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年頭のご挨拶
 石川県印刷関連団体協議会 会 長

福 島 理 夫

皆様、新年明けましておめでとうございます。

ればこの差は大変大きいと思っております。そう

本日も新年早々のお忙しい中を、こうやって

いう意味では、今年は何が起こってもおかしくな

200 名近い皆様に、この石川県印刷関連団体協議

いと言いますか、最悪のような状態も想定をして

会の新年互礼会にご出席を頂きまして、本当にあ

おく必要があるんじゃないかというのが、私個人

りがとうございます。また、ご来賓として谷本知

の実感でございます。もう何が起こっても動転し

事、山出市長、中小企業団体中央会から安田専務、

ない、動揺しない気構えが必要なのではないかと

商工会議所から中島副会頭にもご出席を頂きま

考えております。ですから前例であるとか、今ま

して、心から感謝を申し上げます。

での常識であるとか、慣例とか、そういうものは

ここに立ってみますと、1 年前にお話したこと

一旦捨ててみましょう。勿論、全部を捨てるとい

けいそう

を思い出します。それは
「疾風に勁草を知る」
と言

う訳ではありません。一旦捨てようと。一旦捨て

う話です。
「疾風に勁草を知る」
というのは、厳し

て、この前例や慣例が今まさに相応しいものなの

い風の時こそ強い草がわかるという意味で、つま

か、もう 1 回自分の頭で考えてみよう、深く見て

り企業の真価、人の真価というのは疾風の時にこ

みようと思います。要は、しっかりファクツファ

そわかるということです。ですが去年は、そう言

インディングするということです。そういう気概

いながらも、少しは余裕はあったのかなと思いま

を持っていきたいと考えています。

す。ところが昨年のリーマンショック以来、今回

印刷が良い意味で大衆化、汎用化して、個人・

は疾風どころか、こんなアゲインストの風は経験

企業はかなり自由に印刷物を制作出来る環境が

したことがありません。そういう日々の中で皆さ

整ってきております。また情報発信のツールとし

んも仕事をしていらっしゃるんだと推測をして

て、印刷は以前は圧倒的な優位を保っておりまし

おります。

たが、今はワンノブゼムという環境かと思ってお

さて、私自身がウォッチングをしている日経を
読んでいましても、あきらかに今年の元旦から論

作る、いわゆる
「マス」
ではなく、これからは
「個」
、

調が変わって来たように思います。目に付くのは

「パーソナル」
という市場を大事にしていきたい

サバイバビリティという表現です。日経は満を持

と思っておりまして、キーワードは
「オンデマン

して、元旦からサバイバビリティ、つまり生き残

ド」
、
「バリアブル」
、
「ワントゥワン」
だと考えてい

り力というような表現を使っています。元旦から

ます。そういう中でマスから個に向けた自分達の

ずっとサバイバリティという表現が、連載のよう

目線の変更というものが必要ではないかと思っ

に 1 面を飾っていますが、去年はサスティナビリ

ております。いま、価値観が多様化し、市場が変

ティという表現を使っていたと記憶しておりま

化している中で、市場の情報と自分達の会社のコ

す。持続可能性、持続可能力という意味で、サス

アコンピタンスをきちんとリンクをさせていき

ティナビリティという表現が、まさに今年からサ

ながら、何とか新しい前進に向けて知恵を絞って

バイバビリティという表現に変わりました。持続

いきたいと考えております。

可能力と生き残り力というのは、日本語にしてみ


ります。そういう中で昔のように大量の印刷物を





















最後になりましたが、松下幸之助さんは、
「好

況よし、不況またよし」
と言ったそうでございま
す。そんな余裕はとてもないというのが実感では
ありますが、
「不況またよし」
とするような気概が
必要ではないかと思っております。こういう混沌
の時代に、新しい革新や新しい革命が生まれると
いうのは、歴史の教訓かと思いますが、今回はそ
うであるという保証は全くありません。しかし、
我々はそう信じて、この混沌の中でも 1 歩前進出
来るように、この印刷関連団体協議会の皆様と一
緒に、新しい知恵を絞って行きたいと思いますの
で、本年もまた宜しくお願い致します。
＊この挨拶文は印刷関連団体協議会新年互礼会に於い
て福島理事長が会長として挨拶したものの要旨です。

