
第 ５３ 回 日 本 包 装 管 理 士 会 定 時 総 会
議 案 書

２０１９年６月２６日（水）１５：００ 開会
㈱文昌堂 10F貸会議室

日 本 包 装 管 理 士 会



第５３回　日 本 包 装 管 理 士 会 定 時 総 会

次　　　第

と　き　：　２０１９年６月２６日（水）１５：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところ　：　　　　㈱文昌堂　10F貸会議室

総 会 次 第（１５：００～１６：２０）

１．開　　会

２．出席者の確認、総会成立確認

３．会長挨拶

４．来賓祝辞・来賓紹介

５．議長選出

６．議事録作成者並びに同承認者指名

７．議　　事（１５：２０～１６：２０）

　　第1号議案　２０１８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　２０１８年度監査報告

　　第３号議案　２０１９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　　その他

８．閉　　会
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第1号議案　　その１　【２０１８年度事業活動報告】

１．会員動静２０１９年４月３０日現在

　　（１）正会員

支　部　名
２０１９．４．３０
会員数　　*1)

５３期仮会員　*2)

北　海　道 26 0

東　　　北 56 0

関　　　東 273 6

中　　　部 163 2

関　　　西 102 2

西　日　本 33 1

合　　　　計 653 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　：　2018年6月28日（木）　15時　開会

（２）場　　　所　：　㈱文昌堂　10F貸会議室

３．理　事　会　等

日程表に従い、４回開催した。その内4月18日は全体の確認をテーマに集中討議会を行った。

４．重点課題

（１）会員の自己研鑽による実力アップを支援する

（２）ホームページの充実を図るため、見直し・リニューアルを検討する

（３）会員の満足度向上を図るための施策を検討する

（４）関連機関との協力強化

上記課題に対する取り組み経過については、７．「２０１８年度事業活動報告」をご参照下さい。
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事業 2018年度事業活動計画 2018年度事業活動／経過報告

総　　務
(事務局)

　「IPPの円滑な運営と会員増強、
　　　　　　　　関連団体との交流の推進」
　１．会員メールアドレス情報の確認と活用。
　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、行事の機会等を利用し
　　　て未納者への働きかけによる会費徴収の
　　　改善を図る。
　４．支部活動としての「女性会員の会」、「直近の
　　　包装管理士合格者同窓会」等のコミュニティ
　　　推進を支援する。
　５．見直しされた定款の周知を図る。
　６．あらゆる機会を利用してJPIと交流を深める。
　７．JPI包装関連4団体との交流を推進する。
　８．海外展示会視察等の支部事業活動を支援
　　　する。

１．会員メールアドレスの取得と活用を継続した。
２．準備遅れで入会勧誘文書の同封が出来な
　　かった。
　　明確な反応が見られないが、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
　　実施した。
４．東京パック、包装技術誌、IPPHPで”Wippl"
　　活動の広報と勧誘を行った。
５．新定款周知のため、ホームページでの告知を
　　行い、常時閲覧可能とした。
６・７．東京パックにおいて包装4団体共同企画展
　　への協力や全日本包装技術研究大会への
　　コーディネーター推薦、各団体総会への参加
　　等を行った。
８．海外展示会情報の収集と支部への情報提供
　　を実施した。

財　務

　「収入の確保」
　１．ホームページ等を活用し会の事業の魅力を
　　　告知し入会者の増加を図る。
　２．退職後も会員として活動継続に興味の持て
る
　　　活動を模索する。
　３．支出方法に工夫を凝らし､収支均衡を図る。

１．ホームページへの情報掲載を推進した。
　　支部からの掲載も増加している。
２．退職後の会員継続には有効な方法を見い
　　だせなかった。今後も努力する。
３．パソコン等更新の計画外支出があったが、
　　事務局費などの支出に工夫凝らした結果、
　　全体予算内での処理が可能であった。

広　報

　「ホームページの見直しを検討、
　　　　　　　　　　　　　ippニュースの発行」
　１．本部・各支部の情報により充実したホーム
　　　ページとするために、構成を見直し、本部
　　　コーナー・各支部コーナー・包装関連団体
　　　リンクコーナー・会員企業紹介コーナー等を
　　　盛り込んだ企画案を提案する。
　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。
　４．「10大ニュース」の公募・選定を行なう。

１．ホームページへの活動情報掲載は支部情報
　　の掲載が増加し、活発化している。
　　　また、一部未掲載であった包装4団体の
　　ホームページをリンク先として追加した。
２．JPI「包装技術誌」に支部行事案内を掲載した。
　　関東支部支援においては、支部ツイッターの
　　開始することの案内も実施できた。
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、多数の会員
　　の協力により実施できた。
　　　また、選定結果を包装技術誌や包装タイムス
　　にニュースリリースし掲載してもらえた。

