2010 年度

一般社団法人日本石材産業協会

第 3 回常任理事会

議事録

日 時：2011 年 1 月 20 日(木) 13 時 00 分～17 時 00 分
場 所：機械振興会館地下 3 階研修室２にて
進行役：事務局長 杉本浄司
Ⅰ．開 会
Ⅱ．会長挨拶：新年が始まっての最初の常任理事会です。協会としては、それぞれが今のポジションで為す
べき事を為して、成果が出てきている感じがしております。これからも出来ることをできる
限りやっていただければと思います。ご協力お願いいたします。年頭初の業界紙にも書かせ
ていただきましたが、業界一丸となって為すべきことをしていきたいと思います。短い時間
ですがよろしくお願いいたします。
Ⅲ．議 事
・議長選出 ：定款第 26 条に基づく選出。 議長：山口副会長
・定足数確認：定款第 27 条 2 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって
成立する。
（常任理事数３５名の過半数以上で、定足数は１８名です。
）
◎常任理事：３５名中出席者３０名 （欠席者 ５名）
※二上氏は常任理事に、福川氏・吉田氏は、理事に変更。
◎監 事 ：１０名中出席者３名 （欠席者７名）
◎顧 問 ：１名 ◎オブザーバー：２名
◎事務局：４名
合計：４０名
・議事録署名人の指名：吉岡副会長、井口監事を指名
・資料の確認、追加記載に関して：事務局より説明
・前回議事録の承認：第２回理事会議事録、第６回正副会長会議録
本常任理事会終了まで意義がなかったので、自動承認。
・新議題の採択及び審議、協議事項の確認：事務局より確認説明
Ⅳ．審議事項
①入退会者について：事務局より説明
・入会者：３名
審議：全会一致にて承認
・退会者：１名
審議：承認
②「役員選定に関する規則」改定について：望月氏より説明
質問・意見なし
審議：全会一致にて承認
③「役員候補者推薦委員会」委員選任について：望月氏より説明
質問・意見なし
審議：全会一致にて承認
Ⅴ．協議事項
①年次大会 2011 について：二上氏より概要説明、部分審議部分説明
部分審議：
「ワークショップ登録料（１名 1,000 円）
、懇親会、見学ツアー」徴収について
意見：ワークは一日 1,000 円ですか？予算上の収入は？
回答：一日です。40 万程度の増収です。
ワークについて意見
意見：テーマ「笑顔の未来へ」について質問
回答：ワークテーマとは違います。
意見：
「供養産業の将来予想」ワーク内容について質問
回答：委員会で検討します。
輸入担当のワーク枠について：熊野部会長より説明
審議（部分審議）
：全会一致にて承認
次回、常任理事会では、収支予算案を含めて審議上程予定。
②「入会規約」改定について：射場氏より説明・筒井氏より補足説明
意見：「入会規定」より入会されてから所属される支部活動への協力を考えて下さい。

：入会者には、地区長・支部長のサポートが必要。
：入会希望者は、地区長・支部長に早急にお知らせ下さい。
：本部と支部・地区の情報の循環を良くして下さい。
：本部委員排出については、支部長は把握して下さい。
次年度理事会（5 月）で審議上程予定
③2011 年度消費者調査について：柴田氏より説明
意見：実施する事が前提ですか？
回答：補助金が出なくとも実施の前提です。
意見：お墓についての啓蒙活動に経費を掛けたらと思います。
⇒正副等で担当を検討
意見：各調査がいろいろな所で出ていますので、
重要なポイントが二つある。①この団体が一般社団法人を取得、②委員に外部委員を
選任予定（公平性が高い）。ＰＲ（広報）をしっかりやる事で調査価値が高まると
思います。よって意義があると思います。
意見：このような補助金事業を活用できるのですか？
回答：県で担当がありますので、調べてください。
次回、常任理事会で審議上程予定
④「全国建築石材工業会」との覚書について：中江氏より説明
意見：検定試験は？
回答：それぞれが主催している試験です。
お墓ディレクター検定試験、建築アドバイザー検定試験です。
意見：本協会としては、デメリットは無いと思います。
方向性としては了解。次回審議上程
暫時休憩（15 分間）
Ⅵ．報告･依頼事項
①各委員会より
・第 8 回お墓ディレクター検定試験（受検者数他）
：中村委員長より報告
・年次大会 2011 募集要項：二上委員長より報告
・公共石材工事受注研究会について：白木副会長より報告
次回は、2/22（火）13:00～ 新大阪の丸ビルにて開催予定です。
意見が出て、研究会等で検討。
・次世代育成ネットワーク委員会：大川委員長より報告
全国青年部長会議について
・石材施工管理検定委員会：白井委員長より報告
2/4 に委員会を開催します。
・研修委員会：八田委員長より報告
「お墓物語」の報告
・消費者ニーズ対策員会：今回はなし
②各部会より
・加工部会：高橋部会長より報告
第 5 回ストンマン・カフェ in 新潟 3/25 開催について：竹ノ内氏より詳細説明
・関連部会：湯口部会長より報告
1/18 に東北ストーンフェア関連で地元の方と打合せ、次回 2/14 に委員会開催
・輸入卸商部会：熊野部会長より報告
2/15 に部会開催予定
日中石材協議会について：今後の方向について、3/8 厦門にて開催要請
・原石採石部会：今回はなし
③各地区より
・北海道地区：越智地区長より報告
北海道地区全体会議 開催について 記念事業 2/1・全体会議 2/3
・北関東信越地区：飯島地区長より報告
3 月に支部長会議の開催予定です。
・東海地区：新田地区長より報告
2 月に各支部長と会議を持ちます。
・近畿地区：岸田地区長より報告

