
  日本ペレットストーブ工業会 

令和 2年 6月 8日 

日本ペレットストーブ工業会 

     会 員 各 位 

日本ペレットストーブ工業会 

会 長   竹 平 政 男 

 

2020年度 通常総会 議案の書面表決について（通知） 

 

 日頃よりペレットストーブの普及拡大と当会活動にご尽力を賜り、誠にありがたく心

より感謝申し上げます。 

 今年度の総会、展示会等につきましては、5月に名古屋開催を目指し、昨秋より計画

しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止とさせて頂いたことは

ご周知の通りです。このような状況下ですので、今年度総会につきましては書面表決に

よる総会とさせて頂くとのことで、役員会で決定致しましたので、会員の皆様のご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

 

 つきましては、「日本ペレットストーブ工業会 2020 年度通常総会議案書及び資料一

式」を同封致しましたので、ご確認の上、別紙の書面表決書に「署名捺印」及び「各議

案への賛否」をご記入頂き、6月 12日（金）必着にて、PSJ工業会事務局宛に提出くだ

さいますようお願い申し上げます。 

【総会の開催日】 

便宜上、総会の日付は令和 2年 6 月 11日（木）と致します。 

 

【提出方法と提出先】 

１．PDFをメール添付   sato-163@amber.plala.or.jp 

２．FAX送信       FAX  025-758-2548 

 ※なお、署名捺印の原本の郵送の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期限：6 月 12 日（金）必着 

 

提出先 ： 日本ペレットストーブ工業会 事務局 

     佐  藤  博  巳 

〒949-8522 新潟県十日町市伊達甲 426-1 

TEL 090-2403-2510  FAX (025)-758-2548 

Email : sato-163@amber.plala.or.jp 

mailto:sato-163@amber.plala.or.jp


  日本ペレットストーブ工業会 

 

別紙 

 

                                                     令和 2年   月   日 

 

                 住  所                  

                 会 社 名                  

                 氏  名                   ○印  

 

私は、日本ペレットストーブ工業会 2020 年度通常総会の下記議案について、次の

通り表決致します。 

 

議案番号 議    案 賛 成 反 対 

第１号議案 2019 年度事業報告及び決算報告   

第２号議案 2020 年度事業計画案及び予算案   

第３号議案 役員の改選   

第４号議案 ペレットストーブの統計調査について 報告事項にて表決は無し 

 

【記入要綱】 

１．各議案について、「賛成」・「反対」いずれかに〇印で表決してください。 

２．「賛成」・「反対」の両方に〇印がある場合、またはどちらにも表決されていない   

場合には、その議案について「賛成」とみなします。 

３．「棄権」の場合には、「賛成」・「反対」の両方に✕印を表示してください。 

４．提出日の厳守、また署名捺印のお忘れなきようご注意ください。 

 

      ご意見がございましたら、下欄空欄にご記入ください。--------------- 

 

 

 

【提出用】 書 面 表 決 書 

【ご意見欄】 



日本ペレットストーブ工業会 2020 年度通常総会 

 

  日時：2020 年 6 月 11 日（木）            

会場：書面決議（新型コロナウィルス対策のため）  

         

 

 新型コロナウィルス感染防止のため、本年度の通常総会は書面決議の形で行うことにい

たしました。会員の皆様方の事業活動も大きな影響を受けているものと想像しています。 

 ただ、木質ペレット燃料およびストーブの可能性を追求して来られた皆様にとっては、近

い将来に起こると予想していた社会の行き詰まりやそれに伴う変革が早まっただけなのか

もしれません。 

 経済や家族の在り方が改めて問われている今、この業界に属している私達は、確かな技術

をもってお客様や社会に安心・安全を提供し、幸せな未来を提供できる貴重な存在です。今

こそ、業界として切磋琢磨・一致団結し、社会に貢献していきましょう。 

 

議 事 次 第 

 

