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 一般社団法人日本腎不全看護学会 
代議員選挙 投票マニュアル 

 

 
 
以下の手順に沿って投票してください。 
 

投票期間：2021年 3月 10日（水）正午～ 

2021年 3月 30日（火）17時 締切厳守 

 
 
１．本学会の代議員選挙について 
  本学会の代議員選挙は、候補者の立候補制を採用しており、各地区の立候補代議員数に

より下記の 2通りの選挙方法が採られます。 

 普通選挙：地区代議員立候補者数が当該地区の代議員定数（※）を超える場合に

採用され、選挙人は地区代議員定数分を立候補者に投票し、得票数順に当選者を

決します。>>投票方法はこちら 
 信任投票：地区代議員立候補者数が当該地区の代議員定数（※）以下である場合

に採用され、選挙人は立候補者に対し「信任」「不信任」の投票を行い、投票者の

過半数の「信任」により当選者を決します。>>投票方法はこちら 
※ 代議員定数の上限は、各地区における正会員数 60 名に 1 名の割合で算定されており

ます（端数 30 名以上は切り上げ）  

  選挙人の皆様におかれましては、地区ごとに上記の選挙方法に準じた投票方法にてご

投票をいただきます。よって、9 地区すべての選挙にご投票をいただくことになりますの

で、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
２．オンライン選挙システムにアクセスする 
  下記 URL リンク、もしくはホームページ掲載の公示よりオンライン選挙システムにア

クセスしてください。 
  URL： https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/election/JANN 

 

 

 

※ マニュアルの画面はサンプル画面です。選挙年毎に各地区の選挙方法には違いがある場合

がございますので、選挙方法等については実際の画面をご参照ください。 

  

QR コードによる URL 読み取り → 

https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/election/JANN
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/election/JANN
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/election/JANN
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/election/JANN
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３．ログイン画面より会員 ID（会員番号）とパスワードを入力し、ログインする 
会員 ID やパスワードが不明な場合は、オンライン選挙システムのログイン画面右側の

【ログインできない方はこちら】ボタンをクリックしてご照会ください。 

>>会員 ID・パスワード問い合わせ方法はこちら 

 

 

４．投票する選挙を選択する 
  投票できる選挙が表示されます（全 9地区の選挙が表示されます）ので、投票を行う選

挙名称をクリックしてください。 

  選挙方法は各地区により定められております（それぞれ【普通選挙】【信任投票】と表記）。 

 
 

ログイン情報の照会 会員番号とパスワード入力 

画像はサンプルです 

画像はサンプルです 

全選挙区の選挙がリスト表示されます。 

投票が完了していない選挙は「未投票」と

表示され、投票が完了すると「投票済」と

表示されます。 
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５．各選挙に投票する 
 これより、普通選挙、信任投票への投票方法について説明いたします。それぞれ投票方法、

手順が異なりますので、各選挙方法の手順をご参照の上、ご投票ください。 
 
 
 
 
 
 
 

>> 信任投票方法はこちら 
５-１．普通選挙 投票手順 
５-１-１．投票対象者を選択する 
 投票対象者は以下の 2 つの方法で選択が可能です。ご希望の選択方法によって投票対

象者を選択してください。投票可能な票数は、地区によって異なりますので、画面上に

記載の「投票条件」を参照してください。 

 

方法①「候補者リストから選択」 

    → 【候補者リストから選択】ボタンをクリックすると、被選挙人リスト（50 音

順）が表示されます。リストのチェックボックスにチェックを入れることによ

り投票対象者が選択できます（立候補していない会員は表示されません）。 

  方法② 氏名を入力して選択（検索） 

    → 「氏」「名」のいずれかの情報を入力し【追加】ボタンをクリックすると、投

票対象者が選択できます。「氏」または「名」を入力して【追加】ボタンをク

リックした場合に、複数候補者がいるときは「氏」欄の前に【▼】が表示され

ますので、【▼】をクリックしてプルダウンから該当者を選択し、再度【追加】

ボタンをクリックして投票対象者を選択してください。 

  

方法① 

方法② 

画像はサンプルです 

 