５．2018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支援する
　　　　　２．ホームページの充実を図るため、見直し・リニューアルを検討する
　　　　　３．会員の満足度向上を図るための施策を検討する
　　　　　４．関連機関との協力強化
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６．２０１８年「包装界・１０大ニュース」の選定

【IPPが選んだ「２０１８年　包装界・１０大ニュース」】

１．脱プラスチック、レジ袋有料義務化の動き

２．海での生分解プラスチックの国際規格化が進む

３．日本を襲う自然災害、包装業界にも影響

４．作業が容易な包装資材の開発進む

５．　段ボール新技術　～デジタル印刷機や包装容積圧縮包装システムなど～

６．モノマテリアル化が最優先課題に浮上

７．米中貿易摩擦により、中国が日本から古紙を爆買い

８．アジア各国が資源ごみの輸入を制限、国内に廃プラスチックが滞留

９． JIS法改正（産業標準化法）、日本工業規格（JIS）から日本産業規格（JIS）へ

１０．「TOKYO PACK 2018」　開催

７．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

・国際交流サポート 国際担当が関東支部海外研修団の派遣をサポート

　　　２）JPI及び包装関連団体との交流

2018年　　　　　　　　5月24日 日本包装専士会総会に古平副会長が出席し祝辞を述べた。

6月19日 (公社)日本包装技術協会総会に出席

10月2～5日 「TOKYO PACK 2018」に参加、協力

10月16日 「２０１９年包装界合同新年会」第1回運営委員会に参画

10月19日 包装管理士講座第５３期、関東地区卒業式に会長、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1日 日本包装コンサルタント協会35周年式典に山田会長が出席。

11月21・22日 全日本包装技術研究大会にコーディネーター推薦

12月21日 「２０１９年包装界合同新年会」第２回運営委員会に参画

2019年 1月9日 「２０１９年包装界合同新年会」　椿山荘で開催

1月28日 技術士包装物流会第52回総会に山田会長が出席。

4月11日 日本包装コンサルタント協会第３３回定時総会に山田会長が出席。
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実施年月日 場　　所 主な内容

1 ２０１８．　５．２９（火） 明石町区民館

１．定時総会議案書の確認
２．定款見直し案検討
３．新役員候補
４．定時総会進行の役割り分担確認
５．その他

2 ２０１８．　９．　３（月） 銀座区民館

１．収支経過報告
２．52期包装管理士入会状況報告と53期生勧誘につ
いて
３．規程類の検討
４．東京パック2018年度出展に関して
５．その他

3 ２０１８．１１．２２（木） 明石町区民館

１．２０１８年「１０大ニュース」の絞り込み
２．収支経過報告
３．「東京パック２０１８」総括
４．事務局パソコン更新の件
５．その他

4 ２０１９．　４．１８（木）
凸版印刷㈱
トッパンビル応接室

１．２０１８年度活動の確認
２．２０１９年度活動計画検討
３．組織検討
４．その他

＜別表１：２０１８年度理事会開催報告＞
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（単位：円）

科　目 　　金　額 科　目 　　金　額
現金・預金 153,517 事業基金積立 5,746,521

情報システム準備金 0

東京パック準備金 0

定期預金 5,746,521 次期繰越金 153,517
合　計 5,900,038 合　計 5,900,038

　　　　　　　　　・みずほ銀行　普通預金 92,519 円
　　　　　　　　　・郵便振替口座 40,000 円
　　　　　　　　　・現金 20,998 円

　　　　　　　　　・三菱UFJ 銀行　定期預金 1,491,497 円
　　　　　　　　　・みずほ銀行　定期預金 4,255,024 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
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第2号議案    2018年度　監査報告

　　　日本包装管理士会

　　　会長　山田　孝志　殿

2019年5月13日(月)、築地社会教育会館第2洋室において、

監事3名による監査を実施したので、下記の通り報告いたします。

１ ： 会計監査

2018年度の総勘定元帳、収支決算報告書、伝票、貸借対照表

および預金通帳を監査したところ、公正妥当な会計習慣に基づき

処理・作成されていることを確認しました。

また、予算厳しい中、喫緊の老朽化パソコンの更新を完了したこと

も確認しました。

２ ： 業務監査

2018年度の事業計画・活動実績報告書、理事会議事録などの説明を

受け業務監査を実施したところ、ホームページの見直しの検討が進

んでいない点があるものの、各担当部門の努力により、「ippニュー

ス発行」、「10大ニュース選定」、「東京パック2018出展」、「規定の

見直し」等の定例事業・業務が遂行されたことを確認しました。

なお、前年比で会員数がほぼ横ばいとなったが、経済状況などにより、

依然として大幅な会員減少の可能性が有るため、引き続き会員増強を進める

ことが必要となっています。加えて、事務局業務の見直し・ 費用削減にも取

り組むことが望ましいと判断します。

2019年5月29日

監事　 福野　壽史

小林　弘侑

荒牧　哲

監査報告書
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第３号議案　その1　　２０１９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

