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共催・協賛・後援等の依頼の応諾に関する規程細目 

 

（総  則） 

第１条  本規程細目は，本学会（本部，部門，支部をいう。以下，本学会という。）が，本学会事業に関連

ある機関より，その機関が主催する講演会・講習会・シンポジウム等の技術会合に対し，共催・

協賛・後援等（以下，共催等という）の依頼を受けた場合の取扱いについて定めるものである。 

（応諾の原則） 

第２条  共催等を応諾する場合は，その主催機関・目的・内容等が，原則として次の各項に該当するもの

でなければならない。 

１  主催機関 官公庁ならびに公益法人またはこれに準ずる団体（またはその傘下に属する組織）

で，本学会事業に関連のある機関であること。 

２  目    的 営利および宗教的または政治的な目的でないこと。 

３  内    容 本学会事業に関連ある学術的な会合であり，かつ本学会会員にとって有益なもので

あること。 

（応諾の条件） 

第３条  共催等に対する応諾の条件は，原則として次による。 

１  共  催 

1)  主催機関が次のいずれかに該当するもので，原則としてその内容に対し計画当初より本学会

が何らかの形で企画・運営等に深く関与するもの。 

①  日本学術会議の機関 

②  日本工学会加盟学協会 

③  官公庁等の機関 

④  その他，本学会の目的に密接な関係がある機関 

2)  経費・労務等の負担は，本学会が計画当初より委員を派遣するなどにより参加する以外は，

原則として負担しない。 

２  協賛・後援 

1)  本学会が協賛・後援することにより一定の成果をなし得ると認められるもので，その内容が

本学会会員にとり有益と認められるもの。 

2) 経費・労務の負担のないもの。 

（依 頼） 

第４条  共催等の依頼は，原則として主催機関の代表者より本学会代表者宛の文書で受理する。 

（応諾の決定） 

第５条 応諾の決定は以下のとおりとする。 

１  本部共催の場合は，副会長（研究調査）の承認を必要とする。 

  本部協賛・後援等の場合は，専務理事の承認を必要とする。 

  応諾の結果は，研究調査会議において適宜報告を行う。 

２  部門（傘下の組織を含む）共催等の場合は，部門長の承認を必要とする。ただし，技術委員会

が他団体主催の技術会合に名目上の共催等を依頼された場合は，部門研究調査運営委員会委員

長の承認で差し支えない。 
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３  支部（傘下の組織を含む）共催等の場合は，支部長の承認を必要とする。 

（本学会会誌への掲載） 

第６条  本学会会誌へ開催案内掲載の依頼があった場合は，原則として次により会告欄等に掲載する。 

    １  本部共催等の場合は，本学会会誌の所定の行事欄に掲載する。 

なお，掲載方法については次による。 

1)  共      催  本学会が計画当初より，委員派遣，経費の負担を応諾して共催する場合は，

原則として詳細にわたり内容を掲載する。また掲載は２回以上行なうこと

ができる。 

その他の共催の場合は，次の(2) に準じて掲載する。 

2)  協賛・後援  原則として，会期・会場・参加条件等の概略を１回に限り掲載する。ただ

し，開催日までの時間的余裕がない場合は掲載しないことがある。 

２  部門・支部共催等の場合は，本学会会誌の所定の活動欄に掲載する。 

なお，掲載の可否および掲載方法については，当該部門・支部の判断による。 

また，本学会論文誌への掲載の可否および掲載方法についても，当該部門の判断による。 

（著作権の取扱い） 

第７条 当該技術会合が他団体と共催等の形で開催される場合の処理は，調査・規程７「技術会合開催規

程」による。 

（電気学会ロゴ利用申請） 

第８条 本学会のロゴを共催，協賛，後援等で利用する場合は，第４条における依頼の際，その旨，依頼

状に記載する。部門・支部共催等の場合も，電気学会のロゴの利用を認める。 

    なお，電気学会のロゴは，事務局から送付されるデザインと同一のものを利用する。本共催等の

目的でのみ使用し，第三者（協賛目的で製作する印刷物の業者等を除く）へは提供できない。 

（その他） 

第９条  共催等を応諾した場合は，主催機関から必要な資料等の送付を受けることを原則とする。 

 

 

