
１．議　案

　　第1号議案　２０１９年度事業活動報告及び収支決算報告承認の件

　　第2号議案　２０１９年度監査報告

　　第３号議案　２０２０年度事業活動計画（案）及び収支予算（案）審議の件

　　第４号議案　２０２０・２０２１年度役員承認の件

第 ５４ 回 日 本 包 装 管 理 士 会 定 時 総 会
議 案 書

２０２０年６月２４日（水）

集会方式を中止し個別審議・郵便投票による議決権行使

日 本 包 装 管 理 士 会





第1号議案　　その１　【２０１９年度事業活動報告】

１．会員動静２０２０年４月３０日現在

　　（１）正会員

支　部　名
２０２０．４．３０
会員数　　*1)

５４期仮会員　*2)

北　海　道 29 0

東　　　北 49 1

関　　　東 265 8

中　　　部 156 0

関　　　西 100 1

西　日　本 31 1

合　　　　計 630 11

*1)今年度会費納入済み会員数 *2)期末登録済み仮会員数

２．総　　　　会

（１）実施日時　：　2019年6月26日（水）　15時　開会

（２）場　　　所　：　㈱文昌堂　10F貸会議室

３．理　事　会

年間４回の開催を予定したが、4月11日理事会は新型コロナウィルス感染防止対応の為中止した。

実施年月日 場　　所

1 ２０１９．　５．２９（水）
銀座区民館
４号洋室

2 ２０１９．　８．３１（土）
銀座区民館
４号洋室

3 ２０１９．１１．２０（木）
京橋プラザ区民館
３号洋室

4
２０２０．　４．１１（土）
中止

八丁堀区民館
５号洋室

主な内容

　１．定時総会議案書の確認
　　１）総会議案書の確定
　　２）総会提案者等の分担決定
　　３）予算案検討
　２．その他
　　１）小林監事任期途中辞任の取扱い。

　１．収支経過報告
　２．53期包装管理士入会状況報告と54期生
　　　入会勧誘について
　３．１０大ニュース選定委員会設置
　４．その他
　　１）包装４団体研修会共同企画の件
　　２）中部支部５０周年祝賀会出席の件
　　３）５４期包装管理士講座東京会場修了式
　　　　出席の件

　新型コロナウィルス感染拡大防止の為、
　３密防止に協力して開催を中止した。

　１．２０１９年「１０大ニュース」の絞り込み
　２．収支経過報告
　３．その他
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事業 2019年度事業活動計画 2019年度事業活動／経過報告

総　　務
(事務局)

　１．会員メールアドレス情報の活用。
　２．包装管理士合格者上司へのIPP活動PRを
　　　継続し、新合格者の入会促進を図る。
　３．各支部長、事務局長に定期的に支部の
　　　会費納入状況を報告し、未納者への働き
　　　かけによる会費徴収の改善を図る。
　４．(公社)日本包装技術協会(JPI)およびJPI
　　　関連包装4団体との交流を推進する。
　５．支部事業活動を支援する。

　１．会員メールアドレス取得と活用を継続した。
　２．JPI包装管理士講座事務局に要請して、
　　　上司宛講座結果通知の文書に入会勧誘
　　　文書を同封していただいた。
　　　明確な反応は見られないが、当面継続
　　　する。
　３．会費入金状況の把握と未入金者への
　　　督促を２回追加で実施した。
　４．東京パック2021開催に向けて、包装
　　　４団体共同企画展示コーナーに参画した。
　　　また、４団体による初の包装技術研修
　　　会を実施した。
　　　全日本包装技術研究大会にコーディネ
　　　ータ派遣による協力を行った。
　５．IPPホームページやJPI包装技術誌に
　　　支部行事紹介原稿を掲載し会員への
　　　告知に協力。

財　務

　１．支出の使途を工夫するとともに、タイムリー
　　　に収支の把握と検討を行う
　２．支出項目の再点検を行う。

　１．理事会において直近の収支状況を報告し
　　　収支バランスの均衡を図った。
　２．会計収支項目の確認を容易にし、支出項
　　　目の再点検の準備を整えたが、新型コロナ
　　　ウィルス感染防止により対面確認を避け
　　　メールにて再点検を行った。点検で顕在化
　　　した課題は、2020年度理事会で審議する

広　報

　１．本部・各支部の情報によりタイムリーで
　　　充実したホームページとするために、見直
　　　しを実施する。
　２．見学会・研究会等の案内をJPI包装技術
　　　誌等に継続掲載し、内容の充実を図る。
　３．「ippニュース」を２回／年　発行する。
　　　巻頭の記事や年頭の会長挨拶はippニュ
　　　ース毎号の校正終了時点でホームページ
　　　に掲載し時機を失せず告知する。
　４．「10大ニュース」の公募・選定を行ない、
　　　結果をタイムリーにホームページで告知
　　　する。

