】

第 １条 この規則は一般社団法人全日本船舶職員協会（以下「本協

会」という。）の定款第２４条に定める理事並びに監事の候

補者の推薦に関する事項について定める。

【定義】

第 ２条 役員候補者とは、定款第２４条第１号により選任が予定さ

れる候補者（以下「役員候補者」という。）をいう。

【役員候補者選考委員会】

第 ５条 役員候補者の募集に関する業務を公正に行うため、理事及

び理事会から独立した役員候補者選考委員会（以下「委員会」

という。）を置く。

２ 委員会の立ち上げの時期については、理事会で決定する。

３ 委員定数は合計 8 名以上 12 名以内とする。

６ 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。

４ 会長は委員が確定次第、委員名簿を公表しなければならな  

第１章 総則

【目 的】

第 １条 この規則は一般社団法人全日本船舶職員協会（以下「本協会」

という。）の定款第１４条（１）号に定める総会決議事項であ

る役員選任を公正且つ公平に行うことができるよう、予めそ

の候補者を選出しておくための必要な事項を定める。

(旧第２条 削除）

第２章 役員候補者選考委員会並びに選出区分

【役員候補者選考委員会の設置】

第 ２条 定款第２４条第１項により選任が予定される候補者（以下「役員候

補者」という。）の募集及び推薦に関する業務を行う為、理

事及び理事会から独立した役員候補者選考委員会（以下「選

考委員会」という。）を設置する。

  ２ 選考委員会の設置の時期については、理事会で決定する。

  ３ 委員定数は合計 8 名以上 12 名以内とする。但し、第 3 条第

      ２号で定める区分枠を越えて選出することは出来ない。

  ４ 選考委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。  
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い。

５ この規則による役員推薦の執行管理は委員会が行う。ただ

し役員候補者推薦に関する事務作業は本協会事務局におい

て行う。

７ 総委員数の過半数の者が出席しなければ、委員会を開催す

ることができない。

８ 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。

  ５ 会長は委員が確定次第速やかに委員名簿を公表し。選考委員

     に委嘱状を発行しなければならない。

  ６ この規則による役員推薦の執行管理は選考委員会が行う。た

だし役員候補者推薦に関する事務作業は本協会事務局におい

て行う。

７ 総委員数の過半数の者が出席しなければ、選考委員会を開催

することができない。

  ８ 選考委員会の議事は出席委員の過半数で決する。

  ９ 選考委員がこの規則による役員候補者となったときは選考

    委員の資格を失う。この場合選考委員が欠員となった区分の

    補充はしないものとする。

【理事会の関与】

第 ３条 理事会は、役員候補者の選考に直接関与することは出来ないも

のとするが、公正な選考作業を担保する為、選考委員会の設置

運営に先立ち次の事項を決議しておくこととする。

（１） 選考委員会の設置時期

（２） 区分別選考委員数及び委員の選出方法

（３） 区分別理事候補、監事候補の推薦数、並びに第８条第２

           項により推薦する数と理事、監事の内訳

【区 分】

第 ４条 前第３条(２)及び（3）の区分は以下の通りとする。この区

分は選考委員の選出並びに役員候補者を選考する場合に適

用する。

(１) 富山高等専門学校商船学科卒業者
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【委員会の業務】

