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告　示

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会
令和３年度・４年度　代議員選挙について

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会
代議員選挙管理委員会　委員長

　一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会定款第7条第2項の規定に基づき、一般社団法人　
廃棄物処理施設技術管理協会   令和3年度・4年度   代議員の選任のため、代議員選挙規則第3条に
定める選挙を以下のとおり行います。
　代議員として立候補される場合、あるいは地区協議会等から候補者を推薦する場合には、様式1
又は様式2に記載の上、候補者届出日までに選挙管理委員会へお届けください。

１．選出する代議員数及び任期
　（１） 代議員の人数は定款第7条第3項に規定された定数（別表１）
　（２） 任期は、選挙管理委員会で当選が決定した日（令和3年5月上旬）から令和5年に実施
　　　 される代議員選挙終了時（令和5年5月上旬）までの2年間

２．立候補者及び推薦者の届出
　（１） 候補者の資格

令和２年度会費を納入されている正会員
　（２） 届出の手続き

候補者は、会員からの自薦・他薦（様式１）又は地区協議会推薦（様式２）による。
ホームページからダウンロードした届出様式に必要事項を記入し、定められた届出日内に、
FAX、E-メールあるいは郵送にて提出ください。

　（３） 届出の期日
令和３年2月15日（月）　

　（４） 届出先
一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会代議員選挙管理委員会まで

３．選挙
　　代議員候補者が確定した後、候補者リストをホームページにて公示します。
　（１） 代議員選挙有権者の資格

前年度会費を納入されている正会員

令和３年1月５日

　（２） 投票の方法
投票の必要なブロックについては、候補者リストとともに投票用紙を郵送いたしますので、
郵送にて投票をお願いします。 

　（３） 投票期日
令和３年4月上旬～4月下旬
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４．新代議員の公示
　選挙管理委員会の厳正なる開票結果をもとに新代議員を決定し、環境技術会誌及びホームペー
ジで新代議員を掲載し、会員にお知らせします。

代議員選挙の立候補者・推薦者の届出・選挙の手順

連絡先：〒143-0016　東京都大田区大森北4丁目8-1　ユアサ大森ビル6階　
　　　　一般社団法人  廃棄物処理施設技術管理協会　代議員選挙管理委員会
　　　　TEL：03-6450-0981　FAX：03-6450-0986

HP：https://jaem.or.jp/　  Email：gikankyo-info01@jaem.or.jp

環境技術会誌第182号案内同封及びホームページにて選挙方法を告示

正会員が候補者を
推薦する場合自ら立候補する場合

地区協議会が候補者を
推薦する場合

届出様式により、令和３年2月15日までにFAX、Eメールあるいは郵送で届出

立候補者・推薦者受理通知を事務局よりFAX、Eメールあるいは郵送で返信

候補者リストをホームページ等で公示し、
投票の必要なブロックには投票用紙を郵送

投票（令和３年4月中）

開票（令和３年4月下旬）

選挙管理委員会を開催し、令和３年度・４年度代議員を決定

令和３年度・４年度代議員を環境技術会誌、ホームページで公示

別表１　地区別代議員定数（令和２年11月30日現在）
合計数切り上げ、1/100人とする

地　区 個　人
会員数

団　体
会員数 会員計 定数 ブロック別都道府県

北海道・
東北ブロック

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島

関東ブロック 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、神奈川

中部・関西ブロック

山梨、長野、静岡、岐阜、愛知、
三重、新潟、富山、石川、福井、
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、
和歌山

中国・四国・
九州ブロック

岡山、広島、鳥取、島根、山口、
香川、徳島、愛媛、高知、福岡、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

合　計

 317 55 372  4

 311 74 385  4

 462 92 554  6

 378 68 446  5

 1468 289 1757  19



（様式１）

令和３年　　月　　日

　　　年　　月　　日

印 歳

名　称 役職名

電話番号

FAX

電話番号

FAX

E-mail：

＊ 下記の宛先まで、E-mail、FAXあるいは郵送にて届出ください。

所在地

立候補の理由（活動実績、経歴、所信など）

会員番号

自宅住所
〒

受 賞 歴

〒

その１

候

補

者

ふりがな 生年月日
年齢氏　名

勤
務
先

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会
令和3年度・4年度　代議員立候補届（立候補者用）

連絡先：〒143-0016　東京都大田区大森北4丁目8-1　ユアサ大森ビル6階　
一般社団法人  廃棄物処理施設技術管理協会
代議員選挙管理委員会
TEL：03-6450-0981　FAX：03-6450-0986
HP：https://jaem.or.jp/　 Email：gikankyo-info01@jaem.or.jp



