
２０２１ 年 度 

定    期    総    会 

日    時     ２０２１年 ４ 月１４日（水） 

  Web 会議システム(Microsoft Teams) 

静 岡 県 製 薬 協 会



次      第 
 

1. 開  会 
 

2. 会長挨拶 
 

3. 来賓挨拶 1）石田部長  
2）薬事課職員 
 

4. 会長表彰・受賞者表彰 
 

5. 議長選出 
 

6. 議 事 
 
 
第１号議案 「2020 年度事業報告及び収支決算報告」 

           （会計監査報告を含む） 

 

第２号議案 「役員改選」 
 

7. 新会長及び新副会長挨拶 
 

8. 議長交代 
 

9. 議  事 
 
 
第３号議案 「2021 年度事業計画（案）及び収支予算（案）」 

 
10.閉会 
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    2020 年度 静岡県製薬協会会長表彰受賞者 
 
                              （五十音順） 
 

  東レ株式会社                   家里 優子 様 

  クオリテックファーマ株式会社           土居 功一 様 

  ポーラ化成工業株式会社              原 江吏子 様 

  テルモ株式会社                  矢野 晶靖 様 

  シミックＣＭＯ株式会社              若尾 秀元 様 

  

             

 

 

 

 

 

 
                                 以 上 
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[第１号議案 ] 

 

２０２０年度  事業報告書 
 

１．定 期 総 会 ［書面投票］ 

２．理 事 会 ［年６回］ 

３．医薬品ＧＭＰ研究会 ［年 3回・リモート］ 

４．研修会／情報交換会 ［録画配信／中止］ 

５．健康福祉部との懇談会 ［年１回］ 

６．年 末 懇 親 会 ［中 止］ 

７．医薬品製造業者等品質管理講習会   ［録画配信・年2 回］ 

（薬事課と共催） 

８．理事・監事研鑽会 ［年１回・リモート］ 

９. 分科会活動 

９．１ 化粧品分科会 

９．２ 医療機器分科会 

１０．薬事振興会事業協力 ［随時］ 

１１．静岡県等からの通知類の会員宛連絡   ［随時］ 

１２．その他（各関連行事への参画ほか）  [随時] 
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１．定期総会［年１回］ 

期 日 事   業   名 摘  要 参 加 者 

2020年 

4月1日 

定期総会 

〔書面投票〕 

<総会> 

第１号議案「2019年度事業報告及び収支決算報告」 

 （会計監査報告を含む） 

第２号議案「役員改選」 

第３号議案「2020年度事業計画（案）及び収支予算（案）」 

「審議結果」 

会則第18条に則り議案は承認されました。 

正会員  111社 

賛成 108社 

反対  0社 

回答無 3社 

２．理事会［年６回］

期 日 事   業   名 摘  要 参 加 者 

2020年 

5月 20日 

第１回理事会 

〔リモート会議〕 

＜審議事項＞ 

(1) 2019年度第6回理事会要録確認

(2) 2020年度事業計画（理事会日程、担当会社等）確認

(3) 2020年度役員名簿確認

(4) 2020年度医薬品ＧＭＰ研究会

(5) 2020年度第1回研修会

(6) 2020年度第2回研修会（情報交換会）

(7) 2020年度第1回医薬品製造業者等品質管理講習会

(8) 2020年度理事・監事研鑽会

(9) 2020年度年末懇談会

(10) 2020年度薬事功労者表彰候補者

(11) 2020年度理事会運営方法

＜報告事項＞ 

(1) 分科会活動の進捗状況

①化粧品分科会 

②医療機器分科会 

(2) 2020年度 定期総会報告

(3) その他

理事・監事会社 

26名/18社 

事務局 1名 
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期  日 事   業   名 摘  要 参 加 者 