１． 議 題 

 （１）2019 年度事業報告及び決算報告・・・・・・・・・・ （承認事項）資料１ 

 （２）2020 年度事業計画案及び予算案・・・・・・・・・・・(承認事項) 資料２ 

 （３）役員の改選 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（承認事項）資料３ 

 （４）ペレットストーブの統計調査について ・・・・・・・・（報告事項）資料４ 

 （５）その他 

 

２． 同封資料一覧 

 （１）2020 年度通常総会 議案の書面表決について（通知）        1 枚 

 （２）提出用書面表決書                        1 枚 

 （３）日本ペレットストーブ工業会 2020 年度通常総会 議事次第      1 枚 

 （４）資料１-１ 2019 年度事業報告書                 3 枚 

 （５）資料１-２ 2019 年度決算書及び監査報告書            1 枚 

 （６）資料２-１ 2020 年度事業計画案について             1 枚 

 （７）資料２-２ 2020 年度予算書（案）                1 枚 

 （８）資料３  役員の改選について（案）               1 枚 

 （９）資料４  ペレットストーブ販売統計調査結果(2017～2019、3 カ年) 1 枚 

 （10）添付資料 日本ペレットストーブ工業会会員名簿          1 枚 

 （11）     2020 年度 各社宛年会費請求書             1 枚 
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2019 年度事業報告 

 

■第１回 JAPAN PELLET STOVE SHOW 

 2019 年 6 月 6 日（木）に富山市のグランドプラザにて開催し、日本で初めての木質ペレ

ットストーブ業界を挙げての展示会として盛況となりました。受付をした来場者は 105 組

（ペレット関連業者 55 組、メディア 8 組、行政関連 8 組、建築・設計関連 17 組、一般・

その他 17 組）でしたが、受付をしていない来場者も含めると 300 組程度の入込があったと

思われます。 

 出展メーカーに行ったアンケートの結果、開催時期については春から 6 月という声が多

く、今回の開催時期は妥当だったと思われます。開催場所については、雨天でも実演燃焼が

可能な今回の会場は高評価でしたが、大都市圏での開催を求める声もありました。開催サイ

クルについては、イベントとしての定着を目指すため、毎年開催の意見が多数でした。 
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■ウェブサイトリニューアル 

ディーラー部会にて作業を進めた結果、2020 年 1 月 28 日にデザインを一新し、より見

やすく使いやすいサイトとなりました。また、ギリギリ事業年度を跨いでしまいましたが、

2020 年 4 月 1 日にフォーラムというページを公開し、会員事業者にユーザー名とパスワー

ドを通知しました。このフォーラムの狙いは、ペレットストーブ事業者にとって有用な情報、

例えば設置やメンテナンス、販売手法などに関する質問や悩みに対し、会員同士の情報交換

により解決しデータベース化していくことです。ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

■設置推奨基準講習会 

 設置研修会部会にて検討し、当初 2019 年 9 月の開催を目指していましたが、準備期間の

不足から 2020 年度からの開催に予定変更しました。また、名称を「ペレットストーブ設置

推奨基準講習会」とすることとしました。2020 年度は 5 月の名古屋を皮切りに、全国で合

計 3 回開催することを目指しましたが、新型コロナウィルス感染対策のため、スケジュー

ルについては大幅に見直すこととしました。 

 

■ストーブ統計調査 

 別紙にて報告 

 

  

←フォーラム 
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日 付 内 容 場 所 備考 

4/4（木） ペレットクラブとの合同会議 
長野県長野市 

（ペレットクラブ） 
  

4/11（木） 
メーカー部会（第１回）＆ 

理事会（第１回） 

富山県富山市 

（サンコー） 
  

5/15（水） 理事会（第２回） 
富山県富山市 

（サンコー） 
  

6/5（水） 年次総会 
富山県富山市 

（富山第一ホテル） 
  

6/6（木） JAPAN PELLET STOVE SHOW 
富山県富山市 

（グランドプラザ） 
  

8/2（金） 設置研修会部会（第 1 回） 
東京都千代田区 

（貸会議室） 
  

8/2（金） 理事会（第３回） 
東京都千代田区 

（貸会議室） 
 

10/19（土） 設置研修会部会（第 2 回） 
富山県富山市 

（サンコー） 
  

11/28（木） 理事会（第４回） 
東京都中央区 

（アールイープランニング） 
  

1/30（木） 理事会（第５回） 
愛知県名古屋市 

（トヨトミ） 
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2020 年度事業計画案について 

 

