
1 

 

私立大学図書館協会２０１４年度西地区部会第３回役員会議事要録 

１．日時：２０１５年３月６日（金） １０：３５～１２：００ 

２．場所：京都ガーデンパレス ２階 「祇園の間」 

３．出席：１６校３３名 

役員名称 大 学 名 職  名 氏  名 

会長校（次期監事校） 立命館大学 図書館管理課 髙橋千穂里 

監事校 広島修道大学 

図書館長 豊田 博昭 

図書館次長 社家 彰夫 

図書課長 木村 千鶴 

部会長校 愛知学院大学 

館長 白石 浩之 

事務長 足立 祐輔 

事務長補佐 大平 龍玄 

係長 藤岡 聖子 

東海地区理事校 中部大学 

館長 内藤 和彦 

課長 蓑島 智子 

担当課長 稲垣 啓吾 

京都地区理事校 奈良学園大学 
図書館長 古田 雅雄 

図書館事務室長 松尾 健 

阪神地区理事校 流通科学大学 事務長補佐 杉野 亜希 

中国・四国地区理事校 四国大学 
附属図書館長 西尾 幸郎 

課長 山本 哲也 

九州地区理事校 久留米大学 
課長 熊谷 まゆみ 

課長補佐 二又 紅美子 

次期会長校 東洋大学 
図書館事務部担当部長 千葉 信一 

主任 高橋 紀之 

次期部会長校 福岡大学 
図書館長 則松 彰文 

事務部長 井口 紀子 

次期東海地区理事校 名古屋学院大学 
課長 山田 義則 

課長補佐 中田 晴美 

次期京都地区理事校 大谷大学 図書・博物館課長 山内 美智 

次期阪神地区理事校 甲南女子大学 事務長 柴山 晴江 

次期中国・四国地区 

理事校 
就実大学 

図書館事務室長 能勢 常生 

室長代理 黒瀬 知子 

次期九州地区理事校 沖縄国際大学 
図書館長 新垣 勝弘 

図書課長 新里 克也 

総会当番校（2015年度） 九州産業大学 

館長 渡邊 雄二 

事務部長 中尾 和弘 

事務室長 宮丸 由美子 

                               出席 １６校 ３３名 
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議事に先立ち、部会長校 愛知学院大学図書館情報センター館長 白石浩之、会長校 立命館大

学図書館管理課 髙橋千穂里から挨拶があり、引き続き、出席者全員が自己紹介を行った。議長

は、部会長校 愛知学院大学図書館情報センター館長 白石浩之が担当した。 

 

議事  

Ⅰ 報告事項 

 １．２０１４年度西地区部会会務報告（２０１４年８月～２０１５年２月） 

    部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp.3～4）に基づき報告があった。 

  

２．２０１４年度予算執行状況報告 

    部会長校 愛知学院大学（足立）より、2015年 3月 6日現在の予算執行状況について、 

   配付資料（p.5）に基づき報告があり、3 月末日までに預金利息の変更も想定されるため、

予算執行見込み額であることの説明があった。 

 

 ３．２０１４年度各地区協議会会務報告および各地区協議会研究会報告 

（２０１４年８月～２０１５年２月） 

    東海地区：東海地区協議会理事校 中部大学（蓑島）より、配付資料（pp.6～7）に基づ

き報告があった。 

    京都地区：京都地区協議会理事校 奈良学園大学（松尾）より、配付資料（pp.7～9）に

基づき報告があった。 

    阪神地区：阪神地区協議会理事校 流通科学大学（杉野）より、配付資料（pp.9～10）に

基づき報告があった。 

    中国・四国地区：中国・四国地区協議会理事校 四国大学（山本）より、配付資料（pp.10

～11）に基づき報告があった。 

    九州地区：九州地区協議会理事校 久留米大学（熊谷）より、配付資料（pp.11～12）に

基づき報告があった。 

  

４．２０１４年度私立大学図書館協会会務報告（２０１４年８月～２０１５年２月） 

   部会長校 愛知学院大学（足立）より、協会会務、委員会会務および協会関連事項につい

て、配付資料（pp.13～21）に基づき報告があった。 

 

５．２０１３－２０１４年度西地区部会活動報告書について 

   部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（pp.22～23）に基づき 2年間の活動総

括と課題について報告があった。 

   全体的に、総会・役員会・研究会という部会業務の負担軽減となるよう、要領類の改訂

に務めてきたこと、特に、懸案事項として、2015年度以降の西地区部会総会および西地区

部会研究会の案内にあたっては、次期西地区部会長校がメーリングリストを作成、もしく

は、各地区協議会のメーリングリストを利用し、メールにて開催案内を配信することによ

り更に負担軽減となる旨が説明された。既に 2015年度については、総会当番校 九州産業

大学、研究会当番校 椙山女学園大学ともに、各地区協議会メーリングリストを利用した開
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催案内のメール配信を希望している旨、補足説明があった。 

