
　　中部異業種間リサイクルネットワーク協議会(CRN)　

　第　十二　回　定　時　総　会

開催日時　　　２０１３年５月２３日(木曜日）午後２時３０分より

中部異業種間リサイクルネットワーク協議会(CRN)　

開催場所　　　ウインクあいち・愛知県産業労働センター　　

　　　　　　　１３階　１３０１会議室　

　　　　　　　　愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38    電話　　 052-571-6131



総会次第総会次第総会次第総会次第 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：３０～１５：３０

１・開会

２・会長挨拶

３・議案　　議長選出

　　【第一号議案】　　平成２４年度事業報告、収支決算案

            　　監査報告書

　　【第二号議案】　　平成２５年度事業計画案

　　【第三号議案】　　平成２５年度収支予算案

　　【第四号議案】　　平成２５年度　役員選出の件

４・その他

５・閉会

特別記念講演特別記念講演特別記念講演特別記念講演 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５：３０～１７：００

一一一一・・・・　　　　演題演題演題演題 「「「「小型家電小型家電小型家電小型家電リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法についてについてについてについて」」」」

一一一一・・・・　　　　講師講師講師講師 都築都築都築都築　　　　孝之様孝之様孝之様孝之様　　　　　　　　中部地方環境事務所中部地方環境事務所中部地方環境事務所中部地方環境事務所　　　　課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐

　