■会の全体的な活動について 

 新型コロナウィルスによる影響で、会の活動が大きく制限されると予測しています。展示

会や講習会等はもとより、その準備の為の実行委員会や部会なども物理的に集まっての開

催は難しいです。そこで、社会状況を見ながらテレビ会議の理事会（毎月 1 回）にて都度事

業計画を立て、その為の実行委員会や部会なども都度設けるものとします。 

 また、この様なご時世であるからこそ、会員の皆様にはウェブサイトのフォーラムを十分

ご活用頂き、業界作りにご参加くださいます様お願いいたします。 

 

■JAPAN PELLET STOVE SHOW 

名古屋での開催を目指しておりましたが、2020 年度の開催は中止し、1 年後の 2021 年 5

月に同じ名古屋での開催を目指します。ただし、新型コロナの収束状況を見て、2020 年秋

に別イベントの開催が可能であれば、ペレットクラブとの合同イベント等の開催について

理事会で再協議します。 

 

■設置推奨基準講習会 

新型コロナの収束状況を見て、再協議し判断します。可能であれば、2020 年度中に 1 回

は開催したく、その場合は東京を第一候補にします。 

 

■省エネ基準への取り組み 

 住宅の省エネ基準が 2020 年適合義務化から説明義務化にトーンダウンしたことにより、

当会としての取り組みもトーンダウンしてしまっていました。しかし、たとえ説明義務化で

あったとしても、計算で使用される『住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム』

において暖房設備機器の選択肢にペレットストーブが追加されれば認知度の向上が期待で

きることから、当会として積極的に取り組みを続けることとします。 

ここまでに制度設計はかなり進んでいるため、まずは理事会として関係機関と進捗状況

および今後の予定の確認を行い、毎月の理事会にて進捗管理を行います。イベントや講習会

の開催が不透明な分、省エネ基準への取り組みに注力する予定です。 

 

■ストーブ統計調査  別紙にて報告 

 

以上 



資料２-２

会計期間：2020.4.1～2021.3.31

【収入】 単位　：　円

項目 単価 数量 単位 計 備考

前期繰越金 6,668

入会金

　メーカー会員 100,000 1 会員 100,000

　ディーラー会員 0 0 会員 0

年会費

　メーカー会員 200,000 7 会員 1,400,000

　ディーラー会員 20,000 29 会員 580,000

　賛助会員 80,000 2 会員 160,000

雑収入 7 預金利息等

2,246,675

【支出】 単位　：　円

項目 単価 数量 単位 予算額 備考

通信費 90,000 固定電話、サーバー利用料、郵便等

旅費交通費 350,000 交通費、宿泊費

会議費 40,000 サイト構築、会議室、資料印刷代等

広告宣伝費 20,000 ホームページ等

消耗品費 20,000 コピー代、インク代等

支払手数料 10,000 振込手数料

業務委託費 1,500,000 事務局委託費

図書費 0 設置ガイドライン、勉強会等資料

諸会費 90,000 JPA、PSJ年会費

雑費 10,000

次期繰越金 116,675

計 2,246,675

2020年度　予算書（案）

　　合計



役員の改選について（案） 

 

 