開催月日 場所 主な内容

1
２０１９．５．２９．

(水)
銀座区民館

　１．２０１８年度収支決算報告・２０１９年度予算確認
　２． 定時総会対応（議案書の確認）
　３． ２０１９年度事業活動計画の確認
　４． その他

2
２０１９．８．３１．

（土）午前
銀座区民館

　１．54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
２０１９．１１．２

０．
（水）

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
２０２０．４．１１．

（土）
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会場の都合などで変更する場合がある。

＜重点課題＞

＜２０１９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．支出項目の再点検を行う。

　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。
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第３号議案　その２　　２０１９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　　 208,000 支部活動費 北海道　　 145,600

東北　　 448,000 注２） 東北　　 313,600

関東  　 2,184,000 関東  　 1,528,800

中部 1,304,000 中部　　 912,800

関西    816,000 関西    571,200

西日本 　  264,000 西日本 　  184,800

小計 5,224,000 小計 3,656,800

関東支部分担金 1,000,000 広報 ippﾆｭｰｽ発行 580,000

包装技術誌 0

小計 580,000

東京パック準備金繰越 0 国際交流 東京パック 0

国際交流調査費 10,000

小計 10,000

財務 会費徴収 40,000

出納経理 220,000

小計 260,000

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 0 情報システム更新 25,000

小計 95,000

事務局 会員管理 400,000

総会 250,000

交通費補助・会場費 100,000

渉外交流 10,000

役員渉外   20,000

その他収入 入会金　注３） 0 事務委託手数料 500,000

預金利息 0 事務局費 300,000

庶務費 50,000

小計 0 小計 1,630,000

小計 6,224,000 小計 6,231,800

前期繰越金　 153,517 予備費 145,717

合計 6,377,517 合計 6,377,517

  

注１．会費収入予算は年度末（４月３０日現在）会費納入済み会員数で立案

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。

２０１９年度収支予算（案）

（2019年5月1日～2020年4月30日）
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２０１９年度　日本包装管理士会　役員

役　　職 氏　名 支部 勤務先・所属

03-3543-9250 03-3543-8970

ipp@pk9.so-net.ne.jp

03-3543-9250 03-3543-8970

ipp@pk9.so-net.ne.jp

日本包装管理士会　事務局

理　　　事

監　　　事

井上伸也

荒井拓哉 関東

関東須藤貴行

関東福野壽史

凸版印刷㈱
総合研究所　事業開発研究所

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

ムラカワ㈱
大井物流センター　品質保証室

副　会　長

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

井上　伸也

ムラカワ㈱
大井物流センター　品質保証室

事務局　　　２０１８年５月１日現在

事務局長

古平　篤

グリーン商会

関東

関東 金方堂松本工業㈱

北海道
共和紙業㈱
営業部

関西

㈱インターナショナル三興
営業部

ライファン工業㈱

関東

西日本中村包装管理士事務所

井上包装管理士事務所関東

酒井幸彦

桃川公一

松本有司

支　部　長

―平野　洋子

関東

事務局員

中村格勇
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総　　務

(事務局)

財　　務

広　　報

副 会 長

北 海 道 支 部

東　北　支　部

関　東　支　部

中　部　支　部

関　西　支　部

西 日 本 支 部

会　　長

事務局

[組織表]

総　会

監事

理 事 会

２０１9年度　日本包装管理士会　機構組織図
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掲載順

北海道支部

東北支部

中部支部

西日本支部

関西支部

関東支部

支　部　報　告
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2018年11月8日（札幌すみれホテル） 参加者：60名

2019年1月23日（ニューオータニイン札幌）　 参加者：40名

　　3－1 合同親睦会（ＪＰＩ北海道支部・ＩＰＰ北海道支部）納涼ビール会 参加者：20名

3－2

3－3 賀詞交歓会　　　2018年1月23日（ニューオータニイン札幌） 参加者：28名

金　　額

129,479 包装懇話会費
168,000

297,479

　　２－１　　包装懇話会
　　２－２　　

金　　額

56,235
145600

201,835

　　２－１　包装懇話会

北　海　道　支　部

【2018年度事業経過報告】 （2018年5月1日～2019年4月30日）

　1．会　議　等
　　１－１　総　　　　会 2018年5月22日（札幌すみれホテル）
　　１－２　運営委員会 2018年6月22日（ニューオータニイン札幌）

　２．研　究　会

　　　　　　　　　　　2018年7月20日　　キリンビール園アーバン館

『食品・飲料等の品質保持に関する包装技術について』　　ＪＰＩ共催
　　　講師：小谷　直己氏　　凸版印刷株式会社　生活事業本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビジネスイノベーションセンター　開発本部　第一開発部長

