
アジア太平洋図書館情報学会日本支部規約 

                          平成２８年７月２日 

(名称) 

第 1 条 本団体は、「アジア太平洋図書館情報学会日本支部」と称する。英語名を、 

Library and Information Science Society for Asia and the Pacific，Japan Chapter と称

する。以下、英語名称の略称 LISSASPAC を用い Japan Chapter を日本支部と称する。 

(事務局) 

第2条 本団体は事務局を大阪市住吉区苅田７－１－７ 1105 電話・Fax 06-6607-3395 

（志保田務方）におく。ただしインド国チェンナイ市 SRM 大学図書館に置かれた本部団  

体の支部である。 

(目的・基盤組織・経緯) 

第 3 条 本団体は、アジア太平洋地域における図書館情報学の進歩発展、連携に寄与する

ことを目的とし、日本におけるその活動の本拠となる。なお、LISSASPAC ホームページ

で下記のようにその働きを表示している。 

世界文化を開発する 14 の国の 178 人の開始メンバーによって設立。図書、文献の    

研究に協力的な学者を組織する研究および 図書館と情報科学が関連した分野の研究

会議、出版活動を国際的にめざす。 

本支部は上記の趣旨に則り、日本人研究者を中心に、日本語を中心とした文献の研究とそ

の斡旋に努める。同支部は 2016 年 7 月に 11 人の発起人で成立された。 

(活動内容） 

第 4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 機関誌の刊行 (電子通信形態とする) 

(2) 研究成果発表のための研究集会の挙行（海外研究の斡旋を含む）。 

(3) 共同研究・調査（外国人研究者の案内を含む） 

(4) 国内外の関係団体・機関との連絡および協力 

(5) その他必要と認める事業 

(会員．その権利） 

第 5条 本団体の会員は本団体の基本理念及び目的に賛同し入会した個人及び団体である。 

第 6条 本団体への入会、会費納入、退会等に関しては、別に運営細則で定める。 

第 7条 会員は次の権利を有する。 

(1) 本団体の機関誌の配布をうける。 

(2) 本団体の機関誌へ投稿することができる。 

(3) 本団体が開催する研究集会に参加できる。 

(4) 本団体が開催する研究集会における研究発表の申込みができる。 

(5) 総会への参加と議案提出ができる。 



(6) 会員は、役員の選挙・被選挙権を有する。 

（役員） 

第 8条 本団体に次の役員をおく。 

 会長 1名 

副会長 1名 

 事務局長 1名 

 理事 ６名（ただし、会長、副会長、事務局長を含む） 

 監事 ２名 

第 9条 役員の任務は次のとおりとする。 

（1） 会長は、本団体を代表し、会務を総括する。役員は無報酬とする。 

（2） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。 

（3） 事務局長は会の事務に職責を有する。 

（4） 理事は、理事会によって本団体の議事を審議決定し、運営に責任を負う。理事会は、

会長および理事によって構成される。 

細則を定め運営に責任を負う。 

 (5) 監事は会の行財政を監査し、毎年の総会に監査報告する。 

第 10条 前条の役員の選出は次のように行う。  

（1） 理事は、会員の無記名投票によって選出する。 

（2） 監事は、会員の無記名投票によって選出する。 

（3） 会長、副会長、事務局長は理事のなかから理事の互選によって選出する。 

第 11条 役員の任期 

（1）役員の任期は 3年とする。 

（2）役員に欠が生じた場合には、前条の規定によって補充する。補欠選出された役員の任

期は、辞任者の残任期間とする。役員の欠員補充に関する規程は、別に定める。 

(会議) 