石川県印刷関連団体協議会新年互礼会開催
当協議会の平成 21 年新年互礼会は、1 月 6 日午後

会役員 17 名による
「鏡開き」
を盛大に行い、
得桑秀治

6 時からホテル日航金沢に於いて来賓、会員、関係

相談役の
「乾杯」
で祝宴が始まった。そして、途中か

者 195 名が出席して開催されました。

ら出席された谷本正憲石川県知事の祝辞、祝電披露

斎藤武志 組織運営委員長の司会で進行され、全員

があり、名刺交換や歓談等で和やかな一時を過ごし、

で国歌斉唱後、福島理夫会長が年頭の挨拶を行い、

最後に笠間史盛副会長の
「頑張ろう」
三唱で本年の新

引き続き山出 保金沢市長の祝辞後、来賓・当協議

年互礼会は終宴となりました。




  
  






印刷物の CO 2 排出量積算システムで環境経営を実践

史上初 ! カーボン・フットプリントで
印刷物も CO 2 排出量表示へ
印刷物自動積算システムを開発・販売しているトーク
（東京都新宿区、山本徳太郎社長）
はこのほど、印刷物の仕
様
（部数・サイズ・色数・頁数・紙質など）
を入力すること
によって、最適な積算額と印刷物製造時の全工程
（原料・
刷版・印刷・製本・運送）
で発生する CO2 排出量の算出を
可能とするシミュレーションシステム
「カーボンアイ」
の
開発を発表した。
これにより、同システムの利用者
（民間企業や官公庁な
どの発注者および印刷会社などの受注者）
に対する環境コ
ンサルティングを軸とする
「低炭素化推進プログラム」
の
サービスを 11 月 1 日より開始した。
ここ数年、
「低炭素化商品開発・普及の促進」
をテーマに、
制度の標準
カーボン・フットプリント
（CO2 排出量表記）
化・実用化の動きが加速し、食料品や飲料製造業を中心に
様々な取り組みが発表されるようになってきた。
（2006年度環境省集計結果）
を見る
産業別のCO2排出量
と、電気・鉄鋼・化学工業・石油製品製造業などに次いで
「紙加工品製造業」
が 6 位にランキングされており、日常生
活に最も身近な印刷物を作る過程で大量の CO2 が排出さ
れていることが分っている。
すでに、印刷業界では再生紙や大豆インキの使用を記載
するといった自主的な取り組みが行われているが、紙製品
や出版物の
「環境負荷の数値化」
に関しては、他の業界に比
べて大きな遅れをとっているのが実情である。
このほど、トークが発表した
「カーボンアイ」
は、最新の
LCA
（ライフ・サイクル・アセスメント）
に準拠したデータ
をもとに、
印刷物の製造工程におけるCO2排出量を瞬時に
算出し、印刷物の見積書や製造報告書に排出量を明示する
ものとして注目を集めている。
同システムは、発注者
（企業・官公庁）
には見積り段階か
らの環境対策を、受注者
（印刷会社）
には他社との差別化を
図り、製造効率の向上によるコストダウンが実現できる。
印刷物の
「ゆりかご」
から
「墓場」
までの全過程に及ぶ環
境対策をシステム化することによって、発注者・製造者が
効率的なシステム運用と確実な環境負荷低減を推進でき
るよう同社では
「低炭素化推進プログラム」
を提供してい
く方針を示している。
問い合わせは同社、電話 03（3267）
0109 まで。
 （株式会社印刷之世界社 提供）























▲印刷物への CO 2 排出量の表示例

▲印刷物の発注から納品の流れ

▲印刷物の CO 2 削減活動によって得られるメリット

▲低炭素化推進プログラムロードマップ

㈱中川印刷

今年活躍が期待される年男・年女の
（五十音順）
皆様をご紹介いたします。
安達写真印刷㈱
［昭和 24 年生］ 安島
功
［昭和 48 年生］ 丸山 貴史 ・ 小松
［昭和 60 年生］ 西川 友樹

博 ・ 竹内 卓哉

㈱笠間製本印刷
［昭和 48 年生］ 出崎 直美 ［昭和 60 年生］ 上山 公華

カンダ印刷㈱
［昭和 12 年生］ 神田 国子 ［昭和 48 年生］ 神田

健

北野印刷所
［昭和 24 年生］ 河崎加津子

産業印刷㈱
［昭和 36 年生］ 森

英夫

㈱ショセキ
［昭和 24 年生］ 北井 健了 ・ 越守
博
［昭和 36 年生］ 齊田
健
［昭和 48 年生］ 藤室 由香 ・ 浅野 恵子 ・ 西坂美奈子
森
章 ・ 柳田 浩一 ・ 北山
孝
［昭和 60 年生］ 鍛冶 虎彦 ・ 高野 裕介

