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平 成 2 8 年 度 事 業 報 告 書  
（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

 

１．会員数及び入会・退会・登録社名変更等 

(1) 会 員 数   94社（平成 29年 3月 31日現在） 

正 会 員    37 社 

賛助会員    32 社 

維持会員    25 社 

(2) 入 会  (3社／維持会員：3社） 

維持会員   エスコット株式会社 

     株式会社天尾重建 

       セイノーエコートレーディング株式会社 

(3) 退 会  (6社／正会員：1社、賛助会員：3社、維持会員：2社) 

正 会 員   全日本パレット事業協同組合 

賛助会員   吉田産業合資会社 

       株式会社ダイフクプラスモア 

       株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 

維持会員   容器ロジスティクス研究会 

       みなと運送株式会社 

 

 

２．総会 

第 5回通常総会 

   日 時  平成 28年 5月 24日（火） 15：30～ 17：00 

   会 場  銀座ブロッサム 7階 ジャスミン及びマーガレット 

   議 事   

        第 1 号議案   平成 27 年度 事業報告並びに決算報告承認の件   

監査報告 

        第 2 号議案   平成 28 年度 事業計画(案)並びに収支予算(案)承認の件 

        第 3 号議案   理事・監事選任(案)の件 

        そ の 他   平成 27年度パレット生産統計・レンタルパレット 

保有数量調査の報告と意見交換他 

 第５回通常総会 
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３．理事会 

(1)第 10回 理事会 

日 時  平成 28 年 5 月 11 日（水） 11：30 ～ 14：00 

出席者  13名（＋7名委任状） 

会 場  日本橋プラザ 会議室２＋３（東京中央区日本橋 2‐3‐4） 

                  

議 題   ＜決議事項＞ 

第１号議案 平成 28年度通常総会について 

第 2号議案 平成 27年度事業報告並びに決算報告について 

第 3号議案 会員の入会について（退会報告を含む） 

＜報告事項＞ 

（1）平成 28年度事業計画案並び収支予算(案)（総会議案）について 

（2）定款変更(案)（総会議案）について 

（3）平成 27年度（2015年度）・パレット生産・保有枚数統計調査の結果 

（4）総会終了後の懇親会他・スケジュール 

（5）理事選任(案)（総会議案）について 

 

 

 (2)第 11回 理事会 

日 時  平成 28 年 5 月 24 日（火） 16：40 ～ 16：50 

出席者  19 名（全構成員 22 名） 

会 場  銀座ブロッサム  会議室（ミモザ） 

                 東京都中央区銀座２－１５－６ 

 

議 題  第１号議案 代表理事と業務執行理事の選任について 

第 2 号議案 名誉会長と顧問の推薦・委嘱について 

 
 

(2)第 12回 理事会(書面審議) 

日 時  平成 28 年 9 月 8 日（木）  

出席者  18 名（全構成員 22 名） 

会 場  書面審議 

 

議 題  第１号議案 岡田和夫氏の顧問選出について 

 

 

総会懇親会 
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４．役員幹部会 

(1)第 1回 役員幹部会 

日  時 平成 28年 4月 27日(水) 11：30～14：00 
会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者   10名 

議  題 1. 総会準備／平成 27年度・事業報告並びに決算報告(第 1号議案) 

2. 総会準備／平成 28年度・事業計画案並びに収支予算案(第 2号議案) 

3. 総会準備／理事選任（第 3号議案） 

4. 総会当日の分担について 

5. 理事会議事次第について 

6. CJK会議と第 11回 APSF総会について 

7. 協会活動（計画、実施）の確認と報告 

8. 次回開催予定日について 
 

(2)第 2回 役員幹部会 

日  時 平成 28年 5月 24日(火) 14:30～15:00 
会  場 銀座ブロッサム「ミモザ」 

出席者  9名 

議  題 1. 本日のスケジュール確認 

2. 総会／議案と分担の確認 

3. 統計発表会／データと分担の確認 

4. 親会／スケジュールと分担の確認 

5. 次回開催予定日について 
 

(3) 第 3回 役員幹部会 

日 時 平成 28年 6月 29日(水) 11:30～14:00 

会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  11名 

議  題 1. グローバル委員会／第 11回ＡＰＳＦ総会の報告 

2. グローバル委員会／ＩＳＯ投票について 

3. 活動及び収支報告（4月・5月） 

4. 東京中小企業経友会事業協同組合からの提案（ガソリンカード） 

5. 活動計画／イベント／夏休み 宿題・自由研究大作戦 

6. 活動計画／イベント／国際物流総合展について 

7. その他の報告 

8. 次回開催予定日について 
 

(4) 第 4回 役員幹部会 

日 時 平成 28年 7月 20日(水) 11:00～13:30 
会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  11名 

議  題 1. 顧問について 

2. 活動及び収支報告（活動：6月－8月／収支 6月） 

3. グローバル委員会／ＩＳＯ投票について 

4. グルーバル委員会／タイにおける展覧会・中国視察団の対応 

5. 活動計画／イベント／夏休み 宿題・自由研究大作戦 

6. 会員の勧誘資料について 

7. その他の報告 

8. 次回開催予定日について 
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(5) 第 5回 役員幹部会 

