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石材店に行く前に選ばれる

みなさま、
「ガイドライン」登録申請はしていただきましたか？ 現在、
うなぎのぼりに増えており110 社になりまし

た。
（11/5現在）
「墓石工事契約等ガイドライン」
（以下石材店ガイドライン）
。お客さまにとってはまさしく
「石材店が

守るべきガイドライン」
は登録していただける業者がいないと始まりません。つまり、
石産協会員が動いてくださら

ないと進まない事業です。

「そんなこと言われたってな・
・
・大して意味がないんだろ・
・
・」

大ありです！
！

社内の
みなさまで
回覧して
ください
2021年
11月15日発行
《隔月15日発行》

ほんの一部の
「儲かれば何してもいい」
という業者の行動によって、
石材業界は
「不信感の高い業界」
だと思われて
います。国民生活センターの相談件数も
「葬儀」
より多い数の
「お墓」
相談が寄せられています。
（ 以下参照）

国民生活センター調べ【お墓と葬儀サービスの相談件数の推移】
お墓の相談件数

2018

2019

2020

2021

1,309
622

1,231
632

947
683

191 前年同期 133
144 前年同期 129

※相対的に
「お墓」
は減少傾向にあるが、
依然として
「葬儀」
より多い。 引用：独立行政法人国民生活センターホームページ「相談事例」より

「未だに見積書すら出してくれない」
「代金を払ったのに、
工事してくれない」
「クレームを言うと逆ギレされて、
怒鳴

りつけられた」
などなど、考えられない業者がいるのです。まわりまわって私たちの商売も足を引っ張られている

の、
わかりますか？ 石材業界全体に疑心暗鬼の目が向けられているのです。まったく身に覚えのない理由で、
知ら

ず知らずのうちに・
・
・。そういった業者はこの際、
商売から手を引いてもらいませんか？ そのための強力なツール

がこの
「石材店ガイドライン」
です。初めてのお墓づくり。初めての石材店選び。何もかも初めてでよくわからない。

そんな方にも一目で判別がつきます。

「石材店ガイドライン」
に登録しているだけで、
選ばれる石材店の一つに入れる。
「石材店ガイドライン」
に登録していないだけで、
選択肢の中から外される。
そこまで発展できれば素晴らしいと思いませんか？ ホントに簡単です。登録申請書に記入して事務局に送るだけ。
石産協がつくり、
盛り上げて、
石材業界全体に広げることを目指します。

①登録の石材店も自分自身の見直しにもなり、
資質向上の足掛かりともなる。
②お客さまも石材店選びがしやすくなり、
満足のいくお墓づくりに繋がる。
③業界全体のクレームも減り、
業界イメージも向上する。
まさしく
「三方良し」
の近江商人の関係ができるかもしれません。石産協の総力を挙げて、
みんなでつくり上げてい

きませんか？（詳しくはホームページ参照）
［顧客満足推進委員長 大北和彦］

石 産 協 通 信は
webでも
閲 覧 できます︒

葬儀の相談件数

（2021.8.24現在）

石産協ＨＰ
〈会員ページ〉

ログインID：
groupjapan
パスワード：
LpBvXc

特集

第13回定時総会・創立20周年記念事業

第13回定時総会・
創立20周年記念事業を
合同開催
2022年6月17日(金)

東京都立産業貿易センター浜松町館
祝賀会場：ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

第13回定時総会の開催が決定しました。コロナ禍のため2年連続

でオンライン開催となりましたが、2022年度は例年どおり会場を設

けて開催します。南関東地区が中心となり、定時総会の運営及びエ

クスカーションを企画検討しています。詳細が決定しましたら、石
産協通信にてご案内いたします。
［定時総会実行委員長 天野喜晴］

定時総会実行委員長 天野喜晴

提供：産業貿易センター 浜松町館

支部のみなさんのおかげですスペシャル!!

