
                                平成 25年 4月 18日 

一般社団法人 

日本介護支援専門員協会 

都道府県支部長 様 

 

      一般社団法人        

      日本介護支援専門員協会 

        選挙管理委員会委員長 服部 恭弥 

[公 印 省 略] 

 

 

当協会  代議員および会長候補者理事ならびに全国選出理事選挙の 

公示・立候補届出様式について（ご連絡) 

 

  

 平素より当協会の活動に対し、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、平成 25年 4月 18日(木)に公示いたしました「一般社団法人日本介護支

援専門員協会 代議員および会長候補者理事ならびに全国選出理事選挙」につき

まして、別添のとおり公示および立候補届出様式を当協会ホームページ会員専用

サイト（https://www2.jcma.or.jp/login.aspx）に掲載いたしました。 

会員専用サイトは会員個人に付与している ID・パスワード、都道府県支部事

務局においては各事務局 ID・パスワードの入力により、ご覧いただくことがで

きます。 

 また「代議員および会長候補者理事ならびに全国選出理事選挙のお知らせ」の

葉書を会員の皆様に、郵送でもお送りいたしますが、貴支部でもホームページへ

の掲載等、会員の皆様への周知にご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、本件に関して、ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください

ますようお願い申し上げます。 

 

【問い合わせ先】 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 

事務局 木村能子・佐藤里美・吉田洋子 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 

1丁目 11番地 金子ビル 2階 

TEL:03-3518-0777 FAX:03-3518-0778 

E-mail:soumuka@jcma.or.jp 



 

一般社団法人日本介護支援専門員協会  

代議員選挙公示 

 

             平成 25 年 4 月 18 日 

                                                             選挙管理委員会  

                                                             委員長 服部恭弥 

 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 定款第 8 条第 1 項および代議員選出細則第 3 条、

選挙管理規程第 2章に基づき代議員選挙を実施します。  

つきましては、次のとおり公示いたします。 

 

１．選挙すべき職・定数 

  日本介護支援専門員協会 代議員 

    ※各支部の代議員定数は「都道府県支部代議員定数一覧表」を参照 

 

２．選挙人 

  平成 25 年 3 月 31 日現在、平成 24 年度の会費を納入している当法人定款第 7条第 1号

に定める正会員 

 

３．立候補資格について 

  立候補は、選挙管理規程 第 2章 第 11 条に基づき次の資格が必要となります。 

  (１)平成 25 年 3 月 31 日現在、平成 24 年度の会費を納入している当法人定款第 7条第

1号に定める正会員 

  (２)平成 25 年 3 月 31 日までに平成 24 年度年会費を納めていること 

  (３)立候補者が所属する都道府県支部の日本介護支援専門員協会正会員 3名からの推

薦があること 

  【留意点】 

※所属支部 代議員にのみ立候補が可能です。 

※連続して 3期（6年）を超えて選任することはできないため、平成 19 年 4 月以降

連続して就任されている代議員は立候補することができません。 

※会長候補者理事選挙および全国選出理事選挙、次期ブロック理事に立候補するこ

とはできません。 

※任期中の理事・監事が立候補し当選した場合は、定款第 8条 2項に則り、理事・

監事を辞任していただきます。 

 

 

 

 



 

 

４．推薦者について 

(１)推薦者が推薦できる者は所属支部から立候補する 1 名とします。 

(２)推薦者は、代議員に立候補することができません。 

 

５．立候補受付期間 

  平成 25 年 4 月 18 日(木)～4 月 30 日(火)消印有効 

  ※立候補者公示：平成 25 年 5 月 15 日(水) 

（立候補届出は２箇所で受け付けます。詳しくは８．立候補届出送付先をご確認くださ

い。なお、ご所属の都道府県支部事務局宛てにお送りいただく際は、都道府県支部から

日本介護支援専門員協会への転送期間を考慮ください）。 

 

６．立候補受付方法 

下記の所定の様式にて、立候補受付期間内に郵送にて選挙管理委員会宛に提出してく

ださい。 

(１)立候補届出書（様式・代１） 

(２)立候補者推薦届出書３名分（様式・代２） 

(３)履歴書（保存用）（様式・代３） 

(４)略歴・立候補理由（様式・代４）  

※立候補者の公示の際の広報用として使用いたします。 

※所定の様式は、当協会ホームページ会員専用さいとにてダウンロードしてください。 

 