日 時 平成 28年 8月 30日(火) 11：30～14：30 
会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  8名 

議  題 1. 顧問の推薦について 

2. 活動及び収支報告（活動：7月－9月／収支 6月） 

3. グローバル委員会 

4. 活動報告／事業：夏休み 宿題・自由研究大作戦 

活動：工場見学／味の素 

5. 活動計画／事業／国際物流総合展 

6. その他の報告 

7. 次回開催予定日について 

 

(6) 第 6回 役員幹部会 

日 時 平成 28年 10月 4日(火) 11：30～14：00 
会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  9名 

議  題 1. スケジュールおよび収支の確認 

（スケジュール:8月-11月／収支:7月） 

2. グローバル委員会 

3. 活動報告／事業：国際物流総合展 2016 

4. 活動計画／行事／新年会のスケジュール 

5. 活動計画／事業／植林について 

6. その他の報告 

7. 次回開催予定日について 

 

(7) 第 7回 役員幹部会 

日 時 平成 28年 11月 15日(火) 15:00～17:00 
会  場 ユーピーアール株式会社 会議室 

出席者  10名 

議  題 1. スケジュールおよび収支の確認 

（スケジュール：10月-12月／収支：8月） 

2. グローバル委員会 

3. 活動計画／行事／新年会について 

4. 活動計画／予算／次年度予算について 

5. 活動報告／広報／教科書の活動について 

6. その他の報告 

7. 次回開催予定日について 

 



- 5- 

(8) 第 8回 役員幹部会 

日 時 平成 28年 12月 7日（水）15:00～17:00 
会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  11名 

議  題 1. スケジュールおよび収支の確認 

（スケジュール：11月－1月／収支：7月） 

2. グローバル委員会 

3. 活動計画／行事／新春講演会・新年賀詞交歓会 

4. 活動計画／事業／パレット管理士講座 

5. 活動計画／予算編成 2017年度 

6. 宮城県との災害協定について 

7. その他の報告 

8. 次回開催予定日について 
 

(9) 第 9回 役員幹部会 

日 時 平成 29年 1月 23日（月）14:00～15:00 

会  場 銀座ブロッサム「マーガレット」 

出席者  10名 

議  題 1. 新春講演会＆新年賀詞交歓会の進行確認 

2. パレットＰＲソングについて 

3. 収支報告 

4. 事業／管理士講座について 

5. その他の報告 

6. 次回開催予定日について 

 

(10) 第 10回 役員幹部会 

日 時 平成 29年 2月 14日（火）12:30～14:30 

会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  10名 

議  題 1. スケジュールおよび収支の確認 

（スケジュール：１月－3月／収支：12月） 

2. グローバル委員会／物流政策対話等 

3. 2017年度の予算について／2016年度収支見通し 

4. 事業／教育研修事業について 

5. 行事／総会について 

6. その他の報告 

7. 次回開催予定日について 

 
(11) 第 11回 役員幹部会 

日 時 平成 29年 3月 14日（火）11:30～14:00 
会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  9名 

議  題 1. スケジュールと収支の確認 

（スケジュール：2月－4月／収支：１月） 

2. 2017年度の予算について 

3. 宮城県災害協定について 

4. 行事／周年行事について（打診） 

5. その他の報告 

6. 次回開催予定日について 
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５．各部会活動 

5-1 木製部会 

(1) 部会の構成 

   部 会 長  山﨑 和彦 東陽木材興業㈱ 

   副部会長    尾田 満  樽谷包装産業㈱ 

   部会員数  34社 

 

(2) 部会開催月日・会場、審議事項 （9回） 

  第１回 平成 28 年 4月 7日（木） 15:00～17：00 

   会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

   出席者  11社 11名(配布資料 1～17) 

議  題  1. 生産出荷統計について 

2. JIS 原案作成の再開について 

3. パレット管理士講座について 

4. JPA の主な事業、連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

   

第 2回 平成 28 年 6月 9日（木） 15:00～17：00 

   会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

   出席者  11社 12名(配布資料 18～31) 

議  題  1. 生産出荷統計（データ振返り） 

2. JIS 原案作成スケジュール 

3. 国際物流総合展における木製パレットのＰＲについて 

4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 

5. JPA の主な事業、連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他）  

 

第 3回 平成 28 年 7月 28日（木） 15:00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

   出席者  11社 11名(配布資料 32～46) 

議  題  1. ISO 投票について 

2. 会員の募集活動について 

3. JPA の主な事業、連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

  第 4回 平成 28 年 8月 25日（木） 15:00～17：00 

   会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

   出席者  10社 13名(配布資料 47～64) 

   議  題  1. JIS 原案作成委員会／パレット用くぎ 

2. 製配販連携協議会の活動＝返品削減 について 

3. 木製パレットと IoT について 

4. JPA の主な事業、連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

  第 5回 平成 28 年 9月 29日（木） 15:00～17：00 

会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者 12社 13名(配布資料 65～78) 

議  題 1. JIS 原案作成委員会／パレット用くぎ 

2. 国際物流総合展 2016 の報告（動画視聴）  

3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の経過情報他 

4. JPA の主な事業、連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 
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    第 6回 平成 28 年 11月 1日（火） 15:00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  11社 11名(配布資料 79～95) 

