
 

令和元年度 九州考古学会総会 

 

 

令和元年度 九州考古学会総会式次第 

 
 
 
Ⅰ．一般会計事業の活動報告と会計報告及び来年度活動計画･予算案 

 
 報告 1．令和元年度学会活動報告 

 

        1-1．令和元年度活動報告 ［資料1］ 
 
      1-2．令和元年度合同学会実行委員会活動報告 ［資料1］ 

 
        1-3．令和元年度埋蔵文化財保護対策委員活動報告 
     

2．令和元年度会計報告 ［資料2-1、資料2-2］ 
 
    3．令和元年度会計監査報告 
 
    4. その他 
 
 
 議題 1．次年度学会活動計画及び予算案について  
 
       1-1．令和2年度学会活動計画 ［資料3］ 
 
     1-2．令和2年度予算案について ［資料4］ 
 

2．役員改選  
 
3．その他 

 
   
 
Ⅱ．九州考古学会学会賞・奨励賞授与式 

 



【資料 1】 

 

令和元年度学会活動報告 

 
≪令和元年度≫ 

 
1月26日（土）第1回九州考古学会運営委員会 

（平成30年度九州考古学会総会の報告、第13回九州考古学会賞について、『九州考古学』 

第94号の編集について、平成31年度九州考古学総会について） 

  

         第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会 第1回実行委員会 
        （第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会実行委員会の立ち上げ） 

 
4月14日(日)  第2回九州考古学会運営委員会 
  （第 13 回九州考古学会賞について、『九州考古学』第 94 号の編集について、平成 31 年度

九州考古学総会について） 

 
6月15日(土)  第3回九州考古学会運営委員会 
  （第 13 回九州考古学会賞について、『九州考古学』第 94 号の編集について、平成 31 年度

九州考古学総会について）  
 
7月20日･21日 平成31年度第8回九州考古学会夏期大会の開催 
         役員会議の開催（大会2日目） 

            
9月1日(日)   第4回九州考古学会運営委員会 
  （第 13 回九州考古学会賞について、『九州考古学』第 94 号の編集について、平成 31 年度

九州考古学総会について） 

  
第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会 第2回実行委員会 

 
10月6日(日)  第13回（平成31年度）九州考古学会賞選考委員会 
 
10月20日(日) 第5回九州考古学会運営委員会 
 （第13回九州考古学会賞について、『九州考古学』第94号の編集について、平成31年度九

州考古学総会について） 
 
11月23日(土)   平成31年度九州考古学会総会の開催 
・24日(日)        『九州考古学』第94号の発行 （23日）、役員会議の開催（24日） 

  



C－2

令和元年度会計報告

《一般会計》

収入の部

（単位：円） 
項目 �予算額 �決算額 �比較増減 �摘要 

会費 刊行物売上等 総会参加費 一繰越金 雑収入 �897，＿000 150，000 150，000 1，822，173 15 �478，920 24，000 136，000 1，822，－173 14 �△418，080 △126，000 △14，000 0 △1 �令和元年度会費（年会費￥1500× 303件分） 『九州考古学』ハサックナン八〇一、総会資 料集売上 平成30年度総会参加費（会員￥1000． ×115名分、非会員￥1500×14名 前年度繰越金 貯金利子等 

