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当組合が中小企業長官賞受賞
10月29日（木）午後1時から ANA インターコンチ
ネンタルホテル東京で、全国中小企業団体中央会・都
道府県中小企業団体中央会主催の中小企業団体の組織
に関する法律施行50周年記念式典が開催されました。
表彰式には福島理事長が出席し、全国優良組合19団
体に中小企業長官賞が授与されました。本組合は、平
成7年11月に全国中小企業団体中央会会長表彰を受
けて以来、14年振りの受賞となりました。

「視察研修旅行」開催
平成21年度の「視察研修旅行」は、
11月6日（金）7日
（土）の両日11社15名が参加して開催されました。
朝7
時過ぎにバスで印刷会館を出発し、一路名古屋市中川
区の㈱小森コーポレーション名古屋支店へ向いました。
名古屋支店到着後会議室に於いて、㈱アサプリホー
ルディングス代表取締役社長松岡祐司氏の講演「経営
理念と和の心を重んじた日本的 M ＆ A で、事業領域を
拡大するビジネスモデルの確立を目指す我社の実践事
例」との演題で約1時間講演会を開催しました。その中
で松岡社長はこれまで3社の印刷会社に M ＆ A を行っ
た経緯や経営理念・経営基本方針、M ＆ A のメリット

説明を受けました。

等について詳細にお話をされました。その後昼食会場

その中で鈴木会長は、1500坪の土地に3階建て工場

に移動して、名古屋名物の「ひつまぶし」を堪能し、午

を今年1月に竣工し、傾斜地を利用した物流ラインを

後から守山区の総合印刷会社㈱アサヒグラフィックス

構築、1階で白紙を受け入れて自動ラック倉庫から2階

を視察し、代表取締役会長鈴木正博氏から本社工場の

の紙積み機・印刷機まで運び、打ち抜き・製本を行い、
1階に下げて発送を行う時計回りの一方通行の流れを
説明されました。また、油性印刷での乾燥不良による
クレーム対策の為、㈱小森コーポレーション製造の菊
全8色反転コーター付き UV インキ専用機＋ UV ニス
コーター機を導入したこと等の説明を受け、本社工場
を見学して鳥羽シーサイドホテルで宿泊しました。
翌日は、伊勢神宮・外宮と内宮を参拝し、特に内宮
では正式参拝を行い、御神楽殿で祝詞奏上と倭舞の後、
正宮を参拝し家内安全と各社の益々の発展をお祈りし、
おかげ横丁等を散策して金沢に帰りました。







 













 




  
 

 

レポ

ー

ト 「中小企業人材確保推進事業」職場定着事業

平成19年度からスタートしました標記事業の最後となる研究会開催内容等は以下の通りです。


    
    


業務改善研究会 

開催日時： 平成21年9月26日（土） 9：00〜17：00
テ ー マ： タイムマネジメント
講
師： 青野 佑一氏（㈱インソース講師）
受 講 者： 9社 14名
内
容： 自分のコスト、自分の仕事の洗い出し、時間の有効活用、無駄
な時間削減など普段の時間の使い方を振り返り、改善すべきポ
イント、実践計画を作成し、タイムマネジメントの基本的な考
え方・工夫を学びました。

モデル事業普及活動事業（雇用管理改善セミナー）開催
3年間の最後を締めくくる標記セミナーは、11月21
日（土）午後1時30分から金沢ニューグランドホテル3
階「パラッツオ」で組合員22社30名が参加して開催さ
れました。田中委員長の挨拶後、講師の桐村晋次氏（法
政大学大学院経営研究科キャリアデザイン専攻教授）
の「経営環境の変化と人事制度」〜経営戦略と人事労務
施策の多様性〜とのテーマで、企業の人材育成、変化
の時代の OJT、キャリア形成への支援、時間の有効活
用事例、
労働環境の変化と働き方の多様化について約3
時間の講義を受けました。受講者は講師の講義に熱心

