
支部報告のページには、各支部から提出された活動報告を記載しています。

支部総会議案書ではありませんが、活動状況をお知らせする資料としてご覧下さい。

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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　　１－１ 総　　　　会
　　１－２ 運営委員会

　　２－１ 包装懇話会
　　２－２ 新春研究会
　　２－３ 包装基礎セミナー

　　3－1

3－2

　　１－１ 総　　　　会
　　１－２ 運営委員会

　　２－１　　包装懇話会
　　２－２　　

　　３－１ 賀詞交歓会
　　３－２ 納涼ビール会

　３．交　流　会

次期繰越金 290,924
計 290,924 計 290,924

【2022年度事業計画案】 （2022年5月1日～2023年4月30日）

　１．会　議　等
2022年5月31日（北海道経済センター7階）
2022年5月31日（北海道経済センター7階）

　２．研　究　会
2022年11月予定
2023年1月予定新春研究会

包装懇話会

賀詞交歓会　　　 新型コロナウイルスの状況を鑑みて中止

支部活動費 145,600
利息 1

新型コロナウイルスの状況を鑑みて中止

　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

新型コロナウイルスの状況を鑑みて中止

北　海　道　支　部

【2021年度事業経過報告】 （2021年5月1日～2022年4月30日）

　1．会　議　等
2021年5月25日（北海道経済センター7階）

新型コロナウイルスの状況を鑑みて中止

2021年5月25日（北海道経済センター7階）

　２．研　究　会
新型コロナウイルスの状況を鑑みて中止

【2021年度決算報告】

収　　　　　　入 支　　　　　　出

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

前期繰越金 145,323

2023年1月予定
2022年7月予定⇒新型コロナウイルスの状況により中止の可能性あり

【2022年度収支計画案】

収　　　　　　入 支　　　　　　出

利息 2 納涼ビール会 100,000

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

前期繰越金 290,924 包装懇話会費 40,000
支部活動費 156,800 研究会費（新春研究会） 40,000

予備費 267,726
計 447,726 計 447,726
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【2021年度事業報告】 【2022年度事業計画（案）】

　①36回支部総会：R3年6月23日 ①支部総会 ：　R4年6月14日
　　　　　委任状が規定数以上提出されたので、 　　ホテルメトロポリタン仙台　　
　　　　　R3年6月23日開催の臨時理事会（zoom会議） 　　感染防止対策を講じて開催
　　　　　で総会決議とし、承認された

　②支部理事会：R2年4月14日（火） ②支部理事会 ：　年3回のzoom会議を予定
　　　　　第一回　R3.6.23zoom会議 　　今期はWeb理事会を開催予定
　　　　　第二回　R4.5.11zoom会議

　③見学会　　中止とした ③見学会 ：　コロナウイルス感染が
　　終息するまで中止とする

　④包装講演会：R4年3月29日　ウエヴィナー開催 ④研究会or講演会　　JPIと検討中
　　　　　JPI 東北支部と共催　IPP西日本支部と共催 　　　　　JPI 東北支部と共催でWebフォーラムを
　　　　　テーマ　：2021日本パッケージングコンテスト　　　　　入賞作品8件講演 　　　　　２回開催計画（8・12月を予定）

　⑤56期生管理士合格者包装論文発表会 ⑤57期生合格証書授与式
　　　　　R3.11.5　江陽グランドホテル 　　　　　57期生管理士合格者包装論文発表会
　　　　　合格者5名が論文発表 　　　　　57期生管理士合格者を囲む会

　　　　　R4年11月予定

　⑥56期包装管理士新包装管理士を囲む会 ⑥全日本包装技術研究大会　札幌大会
　　　　　R3.11.5　江陽グランドホテル 　　　　　R4年11月17日～18日
　　　　　論文発表会後に開催 　　　　　ニューオータニイン札幌

　⑦2021年東北包装界新年名刺交換会 ⑦東北包装界新年賀詞交換会
中止 　　　　　R5年1月予定

　　　　　江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞホテル予定

【R3年度　収支報告】 （R3年5月1日～R4年4月30日） 【R4年度予算（案）】 （R4年5月1日～R5年4月30日）

　　　　収入の部 　　　　支出の部 　　　　収入の部（51名）
　支部活動費 291,200 　総会・会議 11,375 　支部活動費 285,600 　総会・会議 150,000
　前期繰越金 13,275 　運営費 46,176 　前期繰越金 142,473 　運営費 150,000
　利息 1 　研究費 4,452 　研究費 50,000

