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公益社団法人静岡県薬剤師会 

代議員及び補欠の代議員の選挙の告示 
 

 

令和３年 12 月 17 日 

  

正 会 員 各 位 

 

静岡市駿河区馬淵二丁目 16 番 32 号 

公益社団法人静岡県薬剤師会 

会長 石  川  幸  伸 

 

公益社団法人静岡県薬剤師会定款及び公益社団法人静岡県薬剤師会代議員選挙規程

に基づき、静岡県薬剤師会の次期代議員及び補欠の代議員の選挙を行います。 

代議員は、静岡県薬剤師会の総会の構成員（法律上の社員）として議決権を有するも

のであり、代議員の選任は、正会員から立候補者を募り、正会員による投票をもって選

出します。 

補欠の代議員は、同一選挙区内の代議員の員数を欠くことになるときに備え、予め正

会員から立候補者を募り、正会員による投票をもって選出します。 

代議員及び補欠の代議員の候補者になろうとする正会員は、下記により届け出て下さ

い。 

 

記 

 
１ 代議員及び補欠の代議員の任期 
  代議員の任期は、令和４年３月 27 日（日）開催予定の「第 106 回臨時総会」の翌

日から、２年後（令和６年３月）に実施される代議員選挙終了の時までとする。 

  補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時まで

とする。 

 

２ 立候補の資格 

立候補締切日(令和４年１月 26 日現在)において正会員として在籍してい

る者であること。 

 

３ 立候補の届出 

令和４年１月 26 日（水）までに、所定の「立候補届出書」及び「経歴書」

各１部を所属する地域・職域薬剤師会あて提出すること。 
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４ 立候補の辞退 

令和４年３月 27 日（日）までに、所定の「立候補辞退届」１部を静岡県

薬剤師会あて提出すること。 

 

５ 選挙区ごとの代議員及び補欠の代議員の定数 

別紙「選挙区ごとの代議員及び補欠の代議員の定数」のとおり。 

 

６ 補欠の代議員の優先順位の決定 

  公益社団法人静岡県薬剤師会代議員選挙規程第 20 条第２項の但書、無投票で複数

の補欠の代議員が選任された場合の優先順位については、当該選挙区内の代議員に

より決定し、地域・職域薬剤師会を通じて速やかに選挙管理委員会に報告すること。 

 

７ 選挙のスケジュール 

令和３年 12 月 17 日（金） 

～令和４年１月 26 日（水） 

立候補の受付期間 

（届出先：地域・職域薬剤師会） 

２月５日（土） 

 

届出書類の送致 

（地域・職域薬剤師会 → 県薬） 

２月７日（月） 立候補者一覧表を正会員に告示 

２月７日（月）～３月 28 日（月） 投票（郵送による投票） 

３月 27 日（日）（選挙期日の前日） 立候補辞退の締切 

３月 28 日（月）（選挙期日）  

３月 29 日（火）（選挙期日の翌日） 開票／当選者を正会員に告示 

 

８ 立候補届出書類等 

静岡県薬剤師会のホームページ（ＵＲＬ: https://www.shizuyaku.or.jp）からダ

ウンロードしてください。 

立候補届出書 （様式第１号） 

経歴書 （様式第２号） 

立候補辞退届出書 （様式第３号） 

公益社団法人静岡県薬剤師会定款 

公益社団法人静岡県薬剤師会代議員選挙規程 

 

９ 問合せ先 

〒422-8063 静岡市駿河区馬淵 2-16-32 静岡県薬剤師会館 

静岡県薬剤師会 ℡054-203-2023／Fax054-203-2028 

Ｅ‐mail: https: kenyaku@shizuyaku.or.jp 
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 (別紙) 

 

選挙区ごとの代議員及び補欠の代議員の定数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）この選挙区は、静岡県薬剤師会の正会員が所属する地域・職域薬剤師会ごとの区分です。     

 

 