議  題 1. JIS 原案作成委員会／パレット用くぎ 

2. マーキングシステム専門委員会の報告 

3. JPA の主な事業、連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

    第 7回 平成 28 年 12月 8日（木） 15:00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  10社 11名(配布資料 96～116) 

議  題 1. JIS 原案作成委員会／パレット用くぎ 

2. マーキングシステム専門委員会の報告  

3. パレット管理士講座について 

4. 災害協定について 

5. JPA の主な事業、連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

    第 8回 平成 29 年 2月 14日（火） 15:00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  12社 12名(配布資料 117～130) 

議  題 1. JIS 原案作成委員会／パレット用くぎ 

2. JPA ユニットロード管理士講座について 

3. 生産統計について 

4. 関連 JIS の動向について 

5. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

    第 9回 平成 29 年 3月 14日（火） 15:00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  9社 9名(配布資料 131～140) 

議  題 1. JIS 原案作成委員会／パレット用くぎ 

2. 宮城県との災害協定について 

3. 2030 年・物流無人化に関連する方針 

4. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 
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5-2 金属製部会 

(1) 部会の構成 

部 会 長 𠮷田  武  日本物流機器㈱ 

副部会長  鈴 木  薫  岡田工業㈱ 

部会員数  13社 

 

(2) 部会開催月日・会場・審議事項(6回) 

第 1回 平成 28 年 4 月 13 日（水） 15：00～17：00 

会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者 9社 10名(配布資料 1～12) 

議  題 1. 生産統計について 

2. パレット管理士講座について 

3. 今年度の活動について 

4. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 2回 平成 28 年 6 月 10 日（金） 15：00～17：00 

会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者 10社 10名(配布資料 13～22) 

議  題 1. 企業紹介：甲賀システム株式会社 

2. テールゲートリフターに起因する労働災害の分析 

3. 国際物流総合展における金属製パレットのＰＲ 

4. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

  

第 3回 平成 28 年 8 月 26 日（金） 15：00～17：00 

会  場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  7社 7名(配布資料 23～45) 

議  題 1. 国土交通省／海上コンテナの総重量の確定方法について 

2. 製配販連携協議会の活動＝返品削減 について 

3. 金属製パレットと IoT について 

4. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 4回 平成 28 年 10 月 21 日（金） 15：00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  6社 6名(配布資料 46～63) 

議 題 1. 国際物流総合展 2016 の報告（動画視聴） 

2. マーキングシステム専門委員会（報告） 

3. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 5回 平成 28 年 12 月 9 日（金） 15：00～16：00 

会  場  日本物流機器株式会社 会議室 

出席者  4社 5名(配布資料 64～76) 

議 題 1. マーキングシステム専門委員会（報告） 

2. パレット管理士講座について 

3. 災害協定について 

4. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

5. スケジュール確認（次回部会開催日他）） 
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第 6回 平成 29 年 2 月 8 日（水） 15：00～17：00 

会  場  一般社団法人日本パレット協会 会議室 

出席者  9社 9名(配布資料 77～87) 

議 題 1．マーキングシステム専門委員会（再報告） 

2. JPA ユニットロード管理士講座について 

3. 生産統計について 

4. 関連ＪＩＳの動向について 

5. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他）） 

 

 

5‐3 プラスチック製部会 

(1) 部会の構成 

部 会 長 赤星 慎一郎 三甲㈱ 

部会員数 10社 

 

(2) 部会開催日時・会場・審議事項(6回) 

第 1回 平成 28 年 4月 20日（水）15:00 ～17：00 

  会  場  (一社）日本パレット協会 会議室 

  出席者  7社 10名(配布資料 1～12)  

    議 題   1. 生産統計（集計） 

2. パレット管理士講座について 

3. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 2回 平成 28 年 6月 23日（木）15:00 ～17：00 

 会  場  （一社）日本パレット協会 会議室 

 出席者  6社 9名(配布資料 13～27)  

議 題  1. 国際物流総合展におけるプラスチック製パレットのＰＲ 

2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 

3. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他）） 

 

第 3回 平成 28 年 8月 18日（木）15:00 ～17：00 

 会  場  （一社）日本パレット協会 会議室 

 出席者  8社 9名(配布資料 28～45) 

議 題   1. 製配販連携協議会の活動＝返品削減 について 

2. 国土交通省／海上コンテナの総重量の確定方法について 

3. ISO 投票について 

4. 会員の募集活動について 

5. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 4回 平成 28 年 10月 12日（水）15:00 ～17：00 

  会  場  （一社）日本パレット協会 会議室 

  出席者  6社 7名(配布資料 46～62)  

議 題  1. マーキングシステム専門委員会（報告） 

2. 国際物流総合展 2016 の報告 

3. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他） 
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第 5回 平成 28 年 12月 6日（火）15:00 ～17：00 

会  場  （一社）日本パレット協会 会議室 

出席者 8社 10名(配布資料 63～80)  

議 題  1. マーキングシステム専門委員会第２回（報告） 

2. パレット管理士講座について 

3. 次年度の活動について 

4. 災害協定について 

5. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 6回 平成 29 年 2月 13日（月）15:00 ～17：00 

  会  場  （一社）日本パレット協会 会議室 

  出席者  7社 10名(配布資料 81～92)  