〜47都道府県支部対抗クイズ大会〜

石産協創立20年と重なるため、記念事業を併催します！今回のコンセプトはズバリ
「支部のみなさんのおかげ！」です。20

年目を迎えられたのも全国の支部のみなさま一人ひとりの支えがあったからこそ。そんなみなさまを労いたくお楽しみ企

画としてクイズ大会を実施します！47都道府県で競っていただき景品を獲得してください！詳しい応募方法は改めてご案
内します。ついては、20周年記念実行委員会をスタートさせ、さまざまなアイデアを出し合い、楽しい会に仕上げて参りま
すのでどうか応援のほどよろしくお願いいたします！［20周年記念事業実行委員長 大塚俊明］

20周年記念事業実行委員メンバー：井口健二／森田浩介／中江 庸／川本雅由／榎本高士／佐野雅基／山口康二／濱本勝之／鳴本太郎／西村周子／中村卓史

豪華祝賀会場！
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

ハイテク機器の導入！

文学・歴史

スポーツ

芸能

酒

石産協

ご当地

石

音楽

漫画・アニメ

クイズの出題は、
オリジナル問題もご用意！

20周年記念実行委員長
大塚俊明

石産協ヒストリー連載 〜Road to 20th Anniversary〜

次回より10周年からの10年間の歴史や人間模様などなどレジェンドメンバーのインタビューを織り交ぜながら連載して
行きます。どうぞお楽しみに。
［20周年記念事業実行委員会 鳴本太郎＆川本雅由］

第2回墓石部会 オンラインセミナー

“お墓の地震対策”
12月9日
（木）14：00〜16：00
講師：関根哲也 氏（関根石材店 代表取締役）
書上達也 氏（損害保険ジャパン（株）営業開発部）

近年、大地震による墓石倒壊被害が多数報告されています。墓石の耐震施工には、住宅のよう
な国が定める建築基準法がないため、我々石材店の設計施工の考え方や、仕事に対する思い
に大きく左右されてしまいます。消費者に安心と安全を提供するためにも、お墓の地震対策

について今一度学ぶ必要があります。お墓の耐震施工についての講演会と当会が事業として
実施している地震保証サービスについて保険会社担当者から詳しく説明します。ぜひ、ご参
「出張メシ」
順調に制作中！
［関連部会］

加ください。
（詳細同封）
［ 墓石部会長 鈴木一成］

さん

きた むら のり やす

北村徳康

し

﹇富山県支部長﹈富山県／㈲中央石材

たけ

さん

墓石の販売と
不動産業の双方向で
地域へ貢献します︒

わたしの夢

よし の

吉野健志

﹇秋田県支部長﹈秋田県／吉野石材店

石の可能性を伝えたい

私が石材業界に入ったきっかけは同じ環境の方も

当社は、
富山市内にて墓石の販売と、
別会社にて建築・不動
産業を行っております。富山県支部にて支部長を務めてい

業したのち4年間、
（株）
犬塚石材本店で修業をさせ

ますが、
現在、
支部活動はコロナの影響でほとんど行ってい

ていただき、
ものづくりの楽しさと厳しさを教えてい

ない状況です。今後の事業の目標として石産協の大きな活

ただきました。現在は建墓が仕事のメインとなり、

動の一つである
「全国お墓なんでも相談室」
を1年に一回行

出来るだけ多くの人に手渡したい︒

なかなかものづくりができない現状にあります。年
に一度、
地元で開催される
「ものづくりフェア」
では
地域の子供たちと石を通してふれあう機会があり
ます。コロナウイルスの影響で2年間、
残念ながら開
催できていません。私はこのような交流を大切に
し、
石材産業協会の皆さんと石の素晴らしさや可能
性がたくさんあることを伝えていければと思ってい
ます。
私の地元
これが
おススメ！

全国花火競技大会
『大曲の花火』

この想いを夢のバトンに託して︑

多いと思いますが、
家業が石材店でした。高校を卒

い、
お墓業界ひいては石材業界全体のイメージアップに努
めていきたいと考えております。そのためには、
会員の意識
向上と、
知識の習得のためにお墓ディレクターの勉強会など
も開催し会員の資質向上に努めることが必要と考えていま
す。また当社としては、
別会社の不動産業とも連携し、
お墓か
ら空き家になりそうな不動産の相続問題も含めたお客さま
の相談にも対応し、
選んでいただける会社作りに努めていき
たいです。
私の地元
これが
おススメ！