1/12 支部長会議開催：役員候補者推薦委員選出と次回近畿地区会議について
テレビ放送について（リアルスコープ）：会長から経過説明
・北陸地区：石本地区長より報告と意見
・中国地区：田部地区長より報告
1/15 にお墓ディレクター試験勉強会をしました。
2/5 支部長会議を開催します。
（四国地区と合同）
・四国地区：筒井地区長より報告
2/5 支部長会議を開催します。
（中国地区と合同）
香川県支部：役員会議の報告
愛媛県支部：1/29 に支部会議開催
高知県支部：昨年末に実施
徳島県支部：2 月に開催予定
・九州沖縄地区：山野地区長より報告
早い機会に支部長会議を開催します。
④正副会長会議より
・公正取引委員会（サービスガイドライン）について：事務局長より報告
資料をご一読ください。
正副で検討中です。意見等があれば申し出て下さい。
・“一人が一人会員拡大”について：白木副会長より報告
入会案内資料を各支部宛（支部長）に送付します。
・インド研修旅行について：望月副会長より報告
2/17～/23 で行ってきます。21 名参加です。
・広報室：望月副会長から報告
①インターネット・ホームページ関係
②報道マスコミ関係
③内部広報活動関係
④一般消費者向け関係：
「てんぱち」による演劇製作
の 4 部門で検討中です。
ご意見等あればお願いします。
・東北ストーンフェアについて：太田副会長より報告
1/18 に地元石材関係者と打合せ内容の報告
⑤事務局より ：事務局長より報告
・2010 年事業概要
・2010 年度事業報告並びに収支報告について
・2011 年度事業計画案並びに収支予算案について
・会費未納者及び 2011 年 4～12 月会員数の推移
・映画「ブッタ」について
・その他
⑥監事より
大代監事
議長の発言については、注意をしてください。
石の施工本についての扱いについて次回報告をしてください。
白嶋監事：
皆様は、意見を必ず言ってください。
井口監事：
議長ご苦労様でした。2/22 大阪で合同勉強会行います。
新たな全国組織の設立の話がありました。
次回案内：第 4 回常任理事会
開催日：3 月 10 日（木）
時 間：①各連絡会議 10:30～12:00 ②第 4 回常任理事会 13:00～17:00
場 所： 総評会館 203 号室にて
Ⅵ．日程一覧 3/31 まで
１月 1/26 13:00
第８回お墓ディレクター検定試験（全国６会場）
２月 2/1
北海道地区記念事業
2/3
北海道地区全体会議

2/4
14:00～
2/14 13:30～

石材施工管理検定委員会（事務局）
東北ストーンフェア 2011 実行委員会
（現地視察後、郡山商工会議所にて委員会開催）
2/15 14:00～
「全国青年部長会議」
：次世代（スター研修室神田 501 室）
翌 16 日午前中：雑司ヶ谷霊園視察
14:00～17:00
輸入卸商部会（東京文化会館）
2/16 13:00～17:00
第７回正副会長会議（事務局）
2/17～/23
インド研修
2/21 15:00～
お墓ディレクター特別委員会（事務局）
2/22 13:00～
公共石材工事受注研究会（新大阪）
2/23 14:00～17:00
（予）年次大会 2011 実行委員会（事務局）
３月 3/2
（予）広報室会議
3/5･6
お墓なんでも相談室 2010 ㏌札幌
3/10 13:00～17:00
第４回常任理事会（東京）
3/24 13:30～16:45
中長期政策会議（大阪）
3/25 14:00～17:00
第 5 回ストンマン・カフェ in 新潟（三条ロイヤルホテル）
3/31
お墓ディレクター更新期限
※別添資料Ａ３：2011/1 月～2012/3 月まで
Ⅶ．閉 会

２０１１年１月２０日
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