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愛知県プラスチックリサイクル協同組合 

 

              平成２８年度 第４４回  通常総会次第 

 

 

１． 開会のことば 

 

 

２． 理事長あいさつ 

 

 

３． 総会成立宣言 

 

 

４． 議長選出 

 

 

５． 議事 

 

 

       第１号議案  平成２８年度事業報告及び決算関係書類承認について 

 

       第２号議案  平成２９年度事業計画（案）の承認について 

 

       第３号議案  平成２９年度収支予算（案）承認について 

 

       第４号議案  経費の賦課金徴収方法決定について 

 

       第５号議案  借入金額の最高限度決定について 

 

       第６号議案  役員改選について 

 

６． 閉会のことば 

 

７． 事務局より連絡事項 
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 平成２８年度事業報告書                                自平成２８年４月 １日 

                                                 至平成２９年３月３１日 

１． 概況 

 平成２８年度の世界経済は、年度前半に於いては、米国経済の足踏みや中国経済の失速懸念 

及び金融市場の混乱等を背景に減速したものの後半では、各種政策により経済の下支えができ、 

緩やかに持ち直しが進んでいるように思われる。一方、国内経済は、個人消費低迷の長期化や 

法人の設備投資の伸び悩みが継続し、経済の先行きに不透明感が残る中、企業を取り巻く様々 

な課題が存在しています。 

 このように厳しい経済環境下ではありますが、当再生業界は、昨年よりナフサの下落により 

バージン材及びオフグレード材が共に安値に推移し、再生材料の単価も連動し苦戦が続き厳し 

い状況でありました。しかし、昨年末より原油の上昇によりナフサ価格が上がり、バージン材 

価格の上昇改定が実施されて、又、樹脂メーカーサイドでは、定期点検が各社開始され材料不 

足による出荷規制も行われています。 

 そのような背景の中、当組合の再生原料はバージン材（オフグレード材含む）不足の解消及 

びＣＯ２削減（ＣＦＰ）そして、価格競争力のある資源として再度期待が高まるものと思われ 

ます。それゆえに当組合員は、顧客に対して間違いのない安全・安心・安定な再生原料を提供 

していきたいと思います。 

 

２． 組合員の異動 

   分科会 

年度 

ﾋﾞﾆｰﾙ・名古屋 尾  張 三 河 賛助会員 計 

平成２８年度期首現在  １３  社  １０ 社  ７  社   １  社  ３１ 社  

  加   入   ０  社   ０ 社  ０  社   ０  社   ０ 社 

  脱   退   ０  社   １ 社  ０  社   ０  社   １ 社 

平成２８年度期末現在  １３  社   ９ 社  ７  社   １  社  ３０ 社 

     ※森本化成 ３月末脱会 

３．出資金の明細（平成２９年４月 期初現在） 

摘要 種類 1口 2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口 10口 17口 32口  計 

出資 

組合員数 

1２社 １社 １社 4社 2社 4社 2社 １社 2社 １社 旧工業会 30社 

口  数 1２口 2口 3口 16口 10口 24口 14口 8口 20口 17口 32口 158口 

金額（千円） 600 100 150 800 500 1,200 700 400 1,000 850 1,600 7,900 

４．会議開催状況 

（１）第４３回通常総会 

イ 開催日時    平成２８年６月５日（日） 

ロ 開催場所   名古屋東急ホテル   TEL０５２-２５１-２４１１ 

      ハ 出席者数   ２７名   (内訳) 本人出席  ２３名  委任状提出者  ４名 

      ニ 議事の経過及び議決の結果 

        平成２７年度事業報告及び決算を承認したあと平成２８年度事業計画（案）及び予算（案）を 

        議決した。又、経費の賦課徴収方法決定の件、借入金額の最高限度決定の件、役員改選 

の件、全議案の審議を終了した。 
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（２）理事会開催状況 

開催年月日 開催場所 出席者 審 議 事 項 

第１回 

平成 28.5.12（木） 

いそのビル 

会議室 

１３名 

（1） 

①第４３回通常総会に向けて資料内容検討について 

②ＪＰＲＡの常任理事および理事の算出基準について 

③中部プラスチック連合会の入会の意義について」 

④一泊二日秋の勉強会について（名古屋・ビニール分科会） 

⑤その他  分科会、ユース会報告 

第２回 

平成 28.6.5（日） 

名古屋 

東急ホテル 

 

１４名 

（０） 

 