第 ６条 委員会の主な業務は、次のとおりとする。

（１） 役員候補者の応募期間を定め、応募者を受け付けること

（２） その他、役員候補者推薦に関し必要な事項

【役員候補者の推薦】

第 ７条 委員会は役員候補者の募集期間が過ぎても応募者数が第

２４条に定める定数に満たない場合、役員候補者を推薦する

ことが出来る。

【報告と解散】

第１０条 委員会は、役員推薦人名簿を報告した時点で解散するもの

とする。

(２) 鳥羽商船高等専門学校商船学科卒業者

(３) 弓削商船高等専門学校商船学科卒業者

(４) 広島商船高等専門学校商船学科卒業者

(５) 大島商船高等専門学校商船学科卒業者

     (６) 上記を除く本協会の正会員

【選考委員会の業務】

第５条 選考委員会の主な業務は、次のとおりとする。

（１） 役員候補者の応募期間を定め、応募者を募ること

（２） 応募者の資格を確認すること

（３） 区分単位の応募者が理事会で決議した定数に満たない場

合、区分毎の定数迄役員候補者を推薦すること

（４） 区分単位の応募者が理事会で決議した定数を超えて応募

者があった場合、区分単位の立候補者間の調整作業を行う

こと

（５） 区分別に役員候補者を記した役員候補推薦名簿を作成

し、理事会に提出すること

（６） その他、役員候補者の推薦に関し必要な事項

【報告と解散】

第 ６条 選考委員会は作業の全てが終了したとき、その結果を会長に報

告しなければならない。

    ２ 選考委員会は、理事会において役員候補者推薦名簿を報告し      

た時点で解散するものとする。

第３章 役員候補者への応募・推薦及び選任
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【公示】

第 ８条 この規則で必要な公示は本協会発行の文書又は電磁的方

法において行なう。

【資 格】

第 ３条 役員候補者として立候補できる者は、役員候補者選考委員

会が設置されたとき、本協会の正会員として在籍して、会費

の未払いが 3 年以上ないこと。

２ 役員候補は正会員以外からも推薦できるものとし、その

推薦総数は３名を越えないこととする。

【公 示】

第 ７条 この規則で必要な公示は本協会発行の会報「全船協」及び本協

会ホームページにおいて行なう。

   ２ 役員候補者募集の公示の内容は次に掲げる事項等とする。

（１) 区分別理事候補者、監事候補者の募集数

（２) 役員の任期

（３) 役員候補者の応募方法

(４) 受付期間

(５) その他、役員候補者の推薦に関して必要な事項

【資格】

第 ８条 定款第２４条で定める理事及び監事に就任しようとする正会員

は、この「役員候補者選考規則」に従って応募又は推薦を受ける

こととし、役員候補者選考委員会が設置されたとき、本協会の正

会員として在籍しており会費の未払いが 3 年以上ないこと。

２ 役員候補者は正会員以外からも推薦できるものとし、その推薦総

数は３名を越えないこととする。

３ 役員選考委員会の委員として就任する者も、第１項後段と同

様とする。

【資格の喪失】

第 ９条 役員候補者が役員として選任される前に正会員としての資格を

喪失した時は役員候補者の資格も喪失する。

２ 選考委員も、選考委員会が解散する前に正会員の資格を喪失

したときは選考委員の資格も喪失する。
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【定 数】

第 ９条 定款第 24 条第１項に基づき理事の定数は１０名以上１５

名以内、監事は２名とする。

【選出及び募集】

第 ４条 役員候補者は正会員からの自薦又は他薦による応募とす     

る。

２ 正会員以外から役員候補者を推薦しようとする場合は、予

め理事会で決議するものとする。

３ 理事並びに監事は総会において選出する。

(旧第９条 削除)

【募集及び推薦】

第１０条 役員候補者は第３条の資格を有する者の中から、自薦又は他薦

による応募並びに選考委員会の推薦による応募とする。

２ 役員候補者応募用紙の提出

  (１) 自薦による応募の場合、別に定める応募用紙に必要事項  

     を記して、応募期間内に選考委員会に提出すること。

（2） 他薦による応募の場合、正会員の中から２名の推薦者によ

り、別に定める応募用紙に必要事項並びに推薦理由を記し

て、応募期間内に選考委員会に提出すること。

３ 選考委員会による推薦の場合、選考委員会としての推薦事由を

明らかにすること。

４ 正会員以外からの役員候補者は、予め理事会で決議がなされて

いる事。

【応募の確認】

第１１条 事務局は、選考委員会が役員候補者申込用紙を開票するまで

厳重に保管しなければならない。

２ 選考委員会は応募者の資格チェックを行い、応募基準に達して

いる場合、役員候補者として受け付けたことを本人に通知しなけ

ればならない。
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【名 簿】

第１１条 役員推薦名簿とは、役員候補者として応募したものと、第

７条により委員会で推薦した役員候補者を纏めたもので、定

款第２５条第１号により、通常総会で選任が予定される理

事・監事候補者の名簿である。

【定めのない事項等】

第１２条 この規則に定めのない事項や不測の事態が生じた場合は

その都度委員会で協議、決定、実行する。決定、実行した事

３ 前項の資格チェックは、定款第２５条第６、７項に該当して

いない事を合わせて確認すること。

【定数調整】

第１２条 第５条による選考作業で、理事会で決議した区分毎の役員候補

者推薦数の過不足が解消しない場合、そのまま役員候補推薦名

簿として総会に上程する。

２ 前項による役員候補者推薦名簿が上程された総会では、役員候

補者選考規則の趣旨を尊重し、予め区分別選任を行うことを決

議した後、区分毎に区分定数まで定款第１９条第３項により選任

する。

３ 前項において区分の定数枠内で選任されなかった役員候補

者は、改めて定款第１９条第３項に従い選任する。

【名 簿】

第１３条 役員推薦名簿とは、役員候補者として自薦又は他

薦により応募したものと、第５条第３号により選考委員会で

推薦した役員候補者を纏めたもので、定款第２５条第１号に

より総会で選任が予定される理事・監事候補者の名簿であ

る。

第４章 その他

【定めのない事項】

第１４条 この規則に定めのない事項や不測の事態が生じた場合、そ
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項は必ず記録し、会長に報告するとともに次の委員会へ申し

送ることとする。

附 則

１ この規則の改訂は、役員候補者選考委員会が起案し、総会の決議

によらなければならない。

２ この規則は、平成 2３年５月の特例民法法人全日本船舶職員協会

通常総会において決議された日から施行する。この場合、一般社団

法人全日本船舶職員協会は特例民法法人全日本船舶職員協会と読

み替える。

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律第１２１条第１項において読みかえて準用す

る同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、一

般社団法人設立の登記を行ったときは、第５１条の規定に関わらず

解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年

度開始の日とし、１年以内に当来する３月３１日までを事業年度と

する。

の都度選考委員会で協議の上、決定し実行する。

【規則の改廃】

第１５条 この規則の改廃は、総会の決議によらなければならない。

附 則

この規則は、平成２５年５月の一般社団法人全日本船舶職員協会

通常総会において決議された日から施行する。

   


