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日	 時：	 平成24年3月10日（土）19：00～20：30 
 
会	 場：	 立教大学	 池袋キャンパス	 10号館	 1階103号室 
 
 
 

審議事項 
 
【第 1 号議案	 2011 年事業報告】 
 
【第 2 号議案	 2011 年学会収支決算】 
 
【第 3 号議案	 2012 年事業計画】 
 
【第 4 号議案	 2012 年学会予算案】 
 
【第 5 号議案	 第 7 回年会（2013 年）について】 
 
 



日本ゲノム微生物学会 	 2012年第 2回評議員会 	 議案書  
 
審議事項  
 
【第 1 号議案 	 2011 年事業報告】  
 
(1) 会員数及び会費納入状況 
 
◆会員数変動（2012/02/28現在）（括弧内は会費納入者数、賛助会員については納入口数） 

年 一般会員 学生会員 正会員合計  賛助会員 機関会員 

2007 年 231（231）  61（61）  292（292）   37（52） ― 

2008 年 277（250）  79（46）  356（296）   35（46） 2（2）  

2009 年 331（280）  105（56）  435（336）   33（44） 2（2）  

2010 年 338（265）  103（40）  432（305）   31（32） 2（2）  

2011 年 361（247） 106（34） 461（281）  29（36） 2（2） 

2012 年 368 （22） 132（30） 494 （52）  29（12） 2（1） 

 
 
◆会費納入状況（2012/02/28現在） 

未納年度 
一般会員 
未納者数 

学生会員 
未納者数 

賛助会員 
未納者数 

機関会員 
未納者数 

2007-2012 未納 0  0  0  ― 

2008-2012 未納 24  26 2 0  

2009-2012 未納 22  18 3 0  

2010-2012 未納 23  16 2 0  

2011-2012 未納 38 10 1 0 

2012 未納 237 31 9 1 

 
(2) 2011年年会の開催 

2011年3月14-16日、東北学院大学（土樋キャンパス） 
震災のため開催を中止し、要旨集の発送をもって年会を開催したこととした。 

 
(3) 仙台におけるワークショップの開催 



	 2011年7月17-18日	 東北大学片平キャンパスさくらホール 
	 口頭発表15件、ポスター発表41件 
	 参加者146名（うち学生42名） 
  
(4) 日本ゲノム微生物学会ニュースレターの発行 

Vol.4	 2011年10月5日発行 
 
(5) 2011年日本ゲノム微生物学会研究奨励賞候補者の募集・選考 
応募者：2名 
選考委員：磯野克己、五味勝也、菅井基行、中井謙太、仁木宏典会員 
受賞者：得平 茂樹（中央大学） 
	 	 「シアノバクテリアにおける細胞分化に伴う代謝変換の制御」 
 

 (5) 若手の会の開催 
9月29-30日、ろうきん研修所富士センター 
世話人会：小椋義俊（宮崎）、平川英樹（かずさ）、島田友裕（法政）、	 相馬亜希子（立

教）、今村壮輔（中央）会員 
参加者：71名（うち学生参加者29名） 
発表：特別講演2題、一般発表31題、ランチョンセミナー2題、計35題 
参考：日本ゲノム微生物学会若手の会ホームページ 

	 	 http://adgjmptw.ddo.jp/~wakate/MicroWakate/home.html 
 
(6) IUMS (International Unions of Microbiological Societies) 2011への協力 

2011年9月6-10日	 札幌 
シンポジウム「Bioinformatics for Microbiology」を企画。 

 
(7) 学会WEBでのシンポジウム、求人等の情報提供（前年会以降） 
シンポジウム情報	 4件 
求人情報	 13件 
その他	 1件 
 

(8) 男女共同参画への取り組み 
	 学会員における研究と家族に関する実態・意識・希望を調査する取組みの一環として、

仙台でのワークショップにおいてアンケート調査を実施した。58名から寄せられた回答結
果の集計の概要については、日本ゲノム微生物学会ニュースレター Vol.4: 10, 2011に掲載
された。 
 
(9) 学会ホームページの合理化の検討 



	 独自サーバーを立上げるとともにMediaWikiを導入し、全コンテンツをMediaWiki上に展
開し情報提供を開始した。この事により、比較的容易に情報更新が可能となった。 
  