７．立候補届出郵送方法 

立候補届出書は、必ず「書留郵便」または「簡易書留」で封筒に「氏名」・「自宅住所」・

「代議員選挙立候補届出書在中」と記載の上、郵送してください。 

立候補届出書は選挙管理委員会にて審査の上、受理後は立候補者本人に「立候補届出

受理証」を送付いたします。  

 

８．立候補届出書送付先 

  下記の 2か所で立候補届出書類を受付いたします。 

 （１）日本介護支援専門員協会 事務局 宛 

   〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1丁目 11 番地 金子ビル 2階 

   TEL03-3518-0777 

 （２）ご所属の各都道府県支部 事務局 宛 

   立候補される所属支部事務局宛に郵送にてお送りください。 

  ※都道府県支部事務局連絡先は別紙「都道府県支部連絡先一覧」を参照ください。 

 

 



９．立候補の辞退 

立候補を辞退する場合は、都道府県支部に連絡の上、所定の立候補辞退届出書（様式・

代５）により選挙管理委員会に届け出てください。 

※所定の様式は、当協会ホームページ会員専用サイトにてダウンロードしてください。 

 

１０．投票方法 

  当協会ホームページ「代議員選挙専用サイト」におけるWeb投票 

  ※投票は所属支部の立候補者にのみ可能です。 

 

１１．投票期間 

  平成 25 年 5 月 22 日(水)11 時 00 分～5月 29 日(水)18 時 00 分（Web 投票にて実施） 

 

１２．選挙結果     

平成 25 年 5 月 31 日(金)発表 

 

１３．その他  

   ・当選後、代議員に就任した方は、第 5回社員総会(平成 25 年 6 月 16 日)に出席して

いただきます。 

・代議員名簿について 
代議員選挙の結果、代議員に就任された方の氏名・所属支部・住所（自宅または勤務

先）・E-mailを記載した代議員名簿を会長候補者理事選挙および全国選出理事選挙の
立候補者に選挙活動を目的として情報提供いたしますので予めご了承ください。 

以上 



 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 

会長候補者理事選挙公示 

平成 25 年 4 月 18 日 

選挙管理委員会  

委員長 服部 恭弥  

 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 定款第 17 条第 1項および理事・監事細則第

3条第 1項ならびに、選挙管理規程第 3章に基づき会長候補者理事選挙を行います。  

つきましては、次のとおり公示いたします。 

 

１．選挙日 

  平成 25 年 6 月 16 日（日）(当協会第 5回社員総会において実施) 

 

２．選挙すべき職・定数 

  会長候補者理事  1 名 

 

３．選挙人 

  選挙日(6 月 16 日)における当協会定款第 8条に定める当協会の代議員とします。 

 

４．選挙方法 

  選挙当日、立候補者は演説を行い、選挙人による投票を行います。 

 

５．立候補者の資格 

  立候補は、選挙管理規程第 25 条に基づき次の資格が必要となります。 

  (１)選挙公示日 4月 18 日時点において、日本介護支援専門員協会の正会員 

    (定款第 7条・第 1号規定)であること 

  (２)日本介護支援専門員協会正会員 3名からの推薦があること。 

  【留意事項】 

※立候補者は、代議員選挙および全国選出理事選挙、次期ブロック選出理

事と重複して立候補することはできません。 

※任期中の代議員が立候補する場合は、社員(代議員)選出細則第 6条 

により代議員を辞任した後に立候補しなければなりません。 

 

６．推薦者について 

(１) 平成 25 年 3 月 31 日現在、平成 24 年度の会費を納入している当法人定

款第 7条第 1号に定める正会員とします。 

(２)推薦者が推薦できる立候補者は 1 名とします。 

(３)推薦者は、全国選出理事選挙および次期ブロック選出理事に立候補する

ことができません。 



 

 

７．立候補受付期間 

  平成 25 年 4 月 18 日(木)～4 月 30 日(火)消印有効 

  ※立候補者公示：平成 25 年 5 月 15 日(水) 

 

８．立候補受付方法 

  下記の所定の様式にて、立候補受付期間内に郵送にて選挙管理委員会宛に提出し 

てください。 

(１)立候補届出書（様式・会１） 

(２)立候補者推薦届出書 正会員３名分（様式・会２） 

(３)履歴書（保存用）（様式・会３） 

(４)略歴・立候補理由（様式・会４）  

※立候補者の公示の際の広報用として使用いたします。 

※所定の様式は、当協会ホームページ会員専用頁にてダウンロードしてください。 

 