2020年 

7月14日 

第2回理事会 

〔リモート会議〕 

＜審議事項＞ 

(1) 2020年度第1回理事会要録確認

(2) 2020年度行事の開催決定とそのタイミング

(3) 2020年度第1回医薬品ＧＭＰ研究会

(4) 2020年度第1回医薬品製造業者等品質管理講習会

(5) 2020年度理事・監事研鑽会

(6) 2020年度 第2回研修会（情報交換会）

(7) 2020年度年末懇談会・懇親会

(8) 2020年度第2回医薬品製造業者等品質管理講習会

(9) その他

＜報告事項＞ 

(1) 分科会活動の進捗状況

①化粧品分科会 

②医療機器分科会 

(2) 2020年度第１回研修会報告

(3) 鈴木梅太郎顕彰会 総会（書面）

(4) 薬事振興会 総会 第1回理事会（6/26）

(5) 薬事振興会との公衆衛生活動業務委託契約

(6) しずおか健康いきいきフォーラム（6/25総会・書面）

(7) 就任挨拶回り

(8) 献血推進大会（7/21 中止）

(9) 薬物乱用防止指導員協議会への寄付金進呈（7/9）

(10) 厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰候補（麻薬・覚醒剤

乱用防止への貢献）

(11) その他

理事・監事会社 

22名/18社 

事務局 1名 

2020年 

9月16日 

第３回理事会 

〔リモート会議〕 

＜審議事項＞ 

(1) 2020年度第2回理事会要録確認

(2) 2020年度第1回医薬品ＧＭＰ研究会

(3) 2020年度理事・監事研鑽会

(4) 2020年度 第2回研修会（情報交換会）

(5) 2020年度年末懇談会・懇親会

(6) 「新型コロナウィルスに打ち勝つ静岡県民支え合い基金

への寄付」について 

＜報告事項＞ 

(1)分科会活動の進捗状況 

①化粧品分科会 

② 医療機器分科会

(2)2020年度第１回研修会報告（ＨＰ動画配信・掲載報告） 

(3)2020年度第1回医薬品製造業者等品質管理講習会 

(4)その他 

理事・監事会社 

21名/17社 

事務局 1名 
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期  日 事   業   名 摘  要 参 加 者 

2020年 

11月17日 

第4回理事会 

〔リモート会議〕 

＜審議事項＞ 

(1) 2020年度第3回理事会要録確認

(2) 2020年度第2回医薬品ＧＭＰ研究会（第1回報告）

(3) 2020年度年末懇談会

(4) 2020年度第2回医薬品製造業者等品質管理講習会

(5) コロナ禍における社会貢献活動

静岡県民支え合い基金への寄付（協会費について） 

(6) 2021年度担当者案

＜報告事項＞ 

(1) 分科会活動の進捗状況

①化粧品分科会 

②医療機器分科会 

(2) 2020年度第1回医薬品製造業者等品質管理講習会

(3) 2020年度理事・監事研鑽会

(4) 令和2年度薬事功労者表彰式報告

(5) 令和2年度静岡県薬物乱用防止県民大会（中止案内）

(6) 2020年度第2回研修会（情報交換会・中止案内）

(7) 2020年度年末懇親会（中止案内）

(8) その他

理事・監事会社 

19名/18社 

事務局 1名 

2021年 

1月19日 

第5回理事会 

〔リモート会議〕 

＜審議事項＞ 

(1) 2020年度第4回理事会要録確認

(2) 2020年度第医薬品ＧＭＰ研究会

（第2回報告・第3回計画） 

(3) 2020年度第2回医薬品製造業者等品質管理講習会

(4) 2021年度推進案：業務分担、行事予定、予算

(5) 2021年度定期総会案：議案書案（総会次第）開催方法

(6) 2021年度表彰推薦：製薬協会会長表彰、

薬事振興会会長表彰、県知事表彰 

(7) コロナ禍における社会貢献活動

静岡県民支え合い基金への寄付 

(7) 協会職員の功労金積立

(8) その他

＜報告事項＞ 

(1) 分科会活動の進捗状況

①化粧品分科会 

②医療機器分科会 

(2) 2020年度年末懇談会

(3) 鈴木梅太郎博士顕彰会 理事会・表彰式

(4) その他

理事・監事会社 

22名/17社 

事務局 1名 
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期 日 事   業   名 摘  要 参 加 者 

2021年 

3月16日 

第6回理事会 

〔リモート会議〕 
＜審議事項＞ 

(1) 2020年度第5回理事会要録確認

(2) 「県民支え合い基金」

(3) 2021年度定期総会議案書/開催方法/担当会社/会長表彰

(4) 2021年度予算

(5) 2021年度第1回研修会

(6) 2021年度医薬品ＧＭＰ研究会

(7) その他

＜報告事項＞ 

(1) 分科会活動の進捗状況

①化粧品分科会 

②医療機器分科会 

(2) 2020年度第3回医薬品ＧＭＰ研究会

(3) 2020年度第2回医薬品製造業者等品質管理講習会

(4) 2021年度第1回医薬品製造業者等品質管理講習会

(5) その他

理事・監事会社 

20名/16社 

事務局 1名 

３．医薬品ＧＭＰ研究会［年 3回］ 

  期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

9月28日 

第 1 回医薬品ＧＭＰ

研究会（リモート） 

・自己紹介

・各社取組と課題及び討議したい事項の発表

・グループ討議（研究テーマ選出）

・選出した研究テーマの発表

17名/11社 

理事 6名 

事務局 1名 

2020年 

11月26日 

第 2 回医薬品ＧＭＰ

研究会（リモート） 

・グループごとに意見交換、議論 16名/10社 

理事  6名 

事務局 1名 

2021年 

1月28日 

第 3 回医薬品ＧＭＰ

研究会（リモート） 

講演会『至近のFDAの国内査察での 

483実例＋対応事例解説（DI関連）』 

ファーマリンク株式会社 原 芳明 氏 

・フリーディスカッション

・討議結果の発表 原講師から講評

15名/12社 

理事  6名 

事務局 1名 
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４．研修会／情報交換会［年２回］ 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

