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2010 年新年のご挨拶

━ 今こそ将来に向けて布石を ━
 石川県印刷関連団体協議会 会 長
皆様、2010年、平成 22年、新年おめでとうござ

した。
これは相当な覚悟を持って臨まないといけない
ということを、丁度リーマンショックの4カ月くらい

います。
本年も 1月 6日という早い時期に石川県印刷関連
団体協議会の新年互礼会に大変多くの皆様に石川県

あとでしたから、
そんなお話をさせて頂きました。今
年は皆さん、どんな年だと思っていらっしゃいますか。

内だけでなく、遥々と東京・大阪・名古屋からもお越

「後半に景気回復か」
「2番底は回避できそうか」とい

しを頂き、
本当に感謝をしております。厚く御礼を申

うそういう予想、予測もありますが、私は、状況はそ

し上げます。そして、ご来賓として谷本石川県知事、

う甘くはないだろうと思っております。

山出金沢市長、中小企業団体中央会から五嶋会長、商

この日本経済を取り巻く環境は、いくら米国の回復、

工会議所からは中島副会頭にもご臨席頂きまして心

あるいは中国の破綻なき回復があったと言えども、
シ

から感謝を申し上げます。

ビアに言ってあと2年、健康な状態になるには時間が

今日は、
今日の朝あるブログで知ったお話からした
いと思います。
私は正月以来、まだ飛行機に乗っていないのですが、

かかると思っています。それくらい、
やはりこの疾風
を我々は覚悟するしかないということをあえて楽観
論ではなくて、
（悲観論でもありませんが、
）皆様に私

今日朝、私がそのブログで知った話は、JAL と ANA

の観測としてお話したいと思った次第です。その中で、

が飛行機の中の新聞配布サービスを中止するという

どのようにすべきかということですが、
持久戦に耐え

ことです。
正月に乗られた方で気がついた方はいらっ

ていく覚悟を持って臨もうと考えております。
今年後

しゃるかもしれませんね。

半から良くなるとか、
来年の年初から良くなるという

JAL と ANA がどういう訳か足並みを揃えて機内の

状況ではないと思うのであれば、
この状況をあえて能

新聞配布サービスを中止するという内容でした。
ブロ

動的な持久戦と考えて、
今こそ将来に向けて布石を打

グ中の数字をお話しますと、全日空で年間 3億6000

つべきで、
未来のための自社の戦略をお一人お一人が

万円のコストダウンになるそうです。
丁度1日100万

再度練る必要があるのではないかと思います。

円という計算になります。



福 島 理 夫

私は自分の会社では2つの点を昨日、年頭で言いま

これは国内便だけの金額なのかは確認しておりま

した。1つは、
技術の質を高めようということを。メー

せんが、国内だけと想定しますと、1日100万円のコ

カーですから、
技術は当然前面に出て参ります。もう

ストダウンで年間3億6000万円。我々印刷という業

1つは人材の質を高めようと。私は技術と人材の質の

を仕事としている人間にとっては、
やがて機内誌もそ

向上という2点を、本年、来年の2年間、非常に厳し

うなるのかなとそんな寂しい思いもしている訳でご

い持久戦が続く中で、
鍛えようということを話しまし

ざいます。

た。当然、非常な疾風ですから、事業の縮小、部分的

さて私は、2年前に皆様にここであえて「疾風に勁

な撤退、
あるいは人員の削減という施策もありうるか

草を知る」という話をさせて頂きました。今思います

と思います。しかし、その中でも、何とか将来に向け

と、
有事に備えて自分たちの足腰を鍛えていこうとい

た布石を打つという点を重点的に考えていただき、
日

う意味でお話ししたのですが、去年も「疾風に勁草を

本経済が来年、あるいは再来年、健康体になった時に、

知る」という表現で、
「今年は本当の疾風だ」と言いま

その成果が結ぶような施策というものを是非とも





 
















