
 

特定非営利活動法人繊維技術活性化協会  
2022年度総会 

 
 

日時：2022 年６月 17 日（金）  
        会場：福井大学 産学官連携本部  

                                   
   

 

議 案 
 

第 1 号議案 2021年度事業報告と収支決算報告の件  資料１ 事業報告書 
                      資料 2  収支決算書 
                          監査報告書 
 

  第 2号議案 理事退任再任の件            資料 3 役員名簿 
 

                 
第 3 号議案 2022年度事業業計画案と収支予算案の件 資料 4 事業計画書 

資料 5 収支予算書 
   
 
 
◆今年度の総会も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため出席者を限定した形式
で開催します。 
 



資料 1 

2021 年度事業報告書 

2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで 

事業名 事 業 内 容 日時 場所 参加人数 

 理事会・総会 6/18 書面  

第 9 回講演会 

テーマ：グリーンイノベーション推進に向けた繊維

産業の在り方 

講師：河村 玲央 氏 

「循環型ファッションの促進について」 

講師：廣垣 和正 氏 

「綿繊維の超臨界流体染色」 

講師：堀 照夫 

「繊維産業が目指すサステナブル技術の最先端」 

7/19 

 

福井フェニック

スプラザ 

50 名 

第 10 回講演会 

テーマ：繊維産業の問題点と解決策 

講師：宇治 光洋 氏 

「繊維と社会的要請―サステナブルから清潔衛生ま

でー」 

講師：深尾 朋寛 氏 

「伸縮性回路基板材料の開発とテキスタイルとの複

合一体化への挑戦」 

講師：堀 照夫 

「グリーンイノベーションおよび脱炭素社会への挑

戦」 

11/5 京都工芸繊維大

学 

30 名 

Matcing HUB Hokuriku 2021 出展 11/12 

 

ANA クラウン

プラザホテル金

沢 

 

第 11 回講演会 

テーマ：変動する繊維産業に対応するために  

講師：鞠谷 雄士 氏 

「バイオポリマーの繊維化の課題」 

講師：後藤 勝則 氏 

「染色業界と岐センのサステナビリティについて」 

講師：堀 照夫 

「今後の染色整理業とスマートテキスタイル開発の

最新動向」 
 

2/25 Web 開催 50 名 

繊維関連技術

に関する情報

収集と発信 

機関紙「DreamaTex 第 6 号」発行 

機関紙「DreamaTex 第 7 号」発行 

 

8月 

3月 

  

 



資料2

収入の部 （単位：円）

科目 予算額(A) 決算額(B) 増減額(B)-(A) 摘要

前年度繰越金 2,710,732 2,710,732

会費

　正会員受取会費 1,630,000 1,280,000 -350,000
個人会費26名　法人会員36社

(中国会員未納）

　賛助会員受取会費 1,250,000 1,400,000 150,000 賛助会員22社

受取寄付金 0 0 0

事業収入

　先端繊維技術普及事業 500,000 258,000 -242,000
講演会参加費収入

（web開催は無料）

　繊維関連分野人材育成・人材派遣事業 0 0 0

　繊維関連分野の大型プロジェクト推進事業 300,000 0 -300,000

　繊維関連技術に関する情報収集と発信 100,000 0 -100,000

預金利息収入 10 10 0

小計 3,780,010 2,938,010 -842,000

合計 6,490,742 5,648,742 -842,000

支出の部 （単位：円）

科目 予算額(A) 決算額(B) 増減額(B)-(A) 摘要

事業費

　賃借料 100,000 45,614 -54,386 講演会会場費

　旅費交通費 250,000 18,880 -231,120

　諸謝金 500,000 227,745 -272,255

　諸経費 200,000 938 -199,062

　印刷製本費 500,000 341,000 -159,000 機関誌

管理費 0

　人件費 1,200,000 1,126,344 -73,656

　旅費交通費 200,000 0 -200,000

　広告宣伝費 100,000 22,000 -78,000

　通信運搬費 150,000 133,630 -16,370

　消耗品費 100,000 11,072 -88,928

　地代家賃 60,000 60,000 0 オフィス使用料

　雑費 20,000 28,915 8,915 収入印紙、書籍、手数料

小計 3,380,000 2,016,138 -1,363,862

次年度繰越金 3,110,742 3,632,604 521,862

合計 6,490,742 5,648,742 -842,000

NPO法人繊維技術活性化協会　2021年度会計収支決算書

（2021年4月1日～2022年3月31日）





 

 

 

資料 3 

 

役 員 名 簿 （改正案） 

 