日時 講演者 内容 参加者

4月26日

吉永　美香様　　名城大

学　准教授

太陽熱の利用について

岡本　康男様　チリュウ

ヒーター株式会社代表取

締役

「太陽熱と共に半世紀」

井上　富夫様　　株式会

社ＤＡＮ企画　代表取締

役

エンジンドクターによる省エネ

5月23日

総会

福和　伸夫様　名古屋大

学減災連携センター長

「過去の震災に学ぶ南海トラフ巨大地震へ

の備え」

懇親会　　キャッスルプラザホテル

6月28日

渡邉　明 様

岐阜大学

元准教授・工学博士

「びっくり仰天！！　不思議な繊維！！　」　

大池　慶近様

株式会社　グローバル

キャスト　取締役

「ナノダイヤモンド触媒のご紹介と社団法

人環境技術協会

7月28日

金沢　勝男様

株式会社エムケーサポー

ト　　代表取締役

「弱酸性次亜塩素酸水」セラについて　

秋山　幹雄様

株式会社バンブージャパ

ン　　　　　　　　　代

表取締役

竹の開発、ボイラー燃料化、農業への応用

8月23日

住友大阪セメント　　岐阜工場

加藤精工株式会社岐阜工場（株式会社　岐

北ホーム　　　地中熱利用　工場現場）

長良川うかいミュージアム（岐阜市長良川

鵜飼伝承館）

9月27日

三戸雅夫様

株式会社 日立エンジニ

アリング・アンド・サー

ビス　　　　　執行役員

『弊社における省エネ・節電技術のご紹

介』

加藤　政春様

株式会社　エコ・テクノ

ロジー　　代表取締役

「次世代型風力発電機の展望　」

42

現場見学会　　　岐阜市

北部

25

37

24年度事業実績一覧表

・平成２４年４月より平成２５年３月まで毎月継続して研究会や現地見学会並びに総会

新年会などを行いました。

41

53

51

4



日時 講演者 内容 研究会

10月25日

林 清史様　　　　　　　　　ヤン

マーエネルギーシステム（株

）エンジニアリング部ソリュー

ショングループ 　　　　　課長

バイオガスコージェネシステムの紹介、

導入事例

　森　滋勝様

名古屋大学名誉教授

「日本におけるエネルギー問題の視点」

11月22日

Ｍ.シーゲル様

南山大学　　社会倫理研究

所・教授・博士

「環境問題への対応と地域の活性化をど

のように関連付けれるか――オーストラリ

アのランドケアを参考に」

石川　伸様　　　　　　　　　株

式会社おとうふ工房いしかわ

代表取締役

「たかが『おから』、されど『おから』

http://www.otoufu.co.jp/

おからの利用とリサイクルへの新たな取

組並びに営業戦略

12月20日

千代　和夫様　　　　　　　　株

式会社センダイ技術士事務

所　代表・工学博士

「知りたい　省エネとＬＥＤ照明

～身近な照明を基礎から学ぶ～　」

竹田 博 様　　名古屋木材株

式会社　研究開発室室長

「木を活かす名古屋木材　圧縮木材（ＬＩ

ＧＮＯＴＥＸ）の取り組み」

1月24日

竹谷裕之様

名古屋大学名誉教授

「農業廃プラのリサイクル、農業の６次産

業化　－市場とビジネス－」

新年懇親会　　キャッスルプラザホテル

2月28日

佐古　猛様

静岡大学　教授

「超臨界・亜臨界流体の基礎とリサイクルへの

石井　斉様

株式会社アクアソリューション

アークイオン（セラック）による液体及び

液体物質改良技術です。農業に役立ち

そうです。

3月28日

王　文暉様

ＴＢＲ株式会社

中国の環境問題の今について

向井　征二様

株式会社 日本環境取引機構

/JCTX 　代表取締役

名倉　清様

豊安工業株式会社

常務取締役

五味真一様

有限会社ジャパン・マグネット

節電事業部課長

・「炭素取引の最新情報」

・「ソーラチューブ（SOLATUBE）」

・最新型ＬＥＤ照明

合計 560

２３年度 (495)

（5／２３総会　４２名、　1／２４新年会　５０

名 　計　９２名）

24年度事業実績一覧表

65

②参加企業の情報交換、交流企画

懇親会　年２回

50

66

41

44

45



　　　　 【【【【第一号議案第一号議案第一号議案第一号議案】】】】

平成平成平成平成２４２４２４２４年度決算案年度決算案年度決算案年度決算案

自平成自平成自平成自平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　      　至平成至平成至平成至平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日

収入収入収入収入のののの部部部部

科科科科　　　　目目目目 ２４２４２４２４年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額 ２４２４２４２４年度実績額年度実績額年度実績額年度実績額

予算対実績比較予算対実績比較予算対実績比較予算対実績比較

増減増減増減増減（（（（△△△△））））

１１１１．．．．会費収入会費収入会費収入会費収入 1,398,0001,398,0001,398,0001,398,000 1,341,0001,341,0001,341,0001,341,000 △ 57,000△ 57,000△ 57,000△ 57,000

２２２２．．．．研究会参加費研究会参加費研究会参加費研究会参加費 250,000250,000250,000250,000 286,000286,000286,000286,000 36,00036,00036,00036,000

３３３３．．．．未収入金未収入金未収入金未収入金 0000 0000

収入合計収入合計収入合計収入合計 1,648,0001,648,0001,648,0001,648,000 1,627,0001,627,0001,627,0001,627,000 △ 21,000△ 21,000△ 21,000△ 21,000

３３３３．．．．前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金 1,236,5231,236,5231,236,5231,236,523 1,236,5231,236,5231,236,5231,236,523 0000

0000

合合合合　　　　計計計計 2,884,5232,884,5232,884,5232,884,523 2,863,5232,863,5232,863,5232,863,523 △ 21,000△ 21,000△ 21,000△ 21,000

法人法人法人法人　　　　３９３９３９３９　　　　個人個人個人個人　

支出支出支出支出のののの部部部部 　

科科科科　　　　目目目目 ２４２４２４２４年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額 2222４４４４年度実績額年度実績額年度実績額年度実績額

予算対実績比較予算対実績比較予算対実績比較予算対実績比較

増減増減増減増減（（（（△△△△））））

１１１１．．．．教育情報事業費教育情報事業費教育情報事業費教育情報事業費 972,000972,000972,000972,000 1,031,6631,031,6631,031,6631,031,663 59,66359,66359,66359,663

　（　（　（　（１１１１））））研究会費会場代研究会費会場代研究会費会場代研究会費会場代 110,000110,000110,000110,000 153,700153,700153,700153,700 43,70043,70043,70043,700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師代講師代講師代講師代 240,000240,000240,000240,000 220,000220,000220,000220,000 △ 20,000△ 20,000△ 20,000△ 20,000

　（　（　（　（２２２２））））交流懇親会費交流懇親会費交流懇親会費交流懇親会費 450,000450,000450,000450,000 439,000439,000439,000439,000 △ 11,000△ 11,000△ 11,000△ 11,000

