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第２ 平成１９年度事業報告 

1.  第３９回（平成１９年度）総会概要 
期 日 平成１９年６月１日（金） 

場 所 福岡リーセントホテル（福岡市） 

出 席 者  ６５ 大学 ９９名 

総会次第 会 長 館 挨 拶  北九州市立大学    棚次 奎介 センター長 

  文部科学省行政説明   

研究振興局情報課学術基盤整備室情報研究推進専門官        膝舘 俊広 氏 

            基 調 講 演    福岡女子大学 副理事長  齋藤 明 氏 

  新館長・事務長紹介 

  新 役 員 紹 介 

  議 事    議長  北九州市立大学 棚次 奎介 センター長 

                   副議長 大阪府立大学  山中 浩之   図書館部長  
    

（１） 報告事項 

① 平成１８年度事業報告 

 「１ 第 38 回総会概要」「２ 会議及び各種委員会活動」「３ 地区活動報告」「４ 職

員研修」「５ 出版」について、「会報第 38 号」に従い報告が行われた。 

② 平成１８年度決算報告及び監査報告 

 「総会資料」に基づき決算報告及び監査報告が行われ、了承された。（「会報第 39 号」

42～43 頁参照」） 

③ 相互協力委員会報告 

「会報 38 号」に基づき PULC 公私立大学図書館コンソーシアムについて平成 18 年５

月 22 日の PULC 幹事会において名称変更が承認されたこと及び、名称が正式に変更さ

れたことに伴い、幹事館として関東地区は横浜市立大学学術情報センター、関西地区

は大阪市立大学学術情報センターが参加したことが報告された。また、版元との交渉

について、事務局の早稲田大学を中心に関東地区の幹事館（横浜市立大学が参加）で

各版元と交渉し、版元説明会が、関東地区は平成 18 年９月 13 日（水）に早稲田大学

にて開催され 78 大学参加うち、公立大学４大学、関西地区は平成 18 年９月 15 日（金）

に同志社大学にて開催され 44 大学参加うち、公立大学８大学が参加した。 

アプリケータ系パッケージ型電子ジャーナルについて、今年度公立大学図書館コンソ

ーシアムとして契約中の EBSCO 社と ProQuest 社のうち、EBSCO 社については、PULC の

ほうで提案があり、ProQuest 社とは、平成 19 年度も公立大学図書館コンソーシアムと

して独自に交渉中であることが報告された。 

ローマ（イタリヤ）で開催された ICOLC 国際会議への派遣について、公立大学から大

阪府立大学学術情報センター職員が参加したことが報告された。 
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④ HP（ホームページ）委員会報告  

     「会報 38 号」に基づき、「議事録」「名簿、概要」等の更新を実施した旨の報告があった。  

 ⑤ 事務長会報告 

第 17 回事務長会は、平成 19 年５月 31 日（木）、福岡リーセントホテルにおいて 

55 大学 67 名の出席を得て行われた旨、報告があった。 

（２） 協議事項 

① 平成 19 年度事業計画（案）について 

 次の事業の実施について提案され、原案どおり承認された。 

（ア）委員会等活動 

・ 総会の開催 

・ 役員会の開催 

     平成 19 年度第１回（拡大）役員会については、平成 19 年５月 31 日（木）、

福岡リーセントホテル（福岡市）において 21 大学 30 名の出席を得て開催され、

平成 18 年度事業報告、決算報告及び監査報告、相互協力委員会報告、事務長会

報告等各報告事項及び第 39 回総会の運営について協議を行った旨報告があっ

た。 

    また、平成 19 年度第 2 回（拡大）役員会は平成 19 年 11 月 30 日（金）、北九

州市立大学（北九州市）で開催予定である旨報告があった。 

・ 相互協力委員会の活動を継続する。（大阪市立大学） 

・ HP 委員会の活動を継続する。（名古屋市立大学）  

（イ）調査研究活動 

 「公立大学実態調査（附属図書館編）（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ及びﾈｯﾄﾜｰｸ編）」の作成を継続す

る。 

(ウ) 研修活動 

 研修会の開催、文部科学省主催大学図書館職員長期研修への職員の派遣を継続す

る。 

（エ）渉外活動 

 関係会議・団体への委員派遣、関係諸団体との連絡・連携・交渉等を継続する。 

（オ）地区活動 

 各地区の活動予定を各地区幹事館から説明。 

（カ） 出版 

「会報」第 39 号、「公立大学図書館概要」、「平成 18 年度公立大学実態調査表（附

属図書館編）（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ及びﾈｯﾄﾜｰｸ編）」、「平成 19 年度公立大学協会図書館協議会研

修会報告書」の編集、変更を行う。「大学図書館研究」、「大学図書館協力ニュース」

については関連団体の発行となる。 
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② 平成 18 年度予算（案）について 

「総会資料」に基づき提案され、前年度繰越金を 2,488,718 円に修正の上承認された。予算

額は、「会報第 39 号」41 頁のとおり。 

 

