
日本雪工学会 細則 
 

第１章  総     則 

第１条 この細則は，日本雪工学会 会則で定められた事項の施行に必要な事項を定める。 

 

第２章  会員および会費 

第２条（会 費）この会の会費は次の通りとする。 

（1）個人会員  年額  8,000 円 

（2）シニア会員 年額  6,000 円 

（3）団体会員  年額   30,000 円 

（4）賛助会員  1 口年額 100,000 円とし，口数は 1以上とする。 

（5）学生会員 年額 4,000 円，ただし入会年度および大会で発表した翌年度は半額を免除する。 

２．個人会員および団体会員は入会時に入会金 2,000 円を納入する。 

３．名誉会員の称号を贈られた者は，会費の納入を必要としない。 

第３条（権利の留保）会員は会費を支払わない場合，権利を留保される。 

２．会費を２年滞納した会員には，会誌の送付を停止する。 

第４条（みなし退会）会費を滞納し，連絡のとれない会員は退会したものとみなす。 

２．学生会員が３年間会費を滞納し，連絡が取れない時は退会とみなす。 

３．その他の会員が４年間会費を滞納し，連絡が取れない場合は退会とみなす。 

 

第３章  名誉会員の推挙 

第５条（名誉会員推挙の基準）会則第 5条第 2項の規程に基づき，理事会の議を経て名誉会員の

称号を授与される者は，原則として 70 歳以上，会員歴 25 年以上とし，次の各号に定める要件

のいずれかを満たすものとする。 

(1) 日本雪工学会の会長を 1期以上務めた個人会員 

(2) 日本雪工学会の副会長を 2期以上務めた個人会員 

(3) 日本雪工学会の会務委員長を 4期以上務めた個人会員 

(4) 日本雪工学会の運営委員を 4期以上務めた個人会員 

(5) その他，本会に多大なる貢献をしたと理事の 4/5 以上の賛同を得て認められた個人会員 

第６条（推薦）推薦者はこの会の理事とする。 

第７条（資格の取消）名誉会員が下記の事項に該当した場合には資格を失う。 

(1) 死亡した場合 

(2) 著しく社会規範に反する行為を行ったと理事会が認めた場合 

 

第４章  理事候補者の選出 

第８条（有資格者）本会の個人会員，団体会員または賛助会員である法人または団体に所属する

者，および，賛助会員である個人が理事候補者となる資格を有する。 

２．理事定数のうち，概ね３分の２を雪工学に関する研究者または技術者とし，残りは団体会員

または賛助会員である行政または民間企業等から選ぶ。 

３．２.項における行政または民間企業等からの理事候補者は役職指定とすることができる。 

第９条（選出の手続き）理事候補者の選出手続きは以下による。 

(1) 運営委員会は，地域性・専門分野・産官学のバランスを考慮し，役職指定を含め，２５名以

内の候補者を，改選前年度末の理事会にはかる。 

(2) 総務委員会は，理事会より承認された候補者のリスト（氏名，所属，職名，専門分野，地域）

を，過去３期の理事リストと共に，学会誌４月号にて公示する。 

(3) 総務委員会は，理事会選出理事候補者以外について，一般会員からの推薦（１会員５名以内）

を募集する。推薦の締切日は，学会誌発行日および総会開催日を考慮して理事会が決める。 

(4) 総務委員会は，締切日から 1 週間以内に一般会員からの推薦者リスト（氏名，所属，職名，

専門分野，地域）を作成して運営委員会にはかり，５名以内の一般推薦理事候補者を決めて

理事会に報告する。 

 

第５章  会長の選出 

第 10 条（候補者）当該年度の総会において選出された理事のうち，役職指定の理事および大会理



事を除いた全理事が，会長の候補者となる。 

第 11 条（意向調査）新旧理事の円滑な引継ぎのために，当該年度総会に先立って，細則９条で定

めた理事候補者による会長適任者に関する意向調査を行う。 

第 12 条（当選者の決定）当該年度の総会において理事候補者が承認されたのち，即時に臨時理事

会を開催し，意向調査の結果を踏まえて会長を選出し，総会に報告する。 

 

第６章  会誌および論文集 

第 13 条（会 誌）この会は，会誌を年４回（１，４，７，１０月の１０日）発行する． 

２．会誌の投稿規定，執筆要領，学会誌編集に関する内規は別途定める。 

第 14 条（論文集）この会は，論文集を年４回（１，４，７，１０月の１０日）電子媒体にて発行

し公開する． 

２．論文集の投稿規定，執筆要領，査読内規は別途定める。 

第 15 条（購読） 会誌は、会員には発行毎に送付する。 

２．非会員が会誌の購読を希望する場合は、年間購読料 8,000 円/4 冊（税込）とする。 

３．非会員が会誌のバックナンバーの購読を希望する場合には 3,000 円/冊（税込）とする。 

 

第７章  年次大会 

第 16 条（開 催）この会は，年 1回秋に年次大会を開催する。 

２．（公社）日本雪氷学会と合同で開催する協定書が有効である限り，これにもとづき開催する。 

３．学術講演のプログラム編成は，別途内規で定める。 

 