　（　（　（　（３３３３））））研究視察会費研究視察会費研究視察会費研究視察会費 100,000100,000100,000100,000 111,796111,796111,796111,796 11,79611,79611,79611,796

　（　（　（　（４４４４））））懇親会費懇親会費懇親会費懇親会費（（（（講師分講師分講師分講師分 60,00060,00060,00060,000 107,167107,167107,167107,167 47,16747,16747,16747,167

　（　（　（　（５５５５））））資料資料資料資料プリントプリントプリントプリント代代代代 12,00012,00012,00012,000 0000 △ 12,000△ 12,000△ 12,000△ 12,000

　（　（　（　（６６６６））））未払金未払金未払金未払金 　　　　

２２２２．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 672,000672,000672,000672,000 669,952669,952669,952669,952 △ 2,048△ 2,048△ 2,048△ 2,048

　　（　　（　　（　　（１１１１））））事業依託費事業依託費事業依託費事業依託費 528,000528,000528,000528,000 528,000528,000528,000528,000 0000

　　（　　（　　（　　（２２２２））））事務用品費事務用品費事務用品費事務用品費 10,00010,00010,00010,000 11,88411,88411,88411,884 1,8841,8841,8841,884

　　（　　（　　（　　（３３３３））））通信費通信費通信費通信費 5,0005,0005,0005,000 22,44322,44322,44322,443 17,44317,44317,44317,443

　　（　　（　　（　　（４４４４））））幹事会費幹事会費幹事会費幹事会費 90,00090,00090,00090,000 80,00080,00080,00080,000 △ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 10,000

　　（　　（　　（　　（５５５５））））雑費雑費雑費雑費 15,00015,00015,00015,000 15,62515,62515,62515,625 625625625625

 　（ 　（ 　（ 　（６６６６））））他協議会会費他協議会会費他協議会会費他協議会会費 24,00024,00024,00024,000 12,00012,00012,00012,000 △ 12,000△ 12,000△ 12,000△ 12,000

 　（7） 　（7） 　（7） 　（7）未払金未払金未払金未払金 0000 0000

１+２１+２１+２１+２　　　　支出合計支出合計支出合計支出合計 1,644,0001,644,0001,644,0001,644,000 1,701,6151,701,6151,701,6151,701,615 57,61557,61557,61557,615

３３３３．．．．次期繰越金次期繰越金次期繰越金次期繰越金 1,240,5231,240,5231,240,5231,240,523 1,161,9081,161,9081,161,9081,161,908 △ 78,615△ 78,615△ 78,615△ 78,615

合合合合　　　　計計計計 2,884,5232,884,5232,884,5232,884,523 2,863,5232,863,5232,863,5232,863,523 △ 21,000△ 21,000△ 21,000△ 21,000

通帳 1,161,9081,161,9081,161,9081,161,908





　【　【　【　【第二号議案第二号議案第二号議案第二号議案】】】】

　　　　平成平成平成平成２５２５２５２５年度事業計画案年度事業計画案年度事業計画案年度事業計画案

平成２４年度の中部異業種間リサイクルネットワーク協議会（ＣＲＮ）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。

　　ーーーー記－－－－

①①①①　先端技術・先進事例の勉強会、　学識専門家の講演を毎月実施

②②②②　先進事例視察の企画

（計画中　　　　植物工場の先進事例見学

　

　　　　　　　　　エネルギー関連の先端事例見学　等を計画

③③③③　参加企業の情報交換、交流企画

　５月　総会　　　１月　新年会

④④④④　　　　「とことんトーク」

「とことんトーク」会議を実施します。

⑤⑤⑤⑤　会員企業の事業内容報告

　　　　　　１回　３～４に発表していただきます。先着順　

⑥⑥⑥⑥　　　　中央各省庁・各県等の施策、補助金事業等の説明会

⑦⑦⑦⑦　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

　

　　　　

２回程度会員相互により特定テーマと座長を決めての



　　　　 【【【【第三号議案第三号議案第三号議案第三号議案】】】】

平成平成平成平成２５２５２５２５年度収支予算案年度収支予算案年度収支予算案年度収支予算案

自平成自平成自平成自平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至平成至平成至平成至平成２６２６２６２６年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日