打っていただきたいということを、
大変僭越ではあり

て去れ」です。あの独り勝ちと目されるユニクロの柳

ますが、ご検討願いたいと思う次第であります。

井さんがなぜここまで過激な本を出すのか。とにかく、

話は変わりますが、
私はいつも大晦日に北アルプス

現状維持を全く否定する、
安定志向を否定する。私は

の燕岳という山へ登って、
燕山荘という山小屋でいつ

ちょっと信じられません。しかし、
そこまでやるとい

も31日を過ごします。元旦はご来光が見えるかどう

うのは、1 つ我々の大きな事例と言いますか、1 つの

かは別にして、
いつも元旦をその小屋で酒を飲みなが

指針ではないかと思い正月に読んでおりました。

ら過ごすのですが、本年はどうも悪い予感というか、

最後になりますが最近、
四文字熟語に凝っていまし

虫の知らせがしまして、
ひょっとしたら生きて帰れな

て、
最近の心境をどんなふうに皆様にお話しをしよう

いのではないかと、そんな思いがあったものですから、

か考えているのですが、私自身は「失意泰然」という

今回は断念しました。そこで私は、
年末本を買い込ん

心境でございます。失意ではありますが、
泰然と考え

でいろいろ読んでおりました。勝間和代から始まって、

て、泰然と行動しようと思っております。もう1つ正

香山リカの「しがみつかない生き方」
、ワタミの渡邉

月に恐れ入ったのは、
石川遼君ですね。さすがに良い

美樹「勝つまで戦う」を読み、もう1回、姜尚中の「悩

言葉を色紙に書いておりました。
「一意専心」
。18歳

む力」を読んだりしていました。

の青年が「一意専心」と書くとはさすがですね。そし

そして、皆様に 1つお話をしたいのは、やはり

て、私のもうひとつの思いは「捲土重来」という表現

ファーストリテイリングの柳井さんです。柳井さんは、

であります。先ほどからお話しましたように、
そんな

2003年の年末に「1勝9敗」という大変厳しい自己分

に簡単に明るい状況にはなりません。しかし、
こうい

析をした経営に関する書を出してますが、去年の10

う時こそ、知恵を絞って1年か2年かわかりませんが

月には「成功は1日で捨て去れ」という書物を出版さ

「捲土重来」を期して、我々は精進をしていきたいと

れました。これもなかなか過激なタイトルであります。

思っています。

「成功は1日で捨て去れ」
。皆様も知ってらっしゃると

どうか皆様、本年1年、石川県印刷関連団体協議会

思いますが、今独り勝ちと言われております「ユニク

をひとつよろしくお願いを致します。
本日はありがと

ロ」のファーストリテイリングです。その柳井さんは

うございます。

以前、玉塚元一さんを社長に据えて、自分は会長に就
任しました。しかし、
玉塚社長が苦戦をして結果をな

＊この挨拶文は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。

かなか残せない。ある時、
5年前かと思うのですが、
玉塚社長の決算が増収減
益という時に、
「増収は立
派だけども、革新的な挑
戦をしていない中での減
益は評価には値しない」
と、こう名言を残して事
実上、玉塚社長を解任し
ました。自身が会長を兼
務すると同時に社長に復
帰したのが5年前です。
その柳井さんが満を持し
たかどうかは知りません
が、今度出した本のタイ
トルが「成功は1日で捨


   
 






石川県印刷関連団体協議会新年互礼会開催
平成22年の標記新年互礼会は、1月6日午後6時か

最後に中締めを中島秀雄副会長の「三本締め」を賑や

ら ANA クラウンプラザホテル金沢に於いて来賓、会

かに行い、会長・副会長のお見送りで本年の新年互礼

員関係者176名が出席して開催されました。

会は終宴となりました。

会長・副会長が皆様をお迎えして互礼会が始まり、
斎藤武志組織運営委員長の司会で進行され、
全員で国
歌斉唱後、福島理夫会長が年頭の挨拶、続いて山出
保金沢市長の祝辞後、来賓・当協議会役員による「鏡
割り」を盛大に行い、得桑秀治相談役の「乾杯」で祝宴
が始まりました。
祝電披露の後、
宴たけなわの所途中から出席された
谷本正憲石川県知事が祝辞を行い、
名刺交換や歓談等
で和やかな一時を過ごしました。

