
　時下、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
　さて、本会では、現代議員の任期が本年度末をもって満了することに伴い、令和5-
6年度代議員選出のための選挙を実施いたします。
　つきましては、全国老施協「代議員等選任規程」に基づき、別紙により公示を行い、
当該選挙への立候補を受付いたしますのでご連絡申しあげます。
　なお、当該選挙に係る事務については、全国老施協選挙管理委員会より大阪府代議員
選挙実行委員会へ一部を委託して執り行うものです。

委 員 長
大阪府代議員選挙実行委員会

濵田　和則

会　員　各　位

大阪府代議員選出のための選挙に関する公示について

［送付資料］

・大阪府代議員選挙に関する公示
・公益社団法人全国老人福祉施設協議会「代議員等選任規程」

選挙管理委員会委員長 大城　良紀
公益社団法人　全国老人福祉施設協議会

大阪府代議員選挙実行委員会（担当：青木）

〒

FAXTEL 06-6768-242606-6762-9001

大阪市中央区中寺１－１－５４
542-0065

【連絡先】

E-mail：aoki.jun@osakafusyakyo.or.jp

大阪社会福祉指導センター内

2603号
令和5年1月25日
全国老施協発 第

※当該選挙への立候補に必要となる事項についての登録及び当立候補に関する様式（履歴書、推薦書等）のダウ
　ンロードについては、本会ホームページ（会員ページ）URL： https://www.roushikyo.or.jp
　から行ってください。

※代議員選挙に関して取得する個人情報は、選挙手続きに必要な目的（立候補者名簿の管理、資格審査、会員へ
　の公表及び各種の連絡）に利用いたします。
　また、代議員に選任された場合には、提出された個人情報を代議員就任に関する手続き及び代議員としての活
　動に必要な目的（行政機関等への届出及び連絡、旅費等の振り込み及び名簿作成と関係者への提供等、名簿の
　管理並びに各種案内等の連絡）に利用いたします。
※立候補される方の予備代議員候補者の方についても同様の扱いとなりますので、立候補の際には、予備代議員
　候補者ご本人の了承を得てください。

※届け出のあった立候補者が定数以下であるときは、当該立候補者を以て、当選人といたしますので、
　予めご承知おきください。



令和5-6年度　大阪府代議員選挙に関する公示

令和5年1月25日

　公益社団法人全国老人福祉施設協議会（以下、「全国老施協」という。）では、令和4年度末をもって
現代議員の任期が満了することに伴い、定款及び代議員等選任規程に基づき、下記要領にて大阪府代議員
選挙を実施いたします。
　つきましては、本会正会員の中で代議員に立候補しようとする方、又はその候補者を推薦しようとする
方は、所定の様式により下記の届出期間内に、大阪府代議員選挙実行委員会（以下、「実行委員会」）宛
に届け出るようお願いいたします。

記

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会
選挙管理委員会委員長 大城　良紀

大阪府代議員選挙実行委員会
委員長 濵田　和則

被選挙人（代議員選挙立候補者）の資格
被選挙人の資格は、代議員等選任規程第８条による。・

2定数 人

代議員の任期 2 年 ( 令和5年4月1日 ～ )令和7年3月31日

立候補受付期間は、令和5年1月27日(金)から令和5年2月2日(木)までとする。
（※期間内必着のこと）

・

代議員選挙に立候補する方は、本会ホームページから立候補に必要となる事項について登録を行うと
ともに、本会所定の様式に従い、次に掲げる書類を受付期間内に実行委員会まで郵送又は持参するこ
と。
（様式１）立候補届［所信（200字まで）、予備代議員候補者名等を含む]
（様式２）履歴書（役職歴、賞罰歴含む）
（様式３）正会員10人の推薦書
（様式４）候補者及びその予備代議員が所属する法人において、同一都道府県等の中に設置された
　　　　　定款第5条（１）アの①から⑤に規定する全ての施設・事業所の一覧表

・

立候補（又は推薦）の届出

候補者の名簿公表・選挙告示
実行委員会は、立候補者が届け出た書類を全国老施協選挙管理委員会（以下「中央選管」）に提出す
る。中央選管は当該書類をもとに要件を審査した上で、以下を記載した立候補者名簿を作成する。そ
れを受けて実行委員会より、選挙区内の正会員に公表ならびに選挙告示を行う。
（ア）代議員候補者の氏名、性別、年齢、所信、所属する都道府県等組織体における役職等
（イ）正会員10人の推薦者氏名
（ウ）予備代議員候補者名