『割烹 扇』
富山の冬の名物「ぶりしゃぶ」

【北関東・信越地区】

支部長と力を合わせ、
コロナ後の業界を明るく

昨年度から茨城・栃木・群馬・長野・新潟からなる北関東・信越地区長を担当させていただいております。地区
長をお預かりしてからずっとコロナ禍で、満足な活動がままなりません。各支部においても、支部長達はか
なり難しい運営を強いられています。昨年中は、地区内が緊急事態宣言等から外れていたこともあり、2回
ほどリアルで支部長連絡会議を開催し、情報交換が出来ましたが、今年はまったくお会い出来ていません。
それぞれが高いポテンシャルを持ち、意識の高い会員がそろった当地区は、
「今だから出来ること」、
「今だか
らやらなければいけないこと」を見定め、地区内の支部長と力を合わせ、コロナ後の業界を明るくしていき
たいと思っています。また、2022年度の定時総会は東京で開催されます。南関東地区と共に強力にバック
アップし、
大盛況となるように北関東・信越地区の力を結集してまいります。
［北関東・信越地区長 堀 義己］

【石川県支部】10月23日
（土）

コロナ禍の
「全国お墓なんでも相談室 in 金沢」

今回の相談室で縦に長い石川県を三か所で網羅することが出来ました。2017年 加賀(能美)、2019年 能登(七
尾)、2021年 金沢と、二年おきに開催できたことは大変嬉しく思っています。いずれの会場も支部イベント共
催型で行い、一般消費者にもご参加いただきましたが、前回の「生前整理講座」に続き、今回の「60分で判る改葬・
墓じまい講演会」も大変好評でした。無料相談会の相談内容は、墓じまいに関する真剣なお話が多く、人口減少
化による複雑さが年々増してきていると感じられました。益々、他県の石産協会員との連携の必要性を感じ、
我々にとっても消費者の生の声を聴くことのできた、意義のある相談室になりました。
［石川県支部 松上浩幸］

新入会員紹介

会員数：1,147名
（2021.10.14現在 ）
地元やお取引先の石材店をご紹介ください。
全国組織のネットワークを通じ、
石材業界を盛り上げていきましょう。

大阪府

引用：北國新聞

大阪府

香川県

㈱西鶴

ナニワ合金㈱

会員代表 ：山本一郎

会員代表 ：川村知晴

会員代表 ：岡田昌臣
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本年度お墓ディレクター検定試験開催直前で
気の早い話ですが・
・
・
新型コロナウイルスの蔓延により見送った昨年のお墓
ディレクター検定ですが、
本年は来週開催予定となって
おり、
受検者のみなさまは最後の追い込みで頑張っている
ころだと思います。本当は受検したかったけれどコロナ禍
お墓ディレクターロゴ活用事例
ということで控え、
来年度のお墓ディレクター検定を目指
す方もいると思います。そこがチャンスです。まだ今年の検定終わってないしとか、
来年のことだしとか、
早す
ぎるでしょ、
なとど考えずに今から受検を考えておくと確実に合格の可能性がアップしますよ！ 少しずつ勉強
の準備を進めていけば、
あの ブ厚い お墓の教科書があなたのバイブルになることまちがいナシ！
！
最近感じることのひとつに、
石材店さんでも問屋さんでも事業を継承して頑張っている若者がとても元気なこと
です。若い方たちには率先してこのお墓ディレクター検定を受けてもらって勉強する機会をどんどんつくって
欲しいなと思います。すでに2級をお持ちの方は1級へ挑戦をしてください。若い脳を使うときは
「今でしょ！」
親御さんは、
息子さんや娘さんに
「頑張ってとってみろよ」
と背中をちょっとおしてあげてください。もう年だし
自分で勉強できるかな？と思われたら、
若い方に頑張ってもらいましょう。すでに自分が資格を持っているし、
会社に有資格者がいるからもう必要ないな〜と思わずに個々の可能性を伸ばすチャンスでもあります。これ
からの時代お墓ディレクター資格はお客さまに
「安心」
の見える化となり、
それは事業の発展へもつながると
思います。将来の石材業界を背負って立つ若者のみなさま、
気の早い話かもしれませんが、
来年のお墓ディレ
クター検定はぜひTry！そして今年の受検生Fight！ [お墓ディレクター委員会 福地修平]

お墓100年プロジェクト

他の
受賞作品は
こちら
▲

「現世と来世は仲よし小よし」

《写真応募者メッセージ》墓地は住宅地とは離れた場所にある事が多いのですが、
ここ東京の大都市にある墓地は高層ビルの中に溶け込むように同居しています。
ガラス貼りの巨大ビルが現世のお墓のようにも見え、来世で眠る先祖の石のお墓
と、お互い見守り合って仲良く暮らしています。お墓は日常の中のシンボルです。

