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名称 

 
区分 

 
所管委員会 

 
最新改訂 
年月日 

 
頁 

 
ＨＰ

掲載

1 定款 定款 総務委員会 2012.06.16  ○ 
2 行動規範 規範 総務委員会 2004.01.22  ○ 
総務委員会関係 
3 職務規程 規程 総務委員会 2001.04.01  ○ 
4 運営規則 規則 総務委員会 2009.01.24  ○ 
5 会議運営ガイダンス ガイダ

ンス 
総務委員会 2001.05.27  ○ 

6 委員会運営ガイダンス ガイダ

ンス 
総務委員会 2009.10.19  ○ 

7 評議員会運営ガイダンス ガイダ

ンス 
総務委員会 2012.06.01  ○ 

8 全国代表者会議運営ガイダンス ガイダ

ンス 
総務委員会 2011.11.19  ○ 

9 理事及び監事候補者推薦手続規則（内規） 規則 総務委員会 2012.01.21  ○ 
10 理事及び監事推薦候補者管理委員会運営ガイ

ダンス 
ガイダ

ンス 
総務委員会 2012.01.21  ○ 

11 評議員の選定委員会運営規程 規程 総務委員会 2012.05.26  ○ 
12 会員に関する規程 規程 総務委員会 2012.04.01  ○ 
13 寄附金等取扱規程 規程 総務委員会 2012.04.01   
14 資産運用規程 規程 総務委員会 2012.04.01   
15 情報公開規程 規程 総務委員会 新設  ○ 
16 個人情報保護に関する基本方針 

個人情報管理規程 
連盟が業務上保有する個人情報の利用目的 

規程 総務委員会 新設  ○ 

17 リスク管理規程 規程 総務委員会 新設   
18 公益通報者保護規程 規程 総務委員会 新設  ○ 
19 コンプライアンス規程 規程 総務委員会 新設  ○ 
20 役員等の報酬・退職金及び費用に関する規程 規程 総務委員会 2012.04.01   
21 印章規程 規程 総務委員会 2003.04.05   
22 文書取扱規程 規程 総務委員会 2007.11.26   
23 事務局処務規程 規程 総務委員会 2003.04.05   
24 連盟マークの使用規程 規程 総務委員会 2003.04.01   
25 名刺の作成基準 基準 総務委員会 2009.04.02   
26 契約規程 規程 総務委員会 2003.04.05   
27 職員就業規則 規則 総務委員会 1998.06.10   
28 職員退職金規則 規則 総務委員会 2002.04.01   
29 職員旅費規程 規程 総務委員会 2003.05.30   
30 ホームページ運用規程 規程 総務委員会 1999.05.20   
31 表彰規程 規程 総務委員会 2009.11.23  ○ 
32 表彰規程細則 細則 総務委員会 2009.11.10  ○ 
33 懲戒規程 規程 総務委員会 2006.07.16   

http://www.jsaf.or.jp/soumu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/soumu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/soumu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/soumu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/soumu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/soumu/index.html
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34 小型船舶免許乗船経歴の証明についての規程 規程 総務委員会 2003.06.01  ○ 
35 スポーツ仲裁に関する規則 規則 総務委員会 新設  ○ 
財政委員会関係 
36 監事監査規程 規程 総務委員会 新設  ○ 
37 経理規程 規程 財政委員会 2003.04.01   
38 経理事務規則 規則 財政委員会 2003.04.01   
39 決裁規程 規程 総務委員会 2003.05.30   
ルール委員会関係 
40 最高審判委員会規則 規則 最高審判委員

会 
2009.01.24  ○ 

41 ナショナルジャッジ・アンパイア規程 規程 ルール委員会 2009.09.08  ○ 
42 ナショナル・ジャッジ、ナショナル・アンパ

イア規程施行細則 
細則 ルール委員会 2009.09.08  ○ 

43 ジャッジ・アンパイア規程事務取扱要領 要領 ルール委員会 2011.03.31  ○ 
44 ＩＪ／ＩＵの推薦候補選定等に関する基準 基準 ルール委員会 2011.04.09  ○ 
45 公益財団法人日本セーリング連盟規程 規程 ルール委員会 2011.04.10  ○ 
レース委員会関係 
46 外洋レース規則 規則 レース委員会 2009.04.01  ○ 
47 レースオフィサー規程 規程 レース委員会 2012.09.08  ○ 
48 レースオフィサー制度事務処理要領 要領 レース委員会 2012.09.08  ○ 
49 レース運営規則 規則 レース委員会 2011.02.19  ○ 
50 ＩＳＡＦ－ＩＲＯ候補者の推薦基準 基準 レース委員会 2009.04.01  ○ 
ＯＤＣ計測委員会関係 
51 公式計測員規程 規程 ＯＤＣ 

計測委員会 
2006.11.25 
2009.09.08 

 ○ 

52 ＩＳＡＦ－ＩＭ候補者の推薦基準 基準 ＯＤＣ 
計測委員会 

2006.05.15  ○ 

53 計測委員会運営規則 規則 ＯＤＣ 
計測委員会 

2001.11.27  ○ 

54 ＯＤＣ計測委員会業務処理要領 要領 ＯＤＣ 
計測委員会 

2009.09.08  ○ 

オリンピック特別委員会関係 
55 ナショナルチームに関する規程 規程 オリンピック

特別委員会 
2010.03   

外洋総務委員会関係 
56 外洋艇登録規則 規則 外洋総務委員

会 
2002.04.01  ○ 

57 所属海岸局への加入・登録規程 規程 外洋総務委員

会 
2001.04.01  ○ 

58 所属海岸局管理規程 規程 外洋総務委員

会 
1999.04.01  ○ 

国際委員会関係 
59 ＩＳＡＦサブミッション提出のガイドライン ガイド

ライン 
国際委員会 2003.04.05   

国体委員会関係 
60 国体セーリング競技役員編成基準 基準 国体委員会 2011.01.26   

http://www.jsaf.or.jp/zaimu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/zaimu/index.html
http://www.jsaf.or.jp/rule/index.html
http://www.jsaf.or.jp/rule/index.html
http://www.jsaf.or.jp/race/index.html
http://www.jsaf.or.jp/race/index.html
http://www.jsaf.or.jp/odc/index.html
http://www.jsaf.or.jp/odc/index.html
http://jsaf-osc.jp/
http://jsaf-osc.jp/
http://www.jsaf.or.jp/gaiyou/index.html
http://www.jsaf.or.jp/gaiyou/index.html
http://www.jsaf.or.jp/kokusai/index.html
http://www.jsaf.or.jp/kokusai/index.html
http://www.jsaf.or.jp/kokutai/index.html
http://www.jsaf.or.jp/kokutai/index.html
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ドーピング裁定委員会関係 
61 ドーピング防止規程 規程 ドーピング裁

定委員会 
2008.04.01  ○ 

＊ ２０１２年１２月８日付、公益法人移行に伴い、一括して新設、見直しを実施。 
＊ 「ＨＰ掲載」欄に○を表記したものについては、ＪＳＡＦホームページへ公開。 

http://www.jsaf.or.jp/medical/doping/index.html
http://www.jsaf.or.jp/medical/doping/index.html