リレーコラム
常務理事（組織運営委員長） ㈱大和印刷社

武志

昨年11月石川県印刷工業組合の研修旅行で名古屋市

全印工連による「業態変革」が叫ばれて久しいが、なか

の印刷会社を見学した。昨今の印刷業界は経済不況と構

なか業態変革が進んでいないのが実情であり、このまま

造的不況で業績不振の話ばかり多く、あまりよい話題は

では印刷業界は衰退の一途であろう。このような不況の

ありませんが、このような時代でも元気な印刷会社があ

時代であるからこそ思い切って業態変革にチャレンジ

ることに「目からうろこ」の感があった。

することが求められているのかもしれない。

その企業の一社は高付加価値印刷をいち早く始めた

当組合においても需要縮小に加え価格競争の熾烈化

企業であり、
もう一社は日本型 M ＆ A による企業の拡大

により入札価格や受注価格は下落し続けており、各社の

を図っている企業であった。

経営を圧迫してきている。お互いが得意な分野に特化し

その一社は新しく菊全8色 UV コーター付印刷機の導

競争力を更に強化することは必要であるが、反面効率の

入により、薄紙から厚紙まで幅広く対応し、さまざまな

悪い分野は思い切って廃止し、その分他社とのコラボ

高付加価値印刷により新たな受注を獲得しているとい

レーションを強化していくことが経営改善につながる

う。その社長によると今後更に当社はニッチマーケット

のではないだろうか。組合員同士が業態変革を通して各

に特化していきたいと話をされていた。

企業の体質強化を図ると同時に更なるコラボレーショ

また他の一社はさまざまな事情で経営がうまくいっ

ンにより共存共栄が図れるのではなかろうか。

ていなかった企業に自社の新しいシステム、グループ経

今年は当組合でもさまざまな業態変革に関する研修

営ノウハウを持ち込み、生産性向上と労働条件を改善し

が計画されており、組合員の更なる連携強化により 業

成功した企業であった。そのいずれの企業も結果的に全

態変革最進県 としての全国のモデル県となりたいもの

印工連が提唱する「業態変革」により成功している例で

である。

あった。



斎藤





 
















今年活躍が期待される年男・年女の皆様を
ご紹介いたします。
（五十音順）

安達写真印刷 ㈱
［昭和 25 年生］ 山田
貢
［昭和 37 年生］ 松本
徹
［昭和 49 年生］ 上田 健二・西村 雅弘・田甫 裕司

いづみ印刷

㈲ たけうち印刷
［昭和 25 年生］ 中野
昭
［昭和 49 年生］ 宮越 好文

田中昭文堂印刷 ㈱
［昭和 49 年生］ 川上 哲也・宮川 輝彦・船水亜矢子

［昭和 37 年生］ 森元 京子

㈱ 笠間製本印刷
［昭和 25 年生］ 辰巳 謙治
［昭和 49 年生］ 久志野 学
［昭和 61 年生］ 清水 庸市・芦村

禅

㈱ 中川印刷
［昭和 49 年生］ 東平 圭太・村田 文寛・坂本
平尾 真弓

純

永野印刷 ㈱

カンダ印刷 ㈱

［昭和 37 年生］ 山田 宏子・安江 一美
［昭和 49 年生］ 岡井 俊天・大村 輝明・寺嶋 大樹

［昭和 25 年生］ 新木
茂・山本
明
［昭和 49 年生］ 池内亮太郎・伊藤 貴広・石坂 昭良

㈱ 長谷川印刷

㈱ キャスト西野

［昭和 25 年生］ 安井 純雄
［昭和 49 年生］ 滝川富士子

［昭和 37 年生］ 吉田由香里

㈱ 共栄
［昭和 49 年生］ 木村 裕昭

㈱ サイド
［昭和 25 年生］ 北野 慎一
［昭和 49 年生］ 北野 直樹

産業印刷 ㈱
［昭和 49 年生］ 中田ともみ

㈱ ショセキ

㈱ 北陸サンライズ
［昭和 37 年生］ 新保 裕康
［昭和 49 年生］ 高岡 利幸
［昭和 61 年生］ 吉田 真理

ヨシダ印刷 ㈱
［昭和 25 年生］ 長沖 吉和
［昭和 37 年生］ 高木 享子・岡本
浜田 信一
［昭和 49 年生］ 是安 大樹
［昭和 61 年生］ 小林 祐也・中西
高来 雅裕・北田
得橋 裕宣・山増

孝司・長田 真也

美穂・島田有喜乃
暁子・奥田奈津季
文雄

［昭和 37 年生］ 俣田 信一・沖野 弘子
［昭和 49 年生］ 蔵西 直人・磯野 マキ
［昭和 61 年生］ 上川 祐二・作田 遼一

㈱ ダイトクコーポレーション
［昭和 37 年生］ 中井
強・中山
勤
［昭和 49 年生］ 土橋 克司・小畑 紀之・田中 健二

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。
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講座カリキュラムのお知らせ
★お申し込みは石川県印刷工業組合まで