　１．支部のホームページ担当追加により、支部
　　　活動情報掲載が増加、会員へのタイムリー
　　　な情報提供を行えた。
　２．JPI「包装技術」誌IPPコミュニティの
　　ページを継続掲載するなど支部行事紹介に
　　努力した。
　３．「ippニュース」を年2回発行した。ホーム
　　　ページでの閲覧も可能とした。
　４．「10大ニュース」選定については、会員の
　　　協力により実施できた。
　　　選定結果は年初にIPPホームページへ
　　　掲載するとともにippニュースにおいて
　　　告知した。
　　　また、JPI包装技術誌や日報㈱包装タイムス
　　　紙に掲載してもらえた。

４．2019年度事業活動報告

　　重点課題４項目を踏まえ、活動した（進捗状況は下表）。
　　　　　１．会員の自己研鑽による実力アップを図るための支部活動を支援する
　　　　　２．ホームページの充実を図るため、見直しを実施する
　　　　　３．包装界の動向を把握し、会員の指針となるように情報を発信する
　　　　　４．関連機関との協力強化を図る
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５．２０１９年「包装界・１０大ニュース」の選定

【日本包装管理士会選定「2019包装界・10大ニュース」】

１．コンビニのおにぎり全品の包装をバイオマスプラスチックに

２．再生プラスチックの使用進む

３．消費税増税10%へ

４．レジ袋の有料化

５．EU各国は使い捨てプラスチック製品の流通を2021年までに禁止する

６．食品衛生法改正でポジティブリスト制度導入への対応急がれる

７．脱プラスチックの動き

８．食品ロス削減の法制化

９． 国内段ボール生産3年連続過去最高

１０．ドローン運搬箱が日本パッケージングコンテスト2019で経済産業大臣賞受賞

　　注）９項．国内段ボールの生産量は年後半の自然災害多発により、1１月対前年生産量が

　　　　前年比95％と急激に低下し、年間対前年比は99.4％と微減で終わった。

６．その他の活動

　　　１）支部との交流

・IPPコミュニティ掲載 JPI「包装技術」誌に支部活動情報などの掲載

・中部支部５０周年式典 メルパルク名古屋で開催された祝賀会に山田会長が出席した。

　　　２）JPI及び包装関連団体との交流

2019年　　　　　　　　5月24日 日本包装専士会総会に山田会長が出席し祝辞を述べた。

6月18日 (公社)日本包装技術協会総会に出席

10月18日 包装管理士講座第５４期、関東地区卒業式に副会長、本部理事、

支部長、支部理事が出席、入会勧誘活動及び懇親を行った。

11月13日 東京パック2021　包装４団体共同展示打ち合わせに参加

11月21・22日 全日本包装技術研究大会(仙台)にコーディネーター推薦

12月13日 包装４団体共催包装技術研修会でファナック㈱見学会を開催した。

12月20日 「２０２０年包装界合同新年会」運営委員会に参画

2020年 1月8日 「２０２０年包装界合同新年会」　椿山荘で開催

1月27日 技術士包装物流会第53回総会に山田会長が出席。

＊中国武漢市から広がった新型コロナウィルス（COVID-19)の感染拡大防止対応により、

　　経済活動全般が停滞し、包装管理士会でも2020年3月以降の行事を中止した。
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（単位：円）

科　目 　　金　額 科　目 　　金　額
現金・預金 309,717 事業基金積立 5,747,014

情報システム準備金 25,000

東京パック準備金 50,000

定期預金 5,747,014 次期繰越金 234,717
合　計 6,056,731 合　計 6,056,731

　　　　　　　　　・みずほ銀行　普通預金 213,974 円
　　　　　　　　　・郵便振替口座 46,000 円
　　　　　　　　　・現金 49,743 円

　　　　　　　　　・三菱UFJ 銀行　定期預金 1,491,643 円
　　　　　　　　　・みずほ銀行　定期預金 4,255,371 円

　　　　　定期預金内訳

貸　借　対　照　表
（2019年4月30日現在）

借　　　　　方 貸　　　　　方

　　　　　現金・預金内訳

-7-





第３号議案　その1　　２０２０年度事業活動計画（案）

１．会員の自己研鑽による実力アップを図るための支部活動を支援する

２．ホームページの充実を継続して推進する

３．包装界の動向を把握し、会員の指針となるように情報を発信する
４．関連機関との協力強化を図る

５．新型コロナウィルス（COVID-19)緊急事態に対応した支部活動への支援

６．事務局員不在を考慮した理事作業分担とテレワーク活動の検討

開催月日 場所 主な内容

1
２０２０．５．３０．

(土)午後
延期

銀座区民館

　１．２０２０年度収支決算報告・２０２１年度予算確認
　２． 定時総会対応（議案書の確認）
　３． ２０２０年度事業活動計画の確認
　４． その他

2
２０２０．８．３０．

（土）午前
銀座区民館

　１．55期包装管理士講座修了者対応
　２．10大ニュース委員会設置
　３．その他

3
２０２０．１１．２

１．
（土）午後

銀座区民館
　１．10大ニュース選定について
　２．予算進捗状況のチェック
　３．その他

4
２０２１．４．１１．

（土）午後
銀座区民館

　◎集中討議会
　１．各事業活動の現況確認
　２．定時総会対策・決算予測
　３．新年度予算案の検討
　４．新年度事業活動計画の検討
　５．その他

＜理事会　開催予定＞

１．理事会：原則として下記予定表の通り開催する。　　　　必要に応じて臨時会議を開催する。

２．日時及び開催場所は新型コロナウイルスの影響、会場の都合などで変更する場合がある。

＜重点課題＞

＜２０２０年度事業活動計画（案）＞

事　　業

総　　務
(事務局)