　　２－２　新春研究会
『ＭＡフィルムを利用したブロッコリーの輸送技術開発』　　ＪＰＩ共催
　　　講師：吉田　慎一氏　　ホクレン農業組合連合会　農業総合研究所

食品流通研究課　課長補佐

　３．交　流　会

支部活動費 研究会費（新春研究会） 40,000

新包装管理士（第53期）歓迎懇親会
　　　　　　　　　　　2018年11月8日（札幌すみれホテル）

【2018年度決算報告】

収　　　　　　入 支　　　　　　出

科　　目 科　　目 金　　額

前期繰越金 40,000

利息 振込料 216

納涼ビール会 96,028

　１．会　議　等

新包装管理士歓迎会 65,000
次期繰越金 56,235

計 計 297,479

【2019年度事業計画案】 （2019年5月1日～2020年4月30日）

　　１－１　　総　　　　会 2019年5月開催予定
　　１－２　　運営委員会 2019年2回開催予定
　２．研　究　会

包装懇話会 2019年11月予定
新春研究会 2020年1月予定

　３．交　流　会

前期繰越金 包装懇話会費 40,000

　　３－1　　賀詞交歓会 2020年1月予定
　　３－2　　納涼ビール会 2019年7月予定

【2019年度収支計画案】

収　　　　　　入 支　　　　　　出

科　　目 科　　目 金　　額

支部活動費 研究会費（新春研究会） 40,000
納涼ビール会 100,000

計 計 201,835
予備費 21,835
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【２０１８年度事業報告】 【２０１９年度事業計画（案）】
１．会　議　 １．会　議　
　①支部総会：Ｈ３０年6月２2日（金） 　①支部総会：Ｒ１年６月
　　　仙台商工会議所会館 　　　　懇親会： 計画中
　②本部総会：Ｈ３０年６月２８日（木） 　②本部総会：Ｒ１年６月２６日（水）
　　　東京上野　文昌堂会議室 　　　　東京上野　文昌堂会議室
　③支部理事会：Ｈ３０年６月１０日（金） 　③支部理事会：Ｒ１年６月予定
　　　仙台商工会議所　喫茶室 　　　　仙台商工会議所
　④支部理事会：Ｈ３１年１月１６日（金） 　④支部理事会：Ｒ２年１月
　　　仙台市内　江陽グランドホテル 　　　　仙台市内　江陽グランドホテル予定

２．研究会等 ２．研究会等
　①研究会：Ｈ３０年１１月２７日（火） 　①研究会
　　　「アクティブパッケージ・ 　②５４期生管理士合格者包装論文発表会

インテリジェントパッケージの動向」　　 　　　　Ｒ１年１０月下旬予定
　　　　　講師：一般社団法人日本食品包装協会石谷理事長 　　　　仙台商工会議所会議室
　　　「農産物の包装資材の歴史と課題」 　③全日本包装技術研究大会
　　　　　講師（株）精工　林健男会長 　　　　Ｒ１年１１月２１日～２２日
　②５３期生管理士合格者包装論文発表会 　　　　仙台国際会議場
　　　　　Ｈ３０年１１月５日（月）
　　　　　仙台商工会議所会議室
　③５５回全日本包装技術研究大会　東京大会
　　　　　Ｈ３０年１１月２１日～２２日
　　　　　千葉幕張メッセ国際会議場

３．講演会 ３．講演会
　①Ｈ３０年６月２７日（水）　仙台商工会議所会議室 　　　　２回開催計画中
　　　　「日銀の金融政策と東北経済の行方」
　　　　　講師：日銀仙台　岡本支店長

　②Ｈ３１年３月１５日（金）
　　　　「ものづくりの進化と安川電機の取り組み」
　　　　　講師：（株）安川電機東京　次長益冨茂樹氏 ４．研修会
　③新春講演会　Ｈ３１年１月１６日（水） 　①５４期包装管理士講座（仙台会場）
　　　　「ドローンの技術・規制・利活用の最新情報」　　 　　　　材料科目：Ｒ１年６月１９日～２１日

　　　　専門科目：Ｒ１年７月１７日～２０日
４．研修会 　②５４期生合格証書授与式
　①５３期包装管理士講座（仙台会場） 　　　　Ｒ１年１１月上旬
　　　　材料科目：Ｈ３０年６月２７日～２９日 　①②会場：仙台商工会議所会議室
　　　　専門科目：Ｈ３０年７月１１日～１４日
　②５３期生合格証書授与式
　　　　Ｈ３０年１１月５日（月） ５．交流会

　①支部会員懇親会
５．交流会 　　　　Ｒ１年６月
　①５３期生管理士合格者を囲む会（仙台会場） 　②５４期生管理士合格者を囲む会（仙台会場）
　　　　Ｈ３０年１１月５日（月） 　　　　Ｒ１年１１月上旬予定
　　　　仙台商工会議所会館 　　　　仙台商工会議所会館内
　②ＪＰＩ本部新年賀詞交換会 　③ＪＰＩ本部新年賀詞交換会
　　　　Ｈ３１年１月９日（水） 　　　　Ｒ２年１月上旬
　　　　東京目白　椿山荘 　　　　東京目白　椿山荘　予定
　③東北包装界新年賀詞交換会 　④東北包装界新年賀詞交換会
　　　　Ｈ３１年１月１６日（水） 　　　　Ｒ２年１月予定
　　　　仙台市内　江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞホテル 　　　　仙台市内　江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞホテル予定

