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石川県印刷関連団体協議会 会長
（石川県印刷工業組合 理事長）

吉田 克 也

れば「印刷なんて誰でもできる」という風潮が蔓延し、印刷の
新年おめでとうございます。
組合員の皆様におかれましては、 価値の低下を招くのではないかと危惧しています。
私は印刷業界が、世の中から必要とされる存在であり続け
健やかに新年を迎えられました
「プロの領域」が必要だと考えています。
ことと、心よりお慶び申し上げます。 るためには、
石川県印刷工業組合では永く「オフセット印刷技能検定」を
昨年は、組合事業に多大なるご支
実施して、印刷オペレーターの技術向上の支援をしてきまし
援を賜りまして、誠にありがとうございます。
たが、今年からは DTPオペレーターの技術向上の一助とすべ
さて、昨年のリオ・オリンピック・パラリンピックでは、日本
く「DTP 技能検定」を実施します。こうした検定で資格を得る
選手団が大活躍し、当地石川県出身者においても女子レスリ
ことを通して、プロとしての技術を修得し、プロにしか出来な
ング・川井梨紗子選手が金メダル、女子柔道・松本薫選手、男
い仕事を行う技術者を数多く育て、
「プロの領域」としての印
子競泳・小堀勇気選手が銅メダルを獲得し、県内も大いに盛り
刷産業を守って行きたいと考えています。
上がったことは記憶に新しいことと存じます。
昨年は、
『新幹線効果に頼るだけではなく、各企業が「自社
一方、
「イギリスの EU 離脱」
、
「ドナルド・トランプ氏が次期
の得意分野を見定めて、特色を持って進む」ことが求められる
米国大統領当選」などが世界に衝撃を与えましたが、こうした
出来事によって、私たちが大きな時代の転換点に生きている
ことを強く印象づけられたのではないでしょうか？
昨年 の 印刷業界 に 目 を 転 ず る と、業界最大 の 見本市
「drupa2016」がドイツ・デュッセルドルフで開催されました。
皆様ご存知のとおり、drupa で発表された最新のテクノロジー
が印刷業界のトレンドになるという歴史的事実があります。
つまり、
「drupa2016」では印刷業界の今後数年間の指針が示
されたということです。色んな見方があると思いますが、ひと
言で言うと「印刷機のデジタル化」ではないでしょうか？極端
な見方かもしれませんが、今後は印刷機とカラープリンター
の垣根がどんどん低くなっていくのかもしれません。
印刷機がカラープリンターのようになれば、
「オペレーター
の養成が容易になる」
、
「刷りだしが早くなる」などのメリット
もありますが、その副作用として印刷技術の大衆化、言い換え

一年になると考えています。
』と述べさせていただきましたが、
皆さまはいかがでしたか？
特色が明確になった方もいらっしゃるでしょう。もちろん、
未だ試行錯誤の方もいらっしゃるでしょう。
「自社の特色」を見つけ出すヒントが「石川県印刷関連団体
協議会」そして「石川県印刷工業組合」にあると、私は信じて
います。
いつも同じ事を言うようで恐縮ですが、敢えて言わせてい
ただきます。学び合うことで自社の立ち位置を確認しなけれ
ば、
「自社の特色」を実感することは困難です。組合事業を通
じ、石川県印刷工業組合の組合員の皆さんがお互いを高め合い、
どんな時代においても社会に貢献する印刷産業であることを
明らかにする一年にしていこうではありませんか。
本年もよろしくお願いします。

平成29年「酉年」を寿ぐ

石川県印刷関連団体協議会

新 年 互 礼 会
日時：平成29年1月6日（金）午後５時開宴
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢３階