（付則） 

1. 本規程細目は平成 3年3月26日，理事会において承認制定。 

2. 本規程細目は平成 3年5月24日より施行する。 

3. 本規程細目は平成 17年6月30日，研究経営会議にて一部改正。 

4. 本規程細目は平成 20年11月21日，研究経営会議にて一部改正。 

5. 本規程細目は平成 26年4月15日，研究調査会議にて一部改正。 

6. 本規程細目は令和 3年2月5日，研究調査会議にて一部改正。 

7. 本規程細目は令和 3年6月21日，研究調査会議にて一部改正。 

8．  本規程細目は令和 5年4月5日，研究調査会議にて一部改正。 
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（依頼状サンプル）                             年  月  日 

一般社団法人 電気学会 

会長 ○○ ○○ 殿 

一般社団法人 ○○○○ 

□□□□部会 

△△ △△ 

 

「第○○回 ○○○○シンポジウム」協賛の依頼について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

さて，本会では標記行事を別紙計画書の通り開催することになりました。 

つきましては，本シンポジウムにつき貴会の協賛をお願い申し上げ，より一層有意義なものと致したく存

じます。 

ご多用中まことに恐縮ですが，ご検討のうえご承諾賜りたく重ねてお願い申し上げます。 

お手数ではございますが，別紙同封承諾書にてご回答をお願い申し上げます。 

敬具 

同封書類 

１）シンポジウム計画書：会合名，会期，場所，主催団体名，協賛・後援団体名（予定含む）， 

            問合せ先などを記載。 

   国際会議の場合は英文での会議名称とホームページURLは必須。 

２）承諾書（電気学会から承諾の可否の連絡が必要な場合：返信用のＦＡＸ，葉書など） 

 

電気学会ロゴ利用の申請について（※利用を申請する場合の例） 

本シンポジウムに協賛いただくにあたり，電気学会ロゴの利用を申請します。 

なお，電気学会ロゴは，本協賛の目的でのみ使用することとし，第三者（協賛目的で製作する印刷物

の業者等を除く）への提供は致しません。また，電気学会ロゴは，事務局から送付されるデザインと

同一のものを利用します。 

 

追伸 

１） 本シンポジウムの開催に関する費用につきましては，分担金などのご負担はおかけいたしません。 

２）体裁，掲載月については一任いたしますが，本シンポジウム開催案内を貴学会雑誌などへ，掲載下さ

いますようお願いいたします。 

【本件連絡先】 

担当者名： 

所属     ： 

Tel / Fax： 

E-mail  ： 
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（承諾書サンプル） 

 年 月 日 

 

一般社団法人 ○○学会  御中 

（協賛等依頼元の学会，協会名を記載） 

Fax：XX－XXXX－XXXX 

 

 

 

○○年 ○○ シンポジウムへの協賛を 

 

 

 

□ 承諾する 

 

 

□ 承諾しない 

 

 

また， 

 

□ 電気学会ロゴ利用を承認する（申請があった場合） 

 

 

 

学会名  

（承諾者） 

代表者 

 

担当者名／連絡先 

 

 

 

 

連絡事項等 
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[The date of issue]  

 

Dear President. [IEEJ President’s name] 

The Institute of Electrical Engineers of Japan 

 

Technical Co-sponsorship Request 

 

 [Host Organization], an organizer of [Conference name], would like to invite the Institute of 

Electrical Engineers of Japan (hereinafter IEEJ) to act as one of the technical co-sponsors of 

[Conference name], which will be held in [place] during [term].  

 The acceptance of the technical co-sponsorship will grant permission for using IEEJ logo in the 

related publication materials (including, but not limited to the conference website, proceedings, 

exhibition) of [Conference name]. IEEJ logo will be used for non-commercial purpose related to 

[Conference name] only. 

IEEJ will have no obligation or responsibility for labor and economic support. 

 

Attached documents 

*Conference plan 

 (Including conference name, term, place, organizer’s name, other co-sponsors, website, and 

disclosable contact information) 

*Written Consent 

 

Sincerely, 

[Chair’s name] 

[Host Organization name] 

[Contact information etc.] 

 

Notes 

*The use of [Host Organization] logo is limited to the purpose of promotion of the conference. The logo 

shall not be provided to the third party except companies printing publication materials related to the 

conference. 

*The logo used for the conference shall correspond with the one provided by IEEJ. 
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[The date of issue] 

 

Dear [Chair’s name] 

[Host Organization name] 

 

Written Consent 

 

The undersigned, [IEEJ President’s name], hereby accept Technical Co-sponsorship of [Conference 

name], which will be held in [place] during [term]. 

 

Acceptant’s name:                                                    

 

Organization name:                                                  

 

Contact person:                                                      

 

Disclosable contact e-mail:                                            

 

 

 

Conditions 

As described in notes in “Technical Co-sponsorship Request. 

 

- The remainder of this page is intentionally left blank - 

 

 