＜現在の役員の再任案＞ 

役 職 氏  名 所   属 現状任期 
改選期 

役 員 

備考 

（改選案） 

新しい 

任 期 

理事 

（会長） 
竹平 政男 有限会社シモタニ 2020    

理事 

(副会長) 
中村 福太郎 豊臣工業株式会社 2020  

副会長は 

新任 
 

理事 

(副会長) 
竹田 亮介 

アールイープランニング

株式会社 
2020  

副会長は 

新任 
 

 西村  孝 株式会社西村精工 2020  退任  

理事 宮腰 洋一 北越融雪株式会社 2020    

理事 長屋孝多朗 
Stove Life 暖炉家 

岐阜本店 
2019 〇 再任 2021 

監事 稲波 良孝 株式会社サンコー 2020    

 

 

※（会則の役員規定） 

 理事：3名以上 8名以内 

 監事：2名以内 

理事のうち１名を会長とし、２名以内を副会長とする 

（役員の選任） 

理事及び監事は、総会の決議によって選任する 

会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する 
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2020.5月

台　　数 比較（100％） 台　　数 2017との比較 台　　数 2017との比較

　国　　産 2,347 100％ 2,217 94.46％ 1,912 81.47％

うち薪兼用 109 100％ 83 76.15％ 48 44.04％

　輸入品 528 100％ 425 80.49％ 381 72.16％

　全体台数 2,875 100％ 2,642 91.90％ 2,293 79.76％

　全体に占める国産の割合（％） 81.63 83.91 83.38

　全体に占める国産以外の割合（％） 18.37 16.09 16.62

100.00 100.00 100.00

18事業者 16事業者 18事業者

【統計調査方法】

１．調査対象機種※１　： 国内で製造、輸入販売されたペレットストーブ（ペレットと薪等兼用機種も含む）

２．調査対象期間※２　： 各年度4月1日～翌年3月31日の期間に販売した台数。
※１　国内製造、輸入販売事業者から、販売代理店及び顧客等へ事業者（メーカー）から直接販売された台数。

※２　各社の会計期間に関わらず、各年度4月1日～翌年3月31日の期間に請求書を発行した時点（請求書の日付）までのもの。 

３．この統計結果は2020年5月の３ヵ年統計調査データを基に集計しました。

◆ご協力頂いたメーカー、輸入販売元の皆様へ

　毎々ペレットストーブ販売統計調査にご協力頂き、厚く御礼申し上げます。調査結果を集計致しましたので、ご協力頂きました事業者様にお送り致します。

　ご査収下さい。昨年の協力事業者16社、今年度は18社の皆様からご協力頂きました。今後も継続したいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

【統計結果について】

１．全体台数は2017年度の2,875台を100％とすると、2018年度が2,642台（91.9％）、2,019年度は2,293台（79.76％）となっている。また、対昨年比は単純比較で13.2％減となった。

２．調査の協力事業者は2017年度18社、18年度は2社減の16社、そして今年度は２社増の18社となったが、内容的には18年度に減った2社ではなく、事業規模はまだ小さい

　　新規の協力事業者である。なお、当事務局が把握している国内製造及び輸入販売事業者の総数は主だったところで22社であり、そのうちの18社からご協力頂いている。

３．本年度の全体台数2,293台（17社）が国内流通量総数のうち、どれ位を占めるかという点について、昨年資料でも記述したが、当事務局では各方面からの情報を基に約85～90％

　　程度と推測している。その数値で割り戻すと、ペレットストーブの国内流通量は2018年度で3,000～3,050台程度、2019年度は2,600～2,650台程度ではないかと推測している。

４．統計協力頂いた18社のうち、昨年対比販売増は6社で平均伸び率は120％、一方、昨対減は10社でその平均は68.5％（下げ率の平均は31.5％）と下げ幅の方が大きい。他新規2社

５．以上の統計結果から、2019年度のペレットストーブを取り巻く商況としては、年当初に2020年からの住宅省エネ基準義務化が見送られたことで、業界として勢いをつけることが出来

　　なかった上に、10月には消費税が10％にアップされ、また、全国的に見ても今冬が記録的な暖冬少雪だったことなどマイナス要因が大きかったのではないか。更に年度終盤に来て
　　の新型コロナウイルスによる影響も一部では出ていたものと思われる。