にメモなどを取りながら、受講していました。なお、
今回のセミナーの全容は、後日冊子にして組合員の皆
様へ配布する予定です。

くみ あ い

IPIA イメージポスターコンペティション授賞式・記念講演開催
10月30日（金）午後4時から標記の授賞式及び記念
講演会が金沢市民芸術村アート工房 PIT5で組合員・関
係者約80名の参加で開催されました。
経営革新委員会出村委員長の司会で始まり、最初に
福島理事長が挨拶、続いて審査委員4名の紹介後入選
者8名の発表を行い、福島理事長から最優秀賞・優秀
賞（2名）
・佳作（5名）に賞状と賞金（最優秀賞と優秀賞
の方）が授与されました。引き続いて上位入賞者3名に
司会者がインタビューを行い、最後に審査委員長後藤
徹先生の審査報告・作品講評で授賞式は終了しました。
次に審査委員長後藤徹先生の記念講演会に移り、
「Printing With Communication」のテーマで講演を
行い、
受賞者及び組合員は熱心に先生の話しに聞き入っ
ていました。なお、受賞者の方々は右記の皆様です。


 最優秀賞 扇成 香澄 金城大学短期大学部

 優 秀 賞 島田 麻美 金城大学短期大学部

西出 彩織 金城大学短期大学部
佳

作 伊吹 志帆 金沢美術工芸大学


濱田 知実 金城大学短期大学部


棒手 唯華 金城大学短期大学部


森田 矩弘 金沢美術工芸大学

森本 優衣 国際デザインカレッジ金沢 


左から最優秀賞の扇成香澄さん、優秀賞の島田麻美さん、西出彩織さん



   
 






第 15 回 親睦ソフトボール大会開催
福島印刷㈱が 2 連覇達成
第15回ソフトボール大会（全国印刷工業健康保険組
合北陸支部後援）は、9月26日（土）午前8時から湖南
運動公園野球場で7社9チームが参加して開催されま
した。秋空の下、選手達は額に汗をかきながら一生懸
命のプレーで試合に臨みました。決勝戦は、A ゾーン
からは3試合全てコールド勝ちで勝上がった福島印刷
㈱と、B ゾーンからは初戦でサヨナラ勝ち、続く試合
はコールド勝ちと勢いに乗った㈱ショセキとの対戦と
なりました。7回表を終わって㈱ショセキが11対8と3
点リードし、そのまま逃げ切るかと思われましたが、福
島印刷㈱が最終回の反撃で3点を挙げて同点で終了し
ました。
昨年に引続き9人によるジャンケン勝負の結果、5対
第15回

3で福島印刷㈱が勝利し、見事2連覇を達成しました。
3位は高桑美術印刷㈱ A・B でした。なお幹事会社とし
てお世話頂きました㈱山越村上チーフマネージャー始
め、皆様方に深く感謝申し上げます。

優 勝 福島印刷 ㈱

ソフトボール大会結果

開催日時：平成21年9月26日（土）
開催場所：湖南運動公園野球場 C球場
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金沢支部ボウリング大会開催
第38回金沢支部ボウリング大会は、11月8日（日）
ジャンボボールで12社から男子58名、女子14名、計
72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、成績は次
のとおりです。
【男子の部】
優 勝 福田 龍学（安達写真印刷） 398点
準優勝 木川 弘行（金沢シール） 396点
第３位 青野 覚行（福島印刷）
379点

【女子の部】
優 勝 酒井 優嘉（ヨシダ印刷） 271点
準優勝 松田 和華子（橋本確文堂） 263点
第３位 山崎 由紀子（永野印刷） 251点

左から優勝の福田龍学さん、
準優勝の木川弘行さん

左から準優勝の松田和華子さん、優勝の
酒井優嘉さん、第 3 位の山崎由紀子さん




技能検定試験合格者発表


 平成21年度オフセット印刷技能検定試験の合格者は、10月2日（金）に発表がありました。合格された皆様は次 
 のとおりです。なお、今回女性の方が初めて2級で合格されました。