財　　務

広　　報

事　業　活　動　の　内　容

　１．会員メールアドレス情報の活用。
　２．包装管理士合格者上司へのIPP活動PRを継続し、新合格者の入会促進を図る。
　３．各支部長、事務局長に定期的に支部の会費納入状況を報告し、未納者への
　　　働きかけによる会費徴収の改善を図る。
　４．(公社）日本包装技術協会（JPI) およびJPI関連包装４団体との交流を推進する。
　５．支部事業活動を支援する。

　１．支出の使途を工夫するとともに、タイムリーに収支の把握と検討を行う。
　２．2019年度の支出項目再点検の結果報告を受け、実状に即した業務改善を図る。

　１．本部・各支部の情報によりタイムリーで充実したホームページとするために、
　　　見直しを実施する。
　２．見学会・研究会等の案内をJPI包装技術誌に継続掲載し、内容の充実を図る。
　３．「ippニュース」を発行する。
　　　発行回数・発行日は、新型コロナウイルス感染の終息状況に応じて決定する。
　　　巻頭の記事や年頭の会長挨拶はippニュース毎号の校正終了時点でホーム
　　　ページに掲載し時機を失せず告知する。
　４．「10大ニュース」の公募・選定を行ない、結果をタイムリーにホームページで
　　　告知する。
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第３号議案　その２　　２０２０年度収支予算（案）

＜収入の部＞ ＜支出の部＞ 単位：円

科目 予算金額 大分類 小分類 予算金額

年会費　　　　注１） 北海道　　 232,000 支部活動費 北海道　　 162,400

東北　　 392,000 注２） 東北　　 274,400

関東  　 2,120,000 関東  　 1,484,000

中部 1,248,000 中部　　 873,600

関西    800,000 関西    560,000

西日本 　  248,000 西日本 　  173,600

小計 5,040,000 小計 3,528,000

関東支部分担金 500,000 広報 ippﾆｭｰｽ発行 300,000

包装技術誌 0

小計 300,000

東京パック準備金繰越 50,000 国際交流 東京パック 100,000

国際交流調査費 10,000

小計 110,000

財務 会費徴収 80,000

出納経理 220,000

小計 300,000

情報 保守その他 50,000

HP設計維持費 20,000

情報システム更新準備金繰越 25,000 情報システム更新 50,000

小計 120,000

事務局 会員管理 200,000

総会 200,000

交通費補助・会場費 120,000

渉外交流 30,000

役員渉外   30,000

その他収入 入会金　注３） 0 事務委託手数料 528,000

預金利息 0 事務局費 250,000

庶務費 50,000

小計 0 小計 1,408,000

小計 5,615,000 小計 5,766,000

前期繰越金　 234,717 予備費 83,717

合計 5,849,717 合計 5,849,717

  

注１．会費収入予算は年度末（2020年4月30日現在）会費納入済み会員数で立案（今期継続前提)

注２．支部活動費は会費の７０％。

注３．新規入会金は現在免除中です。

注４．支出予算・広報・ippニュース発行は、前頁の2020年度事業活動計画(案)・広報に記載の通り、

　　　　コロナウィルスの状況見極めのうえとなりますが、予算提案は夏季発行予定号(従来は8月発行）

　　　　は休刊予定とし、冬季発行予定号(従来は1月末発行)1回の発行予定で立案しております。

　　　　夏季発行予定号で行っていた定時総会のご報告はホームページへの掲載を主とし、メール

　　　　アドレス登録のある会員へはメールに添付した配信で行う予定です。

２０２０年度収支予算（案）

（2020年5月1日～2021年4月30日）
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第4号議案 ２０２０・２０２１年度　日本包装管理士会　役員

役　　職 会員番号 氏　名 支部 勤務先・所属

03-3543-9250 03-3543-8970

ipp@pk9.so-net.ne.jp

監　　　事

31054

16146

23038

井上伸也

荒井拓哉 関東

関東須藤貴行

関東福野壽史

㈱インターナショナル三興
営業部

井上包装管理士事務所

㈱シマ研究所
品質管理部

古平　篤 関東

㈱ジーシー
受注・配送センター　安全保障　貿易管理室

山田孝志 関東

道明　誠 関東

会　　　長 35065

23131

25079

理　　　事

日本包装管理士会　事務局

自営(不動産賃貸業)

東北 ㈱東北ウエノ

岡部　智 中部 ㈱オカベカミコン

荒牧　　哲

鈴木雅彦

事務局　　　２０２０年５月１日現在

古平　篤

グリーン商会

関東

関東

関東

西日本30188

北海道
共和紙業㈱
営業部

関西

副　会　長

-

支　部　長

―平野　洋子
事務局員
(会計担当)

藤生廣来

酒井幸彦

桃川公一

5004

12006

36119

23095

25079

27144

23260
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50周年
記念事業収入












