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令和４年度 全国公共図書館協議会定期総会報告 

 

総会は、令和４年６月29日（水）に東京都立中央図書館（オンライン）にて開催されました。 

出席者は102名、委任状提出者は709名でした。 

次の事項について協議、報告が行われ、提案どおり承認されました。 

 

【定期総会議題】 

１ 協議事項 

（１）令和３年度事業報告について 

（２）令和３年度決算について 

（３）令和３年度会計監査報告について 

（４）令和４年度事業計画（案）について 

（５）令和４年度予算（案）について 

（６）令和４年度表彰について 

２ 報告事項 

（１）著作権法31条改正に伴う公衆送信サービスに関する関係者協議会の進捗について 

（２）文部科学省への要望書について 

※令和４年度全国公共図書館協議会定期総会の資料は、本協議会Webサイトに掲載しています。 

https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/zenkoutou/ 

 

【令和４年度事業計画】 

１ 総会及び理事会 

（１） 総会 

期日  令和４年６月29日（水） 

場所  東京都立中央図書館（オンライン開催） 

（２） 理事会 

第１回  令和４年５月27日（金）（オンライン開催） 

第２回  令和５年１月下旬～２月上旬 (書面開催） 

No. 101 
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２ 研究集会 

研究集会に代わり、全国公共図書館協議会設立50周年記念事業として、記念講演会を実施

する。 

期日  令和４年６月29日（水） 

場所  東京都立中央図書館（オンライン開催） 

内容  「AI、DXが進展する社会環境と図書館」 

講師  東京大学大学院工学系研究科 

教授  松尾 豊 氏 

（司会）青山学院大学教育人間科学部 

教授  野末 俊比古 氏 

 

３ 調査研究事業及び情報活動等 

（１）調査研究事業 

 令和４年度は、令和３年度に実施した「公立図書館における読書バリアフリー」

に関する実態調査の結果を分析し、報告書にまとめる。 

（２）情報活動 

 ニューズレターを年２回発行する。 

 

４ 表彰 

表彰規程により実施する。 

表彰者  137 名 

（内訳） 

図書館職員 101 名 

図書館長 ２名 

図書館協議会委員 34 名 

 

 

文部科学省への要望書について 

 

令和４年６月22日（水）に、「公衆送信サービス実施に

係る諸施策についての要望書」を文部科学省総合教育政策

局安彦広斉地域学習推進課長（写真左）に対して全国公共

図書館協議会福崎宏志会長（写真右）から手交により提出

しました。 

要望書は、「図書館等による図書館資料のメール送信等

に関する検討PT」を通じた確認を経て、概算要求に間に合

うよう５月27日（金）の理事会の承認を受け提出していま

す。 

なお、全国公共図書館協議会からは、要望書の概要を説

明し、引続きの支援をお願いしました。文部科学省からは、

来年度の概算要求に向けてどういった調査研究ができる

か、要望を踏まえた形で良い方向になるように調整してい

きたいとの発言がありました。 

 

【日時】令和４年６月22日（水）13時50分～14時05分 

【場所】文部科学省 社会教育振興総括官室 

要望書手交の様子 
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令和 4 年度 全国公共図書館協議会表彰者 