収入収入収入収入のののの部部部部

科科科科　　　　目目目目 ２５２５２５２５年度予算額年度予算額年度予算額年度予算額 ２４２４２４２４年度実績額年度実績額年度実績額年度実績額

2222４４４４年実績対年実績対年実績対年実績対

2222５５５５年予算案年予算案年予算案年予算案

１１１１．．．．会費収入会費収入会費収入会費収入 1,390,0001,390,0001,390,0001,390,000 1,341,0001,341,0001,341,0001,341,000 49,00049,00049,00049,000

２２２２．．．．研究会参加費研究会参加費研究会参加費研究会参加費 300,000300,000300,000300,000 286,000286,000286,000286,000 14,00014,00014,00014,000

３３３３．．．．未収入金未収入金未収入金未収入金 0000

収入合計収入合計収入合計収入合計 1,690,0001,690,0001,690,0001,690,000 1,627,0001,627,0001,627,0001,627,000 63,00063,00063,00063,000

４４４４．．．．前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金 1,161,9081,161,9081,161,9081,161,908 1,236,5231,236,5231,236,5231,236,523 △ 74,615△ 74,615△ 74,615△ 74,615

0000

合合合合　　　　計計計計 2,851,9082,851,9082,851,9082,851,908 2,863,5232,863,5232,863,5232,863,523 △ 11,615△ 11,615△ 11,615△ 11,615

法人法人法人法人　　　　３９３９３９３９　　　　個人個人個人個人　　　　２０２０２０２０

支出支出支出支出のののの部部部部 　

科科科科　　　　目目目目 ２５２５２５２５年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案 ２４２４２４２４年度実績額年度実績額年度実績額年度実績額

2222４４４４年実績対年実績対年実績対年実績対

2222５５５５年予算案年予算案年予算案年予算案

１１１１．．．．教育情報事業費教育情報事業費教育情報事業費教育情報事業費 1,016,0001,016,0001,016,0001,016,000 1,031,6631,031,6631,031,6631,031,663 △ 15,663△ 15,663△ 15,663△ 15,663

　（　（　（　（１１１１））））研究会費研究会費研究会費研究会費　　　　会場代会場代会場代会場代 150,000150,000150,000150,000 153,700153,700153,700153,700 △ 3,700△ 3,700△ 3,700△ 3,700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師代講師代講師代講師代 240,000240,000240,000240,000 220,000220,000220,000220,000 20,00020,00020,00020,000

　（　（　（　（２２２２））））交流懇親会費交流懇親会費交流懇親会費交流懇親会費 440,000440,000440,000440,000 439,000439,000439,000439,000 1,0001,0001,0001,000

　（　（　（　（３３３３））））研究視察会費研究視察会費研究視察会費研究視察会費 100,000100,000100,000100,000 111,796111,796111,796111,796 △ 11,796△ 11,796△ 11,796△ 11,796

　（　（　（　（４４４４））））懇親会費懇親会費懇親会費懇親会費（（（（講師分講師分講師分講師分）））） 80,00080,00080,00080,000 107,167107,167107,167107,167 △ 27,167△ 27,167△ 27,167△ 27,167

　（　（　（　（５５５５））））資料資料資料資料プリントプリントプリントプリント代代代代 6,0006,0006,0006,000 0000 6,0006,0006,0006,000

　（　（　（　（６６６６））））未払金未払金未払金未払金 　　　　

２２２２．．．．一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 662,000662,000662,000662,000 669,952669,952669,952669,952 △ 7,952△ 7,952△ 7,952△ 7,952

　　（　　（　　（　　（１１１１））））事業依託費事業依託費事業依託費事業依託費 528,000528,000528,000528,000 528,000528,000528,000528,000 0000

　　（　　（　　（　　（２２２２））））事務用品費事務用品費事務用品費事務用品費 5,0005,0005,0005,000 11,88411,88411,88411,884 △ 6,884△ 6,884△ 6,884△ 6,884

　　（　　（　　（　　（３３３３））））通信費通信費通信費通信費 22,00022,00022,00022,000 22,44322,44322,44322,443 △ 443△ 443△ 443△ 443