・

選挙日（投票及び開票）
開票日：令和5年3月2日(木)
開票日の正午までに到着したものに限り有効。

・

※ただし、届け出のあった候補者が定数以下であるときは、当該候補者をもって、当選人といたしますの
で、予めご承知おきください。



事務を処理する場所（問合せ先・送付先）

FAX

大阪市中央区中寺１－１－５４　大阪社会福祉指導センター内
542-0065

TEL
aoki.jun@osakafusyakyo.or.jp

06-6768-2426

大阪府代議員選挙実行委員会（担当：青木）

06-6762-9001
E-mail：

〒
・

イ）「大阪府代議員選挙実行委員会」
令和5年1月13日、選挙実行委員の互選により委員長を選出した。

（委員長氏名） 濵田　和則
（施設名） 特別養護老人ホームナーシングホーム智鳥

・委員氏名及び施設名
下村　宗治

（施設名）
（委員氏名）

特別養護老人ホームせっつ桜苑
金子　謙一

（施設名）
（委員氏名）

特別養護老人ホーム茨木荘

・

【委員】
菊地　伸(特別養護老人ホーム西野ケアセンター)
黒田　清(柴田町デイサービスセンターさくら苑)
吉野　一實(特別養護老人ホーム八幡苑)
荒木　博文(第二光が丘ハウス)
橋本　薫子(特別養護老人ホームモーツァルト兵庫駅前)
秋山　五輪夫(特別養護老人ホーム美山荘)
柳澤　勘一郎(特別養護老人ホーム森の園)

中央選管は、ホームページ等により選挙の結果を速やかに正会員に報告する。
（実行委員会に委任している場合は、その結果報告を受けて公表する。）

選挙結果の公表
・

選挙管理委員長の選任及び事務を処理する場所
ア)「全国老施協選挙管理委員会（中央選管）」

令和4年11月30日(水)、全国老施協第86回理事会において選挙管理委員会を設置し令和4年12月13日(火
)、選挙実行委員の互選により委員長を選出した。

・

【委員長】
大城　良紀(介護老人福祉施設良長園)

事務を処理する場所（問合せ先・送付先）

03-5211-7700

〒

03-5211-7705FAX

東京都千代田区平河町2-7-1　塩崎ビル　7階

TEL
js.senkyokanri@roushikyo.or.jp

102-0093

E-mail：

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会　選挙管理委員会担当

・



 

代議員等選任規程  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人全国老人福祉施設協議会（以下「本会」という。）の定款

第４章「代議員等」に規定する代議員及び予備の代議員（以下「代議員等」という。）の

選任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 代議員とは、正会員からの委任に基づき選任された者であり、正会員を代表して本

会の社員となり議決を行う者をいう。 

 

（選任方法） 

第３条 代議員等は、次の２種とする。 

(1) 第１号代議員 

正会員数が 50以上の都道府県及び政令指定都市（以下「都道府県等」という。）ご

とに、正会員から選出される代議員をいう。 

(2) 第２号代議員 

正会員の中から選出される第１号代議員以外の次に掲げる者をいう。 

ア. 正会員数が 50未満の都道府県等ごとに、正会員から選出される代議員 

イ. 会員規程第３条第２項に該当する正会員から選出される代議員 

２ 前項各号（第２号イを除く。）の代議員を選出する場合において、政令指定都市の正会

員を当該市の属する都道府県に含め、一体として選出することも可能とする。 

３ 前項の規定により合算した正会員数が 50以上となった場合は、第１号代議員として選

出する。 

 