鳳の間

来賓、会員（石川県内8団体85社などから）、総数180名が参加して新春を祝う
新年互礼会は、小杉善文専務理事の司会により開会の辞が述

に印刷業界の厳しい側面について話された。
「この業界は他の

べられ、出席者全員による国歌斉唱の後、主催者を代表して吉

業界に比べても、この十数年の間、年々激しく業態転換を迫ら

田克也会長が年頭の挨拶を述べた。

れてきたと思っている。私が、平成６年まで勤めていたソフト

そして、来賓の祝辞では、本年も谷本正憲石川県知事、山野之

バンクでは、当時ソフトの流通と情報提供の出版が主な業務で

義金沢市長、中島秀雄金沢商工会議所副会頭よりご祝辞を戴い

あった。しかし、当時発行していた雑誌は、現在、全て休刊又は

た。

廃刊となっている。これは、発行元が業態転換したこともある

谷本知事は、
「今年もご案内を戴いたことに厚く御礼をいた

が、印刷を始めとする情報提供の在り方が劇的に変化した為と

します。
」と初めに謝辞を述べ、
「石川県にとって最も大きな話

思っている。さらにショッキングな話題として、
「ドイツ政府は、

題である北陸新幹線も今年で3年目を迎え、その開業効果は現

観光パンフレットの情報を印刷物から全てネットによる情報発

在も持続をしている。東京から石川県を取り上げたテレビ番組

信に切り替える。
（
」※1）
という話がある。

は、開業初年度には313本の放映があり、2年目も11月末現在で

先程、吉田会長が『それぞれの企業の立ち位置を明確にして、

230本となっており、年度内には250本を超える勢いを示して

これからの進むべき道を探って行かなければならい。
』との指摘

いる。これは、石川県を取り上げるだけの素材や材料に魅力あ

があったが、これは、行政も同様であり、今まで先輩方が取り組

るということを示している。そして、この開業効果をさらに高

んだ『まちづくり』と同じように展開する時代ではなくなってい

める為に、印刷業界には、観光パンフレットなどやお土産の包

る。新しいことに挑戦をして行きながら、付加価値を付けてよ

装紙から、IT 技術やインターネットを活用して、石川の素晴らし

り一層『まち』の魅力を高めて行く必要があると思っている。広

さを全国に情報発信して戴いていることに感謝を申し上げる。
」

い意味では、行政も同じ課題をもっていると思っている。そこ

とした。また、今日の印刷業界の現状にも触れ、
「印刷も様変わ

で、皆さまと様々な意見交換をさせていただき、これからの『ま

りをして、様々な情報発信の形態が出てきている。最近は、年賀

ちづくり』のヒントを教えていただきたい。
」と結んだ。

状もメールのやり取りで済ますという話題もあるが、私は年始

次いで中島副会頭は、安宅建樹会頭の祝辞の代読の後、石川

のやり取りは、本来の印刷にこだわりたい。今年の年賀状は、い

県洋紙会の会長として日本製紙連合会で発表された紙の需要に

しかわ動物園の「朱鷺」を題材として大変好評を得た。
」と語っ

ついて触れた「情報化社会が進展する中、しばらく低迷を続けて

た。引き続き、北陸新幹線にまつわる話題では、当初想定もして

いる印刷用紙は、ここにきて微増であるがプラスの方向に転じ

いなかった変化として、
「金沢⇔仙台間に直通列車が運行された

つつあり、下げ止まり感がある。
」と述べた。そして、
「ＩＣＴ
（※

にも変化が訪れている。例として、通信教育で有名なベネッ
こと」や、
「各企業などの支店が廃止されるという心配をよそに、 2）
新たに60社を超える企業が進出した。
」と語った。また、最も予

セコーポレーションの学習教材が、親世代
（30歳〜40歳）
の要望

想をしていなかったことに、
「新幹線の開通で首都圏との交通が

で、ネット配信から紙ベースに変えて来ている。
」また、
「米国で

便利となり、金沢港を大きく変貌させつつある。
」とし、クルーズ

は、電子書籍の伸び率が下がり、印刷・出版物の復調が始まって

船の日本海側の拠点港に向けて動き出していると語った。
「コマ

いる。
」とも話した。さらに、
「ネット通信販売の amazon.com

ツ
（㈱小松製作所）
の進出で貨物は飛躍的に増加し、クルーズ船

では、新たに実物の商品を並べる店舗販売を展開する動きもあ

の発着は、今年54隻にもなっており、今後の石川にとって良い

り、消費費者が、ＩＣＴだけでは物足りない何かを感じが出始め

効果を生むものと期待しており、地元の方々にも日本海クルー

ている。
」と指摘した。

ズの利用をお願いしたい。
」と述べた。
「最後に、今年は、印刷業
界にとっても石川県にとっても飛躍の年となるよう最善を尽く
して行きたい」と締めくくった。

そして、
「
『ＩＣＴ VS 紙』の対立ではなく、
『紙 with ＩＣＴ』
で、一緒に共存できるビジネスモデ
ルが必要と思っている。最近、もて

また、山野市長は、
「金沢市も石川県と同様に、この数年大き

はやされている言葉に、
『ＩＯＴ＋Ａ

なトレンドとして北陸新幹線の開業と共に様々な施策や、課題

Ｉ』
（※3）
で何ができるのかという

はあるものの順調に推移して来ている。そして、国内外から金沢

問い掛けがあるが、印刷業界はこの

を訪れる人たちに向けての多言語パンフレットやポスターなど

分野でも一歩先に進んでいると私

の印刷物で、印刷業界の力を借りて進んでいる。
」と述べて、次

は思っている。明治以来、培った高
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度な技術力とこれからの新技術を取り込んで、お客様に対して