2022年度から
「全国支部長連絡会議」
を開催

正副会長 （副会長は各担当を管轄）
年5回開催

部会長
委員長

地区連絡会議（旧支部長連絡会議）
部会（部会員へ伝達）
委員会（委員メンバーへ伝達）

▶ 11月24日
（水）
・Zoom

広報委員会
▶ 11月26日
（金）
・Zoom

関連部会
▶ 12月9日
（木）
・Zoom

墓石部会セミナー
▶ 12月17日
（金）
・岡山県北木島

建築環境部会

事業案内

2021年11月〜2022年1月

ホームページにカレンダーが掲載されています。
日程の変更は随時お知らせします。

▶ 11月22日
（月）
・仙台、
東京、
大阪

第17回お墓ディレクター検定試験
第5回正副会長会議
▶ 12月10日
（金）
・東京+Zoom

第2回常任理事会
［ 事業延期のお知らせ］
10月20日：女性ネットワーク委員会オ
ンラインセミナーは日程を変更し、
12
月に開催予定です。
2月25日：北陸東海地区全体会議は
コロナ禍のため日程未定の延期とな
りました。
◎事務局の年末年始休暇：
12月29日(水)〜1月4日
（火）

石屋ならではの
LINEスタンプ
他にも“使える”
LINEスタンプが

支部会議（支部会員へ伝達）
＊左記のほかに
全国支部長連絡会議

年1〜3回開催

会長立候補受付期間を経て、現会長の森田浩介氏と推薦人5名の名前で会長立候補届及び推薦状が提出されま
した。当委員会では10月14日第2回理事会に同書類を上程し、2022・2023年度会長候補者として森田浩介氏が
審議承認されたことを報告します。今後は、2022・2023年度の地区長、部会長、委員長、担当副会長を各会議か
ら推薦いただきます
（支部長は支部の報告事項となります）
。2022年6月17日開催の第13回定時総会にて、会員
による承認をもって、
新たな組織がスタートします。
［役員候補者管理委員長 井口 功］

まだ登録してないの？

20周年記念事業実行委員会

40

2022・2023年度会長立候補者 森田浩介氏を理事会で承認

LINE公式アカウント

加工部会
▶ 11月17日
（水）
・Zoom

種

地区長

▶ 11月15日
（月）
・Zoom

計

昨年度末から、地区・支部の組織運営等を見直すために協議を重ねてきました。その結果、2022年度からは「全
国支部長連絡会議」を開催し、協会の活動報告等の伝達を迅速に行い、自己研鑽の場ともしていきます。また支部
長が理事ではなくなり、これまでの常任理事会が理事会となります。当会のメリットは全国組織であり、支部活
動を通し、石材業界の横のつながりを保つことです。会員は、所属の支部、部会、委員会へ積極的に参加し、会員間
の交流、学びや研鑽の場として大いに活用してください。

理事会

2021年11月〜2022年1月

▶ 11月25日
（木）
・東京+Zoom

第10回お墓参り写真コンテスト発表

日本石材産業協会賞

部会・委員会活動

「散骨に関する現状と課題研究委員会」
は、
「三団体連絡協議会」
として再スタート
全国石製品協同組合、
（一社）全国優良石材店の会、当会の三団体で組織し
た「散骨に関する現状と課題研究委員会」は、散骨問題だけではなく、墓埋
法や業界の諸問題など三団体共通のテーマを協議するために「三団体連
絡協議会」として再スタートし、四半期に1回会議を行い情報交換してい
くことになりました。その内容は随時、報告していきます。
［他団体連携担当理事 柴田 清］

東京都千代田区神田多町2-9 日計ビル2階
Tel: 03-3251-7671 Fax:03-3251-7681
https://www.japan-stone.org/
企画・編集・発行：広報委員会

編集
後記

PFOでは、オリ・パラで宗教サー
ビスを提供する施設を運営しま
した。特筆すべきは、オリ・パラ
史上初、
5宗教
（キリスト教・仏教・イスラム
教・ヒンズー教・ユダヤ教）
の宗教者が協力
したこと。オリンピック憲章の
「世界平和
を目指す運動」
は、宗教の教義を超えて協
力し合うことで世界平和へつながると信
じたい。全ての宗教をリスペクトする日本
人の宗教観だからこそ実現できたと思っ
ています。
［広報委員会 上野國光］

