2010 年度

一般社団法人日本石材産業協会

第 4 回常任理事会

議事録

日 時：2011 年 3 月 10 日(木) 13 時 00 分～17 時 00 分
場 所：総評会館２０３号室にて
進行役：事務局長 杉本浄司
Ⅰ．開 会（13：00）
Ⅱ．会長挨拶：お彼岸前、そして年度末の忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。ちょうど半分
の期間が過ぎました。あと 1 年よろしくお願い致します。
「石」は、天然ですので、その素
晴らしさを社会へ発信してゆきたいと思います。本日も慎重審議、宜しくお願い致します。
Ⅲ．議 事
・議長選出 ：定款第 26 条に基づく選出。 議長：川本副会長
・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２７名 （欠席者６名）
◎監 事 ：１０名中出席者２名
（欠席者８名）
◎顧 問 ：４名
◎役員候補者推薦委員長：１名
◎理 事：１名
◎事務局：４名
合計：３９名
・議事録署名人の指名：代表理事（正副会長）及び監事より 各 1 名を指名
山口副会長・白嶋監事を指名
・資料の確認：事務局より
・前回議事録の承認：第３回常任理事会議事録Ｐ72～、第７回正副会長会議録Ｐ76～
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
協議事項④にお墓ディレクター地区委員会からの追加

Ⅳ．審議事項
①入退会者について：事務局より説明
・入会者：６名
各地区長及び推薦者より入会者について補足説明
審議：全会一致にて承認
・退会者：３名
審議：承認
②お墓ディレクター特別委員会より：中村委員長より一括説明
・1 級取得者勉強会について
意見、質問なし
審議：全会一致にて承認
・ＤＭ作成・発送について
意見、質問なし
審議：全会一致にて承認
・過去問題集Ⅱ作成について
意見：収支の差額は？
回答：収支の差は、本会計に繰り入れします。
審議：全会一致にて承認
・試験対策勉強会について
意見、質問なし
審議：全会一致にて承認
③年次大会 2011 及び通常総会開催について：二上委員長、事務局より説明
追加事項（見学ツアー：会員限定）を含めて説明。実施予算案、通常総会予算案を説明。
意見：会員拡大という意味で会員限定を考えてください。
※会員限定について一部審議し、非会員も入れることにする。
（賛成 10、反対 14、棄権 1）

予算案の支出合計金額を 625 万に修正してください。
審議：全会一致にて承認
④全国建築石材工業会との覚書について：中江専務より説明
覚書内容の確認質問あり。
審議：全会一致にて承認
⑤全国青年部長会議 事業報告について：大川委員長より説明
意見、質問なし
審議：全会一致にて承認
Ⅴ．協議事項
①東北ストーンフェア 2011 概要案：筒井地区長（実行委員会）より説明
意見：内容について少し詰めてください。期待しております。
意見：事業実施内容について
説明：場所の確保のみです。企画内容は、各担当者で検討です。
説明：福島県より宿泊の補助金申請があるとの通達がありました。今後検討していきます。
意見：演劇についての質問
説明：演劇について場所の確保のみです。広報室からの企画内容は、別途検討してください。
意見：観客数は？
説明：300～最大 500 名です。動員は、地元の団体に働きかけを広報室と考えております。
説明：常設の詳細はこれから検討し詰めていきます。
旅費交通費について
意見：東京開催の年次大会を担当してますので、今回の旅費交通費補助は良いかと思います。
②臨時総会開催について（日時、場所）
：事務局より説明
上程案通りの方向（2011 年 11 月 14 日(月)ビックパレットふくしまにて）で次回審議上程。
③広報室事業案について：望月副会長より説明
各事業案ごとに協議
a.ＩＴ関係につて：事務局より補足説明
年間管理料 60 万が 6 万に減額に、移行費用が 42 万で合計 48 万です。
ＨＰリニューアルについては、今後の協議・検討です。
b.渉外について
クリッピングサービスとは、新聞記事の石に関わること、お墓に関わることの記事の
収集の委託です。
d.会員支援について
いろんなグッズを作成し会員向けに販売。
お墓ディレクター特別委員会のグッズ販売事業と調整の事。
c.消費者について
演劇について射場副会長から補足説明。
広報室では、消費者に「感動を伝える手法」として演劇を考えました。
劇の脚本が出来上がれば、地元の劇団等にお願いして各地方で上演が可能となります。
版権については、協会に所有権があります。各支部の地元で開催してください。
効果については、他の業種の劇については各方面で講演されております。
入場料については、主催者によっては、取るようになると思います。
劇のＤＶＤ化についてできるか検討してください。
題名に「お墓」を入れないようにしてください。
議長：次回に予算を精査（当初係る予算、その後にかかる予算に）して上程してください。
④お墓ディレクター販促グッズ作成について：中村委員長より説明
意見：マークの検討をお願いします。
意見：公募を考えたらいかがですか？相乗効果が出るかと思います。
意見：お墓なんでも相談室は、お墓ディレクターと協力関係があるので公益性の面を考えて
ください。
意見：無料のＩＴ（ツイッター等）を利用して広報をしたらいかがですか？