　【２０１８年度決算報告】 　【２０１９年度予算（案）】
　　　　収入の部 　　　　支出の部 　　　　収入の部 　　　支出の部
　支部活動費 308,000 　研究会等 35,650 　支部活動費 313,600 　研究会等 36,000
　前期繰越金 21,060 　総会・会議 195,240 　前期繰越金 38,756 　総会・会議 214,756

　運営費 59,414 　運営費 88,000
　利息 　次期繰越金 38,756 　其の他 13,600
　　合　計 329,060 　　合　計 329,060 　　合　計 357,356 　　合　計 352,356

　　　東　　北　　支　　部
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第２ 事業

　2019年 2月20日（水） （参加者104名）

２）研修活動

３）会員交流会

　2020年1月16日（木）

４）その他後援事業

　　　　　（2016年5月1日～2017年4月30日）収入 金額 支出 金額 収入 金額 支出 金額

会費 1,304,000 事業費 480,573 会費 1,304,000 事業費 735,000

雑収入 120 総会費 18,790 雑収入 11 総会費 35,000

前期繰越金 300,990 管理費 213,158 前期繰越金 301,389 管理費 344,200

本支部
精算金

391,200
50周年記念事

業準備金取り
崩し収入

1,500,000
本支部
精算金

391,200

事業推進
積立金

200,000
事業推進
積立金

50,000

予備費 0 予備費 50,000

50周年記念事業費 1,500,000

次期繰越金 301,389 次期繰越金 0

合計 1,605,110 合計 1,605,110 合計 3,105,400 合計 3,105,400

１）研究会活動　 １）研究会活動　

　中　部　支　部

【２０１８年度事業報告】 【２０１９年度事業計画（案）】
第１ 諸会議 第１ 諸会議

１） 6月13日（水）　運営委員会 １） 6月18日（火）　第50回 定期総会

２） 6月27日（水）　第49回 定期総会 ２）　9月　運営委員会兼50周年記念事業実行委員会

３） 12月5日（水）　2019賀詞交歓会余興打合せ会 ３） 12月　　2020賀詞交歓会余興打合せ会

第２ 事業

(1)研究例会 (1)研究例会

　 6月27日（水）　包装資材研究例会（参加者83名） 　 6月27日（木）　包装資材研究例会

　 7月18日（水）　輸送包装研究例会（参加者54名） 　 7月24日（水）　輸送包装研究例会

(2)第58回包装技術研究大会中部大会 (2)第59回包装技術研究大会中部大会

　 9月19日（水）　生活者包装研究例会（52名） 　 9月19日（木）　生活者包装研究例会 

  10月17日（水）　包装技術研究例会（45名）   10月 9日（水）　包装技術研究例会

  11月14日（水）  包装技術講習会（参加者69名）   11月13日（水）  包装技術講習会

　12月4日（火）　2018日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 　12月 4日（水）　2019日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

　　　　　　　　　　 入賞作品発表会（参加者93名） 　　　　　　　　　　 入賞作品発表会

　2020年 2月19日（水）

２）研修活動

　　 5月17～18日（木、金）  5月16～17日（木、金）

　第28回包装設計の基礎講座 　　　第29回包装設計の基礎講座

３）会員交流会

2019年 1月17日（水） 　10月18日（金）

　 20１９中部包装界新年賀詞交歓会 　　　中部支部創立50周年記念式典・祝賀会

　　　　　2020中部包装界新年賀詞交歓会

４）その他後援事業

【２０１８年度決算報告】 【２０１９年度予算（案）】
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１．会議 １．会議
総　会 総　会

役員会 役員会

2．研究会等の活動 2．研究会等の活動

　　包装技術事例・研究発表 　　包装技術事例・研究発表
　　包装管理士講座53期生優秀者 　　包装管理士講座54期生優秀者
　　JPI西日本支部と協賛 　　JPI西日本支部と協賛

3．研修会・講演会 3．研修会・講演会
講演会 2019・2020年

　「音で調べる美味しさ評価食感測定」 1～2回(予定)
　　　　日本食品分析センタ－栄養科学部 　　JPI西日本支部と協賛

　「コンテナ－内の 　イオン・ＨＡＣＣＰ
温湿度変化メカニズムと対策」 　　　（立石氏　日本食品分析）

　　　　㈱ＭＴＩ　物流技術営業チーム
上席研究員　高橋 寿和氏

　　「売れている商品には理由があります」
　　　イオン九州㈱商品本部顧問　立石氏

　　「世界の中でのＡＳＥＡＮ市場の
位置づけと今後の方向」

　　　　㈱東洋紡ＰＰＳ教育情報部　羽馬氏

4．見学会 4．見学会
2019年

　　ＴＯＴＯアクアテクノ㈱      　　2～4社(予定)

