
１．議　案

　　第1号議案　２０２０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　２０２０年度監査報告

　　第３号議案　２０２１年度事業活動計画（案）及び収支予算（案）審議の件

第 ５５ 回 日 本 包 装 管 理 士 会 定 時 総 会
議 案 書

２０２１年６月２３日（水） 15時～16時30分

集会方式は中止、個別審議・郵便投票による議決権行使

Web配信会場 ： 「アットビジネスセンター池袋駅前 別館」

日 本 包 装 管 理 士 会



ご挨拶

　新型コロナウィルスの感染防止は1年以上続いていますが、会員の皆様はどの

ようにお過ごしでしょうか?東京の通勤者は3割程度減り、昔のような満員電車の

状況はなくなりました。テレワークやWEB会議が普及し、外出機会が減っている

からでしょう。しかし、春頃から徐々に市中で見かける人は増えて、4月から新入

社員や新入学生の通勤通学も新たに加わり、混雑が増して来ているように感じ

ます。

そのような状況から、4月5日から宮城・大阪・兵庫でまん延防止等重点措置が

実施され、その後次々と、東京・大阪をはじめに全国的に緊急事態宣言やまん

延防止等重点措置が発令されました。新型コロナウィルスの変異株が拡散され

ている中、ワクチン接種は計画より遅れていて、コロナ禍がいつまで続くかわか

らない状況です。

　そのため、本年の総会も集会しての開催は中止し、返信ハガキ、メール等の

通信手段を使って、会員の意思を確認して行うことに致しました。また、本年は

総会をZOOMで配信できますので、事前に希望した会員は視聴して質問でき

るように致しました。これにより遠方の会員も総会にオンラインでライブ参加でき

るようになりました。

　今年も皆さんのご理解とご協力をお願いして、総会の挨拶と致します。

令和３年６月吉日

日本包装管理士会会長　山田孝志
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第1号議案　　その１　【２０２０年度事業活動報告】

１．会員動静２０２１年４月３０日現在

　　（１）正会員

支　部　名
２０２１．４．３０
会員数　　*1)

５５期仮会員　*2) 会員数増減

北　海　道 26 2 -  3

東　　　北 52 2 +  3

関　　　東 249 9 - 16

中　　　部 147 2 -  9

関　　　西 100 6 ± 0

西　日　本 32 1 +  1

合　　　　計 606 22 - 24

*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　：　2020年6月24日（水）　15時　開会

（２）場　　　所　：　集会方式を中止し個別審議・郵便投票

３．理　事　会

　年間４回の開催を予定したが、5月28日予定に予定した第1回理事会は新型コロナウィルス感染拡大

により、国による緊急事態発出の為中止された。以降の理事会は実施が可能な時期や方法を模索する

一年となり、Web方式も合せて下表の通り実施した。

回 実施年月日 場　　所

1 ２０２０．　５．２８（水） 中止

2
２０２０．　８．２２（土）
１０：００～１２：００

銀座区民館
４号洋室

3
２０２０．１１．２１（土）
１０：００～１２：００

明石町区民館
５号洋室

4
２０２１．　１．２３（土）
１０：００～１２：００

Web会議

5
２０２１．　２．１３（土）
１０：００～１２：００

Web会議

6
２０２１．　３．１３（土）
１０：００～１２：００

Web会議

7
２０２１．　４．１０（土）
１０：００～１２：００

Web会議

　１．集中討議に関して／山田会長
　２．前回Web理事会の報告／事務局
　３．2020年度の反省など
　４．第55回総会に関して

　１．総会に向けて
　２．総会議案書作成について
　３．その他（２件）

　１．総会に向けて
　２．その他

主な内容

開催中止

　１．理事業務分担の件
　２．予算執行について
　３．理事会日程の確認
　４．ippニュース129号について
　５．東京パック2021について
　６．その他（４件）

　１．２０２０年「１０大ニュース」の絞り込み
　２．収支経過報告
　３．その他（３件）
　　　＊特記：理事会としてWeb会議を承認

　１．収支経過報告
　２．「TOKYO PACK 2021」出展の件
　３．ipp news130号発刊関連報告
　４．with コロナでの活動について意見交換
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事業 2020年度事業活動計画 2020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。
　３．会費入金状況の把握と未入金者への督促
　　　を追加実施した。
　４．東京パック2021の集中企画展示および
　　　セミナーに包装４団体共で参画した。
　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。
　２．2019年度の支出項目再点検の結果報告を受
　　　け、実情に即した業務改善を図る。