断はできないと考えている。そこで、我々が生きてゆくために

新しいビジネスモデルや新事業領域の拡大で印刷需要の創造に

は、強い気概をもってこの一年を乗り切りたい。
」との力強く挨

期待をしたいところである。
」と語った。

拶した後、出席者のご多幸と繁栄を祈念して乾杯を行った。ま

その後、来賓・協議会元役員及び現役員、会員代表ら18名に

た、祝電の披露では、全日本印刷工業組合連合会臼田真人会長
の電文が披露され、他13社の社名の紹介も行われた。宴もたけ

よる「鏡開き」が華々しく行われた。
乾杯の音頭は、福島理夫元会長が行い、乾杯に先立ち、
「今年

なわの中、黒澤康憲協議会常務理事の中締めで終宴した。
（報告：事務局 西川幸洋）

は、明るい兆しが見ていると世間では話されているが、決して油

（※1） ドイツ観光局オンラインプレスセンター
（www.germany.trvel/presse）
2016年9月10日配信
サスティナブルツーリズムをモットーに、2017年年始より消費者向けパンフレット廃止。
（※2） ＩＣＴ：
「Information and Communication Technology」
インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー＝情報通信技術
（※3） ＩＯＴ：
「Internet of things」
インターネット オブ シングス＝モノのインターネット、あらゆる物のインターネット化
ＡＩ：
「artiﬁcial intelligence」 オートフィジカル・インテリジェンス＝人工知能

平成28年度

先進企業視察研修

日
時 ： 平成28年12月9日（金）
研修場所 ： 丸正印刷株式会社 沖縄県西原町小那覇1215番地
参 加 者 ： ヨシダ印刷㈱ 吉田克也氏、㈱大和印刷所 島伸行氏、㈱北陸サンライズ 木村賢一郎氏、
㈱ダイトクコーポレーション 小畠寛祐氏、㈱笠間製本印刷 田上裕之氏、田中昭文堂印刷㈱ 田中逸郎氏

沖縄で活躍する総合印刷会社の視察
刷を拡大しています。さらに、後加工にも力を入れ、
トムソン加工
機を始め、箔押し機、プレス加工機も導入し内製化を図りました。
一方、
ソフト面にも力を入れており、昭和６２年に沖縄の漫画家
達の作品を連載した「コミックおきなわ」を３０号まで発行しまし
た。現在は、
その当時編集長をしていた方が、デジタルアーカイブ
を国の事業として行っています。このようなノウハウの蓄積もあり、
現在でも、オリジナル商品として、月刊誌の沖縄のマラソンガイド、
琉歌ダイアリーなどを販売しています。
２０１６年１０月に創立５０周年を迎えられたそうです。会長は、
沖縄県内随一の最新設備と２００名以上のスタッフでお客様の

どんなに困難な状況でも「時代を読む」ことと、
「絶対にやり遂げ

満足をフルサポートしている丸正印刷㈱は、昭和４１年１０月、現

る気持ちを持つ」ことが大切とお話をされました。われわれもそ

会長である与那覇正俊さんが那覇市泉崎に丸正印刷所を創業し、 の思いを持って今後も社業が発展するために、一意専心の気持
名刺印刷から事業をスタートしました。

ちで打ち込もうと強く感じました。

昭和４５年になり、沖縄の本土復帰が実現すれば、官公庁や金

その後、日本で１１番目の世界遺産である首里城を見学し歴史

融関係の印刷物が多く発生すると見込み、福岡に帳票類の印刷

を感じ、夜には、沖縄県印刷工業組合の喜久里理事長はじめ、
５

を学びにでたそうです。そして、本土復帰に伴い印刷の仕事を数

人のメンバーと情報交換を行いました。沖縄料理と泡盛をいただ

多く獲得したことによって、時代の変革期を掴み、いち早く波に乗

き、沖縄の食 文化

ることが出来ました。その後、昭和４７年那覇市に本社工場を新

にも触れ、とても

築移転し、活版・軽印刷や、デザイン部門を分離独立させる攻め

有意義な時間を過

の経営を行った結果、昭和５４年より沖縄県の大手スーパーであ

ごすことが出来ま

る株式会社サンエーさんとの取引が始まりました。
サンエーさんの仕事に特化した営業体制や、校正のやりとりを
簡素化するために、カンプ出力用のプリンターを先方に設置した