5．交流会 5．交流会

　　IPP･JPI交流会 　　IPP･JPI交流会
　　JPI西日本支部と協賛 　　JPI西日本支部と協賛

収　　入 金　　額 支　　出 金　　額 収　　入 金　　額 支　　出 金　　額

支部活動費 168,000 研究会等 58,740 支部活動費 184,800 研究会等 100,000

前期繰越金 348 総会会議等 25,462 前期繰越金 16,896 総会会議等 30,000

運営費 67,250 運営費 60,000

次期繰越金 16,896 予備費 11,696

合　　計 168,348 合　　計 168,348 合　　計 201,696 合　　計 201,696

単位：円

2018年5月25日 2019年5月16日

西 日 本 支 部

【2018年度事業報告】          【2019年度事業計画】

2019年5月16日 2020年5月（予定）

2018年11月2日 2019年  11月（予定）
2019年3月 8日 2020年 4月(予定)

2018年11月2日 2019年11月(予定)

2018年5月25日

2019年3月8日 2020年 4月(予定)

【2018年度決算報告】(2018.5.1～2019.4.30) 【2019年度予算案】（2019.5.1～2020.4.30)

2018年7月25日

2018年8月24日

2019年3月8日

　　JPI西日本支部と協賛

2018年11月2日 2019年11月(予定)
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【2018年度　事業報告】　（2018年5月1日～2019年4月30日）

１．会　議

１－1. 総会　・・・　２０１８年 ５月２５日（金）１５：５０～１６：５０　

　　　　　　　　於：大阪市立総合生涯学習センター第９研修室　

１－2. 運営委員会　・・・　９回／年 開催

　（5/25､6/20､,9/21､10/26､12/5､1/7､2/12､3/12､4/16）

２．研究会

2－1. 第９回 Ｗ会（女性だけの包装研究会）と合同研究会　・・ 2018年6月20日（水）17:00～18:50

　　　　　　　　於：日報ビジネス(株)大阪事業所　参加者34名

３．見学会・セミナー

3－1. 第３７回ミニセミナー　2018年9月21日（金）17:00～18:50　参加者27名

3－2. 第３８回ミニセミナー　2018年12月5日（月）17:00～18:50　参加者23名

3－3. 第３９回ミニセミナー　2019年 2月12日（木）17:00～18:50　参加者16名

3－4. 第４０回ミニセミナー　2018年 3月12日（火）17:00～18:50　参加者26名

3－5.

　　セミナー「プラスチック成型工場のＩｏＴ/アスカカンパニー（株）・前川氏」

４．JPI関西支部との連携

4－1. 第５３期包装管理士講座 合格証授与式　２０１８年１０月２６日（金）16:30～18:30

　　　　・・・運営委員４名出席､祝賀会にてIPP関西支部副賞授与及び入会勧誘

５．交流会

5－1. 技術士包装物流研究会会合　・・・　６回参加（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ企業年金基金 松心会館）

5－2. ＪPI関西支部、新春会員交流会　・・・　２０１９年 １月１５日（火）16:00～19:00

【2018年度　収支決算報告】　　（2018年5月1日～2019年4月30日） 単位：円

収　　　　入 金　　　　額 支　　　　出 金　　　　額

支部活動費 588,000 活 動 費 253,660
事 業 収 入 385,500 事 業 経 費 665,631
雑　収　入 3

前期繰越金 33,342 次期繰越金 87,554
合　　　計 1,006,845 合　　　計 1,006,845

見学会＆ｾﾐﾅｰ「アスカカンパニー（株）本社工場」2019年1月25日（金）14:00～16:30 参加者14名

関　西　支　部

「ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成型工場のＩｏＴ/アスカカンパニー(株)・前川氏」､

「人類学から考える消費社会におけるﾊﾟｯｹｰｼﾞの象徴的役割/大阪樟蔭女子大学・濱田氏」

　　「印刷の色とカラーマネージメント/東洋インキ(株)・岩淵氏」

　　「ソリュブルコーヒー詰替え用ﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発と市場導入/今田包装技術企画・今田氏」

　　「機能性段ボールの用途展開と低摩擦段ボールコスレンの開発/レンゴー(株)・藤本氏」

　　「パッケージトピックス/凸版印刷(株)・上森氏」

　　「電子レンジ調理可能なチャック付きパウチの開発/（株）メイワパックス・長友氏」

　　「製品の信頼性対策から改良・開発まで/（地独）大阪産業技術研究所・中嶋氏」

　　「フィルム付段ボール緩衝材・Showrapの開発/（株）トーモク・早瀬氏」

　　「プラ包装をめぐる最新情報：SDGｓとプラ廃棄物に関して/（株）東洋紡ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝ・ｻｰﾋﾞｽ･羽馬氏」
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【2019年度　事業計画（案）】　（2019年5月1日～2020年4月30日）