　　（　　（　　（　　（４４４４））））幹事会費幹事会費幹事会費幹事会費 80,00080,00080,00080,000 80,00080,00080,00080,000 0000

　　（　　（　　（　　（５５５５））））雑費雑費雑費雑費 15,00015,00015,00015,000 15,62415,62415,62415,624 △ 625△ 625△ 625△ 625

　　（　　（　　（　　（７７７７））））他協議会会費他協議会会費他協議会会費他協議会会費 12,00012,00012,00012,000 12,00012,00012,00012,000 0000

　　（　　（　　（　　（６６６６））））未払金未払金未払金未払金 0000 0000

１+２１+２１+２１+２　　　　支出合計支出合計支出合計支出合計 1,678,0001,678,0001,678,0001,678,000 1,701,6151,701,6151,701,6151,701,615 △ 23,615△ 23,615△ 23,615△ 23,615

３３３３．．．．次期繰越金次期繰越金次期繰越金次期繰越金 1,173,9081,173,9081,173,9081,173,908 1,161,9081,161,9081,161,9081,161,908 12,00012,00012,00012,000

合合合合　　　　計計計計 2,851,9082,851,9082,851,9082,851,908 2,863,5232,863,5232,863,5232,863,523 △ 11,615△ 11,615△ 11,615△ 11,615



【【【【第四号議案第四号議案第四号議案第四号議案】】】】役員選出役員選出役員選出役員選出のののの件件件件

平成平成平成平成２５２５２５２５年度役員候補者名年度役員候補者名年度役員候補者名年度役員候補者名　(　(　(　(案案案案））））

〔名誉会長〕

伊藤　時生　　　　　　全国食品リサイクル事業協同組 顧問

〔会長〕

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

〔事務局長〕

江崎  忠男　　　　　　

中部異業種間リサイクルネット

ワーク協議会(CRN)

〔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

真柄　隆司 (有)三功 部長

小野　仁 誠美社工業株式会社 代表取締役社長

伊藤　和哉 株式会社　昭和 総務部 課長　　　

〔監事〕

野々　康明　　　　　　循環資源再生利用ネットワーク 理事長スタッフ

安冨　敏正 三友機器株式会社 次長　　　　　　



    25年度会員名簿25年度会員名簿25年度会員名簿25年度会員名簿

　　　　　　　　　　　　法人会員法人会員法人会員法人会員 （敬称　略）

ＮＯＮＯＮＯＮＯ 　　　　　　　　　　　　会社名会社名会社名会社名 　　　　　　　　役職役職役職役職 　　責任者責任者責任者責任者 　　　業務内容業務内容業務内容業務内容

1

愛知県経済農業協同

組合連合会

営農総合室室長 原　広志 農業団体

2 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

3

株式会社　浅井鋳造

所

専務取締役 浅井 孝至 鋳造全般

4 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

5

株式会社　エムケー

サポート

代表取締役 金沢　勝男

次亜水セラ(安全・除菌・消臭)