　１．理事会において直近の収支状況を報告し
　　　コロナ禍においても計画通り事業が遂行
　　　され、支出が行われたことを確認した。
　２．2019年度の支出項目再点検結果の財務
　　　担当理事報告を承認し、以下の2件を
　　　2021年度の改善課題とした。
　　　1)在宅ワークに適した環境整備と報酬系
　　　2)IPP携帯電話導入（固定電話廃止）

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為に見直しを実施す
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IPPホームページで
　　　告知する。

　１．支部のホームページ担当の協力により、
　　　支部活動情報掲載がタイムリーに行えた。
　　　特に2020年度は、コロナ禍のためセミナー
　　　のリアル定員情報や日程変更情報などを
　　　会員に適時情報展開することができた。
　２．今回新型コロナウィルス感染対応として、
　　　見学会・研究会等の多くが中止され、JPI
　　　「包装技術」誌への掲載は減少した。
　３．「ippニュース」を年2回発行した。
　　　理事会において新型コロナウィルス感染
　　　の終息状況を踏え、例年と異なり夏号は
　　　電子発行のみ、冬号は郵送発行が決定
　　　し、発行後も大きな問題は生じていない。
　　　ホームページへ時機を失せず掲載した。
　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ホームページへの掲載とippニュース
　　　にて告知した。また、「10大ニュース」の
　　　英訳も行い、２月に行われたTOKYO
　　  PACK2021では、ポスター掲示とチラシの
      配布を行い、国内外の方に広く告知した。
　　　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。

４．2020年度事業活動報告

　　重点課題６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
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５．２０２０年「包装界・１０大ニュース」の選定

【日本包装管理士会選定「2020包装界・10大ニュース」】

１．新型コロナ禍でWeb方式での実施が急展開

２．巣ごもり需要で食品容器特需

３．コロナ禍でよく売れた包装資材　

４．段ボールの用途展開進む

５．環境対応で紙製容器の開発が広がる

６．プラ容器の再利用・再資源化の本格的取組みが始まる

７．日本の温室効果ガス削減対応　グリーン社会の実現が加速

８．AI、VRを活用した商品パッケージ開発が活発化

９．完全ラベルレスボトルの実現

１０．モノマテリアル包材の開発に成功

６．その他の活動

＊新型コロナウィルス（COVID-19)の感染拡を受け、2020年4月7日に第1回目の緊急事態宣言が

　　発出され、経済活動全般が停滞し、包装管理士会でも計画行事や交流の中止が多発した。

　　　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

COVID-19感染拡大対応による活動停滞により掲載は減少した。

・東京パック開催の機会に行ってきた支部間交流は、感染拡大防止のため実施できなかった。

　　　２）JPI及び包装関連団体との交流

・他団体総会・交流会への会長出席などの交流は、総会方式変更など先方事情により中止された。

　・2021年　2月24～26日 TOKYO PACK 2021　に出展参加

期間中の「未来を拓くTOKYO PACK　セミナー」に講師派遣

企画展示「未来を拓く包みのテクノロジー」に包装4団体と共に参画。

IPPブース（小間№W2-32）を出展し、本部及び支部の活動をPRした。
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第１号議案　その２　　2020年度収支決算報告