8月5日 

第1回研修会 

（動画配信） 

GMP/QMS基礎講座Ⅰ（基礎編）：静岡県薬事監視第一機動班 

  望月 康夫 専門官兼班長 

GMP/QMS基礎講座Ⅱ（実践編）：静岡県薬事監視第二機動班 

  影山 知子 班長 

2020年 

11月 

第2回 研修会 

（情報交換会） 【中止】 

５．健康福祉部との懇談会［年１回］ 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

12月3日 

健康福祉部との 

懇談会 

〔札の辻クロスホー

ル〕 

メインテーマ： 

『医薬品等の産業にとって魅力ある静岡県 』 

個別テーマ： 

「新型コロナウィルス対策」静岡県製薬協会 

  静岡県薬事課 

協会 10名 

行政  5名 

リモート参加 

代表理事12名 

担当理事10名 

６．年末懇親会［年１回］ 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

12月 

年末懇親会 
【中止】 
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７．医薬品製造業者等品質管理講習会（薬事課と共催）［年２回］ 

期 日 事  業  名 摘   要 参 加 者 

2020年 

9月 

第 1 回医薬品製造業

者等品質管理講習会 

〔録画配信〕 

1. 監視時における指導事項について

静岡県薬事監視第一機動班  渡邉 由佳 主任 

2. 「製造プロセスにおけるリスクマネジメント」

ミックインターナショナル株式会社 

 大原 澄夫 氏 

3. 「新型コロナウイルス (COVID-19)と医薬品製造所に

おけるリスクマネジメント」 

医薬品・食品品質保証支援センター 

人見 英明 氏 

4. 薬事課からの連絡事項  薬事課

2021年 

2月 

第 2 回医薬品製造業

者等品質管理講習会 

〔録画配信/ 

Webセミナー〕 

1. 監視時における指導事項について

静岡県薬事監視第二機動班 野田 岳郎 主任 

2. 「注射剤製造における異物低減方法及び改善事例」

脇坂 盛雄 氏 

3. 「化粧品・医薬部外品の衛生管理のポイント」

医薬品・食品品質保証支援センター 

 庄司 和壽 氏 

4. 薬事課からの連絡事項  薬事課

８．理事・監事研鑽会［年１回］ 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

10月30日 

理事・監事研鑽会 

〔リモート会議〕 

第1部 ディスカッション 

１．イベントのオンライン開催における課題について 

２．来年度の担当（案） 

３. 製薬協会の運営について

第２部 情報交換 

21名 

会長、副会長、

理事、監事、 

事務局 
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９．分科会活動 

 ９．1 化粧品分科会 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

4月16日 

2020 年度化粧品分科

会定期総会 

〔HP より 42 社に配

信〕 

＜総会＞ 

第1号議案「2019年度事業報告及び収支決算報告」 

  「会計監査報告」 

第2号議案「2020年度役員改選」 

第3号議案「2020年度事業計画案 及び収支予算案」 

36社/42社 

承認回答あり 

2020年 

5月28日 

第1回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度化粧品分科会定期総会の総括

2) 年間行事検討

3) 2020年度 勉強会について

9名/7社 

2020年 

7月22日 

第2回幹事会 

〔Web会議〕 

1）2020年度 勉強会 最終確認 

2）2020年度 情報交換会について 

3）2020年度 第2回品質管理講習会のテーマ・講師検討 

4）2020年度 研修会・年末懇親会について 

8名/7社 

2020年 

8月17日 

勉強会（動画配信） 1) 講演「世界一の一流アスリートが身につける潜在力・

集中力発揮のコツ」

講師：森 健次郎 様 

2020年 

9月23日 

第3回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度 勉強会について

2) 2020年度 研修会・年末懇親会について

3) 2020年度 第2回品質管理講習会のテーマ・

講師について

8名/7社 

2020年 

10月 

工場見学会 中止 

2020年 

12月 

研修会 中止 

2021年 

1月22日 

第4回幹事会 

〔Web会議〕 

1）2020年度 第2回品質管理講習会について 

2）2021年度 化粧品分科会定期総会について 

8名/6社 

2021年 

3月18日 

第5回幹事会 

〔Web会議〕 

1）2021年度 化粧品分科会定期総会について 

2）次年度活動について 

9名/7社 
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９．２ 医療機器分科会 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

