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　本年３月１日から３月14日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20日に開票を行い，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（個人および団体会員選出選挙区第６区の計）

　定数64　候補者数74　投票総数1,648　投票率49.8％
・個人会員選出選挙区・団体会員選出選挙区第６区とも，

選挙区ごとに，定数，投票率，立候補者名，所属等（立
候補届のとおり），得票，当選等の順に掲載。

・「当選等」の欄には，「当選」「次点１」「次点２」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
　立候補者（推薦候補者も含む）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。
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（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
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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 32.1 一戸　泰 北海道立図書館 24 当選
青森県 1 61.5 須藤　紀子 五所川原市立図書館 8 当選
岩手県 1 58.3 西村　ミドリ 一関市立藤沢図書館 7 当選
宮城県 1 32.4 加藤　孔敬 名取市図書館 12 当選
秋田県 1 66.7 福田　真悦 秋田県立図書館 6 当選
山形県 1 45.5 郷野目　香織 新庄市立図書館 5 当選
福島県 1 47.9 鈴木　史穂 福島県立図書館 23 当選

茨城県 1 48.5
柴田　和子 日立市立多賀図書館 22 当選
神埼　英一 神栖市立中央図書館 10 次点

栃木県 1 50.0 前澤　慎也 栃木県立図書館 12 当選

群馬県 1 61.5
石原　照盛 邑楽郡邑楽町 12 当選
市村　晃一郎 群馬県立図書館 4 次点

埼玉県 2 38.3
佐藤　聖一 埼玉県立久喜図書館 33 当選
長島　利弘 埼玉県立総合教育センター教育資料室 32 当選

千葉県 2 39.2
豊山　希巳江 山武市さんぶの森図書館 39 当選
大石　豊 千葉県立東部図書館 27 当選

東京都 8 47.0

渡邉　太郎 国立国会図書館 68 当選
蓑田　明子 東大和市立上北台公民館 60 当選
三浦　なつみ 墨田区立立花図書館 41 当選
永見　弘美 豊島区立中央図書館 36 当選
返田　玲子 調布市立図書館 35 当選
大口　和枝 中央区立有馬小学校 34 当選
大場　康智 荒川区立日暮里図書館 30 当選
中山　美由紀 筑波大学附属中学校図書館 27 当選
小形　亮 練馬区立石神井図書館 20 次点

神奈川県 3 50.4

市川　純子 横浜市金沢図書館 35 当選
浅見　佳子 鎌倉市中央図書館 30 当選
三村　敦美 座間市立図書館 27 当選
野村　晴美 神奈川県立厚木高等学校図書館 26 次点１
松田　彰 海老名市立有馬図書館 13 次点２
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選挙区 定数 投票率 立候補者名 所　属　等 得票 当選等
新潟県 1 48.6 平田　ひろみ 新潟県立図書館 18 当選
富山県 1 65.1 清川　奈津子 富山市立図書館 27 当選
石川県 1 65.2 杉井　亜希子 石川県立図書館 15 当選

福井県 1 85.7
野田　紀代美 福井県立図書館 6 当選
坪田　千鶴 福井県立図書館 0 −

山梨県 1 72.2 千野　国弘 山梨県立図書館 13 当選
長野県 1 50.0 槌賀　基範 県立長野図書館 19 当選
岐阜県 1 45.2 渡辺　基尚 岐阜県図書館 19 当選
静岡県 1 37.1 勝山　幸人 静岡大学人文社会科学部 23 当選

愛知県 2 36.8
鈴木　崇文 名古屋市山田図書館 27 当選
新海　弘之 愛知芸術文化センター愛知県図書館 23 当選

三重県 1 46.4 堤　伸也 津市 13 当選

滋賀県 1 64.4
二井　治美 草津市立図書館 45 当選
天谷　真彦 守山市立図書館 13 次点

京都府 2 43.4
生駒　彩子 綾部市図書館 30 当選
吉川　博史 国立国会図書館関西館 14 当選

大阪府 3 69.3

西尾　恵一 大阪府立中之島図書館 63 当選
喜多　由美子 八尾市立志紀図書館 54 当選
本村　明彦 大東市立西部図書館 44 当選
竹田　芳則 堺市立中央図書館 43 次点

兵庫県 2 40.4 志水　千尋 あかし市民図書館 35 当選
奈良県 1 61.3 松村　順子 奈良県立図書情報館 18 当選
和歌山県 1 57.1 井辺　裕二 和歌山県立図書館 8 当選
鳥取県 1 41.2 小林　隆志 鳥取県立図書館 13 当選
島根県 1 57.1 大野　浩 島根県立図書館 12 当選

岡山県 1 54.5
菱川　廣光 山陽学園大学 27 当選
嶋田　学 瀬戸内市民図書館 7 次点

広島県 1 55.6 植田　佳宏 広島県立図書館 40 当選
山口県 1 35.1 森川　信夫 防府市立防府図書館 13 当選
徳島県 1 62.1 立石　忠徳 徳島県立図書館 18 当選
香川県 1 77.3 藤沢　幸応 香川県立図書館 16 当選
愛媛県 1 72.2 天野　奈緒也 愛媛県議会事務局 13 当選
高知県 1 66.7 上岡　真土 高知県立図書館 6 当選
福岡県 1 51.4 伊東　達也 春日市民図書館 35 当選

佐賀県 1 68.8
江上　真太郎 基山町立図書館 8 当選
末次　健太郎 伊万里市民図書館 3 次点

長崎県 1 60.0 山本　みづほ 佐世保市 12 当選
熊本県 1 52.9 津村　秀夫 熊本市立城南図書館 7 当選
大分県 1 50.0 増本　貴光 大分県立大分鶴崎高等学校 4 当選
宮崎県 1 57.1 巻　庄次郎 宮崎学園短期大学 12 当選
鹿児島県 1 65.0 岩下　雅子 志学館大学人間関係学部 13 当選
沖縄県 1 45.5 呉屋　美奈子 恩名村文化情報センター 5 当選

団体会員選出選挙区

選挙区 定数 投票率 立　候　補　者　名 得票 当選等

第６区 1 66.7
日本図書館協会滋賀支部 3 当選
大分県公共図書館研究会 2 −

※得票には白票・無効票51票を含まない。