      議 題  1. マーキングシステム専門委員会（再報告） 

2. JPA ユニットロード管理士講座について 

3. 生産統計について 

4. 関連ＪＩＳの動向について 

5. JPA の主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

6. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

 

5－4 レンタルシステム部会 

(1) 部会の構成 

部会長  酒 田  健 治 ユーピーアール㈱ 

副部会長 松山 富美男 日本パレットプール㈱ 

部会員  16社 

 

(2) 開催月日・会場、審議事項（10回） 

第 1回 平成 28 年 4月 21日（木） 17：00～17:45 

 会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 11社 12名(配布資料 1～13) 

議 題  1. レンタルパレット PR冊子(レンタル・自社保有コスト比較)の最終確認 

2. 今年度の部会活動（継続協議）／パレットの教科書掲載活動 

3. 今年度の部会活動（継続協議）／国際物流展の連携について 

4. 今年度の部会活動（継続協議） 

／部会参加企業による共同事業（確認のみ） 

5. パレット管理士講座について 

6. JPAの主な事業、連絡事項について 

7. 次回部会開催日の確認 

 

第 2回 平成 28 年 6月 7日（火） 16：00～17:00 

 会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 16社 18名(配布資料 14～25)  

議 題 1. 年次活動／パレットＰＲ：国際物流展の連携等について 

2. 年次活動／パレットＰＲ：日本産業車両協会との連携等について 

3. 年次活動／パレットＰＲ（協会書掲載）：イベント参加について 

4. 年次活動／パレットＰＲ（教科書掲載）：教科書協会への提案 

5. 日に新た館の見学について 

6. JPAの主な事業、連絡事項について 

7. 次回部会開催日の確認 
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第 3回 平成 28 年 7月 6日（水） 16：00～17:00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 9社 10名(配布資料 26～38) 

議 題    1. 年次活動／パレットＰＲ：国際物流展の作業チームについて 

2. 年次活動／パレットＰＲ：夏休み宿題自由研究大作戦について 

3. 年次活動／パレットＰＲ（協会書掲載）：施設見学について 

4. 年次活動／10月以降の活動について 

5. JPAの主な事業、連絡事項について 

6. 次回部会開催日の確認 

 

第 4回 平成 28 年 8月 5日（金） 16：00～17:00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 12社 13名(配布資料 39～50) 

議 題    1. 年次活動／パレットＰＲ：国際物流総合展の協会ブースについて 

2. 年次活動 

／使用済みパレットをより確実に回収するための仕組み作り 

3. 会員の募集活動について 

4. JPAの主な事業、連絡事項について 

5. 次回部会開催日の確認 

 

第 5回 平成 28 年 9月 7日（水） 16：00～17:00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 13社 14名(配布資料 51～60) 

議 題  1. 年次活動／パレットＰＲ：国際物流総合展の協会ブースについて 

2. 年次活動／使用済みパレットをより確実に回収するための仕組み作り 

3. JPAの主な事業、連絡事項について 

4. 次回部会開催日の確認 

 

第 6回 平成 28 年 10月 6日（木） 17：00～18:00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 12社 13名(配布資料 61～73) 

議 題    1. 年次活動／使用済みパレットをより確実に回収するための仕組み作り 

2. 国際物流総合展 2016の報告 

3. 平成 29年度の概算要求（各省庁）について 

4. JPAの主な事業、連絡事項について 

5. 次回部会開催日の確認 

 

第 7回 平成 28 年 11月 9日（水） 16：00～17:00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 6社 8名(配布資料 74～85) 

議 題    1. 年次活動／使用済みパレットをより確実に回収するための仕組み作り 

2. 年次活動／今年度の取組み課題 

3. マーキングシステム専門委員会の報告 

4. JPAの主な事業、連絡事項について 

5. 次回部会開催日の確認 
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第 8回 平成 29 年 1月 16日（月） 16：00～17:00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 15社 17名(配布資料 86～100) 

議 題    1. 年次活動／パレットＰＲ 

2. マーキングシステム専門委員会の報告 

3. JPAの主な事業、連絡事項について 

4. 次回部会開催日の確認 

 

第 9回 平成 29 年 2月 17日（金） 16：00～17：30 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 9社 9名(配布資料 101～114) 

議 題    1. 年次活動／パレットＰＲ 

2. ＳＣＭ、ＲＦＩＤ、ＵＬＳ、マーキングシステム専門委員会 

3. 気象ビジネス推進コンソーシアムについて 

4. JPAの主な事業、連絡事項について 

5. 次回部会開催日の確認 

 

第 10回 平成 29年 3月 16日（木） 16：00～17：00 

会 場 ユーピーアール株式会社 会議室 

 出席者 11社 14名(配布資料 115～124) 

議 題    1. 年次活動／パレットＰＲ 

2. 宮城県との災害協定について 

3. 2030年・物流無人化に関連する方針 

4. JPAの主な事業、連絡事項について 

5. 次回部会開催日の確認 

 

 

5－5 環境リサイクル部会 

 (1) 部会の構成 

部会長  坂本 挙弥 ㈱富山環境整備 

副部会長 

所属員  9社 

 