渉（㈱ショセキ）
・松原 貴文（㈱ショセキ）
・新谷 裕志（ヨシダ印刷㈱）
 １級 ・中山



・大森 達也（高桑美術印刷㈱）・松本 辰徳（高桑美術印刷㈱）・水口 敏治（㈱ショセキ）


・井下 真樹（ヨシダ印刷㈱） ・水邊 敏充（高桑美術印刷㈱）
 ２級 ・森田 年昭（㈱ショセキ）

・北川 美里（高桑美術印刷㈱）




合格されました皆様、おめでとうございます。









 













小松支部ボウリング大会開催
小松支部ボウリング大会は、11月6日（金）百万石リ
ゾートレーンで55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、成績は次のとお
りです。

優 勝 松田 隆志（男）
（まつだ印刷）
548点
準優勝 中田
滋（男）
（木場フォーム印刷）547点
第３位 酒谷
禅（女）
（源田美術印刷）
543点

能登印刷㈱松任工場と㈱笠間製本印刷本社工場が
第 8 回印刷産業環境優良工場表彰で社団法人日本印刷産業連合会 奨励賞を受賞
2009年9月 印刷の月記念式典が9月16日にホテル
ニューオータニで開催され、その席上第8回印刷産業
環境優良工場表彰授与式が行われ、本県の標記組合員
が奨励賞を受賞されました。この奨励賞は、環境優良

に努力を払うとともに改善が認められ、特にその活動
に特色があることから、その業種の特殊性や企業規模
も鑑み、今後のさらなる環境改善を期待される全国8
工場が表彰されました。誠におめでとうございます。

金沢青年印刷人クラブ創立 40 周年記念式典開催
考えております。印刷工組からも福島理事長、永野副
理事長を始め多くの OB、現役のメンバーの方に参加し
ていただきました。誠にありがとうございました。ま
た、当会は「20歳以上50歳未満で金沢市とその近郊で
印刷業及び関連業を営む企業の経営者または経営者に
準ずるもの」が入会できます。印刷業のみならずその関
連業界やメーカー、販売店など幅広い業種の人達と親
睦を深めたり、研鑽を図り、また全国印刷緑友会の行
事への参加を通じて日本各地の若手印刷人とも交流す
ることができます。関心のある方はぜひお問い合わせ
ください。
 金沢青年印刷人クラブ 会長 安達 正人
 TEL.076‐252‐8288

10月24日（土）
、ANA クラウンプラザ金沢にて金沢
青年印刷人クラブの創立40周年記念式典を開催いた
しました。式典は OB の方にも出席していただき、パ
ネルディスカッションの形式で創立間もないころから
の歴史や苦労話、また現役メンバーへのメッセージな
どを熱く語っ
ていただきま
した。これか
らの印刷関連
業界の発展の
一助になるべ
く切磋琢磨し
ていきたいと

リレーコラム
「求めよ！さらば与えられん」

理事（環境副委員長） ㈲斉藤印刷出版

「組合に入っても何のメリットもない」とは、ちょいちょ
い耳にする言葉です。
私はそうだろうかな？ と疑問に思う者です。私は現在、

斉藤

秀雄

います。
長年の経験による印刷物の値段の簡単な算出方法、イン
クの相性、製本する上での紙の目の大切さ等々、組合の懇

本組合とジャグラとの2つの印刷組合に所属しています。

親会などの機会によくアドバイスを受けたものでした。ま

メリットがあるかないかは、その人の心掛け次第ではない

た日頃、配布されてくる広報誌、会報、チラシなど身近に

かと思います。離れた地域の組合員同士は、日頃仕事をす

目に付く印刷物を見て、こういうものを作るにはどんな機

る上において、また新たな展開をしていく場合の良きアド

械が必要なのかや、どこの業者が良いのかを相談したり、

バイザーとなったり、見本・目標となったりすることが多

さらに仕事場も見学させて頂いたこともありました。

いのではないかと思います。

本当に組合という団体があったからこそと感謝してい

私は若い時タイプライターの会社に勤め、印刷会社に身

る者です。ただ最後に、いきなり求めても与えられるとは

を置いたことがなく独立したので、
文字通り印刷の「イ」の

限りません。日頃、組合の行事に顔を出し、コミュニケー

字も知らない状態でありました。その私がどうにか38年

ションを図って、信頼関係を築いた上での話なのはいうま

もの間やってこられたのも、組合に入っていたお陰だと思

でもありません。



   
 