特定非営利活動法人繊維技術活性化協会 

 

現行 改正案 

理事長 堀 照夫 理事長(再任） 堀 照夫 

副理事長 保城 秀樹 副理事長(再任) 保城 秀樹 

副理事長 松木 伸太郎 退任 松木 伸太郎 

理事 水囊 満 副理事長(再任) 水囊 満 

理事 奥林 里子 理事(再任) 奥林 里子 

理事 末 信一朗 理事(再任) 末 信一朗 

理事 福山 厚子 理事(再任) 福山 厚子 

理事 宮﨑 孝司 理事 (再任 ) 宮﨑 孝司 

理事 大家 一幸 理事 (再任 ) 大家 一幸 

監事 米沢 晋 監事（再任） 米沢 晋 

 

〇松木伸太郎氏から退任の申し出があったが、定款で定める理事定数を満たしている

ため、増員は行わないものと提案する。 

〇これに伴い副理事長には水嚢満氏を推薦する。 

 

理事数 8人  監事数 １人  役員総数 9人  

 

報酬を受ける役員数 0人  役員総数のうち報酬を受ける役員の割合 0% 

 



資料 4 

 

 

2022 年度事業計画書 

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで 

 

事業名 事 業 内 容 日時 場所 

①  

先端繊維技術普及 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会・総会 5月 

 

福井大学 

産学官連携本部 

第 12 回講演会 

テーマ：繊維産業とファッション（仮） 

講師 3 名予定 

7月 

 

 

AOSSA  

 

 

第 13 回講演会 

テーマ：国の繊維産業施策について（仮） 

講師 3 名予定 

 

10月 関西地区 

（会場未定） 

第 14 回講演会 

テーマ：動き出した新しい繊維産業（仮） 

講師 3 名予定：未定 

2月 

 

東海地区 

（会場未定） 

②  

繊維関連分野人材 

育成・人材派遣業 

1技術相談および人材派遣 

2 会員間のマッチング事業 

随時 

随時 

 

③  

繊維関連分野の大型

プロジェクト 

推進事業 

1 環境浄化繊維利用大型プロジェクト申請 

2 ＳＤＧｓ対応染色加工に関する申請 

その他 

随時  

④  

繊維関連技術に関す

る情報収集と発信 

繊維情報のメール配信 

機関紙「DreamaTex 第 8 号」発行 

機関紙「DreamaTex 第 9 号」発行 

 

随時 

8月 

2月 

 

   ※新型コロナ感染拡大により予定を変更することがあります。各講演会は昨年同様、最新情報の 

メール配信に切り替わることもありのでご了承ください。 



資料5

収入の部 （単位：円）

科目 2021年度決算額(A) 2022年度予算額(B) 増減額(B)-(A) 摘要

前年度繰越金 2,710,732 3,632,604 921,872

会費

　正会員受取会費 1,280,000 1,620,000 340,000 個人会費30名　法人会員44社

　賛助会員受取会費 1,400,000 1,450,000 50,000 賛助会員23社

受取寄付金 0 0 0

事業収入

　先端繊維技術普及事業 258,000 500,000 242,000 講演会参加費収入

　繊維関連分野人材育成・人材派遣事業 0 0 0

　繊維関連分野の大型プロジェクト推進事業 0 200,000 200,000

　繊維関連技術に関する情報収集と発信 0 100,000 100,000 機関紙広告収入

預金利息収入 10 10 0

小計 2,938,010 3,870,010 932,000

合計 5,648,742 7,502,614 1,853,872

支出の部 （単位：円）

科目 2021年度決算額(A) 2022年度予算額(B) 増減額(B)-(A) 摘要

事業費

　賃借料 45,614 100,000 54,386 講演会会場費

　旅費交通費 18,880 200,000 181,120

　諸謝金 227,745 300,000 72,255

　諸経費 938 200,000 199,062

　印刷製本費 341,000 400,000 59,000 機関誌

管理費

　人件費 1,126,344 1,800,000 673,656

　旅費交通費 0 100,000 100,000

　広告宣伝費 22,000 100,000 78,000

　通信運搬費 133,630 150,000 16,370

　消耗品費 11,072 100,000 88,928

　地代家賃 60,000 60,000 0 オフィス使用料

　雑費 28,915 50,000 21,085

小計 2,016,138 3,560,000 1,543,862

次年度繰越金 3,632,604 3,942,614 310,010

合計 5,648,742 7,502,614 1,853,872

NPO法人繊維技術活性化協会　2022度年度会計収支予算書（案）

（2022年4月1日～2023年3月31日）
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