(2) 開催月日・会場、審議事項（3回） 

第１回 平成 28 年 6月 22日（水） 15:00～17:00 

会 場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

 出席者 8社 9名(配布資料 1～14) 

議 題  1. JIS制定に向けて(第 4回 船舶･物流専門委員会対応、6/23経産省訪問） 

2. 国際物流総合展における容リ平パレットのＰＲ 

3. JPAの主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

4. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

 

第 2回 平成 28 年 8月 3日（水） 16:30～17:00 

会 場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

 出席者 6社 7名(配布資料 15～25) 

議 題  1.  第４回 船舶・物流専門委員会について 

2. JPAの主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

3. スケジュール確認（次回部会開催日他） 
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第 3回 平成 29 年 3月 15日（水） 15:00～16:00 

会 場 一般社団法人日本パレット協会 会議室 

 出席者 5社 5名(配布資料 26～35) 

議 題  1. 今後の部会運営について 

2. JPAの主な事業、協会活動、その他連絡事項について 

3. スケジュール確認（次回部会開催日他） 

   

 

６．委員会 

6－1 グローバル委員会 

(1) 委員会 

    役員幹部会出席者（会長・副会長・専務理事・常務理事・監事・事務局） 

 

(2) 審議事項（役員幹部会と併催） 

・第 11回 APSF総会の報告 

・各種 ISO投票について（賛否等の決議） 

・タイにおける展覧会・中国視察団の対応 

・マーキングシステム専門委員会の報告 

・中国パレット国際会議 

・国土交通省／物流政策対話・ワークショップ／ミャンマー 

・国土交通省／物流政策対話・ワークショップ／タイ 

 

    

6－2 アジアのパレットの日委員会 

(1)委員会  

委員長  岩西 慶太 ユーピーアール(株) 東京本社営業部 部長 

委 員  岡田 友理 ユーピーアール(株) 東京本社営業部 

〃    山田 浩市 三甲(株) 営業 2部 部長 

〃    菅家 隆史 日本パレットレンタル(株) 営業渉外グループ長 

〃    有賀 千恵 日本パレットレンタル(株) 主補 

〃    吉田  武 日本物流機器㈱ 代表取締役社長 

〃      斉藤 弘明 (株)ロジス・ワークス 営業部長 

事務局  岸波 義孝 (一社)日本パレット協会 

 

(2) 開催月日・会場、審議事項 

・第 1回 平成 28年 8月 30日(火) 16:00～17:00 

会場：一般社団法人日本パレット協会 会議室 

・第 2回 平成 28年 10月 5日(水) 15:30～17:00 

 会場：ユーピーアール株式会社 会議室 

・主な審議事項 

1．国際物流展の協会展示について 

2．「アジアのパレットの日」イベントの企画ついて 

3．パレット PRについて（災害対応おけるパレットの利活用） 
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７．新春講演会並びに新年賀詞交歓会 

・開催日時 平成 29年 1月 23日(月) 16：00～19：00 

・会  場  銀座ブロッサム  

      16:00～16:55 新春講演会【7階 ジャスミン】 

      17:10～19:00 新年賀詞交歓会【7階 マーガレット】 

・新春講演会   演題 『国際物流政策の現状  

～我が国物流システムの海外展開の推進～』 

講師  国土交通省 総合政策局 国際物流課 

課長補佐 相川 航  氏 

    

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新年賀詞交歓会  参加者 135名（会員 89名 関係者 30名 報道 16名） 

 

来賓ご挨拶：増井忠幸 氏 

（東京都市大学 名誉教授） 

ご挨拶：山﨑会長 

講演中の相川航氏 講演の様子 
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8．協会事業 

8－1 展示会 

8－1－2 アジアシームレス物流フォーラム 

平成 24 年度から開催が始まった株式会社流通研究社（月刊「マテリアルフロー」）主

催の展示会。同社から協力の依頼を受け出展。 

【開催時期】 

平成 28 年 5 月 19 日（木）－20 日（金） 

【開催場所】 

東京流通センター（東京都大田区） 

【出展内容】 

ブースで協会活動（会員、APSF、災害対応等）をＰＲ、会員ブースへの誘導も含め、

展示会見学者の対応にあたった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8－1－2 国際物流総合展 

開催年度、会員各社、協会ともに出展。雨天の日もあったが前回を上回る来場者数とな

った。 

【開催時期】 

平成 28 年 9 月 13 日（火）－16 日（金） 

【開催場所】 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

【出展内容】 

協会のブースでは、産業車両協会との連携（パレット＆フォークリフト）、動画（パレ

ットの歴史）、会員カタログ展示、協会の活動紹介（植林、教科書掲載）等をおこなっ

た。 

 

 

JPA の展示ブース 

JPA の展示ブース（JPA キャラクターを新

たに作成・活用／写真○印内）     → 

↑オープニングセレモニー 
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8－2 教育研修事業（セミナー・研究会） 

【ユニットロード管理講座】 

委員会を立ち上げ、次年度開催に向けて準備中。 

 

8－3 認証事業 

8－3－1 認定マーク 

より公平な認定マーク料の徴収等を目指しつつ、従来通りの木製パレット、金属製パレッ

ト、レンタルパレット、プラスチック製パレットを対象として事業を継続した。 

【事業の目的／実施要綱より抜粋】 

パレット等認定制度は、パレットの品質向上に関する公正な認定を実施することにより、

これら製品の普及促進、品質向上並びに標準化を図り、もって利用者の利益に寄与するこ

とを目的とする。 

 