（定数） 

第４条 代議員の総定数は概ね１５０人以内とし、第１号代議員及び第２号代議員の定数は

理事会が別に定める。 

２ 理事会は、代議員の選出が行われる年度の１月１日の正会員数に基づき第１号代議員及

び第２号代議員の定数を決定し、同年度の２月１日までに正会員に通知するものとする。 

３ 第１号代議員の定数は、都道府県等ごとに正会員数５０以上１００以内を１人とし、１

００を超え２００以内までは１人を加え、２０１以上については１００を単位として１人

を加える。なお、前条第２項の規定により代議員を選出するときは、当該政令指定都市及

び都道府県の正会員数を合算した数に基づき定数を決定する。 

４ 前項に規定する定数算出の割合は、正会員の増減に伴い第１項に規定する総定数に適合

しない場合には、見直すこととする。 

５ 第２号代議員の定数は、総定数の１割以内とする。 
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６ 定款第 12条第９項の規定による予備代議員の定数は、代議員と同数とする。 

 

（任期） 

第５条 代議員の任期は、定款第 12条第６項の規定により２年とする。 

 

（選任の時期） 

第６条 本会は、定款及びこの規程に定めるところにおいて、現任の代議員等の任期が終了

する３月末日までに、正会員による次期代議員等の選挙を行わなければならない。 

 

（選挙人の資格） 

第７条 選挙人は、代議員の選出が行われる年度の１月１日において正会員として承認され、

会費を納入している正会員とする。ただし、会員規程第 11条第１項に定める退会届を本

会に提出し、新たに選出される代議員の任期が開始する前に退会する正会員を除く。 

 

（被選挙人の資格） 

第８条 代議員等の被選挙人は、次の各号の要件を満たさなければならない。 

(1) 代議員等を選出する年度の１月１日までに正会員として承認され、会費が納入されて

いること。 

(2) 代議員等を選出する日においても正会員であること。 

(3) 被選挙人が定款第６条第２項により再入会した正会員である場合、再度資格を取得し

た日から２年を経過していること。 

(4) 被選挙人が所属する法人において、同一都道府県等内に設置された定款第５条（１）

アの①から⑤に規定する全ての施設・事業所の代表者は正会員でなければならない。 

 

第２章 選挙管理 

（選挙管理) 

第９条 本会は、代議員等の選出に関する事務を行うために、選挙管理委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

２ 前項の事務のうち、第１号代議員及びその予備代議員（以下「第１号代議員等」とい

う。）の選出に関する業務については、正会員により組織される都道府県及び政令指定都

市の会（以下「都道府県等組織体」という。）と協議の上、その一部を委任することがで

きる。 

 

（委員の選出等） 

第10条 選挙管理委員（以下「委員」という。）は、正会員の中から合理的な方法により選出

し、当該会員の同意を得、理事会の議決を経て会長が委嘱する。 

２ 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い。 
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（委員の任期） 

第11条 委員の任期は、前条により選出された日から２年後の代議員等の選出に係る選挙管

理委員の選出の日までとする。ただし、再任は妨げない。 

 

（委員会の職務） 

第12条 委員会は、代議員等の選出に関する次の事務を行う。 

(1) 第１号代議員の選出区分と定数の確認 

(2) 前号に関する正会員への周知 

(3) 第１号代議員及び予備代議員の選出結果のとりまとめ 

(4) 前号に関する会員への通知 

(5) 第２号代議員及び予備代議員の候補者名簿の作成 

２ 委員会の委員が前項の規定に該当する都道府県の正会員であり、当該都道府県の第１号

代議員等に立候補するときは、委員を辞任しなければならない。 

 

（代議員選挙の公示） 

第13条 委員会は、代議員等の任期満了となる日の１か月前までをめどに、代議員立候補受

付のための公示を行わなければならない。 

 

（公示内容） 

第14条 前条の公示内容は、次に掲げる事項を明示するものとする。 

(1) 代議員の定数 

(2) 任期 

(3) 立候補受付期間 

(4) 投票日 

(5) 開票日 

(6) その他必要事項 

２ 委員会は、前項の定数をもとに、正会員の中から立候補者を募るものとする。 

 

（都道府県等組織体における選挙管理業務の委任） 

第15条 都道府県等組織体が委員会から委任を受けた場合には、本規定により第１号代議員

等の選出に関し、当選者の決定までの手続き及び事務の一部を行うものとする。 

２ 都道府県等組織体は、選出結果を３月末日までに本会に報告しなければならない。 

 

