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資料№1  

 

2020年 10月 28日 

 

私立大学図書館協会西地区部会スリム化検討委員会 ロードマップ 

 

私立大学図書館協会 

西地区部会スリム化検討委員会 

 

 

2020年度私立大学図書館協会西地区部会総会にて、資料№2の通り承認された。（資料№

3議事録参照） 

よって、今年度は段階的措置として、①「地区活動の精査」と②「輪番制の抜本的見直し」

そして、③「理事校交通費等の経費補助」について提案をすることとなる。 

今後の進行の目標設定としては、2020 年度第 2 回西地区部会役員会[2021 年 3 月 5 日

（金）]までに、輪番制見直し案の提示できることを目指す。 

よって、以下のような目安で進めることを提案する。 

 

① 第 1回[2020年 10月 28日（水）] 現状把握資料提示 

② 11月 20日（金）までに各委員から見直し案の提出 

③ 第 2回[2020年 11月末～12月初旬] 提出された見直し案を基に審議 

④ 第 3回[2021年 1月末～2月初旬] 継続審議 ・案決定 

⑤ 第 4回[2021年 2月末日] 継続審議 ・案決定 

2020年度第 2回西地区部会役員会[2021年 3月 5日（金）] 

 

以上 



私立大学図書館協会西地区部会
役員校・当番校の選出基準についての申合せ

２００９年９月１７日 制定

（総則）
１． 本申合せは、私立大学図書館協会西地区部会（以下「西地区部会」という）の各地区協議会（以

下「各地区」という）に所属する加盟館が私立大学図書館協会の役員校・当番校の受け持ちを輪
番制で選出する基準である。
西地区部会各地区に所属する加盟館が当該役員校・当番校を受け持つ場合は、各地区の基準を

尊重して、本申合せが各地区の選出基準を妨げないこととする。

（対象）
２． 役員校・当番校の対象は、私立大学図書館協会会長校（以下「会長校」という）、西地区部会長

校（以下「部会長校」という）、西地区部会監事校（以下「監事校」という）、私立大学図書館協
会総会・研究大会当番校（以下「総会・研究大会当番校」という）、西地区部会総会当番校（以下
「総会当番校」という）、西地区部会研究会当番校（以下「研究会当番校」という）とする。
輪番を受け持つ地区については、１９８９～２０１６年の実績や順序を尊重しつつ、同年度に

同地区からの当番校選出の重複を可能な限り避ける。

（会長校）
３． 会長校は、収容定員（注１）が８，００１人以上（注２）の大学が所属する西地区部会の各地

区の校数比率を目安にした輪番制とする。

（部会長校）
４． 部会長校は、２０１６年までの輪番制を継承する。

（注３）部会長校輪番 （２０１７年度以降の輪番：阪神→京都→中国・四国→東海→九州）
ただし、会長校の輪番と部会長校の輪番が同地区に重複する場合は、会長校の選出を優先し、
部会長校の選出を他地区と調整する。

（監事校）
５． 監事校は、前部会長校とする。

ただし、前会長校が西地区から選出された場合は、前会長校とする。

（総会・研究大会当番校）
６． 総会・研究大会当番校は、収容定員が６，００１人以上の大学が所属する西地区部会の各地区

の校数比率を目安にした輪番制とする。

（総会当番校、研究会当番校）
７． 総会当番校、研究会当番校は、２０１６年度までの輪番制を継承する。
（注３）総会当当番校 （２０１７年度以降の輪番：京都→東海→阪神→九州→中国・四国）

研究会当番校 （２０１７年度以降の輪番：九州→中国・四国→京都→東海→阪神）

（施行と見直し）
８． この申合せの施行は別紙輪番表のとおり２０１７年度から２０４４年度の輪番とする。

ただし、長期に渡るため、１０年毎を目処に状況に応じて申合せの見直しが必要であるか等を
西地区部会役員会において検討する。

（改廃）
９． この申合せの改廃は、西地区部会役員会において決定する。

注１．収容定員は、「『平成２０年度全国大学一覧』東京：財団法人文教協会，２００８年」による
平成２０年５月１日現在の収録状況の入学定員に基づいて算出した。

注２．私立大学図書館協会会費細則（平成８年度施行）
注３．「役員校、委員会委員等選出方法（西地区部会を中心に）」（２００６年４月１日修正）
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私立大学図書館協会西地区部会役員校・当番校輪番制

会長校 部会長校 監事校 全国総会 西総会 西研究会 会長校 部会長校 監事校 全国総会 西総会 西研究会
阪神 阪神 京都 阪神 京都 九州

中国四国 九州 東海 京都 東海 中国四国
東 中国四国 阪神 東 阪神 京都
東 京都 九州 東 九州 東海
阪神 東海 中国四国 東海 中国四国 阪神
東 阪神 京都 阪神 京都 九州
東 九州 東海 東 東海 中国四国
東 中国四国 阪神 東 阪神 京都
京都 京都 九州 京都 九州 東海
東 東海 中国四国 九州 中国四国 阪神
九州 阪神 京都 東 京都 九州
東 九州 東海 東 東海 中国四国
東 中国四国 阪神 東海 阪神 京都
東海 京都 九州 阪神 九州 東海
東 東海 中国四国 東 中国四国 阪神
東 阪神 京都 東 京都 九州

