
2021年度夏の三者総会 議案書

2021年 8月 5日

本議案書は、2021年 8月 8日に開催される夏の三者総会に提出されたものである。

1 2021年度修正予算案 [’21/08/04 現在]

文責：矢田貝祥貴 (大阪市立大学)

2020年度秋の三者総会にてご承認いただいた「2021年度予算案」に以下 1点の修正を加え、改め
て「2021年度修正予算案」を提出いたします。何卒ご承認をよろしくお願い申し上げます。

(1) 各役職校予算の修正 (三者準備校・企画校)

1.1 収支の概要
(+)が今年度の収入を、(-)が今年度の支出を表す。

項目 本予算案 前年度決算
参加登録費 +¥0 +¥0

素粒子論グループ援助金 +¥150,000 +¥56,760

基研援助金 +¥99,420 +¥66,000

前年度繰越し金 +¥806,575 +¥801,775

旅費補助 (招待講師) -¥0 -¥0

旅費補助 (学生参加者) -¥0 -¥0

ポスター印刷費 -¥99,420 -¥66,000

役職校支出 -¥146,992 -¥51,960

次年度繰越し金 ¥809,583 ¥806,575

1.2 収入予定
(1) 参加登録費 : ¥0

(2) 外部団体からの援助・協賛金 : ¥249,420
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団体名 内容 申請額 援助額 差額
素粒子論グループ ⋆1 役職校支出 ¥150,000 ¥150,000 ¥0

基研 ⋆2 ポスター印刷費 ¥99,420 ¥99,420 ¥0

高エネルギー研究者会議 協賛 ¥0 ¥0 ¥0

仁科加速器センター 協賛 ¥0 ¥0 ¥0

KEK 協賛 ¥0 ¥0 ¥0

RCNP 協賛,原子核研究「夏の学校特集号」出版費 出版費 出版費 -

合計 ¥249,420 ¥249,420 ¥0

(3) 前年度繰越金 : ¥806,575

収入合計 : (1) + (2) + (3) = ¥1,055,995.

1.3 支出予定
(1) ポスター作成費 : ¥99,420

(2) 各役職校支出 : ¥146,992 (詳細な内訳は次節に記載)

役職名 予算案 修正予算案 差額 前年度決算
三者
センター校 ¥4,000 ¥4,000 ¥0 ¥220

事務局校 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

準備校 ¥43,100 ¥47,992 +¥4,892 ¥50,270

企画校 ¥100,000 ¥93,000 -¥7,000 ¥0

素粒子論パート
事務局校 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

準備校 ¥2,000 ¥2,000 ¥0 ¥1,470

講義録校 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

原子核パート ¥0

センター校 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

準備校 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

ハラスメント対策委員 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥149,100 ¥146,992 -¥2,108 ¥51,960

支出合計 : (1) + (2) + (3) = ¥246,412

次年度繰越し金 : (収入合計) - (支出合計) = ¥809,583 (対前年差 + ¥3,008)

1.3.1 各役職校の支出内訳

• 三者センター校 (大阪市立大学) [修正なし]

項目 予算案 前年度決算
振込手数料 ¥1,000 ¥220

賞状代 ¥2,000 ¥0

賞状輸送代 ¥1,000 -

合計 ¥4,000 ¥220
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振込手数料 : ホテル利用料、および旅費補助の支払いにかかる振込手数料
賞状代 : 研究会で優れた発表を行った人への賞状代
賞状輸送代 :賞状の輸送代
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• 三者準備校 (京都大学)

項目 予算案 修正予算案 差額 前年度決算
コピー代 ¥5,000 ¥0 -¥5,000 ¥0

消耗品代 ¥10,000 ¥2,629 -¥7,371 ¥0

備品送料 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,510

郵送費 ¥20,000 ¥22,640 +¥2,640 ¥0

会場下見代 ¥0 ¥0 ¥0 ¥48,760

Zoom ¥8,100 ¥22,723 +¥14,623 -

合計 ¥43,100 ¥47,992 +¥4,892 ¥50,270

コピー代 : 書類のコピーにかかる費用 (ポスター印刷は除く)

消耗品代 : 運営に必要な文具、およびポスター送付にかかる封筒などの物品購入費
機材送料 : 次年度担当校への機材運搬費
郵送費 : 各大学へのポスター郵送費
会場下見代 : 会場下見にかかる旅費

• 三者企画校 (総合研究大学院大学)

項目 予算案 修正予算案 差額 前年度決算
remo Producer ¥100,000 ¥93,000 -¥7,000 -

合計 ¥100,000 ¥93,000 -¥7,000 ¥0

Remo Producer : ポスター発表用のアカウント作成費用

• 素粒子論パート準備校 (神戸大学)[修正なし]

項目 予算案 前年度決算
機材送料 ¥2,000 ¥1,470

合計 ¥2,000 ¥1,470

機材送料 : 次年度担当校への機材運搬費

2 2022年度三者若手夏の学校 三者役職校一覧
2021 年度三者若手夏の学校における三者役職校が以下の通りとなりました。

• 三者センター校：北海道大学

• 三者準備校：大阪大学

• 三者企画校：東京工業大学

• 三者事務局校：筑波大学
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