　　　計

国産：12社、　イタリア：6社、
カナダ：3社、　米国：2社、
オーストリア：1社、
フランス：1社

国産 ：11社、　イタリア：4社、
カナダ：１社、　米国2社、
オーストリア：1社、
フランス：1社

ペレットストーブ販売統計調査結果（2017～2019、3ヵ年） 調査作成：日本ペレットストーブ工業会（PSJ)

　調査協力事業者数　

2017年度販売台数
項　　　　　　　　目

2018年度販売台数 2019年度販売台数
備　　　考

国産：12社、イタリア：4社、
カナダ：1社、　米国2社、
オーストリア：1社、ドイツ：1社
フランス：1社、ベルギー1社、
ハンガリー：1社

資
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№ 区分 PSJ役員 会員名 代表者名 担当者名 担当者役職 郵便番号 住所 TEL FAX

1 会長 有限会社シモタニ 竹平　政男 竹平　政男 代表取締役 509-2516 岐阜県下呂市萩原町上村853-1 0576-52-3775 0576-52-4801

2 株式会社西村精工 西村　　孝 西村　　孝 代表取締役 939-1661 富山県南砺市天神56 0763-52-0024 0763-52-5893

3 理事 北越融雪株式会社 大橋　次郎 宮腰　洋一 卸売部門長 948-0008 新潟県十日町市尾崎２２１-２ 025-757-5300 025-752-5074

4 有限会社河西 河西　広実 河西　広実 代表取締役会長 243-0425 神奈川県海老名市中野1-11-39 046-238-9991 046-238-9891

5 副会長 豊臣工業株式会社 中村福太郎 中村福太郎 代表取締役 467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町5-13 052-819-6521 052-819-6522

6 株式会社奥美濃プロデュース 北條　政弘 中川　剛志 総括部長 501-5124 岐阜県郡上市白鳥町大島1716-26 0575-83-1072 0575-83-1073

7 株式会社さいかい産業 山後　春信 齋藤　楽太 主任 950-2264 新潟県新潟市西区みずき野2丁目12-9 025-239-1400 025-239-1401

8 理事 Stove Life暖炉家岐阜本店 長屋孝多朗 長屋孝多朗 代表 500-8241 岐阜県岐阜市領下２-９ 058-240-8188 058-274-3929

9 監事 株式会社サンコー 稲波　良孝 稲波　良孝 代表取締役 930-0033 富山県富山市元町2-5-1 076-424-3050 076-424-3056

10 有限会社カントリー・ログ 堀中　　正 堀中　直之 309-1453 茨城県桜川市友部627 0296-75-5550 0296-75-5599

11 エコレットカンパニー合同会社 高山　宏隆 高山　宏隆 代表 383-0024 長野県中野市東山3-1 0269-38-0014 0269-38-0042

12 石川電装株式会社 石川　勇人 石川　勇人 代表取締役社長 988-0021 宮城県気仙沼市港町506-11 0226-22-5430 0226-23-1212

13 株式会社関西設備 新田　桂丈 新田　桂丈 代表取締役 631-0804 奈良県奈良市神功5-2-29 0742-72-2929 0742-72-2930

14 森と水と太陽のエネルギー舎 小林　一朗 小林　一朗 代表 300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台4-13-11 090-7173-1997 0297-34-1667

15 株式会社木楽 大迫　隆司 大迫　隆司 代表取締役 731-3165 広島県広島市安佐南区伴中央2-3-37 082-848-0215 082-848-3858

16 有限会社煙筒の横山 横山　愛慈 横山　愛慈 代表取締役 070-8045 北海道旭川市忠和５条5丁目７番27号 0166-61-1670 0166-61-1872

17 株式会社ハイラート 久住　郁夫 市村　康典 マネージャー 940-2121 新潟県長岡市喜多町416 0258-27-6341 0258-27-6933

18 マルショウ技研株式会社 菅原　智美 菅原　智美 代表取締役 089-3733 北海道足寄郡足寄町西町６丁目1-3 0156-25-3110 0156-25-3863

