
日頃より会員の皆様にはCRN活動に積極的にご参加
いただき感謝申し上げます。
ご承知の通り、ただいま新型コロナウィルスで
緊急事態宣言が出されておりまして総会は、
例年通りの開催ができません幹事会としては
次のようにさせて頂きたくご案内いたします。

１．総会試案書を5月上旬に皆様のところへ
電子メールでお送りさせていただきます。

２．皆様におかれましては5月15日までに
「意見、提案」と「賛否」の意志を
事務局までお寄せください。

３．幹事会で全会員の意志を集約しその結果を

5月中にご報告し総会の議決と
させていただきます。

CRN(中部異業種間リサイクルネットワーク協議会)

CRN(中部異業種間リサイクルネットワーク協議会)

第十九回　定時総会開催について



第十九回 CRN 定時総会開催にあたって 

2020 年 5 月 1 日 会長 野々康明 

 

会員の皆様には、日頃より当会の活動に積極的なご参加、お力添えをいただき、誠にありが

とうございます。 

 

総会の時期を迎えましたが、世界中新型コロナウイルスの嵐が吹き荒れています。 

「緊急事態宣言」が出され、「外出自粛」「移動自粛」が呼びかけられている状況下では例年

通りの総会を開催することができません。 

そこで、議案書表紙にも述べさせていただきましたように今年は書面による総会とさせていた

だきます。変則的開催でありますが、よろしくご理解の程お願いいたします。 

 

さて、昨年度も 3 月を除き毎月多くの方々のご参加で研究会、見学会を実施してきました。 

又 CRN20 周年を機に「今後の CRN のあり方」についても検討を重ねてきました。 

会員の皆様のアンケートでは「引き続き改善を加えながら継続を」とのご意見が多数を占め

ましたので幹事会としては皆さんのご意向の方向で努力することとしました。 

 

ただ、現実的には会員数も減少傾向にあり、設立当初のような明確なテーマや会員の要望

は、この 20 年の経過を経て変化し、多様化してきています。 

未来に向かった今日的なテーマ（課題）設定や、新たな会員拡大に向けた方針作成にまで

は至っておりません。 

 

今年度も引き続き会員の皆さんの積極的なご参加で会の活動、及び、今後の当会の在り方

検討を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。 



ー　記　ー

・会長挨拶 (文章)

・議案　　

　　【第一号議案】　２０１９年度事業報告

　　【第二号議案】　２０１９年度収支決算（案）承認について

監査報告　

　　【第三号議案】　２０２０年度事業計画（案）承認について

　　【第四号議案】　２０２０年度収支予算（案）承認について

　  【第五号議案】　　 役員選出

・その他

1.

　　【記念講演中止】

　 以　上

　　　ご講演内容：(あいち環境塾　オープン講座　20200307)より
　　　https://youtu.be/gSp1qYVUP-Q　（令和2年5月11日まで視聴可能）
 
　　　※「あいち環境塾」とは、→愛知県、(公財)名古屋産業科学研究所
　　　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2020kankyojuku.html

　　　高村　ゆかり 様

　　　東京大学未来ビジョン研究センター 教授　

　　　「プラスチック問題」を考える

　　 例年総会後に行われる記念講演に際して、昨年末から準備にご尽力

　 　頂きました会員各位、並びにご指導頂きました先生方に御礼申し上げます。

　　 記念講演中止の対応としまして、愛知県のWebページより検索し

　　 講演予定者のyoutube講演をご紹介させて頂きます。

1.