「ソリューションプロバイダー」が成長の姿

全印工連フォーラム PIAメーキン会長が講演
「クロスメディア」の視座提言
業態変革の「ワンストップ」とも共通点
全印工連（水上光啓会長）は10月9日、東京ビッグ
サイト（東京都江東区）で開催した「全印工連フォー
ラム2009」にアメリカ印刷工業会（PIA）のマイケル・
メーキン会長を招き、
講演会を行った。メーキン会長
は「金融危機後の米国印刷産業の動向と新たな挑戦」
をテーマに熱弁を振るった。統計データ満載の本文
46ページに及ぶ資料を配布、米国経済の現状につい
て解説した上で、
今後成長していく業態やチャンスの
在りかたについて語った。日本の印刷業界では長年、
「米国業界の姿は数年後の日本の姿」といわれ、講演
に対する事前の期待も高く、会場では500人以上が
熱心に耳を傾けた。
【最近の印刷市場の動向】
印刷市場はこれまで、
米国経済の変化に同調して推
移しているが、印刷の売上高の回復は遅れ、さらに下
降線をたどるとみられる。
経済が安定して回復段階に
入る時期が、
印刷市場の最も好調な時だ。現在の経済
状況を鑑みると、
倒産などで景気の回復はさらに遅れ
るだろうと思われる。
米国印刷業界は2008年、1996 年に印刷物の出荷
高を記録し始めて以来、最大の落ち込みを経験した。
出荷額合計は前年比マイナス 4.5％の1666億ドル、
印刷工場数は同2300カ所減の3万6599件、従業員
総数は同7万4000人減の97万6400 人だった。
出荷額1666億ドルのうち、従来印刷が占める割合
は76％で1266億ドル、デジタル印刷は12％で199
億ドル、付帯サービスも12％で199億ドルだった。
印刷会社の売り上げに占める利益の割合は、08年
第3四 半 期 は4 .82％ だ っ た が、同 第4四 半 期 が
1.50％、09年第1四半期が1.25％と減少し、同第2
四半期には3 .94％と回復に転じている。ただ、印刷
の料金が落ちているにもかかわらず利益が出ている
という状況になっており、
人件費などのコストカット
の努力によるもので、本当の回復ではないだろう。
10年の出荷額合計は09年より47億ドル減少し







 













て1529億ドルとなるだろう。このうち、従来型の印
刷は4.0％減り、デジタル印刷と付帯サービスはとも
に1 .0％増加するとみられる。デジタル印刷と付帯
サービスは底堅い。
商印にこだわっていると状況は悪
くなるだろう。
【デジタル印刷成長の要因】
デジタル印刷が成長している。
現在のデジタル印刷
業務のうち、
平版印刷からデジタル印刷へ移行したも
のは26.0％ある。また、09年第1四半期にデジタル
印刷と平版印刷を併用したハイブリッド印刷の業務
の割合を調査している。業績が好調な上位25％の会
社では約 24％の仕事がハイブリッドになっている。
一方、下位25％では5％レベルで、大きな差になっ
ている。
日本でも、同じように、ハイブリッドを展開してい
るところとしていないところの 2極化が進んでいる
と聞いている。
【予測される課題】
今後予測される課題がいくつかみえている。
印刷に
よる広告と GDP に占める割合は減少する。売上高に
占める従来型印刷の売り上げも減少する。また、
デジ
タル印刷の売り上げの割合は増加するだろう。付帯
サービスについては売上高は増加するが、
経済成長率
よりは低いだろう。
09年から10年にかけて、経済の遅い回復と出荷の
減少で、全米で3000から4000 の印刷会社が廃業す
るとみられている。
この景気後退の局面で生き残る会
社は、
デジタル印刷と付帯サービスで高い売り上げの
成長を実現していると思っている。今後2年間で、生
き残る企業はデジタル印刷の売り上げが約10％、付
帯サービスの売り上げが約 9％増加すると予測され
ている。
14年の印刷の出荷額を08年と比較してみる。デジ
タル印刷は7 .1％増加するだろう。付帯サービスは
7.7％増加する。従来型の印刷は出荷額に占める割合