＜収入の部＞ ＜支出の部＞ 単位：円

科目 予算額 決算金額 大分類 小分類 予算額 決算金額

北海道 232,000 208,000 　支部活動費 　北海道 162,400 162,400

東北 392,000 416,000 　東北 274,400 274,400

関東 2,120,000 1,992,000 　関東 1,484,000 1,484,000

中部 1,248,000 1,176,000 　中部 873,600 823,200

関西 800,000 800,000 　関西 560,000 560,000

西日本 248,000 256,000 　西日本 173,600 173,600

小計 5,040,000 4,848,000 　　　小　計 3,528,000 3,477,600

　関東支部分担金 500,000 500,000 　広　　　報 　ＩＰＰニュース発行 300,000 299,996

　包装技術誌 0 0

　　　小　計 300,000 299,996

　東京パック準備金繰越 50,000 50,000 　国際交流 　東京パック積立 100,000 100,000

　国際交流調査費 10,000 0

　　　　小　計 110,000 100,000

　財　　　務 　会費徴収 80,000 60,948

　出納経理 220,000 141,000

　　　　小　計 300,000 201,948

　情　　　報 　保守その他 50,000 53,706

　HP設計維持費 20,000 4,813

　情報ｼｽﾃﾑ更新準備金繰越 25,000 25,000 　情報システム更新準備金 50,000 50,000

　　　小　計 120,000 108,519

　事　務　局 　会員管理 200,000 148,640

　総会 200,000 67,565

　理事会
　　交通費補助・会場費 120,000 26,700

　渉外交流 30,000 0

　役員渉外 30,000 0

　その他収入 入会金 0 0 　事務委託手数料 528,000 528,000

預金利息 0 8 　事務局費 250,000 151,855

　庶務費 50,000 20,547

小計 0 0 　　　小　計 1,408,000 943,307

　小　　　計 5,615,000 5,423,008 　小　　　計 5,766,000 5,131,370

　予　備　費 83,717 0

合計 5,849,717 5,131,370

　前期繰越金 234,717 234,717 次期繰越金 526,355

　合　　　計 5,849,717 5,657,725 　合　　　計 5,657,725

≪事業基金積立≫ 単位：円

基金前期繰越金 5,747,014

基金取り崩し 0

利息 482

次期繰越金 5,747,496

情報システム準備金 50,000

東京パック準備金 0

(2020年5月1日～2021年4月30日)

2020年度収支報告書 
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（単位：円）

科　目 　　金　額 科　目 　　金　額
現金・預金 576,355 事業基金積立 5,747,496

情報システム準備金 50,000

東京パック準備金 0

定期預金 5,747,496 次期繰越金 526,355
合　計 6,323,851 合　計 6,323,851

　　　　　　　　　・みずほ銀行　普通預金 495,671 円
　　　　　　　　　・郵便振替口座 52,000 円
　　　　　　　　　・現金 28,684 円

　　　　　　　　　・三菱UFJ 銀行　定期預金 1,491,751 円
　　　　　　　　　・みずほ銀行　定期預金 4,255,745 円

　　　　　定期預金内訳

貸　借　対　照　表
（2021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    2020年度　監査報告

日本包装管理士会

会長　山田 孝志　殿

2021年５月10日に事務局より郵送の資料に基づき、監事2名が在宅で監査したが、

５月31日に追加で「京橋プラザ区民センター」において財務担当理事の立ち会いの

もと領収書、出勤簿、その他帳票の確認をし、監査をしましたので報告いたします。

1．会計監査

　資料を基に収支報告書および貸借対照表を監査したところ妥当であることを

確認しました。

　なお、監査過程において指摘をした記帳すべき項目内容の明確化とExcelコード

の適正化について修正いただくようお願いしました。

　また、今後のExcel入力に際して入力後の再確認をすること及び修正履歴を残す

こと、2021年度から作成する出納帳は入金や出金を記帳日と共に記載し、

記帳日の出納帳の残高と手元現金・ゆうちょ振替現在高・銀行通帳残高の合計を

照合するよう求めます。

２．業務監査

　コロナ禍にオンラインを活用し、「ippニュース発行」・「10大ニュース選定」・支部

への活動費分配・東京パックでの展示等を、遂行されたことを確認しました。

・8月の理事会で「2020年度の関東支部分担金は事務所費と出納経理分で、

各25万円」とされています。また、2020年支出明細から、本部+関東支部の

出納経理に関わる事務員の人件費と交通費は計15万7千円でした。

　関東支部からの出納事務委託料として25万円受け取ると、実費弁償の範囲を

大きく超えることが見込まれるため、見直しが必要と思われます。

　　なお、2020年度の入出金件数は本部+関東が約266件、関東が19件でした。

　入金明細、支出明細がエクセル化され2年目です。理事会での論議にも一層活用され

ることを望みます。

監事 福野　壽史　　　印

荒牧　哲　　　 　印

監査報告書

2021年5月31日
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第３号議案　その1　　２０２１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．関連機関との連携活動の推進
５．新型コロナウィルス（COVID-19)後の活動と組織の在り方
６．事務局員不在を考慮した理事分担作業とテレワーク活動の推進

回 開催月日 場所 主な内容

1
2021.5.22.(土)
10：00～12：00 Web(ZOOM)

　１．2021年度収支決算報告・2022年度予算確認
　２． 定時総会対応（議案書の確認）
　３． 2021年度事業活動計画の確認
　４． その他

2
2021.8.28（土）

午前
Web(ZOOM)

　１．56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
2021.11.20（土）

午前
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
2022.4.9（土）

午前
Web(ZOOM)

　◎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＞

＜２０２１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) 及びJPI関連包装４団体との交流を推進する。
　　　東京パック開催には、本部に東京パック委員会を置き積極的に協力する。
　５．Web会議システムを導入し、支部事業活動を支援する。
　６．活動目的達成のための各種委員会（役員以外も参加）の活動を支援する。
　　　「包装界10大ニュース選定委員会」「東京パック委員会」などを設置する。

　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。
　２．2020年度に審議した改善課題２件について、実行状況の確認を行う。