１．会　議

1－1. 総会　・・・　２０１９年 ５月２２日（水）１５：５０～１６：５０　

　　　　　　　　於：大阪市立総合生涯学習センター第８研修室

1－2. 運営委員会　・・・　日程表に従い、計１０回開催

1－3. 役員会　・・・　適時開催（支部長、副支部長）

２．研究会

2－1. 第１０回 Ｗ会（女性だけの包装研究会）と合同研究会　・・・  ２０１９年７月２２日（月）

３．見学会・セミナー

3－1. 第４１回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０１９年９月 　　　3－2.　　第４２回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０１９年１２月

3－3. 第４３回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２０年２月 　　　3－4.　　第４４回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２０年３月

3－5. 見学会＆ｾﾐﾅｰ　２０１９年６月２７日（木）

４．JPI関西支部との連携

4－1. 第５４期包装管理士講座 合格証授与式　２０１９年１０月２５日（金）16:30～18:30

　　運営委員出席､祝賀会にてIPP関西支部副賞授与及び入会勧誘

５．交流会

5－1. 技術士包装物流研究会会合　・・・　６回／年

5－2. ＪPI関西支部、新春会員交流会　・・・２０２０年 １月１４日（火）

２０１９年度　日本包装管理士会　関西支部事業日程表（案）

【2019年度　予算（案）】　　（2019年5月1日～2020年4月30日） 単位：円

収　　　　入 金　　　　額 支　　　　出 金　　　　額

支部活動費 571,200 活 動 費 260,000
事 業 収 入 390,000 事 業 経 費 700,000
雑　収　入 0

前期繰越金 87,554 次期繰越金 88,754
合　　　計 1,048,754 合　　　計 1,048,754

関　西　支　部

年/月 ２０１９年

　事 業 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月 4月 備考

定時総会 ○ １回

運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10回

ミニセミナー ○ ○ ○ 〇 ４回

見学会＆セミナー ○ １回

W会合同研究会 ○ １回

５４期合格証書授与式 ○ １回

ＪＰＩ会員交流会 ○ １回

技術士包装物流会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６回

２０２０年
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１．総　会　：　第46回定時総会　2018年 6月28日（木）　於：㈱文昌堂10F貸会議室
２．理事会　：　日程表に従い、４回開催した。
３．理事集中討議会　：　2019年 3月18日（月）15：00～20：30　明石町区民館5洋室にて開催。
　　　　　　　　2018年度の反省と、2019年度の事業計画、スケジュール等について、集中的に討議した。
４．交　流　：　１）包装研究会、見学会において情報交換会を実施し会員間の交流を行った。
　　　　　　　　 ２）東京パック期間中の10月4日に支部間交流を実施したが、他支部からの参加者がなかった。
５．包装管理士講座第53期生のIPP入会促進
　　　１）東京会場合格証書授与式において、山田孝志会長が来賓としてお祝いの言葉を述べた。
　　　２）合格証書授与式に出席した53期生の内66名が名刺を受け取り、仮入会（本人同意）とした。
６．”Wippl”（女性包装管理士の会）活動支援
　　　１）２０１６．１１発足時６名のメンバーであったが、２０１８．１１時点で１８名に増加した。
　　　　　　メンバーの勧誘活動を、メール、口コミ、包装管理士修了式等で実施した。　
　　　２）東京パック期間中での関東関西合同交流会を実施した。
７．新企画「IPPコミュニ亭」立ち上げ
　　　１）第1回企画として「BBQにより交流と親睦を図った。IPP会員8名を含め総勢51名の参加があった。
　　　２）WEBを活用した広報活動の強化として関東支部ツイッターを開始。（アドレスは、「＠Ippｋａｎｔｏ」）
８．包装研究会
　　　１）第５回包装研究会
　　　　　２０１８年１１月２８日（木）18：30～20：15　参加者：10名　　会場：㈱文昌堂　貸会議室
　　　　　テーマ　：　軟包装の再先端テクノロジー
　　　　　講　師　：　住本充弘氏　　　住本技術士事務所　所長
　　　２）第６回包装研究会
　　　　　２０１９年３月１３日(水）１５：３０～１７：３０　参加者：11名　　会場：㈱文昌堂　貸会議室
　　　　　講演①　：　液体衣類用洗剤「トップ　ハレタ」の容器設計
　　　　　　　　　　　　　　　中村泰士氏　　　ライオン㈱　生産技術研究本部　容器・包装技術研究所
　　　　　講演②　：　後発医薬品における片頭痛治療薬　患者さん用パッケージの設計
　　　　　　　　　　　　　　　渡邊蓉子氏　　第一三共エスファ㈱　経営戦略部　開発企画グループ
　　　　　講演③　：　狭小店舗向けディスプレイカートンの開発
　　　　　　　　　　　　　　　長田真一郎氏　　レンゴー㈱　包装技術部　東京包装技術第一課
９．見学会・情報交換会
　　　１）第１回見学会・情報交換会
　　　　　２０１８年９月４日（火）13：00～20：00　　参加者：13名　　（情報交換会／9名参加）
　　　　　見学先　：　①朝日プリンテック㈱船橋工場
　  　　　　　　　　　　 ②サッポロビール㈱千葉工場
１０．スキルアップセミナー 会場　：　文昌堂１０F　貸会議室
　　　１回目（2018年11月14日） ： 高機能性フィルム ～ 食品包装から工業包装分野まで
　　　　　　講師　：　森勇士氏、野田哲三氏　　　株式会社　武田産業
　　　２回目（2019年2月15日） ： 持続可能な開発目標（SDGｓ）が包装業界にもたらすもの
　　　　　　講師　：　木下　敏郎　氏　　　凸版印刷㈱　製造統括本部　エコロジーセンター　環境政策部　部長
１１．海外展示会視察
　　　１）「AUSPACK　2019」視察 参加者　：　８名
　　　　　　日　程　：　2019年3月26日（水）～ 3月31日（火）
　　　　　　訪問先　：　“AUSPACK　2019”　（オーストラリア・メルボルンで開催）

