
第 ４ ３ 回 通 常 総 会 議 事 録 

 

全日本プラスチックリサイクル工業会 

 

１．招 集 年 月 日  平成３１年４月１９日(金) 

２．開 催 日 時  令和元年６月１２日(水) 午後２時００分～ 

３．開 催 場 所  名古屋市中村区椿町６－９ 名鉄ニューグランドホテル会議室 

４．組 合 員 総 数  ４３人 

５．出 席 者 総 数  ３１人（本人出席２２人、委任状出席９人） 

６．出席監事の氏名  原槙孝文 

７．議 長 の 氏 名  中村昌仁 

８．議事録の作成に係る職務を行った氏名  事務局長 杉浦光行 

９．議長選任の経過及び議長の氏名 

  定刻に至り、司会者磯野正幸は、開会を宣し、本日の総会が適法に成立させる旨を告げた後、議長の選

人方法を諮ったところ、全員にて司会者に一任したので、司会者は、議長に中村昌仁を指名した。 

  同氏は、議長席に着き、挨拶の後、議案の審議に入った。 

  第１号議案  平成３０年度事業報告及び決算関係書類承認の件 

    議長は、磯野正幸に原案を朗読説明させた後、浅野会計より決算報告が有り、監事原槙孝文に監査

結果を報告させたところ、監査報告書記載のとおりである旨を述べた。これを議場に諮ったところ、

全員異議なく承認、可決決定した。 

  第２号議案  令和元年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件 

    議長は、磯野正幸に原案を朗読説明させた後、浅野会計収支予算案が報告され、一括して議場に諮

ったところ、全員異議なく承認、可決決定した。 

  第３号議案  経費の賦課金徴収方法決定(案)の件 

    議長は、磯野正幸に原案を朗読説明させた後、議場に諮ったところ、全員異議なく以下のとおり承

認、可決決定した。 

       賦課金額  一社年額 金７，０００円とする。 

       徴収方法  総会後３ヶ月以内に指定口座に振込むこととする。 

  第４号議案  定款１６条の変更(案)について 

    議長は、磯野正幸に原案を朗読説明させた後、議場に諮ったところ、全員異議なく承認、可決決定 

    した。（定款の変更理由は若手人材育成の為に１人増やした。） 

       （会長、副会長及び専務理事） 

       第１６条１．常任理事のうち１人を会長、２人を副会長、１人を専務理事とし常任理事会に 

             おいて選任する。 

       現行  ２人を副会長   変更後 ３人以下を副会長 

  第５号議案  当工業会への新規加入について 

    議長は、磯野正幸に原案を朗読説明させた後、議場に諮ったところ、情報が少ない為、継続審議 

    とした。 

◎団体名  一般社団法人全国塩ビ管・継手リサイクル協会 

     事務局  〒581-0842 大阪府八尾市福万寺町６丁目２１番地１号 

              日進化学工業株式会社 TEL．０７２－９２４－２２０５ 



              代表取締役 山内義文 

       会員   設立当時６社であるが、今現在２社である。(４社脱会したようである) 