　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。
　　　　ippニュースの発行には、支部の皆様のご協力が不可欠となります。
　　　　コロナ禍では、イベント中止が多くなりますがホットな情報や知見収集を
　　　していただき、機関誌発行にご協力をお願いします。
　４．「10大ニュース」の公募・選定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　　２０２１年度収支予算（案） 2021/06/08　修正

＜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　　 416,000 注２） 東北　　 291,200

関東  　 1,992,000 関東  　 1,394,400

中部 1,176,000 中部　　 823,200

関西    800,000 関西    560,000

西日本 　  256,000 西日本 　  179,200

小計 4,848,000 小計 3,393,600

関東支部分担金　注５） 264,110 広報 ippﾆｭｰｽ発行　　注４） 300,000

理事活動費 10,000

包装技術誌 0

小計 310,000

東京パック準備金繰越 50,000 国際交流 東京パック 50,000

理事活動費 10,000

国際交流調査費 10,000

小計 70,000

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 50,000 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 100,000

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 528,220

預金利息 0 事務局費 250,000

庶務費 50,000

小計 0 小計 1,388,220

小計 5,212,110 小計 5,581,820

前期繰越金　 526,355 予備費 156,645

合計 5,738,465 合計 5,738,465

  

注１．会費収入予算は年度末（2021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、夏季発行予定号(従来は8月発行）は2020年度と同様にWeb発行、

　　　　冬季発行予定号(従来は1月末発行)1回を印刷冊子として発行（決定）で予算化しています。
注５．事務所費(支出項目：事務委託手数料)の50%を関東支部で分担(振込手数料を含む)

２０２１年度収支予算（案）

（2021年5月1日～2022年4月30日）
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【参考】 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 電　話 FAX

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

山田孝志 関東

道明　誠 関東

会　　　長 35065

新宿区
高田馬場シニア活動館

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

新宿区
高田馬場シニア活動館

事務局　　　２０２１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
レンゴー（株）
恵庭工場　営業部

関西

副　会　長

-

支　部　長

――
事務局員
(会計担当)

藤生廣来

會田　慶太

桃川公一

5004

12006

47016

23095

25079

27144

23260
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総　　務

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

会計

[組織表]

２０２１年度　日本包装管理士会　機構組織図

総　会

監事

理 事 会
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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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　　２－３　包装基礎セミナー　　　コロナ禍の為中止

　　3－1
3－2

　　２－１　　包装懇話会
　　２－２　　

北　海　道　支　部

【2020年度事業経過報告】 （2020年5月1日～2021年4月30日）

　1．会　議　等
　　１－１　総　　　　会 コロナ禍の為中止

『美術品に用いられる包装資材の評価に関する現状と課題』　
　　　　発表者：和田　浩氏　　東京国立博物館　環境保存室長
『MAフィルムを利用したスイートコーンの鮮度保持輸送技術開発』
　　  　発表者：印南　亨哉氏　　ホクレン農業協同組合連合会　食品検査分析センター

　　２－２　新春研究会 2021年1月　　コロナ禍の為中止

　　１－２　運営委員会 コロナ禍の為中止

　２．研　究　会
　　２－１　包装懇話会 2020年11月25日（Web上で実施）　　JPI共催　　参加者：41名

収　　　　　　入 支　　　　　　出

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

　３．交　流　会
合同親睦会（ＪＰＩ北海道支部・ＩＰＰ北海道支部）納涼ビール会　　　コロナ禍の為中止
賀詞交歓会　　　2021年1月　　コロナ禍の為中止

【2020年度決算報告】

利息 振込料 220

前期繰越金 23,143 包装懇話会費 40,000
支部活動費 162,400

次期繰越金 145,323
計 185,543 計 185,543

小計 40,220

　２．研　究　会
包装懇話会 202１年11月予定⇒コロナの状況にて未定
新春研究会 2022年1月予定⇒コロナに状況にて未定

【２０21年度事業計画案】 （2021年5月1日～2022年4月30日）

　１．会　議　等

　　１－１　　総　　　　会 2021年5月25日開催予定(北海道経済センター）

　　１－２　　運営委員会 2021年度は未定、コロナの状況による

【２０2１年度収支計画案】

収　　　　　　入 支　　　　　　出

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

　３．交　流　会
　　３－1　　賀詞交歓会 2022年1月予定⇒コロナに状況にて未定
　　３－2　　納涼ビール会 2021年7月予定⇒コロナの状況により未定

納涼ビール会 100,000

前期繰越金 145,323 包装懇話会費 40,000
支部活動費 145,600 研究会費（新春研究会） 40,000

予備費 110,703
計 290,923 計 290,923

振込料 220
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【2020年度事業報告】 【2021年度事業計画（案）】