はまだ大きいが、減少の一途だ。
また、09年から10年にかけての不況後の印刷業界
の姿を予測してみる。14年の姿を08年と比較すると、
印刷会社数は 16 .2％減少し、3万 608社になり、従
業員数は6.3％減って91万4729人となるだろう。
一
方、1工場当たりの従業員数は三人増え30人、1社当
たりの売上高は491万ドルになり、規模が大きくな
り、生産性が高まっていく方向が予測される。14 年
の平均的な印刷会社の出荷額の内訳は、従来型が340
万ドル、デジタル印刷が 81 万ドル、付帯サービスが
70万ドルとなるだろう。
【チャンスをつかむ】
これからわれわれはどのようにしてチャンスをつ
かんでいけばいいのか。
不況期にも収益性が高い印刷
会社は、
「健全なバランスシート」
「手堅いビジネスモ
デル」
「最新設備」
「戦略的ビジョン」の四つを持ってい
るのが特徴となっている。
業態としては「マルチプロセス工場」や「マーケ
ティングサービスプロバイダー」となることが一つ
の方向だ。単なる平版ではなく、
デジタル印刷や付帯
サービスなどいろいろなものを組み合わせてワンス
トップで提供していく形がチャンスをつかむ上で重
要だ。
また、
「ソリューションプロバイダー」としてマー
ケットに対して、
より高い付加価値のソリューション
を提供できるように変わっていかなければならない。
他社と差別化することが生き残りに必要だ。
05年から09年にかけて、印刷・プリプレス・製
本・仕上げの分野は売り上げの比率を落としている。
一方、メーリングサービスやフルフィルメント、デー
タベース管理などの付帯サービスは伸びている。
付帯
サービスを伸ばしているのが成功者の姿だ。
チャンスをつかむための優れた戦略には三つの鍵
がある。
「コスト管理」
「専門性」
「多様性」の三つだ。
コスト管理の手法には「財務ベンチマーク」がある。
高い価値をより安く提供していく。
クライアントがど
んどんコストカットしていく中で、コストオペレー
ションやトラッキングしていく必要がある。
専門性の要素としては「印刷市場区分」や「印刷プ
ロセス」
「垂直市場区分」がある。ある分野に特化する
ことでコストが下がり、
ビジネスの価値を上げること
ができるようになる。
また、クライアントに業種別にアプローチし、しっ
かりとした提案をしていくことが必要でもある。
クラ
イアントの CEO や CMO などいわゆる「C クラス」の
人たちに自社の戦略や特徴の説明をできることが重
要。企業のマーケッターに対して、
ウェブなどとのク
ロスメディアや環境対応などの印刷の価値をいかに




