
日本ゲノム微生物学会	 2015年第2回評議員会	 議事次第  
 
 
 
日	 時：	 2015年3月6日（金） 19：00～20：00 
 
会	 場：	 神戸大学農学研究科大会議室 
 
 

審議事項 
 
【第 1号議案	 2014年事業報告】 
 
【第 2号議案	 2014年学会収支決算】 
 
【第 3号議案	 2015年事業計画】 
 
【第 4号議案	 2015年学会予算案】 
 
【第 5号議案	 第 10回年会（2016年）について】 
 
【第 6号議案	 10周年記念国際シンポジウム（2016年）について】 
 
 
 

報告事項 
 
1. 第 4期（2015～2017年）役員等について 

 
2. 第 8回年会（2014年・東京）収支報告 

 
3. 会費未納会員への対応 

 
4. その他 



日本ゲノム微生物学会 	 2015年第2回評議員会 	 議案書  
 
審議事項  
 
【第 1号議案 	 2014年事業報告】  
 
（1）	 会員数及び会費納入状況 
 
◆会員数変動（2015/02/10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（251） 79（46） 356（296）  35（46） 2（2）  

2009 年 331（282） 105（56） 436（338）  33（44） 2（2）  

2010 年 338（275） 102（43） 430（318）  31（32） 2（2）  

2011 年 361（277） 106（43） 467（320）  29（36） 2（2） 

2012 年 378（278） 137（60） 515（338）  29（32） 2（2） 

2013 年 334（300） 92（58） 426（360）  19（29） 2（2） 

2014 年 342（293） 113（77） 455（370）  19（29） 2（2） 

2015 年 356 （28） 129（26） 485 （53）  17（16） 2（2） 

 
◆会費納入状況（2015/02/10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 

2013-2015 未納 15 18 0 0 

2014-2015 未納 34 16 0 0 

2015 未納 278 69 5 0 

 
（2）	 2014年年会の開催 

2014年3月7-9日、東京農業大学 
シンポジウム8題、口頭発表52題、ショートトーク57題、ポスター171題 
参加者444名（うち学生182名） 

  
 
 



（3）	 日本ゲノム微生物学会ニュースレターの発行 
Vol.9	  2014年5月30日発行 
Vol.10	 2014年12月3日発行 
 

（4）	 2015年日本ゲノム微生物学会研究奨励賞・若手賞候補者の募集・選考 
応募者：研究奨励賞2名、若手賞1名 
選考委員：林哲也、久原哲、田畑哲之、饗場浩文、津田雅孝会員 
受賞者：研究奨励賞 鈴木	 真吾（理化学研究所） 

「実験進化とオミクス解析による微生物の適応・進化機構に関する研究」 
 	 	 若手賞	   広瀬	 	 侑（豊橋技術科学大学） 

「シアノバクテリアの補色順化における光感知機構の解析」 
 

（5）	 若手の会の開催 
2014年9月28-29日、ろうきん研修所富士センター 
世話人会： 相馬亜希子（千葉大）、 阿部	 貴志（新潟大）、鈴木	 治夫（山口大）、 
	 	 	 	    広瀬	 	 侑（豊橋技術科学大）、今村	 壮輔（東工大）会員 
参 加 者：52名（うち学生参加者25名） 
発	 	 表：特別企画1題、招待講演4題、一般発表12題、ポスター14題、 
	 	 	 	 	 ディナー1題、ランチョン2題、計34題 
参	 	 考：日本ゲノム微生物学会若手の会ホームページ 

  http://bioinfo.ie.niigata-u.ac.jp/MicroWakate/ 
 
（6）	 学会ホームページの活用 
・	 国内のシンポジウム、求人等の情報提供（前年会以降） 
シンポジウム情報 6件 
求人情報  4件 
課題公募情報	   6件 
その他	   3件 

 
（7）	 男女共同参画への取り組み 
・	 学会ホームページでの男女共同参画活動（アンケート結果、フォーラム企画）の報

告 
 
（8）	 第4期評議員選挙の実施 
選挙告示：2014年9月30日 
投票締切：2014年10月31日 
開	 	 票：2014年11月4日	  
	 	 	 	 	 選挙管理委員（漆原秀子、高見英人、田畑哲之会員）によって開票 



【第 2号議案 	 2014年学会収支決算】 	 （資料1） 
 
	 	 監査報告書	 （資料2） 
 
 
【第 3号議案 	 2015年事業計画】  
 
（1）	 日本ゲノム学会ニュースレターの発行 

例年通り、年2回の発行を予定している。 
 
（2）	 2016年日本ゲノム微生物学会研究奨励賞・若手賞選考 
選考委員：小笠原直毅、饗場浩文、加藤潤一、大西康夫、跡見晴幸会員 

 
（3）	 若手の会の開催 

9月下旬（予定）、会場未定 
世話人会： 阿部貴志（新潟大）、広瀬侑（豊橋技術大）、鈴木治夫（山口大）、相馬亜

希子（千葉大）会員 
 

（4）	 学会ホームページの活用 
・	 学会活動の報告や紹介の場とする。各年会開催時の記録、学会賞受賞者の記録等の

整備を行うとともに、若手の会の活動（ホームページへのリンク）が目立つ体裁と

する。 
 
（5）	 男女共同参画への取り組み 
・	 学会ホームページにおける関連情報の紹介 
・	 年会等における活動の検討（「男女共同参画ワーキンググループ」（アンケート実施

時のWGから改名）での討議） 
 

（6）	 第9回年会（2015年）について 
・	 2015年3月6日（金）～8日（日）、神戸大学で、吉田健一会員を責任者として開催す

る。  
 
（7）	 その他 



【第 4号議案 	 2015年学会予算案】 	 （資料3） 
 
 
【第 5号議案 	 第 10回年会（ 2016年）について】  
 
	 ・2016年3月4日（金）～5日（土）、東京工業大学で黒川顕会員を責任者として開催する。 
	 ・なお、2017年は、長野県白馬において、板谷光泰会員を責任者として、9月初め頃に年
会を開催することを検討中である。	  
 
【第 6号議案 	 10周年記念国際シンポジウム（ 2016年）について】  
	 東京工業大学での第 10 回年会の際に、久原哲会員を責任者として日本ゲノム微生物学
会 10 回記念として、2016 年 3 月 6 日（日）に、国際シンポジウムを併催する。 
 
【報告事項】  
 
（1）	 第 4 期（2015～2017 年）役員等について（資料 4） 

 
（2）	 第 8 回年会（2014 年・東京農業大）収支報告（資料 5） 
 
（3）	 会費未納会員への対応（資料 6） 
	 2012年の評議員会における「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、昨年12月に本人に
通知。 
 

 
 

2 年間滞納 
(2013-2014) 

一般会員（うち連絡先不明） 15(1) 
学生会員（うち連絡先不明） 18(2) 
合計    （うち連絡先不明） 33(3) 