   また、2016 年度、2017 年度の各地区協議会交付金については、この第 3 回役員会にて

検討予定であったが（第 2回会役員会議事要録）、各地区研究会交付金および各地区研究会

幹事校交付金を含め、次期各地区協議会理事校と次期部会長校により、引き続き協議する

こととしたい旨、説明があった。 

   なお、第 2 回役員会で依頼した各地区協議会の現状確認、会費徴収の是非などの検討結

果と併せて、各地区協議会の今後の活動方針について、以下の通り報告があった。 

    東海地区：東海地区協議会理事校 中部大学（蓑島）より、以下の通り報告があった。 

         学生数に応じた金額を算出して、1校あたり 11,000円～26,000円徴収してい

る。活動内容が多く、地区協議会交付金増額となったとしても交付金のみで

の活動は困難なため会費徴収を継続する。但し、会費基準の見直しを行って

いないことにより繰越金増加の傾向があるため、今後は会費減額や活動内容

の充実を図ることを確認した。 

京都地区：京都地区協議会理事校 奈良学園大学（松尾）より、以下の通り報告があった。 

          平等な支給が望ましく、地区協議会交付金については、2015年度以降、2017 

         年度までは 100,000円の増額を希望する。  

    阪神地区：阪神地区協議会理事校 流通科学大学（杉野）より、以下の通り報告があった。 

                  2013 年度に会費減額としたが、2014 年度は一泊研修開催のため、会費額を

元通りとした。金額は未定だが、2015年度は再度会費を減額することが決定

している。 

    中国・四国地区：中国・四国地区協議会理事校 四国大学（山本）より、以下の通り報告

があった。 

         地区協議会交付金の 100,000 円増額で、可能な限り活動する。会費徴収は好

ましくないという意見があった。    

    九州地区：九州地区協議会理事校 久留米大学（熊谷）より、以下の通り報告があった。 

         2014 年度総会開催で 250,000 円の不足が生じたため、100,000 円を予備費、

150,000円を地区研究会交付金で負担した経緯を踏まえ、2015年度総会では

今後、1校あたり 5,000円の会費徴収について検討を諮る。 

    

６．その他 

   東海地区協議会理事校 中部大学（蓑島）より、総会・役員会・各種委員会など協会事業

への出席は年に複数回、遠方への出張のため負担となること、出張回数が多いため旅費が

支給されない大学もあることから、関係校への旅費の支給について検討を希望する旨、依

頼があった。 

   部会長校 愛知学院大学（足立）より、西地区部会において、役員校活動費は、部会長校

と監事校のみ支給されているという現状の説明があった。すぐには実施が困難であるが、

交通費支給を行っている日本医学図書館協会の例を挙げ、各地区協議会理事校および各地

区研究会幹事校、委員会担当校への役員校活動費支給について、協会全体の繰越金との兼

ね合いもあるので、今後、段階を経て西地区部会役員会、常任幹事会などで検討が想定さ

れる旨、説明があった。 
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Ⅱ 協議事項 

 １．２０１５年度西地区部会事業計画（案）および予算（案）について 

    2015年度西地区部会事業計画（案）については、説明を失念したため、配付資料（p.24）

に基づき後日追認とした。 

予算（案）については、配付資料（p.24）に基づき提案があり、審議の結果、原案のと

おり承認された。なお、一部、予算額の誤記載があったため、確認後、後日再配信とした。 

  

２．２０１５年度予算の暫定執行について 

    部会長校 愛知学院大学（足立）より、標記の件について配付資料（p.25）に基づき以下

の提案があり、審議の結果、承認された。 

    2015年度予算が承認されるのは、2015年 6月 12日（金）に九州産業大学で開催される

西地区部会総会においてである。よって、2015年 4月 1日以降 6月 12日までの期間おけ

る部会活動は、2015年度予算額の範囲内で暫定予算として執行する。なお、この件につい

ては、文書にて西地区部会長校より、西地区加盟校に郵送される旨、併せて説明があった。 

 

 ３．２０１５年度西地区部会総会開催概要（案）について 

    総会当番校の九州産業大学（渡邊）より、配付資料（p.25）に基づき提案があった。従

来、総会当日に実施してきた館長懇話会は、役員会同様、総会前日に館長懇談会として開

催する旨も併せて説明があった。 

 

 ４．２０１５年度西地区部会研究会開催概要（案）について 

    部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.26）に基づき提案があった。基調講

演の演題は 2015 年 3 月末日までに決まる予定であり、研究発表は 4 件となる旨、併せて

説明があった。 

   

 ５．その他   

    なし 

 

Ⅲ 承合事項 

   なし 

 

Ⅳ 確認事項 

 １．２０１５・２０１６年度西地区部会役員校について 

   部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.27）に基づき説明があり確認した。 

 

２．２０１５・２０１６年度西地区部会当番校について     

   部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.27）に基づき説明があり確認した。 

   

３．２０１５年度西地区部会行事・会議予定 
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   部会長校 愛知学院大学（足立）より、配付資料（p.28）に基づき、説明があり確認した。 

 

４．その他 

     なし 

 

以上 

 


