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先人たちが、

築いた道

大正時代、金沢市中町の吉田軍用堂
（現
ヨシダ印刷株式会社）
の店頭。大八車
に山積された荷物は、東京貯金局へ
納入する印刷物とみられる。
「石川の印刷史」
（昭和43年刊）
より
表紙デザインについて ■ 今号より新シリーズ
「石川の印刷の歴史」
をお送りします。
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平成20年度
平成22年度

通常総会
永野新理事長就任
石川県印刷工業組合の平成22年度通常総会が、5

任の件では、出席者全員の同意で、指名推薦の方法に

月8日
（土）
午後4時から、金沢エクセルホテル東急

よることとなり、
選考委員から被指名人の発表があり

「フォレストルーム」
で開催された。

満場一致で当選人が承認され、
新役員が決定した。そ

斉藤武志常務理事の司会で始まり、
福島理夫理事長

の後、別室で第1回の理事会、監事会が開催され、

の挨拶の後、
高桑秀治顧問を議長に選出し議案審議に

代表から次の各氏が理事長以下選任された旨報告さ

入った。

れた。

第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案

平成21年度事業報告及び決算関係

理 事 長： 永野 博信

書類承認の件

副理事長： 橋本 修一、出村

平成22年度事業計画
（案）
及び収支

専務理事： 千田行一路

予算
（案）
承認の件

常務理事： 北川 和也、吉田 克也、大村 一史、

平成22年度経費の賦課及び徴収方

能登健太朗、安達 正人、野城

法
（案）
承認の件

西野 建治、黒澤 康憲、涌浦 一之、

平成22年度借入金残高最高限度額

金子

相 談 役・理 事：福島 理夫

平成21年度
「中小企業人材確保推進

理事
（会計担当）
：南

件

勲、

久、中村 隆泰

決定の件
事業」
事業報告及び収支決算承認の
第6号議案

明

友裕

（監事：斎藤 武志、佐味 貫義、小林

繁）

新役員を代表して、永野新理事長がこれからの抱負

石川県印刷工業組合委員会規約一部

を述べ、午後5時50分、議事は滞りなく終了した
（当

改正
（案）
承認の件

日出席組合員39名、
委任状提出組合員43名、
計82名）
。

についていずれも異議なく原案のとおり可決承認さ
れた。

その後、会場を
「ボールルーム」
に移し懇親会を開催。
順次、新任役員の自己紹介等があり、和やかな雰囲気

続いて第7号議案の役員任期満了による新役員選

のなかで終了した。

新役員紹介
理事長

永野

博信

５月の総会で新理事長に就任いたしました。
業界を取り巻く環境は、依然として厳しいも
のがありますが、今回新たに役員になられた
若い方々のパワーもお借りしながら、
「不安
を勇気に」
「ピンチをチャンスに」、共同の力
でこの難局を乗り切っていきたいと思います。
ご支援、ご協力の程よろしくお願いします。

副理事長

出村

明

業態変革推進プランがスタートして
はや6年。実績の検証と新しい方向が
求められる年です。新理事長の下、副
理事長として組合員の経営基盤の改
善のため、皆さんと一緒に勉強してい
きたいと思っています。







 











副理事長

橋本

修一

若い人達での新しい体制のもと、古顔
が再任で重責を担うことになりました。
組合員の為に何か少しの事にでも一
助となるよう努力いたします。益々ご
負担の多い時ですが皆様のご協力を
お願いいたします。

専務理事

千田行一路

新体制となり、理事会をはや2回開催いたしまして、
理事各位からは活発にご意見をいただいています。
みなさん健全な危機意識を持っておられ、現状打破・
業態変革の思いが伝わってきます。
「新しい酒は
新しい革袋に」といいますが、わたし自身が古い
革袋になっていないかどうか常に問い直しつつ、
みなさんと共に負けない経営を目指していきたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。

常務理事
（組織・共済委員長）

北川

和也

今年度より、組織運営と共済が合併し、
組織・共済委員会となりました。組織
強化を柱に共済をしっかり理解し、組
合員の皆様に有益な情報提供ができ
る委員会にしていければと考えてお
ります。よろしくお願いいたします。

