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2015 年 6 月 25 日(木)16:00～18:10  

大阪市中央公会堂 1Ｆ大集会室 
                                司 会：八田 俊之（兵庫県支部） 
1．開 会：井口副会長 

   第 6 回定時総会を大阪の地で迎えられることを地区担当副会長として嬉しく思います。近畿地区メ

ンバーの並々ならぬ団結力により開催が実現しました。石産協の目的である「石材産業の健全な発

展と更なる向上を図ると共に、新たなる石文化の創造に努め、もって社会に貢献すること」を実行

した結果と思います。協会の事業を通じて石文化の素晴らしさを広めるため会員の皆さまのご協力

が必要となります。一丸となり頑張っていきましょう。 
 

2．会長挨拶：射場一之会長 

   このたびは、第 6 回定時総会にご出席いただき誠にありがとうございます。この歴史を超えた建

築美を誇る大阪市中央公会堂に皆さまをお迎え出来たことを心より嬉しく思います。公務ご多用

の中、遠方までご臨席を賜りました、経済産業省 商務情報政策局生活文化創造産業課 日用品

室室長補佐 宮村康夫様をはじめご来賓の皆さま方に深く御礼を申し上げます。発足以来 14 年目

にして初めて東京を離れた定時総会となります。竣工 97 年を誇る重要文化財である大阪市中央公

会堂はかつてヘレンケラーやガガーリンという各界の著名人が講演等を行った歴史ある建物です。

この素晴らしい会場での本総会、基調講演、祝賀会、そして明日の石造物ツアーを総力挙げて企

画運営してくださった水野実行委員長を始め、近畿地区のメンバー皆さまに改めて心より御礼を

申し上げます。本日は誠にありがとうございます。 
 

3．来賓紹介 

   経済産業省 商務情報政策局生活文化創造産業課 日用品室室長補佐 宮村康夫 様 
経済産業省 商務情報政策局生活文化創造産業課 日用品室日用品五係長 水野遼太 様 
一般社団法人全国優良石材店の会 会長 吉田剛 様 
北大阪石材協同組合 理事長 松山健二 様 
滋賀県石材組合連合会 会長 中村孝藏 様 
滋賀県石材組合連合会 副会長 野﨑広之 様 
京都府石材業協同組合 直前理事長 佐藤幸男 様 
全国石材技能士会 会長 稲葉健一 様 
全国建築石材工業会 会長 大塚英太郎 様 
全日本葬祭業協同組合連合会 副会長 石井時明 様 
全日本葬祭業協同組合連合会 専務理事 松本勇輝 様 
全国石製品協同組合 代表理事 太田明 様 
全国石匠位会 会長 打谷久義 様 
公益社団法人全日本墓園協会 主任研究員 横田睦 様 
日本青年会議所 石材部会 部会長 小野元嗣 様 
日本青年会議所 石材部会 専務理事 髙木亨 様 

 

4．来賓挨拶 

   経済産業省 商務情報政策局生活文化創造産業課 日用品室室長補佐 宮村康夫 様 
  ※祝電紹介 全日本葬祭業協同組合連合会 会長 松井昭憲様より 
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5．議 事 