した。
（報告：常務理事
田中逸郎）

り、営業の生産管理システムを導入するなど、様々な方法で効率
化を図っています。
また、広告代理店である㈱正広コーポレーション、印刷ショップ
の㈲ペンギンを設立するなど、事業領域をどんどん広げ、プライ
バシーマークを取得し、封入封緘、ＤＭハガキ、商品券などの印
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中部地区
印刷協議会
刷協議会
協議会
議会

平成28年度 下期会議
日

時

平成29年2月24日（金） 午後1時30分

場

所

キャッスルプラザ（名古屋市中区）

平成28年度中部地区印刷協議会の下期会議が、開催された。

啓発に努め、具体的な相談は、組合員と同社が直接行うスキー

出席者は、全印工連、中部５県の各県工組から59名が出席し、

ムである。コンサルティングに必要な費用は安価な組合員特

石川県工組からは、吉田理事長をはじめとして9名が出席をした。

別価格で設定している。事業内容と事業承継の概要を解説

開会は、愛知県印刷工業組合 専務理事 河原善高氏の司会進
行で進められた。

するセミナーを各地区で開催する計画である。
⑵ CSR の認定の募集

開会の挨拶では、初めに開催県を代表して愛知県印刷工業組

2月現在ツースター17社 ワンスター89社を認定。第17期

合 副理事長 鳥原久資氏は、ポスターグランプリ事業は、昨年

ワンスター認定を4月28日まで募集している。ツースター認

度から富山が参加し中部5県工組の事業となった。今年は、早

定更新及び今年度から実施されるスリースター認定は、応募

めにチラシを作成し募集を開始している。より多くの作品が応

申し込みが2月28日まで申請書類提出期間は、4月28日まで。

募されるよう呼びかけてほしい。本日は、活発な意見交換をお

6月認定登録の予定である。ぜひ CSR 登録認定制度を活用願

願いしたいと述べた。

いたい。

引き続き、中部地区印刷協議会 四橋英児会長の挨拶では、全
印工連は、昨年経済産業省から知的財産活用に関する調査事業

【報告事項】

を受託した。知的財産の問題は、取扱を適切に行うことが重要で、 ⑴ 経済産業省「コンテンツ産業強化支援事業」の受託
クリアにしなければならない。我々の主張を国に上げるために

および推進

は印刷議連の力も

⑵ 官公需取引に関するアンケート調査の結果

必要だ。各県工組

⑶ 遠隔教育システムの導入

からも声を上げて

⑷ ダイバーシティ「印刷業で働く多様な人材の活用」

ほしいと要望をし
た。

アンケート結果
⑸ 第10回 MUDコンペティションの審査結果

また、全日本印
刷工業組合連合会

【各種事業紹介】

細井俊男副会長は、昨年10月のふくしま大会は、710名が参加。

⑴ オリックス自動車との連携による組合員限定サービス事業

中小印刷業の団結力をアピールできた。昨年4月の熊本地震で

⑵ アクセスログ監視システムの紹介事業

は、熊本・大分両県で36社の印刷会社が被災した。全国から義

⑶ オフセット印刷工場用 VOC 警報機の普及拡大

援金が1,900万円集まり、両県工組に渡した。その他の自然災

⑷ クラウドバックアップサービス事業の普及拡大

害は、北海道への台風、鳥取地震などが起き、景気の浮上に足
を引っ張る材料となった。全印工連では、新執行部となった昨

【2017全印工連フォーラムの開催】

年5月以降、
「事業承継支援事業」
「コンテンツ産業強化対策支援

⑴ 開催日 10月6日
（金）
〜7日
（土）

事業」
「官公庁印刷物の発注に関する実態調査」など新規事業に

⑵ 場 所 熱海後楽園ホテル

着手し、その成果をまとめている。全印工連から地区協、工組、
組合員へと情報がしっかり伝わるようにしてほしい。また、地
区協のあり方も従来の報告主体から議論を深める地区協へと
その運営を見直していくと挨拶を締めくくった。
続く、全体会議
（前半）
は、全印工連の今年度事業概要説明を
全日本印刷工業組合連合会 専務理事 生井義三氏が行った。
【参加及び依頼事項】
⑴ 事業承継支援センターの開設と事業承継セミナーの開催
事業承継支援センターの相談窓口を2018年3月より開設する。