常務理事
（教育・労務委員長）

大村

常務理事

安達

常務理事
（取引公正化委員長）

西野

常務理事

涌浦

常務理事
（加賀支部長）

中村

常務理事
（厚生委員長）

隆泰

本年初めて加賀支部長を仰せつかり、
大役に身が引き締まる思いです。この
ような社会情勢の中で組合員の事業
推進の一助にもなれれば幸いです。ま
た支部会員の親睦等努める所存です。
2年間よろしくお願い致します。

能登健太朗

野城

勲

この度、厚生委員長を拝命いたしました。
いろいろな厚生活動を通して、職場の
コミュニケーションや組合員の親睦に
楽しい活動を目指し、少しでも皆様の
お役に立てればとの思いで頑張ります。
ご協力を賜りますようお願い致します。

常務理事
（金沢支部長）

黒澤

康憲

この度、永野理事長よりお声がかかり、
出来る範囲でお手伝いさせて頂く事
でお引き受け致しました。組合・支部
の活性化に、少しでもお役に立てれば
と思います。皆様のご協力よろしくお
願い申し上げます。

常務理事

一之

このたび能登支部支部長を勤めさせ
て頂くことになりました。初めてのこ
とでわからないことが多いので、皆様
には何かとご迷惑をおかけすると思
いますが、ご支援ご鞭撻のほど、よろ
しくお願い致します。

克也

この度、環境委員会委員長を拝命しまし
た能登です。このような大役を仰せつか
るには、誠に微力ではございますが、先
輩各位並びに皆様のご助言、ご協力をあ
おぎ、少しでもお役に立てればと存じま
す。何卒よろしくお願いいたします。

建治

この度、永野博信新理事長のもと取引
公正化委員長を拝命いたしました。こ
の委員会は今年度から新しく新設され
ましたが、官公庁が発注する仕事に対
しての取組みが重要課題だと思います
ので、組合員皆様のご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

（能登支部長）

常務理事
（環境委員長）

正人

前期に引き続いて広報を担当させて
頂くことになりました。印刷工業組合
ならではの内容にしていければと思
っておりますので、よろしくお願い致
します。

吉田

経営革新とは経営を改め新しくするこ
とです。何を改め新しくするのか？とい
う気づきにつながる情報を組合員の皆
様に届けると共に、印刷業界への期待を
より高めるためのマーケティング活動
に取り組みます。よろしくお願いします。

一史

業界を疲弊させる
『値下げのみの競争』
からの脱却は、社員皆が経営者と同じ
経営センスを持つことです。本年度よ
り、全印工連は自社コストの
『みえる化』
の啓発に力を入れ、当工組は営業の質
の向上に取り組みます。

（広報委員長）

常務理事
（経営革新・マーケティング委員長）

（小松支部長）

金子

久

私ごとき者が、この度県工組の組織の
「世
代交代」
に逆行しましたが、老体に鞭打っ
てお世話をさせて頂くことになりました。
止めようダンピング！
進めようコミュニケーション
や

※新年総会での、どなたかの発言でした。

どうぞ宜敷お願い申し上げます。

理

事

（会計担当）

南

友裕

この度、会計担当理事を仰せつかりま
した。組合活動に参画させていただい
てから、ちょうど10年、一つの節目
として、この重責を全うできるよう全
力で取り組みたいと思います。2年間、
どうぞよろしくお願いいたします。



   
 