4月15日 

2020年度医療機器 

分科会定期総会 

〔3議案の賛否を 

ＨＰにて21社に 

配信〕 

＜総会＞ 

第1号議案 「2019年度事業報告および収支決算報告」 

「会計監査報告」 

 第2号議案 「役員改選」 

第3号議案 「2020年度事業計画(案)及び収支予算(案)」 

18/21社 

承認回答あり 

2020年 

5月27日 

第1回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度 定期総会Web審議結果の総括

2）2020年度 製薬協会 第1回理事会報告

3) 2020年度 分科会 工場見学会開催可否について

4名/3社 

2020年 

6月24日 

第2回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度 工場見学について 4名/3社 

2020年 

7月29日 

第3回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度 製薬協会 第2回理事会報告

2）2020年度 分科会 研修会について

3）2020年度 分科会 工場見学会の開催中止について

4名/3社 

2020年 

8月20日 

第4回幹事会 

〔Web会議〕 

2020年度工場見学会の代替行事検討について 4名/3社 

2020年 

10月 

医療機器分科会 

工場見学会 

中止 

2020年9月9日 ＨＰに掲載 

2020年 

10月14日 

第5回幹事会 

〔Web会議〕 

2020年度 分科会 研修会の開催、および開催案内について 4名/3社 

2020年 

11月4日 

第6回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度 分科会 研修会の開催、および開催案内に

ついて

2） Zoom研修会について

4名/3社 

2020年 

11月25日 

第7回幹事会 

〔Web会議〕 

1) 2020年度 分科会 研修会の開催、および開催案内に

ついて

2) Zoom研修会について

代表幹事、および幹事メンバーの交代について

6名/3社 

2021年 

1月6日 

第8回幹事会 

〔Web会議〕 

1）2020年度 分科会 研修会の開催、および開催案内に 

ついて 

2）次年度の医療機器分科会の活動について 

5名/3社 

2021年 

1月27日 

医療機器分科会 

〔オンライン研修〕 

ビジネス交渉術 ～円滑なコミュニケーション～ 

講師：株式会社メンター・クラフト 葛西伸一 

会員会社 

22名/5社 

県薬事課 

1名 

2021年 

3月24日 

第9回幹事会 

〔Web会議〕 

1） 研修会の振り返り

2） 定期総会資料確認

3） 次年度活動計画について

5名/3社 
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１０．薬事振興会事業協力［随時］ 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

5月1日 

2020 年度公衆衛生活動業務委

託契約書の締結 

委託業務費用390,000円 ― 

2020年 

5月10日 

2020 年度公衆衛生活動委託業

務実施計画書及び収支予算書

の提出 

2020年 5月 1日締結「2020年度公衆衛生活動業務委

託契約書」に基づき提出 

委託業務として、以下の2件を計画 

第1回医薬品製造業者等品質管理講習会（9月） 

第2回医薬品製造業者等品質管理講習会開催（翌2月） 

― 

2020年 

5月20日 

2020 年度公衆衛生活動事業委

託費受領 

2020年5月1日付で契約した委託業務費用 

交付金額  390,000円 

― 

2020年 

6月26日 

(一社)静岡県薬事振興会 

第1回理事会 

〔静岡県薬剤師会館〕 

1) 令和元年度 事業報告

2) 令和元年度公益目的支出計画実施報告書

3) 令和元年度 決算書類承認

4) 理事の辞任に伴う後任者選任

― 

2020年 

6月26日 

(一社)静岡県薬事振興会 

定時総会 

〔静岡県薬剤師会館〕 

1) 令和元年度 事業報告

2) 令和元年度公益目的支出計画実施報告書

3) 令和元年度 決算書類承認

4) 理事の辞任に伴う後任者選任

― 

2020年 

7月6日 

(一社)静岡県薬事振興会 

会費、負担金納付 

納付額：会費  180,000円 

 負担金 260,000円 

― 

2020年 

9月15日 

(一社)静岡県薬事振興会 

第2回理事会 

〔静岡県薬剤師会館〕 

1) 令和2年度 薬事功労者静岡県薬事振興会会長表彰

被表彰者の選考

2) 令和2年度 薬事功労者表彰式について

重松副会長 

2020年 

10月22日 

令和2年度薬事功労者表彰式 

〔クーポール会館〕 

薬事功労者静岡県薬事振興会会長表彰 

村山 香 理事 

薬事功労者静岡県知事表彰 

  該当者なし 

勝眞理事 

事務局 

2021年 

3月25日 

(一社)静岡県薬事振興会 

臨時総会 

〔静岡県薬剤師会館〕 

1) 令和3年度 事業計画

2) 令和2年度 収入支出予算

  ― 

１１．静岡県等からの通知類の会員宛連絡［随時］ 
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１２．その他［随時］ 

期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

4月28日 

会長会社業務引継ぎ 

〔アステラス ファーマ テック

株式会社 〕 

興和 株式会社 ⇒ アステラス ファーマ テック 

株式会社 

会長、担当者、事務局の業務内容の引継ぎ 

会長(新) 

