
第 108回全国図書館大会群馬大会開催要項 
 

１ 主  催  公益社団法人日本図書館協会、群馬県、群馬県教育委員会、群馬県図書館協会 

 

２ 共  催  関東地区公共図書館協議会、関東甲信越静ブロックの各県図書館協会、岩手県図書館協会（次

期開催県）（予定） 

 

３ 後  援  文部科学省、国立国会図書館、全国公共図書館協議会、国立大学図書館協会、公立大学協会

図書館協議会、私立大学図書館協会、専門図書館協議会、日本書籍出版協会、文字・活字文

化推進機構、図書館友の会全国連絡会ほか（予定） 

 

４ テ ー マ  「本と人が織りなす図書館の未来」 

 

５ 開催日時  【大会開催日程】  令和４年 10月６日（木）～７日（金） 

 【動画配信期間】  令和４年 10月６日（木）～11月 30日（水） 

 

６ 開催形式  オンライン形式（大会動画のインターネット配信・視聴） 

 

７ 対  象  図書館職員及び図書館に関係・関心のある研究者、学生、企業関係者、市民等 

 

８ 内  容 

（１）全体会 

① 主催者あいさつ、祝辞 

② 表彰（日本図書館協会建築賞） 

③ 基調報告（60分）「基調報告」     報告者：植松 貞夫 （日本図書館協会理事長） 

④ 記念講演（90分）「若手作家が語る図書館と創作」（仮） 

講 師：阿部智里（小説家）、如月かずさ（児童文学作家） 

（２）分科会 

① 第１分科会（公共図書館） 

② 第２分科会（大学・短大・高専図書館） 

③ 第３分科会（学校図書館） 

④ 第４分科会（児童サービス）ほか 計１６分科会（予定）  

※ 分科会内容については、別紙「分科会一覧表」を参照。 

※ オンライン会議（Zoom）によるリアルタイム意見交換は、10 月 6 日（木）～7 日（金）の間、分科会ごとに実施。 

 

９ 参 加 費  3,000円（群馬県内の参加者は、2,000円）   

※ 参加費には、大会記録誌代を含む。大会記録誌は、参加者へ令和５年３月下旬までに送付する予定。 

 

10 申込方法  インターネット（下記の大会ウェブサイト）から申し込む 

【第 108回全国図書館大会群馬大会ウェブサイト】  ※ URLは未定。おって「大会案内」で公開予定。 

 

11 申込期間  令和４年７月５日（火）～９月９日（金）予定 

 

12 支払方法  銀行振り込み又はクレジットカード決済       ※ 振込手数料は参加者負担とする。 

 

13 連 絡 先    第 108回全国図書館大会群馬大会実行委員会事務局 

〒371-0017 群馬県前橋市日吉町１－９－１ 群馬県立図書館内 

電話：027-231-3008 ＦＡＸ 027-235-4196 Ｅメール taikai@library.pref.gunma.jp 



大会テーマ 
 

   

第 108回全国図書館大会群馬大会の大会テーマを、以下のとおり提案します。 

 

１ テーマ 

「本と人が織りなす図書館の未来」 

 

２ テーマ設定の背景 

    

かつて古代東国文化の中心地として栄え、数多くの古墳や 2017年に『世界の記憶』に登録され

た『上野三碑（多胡碑、山上碑、金井沢碑）』が残されているように、群馬県では、人々の記憶や

想いが長く大切に守り伝えられてきた。 

また、我が国の近代化を支えた生糸の一大産地であるとともに、桐生織や伊勢崎銘仙など美し

い織物を生み出す地としての歴史を持っている。 

 

108 回目の全国図書館大会を群馬県で開催するにあたり、こうした群馬の歴史や文化を背景に、 

織物（縦糸×横糸）のように、人類の知識や記憶の集積である本（資料）と図書館に集う人々が、

未来に向かって多様で豊かな図書館活動をつくり、展開していくイメージを「織りなす」という

言葉に託し、大会のテーマとする。 

 

 