環境特別セミナー
日 時： 平成22年2月16日（火） 13：00〜15：00
場 所： 石川県印刷会館 2階 会議室
テーマ： 中小企業における環境ビジネスへの動向及び事例紹介
講 師： 塚田
昌氏（大日精化工業株式会社 理事 印刷総合システム事業部 システムマネージャー）
森田七五三氏（株式会社コムテックス フレキソグラフィック 開発担当部長）
定 員： 30名（定員になり次第〆切ます）

マーケティングセミナー
日 時： 平成22年2月25日（木） 13：30〜16：30
場 所： 石川県地場産業振興センター 本館2階 第2研修室
テーマ： 社員力を活かす業態変革の実践
（株）ビジネスコミュニケーション研究所代表取締役・全印工連業態変革推進企画室特別委員）
講 師： 田中 信一氏（
定 員： 90名（定員になり次第〆切ます）

くみ あ い

中小企業人材確保推進事業助成金に係る事業効果、労働力需給
及び雇用管理状況調査票（第 3 年度末）の提出について
平成19年度から実施いたしました「中小企業人材確保推進事業」は、3月末日で終了いたします。つきましては、
最終年度の状況について2月10日頃に組合員の皆様に調査票を送付いたしますので、同封の調査票見本を参照の
上、必要事項を記入いただき、3月12日（金）までに返信用封筒にて組合へ提出願います。

IPIA イメージポスターコンペティションの
最優秀賞・優秀賞作品が掲載される
当工組が昨年実施した標記の最優秀賞・優秀賞のポス
ター 3点が、
日本印刷新聞「新年特集号Ⅲ」のトップ記事と
して掲載されていましたので、お知らせいたします。







 
















 UV 印刷普及協会

名古屋発、画期的なグループ化が始動

UV 印刷普及協会を発足
UV 印刷機を備える企業の集まりとして、UV 印刷
（ノン VOC 印刷）の普及・発展、環境に配慮した印刷
形式としての確立と UV 印刷機の持つさまざまな表
現の可能性を推進することを設立趣旨に「UV 印刷普
及協会」が発足され、11 月12日に名古屋市内のポー
トメッセナゴヤの会議室において発足会が開かれた。
発足式では、発起人を代表して三浦康彦氏（エムア
イシーグループ社長）が「4年前に名古屋で『愛・地球
博』が開催され、地球環境をテーマに多くの企業から
最先端の技術が披露された。環境という点では、
ノン
VOC インキを使用して印刷する UV 印刷は環境に優
しい印刷方法であると確信している。
印刷業界を取り

UV 印刷普及協会を発足した経緯について述べる三浦会長

巻く環境は厳しいが、こういった時に、環境に優しい
UV 印刷を採り入れている企業が一堂に集まり、印刷
文化人として普及・発展させていきたいと考え、この
会を発足することとなった」と同会発足の経緯につ
いて報告した。
さらに、同氏は「UV 印刷は多様な能力が発揮でき、
今回参加されている企業でもいろいろな活用方法を
実践されているが、
その点がクライアントに認知され
ていない現状がある。これらの課題をクリアすれば、
いろいろな手法で活躍できるステージがあると考え
ている」
「UV印刷機を持っている印刷文化人がお互い
に技術を交流し、レベルを高め、いろいろな角度から
UV 印刷の普及・発展を図っていきたい。名古屋発で

展示会等での P R を行う。
▽会員企業間での情報交換、セミナー、会員相互の見
学会等を積極的に行う。
▽技術・人材教育面での異業種交流を行い、UV 印刷
全体のレベルアップをする。
▽新たなマーケットの創出を図り、
会員相互の発展を
期する。
▽ノン VOC インキの UV 印刷マークを認定し、使用
する。
▽各種共同事業を行うことにより、
スケールメリット
が享受できるようにする。
▽そのほか、本会の趣旨に沿った事業を行う。