第一印刷㈱
［昭和 24 年生］ 政浦 隆司

大徳美術印刷㈱
［昭和 48 年生］ 林藤
田中
若林
［昭和 60 年生］ 紺井

正信 ・ 道原 大地 ・ 木下 明大
秀樹 ・ 松田 英樹 ・ 田中 義治
和幸
拓也 ・ 渡辺麻衣子

田中昭文堂印刷㈱
［昭和 12 年生］ 北
［昭和 48 年生］ 古澤
照田
［昭和 60 年生］ 岡崎

吉彦 ［昭和 24 年生］ 中山 清憲
隆志 ・ 山本 大輔 ・ 宮坂 雅之
秀徳 ・ 田中 逸郎
綾香 ・ 寺西 由佳

［昭和 24 年生］ 野城
勲 ・ 山本
寿
［昭和 48 年生］ 津田 勝玄 ・ 永藁由里子 ・ 浦嶋 瑞浦
鍋木寿美枝
［昭和 60 年生］ 川本 佑貴

永野印刷㈱
［昭和 24 年生］ 石川 外昭 ・ 橋口知代三
［昭和 36 年生］ 山形 益代 ・ 永野佐洋子
［昭和 48 年生］ 山崎由紀子 ・ 山野
勝 ・ 米田 光宏

福島印刷㈱
［昭和 24 年生］ 松原
満 ・ 山本 勝久
［昭和 36 年生］ 小坂 武司 ・ 細川 幹男 ・ 砂崎
加藤 一弥 ・ 井村
茂 ・ 伊藤
［昭和 48 年生］ 宮下
智 ・ 高木 栄司 ・ 金山
箕
厚行 ・ 北村 直樹 ・ 中川
三佐純一郎 ・ 金子 浩治 ・ 佐野
高谷 浩一 ・ 塩谷 忠也 ・ 井村
中橋 史生 ・ 渡辺
亮
［昭和 60 年生］ 吉道
直 ・ 大庭 佑介 ・ 天野
河村奈緒美 ・ 両満美沙子

忠雄
幹夫
正徳
幸広
仁
孔一
直樹

㈱山越
［昭和 24 年生］ 林
正直 ［昭和 36 年生］ 須郷田悦男
［昭和 48 年生］ 山下 正樹 ・ 小室 智浩

ヨシダ印刷㈱
［昭和 24 年生］ 村中
豊 ・ 新宅 政則 ・ 吉野 伸一
堀合 静雄 ・ 笹木外志子 ・ 島村外美江
［昭和 36 年生］ 嶋多 洋一 ・ 風谷 利明 ・ 中西 一哉
中津 京子
［昭和 48 年生］ 山本
勝 ・ 宮風 勝則 ・ 新谷 裕志
越沼 正春 ・ 松永啓太郎 ・ 安本 武史
積田 宗佳 ・ 中野 祥子
［昭和 60 年生］ 大畑 勇人 ・ 山本 孝一 ・ 木口 智博
大嶋優美子 ・ 中嶋有紀子 ・ 松本
彩
浦田
愛