中国四国 九州 東海 阪神 東海 中国四国
阪神 中国四国 阪神 中国四国 阪神 京都
東 京都 九州 東 九州 東海
東 東海 中国四国 東 中国四国 阪神
京都 阪神 京都 九州 京都 九州
九州 九州 東海 京都 東海 中国四国
東 中国四国 阪神 東 阪神 京都
東 京都 九州 東 九州 東海
東海 東海 中国四国 東海 中国四国 阪神

中国四国 阪神 京都 阪神 京都 九州
東 九州 東海 東 東海 中国四国
東 中国四国 阪神 東 阪神 京都

小計 合計

実績・予定　役員校・当番校（１９８９～２０１６） 案　役員校・当番校（２０１７～２０４４）
年度 年度

東 阪神 東海 東海 阪神 九州

阪神 京都 阪神 東 京都 東海

九州 東海 阪神 九州 中国四国 京都

東 九州 九州 東 東海 九州

京都 阪神 九州 阪神 九州 東海

東 京都 京都 東 阪神 阪神

東海 中国四国 京都 京都 中国四国 阪神

東 東海 東海 東 京都 京都

京都 九州 東海 東海 九州 京都

東 阪神 京都 東 東海 東海

阪神 京都 阪神 阪神 京都 東海

東 中国四国 阪神 東 阪神 阪神

京都 東海 中国四国 京都 中国四国 阪神

東 九州 京都 東 東海 京都

西地区小計（１９８９～２０１６） 西地区小計（２０１７～２０４４）
役数 役数
東海 東海
京都 京都

西担当計 西担当計

阪神 阪神
中国四国 中国四国
九州 九州
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私立大学囮書館協会西地区部会収容定員数新旧表

① 2019年度時点

東海 京都 阪神 中国 ・ 四
九州 合計

国収容定員数
50 41 71 42 49 253 

4,000人以下 36 32 53 32 41 194 

4,001人以上 1 2 2 5 2 12 

5,001人以上 3 3 3 4 3 16 

6,001人以上 2 ゜ 2 1 ゜ 5 

7,001人以上 総会・研究会 1 ゜ 2 ゜ 1 4 

8,001人以上 会長校 7 4 ， ゜ 2 22 

② 2009年度時点

収容定員数＊1
東海 京都 阪神 中国・ 四国 九朴I 合計

校数＊2 役比率＊3 校数 役比率 校数 役比率 校数 役比率 校数 役比率 校数 役数＊4

ム 6,001人以上 7 1. 69 5 1. 21 12 2.90 1 0.24 4 0.97 29 7.00 

長 7,001人以上 6 2.00 4 1. 33 ， 3.00 ゜ 0.00 2 0.67 21 7.00 
校

8,001人以上 5 2.06 4 1. 65 6 2.47 ゜ 0.00 2 0.82 17 7.00 

総 4,001人以上 13 3. 19 10 2.46 18 4.42 7 1. 72 ， 2.21 57 14.00 
会 5,001人以上 11 3.28 8 2.38 16 4. 77 6 1. 79 6 1. 79 47 14.00 

研 6,001人以上 7 3. 38 5 2.41 12 5. 79 1 0.48 4 1. 93 29 14.00 
究

7,001人以上大 6 4.00 4 2.67 ， 6.00 ゜ 0.00 2 1. 33 21 14.00 
会 8,001人以上 5 4. 12 4 3.29 6 4.94 ゜ 0.00 2 1. 65 17 14.00 

* 1 :収容定員：平成20年度全国大学一覧から算出した収容定員数

*2:校数：当該収容定員の西地区部会の地区別校数及び西地区部会合計

*3:役比率：各収容定員数別の地区校数＋西地区合計校数x役数＝役回りの担当目安

*4:役数：2017~2044年までの会長校、 全国総会・研究大会等の西地区担当数

資料№6 
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地区協議会理事校 地区名 会長校

2001-02 同志社 京都 中京大学

2003-04

2005-06 大阪国際 阪神 龍谷大学

2007-08

2009-10 名古屋外大 東海 関西大学

2011-12

2013-14 奈良産業大 京都 立命館大学

2015-16

2017-18 神戸女子 阪神 名城大学

2019-20

2021-22 愛知工業大 東海 西南学院大学

2023-24

2025-26 京都先端科学大？ 京都？ 関西学院大学

2027-28

2029-30 阪神？ （京都）

※２年毎に東・西地区で担当

※慣例的に東海、京都、阪神地区の理事校から選出。（2006年度委員等選出方法資料より抜粋）

※上記記載は、2001～会報誌奥付の会報担当校より抜粋。

私立大学図書館協会西地区部会  歴代会報担当校

神戸女子大
昨年度アンケート内で
3地区だけでの輪番制
に疑問を呈している。
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