『上野三碑（こうずけさんぴ）』とは 

現在の高崎市に所在する 7世紀から 8世紀にかけての古代の石碑 3基（多胡碑、山上碑（やまのうえひ）、金 

井沢碑）の総称で、それぞれ特別史跡に指定されています。三碑とも半径 5キロメートル以内の非常に近接した 

位置に所在しています。（中略）また、朝鮮半島の石碑文化の影響を反映する石碑、文字の使用、碑文からうか 

がえる仏教信仰等、早くから先進文化が定着・蓄積していた上野国の文化度の高さを象徴する文化遺産です。 

 平成 27年 9月 24日、世界の記憶の国内候補として決定され、平成 29年 10月 24日からユネスコ国際諮問委 

員会が開かれ、登録が決定しました。            （群馬県ホームページより引用。一部省略） 

出典：https://www.pref.gunma.jp/03/x4500026.html 



項目 登壇者 時間 動画収録場所 収録方法 備考

開会の言葉 大会実行委員長（群馬県教育長） 3分 群馬県庁 業者派遣 tsulunosスタジオ／Netsugen

主催者挨拶① 大会会長（群馬県知事） 5分 群馬県庁 業者派遣 tsulunosスタジオ／Netsugen

主催者挨拶② 大会副会長（日本図書館協会理事長） 5分 日本図書館協会
業者派遣
又はリモート

リモート収録はＺｏｏｍによる。

祝辞① 文部科学大臣 5分
文部科学省又は
日本図書館協会

業者派遣
又はリモート

リモート収録はＺｏｏｍによる。

祝辞② 国立国会図書館長 5分
国立国会図書館又は
日本図書館協会

業者派遣
又はリモート

リモート収録はＺｏｏｍによる。

祝辞③
（調整中）　図書議員連盟・活字文化議員連盟会
長　　衆議院議員　細田博之　様

5分
国会又は
日本図書館協会

業者派遣
又はリモート

リモート収録はＺｏｏｍによる。

祝辞④ （仮）国会議員、県議会議員等 5分
国会又は群馬県庁
又は日本図書館協会

業者派遣
又はリモート

リモート収録はＺｏｏｍによる。

表彰（授賞式） 受賞館の紹介（１） 5分 リモート収録はＺｏｏｍによる。

（日本図書館協会建築賞） 受賞館の紹介（２） 5分 リモート収録はＺｏｏｍによる。

受賞館の紹介（３） 5分 リモート収録はＺｏｏｍによる。

選評（審査委員長） 15分 日本図書館協会 リモート収録はＺｏｏｍによる。

基調報告 日本図書館協会理事長 60分 日本図書館協会
業者派遣
又はリモート

記念講演 若手作家２名によるトークセッション
（阿部智里氏、如月かずさ氏、コーディネーター1名）

90分
群馬県庁又は
東京都内

業者派遣

①県庁の場合
tsulunosスタジオ／Netsugenを使用。
②東京都内で撮影する場合
日本図書館協会や出版社等、撮影で
きる会場を手配。

※　時間設定は目安とし、とくに上限は設けない。

業者派遣
又はリモート

各受賞館又は
日本図書館協会

全体会

【全体会内容】

　未だ新型コロナウイルス感染症の収束見込みが立たないことから、以下の全体会について、

　なお、収録日時は、原則として令和４年７～８月の２カ月間を予定し、個別に調整します。

各要素を事前に収録・編集した動画を配信するオンライン形式で開催します。



                            資料７ 
記念講演 

 

 

１ 企画                           
 

トークセッション（90分）「若手作家が語る図書館と創作」（仮） 

阿部智里（小説家）× 如月かずさ（児童文学作家） 

 
２ 趣旨 
 

群馬県出身であり、かつ人気のある若手作家２名（阿部智里氏、如月かずさ氏）を講師に招き、 

コーディネーターを交えて、対談を行う。 

対談では、自らの創作活動について、作家を目指した動機、子どもの頃からの読書遍歴や図書 

館利用体験、出版文化への思い等に触れながら語っていだだく。また、書き手と利用者の両面か 

ら、知識・情報を提供する図書館の存在をどう捉えているか、これからの図書館に望むことを伺 

い、全国図書館大会参加者の知見を広げる一助としたい。 

 

 

【講師】阿部 智里 氏 （あべ・ちさと） 

 1991 年、前橋市出身。前橋女子高校卒。早稲田大学文化構想学部

（多元文化論系）を卒業後、同大学院文学研究科に進み、東洋史の中

の神話を研究した。大学在学中の 2012年に、ファンタジー小説『烏

に単は似合わない』（文藝春秋）で第 19 回松本清張賞を史上最年少

（20歳）で受賞し、作家デビュー。代表作の『八咫烏』シリーズは、

累計 170万部以上の大ヒット作となっている。 

 