合計 �3、019，188 �2．461，107 �△　558．081 � 

支出の部
（単位：円） 

項目 �予算療 �決算額 �比較増減 �摘要 

学術刊行費 �4略376 �496，640 �・△8，264 �『九州考古学』■93号印刷費 

事務局費 �350，000 �364，616 �△14，616 �事務用品費、事務委託費、恥b関連 費 委託外の雑誌郵送費、会員連絡費 

広報活動費 �250，000 �167，654 �82，34‾6 

会議費 �100，000 �48，441 �51，559 �会議室借用費、湯茶代など 

大会費 �100，000 �100，771 �△　771 �夏期繰出金 

総会費 �200，000 �125，136 �74，864 �平成30年度総会発表資料集印刷 文房具費など 

予備費 �1，530，1812 �0 �1，530，812 

合計 �3，019，188 �1，303、258 �1、715，930 � 

収入の部

支出の部

予算額
決算額

予算額
決算額

3，019，188円

2，461，107円

3，019，188円

1，303，258円

収支差額（収入決算額一支出決算額＝次年度繰越額）
2，461，107円一1，303，258円＝　　1，157，849円

以上のとおり、相違ありません。

令和元吋／月／甘日
／1一＝鞄も

億液正′ん

」＼針如1相　　　　計



C－2

令和元年度会計報告

《基金会計》

収入の部
（単位：円） 

項目 �予算額 �決算額 �比較増減 �＿摘要 

繰越金 �5，015，350 �5，015，350 �0 �松永幸男著作集売り上げ（57，粥0円）、＿利息 

雑収入 �11，000 �61，234 �50，23．4 

合計 �5，026，350 �5，076，584 �50，234 � 

支出の部
（単位：円） 

項目 �予算額 �決算額 �比較増減 �摘要 

繰出金 �0 �0 �0 �副賞、筆耕代など 

学会賞費 �1－00，000 �50，322 �4‾9，678 

予備費 �4，926，350 �0 �4，926，350 

合計 �5，026，＿3‾50 �50，322 �4，976，028 � 

収入の部

支出の部

予算額
決算額

予算額
決算額

5，026，350　円

5，076，584　円

5，026，350　円

50，322　円

収支差額（収入決算額一支出決算額＝次年度繰越額）
5，076，584円　－　50，322円　＝　　　　　5，026，262　円

以上のとおり、相違ありません。

令和元年〝月ノ厨′日

摩滅五人
ふ田ノ和風　　　　印



【資料3】 

令和 2年度学会活動計画 

≪令和2年度≫ 

1月13日（月） 第1回九州考古学会運営委員会 
（令和元年度九州考古学会総会の報告、第14回九州考古学会賞について、『九州考古学』 

第95号の編集について、令和2年度九州考古学総会について） 

第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会 第3回実行委員会 

4月  第2回九州考古学会運営委員会 
 （第14回九州考古学会賞について、『九州考古学』第95号の編集について、令和2年度九

州考古学総会について） 

6月  第3回九州考古学会運営委員会 
 （第14回九州考古学会賞について、『九州考古学』第95号の編集について、令和2年度九

州考古学総会について）

第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会 第４回実行委員会 

8月 第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会の開催 
役員会議の開催（大会2日目） 

9月   第4回九州考古学会運営委員会 
 （第14回九州考古学会賞について、『九州考古学』第95号の編集について、令和2年度九

州考古学総会について） 

第14回九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会 第5回実行委員会 

10月上旬   第 14回（令和2年度）九州考古学会賞選考委員会 

11月  第5回九州考古学会運営委員会 
 （第14回九州考古学会賞について、『九州考古学』第95号の編集について、令和2年度九

州考古学総会について）

11月 28･29日(土･日)   令和2年度九州考古学会総会の開催 
28日 1日目 90周年企画「九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学大会の成果と展望」（仮） 

   『九州考古学』第 95号の発行 （28日）、役員会議の開催（29日） 



【資料４】

令和２年度予算案

《一般会計》
収入の部 （単位：円）
項目 令和２年度 令和元年度決算額 摘要

会費 1,497,500 478,920 607名（令和元年10月31日現在会員数）
20×1,500円、587×2,500円

刊行物売上等 150,000 24,000

総会参加費 150,000 136,000 総会参加費1000円×150名

繰越金 1,157,849 1,822,173 前年度繰越金

雑収入 15 14 利息など

合計 2,955,364 2,461,107

支出の部 （単位：円）
項目 令和2年度 令和元年度決算額 摘要

学術刊行費 475,200 496,640 『九州考古学』9４号印刷費

事務局費 500,000 364,616 事務用品、外部委託費(1年分）、
サーバーレンタル代

広報活動費 174,000 167,654 雑誌郵送費、会員連絡費(委託外）

会議費 100,000 48,441 会議室借用代、湯茶代など

大会費 300,000 100,771 第14回合同学会　翻訳・通訳謝金

総会費 200,000 125,136

予備費 1,206,164 0 次年度繰越金

合計 2,955,364 1,303,258

《基金会計》
収入の部 （単位：円）
項目 令和2年度 令和元年度決算額 摘要

繰越金 5,026,262 5,015,350 前年度繰越金

雑収入 2,600 61,234 利息

合計 5,028,862 5,076,584

支出の部 （単位：円）
項目 令和2年度 令和元年度決算額 摘要

繰出金 0 0

学会賞費 100,000 50,322 副賞、筆耕代

予備費 4,928,862 0 次年度繰越金

合計 5,028,862 50,322

『九州考古学』ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ、総会・合
同学会・大会資料集売上など

資料集印刷費、嶺南考古学会招待枠関連
費など
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