(10) 第3期評議員選挙の実施 
 
 
【第 2号議案 	 2011年学会収支決算】 	 （資料1） 
 
	 	 監査報告書	 （資料2） 
 
 
【第 3 号議案 	 2012 年事業計画】  
 
(1) ニュースレターの発行 
年2回、PDFで会員へ配布 

 
(2) 2013年日本ゲノム微生物学会研究奨励賞の募集・選考 
	 選考委員（案）：林哲也、饗場浩文、久原哲、田畑哲之 、津田雅孝会員 
 
(3) 若手の会の開催 
世話人会：島田友裕（東工大）、今村壮輔（中央大）、相馬亜希子（千葉大）、 
          阿部貴志（新潟大）、小椋義俊（宮崎大） 

 
(4) 学会WEBでの情報提供 
国内外シンポジウム等の開催情報 
求人情報 

 
(5) 男女共同参画への取り組み 
	 学会員の研究と家族に関する実態・意識・希望を調査し、結果を共有する取組み等を継

続する。 
 
(6) 学会ホームページ 
	 立上げから４年が経過する事から、ウェブデザインの変更を検討する。また、学会費等

のオンライン決済に関して引続き検討する。 
 
(7) 第8回年会（2014年）について 
 
(8) その他 



 
 
【第 4号議案 	 2012年学会予算案】 	 （資料3） 
 
 
 
【第 5 号議案 	 第 7 回年会（ 2013 年）について】  
 
	 2013年3月8日(金)~10日(日)、池村淑道会員を責任者として長浜バイオ大学で開催 
	 長浜バイオ大学に後援を依頼 
	  
 
【報告事項】  
 
(1) 第 3 期（2013~2015 年）役員等  
	  
	 会長	 小笠原	 直毅  
	 幹事	 吉田	 健一	 （庶務・会計） 
	 	 	 	 大西	 康夫	 （庶務・会計） 
	 	 	 	 有田	 正規	 （集会・男女共同参画） 
	 	 	 	 久原	 哲	 	 （集会） 
	 	 	 	 佐々木	 裕子（広報・男女共同参画） 
	 	 	 	 中村	 保一	 （広報） 
	 	 	 	 磯野	 克己	 （ニュースレター） 
 
	 評議員	 林	 哲也	 （宮崎大、新）議長 
	 	 	 	 	 朝井	 計	 （埼玉大、新） 
	 	 	 	 	 跡見	 晴幸（京都大、継） 
	 	 	 	 	 石川	 淳	 （感染研、新） 
	 	 	 	 	 板谷	 光泰（慶応大、継） 
	 	 	 	 	 大島	 拓	 （奈良先端大、新） 
	 	 	 	 	 河村富士夫（立教大、新） 
	 	 	 	 	 黒川	 顕	 （東工大、新） 
	 	 	 	 	 菅井	 基行（広島大、新） 
	 	 	 	 	 高見	 英人（海洋研、継） 
	 	 	 	 	 田中	 寛	 （東工大、新） 
	 	 	 	 	 田畑	 哲之（かずさ DNA 研、継） 
	 	 	 	 	 永田	 裕二（東北大、新） 



	 	 	 	 	 仁木	 宏典（遺伝研、新） 
	 	 	 	 	 吉川	 博文（東農大、新）  
	 	 	 	 	 漆原	 秀子（筑波大、継）会長推薦 
	 	 	 	 	 戸邊	 亨	 （大阪大、新）会長推薦 
	 	 	 	 	 内藤真理子（長崎大、新）会長推薦 
	 	 	 	 	 野尻	 秀昭（東京大、新）会長推薦 
  
	 会計監査	 藤田	 信之（製品評価セ） 
	 	 	 	 	 	 和地	 正明（東工大） 
  
(2) 会費未納会員への対応 
	 前評議員会における「会費を長期滞納している会員への対応について協議が行われ、会

費を2年連続で滞納している会員については、会への参加継続の意向を確認するための措置
をとり、本人の意向が確認できない場合には、会則第9条にのっとり会長の判断により退会
扱いとする」という確認に基づき、該当者を整理。 
 

4 年間滞納 3 年間滞納 2 年間滞納 2 年以上滞納 
	  

(2008-2011) (2009-2011) (2010-2011)  

一般会員 24 22 23 69 

（うち連絡先不明） 7 8 0 15 

学生会員 25 18 17 60 

（うち連絡先不明） 7 4 4 15 

賛助会員 2 3 2 7 

（うち連絡先不明） 0 0 0 0 

合計 51 43 42 136 

（うち連絡先不明） 14 12 4 30 

 