　次期繰越金 142,473 　予備費 78,073
　定期預金 100,000

　　合　計 304,476 　　合　計 304,476 　　合　計 428,073 　　合　計 428,073
周年基金：300,000円（周年事業費）　七十七銀行　定期預金 周年基金：300,000円（周年事業費）　七十七銀行　定期預金

周年基金：100,000円（周年事業費）　七十七銀行　定期預金

　　　東　　北　　支　　部　　

　　　支出の部
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【２０２２年度事業計画（案）】
第１　諸会議 第１　諸会議

１） 5月　運営委員会　　※メール審議 １） 5月　運営委員会　　※メール審議

 　 4月19日（火）　運営委員会 ２） 6月　第53回 定期総会　　※書面審議

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

３） 12月　賀詞交歓会余興打合せ会　　※中止

第２　事業
第２　事業

１）研究会活動　　※コクリポ／Zoomウェビナーで開催

(1)研究例会

 10月5日（火）　 JPI WEBフォーラム(参加者：124名)

 10月14日（木）　 JPI WEBフォーラム(参加者：91名)

 11月10日（水）  包装技術講習会(参加者：102名)

 12月 8日（水）　2021日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 　※上記事業は「Zoomウェビナー」で開催予定

　　　　　 　　　　 入賞作品発表会　(参加者：77名)   11月9日（水）  包装技術講習会

 1月21日（金）　 JPI WEBフォーラム(参加者：137名) 　12月 7日（水）　2022日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

 2月15日（火）　 JPI WEBフォーラム(参加者：160名) 　　　　　　　　　　 入賞作品発表会

 3月4日（金）　 JPI WEBフォーラム(参加者：257名) (2)第62回包装技術研究大会中部大会

(2)第61回包装技術研究大会中部大会 　2023年 2月16日（木）

　 2月22日（火） （参加者：89名）

２）研修活動

２）研修活動　※一部Teamsを利用したオンライン講義  5月12～13日（木、金）

　5月13～14日（木、金） 　2022年度 包装設計の基礎講座

　2021年度包装設計の基礎講座（参加者：23名）

３）会員交流会

３）会員交流会　※開催中止 2023年 1月19日（木）

　2023中部包装界新年賀詞交歓会

　2022中部包装界新年賀詞交歓会

４）その他事業

４）その他事業 コロナ禍における中部支部交流会活動中止

中部支部事務所移転 にともなう余剰繰越金の会員還元事業（仮）

　　　　　（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 1,120,000 事業費 98,095 会費 1,120,000 事業費 750,000

雑収入 18 総会費 22,920 雑収入 60 総会費 35,000

前期繰越金 494,461 管理費 73,724 前期繰越金 583,740 管理費 382,800
本支部
精算金

336,000
本支部
精算金

336,000

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 583,740 次期繰越金 0

合計 1,614,479 合計 1,614,479 合計 1,703,800 合計 1,703,800

　中　部　支　部

（日程未定）  JPI WEBフォーラム（包装資材）

（日程未定）  JPI WEBフォーラム（輸送包装）

（日程未定）  JPI WEBフォーラム（生活者包装）

（日程未定）  JPI WEBフォーラム（包装技術）

【２０２１年度決算報告】
　　　　　　（2021年5月1日～2022年4月30日）

【２０２２年度予算（案）】
　　　　　　（2022年5月1日～2023年4月30日）

2022年1月

(1)研究例会

【２０２１年度事業報告】

１）研究会活動　
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１．会議 １．会議
総　会 総　会
役員会 2022年４月10日JPI西日本支部事務所 役員会