         ※日進化学工業（株）・（株）ミズカ ６/３(月)山内社長さんに電話で確認した。 

        ◎団体名  ＥＰＰ協同組合 

       事務局  〒160-0004 

              東京都新宿区四谷４丁目３１番地 四谷ＴＳビル６階 

       理事長  株式会社肇英（ちょうえい） 代表取締役 川副 哲 

              TEL．０３－５９１９－４３８０ FAX．０３－５９１９－４３８８ 

       事務局長 船木邦康〔（株）ファー・イースト・ネットワーク内〕 

              TEL．０３－６２７３－０７７２ 

       会員    ６社    ※６/３(月)船木さんに電話で確認した。 

  第６号議案  ＣＦＰ 委員会の役員変更と会計報告、事業計画(案)について 

    議長は、ＣＦＰ委員長 石塚勝一に原案を朗読説明させた後、議場に諮ったところ、全員異議なく

承認、可決決定した。 

   現行 改選後 

 CFP 委員長 （関東） 石塚勝一 （関東） 進藤 浩 

 CFP 副委員長 （関東） 進藤 浩 （愛知） 磯野正幸 

 CFP 副委員長 （愛知） 磯野正幸 （九州） 小池真司 

○事業計画 

      CFP において既に取得済のＰＰ・ＰＥ以外でのＰＳ・ＡＢＳ・ＰＰコンパウンドの 

      3 アイテムを取得する。 

第７号議案 役員改選(案)について 

議長は、磯野正幸に原案を朗読説明させた後、議場に諮ったところ、全員異議なく承認、可決決定 

  した。      

 改選前 改選後 

 会長 （愛知） 植田常幸 会長 （関東） 石塚勝一 

 副会長 （関東） 石塚勝一 副会長 （愛知） 磯野正幸 

 副会長 （東日本） 中村昌仁 副会長 (東日本) 中村昌仁 

    副会長 （九州） 小池真司 

 専務理事 （愛知） 磯野正幸 専務理事 （関東） 現行 

 監事 （九州） 原槙孝文 監事 （北陸） 武田大輔 

 監事 （関西） 二井 真 監事 （関西）  二井 真 

 相談役 （九州） 江上幸隆 相談役 （九州） 江上幸隆 

 相談役 （関東） 進藤善夫 相談役 （関東） 進藤善夫 

 相談役 （関東） 大塚一郎 相談役 （関東） 大塚一郎 

    相談役 （愛知） 植田常幸 

 
事務局 

（愛知） 杉浦光行 
事務局 

（関東） 進藤 浩 

 （愛知） 浅野 真 （関東） 菊池慎吾 



 

 

８．その他 

  イ）リサイクル推進協議会について 

ブロックによって会員数が異なるため、公平性という立場から五つのグループに再編し、 

そのグループ中で協議してもらい推薦する。 

                                         平成３１年４月末現在 

年度 グループ 各ブロック名（会員数・・・多少増減はあります） 

Ｈ３０年度   Ａ 関東プラスチック（５３社） 

令和元年度   Ｂ  東日本プラスチック（２４社） 

令和２年度   Ｃ 愛知県プラスチック（３１社） 

令和３年度   Ｄ 北陸合成（４社）．九州プラスチック（10 社）．個人会員（３社） 

令和４年度   Ｅ 関西プラスチック（１５社）．京滋プラスチック（９社） 

                                             計１４９社 

グループの動き（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ） 

令和元年度 Ｂグループ 東日本プラスチック再生協同組合（２４社） 

   会社名〔（株）ミヤギコーポレーション〕  社長名〔中山晃一社長〕 

 

令和２年度Ｃグループ 愛知県プラスチックリサイクル協同組合(３１社) 

   会社名〔永興物産（株）〕   社長名〔植田常幸社長〕 

 

以上で議長は、全議案の審議を終了した旨を述べる。 

最後に司会者が閉会を宣した。時に午後３時００分。 

 

   令和元年６月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



役割分担 

 

議 事 

１．第４３回通常総会、環境講演会、懇親パーティーの役割分担について    

 担当 磯野専務理事 

     常任理事会      11：00～13：00 

     昼食（軽食ｶﾚｰﾗｲｽ等） 13：00～13：50 

     総会         14：00～14：40 

     講演会        14：50～15：50 

     懇親会        16：00～18：00 

  役割分担 

◎総会次第 （14：00～14：40）               総合司会（ 田中 常任理事 ）(京滋) 

  ①開会の言葉                              （ 石塚副会長 ）(関東) 

  ②会長の挨拶                                （ 植田 会長 ）(愛知) 

  ③総会成立宣言                            (中山常任理事 )（東日本） 

  ④議長選出                                 (中村副会長 )(東日本) 

⑤議事説明                              （ 磯野 専務理事 ）(愛知) 

                                       （会計担当 浅野）（愛知） 

    監査報告                              （ 原槙監事 ）(九州) 

  ⑥来賓祝辞            経済産業省 製造産業局 素材産業課 飯塚課長補佐様 

                             プラスチック循環利用協会 井田専務理事様 

  ⑦万歳三唱                                 （ 小池理事 ）(九州) 

  ⑦閉会の言葉                             （ 二井常任理事 ）(関西) 

    

◎環境講演会（14：50～15：50）               総合司会（ 岡本常任理事 ）（関西) 

演題『サーキュラーエコノミーと 

プラスチックリサイクルの深い関係と将来の展望』 

     ①開会のことば                            （ 武田常任理事 ）(北陸) 

     ②講師紹介                               ( 馬場常任理事)（東日本) 

     ③講演（約 50 分）     (公財)日本生産性本部コンサルティング部 

                          エコマネジメント・センター長 喜多川和典 様 

     ④講師お礼及び挨拶                           （ 石塚 会長 ）（関東） 

     ⑤閉会のことば                           （ 福本常任理事 ）（関東） 

    

◎懇親会次第（16：00～18：00）             総合司会（ 小池 常任理事 ）(九州) 

     ①会長の挨拶                                （ 石塚 会長 ）（関東） 

     ②来賓の祝辞           （一社）日本プラスチック有効利用組合 理事長 平野様 

     ③乾杯                                   （大塚相談役）（関東） 

     ④中〆                                 （ 芝原常任理事 ）（京滋） 

 