 
1 須之内 美智代 （北海道） 

2 藤田 伊津子 （北海道） 

3 奥村 京子 （北海道） 

4 似内 千鶴子 （岩手県） 

5 上関 みさ （岩手県） 

6 小松 美恵子 （宮城県） 

7 武澤 奈津子 （宮城県） 

8 佐藤 直美 （宮城県） 

9 蘇武 惠美 （宮城県） 

10 川口 裕子 （秋田県） 

11 青木 一 （福島県） 

12 稲葉 里子 （茨城県） 

13 坂本 一衛 （茨城県） 

14 前田 好江 （茨城県） 

15 石橋 富美代 （茨城県） 

16 須藤 敏夫 （栃木県） 

17 蓼沼 悦子 （栃木県） 

18 中田 恵 （栃木県） 

19 福田 美智子 （栃木県） 

20 木村 香保里 （栃木県） 

21 細島 雅子 （栃木県） 

22 中嶋 加代子 （栃木県） 

23 松澤 孝三 （栃木県） 

24 長島 利弘 （埼玉県） 

25 関 信子 （埼玉県） 

26 金子 浩 （埼玉県） 

27 井澤 美生子 （埼玉県） 

28 岸田 昌久 （埼玉県） 

29 小林 由美子 （埼玉県） 

30 染谷 篤仁 （埼玉県） 

31 小出 道子 （千葉県） 

32 忍足 哲也 （千葉県） 

33 山寺 映子 （千葉県） 

34 小廣 早苗 （千葉県） 

35 今田 ゆかり （千葉県） 

36 佐藤 昭一 （千葉県） 

37 清水 貴子 （千葉県） 

38 桂 啓之 （千葉県） 

39 玉野 玲子 （千葉県） 

40 髙山 由貴子 （東京都） 

41 島林 智香子 （東京都） 

42 舩﨑 尚 （東京都） 

43 海老澤 幸子 （東京都） 

44 富永 恵子 （東京都） 

45 加藤 あゆみ （東京都） 

46 安中 敦子 （東京都） 

47 皆川 圭子 （東京都） 

48 紺野 順子 （東京都） 

49 鹿又 章夫 （東京都） 

50 山本 由美子 （東京都） 

51 倉田 敦朗 （神奈川県） 

52 白石 智彦 （神奈川県） 

53 高橋 宏子 （神奈川県） 

54 岩本 志保 （神奈川県） 

55 飯田 菊野 （神奈川県） 

56 池田 尚代 （神奈川県） 

57 佐藤 知子 （神奈川県） 

58 山崎 祐司 （神奈川県） 

59 西川 もと （神奈川県） 

60 齊藤 宏美 （神奈川県） 

61 上村 成樹 （神奈川県） 

62 渡辺 佳子 （神奈川県） 

63 佐藤 敦子 （神奈川県） 

64 三浦 牧子 （神奈川県） 

65 遠藤 綾子 （新潟県） 

66 丸山 昭生 （新潟県） 

67 森田 雪絵 （富山県） 

68 水本 京子 （石川県） 

69 木戸 晶子 （石川県） 

70 帆苅 宏典 （石川県） 

71 前田 眞佐子 （福井県） 

72 千野 国弘 （山梨県） 

73 三枝 恵美子 （山梨県） 

74 磯部 彰 （岐阜県） 

75 鈴木 貴子 （静岡県） 

76 山本 敬子 （静岡県） 

77 浅井 勝巳 （静岡県） 

78 伊藤 真理 （愛知県） 

79 山下 玲子 （愛知県） 

80 松尾 由美子 （愛知県） 
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81 三宅 知子 （愛知県） 

82 加藤 眞 （愛知県） 

83 大谷 みゆき （愛知県） 

84 岡田 知巳 （滋賀県） 

85 林 未希 （滋賀県） 

86 下司 満里子 （滋賀県） 

87 茶谷 えりか （滋賀県） 

88 武雄 暢子 （京都府） 

89 波多野 令子 （京都府） 

90 中下 和男 （京都府） 

91 梶原 修 （大阪府） 

92 苗村 昌世 （大阪府） 

93 増田 景子 （大阪府） 

94 石田 智子 （大阪府） 

95 咲尾 佳秀 （大阪府） 

96 関戸 康之 （大阪府） 

97 花本 ゆり （大阪府） 

98 中井 明代 （大阪府） 

99 根来 美穂子 （大阪府） 

100 山内 桂 （大阪府） 

101 細川 淳 （大阪府） 

102 金輪 浩 （大阪府） 

103 川端 幸雄 （大阪府） 

104 苗代 和重 （大阪府） 

105 中濵 真塩 （大阪府） 

106 樋口 聡美 （大阪府） 

107 藤井 由紀子 （大阪府） 

108 廣岡 徹 （兵庫県） 

109 高濱 由香 （兵庫県） 

110 谷口 智恵 （兵庫県） 

111 富田 明子 （兵庫県） 

112 難波 妙美 （兵庫県） 

113 林 裕子 （兵庫県） 

114 峯 由紀 （兵庫県） 

115 仲井 德 （兵庫県） 

116 藤本 昭彦 （兵庫県） 

117 鈴木 浩 （和歌山県） 

118 西村 保彦 （和歌山県） 

119 松田 公利 （和歌山県） 

120 東 有子 （和歌山県） 

121 坪内 珠美 （島根県） 

122 三田 憲昭 （島根県） 

123 藤井 素子 （島根県） 

124 髙木 浩朗 （岡山県） 

125 森下 恵理子 （広島県） 

126 新谷 純代 （広島県） 

127 中村 糸美 （広島県） 

128 藤井 美也子 （広島県） 

129 廣重 順子 （山口県） 

130 関 順子 （香川県） 

131 堀内 美鈴 （香川県） 

132 武市 佐和子 （高知県） 

133 薬袋 秀樹 （福岡県） 

134 伊藤 佐智子 （長崎県） 

135 木付 弘子 （大分県） 

136 堤 薫 （大分県） 

137 深蔵 孝子 （大分県） 

 

表彰者総数       137 名 

（内訳） 

図書館職員       101 名 

図 書 館 長      ２ 名 

図 書 館 協 議 会 委 員   3 4 名  

 

 

 