担当理事、

事務局 

2020年 

5月 14日 

協会会員名簿記載事項の調査依

頼 

協会会員名簿作成のための調査 事務局 

2020年 

5月20日 

鈴木梅太郎博士顕彰会監査 

〔県庁薬事課 郵送〕 

令和元年度会計監査 後藤理事 

勝眞理事 

2020年 

7月9日 

関係団体等への新任挨拶 健康福祉部長、経済産業部長、薬事課 

静岡県薬事振興会 

箱守会長 

重松副会長 

勝眞理事 

山下理事 

2020年 

5月21日 

令和3年春の叙勲・褒章候補者

の推薦 

静岡県健康福祉部生活衛生局長 

令和2年5月21日付 衛局第8号 

 回答：該当者なし 

  ― 

2020年 

6月1日 

静岡県病院協会 静岡県病院協会賛助会員会費納入：48,000円 

令和2年6月1日付  

2020年 

6月29日 

令和2年度薬事功労者厚生労働

大臣表彰の推薦 

静岡県健康福祉部長 

令和2年6月29日付 衛薬第380号 

回答：該当者なし 

  ― 

2020年 

6月 

（一社）鈴木梅太郎博士顕彰会 

第１回理事会 

(書面決議） 

1) 令和元年度 事業報告

2) 令和元度 収支決算

3) 役員の選任

4) 令和2年度会費納入額

5) 令和2年度 事業計画（案）

6) 令和2年度 収支予算（案）

箱守会長 

勝眞理事 

2020年 

6月 

（一社）鈴木梅太郎博士顕彰会 

定時総会 

〔書面決議〕 

1) 令和元年度 事業報告

2) 令和元年度 収支決算

3) 役員の選任

4) 令和2年度 会費納入額

箱守会長 

勝眞理事 

2020年 

12月5日 

鈴木梅太郎博士顕彰会へ寄付 石川理事長に製薬協会から寄付金贈呈（5万円） 箱守会長 

2020年 

6月25日 

しずおか健康いきいきフォーラ

ム21 総会

〔書面決議〕

1) 令和元年度 事業報告（案）

2) 令和元年度 収支決算（案）

3) 令和2年度事業計画 （案）

4) 令和2年度収支予算 （案）

勝眞理事 

2020年 

6月25日 

しずおか健康いきいきフォーラ

ム21 記念対談・活動発表

〔中止〕

  ― 

13



期 日 事  業  名 摘  要 参 加 者 

2020年 

6月29日 

令和2年度薬事功労者知事表彰

贈呈候補者の推薦 

静岡県健康福祉部長 

令和2年6月29日付 衛薬第395号 

回答：該当者なし 

  ― 

2020年 

7月21日 

令和2年度静岡県献血推進大会 

中止 

  ― 

2020年 

7月 9日 

｢ダメ。ゼッタイ。｣県薬物乱用

防止指導員協議会への寄付 

令和2年度｢ダメ。ゼッタイ。｣薬物乱用防止に対する

協力として、5万円を寄付。 

箱守会長 

重松副会長 

勝眞理事 

山下理事 

2020年 

8月12日 

令和 3 年度中に満 88 歳になる

高齢者叙勲潜在候補者調査 

静岡県健康福祉部生活衛生局長 

令和2年8月12日付 衛局第14号 

回答：該当者なし 

  ― 

2020年 

11月14日 

令和 2 年度 静岡県薬物乱用防

止県民大会  〔長泉〕 中止 

  ― 

2020年 

11月16日 

令和3年秋の叙勲・褒章候補者

の推薦 

静岡県健康福祉部生活衛生局長 

令和2年11月16日付 衛局第18号 

回答：該当者なし 

事務局 

2020年 

11月13日 

第25回 静岡健康・長寿学術 

フォーラム〔リモート参加〕 

学術セッション 

 「健康の保持増進に役立つ医学的知識の基礎を 

学ぶ」 「工学・光産業と健康・長寿」 

勝眞理事 

2020年 

12月5日 

（一社）鈴木梅太郎博士顕彰会 

第2回理事会 

〔もくせい会館 第1会議室〕 

報告事項 

理事長及び常務理事の職務執行状況 

箱守会長 

1月 

新年の挨拶〔県庁〕 県知事、副知事、健康福祉部長、経済産業部長、 

生活衛生局長、薬事課長 

【本年度は中止】 

2021年 

1月25日 

令和2年度 静岡県薬事審議会 

〔県庁別館9階 

第2特別会議室〕 

(1) 薬事に関する厚生労働省等の動向について

(2) かかりつけ薬剤師・薬局推進のための県の取組に

ついて

(3) 医薬品・医療機器・化粧品の生産金額の動向につ

いて

(4) 薬物乱用防止の取組について

(5）その他

箱守会長 

2021年 

4月8日 

2020年度 会計監査 2020年度 収支決算書類の監査 監事 

会長会社 

副会長会社 

事務局 
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2021年 



　前年度繰越金 10,337,155 10,337,155 0

　2020年度協会費 10,120,000 10,050,000 70,000

　2020年度薬事振興会委託事業費 390,000 390,000 0

　預金利息 100 126 ▲ 26

合　 　計 20,847,255 20,777,281 69,974

[事　業　費]