モリサワ・電子書籍の活性化を見込む戦略をJPで披露
出版・印刷業界を支援するツールを市場に投入へ
昨年末に高性能携帯端末
「スマートフォン」
向けの書
籍リーダーソフトを市場に投入する方針を明らかにし
たモリサワ
（大 阪 市 浪 速 区、森 澤 彰 彦 社 長）
で は、
「JP2010情報・印刷産業展」
において電子書籍の活性化
を見込む戦略として購読用の専用端末なしに書籍デー
タを高機能の携帯電話で読むことができる
「電子書籍
MCBookソリューション」
の全容を公開。国内外のメー
カーが電子書籍専用端末の投入を伺う中にあって、携帯
電話で利用できる手軽さと独自の日本語対応機能を武
器に市場開拓を目指すことができる同社の電子書籍ソ
フトに来場者の関心が集まった。
ディスプレー画面で本を読む電子書籍の端末をめ
ぐっては、日本で昨年10月に米国発の専用端末
「Kindle
（キンドル）
」
の英語表示版が発売されて以来、日本語版
発売もささやかれているようになっている。
米国の調査会社によれば、平成21年の日本の電子書
籍市場は米国を上回る637億円で、昨年約500万台
だった電子書籍端末の市場規模も今年は一気に1000
万台を超えるとも予測されている。
このような環境下にあって、モリサワが今回発表する
電子書籍MCBookソリューションは、
印刷用に作成され
たDTPデータを電子書籍データに変換する
「MCBook
Maker
（オーサリングツール）
」
と、変換されたデータを
容 易 にiPhoneア プ リ 化 で き る
「MCBook iPhone
Builder」
で構成されている
（今後はAndroidやiPadにも
対応予定）
。







 











同社では、
「簡単」
を開発コンセプトに置き、MCBook
Maker
（オーサリングツール）
によって簡単に電子書籍
データに変換できるようにしたほか、見やすさにもこだ
わりを持ち、文字を画像ではなく文字として表現する組
版エンジンを搭載。フォントや文字サイズの変更をはじ
め、ルビのON／OFF、縦組横組、文字の検索や不明語
句の検索・調査が自在に行えるように開発した。
さらに、DTPデータ制作時のフォント環境とiPhone
のフォント環境が違うことから、文字化けの可能性があ
る文字には赤色をつけ目立たせ、誤植がおきにくいよう
に配慮している。
制作方法については、まずはiPhoneアプリの単位と
なるプロジェクトを作成し、InDesignもくしはMC−
B2のDTPファイルをドラック＆ドロップでインポート
する。取り込まれたテキストはタグ付きのテキストで取
り込まれ、MCBook Makerに内蔵されているビューア
にプレビュー表示して、内容を確認する。
この際、異体字変換は色付きで表示され、文字校正の
ための印刷も可能となる。これまでは、iPhoneアプリ
はヒラギノ角ゴしか使えなかったが、同社が開発した
MCBook Makerではモリサワフォントが内蔵しており、
利用者は意識しなくてもiPhone上でモリサワ書体を使
用できるようになっている。
電子書籍データの確認が終了後、ファイルをエキス
ポートして、Macintoshに移動する。Macintosh上で
は、MCBook iPhone Builderが用意されている。この
MCBook iPhone Builderでは、
「アプリ名」
「アイコン」
「電子書籍データ」
などを指定するだけで簡単にiPhone
アプリを作成することができる。
携帯電話用に開発された同システムは、出版社や印刷
会社などが電子書籍コンテンツを制作し、App Storeな
どの新規市場で販売することで、収益を出すことを想定
している
（モリサワには売価の数％のツール利用料が入
る仕組み）
。
同社開発部の豊岡充部長は
「電子書籍を取り巻く環境
が今後一段と活性化する中で、日本でもスマートフォン
の市場拡大が見込まれている。これまではカタログなど
を電子化するソフトは開発されていたが、小説などをス
マートフォン向けに電子書籍化するソフトはほとんど
なかった。

スマートフォンは従来の携帯電話と異なり、より高性
能で画面の表示も格段にきれいである。当社は多彩な
フォントと組版エンジンを開発しているメーカーであ
るため、出版社・印刷会社様の協力を得て、きれいに表
示できるスマートフォン向けの電子書籍ソフトを開発
することとなった。
電子書籍はこれから伸びることは期待されているが
現時点では電子書籍単体で利益を出すことは容易では
ない。そこで紙用に制作されたDTPデータをそのまま利
用することで、ワンソース・マルチユースの実現を目指
した。
今回、当社が発表するソフトは簡単でかつ、安く利用
でき、見やすさを追求したものである。電子書籍への参
入の障壁を低くすることで、お客様が新たな分野に挑戦
できる体制を作った。出版社や印刷会社様にとって事業
領域拡大に向けた大きな武器になればと願っている」
と
語っている。
「電子書籍MCBookソリューション」
の主な特徴は次