①第４３回通常総会及び懇親会の進行役割分担について 

②事務所の所在地変更について 

③総会の議事、総会の議長（第６章 総会、理事会及び委員会） 

④秋の一泊二日勉強会について（名古屋・ビニール分科会） 

⑤その他  分科会、ユース会報告 

第３回 

平成 28.7.14（木） 

いそのビル 

会議室 

１２名 

（２） 

①中部経済産業局消費税転嫁対策室 かち氏の話 

②JPRA常任理事会議事録について 

③秋の一泊二日勉強会について（名古屋・ビニール分科会） 

④総会のアンケートについて 

⑤その他  分科会・ユース会報告 

第４回 

平成 28.9.8（木） 

いそのビル 

会議室 

１２名 

（２） 

①秋の一泊二日勉強会開催について（名古屋・ビニール分科会） 

②新年祝賀会の講師の選定について 

③用語解説 

④次年度役員改選について（愛知ブロックに関して） 

⑤分科会・ユース会報告・その他 

  ※日・韓・台三ヶ国プラスチック会議初参加について 

第５回 

平成 28.11.24（木） 

いそのビル 

会議室 

１２名 

（2） 

①新春講演会、新年祝賀会の打ち合わせについて 

②一泊二日、南知多温泉郷花乃丸の勉強会の反省について 

③次年度役員改選について（APRA、JPRA含む） 

④その他  ユース会、分科会報告 

第６回 

平成 29.1.8（日） 

 

名鉄グランド 

ホテル 

１２名 

（１） 

 

①新春講演会、新年祝賀会の打合せについて 

②お年玉じゃんけんぽん大会について 

③役員改選について 

④その他  分科会・ユース会報告 

第７回 

平成 29.2.23（木） 

いそのビル 

会議室 

１３名 

(１) 

①次年度役員改選について(愛知県、全日本含む) 

②CFP(カーボンフットプリント)について 

③新春講演会の反省及び次年度に向けて 

④当組合の HPのあり方について 

⑤組合入脱会承認及び組合出資金の割振りについて 

⑥その他  分科会、ユース会報告 

第 8回 

平成 29.3.23（木） 

 

いそのビル 

会議室 

１１名 

（２） 

①全日本プラスチックリサイクル工業会常任理事会議事録より 

②第４３回通常総会に向けて（活動方針、予算他） 

  特に秋の一泊二日勉強会（尾張分科会担当） 

③平成２９年度事業計画（理事会含む）の開催日程について 

④その他  分科会、ユース会報告 
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（３）分科会開催状況 

   分科会 

    ビニ－ル・名古屋分科会  名古路分科長 

平成 28年 4月 27日（水）   旬蔵栄本店          出席者  5 名 

        平成 28年 11月 22日（火）   丸幸               出席者  5名 

        平成 29年 3月 23日（木）   炎園               出席者  7名 

  尾張分科会  林 分科長 

平成  年  月  日（  ）                     出席者  名 

  三河分科会  竹内分科長 

平成  年  月   日（  ）                    出席者   名 

   ３分科会合同 

平成 28年 8月 5日（金）   どまんなか栄ビアガーデン 出席者 10 名 

   リプロ会 

平成 28年 4月 17日（日）    セントクリーク GC     出席者  8 名 

平成 28年 11月 14日（月）    知多カントリークラブ   出席者  4 名 

   ユース会 

         平成 28 年 4月 15日(金)  理事会 

         平成 28 年 6月 10日(金)  総会(浜松) 

         平成 28 年 9月 9日(金)  勉強会 

 

（４）関係団体会議等開催状況 

（イ） 全日本プラスチックリサイクル工業会 

 種    別 開催月日・場所 審 議 事 項 

第４０回 

通常総会 

 

平成２８年６月１５日 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

計４４名参加 

・平成２７年度事業報告及び決算関係書類承認の件 

・平成２８年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認の件 

・経費の賦課金徴収方法決定の件 

・事務所の所在地の変更の件 

常任理事会 

 

平成２８年６月１５日 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

  出席者２１名 

  事務局 ２名 

 

・JPRAの新規ホームページの立ち上げについて 

・第４０回通常総会、記念講演会、懇親ﾊﾟｰﾃｨｰの役割分担 

・平成２７年度決算報告、平成２８年度予算(案)の審議 

・カーボンフットプリント（CFP）活動報告について 

・JPRAのマーク取得について 

・定款第３条 事務所の所在地変更について 

・リサイクル推進協議会の表彰について 

・市況分析 

・その他 

常任理事会 

 

平成２９年３月８日 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

  出席者１９名 

  事務局 ２名  

（委任状 ３名） 

・総会（役員改選、事業報告、決算報告及び事業計画案・予算案） 

・カーボンフットプリント（CFP）・（HP掲載を含む）について 

・JPRAのマーク取得について 

・ＪＩＳ品質マネジメントシステム（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生材料）について 

・リサイクル推進協議会の表彰について 

・その他 
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    （ロ）中部プラスチック連合会 

種   別 開催月日・場所 審議事項 

平成 28年度 平成 28年 4月 5日（火） ①平成 27年度事業報告並びに収支報告に関する件 

   役員会 三協化成産業（株） ②平成 28年度事業計画並びに収支予算承認に関する件 

  別館会議室 ③役員改選の件 

    ④その他の件 

  サイプレス 志野の間 
 

   平成 28年度 平成 28年 7月 4日（月） 1号議案 平成 27年度事業報告及び決算承認の件 

   通常総会 中日パレス 2号議案 平成 28年度事業計画及び予算承認の件 

  アイリスの間 3号議案 役員改選の件 

  （中日ビル 5階） 4号議案 その他 

  出席者 17名 各議案共に原案通り、承認可決された。 

  来賓及び事務局 3名   

      