　①35回支部総会：R2年6月17～19日（金） 　①支部総会：R3年6月　　　開催中止　　
　　　新型コロナウイルス感染防止の為、従来の様な 　　　新型コロナウイルス感染拡大防止の為
　　　集合しての総会は中止、文書やE-mailでの 　　従来の様な集合総会は中止して、会員と
　　　質疑・承認とした 　　Ｗeb総会を開催して承認していただく。

　　　（事前申し込み制とする）
　②支部理事会：R2年4月14日（火）
　　　E-mailでの文面交換で行う 　②本部総会：個別審議、集会方式中止

　　（新型コロナウイルス感染拡大防止の為）
　③見学会
　　　コロナウイルス感染防止の為中止 　③支部理事会：

　　　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
　④包装講演会：R3年3月16日（火）　オンライン開催 　　今期はWeb理事会を開催予定
　　　テーマ　：　「ポリ乳酸の最近の動向」
　　　講　師　：　トタルコーピオンPLAｂ.Ｖ.氏 　④見学会
　　　　　　　　　　日本連絡事務所代表　金高武志氏 　　コロナウイルス感染が終息するまで中止とする

　⑤５５期生管理士合格者包装論文発表会 　⑤研究会or講演会　　JPIと検討中
　　　コロナウイルス感染防止の為中止

　⑥５６期包装管理士講座
　⑥５５期包装管理士講座 　　　コロナウイルス感染防止の為、一部
　　　テキスト講義はオンラインで実施 　　カリキュラムを変更してオンラインで実施
　　　筆記試験は　Weｂ試験　面接試験は中止 　　　統括科目：Ｒ３年６月９日（水）

　　　材料科目：Ｒ３年６月１６日～１８日
　⑦５５期包装管理士合格証書授与式 　　　輸送包装：Ｒ３年６月２９日～７月２日
　　　新包装管理士を囲む会 　　　生活包装：Ｒ３年７月６日～７月９日
　　　コロナウイルス感染防止の為中止 　　ケーススタディ、面接、筆記試験は豊橋市

　⑧2021年東北包装界新年名刺交換会 　⑦５６期生合格証書授与式
　　　コロナウイルス感染防止の為中止 　　５６期生管理士合格者包装論文発表会

　　５６期生管理士合格者を囲む会
　　Ｒ３年１１月５日（金）予定

　⑧全日本包装技術研究大会　福岡大会
　　　Ｒ３年１２月２日～３日
　　　　福岡市　電気ビル共創館
　　　コーディネイター鈴木支部長参加予定

　⑨東北包装界新年賀詞交換会
　　　Ｒ４年１月１２日（水）or１３日（木）
　　　仙台市内　江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞホテル予定

【2020年度決算報告】 【2021年度予算（案）】

　　　　収入の部 　　　　支出の部 　　　　収入の部
　支部活動費 274,400 　基金積立 300,000 　支部活動費 291,200 　研究会等 50,000
　前期繰越金 88,675 　総会・会議 8,057 　前期繰越金 13,274 　総会・会議 100,000

　運営費 41,744 　運営費 154,474
　次期繰越金 13,274 　其の他

　　合　計 363,075 　　合　計 363,075 　　合　計 304,474 　　合　計 304,474

　　　東　　北　　支　　部　　

　　　支出の部

-15-



第１ 諸会議
１） 5月　運営委員会　　※メール審議

２） 6月　第51回 定期総会　　※書面審議

３） 12月　賀詞交歓会余興打合せ会　　※中止

第２ 事業

　※上記事業は「コクリポウェビナー」で

各２回開催予定

　12月 8日（水）　2021日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

　　　　　　　　　　 入賞作品発表会

　2021年 2月16日（火） （参加者：98名）

(2)第61回包装技術研究大会中部大会

２）研修活動　※開催中止 　2022年 2月22日（火）

２）研修活動

 5月13～14日（木、金）

３）会員交流会　※開催中止 　2021年度 包装設計の基礎講座

2021年1月13日（水）

　2021中部包装界新年賀詞交歓会 ３）会員交流会

########

４）その他後援事業 　2022中部包装界新年賀詞交歓会

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 1,176,000 事業費 161,365 会費 1,176,000 事業費 700,000