【暫時休憩：15 分間】
⑤中長期政策会議より：射場副会長より上程案の 5 本の柱（考え方）の説明。
意見：理事の数は増やしてもいいかと思っております。理事会は人材育成で必要と思います。
意見：85 名で議論するのは大変だと思います。今日の常任位の人数が丁度よいと思います。
意見：現状の理事会からの提言です。
常任理事会と理事会との棲み分けを考えて頂ければと思います。
説明：事業のリンクや部会・委員会の検討時期に来ているのではないかと中長期政策会議では、
考えております。
意見：会員の代表者が理事だということも、考えてください。
説明：5 本の柱の中で考えていきます。
意見：役割の明確化を精査してみたら、いかがですか？
委員会・部会・地区・支部のそれぞれの「長」の役割の明確化が大事だと思います。
定期的に支部長連絡会議を開催したらいかがですか？
意見：企画立案できる手法も考えていただければと思います。
意見：部会は、業益を考える場。事業（企画）ごとの分科会的立場であって欲しい。
委員会は、公益性を考える場であって欲しい。
意見：継続的に協議を重ねてください。理事の数は全国を考えたら決して多くないと思います。
説明：相談役についてはいかがですか？
意見：現在特別顧問等の役職はありますが、意見などの活用をお願いします。
意見：中長期の経験者として、議論する場を設けて多くの方の意見を求めてください。
説明：会議は常にオープン会議です。メンバー募集は常にしております。参加をお願いします。
意見：時間がない理由で意見を限るのは、考えてください。理事会の在り方を考えてください。
議長：各部会・各委員会・各地区で協議をして頂ければと思います。
⑥2010 年度事業報告、収支概要について
・収支報告（１/31 現）について：事務局からの説明、斉藤会計顧問より補足説明
・副会長報告
・各地区、各委員会、各部会
議長：報告なので、各自資料を確認してください。
⑦2011 年度事業計画案、収支予算書案について
・副会長所信
・各委員会、各部会、各地区
お墓ディレクター特別委員会：山口副会長より説明
意見：更新者対策について検討してください。
意見：更新料を取らない方策を考えてください。
委員会で検討します。
中長期政策会議：射場副会長より説明
イメージから形に変えていきたいです。
研修委員会：山口副会長より説明
講師リスト（第２弾）の作成と１級取得者用研修内容の検討を考えております。
次世代育成ネットワーク委員会：大川委員長より説明
全国石材青年交流会を考えております。
消費者ニーズ対策委員会：柴田委員長より説明
お墓なんでも相談室の開催と消費者意識調査の実施（補助金事業）
長江顧問から補足説明あり
お墓なんでも相談室について
意見：開催時期は、全国一斉でなければならないのか？
回答：支部の自主性と事情に合った形でできるかと思います。
広報室との連携を考えればよいかと思います。
意見：
「なんでも」を外したほうが良い。内容の検討をお願いします。
墓石部会：森田部会長より内容修正含めての説明
意見：お墓なんでも相談室の協力をお願いします。
関連部会：湯口部会長より説明
部会会議を３回ほど予定しています。
加工部会：高橋部会長より説明 ストンマン・カフェの開催について

