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定款附属書総代選挙規程 

（被選挙権を有しない者） 

第１条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。 

(１) 未成年者 

(２) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 

(３) 農業協同組合法（以下「法」という。）第30条の４第１項第３号に定める者 

(４) 前号に掲げる者以外の者であって、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又

はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過していない者 

（選挙期日） 

第２条  総代の任期満了による選挙は、総代の任期が終わる日の60日前から７日前までの間に

行う。 

２ 第24条の規定による再選挙又は第26条の規定による補欠選挙は、これを行うべき事由が生

じた日から30日以内に行う。   

（選挙区等） 

第３条  総代の選挙は、選挙区ごとに行う。 

２ 総代の選挙区及び各選挙区の総代の定数は、別表のとおりとする。 

３ 正組合員は、その住所を有する選挙区において投票権を有する。ただし、この組合の地区

外に住所を有する正組合員は、その者が最も多くの耕作地を有する選挙区において投票権を

有する。 

（選挙の通知及び掲示） 

第４条 選挙期日は、その期日の10日前までに、書面をもって正組合員に通知し、かつ、組合

の掲示場に掲示するものとする。 

２ 前項の通知及び掲示場には、投票開始の時刻、投票終了の時刻、投票所、開票所、各選挙

区ごとに選挙する総代の数及び投票用紙に記載すべき選挙する総代の数を記載し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面を掲示するものとする。 

（候補者） 

第５条  正組合員でなければ、総代に立候補し、又は総代の候補者を推せんすることができな

い。 

２ 総代に立候補しようとする者は、選挙期日の掲示のあった日から選挙期日の3日前までの間に、そ

の旨を書面をもってこの組合に届け出て立候補しなければならない。 

３ 総代の候補者を推せんしようとする者は、本人の承諾を得て、前項の期間内にその旨を書面をも

ってこの組合に届け出なければならない。 

４ この組合は、前２項の規定により、この組合に届け出て総代の候補者となった者（以下「総代の

候補者」という。）の住所、氏名及び立候補又は被推せんの別を、選挙期日の前日までに組合の掲

示場に掲示し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。 

５ 総代の候補者が立候補を辞退し、又は推せんによる候補者でなくなった場合には、立候補した者

又は推せんをし、若しくは推せんをされた者は、直ちにその旨を書面をもつてこの組合に届け出な
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ければならない。 

６ 第４項の掲示のあった日以後において前項の届出があった場合には、この組合は、直ちにその旨

を組合の掲示場に掲示するものとする。 

（選挙管理者等） 

第６条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙ごとに、組合長が理事会の決議によ

り、本人の承諾を得て正組合員のうちからそれぞれ指名するものとする。 

２ 前項の投票管理者及び開票管理者は、選挙区ごとに指名するものとする。 

３ 選挙管理者は、開票管理者を兼ねることができる。 

４ 総代の候補者は、選挙管理者、投票管理者又は開票管理者となることができない。 

（選挙管理者の職務） 

第７条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第９条の規定による報告

を受けたときは、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選

挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名又は記名押印を

しなければならない。  

（投票管理者の職務） 

第８条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作って投票に関する次第を記載

し、投票立会人とともに、これに署名又は記名押印をしなければならない。 

２ 投票管理者は、投票立会人立会いの上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなけれ

ばならない。 

（開票管理者の職務） 

第９条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、

投票を点検し、開票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理

者に報告するとともに、開票録を作って開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、

これに署名又は記名押印しなければならない。  

２ 第６条第３項の規定により選挙管理者が開票管理者を兼ねた場合には、開票に関する次第

は、選挙録中に併せて記載することができる。 

（選挙録等の保存） 

第10条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて、当該選挙に係る総代の在任期間中、こ

の組合において保存するものとする。  

（選挙立会人等） 

第11条 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、組合長が理事会の決議によ

り、本人の承諾を得て正組合員のうちからそれぞれ３人（投票立会人及び開票立会人にあっ

ては、選挙区ごとにそれぞれ３人）を指名するものとする。  

２ 選挙立会人は、開票立会人を兼ねることができる。 

３ 総代の候補者は、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となることができない。 

（選挙の方法） 

第12条 選挙は、無記名投票によって行う。 

２ 投票は、正組合員１人につき１票とする。 

（投票所） 

第13条 投票所は、各選挙区ごとにそれぞれ投票管理者の指定する場所に設ける。 
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（投票） 

