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事業目的 
 

本会は乳等（乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品をいう）のキャップ又は容器包

装及び乳等の製造に用いる機械・器具の衛生及び品質の向上を図る活動を行い、併せてその普

及・啓発を行うことにより、わが国乳等の容器包装等事業及び乳業機器事業の健全な発展並び

に普及・啓発活動を通して広く国民の公衆衛生の向上に資することを目的に活動を致しており

ます。 

 

1. 乳等の容器包装等及び乳機器の衛生及び品質の向上並びにこれに関する普及・啓発事業 

2. 乳等の容器包装等及び乳機器に関する知識の普及・啓発事業 

3. 乳等の容器包装等及び乳機器に関する調査、研究並びにこれに関する普及・啓発事業 

4. その他、本協会の目的を達成するために必要な事業 

 

事業内容 
 

1. 各種自主基準制定、改訂、維持活動 

2. 関連技術事項に関する討議・調整活動 

3. 上記事項に関する関連省庁、協会との協議・調整活動 

4. 会員に対する情報提供活動 

5. 不特定多数（非会員）に対する普及啓発事業（公益目的事業） 

6. その他事業目的達成の為の事業 

 

設立      昭和 36（1958）年 12月 4日 

 

取引銀行    三菱 UFJ銀行 神楽坂支店 

 

  役員・事務局   (令和 4 年 6月 1 日現在) 

会長理事     大林 保仁  

副会長理事    上田 晃司   栗城 靖    木村 英之  島崎 圭三 

理事       石本 幹雄   鈴木 伸吾    西口 勝    

新居 善次   木下 善文   野部 浩    

桑﨑 俊昭   滝本 浩司     辻山 弥生   

監事       川口 稔    森嶋 久義 

顧問       青島 靖次   森田 邦雄  福田 利夫 

事務局長     橋場 念 

 

会員数     会員 36社   賛助会員 29社 3団体  個人賛助会員 5名 

 

 

 
令和 4 年 6月 1 日現在 
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  自主基準（令和 3年 7月現在）  

 

協会自主基準は厚生労働省と事前協議を経て提出し、自主基準につき確認を頂いております。 

協会自主基準は厚生労働省より、都道府県の衛生主管部門に通知、また一般社団法人日本乳業協会のガイド

ラインで会員へも通知されております。 

 

乳等の容器に関する自主基準・・・・・・・・・・・平成 6 年(1994) 9 月 制定 

  平成 9 年 (1997) 1 月 改定 

 平成 15 年(2003) 8 月 改定 

 平成 19 年(2007)10 月 改定 

 平成 25 年(2013) 3 月 改定 

 平成 27 年(2015) 7 月 改定 

 平成 28 年(2016) 4 月 改定 

 平成 29 年(2017) 3 月 改定 

 平成 29 年(2017) 12 月 改定 

                                   令和３年(2021)   7 月 改定 



 

 

 