＜ご注意＞ 

 各地区の投票は、地区ごとに投票を完了させてください。投票を完了させずに、トップ

ページへ戻り、他の選挙を選択すると、途中の内容（投票先の選択・信任・不信任の選択）

はリセットされます。 

 このほか、投票先選択画面等に 30 分以上留まったまま、ページの移動がない場合、セ

キュリティ上、ログオフ処理がなされますので、ご注意ください（途中の内容はリセット）。 

 なお、1 度投票を完了すると、投票内容の修正はできませんので、投票確定時には確認

画面で投票先・投票内容を必ずご確認の上、投票を完了させてください。 
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５-１-２．投票対象者選択の完了 

  投票対象者の選択が完了したら、ページ下部の【投票へ進む】ボタンをクリックしてく

ださい。 

 
  この際、定められた定数以上に投票すると、画面上部に下記のようなエラーメッセージ

が表示されます（この例は投票数 5 票までの場合です）。 

 
 
５-１-３．投票対象者の最終確認と投票 
 選択された投票対象者の確認画面が表示されます。投票内容を修正する場合は、「投票

内容の修正」をクリックし、投票対象者選択の画面へ戻ってください。投票内容に修正

がない場合は、「投票」ボタンをクリックし投票完了となります。「投票」ボタンをクリ

ックした後、変更はできませんのでご注意ください。 

 

 
 

99999   テスト    太郎 
99998   テスト    花子 

画像はサンプルです 

画像はサンプルです 

内容を修正する場合→「投票内容の修正」 

投票を完了する場合→「投票」 
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５-１-４．投票の完了 

  投票が完了すると、４．の選挙選択画面へ戻り、「投票を完了しました」というメッセ

ージが表示されるとともに、完了した選挙が「投票済」と表示されます。 

  一度「投票済」となった選挙については、投票内容の修正、再投票はできませんので、

くれぐれもご注意ください。 

  投票可能な選挙が複数ある場合、この画面で「未投票」として表示されますので、選挙

名称をクリックして、すべての選挙にご投票ください。 

 

 
 
５-２．信任投票 投票手順 
５-２-１．信任投票画面を開く 
 信任投票は信任投票リストにより候補者をご覧いただきながら、それぞれの候補者に

対して、「信任」「不信任」の投票をいただくことになります。 

 ついては、まず、画面下部の「信任投票リスト画面へ進む」（次ページの図参照）ボタ

ンをクリックし、信任投票リスト画面へお進みください。 

画像はサンプルです 
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５-２-２．候補者ごとの「信任」「不信任」を選択 
 下記のような信任投票リストが表示されますので、各候補者名の前に付された「信任」

「不信任」のいずれかのラジオボタンをそれぞれクリックし、各候補者ごとの「信任」

「不信任」の選択を行ってください。 

 「一括選択」ボタンにより、すべての候補者に対し「信任」「不信任」を一括して選択

することも可能です。 

 すべての候補者に対する選択が完了しましたら、画面下部の「信任投票確認画面へ進む」

ボタンで確認画面へお進みください。 

 
※ 「信任」「不信任」のいずれも選択されずに、確認画面へ進まれた場合は当該候補者に対しては投票

を「棄権」したものとして扱われます。 

 

 

画像はサンプルです 

「信任」「不信任」を一括して選択できます 

画像はサンプルです 

候補者ごとに「信任」「不信任」を

ご選択いただきます 
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５-２-３．投票内容確認画面での投票内容最終確認 
 確認画面では、下記の通り、「信任投票先」「不信任投票先」「棄権（投票選択無し）」に

分けて、投票内容が表示されます。 

 投票を完了すると、投票内容を修正、取り消すことはできませんので、この画面で投票

内容に誤りがないか、必ずご確認ください。 

 投票内容を修正される場合は、「投票内容の修正」ボタンをクリックして、信任投票画

面へお戻りください。 

 投票内容に問題がなければ、「投票」ボタンより投票を完了させてください。 

 