　定期総会費 1,150,000 243,767 906,233

　理事会費（５・７・９・１１・１・３月） 500,000 19,602 480,398

　研修会費　 1,150,000 123,200 1,026,800

  医薬品GMP研究会費 700,000 80,000 620,000

　年末懇親会費 650,000 71,955 578,045

　医薬品製造業者等品質管理講習会費 550,000 616,799 ▲ 66,799

　理事・監事研鑽会費 200,000 0 200,000

　化粧品分科会事業費 700,000 700,000 0

　医療機器分科会事業費 700,000 700,000 0

　（社）静岡県薬事振興会会費 440,000 440,000 0

　薬事振興事業費 100,000 48,000 52,000

　事業運営雑費 450,000 44,400 405,600

（小　 　計） (7,290,000) (3,087,723) 4,202,277

[労務費・事務費]

　職員給与手当 2,500,000 2,135,231 364,769

　退職金積立 280,000 280,000 0

　職員通勤費 220,000 195,040 24,960

　法定福利費（労働保険料） 50,000 22,011 27,989

　厚生費 50,000 50,000 0

　旅費 50,000 5,340 44,660

　通信費・消耗品費 190,000 182,745 7,255

　ＨＰ維持管理費 450,000 423,500 26,500

　ＨＰ改良費 100,000 0 100,000

セキュリティ対策費 200,000 13,580 186,420

事務機器購入費 100,000 6,215 93,785

事務経費 60,000 51,180 8,820

雑費 50,000 15,950 34,050

（小　 　計） (4,300,000) (3,380,792) (919,208)

[寄　付　金]

　　静岡県薬物乱用防止指導員協議会 50,000 50,000 0

　　鈴木梅太郎博士顕彰会 50,000 50,000 0

（小　　　　　計） (100,000) (100,000) (0)

[予　備　費] 9,157,255 14,208,766 ▲ 5,051,511

合　 　計 20,847,255 20,777,281 69,974

支出合計 11,690,000 6,568,515

予備費（収入計-支出合計） 9,157,255 14,208,766

14,218,046 銀行残(協会＋福田+福田携帯)-退職金積立

9,280 所得税預かり金額

14,208,766 次年度繰越金

支　　出　　の　　部 予　算　額  決　算　額 比較増減

2020年度　収支予算決算書

2021年3月31日現在

収　　入　　の　　部 2020年度の予算  決　算　額 比較増減
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第 1 号議案 収支決算内容の補足説明：  

「新型コロナウイルスに打ち勝つ静岡県民支え合い基金」への寄付 

 

 背景と経緯 

 コロナ禍で協会活動の大部分がリモート開催をなったことにより、会場費等の

経費使用額が減少しました。 

 第３回-６回理事会にて、本協会の創立趣旨「社団法人静岡県薬事振興会、社

団法人静岡県病院協会等の静岡県内の関係団体ともそれぞれ協力し、静岡

県の薬事工業の振興や公共の福祉増進に寄与する」に沿って、発生した予算

余剰金の最適な使用用途を検討しました。 

 

 理事会での審議結果 

 使用用途検討にあたっては、21 年度協会主催イベントの追加開催等広く議論

した結果、新型コロナウイルス感染症対策に関わる方達（医療従事者、高齢

者・障害者福祉施設等の従事者の皆様など）への支援や静岡県の新型コロナ

対策事業への支援を目的に、静岡県管轄の基金に余剰金を寄付する方針を

合意し、本 21 年度総会に諮ることを決定。 

 寄付の拠出先： 県薬事課薬事審査班・前中村班長に相談し、「新型コロナウ

イルスに打ち勝つ静岡県民支え合い基金」が我々の趣旨に沿った適切な供出

先であるとのご助言を得、拠出先を当該基金とする方針を合意し、本 21 年度

総会に諮ることを決定。 

 拠出金額： 500 万円 

 寄付手続き 

① 20 年度予算から、「寄付金 500 万円」の名目で 21 年度に繰り越す 

② 4/14  20 年度定期総会にて、「寄付金 500 万円」を 21 年度に繰り越すこ

とを含む 20 年度予算実績を上程し、審議・承認を得る 

③ 4 月下旬  当該基金へ寄付 
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「新型コロナウイルスに打ち勝つ静岡県民支え合い基金」について 

★ 寄附の状況（申出金額、件数） 

・寄附申出等の総額    405,764,778 円（令和 3 年 4 月 6 日） 

・寄附申出等の件数    856 件（令和 3 年 4 月 6 日） 

 

寄附申出等の件数と総額 件数 金額 

個人（クラウドファンディング）令和 2 年 8 月 20 日終了 372 件 10,685,337 円 

個人（その他） 募集中 302 件 12,375,579 円 

法人・団体 募集中 180 件 128,703,862 円 

積立額 2 件 254,000,000 円 

合計 856 件 405,764,778 円 

 

 