 

【講師】如月かずさ 氏 （きさらぎ・かずさ） 

 1983年、桐生市出身。桐生高等学校卒。東京大学教養学部に進学し、同大学

院では近代児童文学を専攻した。2009年に、『サナギの見る夢』（講談社）で第

49回講談社児童文学新人賞佳作、『ミステリアス・セブンス』（岩崎書店）で第

7 回ジュニア冒険小説大賞、2011 年には、『カエルの歌姫』（講談社）で第 45

回日本児童文学者協会新人賞を受賞した。ＹＡ向けの小説から、小学校低学年

向けの読みもの、絵本まで幅広く作品を生み出している。 

 

 

 

【コーディネーター】（調整中） 

 



（令和４年５月２６日現在）

テーマ 講師
事前収録or
ライブ実施

オンライン
意見交換

その他・備考

第1分科会 開催地 公共図書館
地域情報拠点として多様化する公共図書館の
機能を考える（仮）

◯ 事前収録 ◯

第2分科会 開催地 大学・短大・高専図書館 大学生の読書を考える（仮） 調整中 事前収録 ◯
オンラインでのビブリオバトルセッ
ションの可能性あり

第3分科会 開催地 学校図書館 ポストコロナ社会における学校図書館 ◯ 事前収録 ◯
分科会内容の他、日本図書館協会学校
図書館部会による報告「マンガと学校
図書館」を追加

第4分科会 開催地 児童サービス
子どもと家庭に本の喜びを届けるために
（仮）

◯ 事前収録 ◯

第5分科会 日図協部会 専門図書館 （調整中） 調整中 ライブ ◯
専門図書館を中心とするが、他館種や
一般も対象とした内容の分科会を構想
している

第6分科会 日図協部会 図書館情報学教育 （調整中） 調整中 事前収録 ◯

第7分科会 日図協委員会 図書館政策企画 図書館の未来にむけて－図書館計画を考える ◯ 事前収録 × 講師４名（うち１名調整中）

第8分科会 日図協委員会 図書館の自由 図書館の自由を日常に活かす 調整中 ライブ ◯

第9分科会 日図協委員会 図書館利用教育 情報リテラシー教育の新たな実践（仮） 調整中 調整中 調整中

第10分科会 日図協委員会 障害者サービス

①読書バリアフリー計画作成のための指針及び
障害者サービスの基準（仮）
②障害者サービスの現状：全公図及び全視情協
障害者サービス全国実態調査より（仮）

調整中 ライブ ◯ 字幕付与を希望。

第11分科会 日図協委員会 資料保存 図書館におけるカビ対策について（仮） ◯ 事前収録 × 事前収録の際に機材（スピーカーやカ
メラ・三脚・PC等）を貸出希望。

第12分科会 日図協委員会 出版流通
北米の公共図書館におけるマンガとラノベの
所蔵

◯ ライブ × 海外講師あり（オンライン参加）

第13分科会 日図協委員会 多文化サービス （調整中） 調整中 事前収録 ×

第14分科会 日図協委員会 健康情報
ウィズコロナ時代のこころといのちの支援を
考える（仮）

調整中 ライブ ×

第15分科会 日図協委員会 非正規雇用職員問題 非正規雇用職員の現在 調整中 事前収録 ×

第16分科会 日図協その他 市民と図書館 住民が望む図書館の実現にむけて 調整中 事前収録 × 日本図書館協会と図書館友の会全国連
絡会による。

分科会

分科会



【収入】
(単位：円）

予算額 摘　　要

参加費 2,800,000
県外 3,000円×800人＝2,400,000円
県内 2,000円×200人＝  400,000円

負担金 6,000,000 日本図書館協会　5,000,000円、群馬県　1,000,000円

広告収入等 300,000 企業協賛（広告）等

合計 9,100,000

【支出】
(単位：円）

予算額 摘　　要

報償費 1,331,000 記念講演、分科会講師等謝金

旅費 506,000 記念講演、分科会講師等旅費、実行委員会旅費

需用費 1,426,000

食糧費 34,000 昼食、飲料等

印刷製本費 1,243,000 大会案内、大会記録誌の印刷

消耗品費 149,000 印刷用紙、プリントトナー等

役務費 966,000 大会案内、大会記録誌の発送、音声ファイル反訳

委託料 4,161,000
大会参加受付等業務、動画撮影・編集業務、手話通訳・要約
筆記者派遣業務等

使用料 417,000 オンライン会議システム（Ｚｏｏｍ）使用料等

予備費 293,000

合計 9,100,000

第108回全国図書館大会群馬大会　予算書

項    目

項    目



 