画像はサンプルです 

選択が完了したら、「信任投票確認

画面へ進む」をクリック 

内容を修正する場合→「投票内容の修正」 

投票を完了する場合→「投票」 

画像はサンプルです 

投票内容に基づき、それぞれ分けて表示

されます。 
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５-２-４．投票の完了 

  投票が完了すると、４．の選挙選択画面へ戻り、「投票を完了しました」というメッセ

ージが表示されるとともに、完了した選挙が「投票済」と表示されます。 

  一度「投票済」となった選挙については、投票内容の修正、再投票はできませんので、

くれぐれもご注意ください。 

  投票可能な選挙が複数ある場合、この画面で「未投票」として表示されますので、選挙

名称をクリックして、すべての選挙にご投票ください。 

 
>> 普通選挙投票方法はこちら 

 
６．投票を中断し、選挙選択画面へ戻る方法 
  投票を途中で中断し、選挙選択画面へ戻りたい場合は、各画面の下部に表示されている

「TOP へ」のリンクをクリックすると、選挙選択画面へ戻ることができます。ただし、

途中経過は保存されず、リセットされますのでご注意ください。 
 

画像はサンプルです 
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７．ログイン情報の照会について 
  ログインに必要な会員 IＤ（会員番号）は選挙公報に関する文書が届いた際の封筒の宛

名部分、会費請求書類、本学会からのメール配信の末尾に記載されております。 
  パスワードについては、ご不明な場合、ログイン画面の【ログインできない方はこちら】

ボタンから照会手続きに進むことができます。 

 
７-１ パスワード再発行処理 

  ご自身のメールアドレスが本学会会員情報に登録されている場合、当該メールアドレ

スへ「パスワード再設定用 URL」を送信することにより、パスワードをご自身で再設

定し、パスワードを取得することが可能です。 
  「会員 ID」に会員番号をご入力いただき、「Ｅメール」にご登録のメールアドレスをご

入力の上、「パスワードを再発行する」をクリックしてください。ご登録のメールアド

レスにパスワード再設定用の URL が送信されますので、指示に従って再設定を行って

ください。 
※ メールが届かない場合、システムからのメールが迷惑メールに振り分けられてい 
  ることがございます。ご自身の迷惑メールボックスもご確認ください。どうしても 
  メールが受けられない場合は、後述の「会員 ID・パスワード再発行フォーム」へ 
  お進みください。 

  ただし、本システムは、①会員 ID が分からない場合、②本学会会員情報にメールアドレ

スを登録されていない場合、③メールアドレスを登録されていても、当該メールアドレス

がすでに使われていない場合は利用することができません。この場合は、画面下部の「会

員 ID・パスワード再発行フォームへ」をクリックして、照会画面へお進みください。 

 
７-２ 会員 ID・パスワード再発行 

  上記の①～③に該当する場合は、自動再発行はご利用いただけませんので、事務局への

照会により、会員 ID・パスワードをご確認ください。 
  必要事項をご入力の上、「問い合わせを行う」ボタンにて問い合わせを行っていただき

ます。 
(1) 問い合わせ内容：ご自身の問い合わせ内容に合致した内容をご選択ください。 
(2) 会員 ID：会員番号を記載してください。「問い合わせ内容」で「パスワード再発行」

を選択された場合は必須入力となります。 
(3) （漢字）・（カナ）：お名前の漢字とカナをご入力ください。 
(4) 本人確認情報：生年月日、自宅郵便番号、自宅住所、電話番号、所属機関名は本人

この画面で再発行できない場合はこちら 
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確認情報として必ずご入力をいただきます。 
(5) 通信欄：問い合わせの際に事務局へ伝えたいことがあれば、ご入力ください。 
(6) 連絡先メールアドレス：「連絡先種別」にて連絡先メールアドレスの種別を選択して

いただき、「メールアドレス」に返信を受信したいメールアドレスをご入力ください。 
(7) メールアドレス更新：今回の問い合わせメールアドレスにより、会員情報のメール

アドレスを更新されたい場合はこちらにチェックを入れてください。 

 
 
８．本選挙に関する問い合わせ先 
 ご不明な点等ございましたら、下記事務局へお気軽にお問い合わせください。 

 ただし、会員 ID・パスワードのお問い合わせは、期日間際になりますと問い合わせが多

くなりますので、回答に時間がかかる場合がございます。ご不明な方はお早めにお問い合わ

せください。 

一般社団法人 日本腎不全看護学会事務局 

開所時間： 平日 11 時～16時 

TEL:03-5981-9824 FAX:03-5981-9852 

E-mail: g045jann-mng@ml.gakkai.ne.jp 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

必要事項の記入が完了したら、クリック 
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