★寄付金の使用実績と今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
寄附金等の活用見込額

（円） 

医療従事者等への支援 

事業名：新型コロナウイルス感染症対策医療従事者支援交付金 
93,381,000 

コロナ感染症に不安を抱える妊婦さんへの支援 

事業名：新型コロナウイルス妊産婦総合対策事業費助成 
216,375,000 

緊急時の医療用ガウン等の生産体制構築 

事業名：緊急時医療用ガウン等生産体制構築事業費 
5,000,000 

NPO 法人の活動継続への支援 

事業名：新型コロナウイルス対策 NPO 応援事業費 
16,655,000 

子どもの居場所の感染症対策支援 

事業名：子どもの居場所感染症対策事業費助成 
20,000,000 

救急車両への感染予防機材の配備 

事業名：救急車両感染症防止対策事業費 
36,800,000 

合計 388,211,000 
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法人・団体の寄附者（2021 年 4 月 6 日現在、HP より抜粋） 

湖西警察署親睦会 自由民主党静岡県支部連合会 日本たばこ産業株式会社静岡支店 

株式会社大川原製作所 株式会社加藤鉄筋工業 自由民主党静岡県電気通信支部 

自民党御前崎市浜岡支部 大和建設株式会社 自由民主党川根本町本川根支部 

自民党袋井市袋井支部 自民党静岡県連職員一同 有限会社大橋鉄工所 

袋井警察署職員一同 株式会社伊伝 株式会社アスカ 

株式会社静岡オレテック 釣具のイシグロお客様 公益財団法人静岡県グリーンバンク 

静岡県温水利用研究センター 自由民主党磐田市福田支部 自由民主党磐田市竜洋支部 

掛川市地区保護司会 自由民主党沼津市沼津支部 自民党磐田市磐田支部 

損害保険ジャパン株式会社 静岡県更生保護女性連盟 静岡県農協暴力防犯対策協議会 

ONESHIZUOKAPROJECT 株式会社東海建設コンサルタント 伸栄建設株式会社 

一般社団法人静岡県自動車会議所 静岡県校長会 ハイナン農業協同組合 

中部電力株式会社静岡支店 池谷司法書士事務所 静岡県軽自動車協会 

三越伊勢丹グループ労働組合 

静岡伊勢丹支部 
ささやかなお疲れさま懇親会 公益社団法人静岡県看護協会 

静岡県労働金庫 沼津地区保護司会 イハラ建成工業株式会社 

静岡コンサルタント株式会社 エスボード有限会社 自由民主党浜松市龍山支部 

公益社団法人全日本不動産協会静岡県

本部 
あおいビルマネジメント株式会社 静岡県立湖西高等学校 

静岡県土地改良事業団体連合会 三島地区保護司会 青木建設株式会社 

自由民主党磐田市豊岡支部 原川倉庫運輸株式会社 徳利屋 

静岡県警察本部総務部施設課 静岡県柔道整復師連盟 引佐町森林組合 

神谷建設株式会社 静岡県立静岡高等学校インターアクト同好会 富士市森林組合 

株式会社野村商店 公益社団法人静岡県獣医師会 日本橋室町若旦那会 

静岡県環境整備事業協同組合 スミヤ株式会社 有限会社富士見商会 

株式会社総合設備・正克 一般社団法人日本建設業連合会中部支部 ファミリー合同会社 

静岡県立磐田北高等学校 PTA マリアンクラブ ZUMBA 静岡県浄化槽協会富士支部 

KPYConsulting 株式会社 ソーアイ造園株式会社 静岡県立富士宮東高等学校 PTA 

自民党磐田市豊田支部 磐南浄化水槽株式会社 自由民主党藤枝市藤枝支部 

有限会社旅姿七人社 沼津市立片浜中学校 静岡観葉株式会社 
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自由民主党焼津市焼津支部 有限会社大木工業所 一般社団法人静岡県トラック協会 

株式会社川上教材社 増福寺檀信徒 有限会社大沼興業 

宗教法人普門院 JA ふれあい市 菱和設備株式会社 

ファミリーマート沼津あしたか店 株式会社 MFC リテールパートナーズ 株式会社鳥貴族 

JA 共済連静岡 有限会社芙蓉管工 株式会社天野回漕店 

静岡県図書教材協会 静清信用金庫 TEAM FUNK LOVE 

YOKOHAMA まごごろ基金 日本維新の会 ららぽーと磐田 

HDU ホンダカーズ静岡西支部 雄踏町仏教会 有限会社由比環境保全センター 

静岡県中小企業団体中央会 静岡県ホンダ会 ネッツトヨタ静岡株式会社 

デイサービス和彩花 公益社団法人静岡県柔道整復師会 三島信用金庫従業員組合 

トヨタカローラ静岡株式会社 日本中央競馬会 ららぽーと沼津 

株式会社ビースポーツ 株式会社ウィンウィン（ピーターパン） 農林年金農業共済連絡会 

静岡県茶業青年団 第一生命労働組合沼津支部 村田ボーリング技研株式会社 

「小さな親切運動」静岡県本部 
一般社団法人静岡県設備設計協会中部地区

会員一同 
静岡県私学協会  

磐田農業高校 PTA・福祉委員会 焼きとりラーメン与作 喜多方ラーメン坂内三島店 

株式会社ジュビロ 静岡県仏教会 清水地区ボイラー技士会 

伊豆国寺庭婦人会 第一生命労働組合沼津支部 シーキューブ静岡グループ一同 

明治安田生命保険相互会社 ねむの木学園こどもたち一同 
静岡県立清水南高等学校中等部生徒

会  

静岡市立清水不二見小学校福祉委員  第一生命労働組合浜松支部   富士工業株式会社 

日立静岡会 かずさや観光物産株式会社 エコネットみっかび 

静岡県郵便局長会 三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社  沼津信用金庫 

静岡不動産株式会社     
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[第２号議案] 