（委員会の職務） 

第16条 委員会は、第３条第２項に規定する第２号代議員及びその予備代議員（以下「第２

号代議員等」という。）の選出に係る手続き及び事務の取扱いを、この規程に定める第１

号代議員等に準じて行わなければならない。 

２ 委員会は、第１号代議員等及び第２号代議員等の選出結果を会長に報告し、会長は、選
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出結果を正会員若しくは賛助会員に通知しなければならない。 

 

第３章 代議員の選任 

（代議員等の選出方法） 

第17条 代議員等は、正会員による選挙で選出する。 

 

（第１号代議員の位置づけ） 

第18条 第１号代議員は、都道府県等を単位に正会員により選出されるものであることから、

うち１人は、当該都道府県等組織体を代表する者又はこれに準ずる者でなければならない。 

 

（立候補受付期間） 

第19条 委員会は、５日以上７日を超えない範囲で立候補の受付期間を定めるものとする。 

 

（応募手続き） 

第20条 代議員に立候補する者は、前条の受付期間内に、本会ホームページから立候補に必

要となる事項について登録を行うとともに、次に掲げる書類を委員会に提出しなければな

らない。 

（1） 立候補届 

（2） 立候補にあたっての所信 

（3） 履歴書 

（4） 正会員 10人の推薦書 

（5） 予備代議員候補者名 

（6） 候補者及びその予備代議員が所属する法人において、同一都道府県等の中に設置され

た定款第５条（１）アの①から⑤に規定する全ての施設・事業所の一覧表 

 

（立候補者の名簿公表） 

第21条 委員会は、立候補者が提出した書類に基づき、立候補者名簿を作成し、次の各号に

ついて正会員に公表しなければならない。 

(1) 氏名 

(2) 性別 

(3) 年齢 

(4) 所属する都道府県等組織体における役職 

 

（立候補定数未達成の場合） 

第22条 委員会は、立候補者が定数に満たない場合は都道府県等組織体の代表に対し、不足

する代議員数を対象に候補者の推薦を依頼するものとする。 

２ 前項の場合にあっては、当該代表は速やかに候補者を選出し、候補者の同意を得て委員

会へ名簿を提出するものとする。 
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（選挙方法） 

第23条 代議員等の選挙は、郵便投票若しくは都道府県等組織体の総会において次のとおり

執り行うものとする。 

(1) 代議員等の選出は、任期満了年の３月末日までに正会員による無記名投票によって執

り行うものとする。ただし、正会員による郵便無記名投票も可能とする。 

(2) 前号の無記名投票は、立候補者の氏名が列記された用紙に定数と同数、又は定数より

少ない数の○印を付して投票する。 

(3) ○印の得票数の多い順に定数に達するまでの者を当選とする。 

(4) 前号の場合において、定数最下位者が複数ある場合は、再度投票を行い決する。 

２ 前項の投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は無効票とする。なお、各号

に該当しないものは委員会で判断する。 

(1) 正規の投票用紙を用いていないもの。 

(2) 投票用紙の候補者の氏名の欄に○印以外を記入したもの。 

(3) ○印が定数よりも多いもの。 

(4) 判読できないもの。 

３ 立候補者数が定数を超えないときは、信任投票を行わず、当該立候補者をもって当選人

とする 

 

（代議員等の選任） 

第24条 代議員等は、代議員選挙と同一年度内に開催される３月の定時総会の承認により選

任されるものとする。 

 

（代議員の資格） 

第25条 正会員でなくなった代議員等は、その資格を失う。 

 

第４章 雑則 

（規程の変更） 

第26条 この規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得て行うものとする。 

 

附 則 

 この規程は、本会の設立許可のあった日（平成 18年６月 29日）から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年１月１日から施行する。ただし、第１条にある「公益社団法人全

国老人福祉施設協議会」は、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 106

条第１項に定める公益法人の設立の登記を行った日から施行するものとし、それまでの間は
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「社団法人全国老人福祉施設協議会」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 22年 12月 16日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 24年 12月 12日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 25年 12月４日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 26年６月 10日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 26年 12月 15日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 28年６月９日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 28年 12月 14日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（平成 30年 12月 20日）から施行する。 

 

附 則 
この規程の変更は、総会の決議の日（令和２年 10月 28日）から施行する。 

 

附 則 

この規程の変更は、総会の決議の日（令和４年 12月 20日）から施行する。 
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