選挙区 代議員 補欠の代議員 

賀茂薬剤師会 １ １以下 

伊東熱海薬剤師会 １ １以下 

田方薬剤師会 １ １以下 

三島市薬剤師会 ２ １以下 

沼津薬剤師会 ４ １以下 

北駿薬剤師会 １ １以下 

富士市薬剤師会 ３ １以下 

富士宮市薬剤師会 １ １以下 

清水薬剤師会 ２ １以下 

静岡市薬剤師会 ７ ２以下 

焼津市薬剤師会 １ １以下 

藤枝薬剤師会 ２ １以下 

島田薬剤師会 １ １以下 

榛原薬剤師会 １ １以下 

小笠袋井薬剤師会 ４ １以下 

磐田薬剤師会 ２ １以下 

浜松市薬剤師会 １２ ３以下 

静岡県薬学技術公務員協議会 １ １以下 

静岡県病院薬剤師会 １ １以下 

静岡県薬学・薬剤師教育協議会 １ １以下 

      計 ４９  
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【参考】地域・職域薬剤師会一覧 

 
名 称 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

賀茂薬剤師会 413-0503 
賀茂郡河津町見高 164-11 

今井浜薬局 
(0558)34-2500 (0558)32-2323 

伊東熱海薬剤師会 414-0055 
伊東市岡 217-28 

おおぞら薬局みはらし店 
(0557)35-9800 (0557)37-2827 

田方薬剤師会 419-0107 
田方郡函南町平井 774-47 

田方薬局 
(055)979-6868 (055)979-6869 

三島市薬剤師会 411-0035 
三島市大宮町 3-2-18  

ピーエフシー㈱  
(055)983-0055 (055)983-0056 

沼津薬剤師会 410-0302 沼津市東椎路字春ノ木 549-1 (055)927-2065 (055)927-2078 

北駿薬剤師会 412-0026 
御殿場市東田中 2017-4 

アリス薬局 
(0550)81-6767 (0550)81-6768 

富士市薬剤師会 417-0061 富士市伝法 2851 (0545)53-8296 (0545)53-3715 

富士宮市薬剤師会 418-0051 富士宮市淀師 1506－2 (0544)66-3900 (0544)66-3901 

清水薬剤師会 424-0053 
静岡市清水区渋川 2-12-1 

清水保健福祉センター 
(054)348-3993 (054)348-7739 

静岡市薬剤師会 422-8072 
静岡市駿河区小黒 1-4-4 

静岡市薬剤師会館 
(054)286-8934 (054)282-5997 

焼津市薬剤師会 425-0045 焼津市祢宜島 601-1 (054)623-2345 (054)623-3533 

藤枝薬剤師会 426-0077 藤枝市駿河台 2-17-13  (054)340-2415 (054)641-0200 

島田薬剤師会 427-0041 
島田市中河町 283-1 

島田市保健福祉センター3F 
(0547)36-7760 (0547)36-7761 

榛原薬剤師会 421-0422 
牧之原市静波 1699-15 

榛原医師会館 
(0548)22-1511 (0548)22-1504 

小笠袋井薬剤師会 436-0068 掛川市御所原 9-2 (0537)22-7120 (0537)22-8180 

磐田薬剤師会 438-0051 
磐田市上大之郷 51 

磐田市急患センター2F 
(0538)32-9989 (0538)32-8199 

浜松市薬剤師会 432-8023 浜松市中区鴨江 2-11-2 (053)455-2976 (053)455-0627 

静岡県薬学技術公

務員協議会 
420-8601 

静岡市葵区追手町 9-6 

静岡県健康福祉部生活衛生局

薬事課 

(054)221-2410 (054)221-2199 

静岡県病院薬剤師

会 
422-8063 

静岡市駿河区馬淵 2-16-32 

静岡県薬剤師会館 
(054)654-3566 (054)289-8115 

静岡県薬学・薬剤

師教育協議会 
422-8526 

静岡市駿河区谷田 52-1 

静岡県立大学事務局広報・

企画室薬学担当 

(054)264-5106 (054)264-5099 

 
 