 

第１０８回全国図書館大会群馬大会実行委員会規約 

 

（趣旨） 

第１条 第 108回全国図書館大会群馬大会実行委員会（以下「委員会」という。） 

の設置及び運営に関して必要な事項を本規約のとおり定める。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、第 108 回全国図書館大会群馬大会（以下「大会」という。） 

の開催に際し、次の各号に掲げる事項について所掌する。 

① 大会の開催に関すること。 

② 大会の企画に関すること。 

  ③ 大会の運営に関すること。 

  ④ その他、大会に関して必要な事項に関すること。 

（構成及び役員） 

第３条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員会に委員長１名、副委員長２名、監事１名の役員を置く。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

５ 事務局を所管する副委員長は、会務の日常的業務や事務局業務を総括する。 

６ 監事は、実行委員会の会計及び業務を監査する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、施行の日から委員会解散の日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が主催団体又は機関の役員を離れたときは、 

後任者をもって充てる。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、第２条に掲げる事項について審議し、決定する。 

３ 委員会は、オンライン会議または書面での開催を妨げない。 

４ 委員会は、委員の過半数（委任状、オンライン参加を含む）の出席をもっ 

て成立する。 

５ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは  

議長が決する。 

６ 委員会への委員以外の者の出席は、委員長の判断によるものとする。 

（事務局） 

 第６条 委員会の事務を処理するため、事務局を群馬県立図書館に置く。なお、

事務局に関する規程は、別に定める。 

（重大案件の委員会付託） 

第７条 本規約に定めるもののほか、委員会運営又は事業実施に際し重大な案 

件が生じた場合は、委員長は委員会での協議を経てその対応を決するものと 

する。 

 

 附 則  

この規約は、令和４年４月２６日から施行する。 

 



 

 

別表（第３条関係） 

職 氏 名 

実行委員長 

群馬県教育委員会 教育長 

 

平田 郁美 

実行副委員長 

  公益社団法人日本図書館協会 副理事長 

 

鈴木  隆 

実行副委員長 

  群馬県図書館協会 会長   （群馬県立図書館長） 

 

稲葉 友昭 

実行委員 

群馬県公共図書館協議会 会長（渋川市立図書館長） 

 

中澤  晃 

実行委員 

群馬県大学図書館協議会 会長 

     （群馬大学総合情報メディアセンター図書館長） 

 

 

西村 淑子 

実行委員 

群馬県高等学校教育研究会図書館部会 会長 

              （群馬県立前橋東高等学校長） 

 

 

城代 貴浩 

実行委員 

群馬県小中学校教育研究会学校図書館部会 会長 

               （伊勢崎市立茂呂小学校長） 

 

 

梅堀 ひろえ 

実行委員 

 群馬県地域創生部 文化振興課長 

 

佐藤 貴昭 

実行委員 

群馬県教育委員会 生涯学習課長 

 

鯉登 基 

監事 

 群馬県教育委員会 総務課長 

 

  柿沼 輝信 

 



第１０８回全国図書館大会群馬大会実行委員会事務局規程 

 

（趣旨） 

第１条 第 108回全国図書館大会群馬大会実行委員会（以下「実行委員会」とい 

う。）規約第６条の規定に基づき、実行委員会事務局（以下「事務局」という。） 

の運営等に関し、必要な事項を本規程のとおり定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 事務局は、次の各号に掲げる事務を行う。 

① 実行委員会の連絡調整に関すること。 

② 事業計画及び事業報告に関すること。 

③ 予算及び決算、会計事務に関すること。 

④ その他、大会の運営に必要な事務手続きに関すること。 

 

（組織） 

第３条 事務局の職員（以下「事務局員」という）を、次の各号のとおり定める。 

① 事務局長１名を置き、群馬県立図書館次長をもって充てる。 

② 事務局次長１名を置き、群馬県立図書館総務係長をもって充てる。 

③ 事務局員は、群馬県立図書館職員をもって充てる。 

 