協会の沿革 
 
昭和３３（１９５８）年 ９月２５日 ㈱食糧タイムズ社主催「牛乳キャップ・牛乳瓶業者の集い」開催 

           １２月２０日  任意団体として日本牛乳キャップ協会設立 

昭和３４（１９５９）年 ３月２０日  日本牛乳キャップ協会 第１回定期総会 

昭和３５（１９６０）年 ５月２５日  日本牛乳キャップ協会 第２回定期総会   

昭和３５～３７（１９６０～６２）頃  任意団体日本乳機器協会設立 

昭和３６（１９６１）年 ４月１９日  日本牛乳キャップ協会 第３回定期総会 

            ６月１０日  （社）日本牛乳キャップ協会 許可申請を厚生大臣へ提出 

           １１月２７日  （社）日本牛乳キャップ協会 厚生大臣より設立認可書送付 

           １２月 ４日  （社）日本牛乳キャップ協会 設立登記完了。同日を設立日とする 

昭和３７（１９６２）年 ４月１２日  （社）日本牛乳キャップ協会 第１回定期総会開催、理事７名、監事２名を選出 理事長 浅野武矩（合資会社尚山堂）就任 

昭和３８（１９６３）年 ５月３１日  （社）日本牛乳キャップ協会理事会 特殊キャップの規格について審議 

           １２月２６日  （社）日本乳機器協会、厚生大臣より設立認可 

昭和３９（１９６４）年  １月 ７日  （社）日本乳機器協会設立 会長 植田 脩一（植田酪農機工業株式会社）就任 

昭和４２（１９６７）年  ６月１６日  （社）日本牛乳キャップ協会定款を一部変更 （社）全国乳栓容器協会に改称 

昭和５２（１９７７）年  ２月２４日  役員会でワンウェイ容器関係会社の入会を承認  

             ５月 １日  ワンウェイ容器（紙容器）関連５社入会 

昭和５３（１９７８）年 ４月２３日  （社）全国乳栓容器協会 第１７回定期総会開催  理事長 浅野 勉（株式会社尚山堂）就任 

平成 ５（１９９３）年   ６月   １日  （社）全国乳栓容器協会理事会で乳栓部会 紙容器部会及び各技術委員会設置を審議 

平成１１（１９９９）年   ８月   ３日  （社）全国乳栓容器協会理事会で将来の新容器新素材研究検討審議会、及びコップ型容器部会新設 

平成１２（２０００）年   ５月１９日  （社）全国乳栓容器協会 第３９回通常総会開催 公益法人新指導基準に対応着手 

        １２月   １日  （社）全国乳栓容器協会臨時総会開催 公益法人新指導基準に対応した定款変更を議決 

平成１４（２００２）年 ５月１０日  （社）全国乳栓容器協会 第４１回通常総会開催 新定款に伴う理事選出 創立４０周年記念式典開催 

平成１５（２００３）年 ７月 ９日  （社）全国乳栓容器協会、（社）日本乳機器協会 第1回統合委員会開催 

平成１６（２００４）年 ６月１１日  （社）全国乳栓容器協会 第４３回通常総会開催  会長 臼井 征之（日本紙パック株式会社）就任 

平成１７（２００５）年 １月２１日  （社）全国乳栓容器協会臨時総会開催 （社）日本乳機器協会統合を承認 （社）日本乳機器協会臨時総会開催 解散を決議 

              ４月 １日  定款一部変更認可 （社）日本乳容器・機器協会に改称 

              ５月２４日  （社）日本乳機器協会、厚生労働省に清算結了届を提出 残余財産を（社）日本乳容器・機器協会に寄付 

５月２６日  （社）日本乳容器・機器協会 第４４回通常総会開催 

平成１８（２００６）年 ５月２６日  第４５回通常総会開催 会長 前田 利洋（日本紙パック株式会社）就任 

平成２０（２００８）年 ５月２６日  第４７回通常総会開催 会長 鈴木 靖浩（日本テトラパック株式会社）就任  

平成２２（２０１０）年 ５月２６日   第４９回通常総会開催 事業企画小委員会答申に依る協会の将来像に関する関連議案を承認 

            ７月１２日   公益目的事業を可能とする定款の一部変更認可 

平成２３（２０１１）年 ５月２５日  第５０回通常総会開催  

事業企画小委員会の答申に基づき一般社団法人への移行を含めた「新生日本乳容器・機器協会」へ向けた諸施策を承認 

平成２４（２０１２）年 ４月 １日  一般社団法人への移行登記を完了 日本乳容器・機器協会５０年史「深化と拡大そして未来へ」発行 

５月２３日  平成２４年度定時社員総会開催  創立５０周年記念式典を挙行 

            ６月 １日  会長理事 椿山 佳明（日本紙パック株式会社）就任 

平成２５（２０１３）年 ５月２２日  平成２５年度第3回定時社員総会開催 会長理事 大市 哲也（日本製紙株式会社）就任 

平成２７（２０１５）年 ５月２７日  平成２７年度第4回定時社員総会開催 会長理事 上田 晃司（日本テトラパック株式会社）就任 

令和１（２０１９）年  ５月１３日  令和１年度第８回定時社員総会開催  会長理事 大林 保仁（日本製紙株式会社）就任 

 