スタートとなったが、
軌道に乗っていけば全国に呼び

役員は次の通り（敬称略）
。カッコ内は会社名。

掛けていきたいと考えている。
英知を出し合って新た

▽会長＝三浦康彦（エムアイシーグループ） ▽幹

な日本の印刷の中に新しい展開ができる分野を広げ

事＝大洞正和（大洞印刷） ▽同＝松本憲冶（松本印

られる活発な活動をしていきたい」と述べた。

刷） ▽渡辺敏夫（メイセイプリント） ▽同＝水谷

この後、会員企業の紹介、同協会発足までの経過が

春三（富士印刷） ▽会計監査＝後藤規之（三藤印刷）

事務局から報告されたほか、会則、事業計画、役員に

問い合わせは UV 印刷普及協会（エイアイシーグ

ついて協議し、いずれも原案通りに承認された。
主な活動内容は次の通り。
▽ UV 印刷全体の普及、知名度向上を図るため、各種

ループ内）
、電話0 52（221）1810、ファクシミリ052
（201）9988まで。
（株式会社印刷之世界社 提供）



   
 






事務局日記

平成21年分確定申告について
【所得税のお知らせ】

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）

インターネットで申告書が作成できます！

23日 第4回（新年）理事会・懇親会

所得税の確定申告 e-Taxならこんなにいいこと

28日 能登支部例会

e-Taxとは…
あらかじめ開始届出書を提出し、利用者識別番号等
を取得しておけば（オンラインで取得できます。
）
、インタ
ーネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの
手続ができるシステムです。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等
のデータは、e-Taxを利用し自宅から税務署に送信で
きます。

今 後 の 予 定
2月13日 加賀支部新年会

（山代温泉「白山菖蒲亭」
）

16日 「環境特別セミナー」

（印刷会館）

18日 小松支部定例総会及び新年会
（粟津温泉「金閣」
）
19・20日 中部地区印刷協議会下期会議

（名古屋市）

25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）
3月25 日 第5回理事会

■ 最高5,000円の税額控除ができます
平成 21 年分の所得税の確定申告を本人の電子
署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Tax
で行うと、所得税額から最高5,000円の控除ができま
す（平成19年分又は平成20年分の確定申告でこの
控除を受けた方は、受けられません。
）
。

（加賀石亭）

（能登食彩市場）

（印刷会館）

会員短信
■ 組合脱退
㈱山田印刷（金沢支部）

■ 添付書類の提出を省略できます
医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内
容（病院等の名称、支払金額等）を入力して送信する
ことにより、提出又は提示を省略することができます（確
定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は
提示を求められることがあります。
）
。

■ 還付金がスピーディーです
e-Taxで申告された還付申告は書面申告と比べて
早期処理しています（3週間程度に短縮。
）
。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます
●佐々木ヨシ子 殿（加賀支部）
佐々木プリント㈱（加賀市分校町ぬ92）
社長のご母堂 平成21年12月27日ご逝去 84歳
●小林 太一 殿（金沢支部）
㈱小林太一印刷所（金沢市湊1‐110）
社長のご尊父 平成21年12月29日ご逝去 100歳
●園田 欣子 殿（金沢支部）
ソノダ印刷㈱（金沢市有松4‐3‐26）
社長のご母堂 平成22年1月14日ご逝去 87歳

■ 24時間受付しています
所得税の確定申告期には、24 時間 e-Taxの利用
が可能です。
e-Taxの受付時間（送信可能時間）
平成22年1月18日（月）から所得税の確定申告期限
の3月15日（月）
まで24時間e-Taxの利用が可能

=

★詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。
国税庁ホームページ

www.nta.go.jp
e-Taxホームページ

www.e-tax.nta.go.jp

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

編集後記
この1月は、数年ぶりの大雪と雪すかし作業で筋肉痛になっ
た方も多いことでしょう。人間とは「慣れてしまう」もので、ほん
の2〜3年、雪の少ない冬が続くと、もう雪国魂というか、根性
みたいなものを忘れがちです。すっかり暖冬続きでナマクラになっ
た私には、結構しんどい作業でした。
振り返って、我々の業界。いろんなところで相変わらず逆風が
吹き荒れ、非常に厳しい状況と言わざるを得ません。雪の例とは
逆かもしれませんが、苦しい状況に慣れて、気持ちが縮こまって
いないでしょうか？ 私はこう思うことにしています。
「今年は自分
と会社にとって、最高の年だぁっ！」
・・・根拠は、ありません。あ
えて理由を挙げるなら、
「ラッキーの神様は暗く縮こまった雰囲気
が嫌い」だからです。
業界みんなで逆風に立ち向かい「笑う門には福来る」を実践
する年にしたいものですね。
（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。