8－3－2 認定工場 

・第 10回更新期／平成 26年度～平成 28年度 

 

8－4 図書発行 

前年度から引続き、「パレットガイドブック／ユニットロードシステム手引書」の発刊に

向け原稿作成を行い校了した。なお、発刊は次年度として、会員はじめ一般にも販売する

ことで収益増を目指す（通年販売）。 

 

8－5 パレット PR事業 

8－5－1 教科書掲載に向けた活動 

・教科書掲載に向け、文部科学省、一般社団法人教科書協会、教科書出版各社、教員団 

 体（予定）等と面談。パレットの紹介や物流における有用性をＰＲすることで、掲載 

 の必要性を各面談先で認識いただいた。 

・工場見学会の開催（教科書出版社向け） 

教科書出版各社に、実際のパレット利用事例を見ていただくため、会員の日本パレッ 

トレンタル（株）に協力いただき、工場見学会を開催した。 

【見学日時】 

平成 28 年 7 月 26 日（火）14:00－15:30 

【見学場所】 

味の素株式会社 川崎工場 

神奈川県川崎市川崎区鈴木町 3 番 4 号 

【見学内容】 

工場内における物流と日本国内の物流体制について説明を受けた後、物流センターを見

学して、パレットの利用状況を確認した。 

 

 

 

味の素（株）川崎工場様 

工場見学会参加者 
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8－5－2 夏休み 2016 宿題・自由研究大作戦 

・日本能率協会が主催する子供向け職業体験・学習イベント（主に小学生対象）。今回

が開催 2年目で、同協会から参加提案を直接受け、教科書掲載に向けた活動との連動

性を念頭に参加。 

【開催日時】 

平成 28 年 7 月 22 日（金）15:00－16:00 

【開催場所】 

東京ビッグサイト（東京都江東区） 

【出展内容】 

子供達が興味を持てるように、クイズ形式でパレットの基本を学習してもらい、パレッ

ト工作キットとお菓子をプレゼントして、自宅でパレットや積載物を工作してもらうプ

ログラムを実施した。 
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8－5－3 アジアのパレットの日 

・ポスターは、必要に応じて協会ホームページからダウンロードするスタイルを継続し

た。 

・パレット活用の PRは、各都道府県の災害対策本部設置部署に対して、災害時のパレ 

ットの有効利用について訴求した資料を作成、配付の継続。 

・イベントは、例年通り開催した。 

【開催日】 

平成 28 年 11 月 2 日（水）17:00－19:00 

【開催場所】 

カフェ・ガーブ（東京都千代田区丸の内） 

【出展内容】 

トークイベント（スペシャルゲスト：元プロ野球選手の松中信彦氏）の後に懇親会を開

催、会員各社から約 60 名参加、イベント開催という手法でパレットの PR を実施した。 

 

 

 

 

 

  

 
アジアのパレットの日懇親会（カフェ・ガーブ） 
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8－5－4 パレットＰＲソング 

・教科書掲載に向けた活動をはじめとするＰＲを補う活動として、ＰＲ効果の更なる拡

大を目指した。 

・会員のユーピーアール株式会社にて広報活動を依頼した callme(エイベックス社)とい

うアイドルグループがその仕事を通して、パレットが物流で果たす役割や使用されて

いる量の多さ（役割の大きさ）に感心し、パレットの歌を自主制作した。 

・ユーピーアール株式会社から、会員 1 社ではなく協会全体で、更に物流業界に呼びか

けて、「パレットＰＲソング」としてパレットの認識向上に活かす提案を受けた。 

・エイベックス社から協会公認の提案もあり、役員幹部会で審議の結果、callme の楽曲

「Bring you happiness」を「パレットＰＲソング」、「ＪＰＡ公認」として活動を開始

した。 

・CDの発売が 3月 22日とほぼ年度末であったことから、次年度も継続して活動を展開予

定。 

・なお、エイベックス社のご厚意により、「公認」をはじめとする一連の活動費について、

協会の負担は全て免除されている。 

 

 

 

callme／協会へのプロモーション（顔合わせ） 
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8－6 標準化事業（ISOに関する活動を含む） 

8－6－1 JIS／JPAにおける作業 

平成 27年度に一般財団法人日本規格協会のＪＩＳ原案作成公募制度を活用することで、2

つの原案を完成させるべく作業（委員会等）にあたった。「木製パレット用くぎに」につ

いては原案作成を継続（延期届を提出済み）、「容器包装リサイクル材を用いたプラスチッ

ク製平パレット」については予定通り原案作成を完了して、制定に向け諸事対応した。 

 

①木製パレットに関する原案 

・工業標準原案の名称：木製パレット用くぎ 

・制 定 ・ 改 正 の 別 ：制定 

・作成状況： 

＜第 3回委員会 10／13＞ 

これまでの活動を振返り、原案作成の方針とスケジュールを確認した。 

＜第 3回分科会 11／22＞ 

委員会における決議を受けて、「ISO の翻訳規格から日本で使用していないくぎの記載部

分を削除して、JIS として体裁を整える」という方針を確認した。事務局が検討案を作成

して、委員各位の意見を集約して、最終案をまとめることを決議した。 

 