雑収入 16 総会費 27,872 雑収入 39 総会費 35,000

前期繰越金 376,542 管理費 16,060 前期繰越金 494,461 管理費 382,700

本支部
精算金

352,800
本支部
精算金

352,800

事業推進
積立金

500,000
事業推進
積立金

150,000

予備費 0 予備費 50,000

次期繰越金 494,461 次期繰越金 0

合計 1,552,558 合計 1,552,558 合計 1,670,500 合計 1,670,500

(1)研究例会 (1)研究例会

　中　部　支　部

【２０２０年度事業報告】 【２０２１年度事業計画（案）】
第１ 諸会議

１） 5月　運営委員会　　※メール審議

２） 6月　第52回 定期総会　　※書面審議

３） 12月　賀詞交歓会余興打合せ会

第２ 事業
１）研究会活動　　※全て「Zoomウェビナー」で開催 １）研究会活動　

 7月29日（水）　輸送包装研究例会　(参加者：72名) （日程未定）  JPI WEBフォーラム（包装資材）

 9月24日（木）　包装資材研究例会 　(参加者：92名) （日程未定）  JPI WEBフォーラム（輸送包装）

　　※「生活者包装研究例会」は開催中止 （日程未定）  JPI WEBフォーラム（生活者包装）

 10月 14日（水）　包装技術研究例会　(参加者：43名) （日程未定）  JPI WEBフォーラム（包装技術）

 11月11日（水）  包装技術講習会　(参加者：69名)

 12月 2日（水）　2020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：88名)   11月10日（水）  包装技術講習会

【２０２０年度決算報告】
　　　　　　（2020年5月1日～2021年4月30日）

【２０２１年度予算（案）】
　　　　　　（2021年5月1日～2022年4月30日）

(2)第60回包装技術研究大会中部大会

 5月14～15日（木、金）

　第30回包装設計の基礎講座
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１．会議 １．会議
総　会 総　会 中止（会員へはメールにて活動を報告）
役員会 役員会 年度後半に実施予定（４回）

研究会開催WEBミーティング （オンラインミーティングも検討）
日時：12月18日（金）14：00～16：00）

2．研究会等の活動 2．研究会等の活動
　研究会 日時：10月26日（月）10：00～12：00 年２回実施予定

（オンラインセミナー） テーマ：容器包装リサイクル法制定から （オンラインセミナーも検討）
　　　　　今日に至る流れと課題
講師：JPI包装技術研究所　

包装材料研究室　室長　平田　成氏
参加者：20名　 　
＊JPI西日本支部と共催

　研究会 日時：2月2日（火）14：00～15：00
（オンラインセミナー） テーマ：お客様へ製品を大切にお渡し

　　　　　　　　　するための活動について
講師：TOTO㈱グローバル物流推進部

参加者：６９名  

3．研修会・講演会 3．研修会・講演会 
年度後半に実施予定

4．見学会 4．見学会
年度後半に実施予定

5．交流会 5．交流会
年度後半に実施予定

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

支部活動費 173,600 研究会等 50,000 支部活動費 179,200 研究会等 50,000

前期繰越金 102,161 総会会議等 20,000 前期繰越金 195,761 総会会議等 40,000

利息 運営費 10,000 運営費 27,000

次期繰越金 195,761 予備費 257,961

合　　計 275,761 合　　計 275,761 合　　計 374,961 合　　計 374,961

次期繰越金に積立金（普通預金）含む 予備費に前期積立金と2020年度積立金含む 単位：円

積立金の目的は記念事業・本部総会等の為

　　　　グローバル物流技術開発グループ

西 日 本 支 部

【2020年度事業報告】 【2021年度事業計画】

コロナの影響により中止
コロナの影響により中止

コロナの影響により活動できず

【2020年度決算報告】(2020.5.1～2021.4.30) 【2021年度予算】（2021.5.1～2022.4.30)

　　　　桐野　賢太郎氏

＊JPI西日本支部と共催

コロナの影響により活動できず

コロナの影響により活動できず
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【2020度　事業報告】　（2020年5月1日～2021年4月30日）

１．会　議

1－1. 総会　・・・　２０２０年 ６月１６日（火）１５：５０～１６：５０　

　　　　　　　　於：大阪市立総合生涯学習センター第６研修室

１－2. 運営委員会　・・・　６回／年 開催　（11月､1月､2月､4月の委員会は中止）

　（開催月日… 6/16､7/17､ 9/28､ 10/26､ 12/16､3/23）

２．研究会

2－1. 第１１回 Ｗ会（女性だけの包装研究会）と合同研究会

　・・・ 2020年7月17日（金）17:00～18:50

　　　　　　於：大阪市立総合生涯学習センター第5研修室　参加者16名(内ﾘﾓｰﾄ参加2名）

３．見学会・セミナー

3－1. 第４４回ミニセミナー　2020年10月26日（月）17:00～18:50

参加者22名(内ﾘﾓｰﾄ参加3名)

3－2. 第４５回ミニセミナー　2020年12月16日（水）17:00～18:50

参加者25名(内ﾘﾓｰﾄ参加7名)

3－3. 第４６回ミニセミナー　2021年 3月23日（火）17:00～18:50

参加者19名(内ﾘﾓｰﾄ参加3名)

3－4.