2．研究会等の活動 WEB講演（ZOOM） 2．研究会等
JPIの事業に協賛 JPI西日本支部と協賛

11月25日 レンゴー㈱　池田雄輝氏
ポン酢360ｍｌｘ12段ボール開封性向上形態開発

11月25日 レンゴー㈱　緒方翔平氏 3．講演会
ネギ用段ボールにおけるノンステープル JPI西日本支部と協賛

ロック機能の向上

11月25日 TOTO㈱　三浦將平氏
作業性向上・包装材削減を図る包装改善 4．見学会

11月25日 TOTO㈱　首藤真吾氏 JPI西日本支部と協賛
パルプモールドから段ボール仕切りへの包装改善

12月8日 久光製薬㈱　冨澤之貴氏
医薬品の薬袋、ケース、段ボールのコンパクト化 5．交流会

JPI西日本支部と協賛
　　第59回全日本包装技術研究大会（福岡大会）

場所 電気ビル共創館

　　JPI・WEBフォーラム福岡推薦
2月9日 凸版印刷㈱　南浩紀氏 2022年4/10役員会

国内初レトルト・ボイル・電子レンジ対応 組織
デジタルプリント 支部長 藤生 総括

3月3日 TOTO㈱ 桐野賢太郎氏 副支部長 末松 IPPニュース・企画等
お客様へ製品を大切にお渡しする 副支部長 森永 JPI事務局長・企画

ための活動について 事務局 八田 事務局
　　2021年度JPI東北支部・西日本支部共催包装研究講演会 会計 中村 出納 企画等

2021年日本パッケージコンテスト入賞作品発表会 理事 要請中
オンライン開講ZOOMウェビナー 理事 要請中

3月29日 講演者8名　参加者90名

4．見学会 中止

5．交流会

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

支部活動費 179,200 研究会等 60,000 支部活動費 168,000 研究会等 60,000

前期繰越金 195,761 総会会議等 32,994 前期繰越金 261,970 総会会議等 40,000

利息 3 運営費 20,000 利息 1 運営費 25,000

次期繰越金 261,970 予備費 304,971

合　　計 374,964 合　　計 374,964 合　　計 429,971 合　　計 429,971

次期繰越金に積立金（普通預金）含む 予備費にR2/R3/R4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

西 日 本 支 部

【2021年度事業報告】 【2022年度事業計画】

メールとはがきで参加

【2021年度決算報告】(2021.5.1～2022.4.30) 【2022年度予算】（2022.5.1～2023.4.30)

12月２日（木）３日（金）

2022年4月10日
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【2021度　事業報告】　（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　・・・　２回／年 開催　（計画の委員会は新型ｺﾛﾅ禍で中止）

　（開催月日… 7/26､ 12/11）

　　２．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）17:00～18:50

　　　　　　於：大阪市立総合生涯学習センター第３研修室　参加者23名(内ﾘﾓｰﾄ参加6名）

凸版印刷(株)関西ＴＩＣ本部　秦 弘信氏

三笠産業(株)営業・開発本部　遠藤明子氏

　　３．見学会・セミナー

3－1.

　　  セミナー 「流通業界の現状と未来」講師　山九(株)センター長　川村孝文氏

3－2. ミニセミナー（10月､12月、3月開催予定の事業は中止）

　　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　集会方式中止

　　　　・・・第56期生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

　　（12/4技術士関西支部理事会に現地参加）

5－2. ＪPI関西支部、新春会員交流会　・・・　中止

【2021年度　収支決算報告】　　(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 80,569

事 業 収 入 61,000 事 業 経 費 35,600

雑　収　入 8 事務所経費 130,986

前期繰越金 447,500 次期繰越金 821,353

合　　　計 1,068,508 合　　　計 1,068,508

　　講演テーマ②「改正食品衛生法～食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について～」

関　西　支　部

　　講演テーマ①「サステナブルライフ　－ＳＤＧsと生活者の環境意識－」

見学会＆セミナー　…　２０２１年１２月１７日（金）13:40～16:20　参加者17名

　　　見学先　山九(株)神戸支店 西神戸物流センター
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【2022年度　事業計画（案）】　（2022年5月1日～2023年4月30日）

　　１．会　議

1－1. 総会　・・・　２０２２年 ６月９日（木）

　　　　　　（場所：大阪市立総合生涯学習センター）

1－2. 運営委員会　・・・　日程表に従い、計６回開催

1－3. 役員会　・・・　適時開催（支部長、副支部長）

　　２．合同研究会

2－1. 第１3回 Ｗ会（女性だけの包装研究会）と合同研究会　・・・  ２０２２年７月２８日

　　３．見学会・セミナー

3－1. 第４７回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２２年１０月予定

3－2. 第４８回ﾐﾆｾﾐﾅｰ　２０２２年１２月予定

3－3. 見学会＆セミナー　２０２２年 ９月予定

　　４．JPI関西支部との連携

4－1. 第５７期包装管理士講座 合格証授与式　２０２２年１０月予定

　　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　・・・２０２３年 １月予定

２０２２年度　日本包装管理士会　関西支部事業日程表（案）

【2022年度　予算（案）】　　（2022年5月1日～2023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 130,000

事 業 収 入 300,000 事 業 経 費 1,100,000

雑　収　入 0 事務所経費 130,000

前期繰越金 821,353 次期繰越金 321,353

合　　　計 1,681,353 合　　　計 1,681,353

関　西　支　部

年/月 ２０２２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 回数

定時総会 ○ 1回

運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６回

ミニセミナー ○ ○ 2回

見学会＆セミナー ○ 1回

W会合同研究会 ○ 1回

５０周年記念事業 ○ １回

５７期合格証書授与式 ○ １回

ＪＰＩ会員交流会 ○ 1回

技術士包装物流会交流 ○ ○ ○ ○ ○ ５回

２０２３年
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１．総　会　：　第49回定時総会　2021年 6月17日（木）　個別審議・郵便投票評決　Web説明会併用（申込制）
２．理事会　：　年間９回をすべてWeb（ZOOM）で行った。