こうした過程を経て、最終案をまとめる作業に入ったが、委員各位の見解の違い等から

最終案をまとめることができなかった。今後については、次年度に持越しとなった。 

 

②リサイクルパレットに関す原案 

・工業標準原案の名称：容器包装リサイクル材プラスチック製平パレット 

・制 定 ・ 改 正 の 別 ：制定 

・審議過程： 

昨年度、原案作成を終了して答申がなされた後、船舶・物流技術専門委員会にて審議され

るここなった。 

＜第 4回 船舶・物流技術専門委員会 平成 28年 8月 3日＞ 

＜第 5回 船舶・物流技術専門委員会 平成 28年 10 月 27日＞ 

委員会側との見解の相違から 2回の委員会を経ることとなったが、結果的に制定承認とな

り、平成 29年 1月 20日、 

「JIS Z 0609 容器包装リサイクル材を用いたプラスチック製平パレット」 

として、正式に制定公布となった。 
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8－6－2 その他の JIS  

・JIS Z 0650「ユニットロードシステム通則」の改正が、規格協会との共同作業で全面改

正が実施され、次年度に制定・交付の予定。主な改正点は、以下のとおりである。 

 *現行規格は、パレット寸法を 1100×1100mmの 1種類であったが、日中韓の 3か国大臣

会合において、日本を含むアジア諸国内では、1100×1100mm と 1200×1000mm とする

ことが合意され、これを受けて中国では GB 規格、韓国では KSA 規格においてそれぞ

れ規格化され、わが国においても、早期の対応が叫ばれていた。日本では、「ユニッ

トロードシステム通則」のパレット寸法を 1200×1000mmを追加し、2種類として対応

することとした。 

 

8－6－3 ISO(国際標準化機構)、パレットは TC51  

・TC51 においては、WG が設置されているが、大事な事項(寸法・用語)を審議する WG6 が

突然解散する旨の通知が ISO 事務局より届き、現在解散について不服を表明している、

韓国と密の連携をとりながら ISO事務局に存続するよう、働きかける予定である。 

 

8－6－4 ISO･TC51＆TC122／国際会議 

・一般名称では「オリタタミコンテナ」と呼ばれているプラスチック製の容器の ISO化が

審議され、ドイツからの提案原案ではパレットの平面寸法 1200×1000mm に合致する箱

の大きさ寸法を「600×400mm」とする案がだされ、わが国としては、1100×1100mmのパ

レット寸法に整合する寸法として「550×366mm」を主張したが、欧州各国の抵抗にあい、

妥協案として、ドイツ提案は、自動車産業用に限定することとし、一般用は別途審議す

ることとした。 
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8－7 植林事業（環境・社会貢献活動） 

＜第 5 回植林活動＞ 

日 時 平成 29 年 2 月 23 日（木）～27 日（月） 

場 所 マレーシア／サバ州・西海岸省・リンガン村（ボルネオ島） 

内容他 地元の小学校を訪問、遊具他を寄贈、校庭に記念植樹。また、要請を受けてい

た食堂建設支援金について、会員各社のご協力により目標額（60 万円）に達

したので寄付。その後、植林地へ移動して、村の皆さんと植林を実施。村の皆

さんには古着と記念品を寄贈。 

 

【参加会員・参加人数】 

株式会社サトウ 

樽谷包装産業株式会社 

東陽木材興業株式会社 

中日本バンリース株式会社 

日本パレットレンタル株式会社 

ユーピーアール株式会社 

株式会社ロジス・ワークス 

一般社団法人日本パレット協会／事務局 

8法人 13名（事務局含む） 

小学校に食堂建設支援金を寄付 

地元の物流センターを見学 

小学校にて記念植樹 

地元の皆さんと記念撮影 
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8－8 広告 

協会ホームページの活用の一環で、昨年度からトップページにバナー広告を掲載できるよう

にした。掲載企業も平成 27 年度：2 社から平成 28 年度：5 社に増えた。 

 

 

 

 

また、パレットガイドブック（ユニットロードシステム手引書）の発刊にあたり、会員各社

のご協力をいただきました。 

 

【パレットガイドブック広告掲載会員】 

石井産業株式会社 

株式会社 SASAKI 

新港リサイクル株式会社 

日本パレットレンタル株式会社 

パレネット株式会社 

北越紀州パレット株式会社 

山岸株式会社 

山室木材工業株式会社 

ユーピーアール株式会社 

株式会社リサイクル・アンド・イコール 

リ・パレット株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑会員各社のバナー広告 
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9. 国際活動 

9－1 第 11回 アジアパレットシステム連盟（APSF）総会 

①開催地 

中国・北京 

②開催日時 

平成 28年 6 月 15日（水） 

③参加国 

・参加国：フィリピン、マレーシア、タイ、日本、韓国、インドネシア、ミャンマー、

中国 

③議事 

・参加各国の代表者による挨拶の後、参加各国のパレットの現況報告がなされた。ま

た、今回、域内のパレットリターナブル化の実現に向けたマーキングシステムにつ

いて具体的な協議に入ることを採択した。 

 