第 12条 総会 

（1） 総会は、会員の議決機関であり理事長が招集し、基本的な方針を検討決議する。 

（2） 議長および議事録署名人をこの総会出席者から互選で選出する。 

（3） 欠席会員の委任状を含めて、会員の４分の 1以上で成立する。 

（4） 議事は出席会員の過半数で決定する。議長は賛否同数の場合のみ議決に加わる。 

（5） 総会は、毎年 1回会長が定期に招集、開催する。会員の 5分の 1以上の要求があっ

た場合は臨時に総会を開催しなければならない。 

（6） 総会は、通信形態で開催することができる。この場合には、投票通信の到着を以て

出席とみなす。 

（7） 総会の記録は機関誌に掲載し会員に示さなければならない。 

第 13条 理事会 



理事会は会長が招集して年３回以上開催する。理事の半数以上の請求がある場合に理

事長はこれを招集する。理事会は、欠席者の委任状を含め理事総数の２分の１以上の出席

で成立する 

第 14条 委員会 

理事会は、事業遂行のため、編集、研究等の専門委員会をおくことができる。 

（会費、経費、報酬） 

第 15条 会費 

 会費等の財務は理事会が主管し、事務局長の主担とする。 

本団体の会費額は、総会の承認を経て理事会が定め,別に規定する。 

第 16条 補助金、寄付等 

本団体は、会費、補助金、寄付金およびその他の収入を得ることができる。 

第 17条 報酬 

  役員ほか会員への報酬は支払わない。ただし、領収書をもって明白な事務費、交通費、

宿泊費用等正当な支出に対しては相当額が支払われる。 

（年度） 

第 18条 年度 

本団体の会計年度は、4月 1日に始まり 3月 31日に終わる。監事はこの終了日をもって

監査する。その監査結果を年度初めの総会に報告する。 

（規約の改正） 

第 19条 本団体の規約を変更しようとするときは、理事会の議を経て、総会において出席  

会員の 3分の 2以上の同意を得なければならない。 

付則 

 1 この規約は、平成 28年 9月 1日から施行する。 

  

◆運営細則（会員に関する細：規約第第 6条準拠） 

１本団体への入会は、理事会の承認および、年度会費納入によって成立する。年度途中の

入会の場合は次年度分の会費の納入をもって代える。 

２退会は本人の申し出または逝去による。既払いの会費等は返納しない。２年度以上会費

を納入しない場合は理事会の決議により退会とする。 

◆会費（第 15条依拠） 

年度会費は、一人または１団体３０００円とする。これは、年度開始日までに納入され

なければならない。なお本部（インド SRM大学内）への年度会費はうち 1000円とする。 

 

LISSASPAC 日本支部会員名簿（発起人名簿） 

2016年 7月 2日 準備 発起総会にて決定 

（発起会員） 



志保田務（会長 理事）桃山学院大学名誉教授 大阪市住吉区苅田 7-10-7-1105        

前川和子（副会長 理事）元・大手前大学教授 大阪市東住吉区田辺 4-4-15 

中村恵信(事務局長 理事) 神戸松陰女子学院大学教授 〒663-8154 西宮市浜甲子園 4-1-   

24-1419 

原田安啓 (理事) 姫路大学教授 〒656-2223 淡路市生穂 1523-3  

常世田良（理事）立命館大学教授 〒603-8035 京都市北区上賀茂朝露が原町 27-2 

上賀茂アクアエルフ 402  

孫 誌衒（理事） 大手前大学准教授 〒661-0025 尼崎市立花町１－１ 

家禰淳一（監事）奈良大学准教授 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町３－１  

ラナップスクエア 405 

立花明彦（監事）静岡県立大学短期大学部教授 〒424-0947 静岡市清水区折戸 519-1-204 

中道厚子（委員）大阪大谷大学教授 586-0002 河内長野市市町 407-1 

藤間真 （委員）桃山学院大学教授 〒594-1162 和泉市はつが野 2-25-1 

谷本達哉（委員）羽衣国際大学准教授 666-0122 川西市東多田 3-23-1-605 

（発起会後の入会会員） 

大城善盛 元・同志社大学教授 612-8006 京都市伏見区桃山町大島 38-498 

 

銀行口座 三菱東京 UFJ銀行（0005）上本町支店（046） 普通口座 0157461 

 名義人 アジア太平洋図書館情報学会日本支部 代表 志保田務（しほた つとむ） 

住所 大阪市住吉区苅田７－１－７ サンマンションアトレあびこ 1105 

                      電話 06-6607-3395 


