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    日時：2019 年 6 月 21 日(金)15:30～17:00  

       場所：静岡県静岡市葵区黒金町 56 番地 

    ホテルアソシア静岡 

                             司会：吉田秀徳（愛知県支部長） 
1．開会：山口康二 副会長 
2．会長挨拶  

  当会は 2001 年 11 月 1 日に発会をいたしました。そして 8年後の 2009 年 7 月 1日に法人格を取得し現在にい 

たります。本日は法人格を取得して第 10 回の定時総会となり、節目の年であります。これまで当会並びに石 

材業界の発展にご尽力いただきました物故会員の皆さまに対しまして冒頭黙祷を捧げさせていただきました。 

さて、今回の定時総会のテーマは、継続と革新 新しい時代のはじまり、残すもの・変えるもの。このテーマ

をもちまして本日の総会が開催されております。私の任期もあと 1年足らずとなりました。第 10 回目の定時

総会を迎え、これから石産協として何を残すのか、どの部分を変えていかなければならないのか。それをこ

れからしっかりと議論し、また共有し、そして新しい時代に向けて進んでまいりたいと考えております。今、

私たちが行うことが次の世代の土台となります。現在は過去からの授かりもので、未来からの預かりものだ

とよく言われます。未来に悔いを残すことのないよう精いっぱい今わたしたちのできることやるべきことを

やっていきたいとそのように考えております。 

 

3．来賓紹介：大代賢一 専務理事 

  全国中小企業団体中央会 ものづくり基金推進部部長代理 矢田部 宏志 様 

静岡県石材組合 理事長 小池 利彦 様 

静岡県石工技能士会 会長 遠藤 真一 様 

全国石材業政治連盟 会長 吉田 剛 様 

一般社団法人全国公正取引協議会連合会 専務理事 岡田 哲也 様 

一般社団法人 全国優良石材店の会 会長 吉田 岳 様 

全国石材技能士会 会長 大川 等 様 

全国建築石材工業会 会長 矢橋 達郎 様 

全国石製品協同組合  副理事長 杉山 洋一 様 

全日本葬祭業協同組合連合会 会長 石井 時明 様 

一般社団法人全国石材施工協会 代表理事 井比 宏育 様 

公益社団法人全日本墓園協会 主任研究員 横田 睦 様 

一般社団法人 PRAY for（ONE）代表理事 保志 康徳 様 

日本青年会議所 石材部会 部会長 栗原 隆幸 様 

産経新聞 総合メディア戦略室終活事業担当部長 終活読本 ソナエ編集部部長 赤堀 正卓 様 

尚、祝賀会より静岡市 市長 田辺 信宏 様と公益財団法人 全日本仏教会広報文化部長奈良慈徹 様の

ご出席を予定しております。 

 

4．来賓挨拶  

  全国中小企業団体中央会 ものづくり基金推進部部長代理 矢田部 宏志 様 

  この度は一般社団法人日本石材産業協会 第 10 回定時総会がここ静岡にてご参集の元、開催されますこ

とお喜び申し上げます。令和が幕を明け 2ヶ月が経とうとしております。令和は人々が美しく、心を寄

せ合う文化が生まれ育つという意味を込めて改元の元号となったといわれております。皆さまがここに

集い、交わり、そして何かを満たすその機会が今繰り広げられようとしています。例年総会に参加させ

ていただいておりますが、皆さまの熱意がこもった場に来させていただいていることを嬉しく思います。

今回の信頼、信仰、進化、革新と石産協でしか成し得ないものが何か生まれ、それが未来に繋がる指針

となるようなものがこの場から何か新しいものが生まれることを期待いたします。、仁徳天皇陵を含む

古墳群が世界遺産に登録される見通しとなりました。お墓が日本人の供養という伝統を評価されてのこ

とだと思います。新しい時代の人々の心に寄り添い、供養や祈りという目に見えないものではあります

が、大切な文化を育んでいただくことを祈念いたします。 
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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）中村卓史氏に決定。 

(2) 定足数及び資料の確認  会員数 1174 名、定足数 783 名（定款変更の為、総会員数の議決権の 3分の 2

以上の議決を得なければならない） 

議決権出席者 154 名+有効委任状 688 名 合計 842 名にて定足数に達する。 

資料は事前配布の総会資料及び差替資料役員名簿及び組織図案。 

(3) 議事録作成人・署名人の指名 

議長：議事録作成人に事務局、署名人は、友常千秋氏、水野充弘氏にお願いします。 

(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。（※申し出はなかった。） 

(5) 議案の確認 

(6) 審議事項 

第１号議案 （一社）日本石材産業協会 2018 年度事業報告に関する件 

1)  2018 年度事業報告 （総会資料に基づく説明） 

射場会長より説明 

2)  2018 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） 

伯井守監事より監査報告 

    質問：なし 

    採決：全会一致にて第 1号議案承認  

 

第２号議案 （一社）日本石材産業協会 定款変更 

1) 第 2章 会員  

（種別）第 6条 （賛助会員を新たに設ける） 

（入会）第 7条  

   入会規定 （入会手続）第 3条 

        （入会金・会費）第 7条 

   入会規定付則 

大代専務より説明 

賛助会員への移行は総会承認後に移行は可能となる。 

    質問：なし 

採決：全会一致にて第 2 号議案承認  

 

第 3 号議案 （一社）日本石材産業協会 2019 年度事業計画に関する件 

   1）2019 年度事業計画（案） 

  活動方針   ：射場会長     （総会資料に基づく説明） 

地区活動計画 ：上野副会長    （総会資料に基づく説明） 

部会活動計画 ：福川副会長    （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）2019 年度事業予算（案） 

     大代専務より説明。 
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   3) 2019 年度組織図（案）及び役員名簿 （総会資料に基づく説明）※差替資料 

     射場会長より説明 

    質問：なし 

採決：全会一致にて 第 3 号議案承認 

  

 6．報告連絡事項 

   1）損害保険ジャパン日本興亜㈱ 石崎氏より：地震墓石保証制度の説明会を 7/18 に行う。 

    

  
7．閉会：副会長 瀬川 賢孝 

   

 

議    長：   中  村  卓  史   ㊞ 

                                                議事録署名人：   友  常  千  秋    ㊞  

                          議事録署名人：  水  野  充  弘   ㊞ 

                  議事録作成人：事務局 中村早苗  

*自署押印原本は事務局にて保管 