（文書の管理） 

第４条 文書の管理については、群馬県図書館協会の例によるものとする。 

 

（決裁事務） 

第５条 実行委員会の事務局事務の決裁は、副委員長が行うものとする。 

 ２ 会計事務に関する規定は、別途定める。 

 

(補則) 

第６条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事 

務局長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和４年４月２６日から適用する。 



 

第１０８回全国図書館大会群馬大会実行委員会 会計規程 

 

（趣旨） 

第１条 第 108回全国図書館大会群馬大会実行委員会（以下「実行委員会」と 

いう。）事務局規程第５条の規定に基づき、実行委員会の会計事務に関し、必

要な事項を本規程のとおり定める。 

（会計期間） 

第２条 会計期間は、実行委員会の発足日に始まり、解散月の末日に終わる。 

（会計に関する事務の決裁） 

第３条 実行委員会の会計に関する事務は、実行委員会事務局を所管する副委

員長が決裁する。 

 ２ 前項の事務は、別紙様式による。 

（広告料収入） 

第４条 大会に協賛する企業等から、実行委員会に広告掲載申し込みがあり、 

広告料として納入された金額は、大会収入として計上する。ただし、公益社 

団法人日本図書館協会に対して直接、広告掲載申し込みがあり、同協会に広 

告料が納入された分は、同協会の収入とする。 

（分科会講師等への謝金等の支払基準） 

第５条 分科会の講師等へ支払う謝金等の基準は、別紙「第 108回全国図書館 

大会群馬大会参加費・謝礼・交通費等の取扱について」のとおりとする。 

（その他） 

第６条 本規程に定めるもののほか、会計について必要な事項は、群馬県財務規

則を準用するものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和４年４月２６日から適用する。 



第 108回全国図書館大会群馬大会参加費・謝礼・交通費等の取扱について 

                       

                      第 108回全国図書館大会群馬大会実行委員会 

  

本大会の講師及び大会運営スタッフ等の参加費、謝礼、交通費（旅費）の取扱いについて、前例

に基づき以下のとおり定める。 

 

１ 趣旨 

全国図書館大会は、会員相互の自助努力と共同の力により、持ち合い、助け合い、支えあうこと

を基本的な運営理念とする。したがって、日本図書館協会役員はもちろんのこと、大会運営を担う

ものも、原則としては参加費を含む諸費用を負担することが基本的な考え方である。 

しかし、それだけでは参加者が十分に満足を得るだけの内容の大会にすることは困難であり、社

会通念を配慮した柔軟な措置をとることも求められていることから、本大会の参加費の徴収及び交

通費・謝礼の支出について、以下の統一基準を設けるものとする。 

また、本大会は原則としてオンラインによる開催を予定しており、大会準備に係る打合せ等につ

いてもオンラインを基本とするため、交通費（旅費）、昼食については必要最小限の支給とする。 

なお、この基準でいう大会の運営に携わる者を、下表のとおりとする。 

 

区  分 構  成 役  割 

大会実行委員 大会実行委員会委員 大会全般に関すること 

大会事務局員 

大会実行委員会事務局員並びに日本図書館

協会の役員のうち大会事務局を担当する者

及び日本図書館協会職員 

全体会進行、来賓対応、分科会との連

絡、オンライン会議運営、表彰事務、

受付、全体会案内、出版物販売、大会

ボランティアの統括、障害者対応等 

記念講演講師  
記念講演の講師及びコーディネーター 

アトラクション出演者 

大会記念講演、アトラクション 

分科会講師 
分科会の講師及び事例発表者等 

（各５名以内） 

講義、事例発表、意見交換等 

大会運営スタッフ 
大会全体の運営を担当する者で、事務局以

外の開催県内図書館職員 

大会受付、案内、設営、進行、記録、

PC操作、大会本部との連絡等 

分科会運営スタッフ 
分科会の運営を担当する者 

（各５～８名程度） 

分科会の受付、司会進行、記録、PC 操

作、大会本部との連絡等 

大会ボランティア 
大会運営を支える県民及び大学生などのボ

ランティア 

会場及び会場までの案内、その他補助 

 