生成機等販売

6 カネ美食品株式会社 品質管理室長 柘植　洋治 食品製造業

7

化成品商事株式会社

名古屋支店

取締役名古屋支

店長

小川 正昭 化学品専門商社

8

カヤバシステムマシ

ナリー（株）

三浦 健二 油圧機械製造販売

9 河村商事株式会社 取締役管理部長 河合　正仁 古紙卸売業

10

株式会社　グローバ

ルキャスト

取締役 大池　慶近 環境商品販売

11 （株）小桝屋 営業部長 鈴木　邦彦 廃棄物処理・食品リサイクル

12

生活協同組合　コー

プあいち

事業政策室担当

部長

　堤 　英

祐

食品流通業

13 （有）三功 課長 真柄　隆司 廃棄物処理・食品リサイクル

14 三友機器株式会社

中部営業本部本

部長

石川　義冶

食品製造機械・環境関連機器製

造

15 三和清掃株式会社 代表取締役社長 宮川　賢生 廃棄物処理業

16

一般財団法人循環資

源再生利用ネット

ワーク

理事長スタッフ 野々　康明 資源循環ネットワーク

17

自然応用科学株式会

社

代表取締役社長 堀田　錠一

農業・家庭園芸・緑化資材製造

販売

18 シナジー（株） 取締役

阿久津　常

男

産業機械・環境機器販売

19 株式会社守隨本店 代表取締役社長 早川　静英 精密機械製造

20 株式会社　昭和 代表取締役社長 青山　和曉 食品卸売業

21 株式会社　シロキ 専務取締役 白木　良彦

環境資材および環境機械装置の

商社



　　　　　　　　　　（敬称

略）

ＮＯＮＯＮＯＮＯ 会社名会社名会社名会社名 役職役職役職役職 責任者責任者責任者責任者 　業務内容業務内容業務内容業務内容

22

有限会社　進栄

サービス

代表取締役社長 伊藤　進 廃棄物収集運搬処理・資源再生

23

株式会社　シン

トー

執行役ESCO事業

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

24

株式会社　スリー

Ｃ

代表取締役 近藤　鉄次

警備業・清掃業・人材派遣業・小

売業・飲食業

25

誠美社工業株式会

社

代表取締役社長 小野　仁 廃棄物処理

26

株式会社相和プラ

ント

代表取締役社長 田中　伸幸 環境保全機器設計施工

27 太平産業株式会社 取締役 山田 哲也 廃棄物処理（中間処理）

28

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

29

株式会社　西山商

店

代表取締役社長 西山　幸光 一般廃棄物及び産業廃棄物処理業

30

日本検査キューエ

イ株式会社

名古屋事務所

理事

清水　恭一 ＩＳＯ推進　　検査

31 ノザキ株式会社 統括本部長 林下　耕一郎 水質分析

32 株式会社　橋本 研究開発部長 加納　賢治

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬

及び処分・リサイクル・葬祭

33

株式会社　星野産

商

代表取締役 星野　熊夫 廃棄物処理

34

株式会社　明輝ク

リーナー

代表取締役社長 小島　晃

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬

及び処分

35

ユニーグループ・

ホールディングス

株式会社 

グループ環境社

会貢献部部長

百瀬　則子 スーパー

36

株式会社　リバイ

ブ

代表取締役 平沼　辰雄

産業廃棄物処理業から総合資源循

環業を目指す

37

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

38 愛知商工協同組合 理事長 青松　兄恭 商工業組合

39

株式会社　岐北

ホーム

代表取締役 武藤　嘉邦 建築業・地下熱利用

　　　　　　　　　　　　　　　　個人会員個人会員個人会員個人会員 　　　　　　（敬称　略）

ＮＯＮＯＮＯＮＯ 　　　　　会社名会社名会社名会社名 　　　　役職役職役職役職 　　　責任者責任者責任者責任者 　　　業務内容業務内容業務内容業務内容

61 株式会社　DAN企画 代表取締役 井上　富夫

各種技術開発及びエンジンドク

ター事業

62

中部異業種間リサ

イクルネットワー

ク協議会(CRN)