【第一号議案】

2019年度(令和元年)事業報告書

ＮＯ 日時 講演者 内容 参加者 交流会

1 4/18(木) 新日鉄見学 プラスチックリサイクル工場見学会 36 27

新日鉄の森を確認　住人意識や地元事業者の知の確認

2 5/16(木) 総会 39

基調講演　藤井 敏夫 様
『環境に関わる行政・ビジネスの過去・現在・未来』ー総会添
付資料　ＣＲＮのこれからの在り方についてを受けてー

3 6/20(木) 中村　俊一郎　様 就職感 23 16

徳田　一緒　様 離職率改善にむけた手法の紹介

4 7/18(木)
佐藤　之彦　様　特定非営利活動法人
東海地域生物系先端技術研究会

化石資源　再生可能エネルギー 28 19

篠原　信　様　　国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構

土壌を創造する食糧生産を根底から創り換える

5 8/22(木)
野々山　郁　様
野々山歯科医院 食生活の変化と口腔状況 30 18

中根　正道　様　中㋧正道社会学士事務所
あいちトリエンナーレ2019　パートナーシップ事業

『六次産業の活性化』
芸術祭を手段とした地域活性化政策の研鑽

6 9/19(木)
浅井　直樹　様
　(一社)しげんカフェシステムズ

くず屋さんのお洒落なリメイクしげんカフェ
28 17

森　康裕(太郎)　様　＆　中田　有紀　様
中国茶・粤菜・點心「茗圃」店主　＆　茶藝家

食と健康（香港における飲茶の歴史的変遷）

7 10/17(木)
山口　美智子　様
株式会社　レミアノ

『地球環境浄化を目指して、弊社のできること「トリニティーに
出会って」』

28 18

中島洋司　様
株式会社ナック　代表取締役会長

ナノバブルの活用事例

8 11/21(木)
鶴田　浩　様
リアル・スタイル株式会社

流通業から見た日本のものづくりのこれから 28 21

河合　正仁（かわいまさひと）様　河村商事(株)
取締役管理部長　兼　(株)古紙畑　代表取締役 『古紙回収の過去・現在・未来「古紙畑社からの提案」』

9 12/19(木)
梶田 佳揮 様
技術者 株式会社　エステム

水環境を維持するための環境測定 33 28

片岡　成公　様 (一社)中部圏イノベーション推進機構 ＆

筒井　利和　様　名古屋市市民経済局産業労働課
行政施策と関係する施設の見学と SDGsのビジネス視点　の
情報収集

10 1/16(木)
香坂　玲　名古屋大学大学院環境学研究科
社会環境学専攻環境政策論講座　教授

新春　講演会　『生物多様性の最前線―2020年にあいちな
ごやで考える愛知目標』

35 33

新春交流会

11 2/20(木) 唐沢　晋平　様　(一社)奏林舎
額田木の駅プロジェクト事務局長

森林と共生する持続可能な地域社会へ 31 18

須東　亮一　様　(一社)紙おむつリサイクル推進協会 王子製紙からの流通研鑽　紙おむつリサイクル現状

12 3/19(木) 株式会社　ワン・ワールド プラスチック油化装置の検証 0 0

コロナ中止 フタバ産業株式会社 ハウス栽培用　CO2貯留・供用装置『agleaf (アグリーフ)』

２０１９年度　　　　合計 339 249

２０１８年度　　　　合計 438 322

２０１７年度　　　　合計 486 324

34
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【第二号議案】

収入の部

　　科　目 2019年度予算額 2019年度実績額 予算対実績比較　減（△）

１．会費収入 1,185,000 930,000 △ 255,000

２．研究会参加費 200,000 65,000 △ 135,000

３・その他※ 0

　収入合計（１＋２＋３） 1,385,000 995,000 △ 390,000

　前年度繰越金 651,509 651,509 0

　　合　計 2,036,509 1,646,509 △ 390,000

※次年度分会費先入、講師代寄付

支出の部  

　　科　目 2019年度予算案額 2019年度実績額 予算対実績比較　減（△）

１．教育情報事業費 770,000 529,069 △ 240,931

　（１）研究会費　　会場代 50,000 36,600 △ 13,400

　　　　　　　　　　　講師代 270,000 101,980 △ 168,020

　（２）交流懇親会費 350,000 339,449 △ 10,551

　（３）研究視察会費 30,000 2,700 △ 27,300

　（４）懇親会費（講師分） 70,000 42,000 △ 28,000

　（５）資料プリント代 0 6,340 6,340

２．一般管理費 742,000 793,464 51,464

　（１）事業依託費 600,000 600,000 0

　（２）事務用品費 15,000 12,814 △ 2,186

　（３）通信費 18,000 25,823 7,823

　（４）幹事会費 80,000 128,827 48,827