講演会 平成 28年 7月 4日（月） 演題「素材とデザインと企業戦略」 

  中日パレス 山村真一氏  株式会社コボ 代表取締役社長 

  アイリスの間   

  出席者 30名 
 

      

 

５、教育情報事業 

（１）勉強会 

日   時  平成２８年１１月１３日（日）～１４日（月） 

場   所  南知多温泉「花乃丸」 

        知多郡南知多町豊浜廻間 17-18   TEL(0569)64-3555 

 出席者数  １５名（宿泊１３名、夜帰宅２名） 

（２）講演会の開催 

    開催日時  平成２９年１月８日（日）   開催場所  名鉄グランドホテル 

    演題 「～固定資産税が半分に～ 

中小企業等経営強化法と経営力向上計画について」  

講師  山口隆司税理士事務所 税理士 山口隆司氏 

    出席者数  ４４名 （内訳 組合員２２名、夫人０名、同行者２２名） 
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６、福利厚生事業 

（１）懇親会の開催 

会員企業の活性化のため、会員相互の情報交換提供等でさらに、親睦を深める意図で開催 

した。 

日時  平成２８年１１月１３日（日）～１４日（月） 

場所  南知多温泉「花乃丸」 

      知多郡南知多町豊浜廻間 17-18   TEL(0569)64-3555 

 出席者数  １５名（宿泊１３名、夜帰宅２名） 

 

（２）新年祝賀会 

賀詞を交換し、組合員及び従業員相互の親睦を図るため新年祝賀会を開催した。 

開催月日・開催場所及び参加者は講演会と同じ。 

開催日時  平成２９年１月８日（日）   開催場所  名鉄グランドホテル 

        出席者数  ４４名 （内訳 組合員２２名、夫人０名、同行者２２名） 

 

７、平成２８年度経費の賦課徴収方法について（第４号議案） 

 賦課金     金５０，０００円 

 徴収方法   一括振込 （総会後２ヶ月以内）   振込手数料を差し引かないようお願いします。 

振込先     名古屋銀行 平田町支店 

             口座番号  普通預金 0063308 

             口座名    愛知県ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘｻｲｸﾙ協同組合   TEL(052)931-3619 

８、平成２８年度借入金額の最高限度について （第５号議案） 

   借入金額の最高限度     金１０００万円 
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平成２９年度 事業計画（案） 

１、 教育情報に関する事業 

イ）講演会・講習会の開催 

    経済動向や業界に関連する法規制や技術革新への知識向上及び活力と創造性を 

    昴める講習会・講演会を開催する。 

     ロ）見学会 

      組合活性化の為、或いは企業経営に参考となる見学会を開催する。 

 

     ハ）情報の提供 

         当組合のホ－ムペ－ジを独立活用し、組合員に対して情勢に対応した情報を迅速・円滑 

に提供する。 

又、本組合ユ－ス会及び全日本ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘｻｲｸﾙ工業会(各ブロック単位)と連携を深める。 

 

２、 分科会活動 

       組合事業の推進のため、周知徹底をはかり、同時に組合員相互の意見交換を行い、 

       活力ある組合事業への反映のため、分科会を開催する。 

 

３、 福利厚生事業 

       新年祝賀会及び懇親会の開催 

       (組合員及びその家族・従業員相互が新年賀詞交換を行い、又相互の親睦を深めるため、 

新年祝賀会又は懇親会を開催する。) 

 



  第２号議案資料 

平成２９年度事業計画（理事会含む）の開催日程決定について 

〔３月２３日（木）平成２８年度第８回理事会において決定〕 

 

※総会のアンケートについて（集計結果）  （平成２８年７月１４日(木)理事会にて） 

     ３１社中２１社回答がありました。又、一部複数回答有り 

 

    イ） 曜日について 

         日曜・祝日 ６社   土曜 ６社   平日 ８社 

 

    ロ）時間について 

         昼～夕方 １３社   夕方～９時 ６社 

         その他 時間記入無し １社 

              現状より１時間～２時間ずらしてほしい １社 

 

     理事会の（案）としては、下記を考えています。 

       「総会及び懇親会の日時は、平日の夕方４時～８時まで」 

 

       〔適用〕  平成３０年６月の第４５回通常総会 

 

 
理事会 ２９年度開催日 備    考 

 
1 ５月１１日（木） 理事会・総会に向けて 

 
2 ６月４日（日） 総会・名鉄ニューグランドホテル７F（名駅西側） 

 
3 ６月４日（日） 役員改選 

 
4 ７月６日（木） 理事会・懇親会開催 

 
5 ９月７日（木） 理事会・秋の勉強会実施予定 

 
  １１/１２（日）～１３（月） 秋の勉強会実施予定（昨年南知多温泉「花乃丸」） 

 
6 １１月２２日（水） 理事会・新年祝賀会・新春講演会 

 
7 平成３０年１月７日（日） 新年祝賀会・名鉄グランドホテル 

 
（注）8 平成３０年２月１５日（木） 理事会（予備日） 

 
9 平成３０年３月１５日（木） 理事会・来年度に向けて 

 

  