 

 

 

9－2 物流政策対話＆物流ワークショップ／国土交通省主催 

9-2-1 ミャンマー 

(1)日 時：平成 28年 10月 27日（木） 

(2) 場 所:ミャンマー・ヤンゴン 於：パークロイヤル ヤンゴン ホテル 

(3)JPA参加者：永井主任研究員 

(4)プログラム内容 

【物流政策対話】 

[1]両国の物流施策の現状及び課題について 

[2]物流パイロット事業の概要報告 

【ワークショップ】 

[1]物流効率化とパレチゼーションについての紹介 

[2]日本・ミャンマー双方の物流関連団体より活動概要の報告 
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9-2-2 タイ 

(1)日 時：平成 29年 1月 26日（木） 

(2)場 所：タイ・バンコク 於：JW マリオット・ホテル・バンコク 

(3) JPA参加者:永井主任研究員 

(4) プログラム内容 

【物流政策対話】 

[1]両国の物流施策の現状及び課題について 

[2]物流パイロット事業（メコン地域への宅配貨物一貫輸送サービス導入に係る実証 

運行による調査事業）等の結果について 

[3]タイにおける物流に関する課題提起と改善要望 

【ワークショップ】 

[1]両国のコールドチェーン物流に関する取組について 

[2]物流効率化とパレチゼーションについて 

[3]両国の物流人材育成について 

 

 

9－3 その他の国際活動 

9－3－1 第 11回中国国際パレットセミナー 

 ・会 期 平成 28年 11月 24日（木）～25日（金） 

 ・開催場所 中国・温州 

 ・参 加 者 日本からの参加者 5名(酒田・岡部・吉田・永井・福本) 

   

9－3－1 マーキングシステム専門委員会 

 アジア圏におけるパレットのラウンドユース実現に向けたマーキングシステム確立 

（REID＋マーク）を目指し、APSF 総会における決議に基づき、日中韓による専門委

員会が発足。 

 

・第 1回：平成 28年 9月 8日（木） 韓国／ソウル 

 ・第 2回：平成 28年 11月 30日（水）・12月 1日（木） 日本／東京 

 

2 回の委員会で、RFID の基本的な仕様、システムの運用方法、パレットの品質等を

確認した。なお、日本の専門委員は、永井氏（JPR）、中野氏（UPR）の 2 名。 
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10. 防災対応 

10－1. 災害物流研修 

  国土交通省では、大規模災害発生後において、円滑な支援物資物流を実現することを 

目的に、地方公共団体等職員や物流事業者を対象に「災害物流研修」を実施。「災害時

のパレット利活用」の研修テーマにおける講師派遣について、国土交通省から依頼を

受け、協会から講師（福本専務理事）を派遣して、下記概要の通り講義をおこなった。 

 

【平成 28年度 災害物流研修 実施概要】 

１．研修期間：平成 28年 10月 18日（火）～平成 28年 10月 21日（金） 

２．研 修 員：各地方運輸局等の職員、地方公共団体の職員、地方トラック協会の職 

       員及び倉庫事業者の社員等（約５０名） 

３．場  所：国土交通大学校 柏研修センター（千葉県柏市柏の葉 3-11-1） 

 

４．講義内容 

 ・緊急物資輸送におけるパレットの役割 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10－2. 宮城県との災害協定締結 

  2年間の協議（宮城県とＪＰＡ）を経て、平成 29年 3月 24日（金）に「災害時におけ

る物資輸送等の支援に関する協定書」として締結。なお、締結した内容を権利や義務と

するのではなく、11 型パレットの提供をはじめ、物資輸送全般の支援について、可能

な限り誠意をもって対応することが基本となる。次年度以降、確実な支援を実施するた

めの体制作りに入る。 

 

 

 

 

講義資料（表紙） 

協定書（表紙） 
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11. その他の活動等 

11－1. 協力・連携活動 

  下記会議委員会に協力・会議参加 

(1)日本工業標準調査会・物流技術専門委員会 【事務局 経済産業省】 

(2)物流標準化懇話会 【会長：福本専務理事 事務局 (一財)日本規格協会 】 

(3)物品識別標準化委員会 【事務局 (一社)日本自動認識システム協会】 

   (4)JISハンドブック編集委員会 【事務局 (一財)日本規格協会】 

   (5)日本物流団体連合会 ユニットロードシステム検討小委員会  

【事務局 (一財) 日本物流団体連合会】 

   

11－2.パレット統計調査活動 

  例年通り、平成 28年 3月～5月にかけて各部会を開催、パレットの平成 27年度(2015 

年度)生産数量出荷額およびレンタルパレット保有数量調査を実施作成し、その結果を 

平成 28年の通常総会で発表（会員生産実績に基づき全国推計）した。 

 

11－3.各種資料（技術資料含む）等の配布 

適宜、官庁からの文書等を各部会・委員会開催時に配布。 

 

11－4.内部監査 

平成 28 年度分の会計処理について、平成 29 年 4 月 27 日（木）、(一社)日本パレット協

会事務所にて、監事の下村氏が監査を実施した。 
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－ MEMO① － 
 

 

 

 

一般社団法人日本パレット協会 

平成 29 年度 通常総会 