マイケル・メーキン氏

カナダ生まれ。86年オタワ
のカールトン大でジャーナ

リズムを専攻、フェニックス
大で MBA 取得。カナダ政府


の疑似記録担当官、カナダ印
刷産業連合会会長などを経

て02年 PIA 会長。
ベルギーに

拠 点 を 置 く「世 界 印 刷・コ
ミュニケーション・フォーラ


ム」の理事長も務める。

提示して納得させていけるかが鍵になっていく。
多様性という点では、
クロスマーケティングやクロ
スメディアといった視座でクライアントを見なけれ
ばならなくなっている。
また、日米では異なるかもしれないが、米国では
データベースマーケティングやバリアブルデータの
扱いは印刷業界に非常に近い業務になっている。
クラ
イアントにソリューションを提案するには、
紙への印
刷だけでなくウェブ、
フルフィルメントなどさまざま
なサービスを組み合わせている。
印刷会社は自らを「マーケティングソリューショ
ンプロバイダー」という呼び方をすることもある。紙
とモバイル端末は別々の物ではなく、
われわれは一緒
に考えた組み合わせで提供できる。
環境対応も重要になっている。紙は再生できるメ
ディア。
「クリーンインダストリー」として訴えてい
くことが必要だと考えている。
【印刷には素晴らしい未来】
印刷産業は1000年以上の長い道を経てきた産業
だ。今後は、職人的な技術から、より戦略的なビジョ
ンを持った産業に変わっていくのだということを訴
えていきたい。
皆さんには5年、10年後、従業員がどのようになっ
ていくのかということを真剣に戦略的に考えてもら
いたい。どの市場、
どのクライアントにどんな価値を
提供していくかをクライアント、
あるいはそのクライ
アントを見て考えてもらいたい。
経済の厳しい現在、
従業員の教育も重要さを増して
いると思う。PIA は業界がピンチの時も教育活動を展
開してきた。日本でも重要だと思う。
印刷はコミュニケーションに付加価値を与える産
業だと思う。われわれは今後も生き残っていく。新し
いメディアが出てきても、
印刷は非常に有効なコミュ
ニケーションのメディアとして生きていける。
子供た
ちには印刷には素晴らしい未来が待っていると訴え
ていきたい。
（株式会社印刷之世界社 提供）



   
 






お 知 ら せ
石川県最低賃金の改正の
お知らせ
時間額 674円
（改正発効日：平成21年10月10日）

事務局日記
9月26日 第15回親睦ソフトボール大会
（湖南運動公園野球場）
26日 「中小企業人材確保推進事業」職場定着事業
業務改善研究会
（印刷会館）
10月 9 日 全印工連平成21年度理事長会・全国事務局研修会
（東京ビックサイト）
20日 第3回理事会

（印刷会館）

30日 IPIAイメージポスター授賞式及び記念講演
（金沢市民芸術村）
11月6・7日 視察研修旅行

（名古屋・鳥羽・伊勢方面）

6 日 小松支部ボウリング大会（百万石リゾートレーン）
8 日 金沢支部ボウリング大会

（ジャンボボール）

11月21日 「中小企業人材確保推進事業」モデル事業普及
活動事業「雇用管理改善セミナー」
（金沢ニューグランドホテル）

今 後 の 予 定
1月 6 日 石川県印刷関連団体協議会新年互礼会
（ANAクラウンプラザホテル金沢）
23日 第4回（新年）理事会・懇親会

（加賀石亭）

2月19・20日 中部地区印刷協議会下期会議 （名古屋市）

会員短信
■ 組合脱退
浅井印刷（小松支部）
石川県最低賃金は、全産業、全労働者に適用されます。
使用者は、
これより低い賃金で労働者を使用すること
はできません。
詳細は石川労働局（TEL076-265-4425）又は最寄

謹んでご冥福をお祈り申し上げます
●永島 ちよ 殿（小松支部）
アイワ印刷㈱（小松市旭町19）
社長のご母堂 平成21年10月26日ご逝去 95歳

の労働基準監督署にお尋ね下さい。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定（産
業別）最低賃金が適用されますので、
ご注意下さい。
また、石川労働局のホームページもご覧下さい。
石川労働局のホームページ

http://www.roudou.go.jp/

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

編集後記
お客様から電話アリ。
「印刷について簡単な記事を書いた
んだけど、私は印刷業に携わっているわけではない。よって
印刷会社の営業マンの目から見て、内容が間違ってないかチェッ
クしてもらえないだろうか」ファックスされてきた原稿を読むと、
活版印刷の流れが綿密に書いてある。困った。お客様の方
が詳しい。なんせ私が入社したときにはMacでのDTP一色。
活字すらろくすっぽ触ったことがない。ましてや活版印刷の
流れなんて、知る由もないわけです。弱って上司に尋ねてみ
ると、こちらはこちらで電算写植世代。あぁ、印刷ジェネレーショ
ンギャップ。やむを得ずインターネットで調べるだけ調べて、
原稿内容をチェックするとともに、事情―というか事実をお
伝えして事なきを得たものの、印刷屋としてなんとも格好の
悪い一日。
（H・K）

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。