　（５）雑費 19,000 16,000 △ 3,000

　（６）他協議会会費 10,000 10,000 0

　（７）福利厚生費 0 0 0

　支出合計（１＋２） 1,512,000 1,322,533 △ 189,467

　次期繰越金 524,509 323,976 △ 200,533

　　合　計 2,225,791 1,646,509 △ 579,282

2019年度収支決算　　　　　　　　　自2019年4月1日　　至2020年3月31日

3.
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【第三号議案】

　2020年度事業計画　

2020年度のＣＲＮ（中部異業種間リサイクルネットワーク協議会）は

前年度の事業成果を踏まえ、更なる会員の要望・意見を基に、下記の活動

を通してリサイクル事業化への道を探る。　　

特に先端技術及び環境・エネルギー関連の勉強会のレベルアップを計る一方、

会員相互の技術、営業面での連携を推進する。

　―――　記　―――

①　先端技術・先進事例の研究会、　学識専門家の講演を毎月実施

②　先進事例視察の企画

　
　　　　　　『 人と環境と地域のつながりを育むまち 』

③　参加企業の情報交換、交流企画
　５月　総会　　　１月　新年会

④　再生可能(＆代替エネ)エネルギーに関するテーマ
　　バイオガス、水素エネルギー利用、プラスチックリサイクル　その他

⑤　環境賞受賞者の意見講演
　＊７～９月(計画中）　　

⑥　会員研究発表（会員企業の事業内容報告）
　　日頃の業務成果及び研究発表など自己ＰＲ

　＊随時計画　　

⑦　　中央各省庁・各県等の施策、補助金事業等の説明会

⑧　各種研究機関・協会・基金・財団等の助成制度情報提供、説明会

東邦ガス　見学会　アクルス「minato AQULS」見学会

5.



収入の部

科　目 2019年度実績額 2020年度予算案
2019年実績対
2020年予算案

１．会費収入 930,000 885,000 △45,000

２．研究会参加費 65,000 65,000 0

３．その他 0 0 0

　収入合計（１＋２＋３） 995,000 950,000 △45,000

　前年度繰越金 651,509 323,976 △327,533

　　合　計 1,646,509 1,273,976 △372,533

＊【会費対象】2019年度：法人26　個人27 、 　2020年度：法人20　個人19

＊法人会員　20社×30,000＝600,000円　個人会員　19名×15,000＝285,000円　計885,000円

支出の部 　

科　目 2019年度実績額 2020年度予算案
2019年実績対
2020年予算案

１．教育情報事業費 529,069 460,000 △69,069

　（１）研究会費　　会場代 36,600 50,000 13,400

　　　　　　　　　　　講師代 101,980 200,000 98,020

　（２）交流懇親会費 339,449 150,000 △189,449

　（３）研究視察会費 2,700 10,000 7,300

　（４）懇親会費（講師分） 42,000 50,000 8,000

　（５）資料プリント代 6,340 0 △6,340

２．一般管理費 793,464 746,000 △47,464

　（１）事業依託費 600,000 600,000 0

　（２）事務用品費 12,814 15,000 2,186

　（３）通信費 25,823 25,000 △823

　（４）幹事会費 128,827 80,000 △48,827

　（５）雑費 16,000 16,000 0

　（６）他協議会会費 10,000 10,000 0

　（７）福利厚生費 0 0 0

　支出合計（１＋２） 1,322,533 1,206,000 △116,533

　次期繰越金 323,976 67,976 △256,000

　　合　計 1,646,509 1,273,976 △372,533

【第四号議案】

2020年度収支予算　　　自2020年４月１日　　至2021年３月３１日

6．



【第五号議案】

役員選出の件

2020年度役員

相談役 鈴木　鉄雄　　　　　　
一般社団法人
循環資源再生利用ネットワーク 副理事長

相談役 江崎  忠男　　　　　　元松下電工株式会社

会長 野々　康明　　　　　　
一般社団法人
循環資源再生利用ネットワーク 顧問

事務局長 中根　正道 元三井住友海上火災保険株式会社　代理店

幹事 鈴木　昌二　　　　　　株式会社アクテック 代表取締役

〃 西山　幸光　　　　　　株式会社　西山商店 代表取締役社長

〃 前島　福夫　　　　　　株式会社エフ・シー 専務取締役

〃 小島　将輝 株式会社　小桝屋 取締役

〃 伊藤　和哉 株式会社　昭和 総務部 課長

監事 安冨　敏正 三友機器株式会社 中部営業本部本部長

〃 小野　仁 誠美社工業株式会社 代表取締役社長

7.