　　セミナー「品質向上に関する取り組みとその成果､改善の取り組み､リスクに対する取り組み」

3－5. 　21年2月22日開催予定の“ミニセミナー”　は中止　

４．JPI関西支部との連携

4－1. 第５５期包装管理士講座 合格証授与式　集会方式中止

　　　　・・・第55期生(支部76名)に包装管理士会入会案内資料を発送

５．交流会

5－1. 技術士包装物流研究会会合　・・・　リモートで参加

5－2. ＪPI関西支部、新春会員交流会　・・・　中止

６．海外セミナー支援

6－1. 台湾国際包装工業セミナー支援（台北PACK）　・・・　セミナー中止

【2020年度　収支決算報告】　(2020年5月1日～2021年4月30日）　　　　　　　　　単位：円

収　　　　入 金　　　　額 支　　　　出 金　　　　額

支部活動費 560,000 活 動 費 231,798

事 業 収 入 45,000 事 業 経 費 110,000

雑　収　入 9,005

前期繰越金 175,293 次期繰越金 447,500

合　　　計 789,298 合　　　計 789,298

関　西　支　部

　　「パッケージ設計とパレット積載計算の効率化/エスコグラフィック(株)・斎藤氏」・オンラインセミナー

　　「もうそこまで来ている､環境に配慮した選択肢～水性フレキソ～/相互製版(株)・北川氏」

　　「包装とコンプライアンス/(株)クレステック･国際法令規格アドバイザー・徳田氏」

　　「エコエコパッケージへの取り組み/(株)クラウン･パッケージ・八木野氏」

2020年9月28日（月）13:30～16:40 参加者13名

　　「容器包装におけるプラスチック削減への取り組み/凸版印刷(株)・川﨑氏」

　　「大型重量物の木枠包装からALL段ボール化実現/ナビエース(株)・大山氏」

　　「段ボール包装の開封方法の変遷と最近の傾向/大阪紙器工業(株)・小坂氏」

　　「段ボールケース製造メーカーの付加価値を上げる営業への取り組み/(株)高木包装・寺田氏」

見学会＆セミナー「(株)クラウンパッケージ大阪事業所」
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【2021年度　事業計画（案）】　（2021年5月1日～2022年4月30日）

１．会　議

1－1. 総会　・・・　２０２１年 ５月２８日（金）

　　　　　　　　集会方式を中止し､メール､ＦＡＸで個別審議

1－2. 運営委員会　・・・　日程表に従い、計７回開催

1－3. 支部５０周年記念事業　・・・　2022年度開催に向け準備委員会を計３回開催

1－４. 役員会　・・・　適時開催（支部長、副支部長）

２．合同研究会

2－1. 第１２回 Ｗ会（女性だけの包装研究会）と合同研究会　・・・  ２０２１年７月２６日（月）

３．見学会・セミナー

3－1. 第４７回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２１年１０月 　　　3－2.　　第４８回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２１年１２月

3－3. 第４９回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２２年３月 　　　3－4.　　見学会＆セミナー　２０２１年９月

４．JPI関西支部との連携

4－1. 第５６期包装管理士講座 合格証授与式　２０２１年１０月２２日（金）

　　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　・・・　５回／年

5－2. ＪPI関西支部、新春会員交流会　・・・２０２２年 １月

２０２１年度　日本包装管理士会　関西支部事業日程表（案）

【2021年度　予算（案）】　　（2021年5月1日～2022年4月30日）　　　　　　　　　　単位：円

収　　　　入 金　　　　額 支　　　　出 金　　　　額

支部活動費 560,000 活 動 費 260,000

事 業 収 入 80,000 事 業 経 費 250,000

雑　収　入 0

前期繰越金 447,500 次期繰越金 577,500

合　　　計 1,087,500 合　　　計 1,087,500

関　西　支　部

年/月 ２０２１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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7回

５０周年事業準備委員会 ○ ○ ○ ３回

ミニセミナー ○ ○ ○ 3回

見学会＆セミナー ○ 1回

W会合同研究会 ○ 1回

56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 ○ ○ ○ ○ ○ ５回

２０２２年
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１．総　会　：　第48回定時総会　2020年 6月24日（水）　個別審議・郵便投票評決　文昌堂10F貸会議室
２．理事会　：　年間６回を予定したが、新型コロナ感染拡大による国の緊急事態宣言発出で集会予定が