の通り。
▽印刷用に作成されたDTPデータを簡単に手数少なく、
電子書籍データに変換できる。また、特別に知識も必
要なく、iPhoneアプリまでを開発することができる。
▽JIS組版ルールをベースに、読みやすいビューアを提
供。コンテンツは画像ではなく、テキストデータを基
本としているため、書体、文字サイズ、ルビのオン・
オフ、組方向などの変更が可能。また、任意の文字選
択を可能とし、他アプリやWebなどとの連携が可能。
▽ソリューション利用者
（出版社・印刷会社）
は、本ソフ
トを年間数万円の管理費を支払うことにより利用で
きる。その他の支払いとしては、実際にiPhoneアプ
リが購入された際に、iPhoneアプリ価格の数パーセ
ントをツールのロイヤリティとしてソリューション
利用者がモリサワに支払うモデルとなっている。在庫
を持たないiPhoneアプリコンテンツが安価で作れ、
制作費が抑えられる魅力がある。
（株式会社印刷之世界社 提供）

リレーコラム
常務理事（広報委員長） 安達写真印刷（株） 安達正人
独り言、辞書をひくと
「聞く人もいないのにひとりでもの

て、大蔵省による貸出しの総量規制という通達をきっかけ

をいうこと」
とあります。聞く人を気にせず気ままに独り言

に地価は下がり始めました。
（株価も同様なのはご存知のと

をつぶやいてみようと思いますのでお許しください。

おりです。
）
やはり異常な事態だと思われることは永くは続

いま日本はデフレという状況に陥っていますが、私が学

かないという教訓を得たように思っています。以来仕事で

生から社会人になった年は平成元年
（1989年）
で、ちょう

も何でも、これは異常だなと感じるようなことはいずれ何

どバブル景気の真っ最中でした。自分のことでみても、一

らかの形で解消されていっているように思われます。

例を挙げると今はスーツを買うときは量販店が多いのです

それとは逆に従来には無かったことでも、例えば高齢化

が、当時は学校を出たてでお金がそれほどあるわけではな

社会の進展のように、必然性をともなった大きな流れとい

いのに、当たり前のように都心のデパートで好きなブラン

うこともあります。誰も高齢化社会について現在だけが異

ドを探して買っていました。我ながらまさにバブルですね。

常なので、今後は出生数が急増して、かつ平均寿命が短く

世の中全般でも、土地の価格や株価がどんどん上がり日本

なっていくとは思わないはずです。
（ただこの先ずっと平均

全体の地価がアメリカ全体の地価を上回ったとか某日本企

寿命が延びていくことも無いでしょうけど。
）

業がアメリカの有力企業を買収したとかいうニュースがよ
く流れていた頃です。

そういう風に考えると、今自分たちをとりまく環境はど
うなのでしょうか。大きくいえば世界や日本経済全体、あ

当時私は東京で就職しましたが、会社の先輩・同僚などが

るいは印刷業界やその周辺で起きていることにおいて、何

新しく家を購入するという話題を聞くと、通勤に電車やバ

が必然の流れで何が異常な事なのでしょうか。バブル景気

スを乗り継いで片道1時間以上が当たり前、
中には2時間近

の時は好況が当たり前、バブルという概念自体もありませ

くかかるところに特別大きくはないマンションということ

んでした。後の時代から見ればなぜそんなことに気づかな

でした。定年までにやっと終わるか終わらないような長い

かったのだろうということさえ、その場の雰囲気の中にい

期間、高額なローンを抱えてその上通勤地獄に苦労する。

ると意外と分からないものかもしれません。繰り返しにな

当時はまだ土地は値上がりするという神話が生きていた時

りますが、必然な流れであれば多少の波はありつつそのま

代ですが、いくらなんでもこれはおかしいと感じたことを

ま続くでしょうし、異常なことであればいずれ解消される

覚えています。もっともおかしいと思ったのは地価につい

はずです。もちろん私自身、答えが分かるわけではありま

てだけで、株価の方は日本人の勤勉さ、技術力など世界一

せん。ただ、そういうことについて自問することを意識し

だと思っていたので高すぎかどうか分からず、いわゆるバ

ていかねばと思っています。

ブル崩壊を予想していた訳ではありません。ただ結果とし



   
 