２ 分科会講師及び分科会運営スタッフの人数 

（１）分科会講師は、原則として５人以内とする。 

（２）分科会運営スタッフは、原則として５～８名程度とする。 



３ 参加費 

（１）大会実行委員の参加費は、徴収しない。 

（２）記念講演講師及び分科会講師の参加費は、徴収しない。 

（３）大会事務局員、大会運営スタッフ及び分科会運営スタッフ、大会ボランティアの参加費は、

原則として徴収しない。ただし、実行委員会が手配したスタッフ等に限る。 

 

４ 謝金 

（１）記念講演講師への謝金は、個別の交渉により設定して支払う。 

（２）分科会講師への謝金は、以下のとおりとする。 

① 日本図書館協会の個人会員である場合は、原則として支払わない。 

② 上記①に該当しない講師・発表者には、以下の基準により支払う。 

ア 基調報告・基調講演の講師については、20,000円を支払う。 

イ 事例報告、分科会シンポジウムの出演者については、10,000円を支払う。 

③ 分科会に対する個別の協賛金等から謝金を支払う場合は、実行委員会と協議の上支払う。 

④ この基準によりがたい場合は、実行委員会と個別に協議して決める。 

 

５ 交通費（旅費） 

 大会及び大会準備に係る会議開催に必要な移動については、以下の基準により旅費を支給する。 

（１）記念講演講師、分科会講師には、片道 1,000円を超えた部分の実費を旅費として支給する。 

なお、遠距離の場合、幹線往復実費を支給する。ただし、上限は 40,000円までとする。 

（２）大会実行委員、大会事務局員及び大会運営スタッフは、原則として旅費を支給しない。 

（３）分科会運営スタッフは、原則として旅費を支給しない。ただし、往復 5,000円を超えた場合 

には、超えた額を支給する。なお、上限は 35,000円までとする。 

（４）上記（３）の対象となる分科会運営スタッフの数は、各分科会で原則１名までとする。 

（５）大会ボランティアには、１日 1,000円を支給する。 

（６）この基準によりがたい場合は、実行委員会と個別に協議して決める。 

 

６ 昼食 

来賓、大会実行委員、大会事務局員、大会運営スタッフ、分科会講師、分科会運営スタッフ、大 

会ボランティアには、必要に応じて昼食（弁当）を提供する。 

 

７ 講師の宿泊 

（１）記念講演講師、分科会講師については、可能な限り宿泊せずに大会に参加していただく。 

（２）やむを得ず宿泊する場合は、1泊につき 8,000円を支給する。 

 

８ 海外から招待者、講師を招聘した場合 

旅費（滞在費、食費の一部を含む）に要した実費費用を弁償する。ただし、別の規程等で支払い 

方法が決まっている場合は、その限りではない。なお、本大会では新型コロナウィルス感染症のま

ん延状況を鑑み、オンライン参加を除き、海外からの招聘を行わないものとする。 



大会役員 （敬称略）

役　割 氏　名 所　属　・　職　名

大会会長 山本　一太 群馬県知事

大会副会長 植松　貞夫 公益社団法人日本図書館協会理事長

実行委員会 （敬称略）

役　割 氏　名 所　属　・　職　名

実行委員長 平田　郁美 群馬県教育委員会教育長

実行副委員長 鈴木　隆 公益社団法人日本図書館協会副理事長

実行副委員長 稲葉　友昭
群馬県図書館協会長

（群馬県立図書館長）

実行委員 中澤　晃
群馬県公共図書館協議会長

（渋川市立図書館長）

実行委員 西村　淑子
群馬県大学図書館協議会長

（群馬大学総合情報メディアセンター図書館長）

実行委員 城代　貴浩
群馬県高等学校教育研究会図書館部会長

（群馬県立前橋東高等学校長）

実行委員 梅堀ひろえ
群馬県小中学校教育研究会学校図書館部会長

（伊勢崎市立茂呂小学校長）

実行委員 佐藤　貴昭 群馬県地域創生部文化振興課長

実行委員 鯉登　基 群馬県教育委員会生涯学習課長

監　事 柿沼　輝信 群馬県教育委員会総務課長

実行委員会事務局

事務局長 山崎　辰哉 群馬県立図書館次長

事務局次長 河地　和人 　　　〃　　　総務係長

山崎　隆之 地域協力係長

武尾　仁美 総務企画係員

市村晃一郎 地域協力係員

高野　恵美 地域協力係員

第108回全国図書館大会群馬大会　組織

事務局員