皆様の益々のご活躍とご健勝を心から祈念申し
上げます。
＊ 事務局からの取材にご返答頂きました方を掲載しております。

リレーコラム
副理事長
2009 年。新しい年を迎えたわけですが、昨年の 9 月以

永野印刷㈱

永野

博信

7％と大きく落ち込んだようです。今は大丈夫ですが、春

降、リーマンショックから端を発したアメリカ発金融危機

先が心配になってきました。ただ厳しくなったとはいえ、

は、あっという間に世界を駆けめぐり、大手製造業を中心

食べる物まで価格を落として買うのは少ないのではない

に売上を大きく落とし、不景気に突入してしまいました。

かと思います。

新聞、テレビの報道は、連日の株価下落と、派遣切りや

本当においしいものであれば、多少数は減っても、高く

内定取り消しという暗いニュースばかりで、酷なニュース

ても買ってもらえると思っています。お客様には品質を落

を聞いているとマインドまで暗くなり、もっともっとサイ

とさず、こだわりを持っておいしいお菓子作りに励んで頂

フの紐が固くなっていくような気がします。

けるよう、提案や情報提供に努めたいと思っています。

昨年は喪中で、新年の挨拶廻りはしなかったのですが、

バラク・オバマ氏が第 44 代アメリカ大統領に就任しま

今年は 1 年ぶりということで、きめ細かく廻らせて頂きま

した。就任演説は現実的な内容でしたが、新大統領に寄せ

した。お菓子屋さんを中心に、金沢、高岡、富山、福井と

る期待は大きなものがあります。選挙中に話していた

廻った結果、 あまり悪くないですね。まあまあというと

YES We Can 。
今年は前向きにこの言葉で乗りきりたい

こか。去年並 という返事でありました。大和百貨店の年

と思います。

末年始の売上結果は食料品は 3％のアップ、衣料雑貨が
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「中小企業人材確保推進事業」
職場定着事業
職場改善研究会開催 
職場定着事業の標記研究会は、10 月 25 日
（土）
午前

決策の提示、クレーム対応で注意すべきこと等、ロー

9 時から金沢市異業種研修会館に於いて 10 社 24 名が

ルプレイを通して、現場での対応、職場でのクレーム

受講し
「クレーム対応力向上」
をテーマに開催され、講

削減方法を学びました。

師に㈱インソース木元栄子氏をお招きして行われま
した。
講義の内容
クレーム発生原因は様々であっても
「起こった」
ク
レームは現場の担当者として、管理職として、短時間
で解決する必要がある。再度同じクレームを
「起こさな
い」
工夫が必要である。クレーム対応の第一声は
「お詫
び」
から、お客様の話を聞き、事実の確認、代替案・解

マネジメント研究会開催 
本年度最後となる職場定着事業の標記研究会は、11

リスクが発生しない仕組み作り等、コンプライアンス

月14日
（金）
午後1時から金沢市異業種研修会館に於い

の重要性を理解し、演習問題を中心としたリスクマネ

て 7 社 10 名が受講し
「危機管理
（リスクマネジメント）

ジメントの必要性を学びました。

研修」
をテーマに開催され、講師に㈱インソース座間正
信氏をお招きして行われました。
講義の内容
外部環境
（インターネットの普及、個人意識の拡大等
の監視が強まる。
）
及び内部環境
（終身雇用の解消、個人
主義の台頭による組織に対する忠誠心の低下。
）
の変化
にどのように対応すべきか。また、管理者には
「リスク
管理体制構築義務」
が求められ、管理者がすべきことと
して、①リスクの予測と評価、②リスク時の対応、③


石川県工組組合員が 2 年連続優秀賞
（準グランプリ）
受賞
第 2 回メディア・ユニバーサルデザインコンペティ

社鈴木博人氏の作品
「日本酒のみくらべセット」
が選ば

ション
（MUD）
の審査結果がこの程発表され、石川県工

れ、
当工組から出展した8点の内3点が入賞に選ばれま

組の大村印刷株式会社大村一史氏の作品
「2009 年大村

した。このことは、当工組にとって大変喜ばしいこと

印刷卓上カレンダー」
が見事優秀賞に輝きました。昨年

であるとともに、
作品を制作された皆様方のMUDに対

の福島印刷株式会社に続く快挙となりました。また、

する意気込みの表れを感じました。

佳作にも福島印刷株式会社大路靖司氏の作品
「ショッ
ピングモールフロアガイド図」
と高桑美術印刷株式会






















受賞されました方々に改めてお祝いを申し上げます。
おめでとうございました。

くみ あ い

金沢支部ボウリング大会開催
第 37 回金沢支部ボウリング大会は、11 月 9 日
（日）
ジャンボボールで 10 社から男子 63 名、女子 14 名、
計 77 名が参加して開催されました。
男女別個人戦 2 ゲームトータルで行われました。成
績は次のとおりです。
【男子の部】
優 勝

木川 弘行（金沢シール）459 ピン

準優勝

杉村 成美（金沢シール）366 ピン

第3位

若宮 欣亘（橋本清文堂）348 ピン

【女子の部】
優 勝

鶴野佳津子（橋本確文堂）267 ピン

準優勝

大谷 始子（橋本確文堂）257 ピン

第3位

松田和華子（橋本確文堂）250 ピン

小松支部ボウリング大会開催
小松支部のボウリング大会は、11 月 7 日
（金）
百万石
リゾートレーンで 62 名が参加して開催されました。
個人戦 3 ゲームトータルで行われました。成績は次