中部地区印刷協議会
平成22年度上期会議
（石川県会議）
開催
中部地区印刷協議会
（四橋英児会長）
は18日、金沢
市のホテル日航金沢で、平成22年度上期会議を開催、
五県工組の役員ら約55人が出席した。同協議会では、
全日本印刷工業組合連合会
（全印工連）
に合わせ、今年
度から委員会組織の一部を変更したほか、
独自の組織
として新たに取引公正化委員会を設置。
初となる分科
会で官公需問題を中心に議論した。また10月に岐阜
で開かれる
「2010全日本印刷文化典in岐阜」
につい
石川県印刷工業組合

て、
岐阜工組理事長でもある四橋会長が冒頭のあいさ
つで積極的な参加・協力を呼びかけた。
全体会議では、09年度収支決算・ 10年度予算案

永野博信理事長

ない。我々は永遠に磨きをかけていくしかない」
と総
括した。

の審議、
生井義三全印工連事務局長による事務連絡の

各分科会の報告内容は次の通り
（要旨）
。

のち、
水上光啓全印工連会長が業態変革実践について

経営革新・マーケティング委員会

講演。次いで、分科会、分科会報告が行われ、最後に

 （吉田克也副委員長＝石川）

水上全印工連会長が
「社会が大きく変化する中で、

売上げアップの方策として経営計画策定の必要性

我々は業態変革をやり続けるしかない。
そのために会

で意見が一致したが、
既に計画策定のための様々な研

社の方向性を明確に定め内部を固めること。
経営者と

修メニューがあり、
新規に事業を創設するより今ある

社員とがコミュニケーションを図り、
同じベクトルで

メニューを有効活用していくことが求められる。
マー

邁進しなければならない。
長期的には利益を上げられ

ケット創造
（新市場創造）
についてはiPadなど電子書

る経営が求められるが、厳しい市場環境の中、当面は

籍端末に関心が集まった。
電子書籍端末向けのコンテ

社内の無駄を無くして生産性を上げることに努め
『つ

ンツ制作は、
いずれは取り組まざるを得ない。決して

ぶれない経営』
を目指すこと。経営に始めも終わりも

拒否反応を示さず、
使ってみて機能を知っておくべき
である。また、経営革新・マーケティングの研修につ
いて、三重では設営予算節減のため、愛知の勉強会に
合流させてもらっている。

教育・労務委員会
（水谷慎司委員＝三重）
印刷営業に関わる積算の問題について、
社内の各製
造工程のコストを正確に掴み、
適切な価格提示を実践
していくため、
そうしたことを実践されている業界人
を中部地区協で講師に招き、
勉強会を開催してはどう
かとの話が出た。単なる安売りでなく、
正確に製造コ
ストを把握した上で見積りを行い、
利益を確保してい
くこと、
そのために営業と生産の責任者が連携できる






 