【2018年度　収支決算報告書】

科　目 金　額 科　目 金　額
　本部交付金 1,528,800 　総会・会議費等 176,445
　事業収入 308,500 　研究会等 526,560
　預金利息、雑収入 2,503 　運営費 1,024,513
　前期繰越金 190,071 　次期繰越金 302,356

合　計 2,029,874 　合　計 2,029,874

　関　東　支　部

【2018年度事業報告】（2018年5月1日～2019年4月30日）

１２．写真研究会：１４回開催し、10月に１回、12月～１月に１回、計２回の写真展を開催した。　

収入の部 支出の部
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　１）会員向け事業の充実
　　　　包装研究会、スキルアップセミナー、見学会、海外視察の活動を計画的に実施する。
　　　　また、異業種間交流、国際交流、写真研究会等の会員相互による交流と親睦を支援する。
　２）会員への情報提供の強化
　　　　１．メールアドレスリストの活用により、電子メールによる開催案内や活動状況の提供、　
　　　　　　ホームページのアップ記事のアナウンス、閲覧案内の頻度を上げる。
　　　　２．見学会、研究会の際、情報交換会を利用して会員の希望を確認し、次回開催の参考とする。
　３）会員数の増強及び組織強化
　　　　１．会員とのコミュニケーションを活発にする。
　　　　　　①見学会等での情報交換会を充実させ、参加者を多くする。
　　　　　　②JPIの「包装技術」に“IPPコミュニティー”毎号掲載を推進する。
　　　　　　③ ”Wippl"（女性管理士の会）コミュニティーの活動を支援する。
　　　　　　④新設された「IPPコミュニ亭」の活動推進を支援する。
　　　　　　⑤関東支部ツイッター「＠IppKanto」を活用した広報活動の強化推進。
　　　  ２．新包装管理士のバックアップ：
　　　　　　　新期修了管理士でメールアドレスを提供した人には、その年度残余期間については会費免除の
　　　　　　仮会員として、会員並みの情報を提供し入会を促す。
　４）本部、JPI関東支部、包装4団体との関係強化
　　　　　ＩＰＰ本部への協力・連携のほか、JPI関東支部との連携を強化する。 
　５）堅実な予算執行に努める
　　　　　定期的に支部理事会で予算執行状況を管理する。
　6）関東支部５０周年記念行事に向けて具体的な検討を始める。
　　　　　プロジェクトチームの活動日程を確定した。（第1回会合を7月5日(金)に開催）

事業 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

総会
26

(水）
本部・支部
同日同会場

23
（木）

18
（木）

12
(木)

14
(木)

5
(木）

5
（木）

〇 検討中

○ ○

包装研究会

写真研究会 写真展 総会 撮影会5回
18

(金)
秋葉原

○ ○ 2回
○ 仙台会場

50周年プロジェクト
5

(金)
6

(木)
16

(日)
6/16　ＢＢＱ

　関　東　支　部

【2019年度　事業計画（案）】

【2019年度　事業日程表（案）】

年　/　月 2019年 2020年
備　考

支出の部

理事会

海外視察・報告会
見学会・地域研究会

研究会
写真展

54期生修了式

スキルアップセミナー

包装技術研究大会

ＩＰＰコミュニ亭

【2019年度　収支予算表　（案）】

収入の部
科　目 金　額 科　目 金　額

本部交付金 1,528,800                 総会・会議費等 270,000                    
事業収入 380,000                   研究会等 630,000                    
預金利息 -                             運営費 1,191,000                  

前期繰越金 302,356                   予備費 120,156                    
合計 2,211,156                 合計 2,211,156                  

-22-