19 副会長 アールイープランニング株式会社 竹田　亮介 竹田　亮介 代表取締役 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎3-22-3 023-674-0659 023-674-0679

20 有限会社あたか 星見　吉輝 星見　吉輝 代表取締役 680-0905 鳥取県鳥取市賀露町121番地2 0857-38-3070 0857-38-3071

21 有限会社高島油店 高島　由典 高島　由典 代表取締役 321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子1397番地1 0285-72-3000 0285-72-2302

22 秋田マッカラー株式会社 佐藤　太市 小玉　　透 代表取締役 010-1201 秋田県秋田市雄和田草川字本田241-44 018-886-8880 018-886-5177

23 株式会社ロハス倶楽部 柴田　勝己 柴田　勝己 代表取締役 352-0005 埼玉県新座市中野1-16-3 048-423-4666 048-480-5518

24 株式会社丸徳ふるせ 菅　　徳嘉 菅　　徳嘉 代表取締役 999-6101 山形県最上郡最上町向町555 0233-43-2366 0233-43-3154

25 林建設株式会社 林　　 　茂 林　 　　茂 代表取締役 939-8211 富山県富山市二口町二丁目6番12 076-413-8841 076-413-8840

26 株式会社藤原木材産業 藤原　　徹 藤原　　徹 代表取締役 693-0006 島根県出雲市白枝町790-3 0853-23-9381 0853-23-9385

27 谷口板金 谷口　和尋 谷口　和尋 代表 939-1681 富山県南砺市才川七1743-2 0763-55-1864 0763-55-1735

28 有限会社佐々木空調 佐々木　敬 佐々木　敬 代表取締役 238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-48-11 046-835-6537 046-835-6537

29 大浅建築 杉浦　雅之 杉浦　雅之 代表 444-1336 愛知県高浜市呉竹町3-5-32 090-8554-2178 0566-53-1493

30 株式会社メトスプランニング 廣澤　　徹 廣澤　　徹 代表取締役 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼2235-5 087-845-6902 087-845-6903

31 川中建築 川中　青児 川中　青児 代表取締役 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日710-1 0796-32-2264 0796-32-2268

32 株式会社しそうの森の木 三渡　圭介 山村　　循 営業・企画課課長 671-2518 兵庫県宍粟市山崎町横須313-1 0790-63-1819 0790-63-1280

33 富士コンクリート工業株式会社 堀之上琢弥 堀之上琢弥 代表取締役社長 506-0001 岐阜県高山市冬頭町1450-6 0577-36-6505 0577-36-6506

34 久松物産株式会社 小畠　信也 小畠　信也 代表取締役 721-0952 広島県福山市曙町一丁目11-31 084-954-7755 084-954-7750

35 ストーブ工房ヴェスタ 小松　孝一 小松　孝一 代表 399-0011 長野県松本市寿北7-19-3　１F 0263-57-5101 0263-57-5101

36 有限会社ウェック 太田　勝久 太田　勝久 代表取締役 350-1201 埼玉県日高市田波目893-1 042-984-3488 042-984-3489

37 ダレスサンドロジャパン株式会社 鵜池　俊幸 鵜池　俊幸 取締役社長 839-0809 福岡県久留米市東合川４丁目1-39 0942-65-8200 0942-65-6478

38 株式会社ホクアイ 寺島　利夫 藤原　英也 部長 531-0071 大阪府大阪市北区中津6-1-13 06-6451-4196 06-6453-6072

39 ペレットクラブ（ＰＣＪ） 小島健一郎 小島健一郎 事務局長 380-0841 長野市大門町529-1 長野大門信越ビル2Ｆ 026-252-7506 026-252-7507

日本ペレットストーブ工業会 事務局 竹平　政男 佐藤　博巳 949-8522 新潟県十日町市伊達甲426-1 090-2403-2510 025-758-2548事務局
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