③ 公立大学協会図書館協議会表彰規程による表彰について 

 下記のとおり 5大学 6 名を表彰することが承認された。 

氏 名 職 名 所属大学 

木下 道子 副主幹 富山県立大学 

加藤 泰宏 事務長 静岡県立大学 

宮本 小夜子 事務長 京都府立医科大学 

徳本 佳代 助手 大阪府立大学 

染野 純子 運営課担当係長 大阪市立大学 

川嶋 義治 図書情報係長 大阪市立大学 

④ 公立大学協会図書館協議会研修会について 

名古屋市立大学が担当し平成 19 年８月３日(金)に「図書館の地域連携」をテーマで

同大学において開催することが承認された。 

⑤ 筑波大学主催大学図書館職員長期研修参加者の推薦について 

     平成 19 年度については、東ブロックからは東部地区：福島県立医科大学、西ブロック
からは近畿地区：大阪府立大学から各１名の推薦があった。平成 20年度は推薦なし。 

⑥ 平成 19 年度相互協力委員会について 
    平成18年に引き続き全面的にPULCに参画すること及びICOLC国際会議への派遣につい

ては、公立大学協会の事情を説明でき利益を主張できる人という観点から公募の上、人選

をすることが提案され、承認された。 

⑦ HP 委員会報告 

   ホームページに会報、実態調査表、研修会報告書等の掲載が提案され、承認された。 

   また、地区活動等の情報提供について依頼がなされた。 

⑧ 役員の選出について 

 下記のとおり、承認された。 

（ア）会    長  （平成 19 年度）北九州市立大学 

（平成 20 年度）福島県立医科大学 

（平成 21 年度）大阪府立大学 

（平成 22 年度）東ブロック（中部地区） 

（平成 23 年度）西ブロック 

（イ）副 会 長  （平成 19 年度）首都大学東京 

                   横浜市立大学 

                   名古屋市立大学 

                                     大阪府立大学（代表） 

                    大阪市立大学 

（ウ）総会開催館   （平成 19 年度）福岡女子大学 
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（平成 20 年度）宮城大学 

（平成 21 年度）大阪府立大学 

（平成 22 年度）東ブロック（中部地区） 

（平成 23 年度）西ブロック 

（エ）幹 事 館   （平成 19～20 年度） 

東部地区     青森県立保健大学 

中部地区     三重県立看護大学 

近畿地区     京都府立大学 

中国・四国地区  広島市立大学 

九州地区     沖縄県立看護大学 

（オ）監 査 館   （平成 19 年度）   沖縄県立芸術大学（会長所属地区） 

下関市立大学（隣接地区） 

              （平成 20 年度）   群馬県立女子大学（会長所属地区） 

                        岐阜県立看護大学（隣接地区） 

（カ）相互協力委員会 （平成 19 年度）    

委員長館     大阪市立大学 

委員館      札幌医科大学 

                〃       名古屋市立大学 

                〃       大阪府立大学 

   （キ）ＨＰ委員会     (平成 19 年度） 

委員長館     名古屋市立大学 

委員館      首都大学東京 

                〃       横浜市立大学 

                〃       大阪府立大学 

                〃       大阪市立大学 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ館     北九州市立大学（会長館） 

⑨ 関係委員会委員等の推薦について 
    平成 19年度の公立大学協会図書館協議会から関係委員会等に派遣する委員について

提案があり、原案のとおり承認された。 
（ア）国公私立大学図書館協力委員会 

委員（委員長館）  横浜市立大学       （18．8．1～19．7．31） 

     委員（常任幹事館） 横浜市立大学            （19．8．1～20．7．31） 

        〃      首都大学東京            （16．8．1～20．7．31） 

        〃      大阪市立大学           （14．8．1～20．7．31） 

(イ) 国公私立大学図書館協力委員会「著作権検討委員会」 

     委 員   前橋工科大学              久保木 宗一 (19.４.１～20.３.31) 

 

（ウ）国公私立大学図書館協力委員会「著作権検討委員会ワーキンググループ」 

      委 員   群馬県立女子大学          奈良 厚子 （17．4．1～20．3．31） 
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       〃     茨城県立医療大学          永井 淳也 （19．4．1～20．3．31） 

            〃     横浜市立大学            田中 千尋 （15．4．1～20．3．31） 

（エ）国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館協力ニュース」編集委員会 

委 員  神奈川県立保健福祉大学   竹内 淳  （16．4．1～19．3．31） 

      〃   埼玉県立大学        蓮見 博  （19．4．1～20．3．31） 

（オ）国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館研究」編集委員会 

委 員  群馬県立県民健康科学大学  井田 眞理子 （17．4．1～20．3．31） 

      〃   岐阜薬科大学        村瀬 和代  （19．4．1～20．3．31） 

（カ）国公私立大学図書館協力委員会「シンポジウム企画・運営委員会」 

  委 員  首都大学東京        小野塚 伊津美（19．4．1～20．3．31） 

（キ）日本図書館協会理事会（施設会員） 

理 事  横浜市立大学                         （18．4．1～20．３．31） 

（ク）日本図書館協会評議員会（施設会員） 

評議員  名古屋市立大学                        （17．4．1～20．３．31） 

（ケ）日本図書館協会大学図書館部会 

委 員  横浜市立大学 三輪 道夫                （18．4．1～20．３．31） 

（コ）国立国会図書館図書館資料保存協力懇談会 

委 員  群馬県立女子大学                       （14．4．1～20．３．31） 

⑩ その他 

   特になし。 

 