９．立候補届出書送付先 

  立候補届出書は、必ず「書留郵便」および「簡易書留」で封筒に「氏名」・「自宅

住所」・「会長候補者理事選挙立候補届出書在中」と記載の上、以下送付先に郵送

してください。 

  ※選挙管理規程第 26 条第 2項に基づき、郵送のみの受付とします。 

 【送付先】 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町１丁目 11 番地 金子ビル２階 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 選挙管理委員会 宛 

 

１０．立候補の辞退 

立候補を辞退する場合は、所定の立候補辞退届出書（様式・会５）により選挙管

理委員会に届け出てください。 

※所定の様式は、当協会ホームページ会員専用サイトにてダウンロードしてください。 

 

１１．その他  

   立候補者は、急病等のやむをえない場合を除き、選挙日(平成 25 年 6 月 16 日) 

に出席していただき、立候補者演説を行っていただきます。 

以上 



一般社団法人日本介護支援専門員協会 

全国選出理事選挙公示 

 

平成 25 年 4 月 18 日 

選挙管理委員会  

委員長  服部 恭弥  

 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 定款第 17 条第 1項および理事・監事細則第

3条第 3項ならびに、選挙管理規程第 4章に基づき全国選出理事選挙を行います。  

つきましては、次のとおり公示いたします。 

 

１．選挙日 

  平成 25 年 6 月 16 日（日）(当協会第 5回社員総会において実施) 

 

２．選挙すべき職・定数 

  全国選出理事  10 名以内 

 

３．選挙人 

  選挙日(6月 16日)における当協会定款第8 条に定める当協会の代議員とします。 

 

４．選挙方法 

  選挙当日、立候補者は演説を行い、選挙人による投票を行います。 

 

５．立候補者の資格 

  立候補は、選挙管理規程第 44 条に基づき次の資格が必要となります。 

  (１)選挙公示日 4月 18 日時点において、日本介護支援専門員協会の正会員 

    (定款第 7条・第 1号規定)であること 

  (２)日本介護支援専門員協会正会員 3名からの推薦があること。 

  【留意事項】 

※立候補者は、代議員選挙および会長候補者理事選挙、次期ブロック選出

理事と重複して立候補することはできません。 

※任期中の代議員が立候補する場合は、社員(代議員)選出細則第 6条 

により代議員を辞任した後に立候補しなければなりません。 

 

６．推薦者について 

(１) 平成 25 年 3 月 31 日現在、平成 24 年度の会費を納入している当法人定

款第 7条第 1号に定める正会員とします。 

(２)推薦者が推薦できる立候補者は 1 名とします。 

(３)推薦者は、全国選出理事選挙および次期ブロック選出理事に立候補する

ことができません。 



 

 

７．立候補受付期間 

  平成 25 年 4 月 18 日(木)～4 月 30 日(火)消印有効 

  ※立候補者公示：平成 25 年 5 月 15 日(水) 

 

８．立候補受付方法 

  下記の所定の様式にて、立候補受付期間内に郵送にて選挙管理委員会宛に提出し 

てください。 

(１)立候補届出書（様式・理１） 

(２)立候補者推薦届出書 正会員３名分（様式・理２） 

(３)履歴書（保存用）（様式・理３） 

(４)略歴・立候補理由（様式・理４）  

※立候補者の公示の際の広報用として使用いたします。 

※所定の様式は、当協会ホームページ会員専用サイトにてダウンロードしてくだ

さい。 

 

９．立候補届出書送付先 

  立候補届出書は、必ず「書留郵便」および「簡易書留」で封筒に「氏名」・「自宅

住所」・「全国選出理事選挙立候補届出書在中」と記載の上、以下送付先に郵送し

てください。 

  ※選挙管理規程第 45 条第 2項に基づき、郵送のみの受付とします。 

 【送付先】 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町１丁目 11 番地 金子ビル２階 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 選挙管理委員会 宛 

 

１０．立候補の辞退 

立候補を辞退する場合は、所定の立候補辞退届出書（様式・理５）により選挙管

理委員会に届け出てください。 

※所定の様式は、当協会ホームページ会員専用サイトにてダウンロードしてください。 

 

１１．その他  

   立候補者は、急病等のやむをえない場合を除き、選挙日(平成 25 年 6 月 16 日) 

に出席していただき、立候補者演説を行っていただきます。 

以上 


	130418当協会_代議員および会長候補者理事ならびに全国選出理事選挙の_公示・立候補届出様式について（ご連絡)
	130418代議員選挙公示
	130418会長候補者理事選挙公示
	130418全国選出理事選挙公示