システムを組むことは重要だ。こうした取り組みは、

か、後継者はいるか、業態変革の実践をどれだけ理解

社員のモチベーションも上がり、企業存続につながる。

しているか、
まずは現況把握が求められる。共済制度
については、
組合運営や各企業の従業員のため非常に
有用であるが、
なかなか認知されていない。こちらも

環境委員会
 （山添克也委員長＝三重）

組合員企業の現況をきちんと把握し、
それぞれ企業の

環境に関する認定制度の普及推進は、
より周知徹底

実情に見合ったプレゼンテーションを行うことが大

できる方法を考えていく必要がある。
環境対応は官公

切だ。
そのためにも保険会社と情報交換を行って効率

庁や大企業との取引で重要な要素となる。
ある程度の

的に回るべきである。

知識がないと、
ビジネスに支障をきたす。さらにこれ
をいかにビジネスチャンスにつなげるかが課題。
上手

取引公正化委員会

く戦略や戦術につなげることができれば、
プラスアル

 （鈴木岳志委員長＝岐阜）

ファ的によりよい経営が可能になる。
全印工連でも環

官公需の最低制限価格制度導入は、
特に印刷需要が

境に対する認識を深めるためアンケート調査を行う

少ない地方では喫緊の課題である。
既に導入を果たし

ので協力願いたい。

た県では、それを各市町村に広げていくことが、これ
から導入を目指す県は、
自分たちと似た地域のケース
スタディが必要となる。
地元印刷会社の優先発注につ

組織・共済委員会
 （楠 行博委員長＝三重）

いては、
不況時こそ本社機能や生産能力のある地元企

単に加入を呼びかけるだけでは組合員は増強でき

業への配慮が自治体にとって重要ではないかとの意

ない。3年ぐらいの中期計画を立て、段階を追って取

見が出た。
著作権問題もぜひ組織的に取り組んでもら

り組む必要がある。その第一段階として、
組合員の意

いたいとの要望があった。
初の協議であるが課題は山

識調査を行うべき。
デジタル化をどれだけ進めている

積している。しかし有意義な第一歩となった。

中部地区印刷協議会

四橋英児会長

全印工連

水上光啓会長



   
 






平成22年度新任（第2回）理事会
平成22年度第2回理事会が6月12日
（土）加賀石

事務局日記
4月19日 幹事会（21年度会計監査）
22日 第6回理事会

亭で開催された。
この理事会では特に、平成 22・23 年度の組合の
各委員会組織が決められ、それぞれの委員長から、

23日 全印工連第1回理事会

27日 平成22年度全印工連通常総会（アジュール竹芝）
6月12日 新任（第2回）
理事会

18日 中部地区印刷協議会上期会議 （ホテル日航金沢）

川行信氏の旧役員の方々に永野新理事長から、これ
と記念品が贈呈された。

（加賀石亭）

17日 中部地区印刷協議会事務局会議（ホテル日航金沢）

された福島理夫氏はじめ、田中泰氏、宮下邦昭氏、前
までの組合に対する永年の功績、功労に対し感謝状

（東京DICビル）

5月 8 日 平成22年度通常総会及第1回理事会
（金沢エクセルホテル東急）

今後の抱負が語られた。また、引き続き開催された
懇親会に先立ち、今回の役員改選で理事長職を退任

（印刷会館）
（印刷会館）

27日 第9回さわやかパットゴルフ大会 （ピュア涌泉寺）
7月 3 日 第34期DTPエキスパート認証試験対策講座1
（印刷会館）
6〜9日 オフセット印刷技能検定実技試験 （印刷会館）

今後の予定
8月 1 日 「地引き網」

（高松海岸・浜茶屋笹舟）

5 日 第3回理事会

（印刷会館）

6 日 第34期DTPエキスパート認証試験対策講座2
（印刷会館）
22日 第34期DTPエキスパート認証試験
（石川県地場産業振興センター本館）
29日 オフセット印刷技能検定学科試験
（石川県地場産業振興センター本館）

石川県知事・石川県中小企業団体
中央会会長表彰の受賞について

会員短信

平成22年6月22日
（火）
、石川県地場産業振興セ
ンターにおいて、石川県中小企業団体中央会の第
55 回通常総会が開催され、その席で、石川県印刷

■ 代表者変更
㈱笠間製本印刷（金沢支部）
：田上 裕之

工業組合から、これまでの組合活動における功績に
対し福島理夫氏が石川県知事表彰を、また、前川行
信氏、南友裕氏、新田昭彦氏、斉藤秀雄氏、森元仁
史氏の 5 氏が石川県中小企業団体中央会会長表彰
を受賞した。

事務局紹介
事務局 局長

今村

敬三

4月から津路前事務局長の後を受け、事務局
長としてお世話になっています。解らないこと
ばかりで、大変ご迷惑をおかけしていますが、
精一杯努めさせていただきます。よろしくお願
いします。
事務局 事務

岩崎 佳代子

6月から新しく事務局の事務員として、お仕
事させていただくことになりました。ここに勤
めることになったご縁に感謝して、組合員のみ
なさまのお手伝いができればと思っています。
よろしくお願いいたします。

編集後記

今年は理事長、役員、委員会メンバー、事務局も交代したりして連絡や引継事項も有り『石川
の印刷』の発行も遅れ遅れとなってしまいました。
まだまだ不慣れで上手くいかないこともありますが、委員会メンバーと力をあわせ、梅雨の雨
空を吹っ飛ばす勢いで頑張りますのでよろしくお願いします。
（H・M）

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

E-mail:info@ishikawaken-pia.or.jp

