
公益社団法人日本図書館協会 2022－2025年度代議員 

（個人･団体会員選出）選挙結果報告 

          

            公益社団法人日本図書館協会 

選挙管委員会委員長 大塚 奈奈絵 

 

 本年 2月 14日（月）から 2月 28日（月）に行われた公益社団法人日本図書館協会代議員選挙

は、3 月 4日（金）に開票を行い、次のとおりの結果となりましたので報告いたします。 

１ 開票結果（個人及び団体選挙区第 7区、第 8区の計） 

定数 62 候補者数 57 投票総数 1,129  投票率 42.8％ 

・個人会員選出選挙区・団体会員選出選挙区第 7区、第 8区とも、選挙区ごとに、定数、投票率、

立候補者名、所属、得票、当選等の順に掲載。 

・「当選等」の欄には、「当選」「次点」と表示し、３票に満たない場合は「-」と掲載している。 

２ 就任について 

候補者にお知らせし、当選者には就任承諾書の提出を求めます。 

３ 新代議員の任期 新代議員の任期は、この選挙終了後から 4年後に行われる代議 

員選挙の終了のときまでです。 

 

個人会員選出選挙区 

選挙区 定数 投票率 立候補者名 所属等 
得

票 
当選等 

北海道 1 44.3 工藤 嘉一 北海道立図書館 30 当選 

青森県 1 62.5 須藤 紀子 五所川原市立図書館 5 当選 

岩手県 1 61.5 西村 ミドリ 一関市立一関図書館 8 当選 

宮城県 1 53.8 加藤 孔敬 名取市図書館 19 当選 

秋田県 1 28.6 石川 靖子 横手市立平鹿図書館 4 当選 

山形県 1 40.0 金谷 直樹 山形県公立大学法人 2 - 

    郷野目香織 新庄市立図書館 2 - 

福島県 1 55.1 鈴木 史穂 福島県立図書館 27 当選 

茨城県 1 45.9 岡部 成美 日立市立南部図書館 20 当選 

    神崎 英一 神栖市立中央図書館 8 次点 

栃木県 1 33.3 前澤 慎也 栃木県立図書館 5 当選 

群馬県 1 39.1 石原 照盛 元群馬県邑楽町立図書館 9 当選 

埼玉県 2 57.7 砂生絵里奈 鶴ヶ島市教育委員会 43 当選 

    長島 利弘 埼玉県立熊谷図書館 27 当選 



千葉県 2 46.5 大石 豊 千葉県立東部図書館 40 当選 

    豊山希巳江 山武市成東図書館 24 当選 

東京都 7 35.7 中島 尚子 国立国会図書館 83 当選 

    中村 崇 東京都立井草高等学校図書館 50 当選 

    三浦なつみ 墨田区立 緑図書館 32 当選 

    蓑田 明子 東大和市秘書広報課 57 当選 

    （立候補者なし）   

    （立候補者なし）   

    （立候補者なし）   

神奈川県 3 49.8 浅見 佳子 鎌倉市中央図書館 26 当選 

    笠川 昭治 
神奈川県立茅ケ崎高等学校図

書館 
38 当選 

    鈴江 夏 横浜市港北図書館 22 次点 

    三村 敦美 青山学院大学ほか非常勤講師 23 当選 

新潟県 1 47.7 松原 伸直 

上田女子短期大学非常勤講

師、新潟地区手をつなぐ育成

会） 

18 当選 

富山県 1 65.8 長田 和彦 富山県立図書館 24 当選 

石川県 1  （立候補者なし）   

福井県 1  （立候補者なし）   

山梨県 1  （立候補者なし）   

長野県 1 53.3 小澤多美子 長野県教育委員会事務局 15 当選 

岐阜県 1 75.8 渡辺 基尚 
情報科学芸術大学院大学附属

図書館 
20 当選 

静岡県 1  （立候補者なし）   

愛知県 2 40.8 大林 正智 
豊橋市文化・スポーツ部 ま

ちなか図書館 
16 当選 

    鈴木 崇文 名古屋市楠図書館 31 当選 

三重県 1  （立候補者なし）   

滋賀県 1  （立候補者なし）   

京都府 1 33.7 生駒 彩子 綾部市図書館 25 当選 

大阪府 3 43.3 喜多由美子 八尾市立志紀図書館 32 当選 



    佐野真奈美 
吹田市立千里山・佐井寺図書

館 
35 当選 

    西尾 恵一 大阪府立中央図書館 32 当選 

兵庫県 1 37.8 今野 千束 灘中学校灘高等学校 24 当選 

奈良県 1 59.1 尾松 謙一 奈良県立図書情報館 13 当選 

和歌山県 1 63.6 井辺 裕二 和歌山県教育委員会 7 当選 

鳥取県 1 66.7 三田 祐子 鳥取県立図書館 15 当選 

島根県 1 53.3 大野 浩 島根県立図書館 8 当選 

岡山県 1 50.9 本山 雅一 
ノートルダム清心女子大学非

常勤講師 
24 当選 

広島県 1 58.7 植田 佳宏 広島県立図書館 34 当選 

山口県 1 47.1 森川 信夫 
山口大学・山口県立大学ほか

非常勤講師 
16 当選 

徳島県 1 63.0 立石 忠徳 徳島県立図書館 17 当選 

香川県 1 68.8 藤沢 幸応 香川県立図書館 11 当選 

愛媛県 1 61.9 天野奈緒也 愛媛県立図書館 13 当選 

高知県 1 77.8 上岡 真土 高知県立図書館 7 当選 

福岡県 1 50.9 一ノ瀬留美 筑後市立図書館 19 当選 

    工藤 彩 久留米大学御井図書館 7 次点 

佐賀県 1 68.8 江上真太郎 基山町立図書館 3 次点 

    横多 綾 佐賀県立図書館 8 当選 

長崎県 1 60.0 田中 裕子 佐世保市立図書館 11 当選 

熊本県 1 44.4 松本 和代 菊陽町図書館 8 当選 

大分県 1 45.5 島津 芳枝 宇佐市民図書館 5 当選 

宮崎県 1 83.3 藤山由香利 都城市立図書館 9 当選 

鹿児島県 1 62.5 岩下 雅子 鹿児島国際大學 9 当選 

沖縄県 1 50.0 呉屋美奈子 恩納村文化情報センター 6 当選 

       

団体会員選出選挙区 

選挙区 定数 投票率 立候補者   
得

票 
当選等 

第 7区 1   （立候補者なし）   

第 8区 1 75.0 大分県公共図書館研究会 神 繁司 3 当選 

 