　１）50周年事業企画プロジェクトの打ち合わせをZOOMで行った。
　　　　日程：7月9日、8月20日、9月24日、11月26日の4回
　２）2022年2月1７日（水）13：30～15：00　Webセミナーを開催。貸し会議室に講師、司会が集まり実施。

参加者：18名

　３）2022年4月22日（金）13：30～15：00　Webセミナーを開催。 参加者：18名

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　・他団体との
　　
５．包装管理士講座第56期生のIPP入会促進

　　　　　第56期包装管理士合格書授与式の集会中止により資料配布による入会観誘を行った。
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。
８．スキルアップセミナー／新型コロナウィルス対応のためWeb方式を模索したが実施できなかった。
９．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）”Wippl”コミュニティーの現状
　　　　　・発足時6名であったメンバーの人数は、2022年3月時点で若干増加し23名となりました。
　　　　　　メンバーの勧誘活動は随時実施しており、メール、口コミ等で実施しました。
　　　　　・事務局メンバー：野崎さん、眞鍋さん、大枝さん(育休中)
　２）活動
　　　　　・2021年度はほとんど活動ができなかったため、2022年度は前半にメンバーの方からの
　　　　　　意見集約を行い、後半で何か活動につなげていく予定。

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～2022年4月の期間に197万回
       フォロワー数：2755　　ツイート数（投稿回数）：3078
　　　　＊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。

　１）2021年11月26日(金)～29日(月)に横浜山手234番館ギャラリーで写真展をリアルで開催。
　　　会員8名のA3サイズの作品24点を展示。好天に恵まれ、4日間計で351人の来場あり。
　２）2022年4月03日(日)に総会兼撮影会を予定したが、雨天のため中止。

【2021年度　収支決算報告書】

科　目 金　額 科　目 金　額
　本部交付金 1,394,400 　総会・会議費等 0
　事業収入 0 　運営費 291,300
　活動費戻し（写真研究会） 0 　研究会等 50,000
　預金利息、雑収入 13 　東京パック経費 100,000

　基金積立 0
　予備費（50周年仮払等） 434,196

　前期繰越金 975,614 　次期繰越金 1,494,531
合　計 2,370,027 　合　計 2,370,027

収入の部 支出の部

　関　東　支　部

【2021年度事業報告】（2021年5月1日～2022年4月30日）

　　　　　　①5月2７日(木)、②７月15日(木)、③8月18日（水)、④９月1６日（木)、⑤11月11日(木)、
            ⑥12月9日（木）、⑦12月17日（金）、⑧2月10日（木）、⑨3月3日（水）

３．50周年事業企画プロジェクト

　　　　内容：玉利かおるさん　明日から誰でもできる、コミュニケーションのコツ
　　　　　　　　　～オンライン時代に気づくこと～

　　　　内容：宮城まり子さん　人生100年時代のライフキャリアデザイン
　　　　　　　　　～これからの働き方・生き方を考える～

　　　　   交流は実現できなかった。

１２．写真研究会

-20-



　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周年記念行事を行う。

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。

【2022年度　事業日程表（案）】＊COVID-19の収束動向が明確でなく、変更される可能性があります。

事業 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
15

(水） 郵便投票

26 14 15 10 8 2 2
（木） （木） （木） （木） （木） （木） （木）

今年度なし

〇 ○
包装研究会 58期

○ 撮影会
2回

○ JPIはWeb実施

○ ○ ○ 3回

○
10月12～14

日
札幌会場

○ ○ ○
○ ○

BBQ

合計 3,044,131 合計 3,044,131                   

預金利息 0 研究会等 2,160,000                   
前期繰越金 1,494,531 予備費 289,131                     

支出の部

事業収入 200,000 運営費 295,000                     
本部交付金 1,349,600 総会・会議費等 300,000                     

科　目 金　額 科　目 金　額

50周年プロジェクト
50周年プロジェクト
IPPコミュニ亭

【2022年度　収支予算表（案）】
収入の部

写真研究会
横浜写真展

海外視察・報告会

スキルアップ

包装技術研究大会 17・18

57期生修了式

東京パック2022

見学会・地域研究会

研究会

理事
会

　関　東　支　部

【2022年度　事業計画（案）】

年　/　月 2022年 2023年
備　考

総会 関東支部

関東支部
12月は

忘年会予定
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