第14条 正組合員は、投票しようとするときは、組合員名簿の記載又は記録その他によりその

資格を明らかにしなければならない。 

２ 投票用紙は、選挙の当日、投票所において、正組合員に交付するものとする。 

３ 正組合員は、前項の投票用紙に被選挙人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければ

ならない。 

４ 投票用紙に記載すべき選挙する総代の数は、１人とする。 

５ 投票開始の時刻は、午前８時とし、投票終了の時刻は、正午とする。 

（投票の拒否） 

第15条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴いて、投票管理者が決定するものとする。 

（開票） 

第16条 開票所は、各選挙区ごとにそれぞれ開票管理者の指定する場所に設ける。 

２ 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。 

（無効投票） 

第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。 

(１) 所定の用紙を用いないもの 

(２) 被選挙人の氏名のほか、他事を記載したもの（職業、社会的地位、住所又は敬称の類を

記入したものを除く。） 

(３) 被選挙人の何人であるか確認し難い氏名を記載したもの 

(４) 被選挙権のない者の氏名を記載したもの 

(５) 被選挙人の氏名を自書していないもの 

(６) 第23条の規定による再選挙又は第25条の規定による補欠選挙の場合にあってはそれぞ

れ既に当選者となっている者の氏名又は現に総代である者の氏名を記載したもの 

(７) １票中に２人以上の被選挙人の氏名を記載したもの 

（当選人） 

第18条 選挙区ごとに、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙区ご

とに、選挙すべき総代の数で有効投票総数を除して得た数の4分の１以上の得票数がなればな

らない。 

２ 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、選挙管理者が、選挙立会人立会いの上、

くじで定めるものとする。 

（無投票当選） 

第19条 総代の候補者がその選挙区において選挙する総代の数を超えないとき又は超えなくな

ったときは、投票は行わない。 

２ 前項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙管理者は直ちにその旨を投票

管理者に通知し、併せてこれを組合の掲示場に掲示しなければならない。 

３ 第１項の場合においては、当該総代の候補者を当選人とする。 

（当選の通知等） 

第20条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に

当選人の住所及び氏名を組合の掲示場に掲示しなければならない。 

２ 前項の通知を発した日から５日以内に当選を承諾する旨の届出がないときは、当選人は、
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その当選を辞したものとみなす。 

（当選人の繰上げ補充） 

第21条 当選人が、前条第２項の期間の満了の日までに、当選を承諾しなかった場合、被選挙

権を失った場合又は死亡した場合において、第18条第１項ただし書の得票数を有する者で当

選人とならなかったものがあるときは、選挙管理者は、直ちに、第18条の例によって、その

者のうちから当選人を定めなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の規定により当選人が定まった場合に準用する。 

（就任） 

第22条 選挙管理者は、第19条第２項（前条第２項において準用する場合を含む。）の期間の満

了の日の翌日以降速やかに当選人の住所及び氏名を組合の掲示場に掲示しなければならない。 

２ 当選人は、前項の掲示があった日に、総代に就任するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、当選人は、現任総代の任期満了後における次条の規定による当

選及び第25条の規定による補欠選挙の場合を除き、前項の掲示があった日が現任総代の任期

満了の日以前であるときは、その任期満了の翌日に就任するものとする。 

（当選の取消し） 

第23条 法第96条の規定により当選の取消しがあったときは、組合長は、直ちに第18条の例に

より当選人を定めなければならない。 

２ 第19条から前条までの規定は、前項の規定により当選人が定まった場合に準用する。 

（再選挙） 

第24条 第18条から第20条までの規定による当選人がない場合、選挙すべき総代の数に足る当

選人を得ることができない場合又は法第96条の規定による選挙若しくは当選の取消しの結果

前条の規定により当選人を定めることができない場合は、当該選挙区ごとに、その不足の員

数につき、再選挙を行わなければならない。 

（総代が欠けた場合の繰上げ補充） 

第25条 選挙後１年以内に総代の欠員が生じた場合において、第18条第１項ただし書の得票数

を有する者で当選人とならなかったものがあるときは、組合長は、第18条の例によって、そ

の者のうちから当選人を定めなければならない。 

２ 前項の場合には、第20条から第22条までの規定を準用する。 

（補欠選挙） 

第26条 選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前条の規定により当選人

を定めることができるときを除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき、補欠選挙を

行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の総代の定数の３分の１未満であると

き、又は総代に欠員を生じた時が総代の任期満了前３月以内であるときは、補欠選挙を行わ

ないことができる。 
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附 則 

１ この規程は、行政庁の認可を受けた日から効力を生ずる。 

２ 別表に定める総代の選挙区及び各選挙区の総代の定数の変更は、平成２５年度に実施される総

代選挙から適用する。 

３ この規程の変更は、斗南丘酪農農業協同組合との合併に係る行政庁の認可を受けた日から効力

を生ずる。 

  ただし、別表に定める総代の選挙区の変更は、平成31年度に開催される総代選挙から適用する。 
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別表 総代の選挙区及び各選挙区の総代の定数 

旧ＪＡ地区 総  代  地  区 総代数 

旧とうほく天間 

千曳・夫雑原地区 １５

乙供・蛯沢地区 ３１

淋代・水喰地区 ３０

甲地地区 ２１

船ヶ沢地区 １６

滝沢地区 ２０

馬門地区 ７

白石地区 １６

坪地区 ３０

道ノ上地区 ２０

哘地区 ９

中野地区 １９

四ヶ村地区 ２２

天間舘地区 ３７

森ノ上地区 ７

榎林地区 ２３

二ツ森地区 ９

李沢地区 ８

倉内地区 １８

平沼地区 １８

千歳地区 ９

泊地区 ７

戸鎖地区 １２

尾駮地区 １６

計 ４２０

旧野辺地町 

野辺地町地区 ３２

東北町地区 １０

計 ４２

旧らくのう青森 

旧斗南丘酪農 

北栄・石坂・豊ヶ丘地区 
１４

輝ヶ丘・豊瀬・豊畑・五十嵐・大池・豊前地区 

庄内地区 

１９

六原・睦栄・(旧八森)地区 

富の沢・第３二又・ひばり平・尾駮・烏帽子地区 

青森市・平内町・目ノ越・野辺地地区 

田名部地区 

計 ３３

旧倉内地区酪農  ５

合        計 ５００