2020会員名簿

法人2020No 法人会員（法人名で五十音順）　会社名 役職 責任者 業務内容

1 株式会社　アクテック 代表取締役 鈴木　昌二 資源再生・環境商品の販売、施工

2 株式会社　愛知商会 代表取締役 清水　信年 袋製造販売

3 株式会社　EM生活 代表取締役社長 比嘉　 新 ＥＭ資材の販売・ＥＭ技術の普及

4 河田フェザー　株式会社 執行役員 黒田　健 羽毛素材メーカー

5 特定非営利活動法人　グリーンアース 監事 松本　国昭 持続可能な開発の為の教育

6 株式会社　小桝屋 取締役 小島　将輝 廃棄物処理・食品リサイクル

7 生活協同組合　コープあいち 組合員活動支援部 部長 久保田　孝 食品流通業

8 三友機器　株式会社 環境部・技術営業部 次長 安冨　敏正 食品製造機械・環境関連機器製造

9 一般財団法人　循環資源再生利用ネットワーク 顧問 野々　康明 資源循環ネットワーク

10 株式会社　昭和 代表取締役社長 青山　和曉 食品卸売業

11 株式会社　シントー 執行役員　技術担当本部長 原田　喜平 新ｴﾈﾙｷﾞ ･ 環境･電気･設備･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

12 誠美社工業　株式会社 代表取締役社長 小野　仁 廃棄物処理

13 太平産業　株式会社 取締役 山田　哲也 廃棄物処理（中間処理）

14 名古屋コンテナー　株式会社 専務取締役 古賀　正明 廃棄物処理

15 株式会社　西山商店 代表取締役 西山　幸光 一般廃棄物及び産業廃棄物処理業

16 ノザキ　株式会社 統括本部長 林下　耕一郎 浄化槽清掃・点検・水質分析

17 株式会社　明輝クリーナー 代表取締役社長 小島　孝信 一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬及び処分

法人会員20社　　　　個人会員19名　　　アドバイザー8名　令和2年 5月15日現在

8．



2020会員名簿

18 リファインホールディングス　株式会社 代表取締役社長 川瀬　泰人 溶剤のリサイクル及び溶剤リサイクル施設の設計施工

19 株式会社　レミアノ 代表取締役 山口　美智子 日用雑貨.化粧品.清涼飲料水　販売

20 株式会社　ワールド・クリーン 代表取締役 長尾　秀義 産業廃棄物処理及び食品リサイクル

個人2020No 個人会員（個人名で五十音順）　会社名 　役職 会員名 　　　業務内容

1 浅田電気保安管理事務所 浅田　益章 電気保安管理事務所・環境団体役員

2 株式会社　オークス 代表取締役 秋田  次啓 廃棄物処理装置の開発、設計、製造、販売

3 ＮＰＯ　東海生研 名古屋大学農国ｾﾝﾀｰ非常勤 氏家 　隆

4 元松下電工 江崎  忠男

5 ニライ環境研究所 所長 大竹　良知 環境コンサルタント

6 元東海銀行株式会社 大池　敏夫

7 元ブラザーロジテック株式会社 顧問 佐上　一司 物流コンサルタント

8 株式会社食品機械開発 代表取締役社長 柴田　正人 凍結乾燥装置製造

9 一般財団法人　循環資源再生利用ネットワーク 副理事長 鈴木　鉄雄 資源循環ネットワーク

10 株式会社　アグリライン 代表取締役 曽我　喜美子

8．



2020会員名簿

11 株式会社　エステム 総務部副部長 兼 経理課長 田中　 憲二 上下水道施設の設計施工・維持管理業務

12 アトリビュート・キュー / Attribute Quest 德田　一雄 人材定着コンサルティング

13 株式会社　中西 専務取締役 中西　隆 産業廃棄物

14 中ネ正道社会学士事務所 所長 中根　正道 保養所管理人

15 元富士通株式会社 長屋　雅雄

16 株式会社エフ・シー 専務取締役 前島　福夫 乾燥野菜製造

17 中部公営事業　株式会社 顧問 村上　碩郎 水処理設備運転管理・設備機器類販売修理

18 名古屋スターダスト倶楽部 代表 山本　典子 農ビジネス（農事業）

19 アルテックインスツールメント 吉田　正夫

アドバイザー（順不同）所属名 役職 氏名 業務内容

官公庁 環境省中部地方環境事務所 課長 清水　衛

官公庁 東海農政局　経営・事業支援部　食品企業課 課長 金井　信弘

官公庁 愛知県環境局資源循環推進課循環グループ 課長補佐 中原　俊文

官公庁 名古屋市環境局 資源化推進室長 山本　道子

学識経験者 財団法人　名古屋産業科学研究所 副部長 藤澤　寿郎

学識経験者 名古屋大学 名誉教授 森　滋勝

学識経験者 元岐阜大学 安井　秀夫

学識経験者 ＮＰＯ　東海生研 コーディネーター 佐藤　之彦
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●お知らせ　CRN(中部異業種間リサイクルネットワーク協議会)
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