
日本ゲノム微生物学会 第5回評議員会 議事次第 
 
日 時： 平成23年5月14日（月）13：00～16：00 
 
会 場： 東京工業大学 田町キャンパス 
  キャンパス・イノベーションセンター東京  8 階 806 号室 
 
 
 
 

審議事項 
 
【第 1 号議案 2010 年事業報告】 
 
【第 2 号議案 2010 年学会収支決算】 
 
【第 3 号議案 2011 年事業計画】 
 
【第 4 号議案 2011 年学会予算案】 
 
【第 5 号議案 第 6 回年会（2012 年）について】 
 
 
 

報告事項 
 
1.  仙台年会の事後処理について 
 
2.  第 4 回年会（2010 年・福岡）収支報告 
 
3. その他 



日本ゲノム微生物学会 第5回評議員会 議案書 
 
審議事項 
 
【第 1 号議案 2010 年事業報告】 
 
(1) 会員数及び会費納入状況 
 
◆会員数変動（2011/03/07現在） 

年 一般会員 学生会員 正会員合計  賛助会員（口数） 機関会員 

2007 年 231  61  292   37（52） ― 

2008 年 277  79  356   35（46） 2  

2009 年 330  105  435   33（44） 2  

2010 年 329  103  432   31（32） 2  

2011 年 349 112 461  29（36） 2 

 
 
◆会費納入状況（2011/03/07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 

2007-2011 未納 0  0  0  ― 

2008-2011 未納 28  27 3 0  

2009-2011 未納 26  18 3 0  

2010-2011 未納 44  23 2 0  

2011 未納 225 28 8 0 

 
 
 (2) 2010年年会の開催 

2010年3月7～9日、九州大学医学部百年講堂 
参加：一般会員139名，学生会員31名，非会員一般31名，非会員学生21名，計222名

（賛助会員を含まず） 
口頭発表39件（招待3を含む）、ポスター発表126件、大学院生発表28件 

 



(3) 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：4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： 

阿部 貴志（長浜バイオ大） 
「大量ゲノム配列情報からの効率的な知識発見のための新規情報学的手法の開

発とその微生物ゲノム解析への適用」 
岩崎 秀雄（早稲田大学） 
「シアノバクテリアにおけるゲノムワイドな概日発現リズムの振動機構の解明」 
 

(4) ニュースレターの発行 
日本ゲノム微生物学会ニュースレター 
Vol.2 2010年5月17日発行 
Vol.3 2010年11月5日発行 
 

(5) 若手の会の開催 
2010年10月1～2日 神戸セミナーハウス 
世話人会：小椋義俊、平川英樹、島田友裕、山本兼由 
参加者：53名 
発表：28題 
参加者所属：かずさDNA研究所(2)、キコーテック株式会社、長浜バイオ大学 海洋

研究開発機構(2)、宮崎大学(4)、京都薬科大学、近畿大(2)、九州大学、

広島大学、神戸大学(2)、摂南大学、大阪大学(2)、大阪府大、中央大学

(2)、長岡技術科学大学(3)、長浜バイオ大学(3)、東京医科歯科大学、

東京工業大学、東京慈恵会医科大学、東京大学(5)、東北大学、理化学

研究所、奈良女子大学、奈良先端大(5)、日本大学、法政大学(4)、名古

屋大学、立教大学、鈴鹿医療科学大学 
 
(6) 特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体への指定（資料1） 
 
(7) 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」の企画 
 Dov Stekel（ノッチンガム大学）モデル化 
 Nikos Kyrpides (JGI) GOLD データベース 
 Meriem El Karoui (INRA) ゲノム配列進化 
 Takuji Yamada (EMBL) メタゲノム解析 
 Yasufumi Skakibara (Keio) De novo assembly 



 
(8) 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 3件 
求人情報 3件 
その他 4件 
 

(9) 男女共同参画への取り組み 
 2011年事業計画参照 
 
(10) 学会ホームページの合理化の検討 
 2011年事業計画参照 
 
 
 
【第2号議案 2010年学会収支決算】 （資料2） 
 
  監査報告書 （資料3） 
 
【第 3 号議案 2011 年事業計画】 
 
(1) 仙台における研究集会の開催  
  
(2) ニュースレターの発行 

 年2回、PDFで会員へ配布 
 
(3) 2012年日本ゲノム微生物学会研究奨励賞の募集・選考 
 
(4) 若手の会の開催 

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） 
 
(5) シンポジウムの開催・共催 

IUMS2011への協力 
 
(6) 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 
 



(7) 男女共同参画への取り組み 
 「研究と家族について考えるワーキンググループ」を設置し、学会会員へのアンケ

ートを実施（資料4） 
 
(8) 学会ホームページの改善（資料5） 
 
(9) 第3期評議員選挙の実施 
 
(10) その他 
 
 
【第4号議案 2011年学会予算案】 （資料6） 
 
 
 
 
【第 5 号議案 第 6 回年会（2012 年）について】 
 
2012年3月、立教大学で開催。 
 
 
 
報告事項 
 
1.  仙台年会の事後処理について （資料 7） 
 
2.  第 4 回年会（2010 年・福岡）収支報告 （資料 8） 
 
3.  その他 
 