輸入卸商部会：熊野部会長より説明
「日中石材協議会」から「日中石材交流会」についての説明。計画案の変更について。
採石原石部会：田頭部会長より説明、筒井地区長より補足説明。
東北ストーンフェアへの協力
建築環境部会：犬塚副会長から説明
日中建築石材交流会の報告
建築業界の厳しさを考えて、協力体制を検討していきたい。
東北地区：佐藤地区長より説明
東北ストーンフェア実施への協力の為、支部長連絡会議開催
北関東信越地区：飯島地区長より説明
支部長連絡会議を４月に開催
南関東地区：鈴木地区長より説明
支部長連絡会議を開催します。
北陸地区：石本地区長より説明
地区の状況を説明
東海地区：新田地区長より説明
3/4 に地区会議を開催しました。
北陸、東海地区で協議していきたいと思います。
中国地区：田部地区長より説明
支部長連絡会議（四国と合同）の報告：支部長全員参加
支部長会議を２ヶ月に１回開催して地区長に結果を委ねては、との意見がありました。
志を持つ方の入会の促進を考えていきます。
四国地区：筒井地区長より説明
支部長連絡会議（中国と合同）の報告：支部長全員参加
常任理事の報告会を 4/5 に徳島で開催
北海道地区：
北海道地区全体会議の報告を井口会長より説明
※事務局より各事業予算については、３月末までに提出してください。
Ⅵ．報告･依頼事項
①各委員会より
・研修委員会より（お墓物語について）
今月中に発刊予定
・公共石材工事受注研究会より
白木副会長から現在の状況の説明
・役員候補者推薦委員会より：山岸委員長より報告
委員長に選出されました山岸です。皆様には速やかな次期理事の推薦をお願い致します。
②各部会より
・加工、関連部会 第 5 回ストンマン・カフェ in 新潟 3/25 開催
参加１４社＋２社 の１６社です
・輸入卸商部会 日中石材交流会
・建築環境部会 日中建築石材交流会
③各地区より
地区長連絡会議より
1 支部の退会は、本部も退会について⇒正副会長会議で検討
2 会員拡大について
3 支部設立について：富山県と和歌山県の設立に向けての協力
4 支部の活性化について：地区別の支部長会議の常に開催。
④正副会長会議より
・正副会長会議 承認議案について
北海道地区全体会議 事業報告書について
石材施工管理検定委員会 委員会活動終了について
理事辞任について
福川氏の理事辞任について川本副会長より説明。
平成 23 年度補助金事業 申請について
⑤事務局より

・会費未納者について：会費納入がなければ次回理事会にて退会扱いの審議上程。
・石産協通信の記事の掲載依頼について：各支部長に依頼
・次回案内：2011 年度第 1 回理事会
日時：5 月 13 日（金）①各連絡会議 10:30～12:00 ②第 1 回理事会 13:00～17:00
場所： 神田エッサムにて
Ⅵ．日程一覧 5/13 まで
3/4
3/5.6
3/9
3/10
3/11
3/23
3/24
3/25
3/28
3/29
3/31
4/7
4/14
4/15
5/13

15:00 東海地区合同会議及び愛知県支部臨時総会
10:00～16:00 お墓なんでも相談室 in 札幌
福井県支部総会
15:00～17:00 採石原石部会（事務局） 16:00～お墓ディレクター特別委員会打合せ
10:30～12:00 連絡会議 13:00～17:00 第 4 回常任理事会（総評会館 203）
12:00～15:00 東北ＳＦ実行委員会（LEN 神田 WEST）
お墓ディレクター特別委員会（大阪にて開催）
13:30～16:45 中長期政策会議（新大阪丸ビル新館 711 号室）
ストンマン・カフェ in 新潟
16:00～ 次世代育成ネットワーク委員会
11:30～ 研修委員会
14:00～ 年次大会実行委員会
お墓ディレクター更新期限
18:00～ ブッタ映画試写会
14:00～17:00 輸入卸商部会 東京文化会館
13:30～17:00 第 1 回正副会長会議
10:30～17:00 第 1 回理事会
会場：エッサムこだまホール 4F

Ⅶ．閉 会（16：55）

２０１１年３月１０日
議事録署名人：副会長
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