　　　　　　３回続けて中止され、対応策としてWeb会議を導入し年度後半に６回開催した。
３．50周年事業企画プロジェクト2021年2月10日（水）19：00～21：00　Web会議を開催。
　　　　　　　　　　　　　　記念式典、記念セミナーの内容と予算について検討した。
４．交　流　：　新型コロナ感染症対策で集会の開催や参加を自粛したため、会員間　・支部間　・他団体と

　　　　　　交流は実施できなかった。他の手段による会員間の交流を模索したが実現できなかった。
５．包装管理士講座第55期生のIPP入会促進

　　　　　　第55期包装管理士合格証書授与式の集会中止により資料配布による入会勧誘を行った。
　　　　　　東京会場受講55期修了者169名の内、9名から仮入会手続きが行われた。

６．包装研究会
　　　　　　新包装管理士による論文発表会を計画したが、新型コロナウィルス対応のため開催できず。

７．見学会・情報交換会
　　　　　　新型コロナウィルス感染防止対応のため企画困難で計画できず。

９．スキルアップセミナー
　　　　　　新型コロナウィルス対応のため開催できず。Web方式を模索したが実施できなかった。

１０．海外展示会視察／視察報告会
　　　　　　新型コロナウィルス感染防止対応のため企画困難で計画できず。

１０．”Wippl”（女性包装管理士の会）コミュニティー活動支援
　　　１）2016年11月発足時６名のメンバーであったが、2020年3月時点で21名に増加した。１）”Wippl”コミュニティーの現状

　　メンバーは21名ですが、2020年2月に予定していたイベントには33名の参加希望がありました。
２）活動
　・今年はコロナウィルスの影響で、活動らしい活動はできませんでした。
　　事務局メンバーもオンラインにて打合せを実施しました。
　・10月15日にオンライン交流会を実施　　　参加人数　：１２名

１１．「IPPコミュニ亭」（異業種交流企画とツイッターによるWEB広報活動)　推進強化
１）リアルでの異業種交流は企画できず。（新型コロナウィルス感染防止対応のため）
２）関東支部のツイッター「＠IppKanto」は2018年12月開始以降、毎日情報発信をしており、
　 ツイートインプレッション（表示回数）は、2020年4月～2021年3月の期間に135万回
　　（月平均11.2万回）を超える規模に拡大している。
　　2021年4月20日現在、フォロワー数は2455アカウント(前年同期比972アカウントの増加)であった。
＊ツイッターアカウントは、「＠IppKanto」　です。ぜひ一度アクセスして下さい。

【2020年度　収支決算報告書】

科　目 金　額 科　目 金　額
　本部交付金 1,484,000 　総会・会議費等 0
　事業収入 200,000 　運営費 500,000
　活動費戻し（写真研究会） 50,000 　研究会等 50,000
　預金利息、雑収入 8 　東京パック経費 177,276

　基金積立 500,000
　前期繰越金 468,882 　次期繰越金 975,614

合　計 2,202,890 　合　計 2,202,890

　関　東　支　部

【2020年度事業報告】（2020年5月1日～2021年4月30日）

１２．写真研究会　：　１０月２４日（土）　　　国営昭和記念公園で撮影会　　　　　参加人数　：　2名

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。
　　　　会員の研究会など参加費は原則として無料とする。
　　　　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”の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「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。 
包装4団体との共同事業にも参画する。

　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。

Web方式定着の際の経費支出について検討し確定させる。
　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。

2021年度内の年間スケジュールを確定し、計画通りに進める。
記念講演会など内容の具体化をより進める。

　7）会の活動にＷｅｂ方式も活用する。

事業 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

総会
17

(水）
集会方式中

止

27
（木）

15
（木）

16
(木)

11
(木)

9
(木）

3
（木）

今年度なし

○ 3月地域研究会

包装研究会 ○ ○
写真研究会 写真展 撮影会2回

○ Web
2回

○ 福岡会場
50周年プロジェクト ○ ○ ○ ○ プレイベント

BBQ

　関　東　支　部

【2021年度　事業計画（案）】

【2021年度　事業日程表（案）】
年　/　月 2021年 2022年

備　考

科　目 金　額 科　目 金　額

理事会

海外視察・報告会
見学会・地域研究会

研究会

56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

【2021年度　収支予算表　（案）】
収入の部 支出の部

本部交付金 1,394,400 総会・会議費等 270,000                     
事業収入 0 運営費 1,145,000                   

合計 2,370,014 合計 2,370,014                   

預金利息 0 研究会等 370,000                     
前期繰越金 975,614 予備費 585,014                     
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