（様式１）

　　　年　　月　　日

印 歳

名　称 役職名

電話番号

FAX

電話番号

FAX

E-mail：

名　称 役職名

電話番号

FAX

E-mail：

その２

候

補

者

ふりがな 生年月日
年齢

自宅住所
〒

会員番号

氏　　名

勤
務
先 所在地

〒

受 賞 歴

推薦の理由（活動実績、経歴、期待など）

推
薦
者

氏　　名 印

勤
務
先 所在地

〒

会員番号

令和３年　　月　　日

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会
令和3年度・4年度　代議員立候補届（推薦者用）

＊ 下記の宛先まで、E-mail、FAXあるいは郵送にて届出ください。

連絡先：〒143-0016　東京都大田区大森北4丁目8-1　ユアサ大森ビル6階　
一般社団法人  廃棄物処理施設技術管理協会
代議員選挙管理委員会
TEL：03-6450-0981　FAX：03-6450-0986
HP：https://jaem.or.jp/　 Email：gikankyo-info01@jaem.or.jp



（様式２）

令和３年　　月　　日

　　　年　　月　　日

印　 歳　

名　称 役職名

電話番号

FAX

電話番号

FAX

E-mail：

※本欄は自薦の場合は記載する必要はありません。

名　称 役職名

電話番号

FAX

会員番号 E-mail：

ふりがな 所属地区
協議会名

自宅住所
〒

生年月日
年齢氏　名

勤
務
先

〒

受 賞 歴

推薦理由（活動実績、経歴、期待など）

所在地
〒

　
候
　
補
　
者

推
薦
者

勤
務
先

所在地

会員番号

　　氏　　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会
令和3年度・4年度　代議員推薦書（地区協議会推薦用）

＊ 下記の宛先まで、E-mail、FAXあるいは郵送にて届出ください。

連絡先：〒143-0016　東京都大田区大森北4丁目8-1　ユアサ大森ビル6階　
　　　　一般社団法人  廃棄物処理施設技術管理協会
　　　　代議員選挙管理委員会
　　　　TEL：03-6450-0981　FAX：03-6450-0986

HP：https://jaem.or.jp/　 Email：gikankyo-info01@jaem.or.jp


	fill_3-1: 
	fill_3-2: 
	fill_3-3: 
	fill_3-4: 
	fill_3-5: 
	fill_3-6: 
	fill_3-8: 
	fill_3-9: 
	fill_3-10: 
	fill_3_11: 
	fill_3-12: 
	fill_3-13: 
	fill_3-14: 
	fill_3-15: 
	fill_3-16: 
	Email_3-17: 
	fill_3-18: 
	fill_3-19: 
	fill_4-1: 
	fill_4-2: 
	fill_4-3: 
	fill_4-4: 
	fill_4-5: 
	fill_4-6: 
	fill_4-7: 
	fill_4-8: 
	fill_4-9: 
	fill_4-10: 
	fill_4-11: 
	fill_4-12: 
	fill_4-15: 
	fill_4-17: 
	Email_4-18: 
	fill_4-19: 
	fill_4-20: 
	fill_4-16: 
	fill_4-21: 
	fill_4-22: 
	fill_4-23: 
	fill_4-24: 
	fill_4-25: 
	fill_4-26: 
	fill_4-27: 
	Email_4-28: 
	fill_4-14: 
	fill_4-13: 
	fill_5-1: 
	fill_5-2: 
	fill_5-3: 
	fill_5-5: 
	fill_5-6: 
	fill_5-7: 
	fill_5-4: 
	fill_5-8: 
	fill_5-9: 
	fill_5-10: 
	fill_5-11: 
	fill_5-12: 
	fill_5-13: 
	fill_5-14: 
	fill_5-15: 
	fill_5-16: 
	fill_5-17: 
	fill_5-18: 
	Email_5-19: 
	fill_5-20: 
	fill_5-21: 
	Email_5-29: 
	fill_5-23: 
	fill_5-29: 
	fill_5-28: 
	fill_5-27: 
	fill_5-26: 
	fill_5-25: 
	fill_5-24: 
	fill_3-7: 
	fill_3-7-1: 


