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● 編 集 後 記 ●

　大学の財政状況が厳しくなり，福島大学地域創造支援センター運営費の予算も減少している。平成27

年度予算は前年度の３割減であった。そのような状況下でも，センターは，最低限必要な部分を確保し
たうえで予算減に対応するという方針のもと，『福島大学地域創造』誌を含む機関誌等発行費は前年度
決算額以上の予算を割り当てた。そうは言っても，本誌の予算も相当に厳しい。編集委員会では原稿用
紙時代に作成された執筆要項を，2015年３月にようやく電子入稿時代に合わせて改定したが，このよう
な情勢の中でも持続的に発行できるように，原稿用紙云々以外の部分も大幅に改定した。
　まず，原稿の長さに関しては原則制限を設けないこととした（これまでは，論文は400字詰め原稿用
紙100枚まで，のような長さの目安があった）。これは，学術雑誌にない本紀要の特性（長い論文でも掲
載する）を活かすためである。その上で予算に限りがある現状に合わせて，一定のページ数（例えば，
論文で刷り上がり16ページ）を超える場合は，その分の実費（１ページあたり１～３千円程度を想定）
を著者の負担とした。カラーページについても，原則として実費を著者の負担（１ページあたり２～
４万円程度を想定）とした。実は，これまでも一定のページ数を超える論文や，多数のカラーページを
含む論文は存在し，その際は個別に対応していた。ページ超過やカラーページの費用の目安が示される
ようになったことで，内容が優れていても学術雑誌に投稿しづらい長い論文，あるいはカラーページの
多い論文も遠慮なく，あるいは躊躇なく投稿していただけるようになったのではないかと思う。
　投稿申込書も改訂し，原稿申込の時点で，著者に地域研究の該当分野を明示してもらうことにした。
本誌が地域に関する論文を対象としていることを，申込時に強く意識してもらうためである。以前の編
集後記でも似たようなことを述べたかもしれないが，学術雑誌に掲載が可能な論文は，大学の業績を増
やすためにも学術雑誌に投稿して欲しい。学術雑誌に掲載されないが，地域として重要な情報や知見，
考察が含まれる，後世に文献として残すべき論文は本誌に投稿して欲しい。次号以降も，そのような優
れた論文が沢山投稿されることを期待したい。 （共生システム理工学類　黒沢　高秀）
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