2021 年度 役 員（案） 

 

会   長 旭化成ファーマ株式会社 重松 弘樹 氏 
第一副会長 中外製薬工業株式会社 藤枝工場 原本 英和 氏 
第二副会長 科研製薬株式会社 静岡工場 大泉 憲秀 氏 
理   事 株式会社ツムラ 静岡工場  
 小野薬品工業株式会社 フジヤマ工場  
 興和株式会社 富士工場  
 アステラス ファーマ テック株式会社 

エイワイファーマ株式会社 大井川工場 

 

 シミックCMO株式会社 静岡工場  
 株式会社静岡カフェイン工業所  
 株式会社資生堂 掛川工場  
 テルモ株式会社 富士宮工場  
 ポーラ化成工業株式会社 袋井工場  
 株式会社シャンソン化粧品  
 東レ株式会社 三島工場  
 株式会社ヤクルト本社 富士裾野医薬品工場  
 日本コヴィディエン株式会社  

監   事 クオリテックファーマ株式会社  
 ヤンセンファーマ株式会社 富士工場  
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[第 ３ 号 議 案] 

2021 年度 事業計画（案） 

 

１． 定 期 総 会 年１回 
２． 理 事 会 年６回 
３． 医薬品GMP研究会 年３回 
４． 研修会/情報交換会 年２回 
５． 県健康福祉部との懇談会 年１回 
６． 年 末 懇 親 会 年１回 
７． 医薬品製造業者等品質管理講習会 年２回 
８． 理事・監事研鑽会 年１回 
９． 分科会活動  

 （１）化粧品分科会  
 （２）医療機器分科会  

１０． 薬事振興会事業協力 随時 
１１． 静岡県等からの通知類の会員宛連絡 随時 
１２． その他  
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　前年度繰越金 14,208,766 10,337,155 3,871,611

　2021年度協会費 10,120,000 10,120,000 0

　2020年度薬事振興会委託事業費 390,000 390,000 0

　預金利息（見込み） 100 100 0

合　　　　　　　　　計 24,718,866 20,847,255 3,871,611

[事　業　費]

　定期総会費 60,000 1,150,000 ▲ 1,090,000

　理事会費（５・７・９・１１・１・３月） 270,000 500,000 ▲ 230,000

　研修会費　 1,000,000 1,150,000 ▲ 150,000

　医薬品GMP研究会費 500,000 700,000 ▲ 200,000

　年末懇親会・懇親会費 650,000 650,000 0

　医薬品製造業者等品質管理講習会費 600,000 550,000 50,000

　理事・監事研鑽会費 200,000 200,000 0

　化粧品分科会事業費 700,000 700,000 0

　医療機器分科会事業費 700,000 700,000 0

　（社）静岡県薬事振興会会費 440,000 440,000 0

　薬事振興事業費 100,000 100,000 0

　事業運営雑費 450,000 450,000 0

（小　　　　　計） (5,670,000) (7,290,000) (▲ 1,620,000)

[労務費・事務費]

　職員給与手当 2,500,000 2,500,000 0

　退職金積立 284,000 280,000 4,000

　職員通勤費 220,000 220,000 0

　法定福利費（労働保険料） 50,000 50,000 0

　厚生費 50,000 50,000 0

　旅費 50,000 50,000 0

　通信費・消耗品費 190,000 190,000 0

　ＨＰ維持管理費 450,000 450,000 0

　ＨＰ改良費 100,000 100,000 0

　セキュリティ対策費 200,000 200,000 0

　光回線切替工事費 200,000 0 200,000

　事務機器購入費 100,000 100,000 0

　事務経費 60,000 60,000 0

　雑費 50,000 50,000 0

（小　　　　　計） (4,504,000) (4,300,000) (204,000)

[寄　付　金]

　　静岡県薬物乱用防止指導員協議会 50,000 50,000 0

　　鈴木梅太郎博士顕彰会 50,000 50,000 0

　　静岡県民支え合い基金への寄付 5,000,000 0 5,000,000

（小　　　　　計） (5,100,000) (100,000) (5,000,000)

[予　備　費] 9,444,866 9,157,255 287,611

合　　　　　　　　　計 24,718,866 20,847,255 3,871,611

支　　出　　の　　部 予　算　額 予　算　額 比較増減

２０２１年度　収支予算（案）

収　　入　　の　　部 2021年度の予算 2020年度の予算 比較増減
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