
 

議題１．役員選挙結果 
 



特医協第19-157号 
2019年12月9日 

 
特定非営利活動法人日本医学図書館協会 
正会員 殿 
 
 

特定非営利活動法人日本医学図書館協会 
                        会 長  福 井 次 矢 

（公印省略） 
 
 

特定非営利活動法人日本医学図書館協会役員選挙の実施 
及び候補者の受付等の業務について（通知） 

 
2020年度第91回総会において選任する会長等に係る、特定非営利活動法人

日本医学図書館協会役員選挙の実施及び候補者の受付等の業務について、役

員選挙管理委員会に依頼いたしましたので、厳正なる選挙を執行して頂きた

く、御協力お願い申し上げます。 
 

以  上 
 



 

  
 

2019年12月9日 
 
特定非営利活動法人日本医学図書館協会 
正会員 殿 
 

特定非営利活動法人日本医学図書館協会 
役員選挙管理委員会委員長 
北里大学医学図書館 森田 創平 

 
 
特定非営利活動法人日本医学図書館協会役員選挙の実施及び候補者の受付について 

（公示） 
 
標記の件につきまして、特定非営利活動法人日本医学図書館協会「役員の選任方法に

関する細則」に基づき、下記の通り公示します。正会員Ａ及びＢの機関の長におかれま

しては、所属の職員にご周知いただきたく、よろしくお願いいたします。 
 

記 
 
１．役員選挙の実施方法 
 立候補者及び地区会の推薦を受諾した者が候補者となります。2020年4月に、選挙公

報を投票用紙とともに、投票権者各位宛に送付します。投票は郵送により行います。投

票結果及び当選者は、第91回総会における会員の承認によって有効となります。 
 
２．役員の公募定数 
 （１）理事（会長） 定数   1名 
（２）理事     定数   12名 
（３）監事     定数   2名 

 
３．候補者の資格 
正会員Ａ及びＢに所属する個人並びに正会員個人は、細則第４条の規定により、候補

者となることができます。 
 
４．立候補及び候補者推薦 
（１）立候補者は、細則第４条の規定に基づき、別紙「役員候補者届」を役員選挙管 

理委員会委員長に、電子メール添付で提出してください。提出期限は、2020年4
月3日（金）です。 
 



 

  
 

（２）候補者推薦は地区会事務局が、推薦用紙を役員選挙管理委員会委員長に、電子

メール添付で提出してください。提出期限は、2020年4月3日（金）です。 
（３）推薦を受諾した候補者は、別紙「役員候補者届」を役員選挙管理委員会委員長

に、電子メール添付で提出してください。提出期限は、2020年4月10日（金）で

す。 
 
５．提出先及び問合せ先 

役員選挙管理委員会委員長  
北里大学医学図書館    森田 創平 

  住所 〒252-0374 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 
  tel.042-778-8712  fax.042-778-9236  
    E-mail: mrsh@kitasato-u.ac.jp 
 

 
６．2019年度役員選挙管理委員会名簿 

委員長 北里大学医学図書館    森田 創平 
委 員 国立保健医療科学院図書館  泉  峰子 
委 員 朝日大学図書館            大塚 由美子 
委 員 近畿大学医学部図書館      隅野 幸江  
委 員 金沢医科大学図書館    土田 壮一 
追記：土田委員は、理事候補となりましたので委員を退任しました。 
 

添付資料 
・役員の選任方法に関する細則 

 ・理事職務表 
 ・役員候補者届 
 

以  上 

http://www.niph.go.jp/toshokan/index.htm
http://www.med.kindai.ac.jp/libro
http://www.kanazawa-med.ac.jp/lib/index.html


 

2020 年 4 月 22 日 

 

特定非営利活動法人日本医学図書館協会 

正会員  殿 

協力会員 殿 

                

特定非営利活動法人 日本医学図書館協会 

役員選挙管理委員会委員長 森田 創平 

 

  

特定非営利活動法人日本医学図書館協会役員選挙の実施について 

 

特定非営利活動法人日本医学図書館協会「役員の選任方法に関する細則」 

及び「評議員及び評議員会に関する細則」に基づいて、会長候補者、理事 

及び監事候補者を公示いたします。下記要領に沿って郵送による投票を実施 

いたしますので、会員各位のご協力を賜りたくご通知申し上げます。 

 

記 

 

１．役員選挙の実施方法  

今回、立候補者はおりませんでしたので、地区会推薦を受諾された候補者

12 名につきまして役員候補者届を同封します。「投票に関する注意事項」をご

一読のうえ、投票用紙への記入をお願いいたします。投票結果は第 91 回総会

において発表し、当選者の承認を行います。 

 

２．役員の公募定数 

（１）会長 定数 1 名 

（２）理事 定数 12 名※ 

（３）監事 定数 2 名※ 

 

※今回の選挙では、理事候補者につきましては 10 名、監事候補者については 1 名を公示

します。役員の選任方法に関する細則第７条 10 項「候補者数が公募定数以内の場合も投票

を行う。」によります。 

 

３．投票方法 

投票は郵送によります。提出方法ほかは同封の「投票に関する注意事項」 

をご覧ください。 

提出期限は２０２０年５月８日（金）(当日消印有効)です。 

同封内容：  

投票用紙（B5/１枚）、投票に関する注意事項（A4/１枚）、役員候補者届（A4/
１冊）、投票用紙封入用封筒（黄色１枚）、返信用封筒（１枚） 

 
以  上 



2019年12月9日 役員選挙の公示
2019年12月9日～
2020年 4月 3日

候補者の受付期間

4月 3日 立候補及び推薦(地区会)締切
4月 6日～4月10日 推薦受諾の確認
4月22日 候補者の公示
4月22日～5月 8日 投票期間
5月 8日 投票締切
5月13日 開票
6月26日 結果報告及び新役員の承認

特定非営利活動法人 日本医学図書館協会
役員選挙結果報告

第91回総会 2020年6月26日
役員選挙管理委員会

役員選挙日程

●役員選挙の公示
公募定数 会長 １名

理事 12名
監事 ２名

●立候補・推薦(地区会)
立候補 0 名
推薦 会長 1 名

理事 20名
監事 2 名

1

2



●推薦受諾

会長推薦の受諾 １名
理事 〃 10名
監事 〃 1名

●開票

送付数 259
2020年4月22日現在の会員

投票数 191
有効投票数 191
送付数の73.74%(前回は75%)

無効投票数 0

3

4



●開票結果

会長候補 信任投票の結果、当選

福井 次矢 189票

有効投票数191(過半数96)/無効投票数 0

●開票結果 理事候補 信任投票の結果、

全員当選(得票数順)

河合 富士美 190 票
城山 泰彦 190 
北川 正路 188
児玉 閲 188
田邉（加藤）砂織 188
阿部 潤也 187
田口 宣行 185
富田 麻子 185
平 紀子 183
土田 壮一 183
有効投票数191(過半数96)/無効投票数 0

5

6



●開票結果
監事候補 信任投票の結果、当選

浅井 将行 187 票

有効投票数191(過半数96)/無効投票数0

新役員(氏名50音順)

●会長
福 井 次 矢

●理事10名
阿部 潤也 河合富士美
北川 正路 城山 泰彦
児玉 閲 平 紀子
田口 宣行 田邉（加藤）砂織
土田 壮一 富田 麻子

●監事1名
浅井 将行

7
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