優 勝

中野

久
（男）
（マルト印刷工業）
564 ピン

準優勝

酒谷

禅
（女）
（源田美術印刷）
 542 ピン

第3位

中田

滋
（男）
（木場フォーム印刷）540 ピン

のとおりです。

「環境セミナー」
開催
11月13日
（木）
午後1時30分から印刷会館2階会議
室に於いて、本年度新企画の全印工連組合支援研修事
業
「グリーン営業とエコ印刷提案促進セミナー」
を開催

サービスについてもその必要性を説明されました。
受講者は、講師の話に耳を傾けながらメモを取り熱
心に聞き入っていました。

致しました。
講師にはP＆Eマネジメント代表で全印工
連環境委員会特別委員の寺田勝昭氏をお招きして 14
社 23 名が受講されました。
寺田氏は、環境問題は世界共通のビジネス課題であ
り、先進印刷会社
（環境対応）
の出現により、顧客はよ
り先進印刷企業に受注が集中することを説明。そのた
めには GP 認定制度やグリーン購入等を含めた環境配
慮企業に変わる必要性を述べました。また、エコ印刷



  
  






事務局日記

平成20年分確定申告について
【所得税のお知らせ】
インターネットで申告書が作成できます！

11月28日

金沢支部打合会及び懇親会 （金城楼）

1月 6 日

石川県印刷関連団体協議会新年互礼会
（ホテル日航金沢）

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確
24日

定申告書等作成コーナー」をご存知ですか ?「確定申

新年理事会・懇親会

（加賀石亭）

告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額

今 後 の 予 定

などを入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、
消費税（個人）の確定申告書や青色決算書などが作成
できます。申告書等を作成した後は、
ご自宅のプリンタ

2月 5 日 「マーケティングセミナー」
（石川県地場産業振興センター）

ーで印刷して郵送等により税務署へ提出できるほか、
同コーナーの画面上からそのままe-Tax（イータックス：
国税電子申告・納税システム）を利用して税務署に送

15日

加賀支部新年会 （山代温泉

18日

小松支部定例総会及び新年会
（粟津温泉

信（申告）することができます。
20日

e-Taxを利用して所得税の申告をすると、
① 最高5,000円の税額控除を受けることができます。
平成 20 年分の所得税の確定申告を本人の電子

3月27日

百峰閣）
金閣）

中部地区印刷協議会下期会議
（名古屋市）
第6回理事会

（印刷会館）

署名及び電子証明書を付して、申告期限内に eTaxで行うと、所得税額から最高 5,000 円の控除を
受けることができます。
（平成 19 年分の確定申告で
本控除の適用を受けた方は受けられません。
）
② 添付書類の提出又は提示を省略できます。
所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費
の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力

会員短信

して送信することにより、提出又は提示を省略できま
す。
（確定申告期限から3 年間、書類の提出又は提
示を求められることがあります。
）
③ 還付金を早く受け取ることができます。
e-Taxで申告された還付申告は早期処理してい

■ 組合脱退
大野木印刷所（能登支部）
■ 代表者変更
マルト印刷工業㈱（小松支部）
：今村 幸彦

ます。
（3週間程度に短縮。
）

編集後記

e-Taxのご利用に当たっては、事前に開始届出書の

相変わらずきびしい状況が続く印刷業界。新聞には09

提出、電子証明書の取得（手数料が必要です）、ICカ

年度のマイナス成長予測などが大きく報じられ、プラスに

ードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。

転ずる材料がないかのように見える昨今です。

詳しくは、e-Taxホームページ
（http://www.e-tax.nta.go.jp）

こんなときこそ、我々業界内部がたがいに協力し共存し

をご覧ください。

ていくための知恵が求められるのではないでしょうか。
我々広報委員会も、業界の情報、組合員企業の情報

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

などを皆様にお伝えしていくことで、微力ながら、そういう
「知恵」に貢献できますよう頑張っていきたいと存じます。

e-Taxホームページ

http://www.e-tax.nta.go.jp

http://www.ishikawa-pia.jp/

今年も何とぞよろしくお願い申し上げます。 （M・O）

E-mail:info@ishikawaken-pia.or.jp
この広報紙は「中小企業人材確保推進事業助成金」で作成いたしました。