第８章  会務委員会 

第 17 条（所掌事項）会則に定めた会務委員会の所掌事項は次のとおりとする。 

(1) 運営委員会 

 組織の改変，会則・規定等の改定等，学会運営の基礎をなす事項の検討 

 理事会および総会の議案にかかわる事項の事前検討 

 学会事業（大会等）の企画・調整 

 名誉会員の要件を満たす会員の調査 

 理事候補者の選考 

 その他，理事会，総会の議をまたずに意思決定すべき事項の審議 

(2) 総務委員会 

 総会・理事会の開催案内，準備，議事録の作成 

 会則・規定の管理および組織運営上の連絡調整 

 会員の入退会の管理 

 表彰委員会の設置と学会賞表彰に関わる諸手続き 

 理事候補者および会長選出に関わる諸手続き 

 功労賞候補者の掘り起こし 

(3) 編集委員会 

 学会誌の企画・編集・出版 

 その他出版物の編集発行 

 学会誌等への広告の受付および広告先との連絡調整 

 学会誌等出版物の著作権に関わる事項の管理 

(4) 学術委員会 

 学術論文・技術論文・ノート・討議の審査 

 論文集の編集・発行 

 年次大会のプログラム編成 

 論文投稿の掘り起こし 

 学術賞・学術奨励賞候補の推薦 

 論文集の著作権に関わる事項の管理 

(5) 経理委員会 

 学会の出納会計の管理 

 年度ごとの収支決算および予算計画の作成 

 学会が保有する財産の管理 



(6) 事業委員会 

 年次大会の開催に関わる連絡調整 

 学会主催行事等の企画・運営 

 共催・後援・連携等に関する事項 

 研究委員会の活動活性化に資する支援 

 技術賞候補者の掘り起こし 

(7) 広報委員会 

 ホームページの維持・管理，運営 

 この会の広報に関する事項 

 学会誌への広告先の開拓 

 

第９章  ホームページ 

第 18 条 （設 置）この会の広報のためにホームページ（以下 HP）を設置する。 

２．URL は www.snoweng.org とし，サーバーはカガワ印刷に置く。 

３．HP には次の各ページを置き，それぞれの内容は所掌する会務委員会が責任を負う。 

(1) Home  （広報委員会） 

(2) 日本雪工学会について （総務委員会） 

(3) 学会誌  （編集委員会） 

(4) 投稿募集  （学術委員会） 

(5) 刊行物  （編集委員会） 

(6) 研究委員会  （各研究委員会） 

(7) 支部  （各支部） 

(8) 入会手続  （総務委員会） 

(9) 問合せ  （総務委員会） 

(10) ＦＡＱ  （広報委員会） 

(11) その他  （広報委員会） 

 

第１０章  研究委員会 

第 19 条（職 務）専門分野に関する調査，研究を推進し，成果を会員に還元するための編集また

は行事を行う。 

第 20 条（設 置）研究委員会は，5名以上の会員による自発的提案を受け，理事会の承認を経て

発足する。 

２．研究委員会の発足は年度初めとし，新設を提案する会員は企画提案書を発足の前の年の年末

までに総務委員長に提出する。 

第 21 条（委 員）委員会は，その専門分野に関心のある会員（もしくは必要に応じて会員以外）

で構成する。 

２．委員長は委員の互選とする。ただし委員長は会員に限る。 

３．委員長は，委員会発足後速やかに委員構成を理事会に報告する。 

第 22 条（運営，活動）委員会は，1 事業 2 ヶ年を期限として立案し運営する。やむをえず延長，

継続する場合は，理事会の承認を得るものとする。 

第 23 条（成果の還元）委員会の成果は以下の様な方法によって会員に有効に還元されなければ

ならない。 

(1) 学会誌の特集企画や論文・解説記事等 

(2) 年次大会における企画セッション 

(3) その他，社会への還元を図るための講習会，研究発表会等の開催 

第 24 条（経 費）年度毎の経費の上限は原則として 10 万円とする。 

２．経費は通信費，会議費，旅費，印刷費等に充当できる。 

３．経費は後払いとするが，必要があれば仮払いを受けることができる。 

第 25 条（報 告）委員長は，理事会に対して，毎年 2月末までにその年度の委員会構成，事業

報告および決算の報告を行わなければならない。 

 

第１１章  支 部 

第 26 条（設 置）会則 24 条に定めた支部は次の各地区におく。 



(1) 北東北支部 

(2) 上信越支部 

第 27 条（事 業）支部は，この法人の目的達成のために，必要な次の事業を行う。 

(1) 支部独自の学術調査・研究，その他 

(2) 支部に属する会員相互の連携 

(3) その他支部規約に定めた事項 

第 28 条（役 員）支部には次の役員を置く 

(1) 支部長 １名 

(2) 庶務担当，会計担当 

(3) その他 

 

第１２章  雑     則 

第 29 条 （改 定）この規定は総会の議決により改定する。 

 

付     則 

この規定は平成 28 年 6月 5日より実施する。 

（平成 29年 6 月 2日改定） 

（平成 30年 6 月 1日改定） 

 

 