事務局長 江崎  忠男



    25年度会員名簿25年度会員名簿25年度会員名簿25年度会員名簿

　ＮＯＮＯＮＯＮＯ 会社名会社名会社名会社名 役職役職役職役職 氏名氏名氏名氏名 業務内容業務内容業務内容業務内容

63 有限会社　王隠堂農園

代表取締役社

長

王隠堂　誠海 農業

64  ニライ環境研究所 所長 大竹　良知 環境コンサルタント

65 ＲＥＣＯＮＥＴ 代表 小川　輝夫

エコガラスコート・太陽光発電・機密情報

の処理

66

元東邦ガスエンジニアリング株

式会社

川崎　修

67 株式会社　食品機械開発

代表取締役社

長

柴田　正人

超先端技術提供  １．低圧空気対流（0℃か

ら）乾燥２．セラミック（無菌、300℃油高

温）濾過３．凍結濃縮４．超短時間殺菌。

68

一般社団法人　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

69 有限会社　スミタ商事 取締役社長 鷲見　紀年 環境商品製造

70 株式会社　フジケン 代表取締役 藤田　敏彰

におい消し「イヤノ～ン」・分子分解洗浄

（工・農・炎症）商品発売元

71 株式会社エフ・シー 専務取締役 前島　福夫 乾燥野菜製造

72 ＮＶシステム 代表 宮崎　潤子 音響コンサルタント

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

74 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）

75 曽我　喜美子

76 エコビルド株式会社 代表取締役 浅井　浩

エンジンドクター販売代理店（環境クリ

ア）ナノ水の素とナノクリーム販売（健

康）

77

　特定非営利活動法人　東海地

域生物系先端技術研究会

産学連携支援

コーディネー

タ

松井　正春 環境コンサルタント

78

株式会社 日本環境取引機構

/JCTX

代表取締役 向井　征二

環境経営コンサルタント／環境ビジネス支

援プロジュース

79 株式会社エステム 技師長 田中  憲二 上下水道施設の設計施工・維持管理業務

80 ＥＳリサーチオフィス 代表 古賀 正輔 環境カウンセラー及び音響コンサルタント

　　　　オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー 　（敬称　略）

ＮＯＮＯＮＯＮＯ 　　　所属名所属名所属名所属名 　　　役職役職役職役職 　　氏名氏名氏名氏名

91 環境省中部地方環境事務所 課長 小岩　真之

92

中部経済産業局環境リサイクル

課

課長 伊藤　和正

93

東海農政局経営・事業支援部・

事業戦略課

課長 妹尾　宏明

94 愛知県環境部資源循環推進課 主幹 橋本 　博巳

95 名古屋市環境局

資源化推進室

長

田口　則雄

96

財団法人　名古屋産業科学研究

所

副部長 藤澤　寿郎

97 名古屋大学 名誉教授 森　滋勝

98 岐阜大学 客員教授 安井　秀夫



　

   中部異業種間リサイクルネットワーク協議会（ＣＲＮ）規約

　　（名称）

第１条　この会は，中部異業種間リサィクルネットワーク協議会（ＣＲＮ）という。

　　（事務局）

第２条　この会は，事務局を岐阜県羽島市竹鼻町３０１０－１に置く。

　　（目的）

第３条　この会は，地域の循環型社会構造の構築に寄与することを目的とする。

　　（活動）

第４条　この会は，前条の目的を達成するため，次の活動を行う。

　　（１）循環型社会構築に必要なリサイクル事業について，個別テーマ等による

　　　　　研究会を設置,

　　　　　関連企業が参加して地域に最適なリサイクル事業のあるべき姿を，下記の

　　　　　活動等を通じて検討する。

　　　　　①先端技術・先進事例の勉強会

　　　　　②先進事例視察の企画

　　　　　③参加企業の情報交換，交流企画

　　　　　④中央各省庁・各県等の施策，補助金事業等の説明会

　　　　　⑤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

　　　　　⑥学識専門家の講演会，テーマ別セミナーの開催

　　　　　⑦会報の発行による報告・案内・情報提供

　　（２）前項の検討成果は，会員による具体的事業化の支援を通じて国の内外に

　　　　　発信し，社会に貢献する。

　　（会員）

第５条　この会の会員は，次の２種とする。

　　（１）正会員　　　　この会の目的ならびに活動に賛同して入会した法人及び個人

　　（２）オブザーバー　この会の活動を側面から支援する官公庁及び学識者

　　（会費）

第６条　正会員は，次の年会費を納入しなければならない。

　　　　ただし途中加入は月割とする。

　　（1）法人会員：３０,０００円

　　（2）個人会員：１２,０００円



　　（役員）

第７条　この会に，次の役員を置く。

  　１　（１）幹事　６人～１０人

  　（２）監事　２人

　２　幹事のうち，１人を会長，１人を事務局長とする。

　３　幹事及び監事は，総会において選任する。

　４　会長，事務局長は，幹事の互選とする。

　５　幹事は，幹事会を構成し責任をもって会の運営に当たる。

  ６　監事は、次に掲げる職務を行う。

　　（１）幹事の業務執行の状況を監査すること。

　　（２）この会の会計の状況を監査すること。

　７　役員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

　　（総会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

第８条　この会の総会は，毎年１回決算終了後２ヵ月以内に開催し，以下の事項について

　　　議決する。

　　（１）規約の変更

　　（２）事集計画及び収支予算並びにその変更

　　（３）事業報告及び収支決算

　　（４）役員の選任

　　（５）その他運営に関する重要事項

　　（事業年度）

第９条　この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。