(1) 議長選出  定款 26 条により会長、副会長が務める。（司会者一任により）太田副会長に決定。 

(2) 定足数及び資料の確認  会員数 1278 名うち正会員 1243 名。総会開催・第 3 号議案の定総数

は過半数の 622 名。第 2 号議案の定足数は 2/3 の 829 名。総会出席者 181 名+有効委任状 686

名、合計 867 名にて定足数に達する。資料は事前配布の総会資料、当日配布の東京海上日動火

災保険「賠償責任保険制度」、日本香堂「happy-shine（ハッピーシャイン）事業」資料の 3 部。 

(3) 議事録作成人・署名人の指名 

議事録作成人に事務局 
議長：署名人に関しては、長江副会長、柴田委員長よろしくお願いいたします。 

(4) 前回議事録の承認：本総会終了までに訂正の申し出がなければ自動承認。（※申し出なし） 

(5) 新議題の採択及び議案の確認（※新議題なし） 

(6) 審議事項 

第１号議案  

1)  2014 年度事業報告 （総会資料に基づく説明） 

  射場会長より災害支援、地区、部会、委員会活動について報告（※パワーポイント資料有り） 

2) 2014 年度会計報告 （総会資料に基づく説明） 

  斎藤会計顧問より説明 

3) 監査報告 （総会資料に基づく説明） 

伯井監事より報告 

   質問：㈲ストネックス・河西優氏（熊本県支部）より NIPPON 石博 2015 について。 

      ①どの程度の赤字が出たのか、途中でやめることは出来なかったのか。 

      ②通常時、上野公園の来場者数は？その中でどれだけの人が興味を持ったのか。 

      ③赤字を出して、会費の値上げ（第 3 号議案）というのは矛盾しているのでは。 

   会長：①具体的な赤字額は 200 数十万円です。途中でやめるべきではないと判断しました。それ 

までにかけてきたエネルギーはもちろん、NIPPON 石博実施の効果に自信があった。この 

事業の可能性にかけました。 

   福川副会長：②上野公園は平日 3 万人、土日 11 万人の通行者。アンケート調査結果からもその 20％ 

の方が石博開催を目的に来場したと判断している。 

   会長：③現在、会費収入から必要経費を差し引いた額は 600 万円。余剰金には余裕があります。 

      大切に使ってきた結果だが、逆にもっと石のある生活の発信が出来たのではないかとの見 

      方もある。これまでに各委員会グループが事業の成果として利益を上げてきた。その利益 

を石博に充てた。会費値上げは将来を見据えたもの。 

    採決：全会一致にて第 1 号議案承認 
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第２号議案 

1) 定款変更（案） （総会資料に基づく説明） 

白木副会長：10 年前に作られた定款。時代に即したものに変更。 

    質問：なし 

採決：全会一致にて第 2 号議案承認 

  第３号議案 

   1) 会費変更（案） （総会資料に基づく説明） 
     白木副会長：「目的」①新事業、地区支部・部会・委員会の事業拡充 

②現在の理事旅費の補助増額、理事の負担軽減 

    質問：なし 

採決：反対 1 名、賛成多数にて第 3 号議案承認 
 

第４号議案 

1) 2015 年度事業計画書（案）  

     活動方針：射場会長     （総会資料に基づく説明） 
          スローガン「一人ひとりが主人公」の石産協をつくる 

地区活動計画：佐藤副会長  （総会資料に基づく説明） 

部会活動計画：湯口副会長  （総会資料に基づく説明） 

委員会活動計画：森田副会長 （総会資料に基づく説明） 

 2) 2015 年度事業予算書（案）  （総会資料に基づく説明） 

大代専務：総会資料 P60 墓石部会予算②多事業を他事業に修正 

3) 2015 年度理事新任者（案）及び組織図（案）  （総会資料に基づく説明） 

大代専務：秋田県・伊藤善次氏が体調不良により退任退会。佐藤富幸氏が新支部長に就任。 

質問：なし 

    採決：全会一致にて 第 4 号議案承認 

 
6.報告連絡事項  

(1) 賠償責任保険制度について／東京海上日動火災保険㈱ 

   申込み締切日：2015 年 9 月 15 日消印 

   保険期間：2015 年 10 月 1 日 16 時～1 年間 

(2) happy-shine(ハッピーシャイン) 事業について／㈱日本香堂 

   お墓の清掃代行業務。連携企業申込み：7 月 20 日 

(3) 建築石材アドバイザー資格認証試験について／全国建築石材工業会 会長 大塚英太郎氏 

   2015 年 10 月 3 日 東京・大垣・大阪にて実施。 

(4) Pray for (one) について（※CM 映像 60 秒有り）／上野広報委員長 
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(5) 2015 年度中四国地区全体会議（PR 映像有り）／岡山県支部会員 

   2015 年 11 月 16・17 日 岡山県倉敷にて開催 

7．閉 会：岸本副会長 

   本日はご来賓の皆さまご臨席賜り誠にありがとうございます。全国からお越しいただいた会員の 

皆さま多くの議題に対する慎重審議ありがとうございました。そして本総会を設営いただいた近 

畿地区の皆さま大変お世話になりました。 

以上をもちまして、第 6 回定時総会を閉会いたします。 

 
 

 

 

議    長：               ㊞ 

議事録署名人：               ㊞ 

議事録署名人：               ㊞ 

議事録作成人：事務局 星野みゆき 