理事長会、事務局研修会、全青協各県青年会代表者会議を併
催する。
10月7日
（土）
はゴルフコンペも予定している。
以上の発表の後、引き続き各分科会・理事長会にそれぞれ入った。
全体会議
（後半）
は、各分科会・理事長会の報告が次の通り行
われた。
⑴ 分科会・理事長会報告
① 経営革新・マーケティング分科会
（出村委員長 石川工組 副理事長）

これは、全印工連と山田ビジネスコンサルティング㈱との業

事業承継セミナーは、M&A を含めた事業承継がテーマ。地

務提携により行う。

方の場合、全印工連の策定したセミナーをそのまま開くので

同社は、総合的なコンサルタントができる会社で、全国にネッ

はなく、各地の実状に合わせた形に内容を変える必要がある。

トワークがあることから選定した。全印工連は、事業の周知

共創ネットワーク通信には、1社でも多くの会社に参加して
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○ 全印工連 CSR 推進委員会報告
（全印工連 CSR 推進委員会山田委員）
CSR の認定制度は、本年度最上位のスリースターの認定を行
う。全国でも制度普及のPRをしてほしい。CSR 情報誌「shin」
を行政のほか商工会議所にも発送する。CSR を行政や商工
会議所の入札の条件にしてほしいという思いがある。アクセ
欲しい。
② 環境・労務分科会
（土井委員長 三重工組 副理事長）

スログ監視システム「マイウォッチャー」は、情報漏洩防止策
として、ファイルサーバーのログイン履歴や操作ログの取得

GP や環境推進工場登録制度についてぜひ取得に取り組んで

が可能となる、ぜひ活用を。メディア・ユニバーサルデザイン

ほしい。

コンペは、239点の応募があり、5月25日に表彰式が開催さ

オフセット印刷工場用 VOC 警報機の購入は、全国202台、中

れる、協力願いたい。

部36台とまだまだ少ない。また先に実施した環境労務アン
ケートでは、廃液処理等が不適切な事業所も見られた。育児・

○ 全印工連ダイバーシティ推進委員会報告
（全印工連ダイバーシティ委員会近藤委員）

介護休業法が１月に改定され、介護休業の分割取得、介護を

ダイバーシティのアンケートは、回収率28.4%と初めての調

理由とする残業の免除などが盛り込まれた。平成28年度地

査としては、よく協力してもらえたが、締め切りを3回も延期

域別最低賃金が改正された。違反しないよう注意してほしい。

するなどの内情もありあまり感心はできないのが実情。ダイ

③ 組織・共済分科会
（岩瀬委員長 愛知工組 副理事長）

バーシティ基礎セミナーを2月20日に開催した。3月17日に

平成29年度共済加入促進キャンペーンは、29年9月1日から

は応用セミナーを開催する。それぞれ東京で開催。ダイバー

30年3月31日までの予定。生命、設備、医療・がんを対象とし

シティ経営を行う企業の見学会として11月18日金沢市にあ

ている。加入促進キャンペーン重点工組は、29年度は愛知と

る共和電気興業を訪問した。女性を積極的に採用し、世間に

富山である。組合員台帳の回収結果が発表された。全国平均

先駆けて女性の働きやすい環境整備に取りかかった会社で

は、71.1%、中部地区は75.5% である。

ある。また、聴覚障がい者・知的障がい者・精神障がい者の雇

④ 教育・研修分科会
（大洞委員長 岐阜工組 副理事長）

用も進めている。2月27日ダイバーシティで表彰を受けた

国家資格「技能検定職種・製版『DTP 技能検定』
」は、受検申請

キューピーとアイサクから講師を招き勉強会を愛知で開催

者数100名超という国の存続条件を満たす191名が申請。1

する。働き方の改革は大切であり、もっとダイバーシティ経

月から2月にかけて各地で試験を実施、中部は全体の四割弱

営が根付くよう頑張りたい。

に当たる71人が受検した。国の認定資格である「印刷営業
士」取得のための印刷営業講座は現在、カリキュラムを改定中。 閉会の辞
（富山県印刷工業組合 理事長 楠 行博氏）
今後は、全印工連が導入を進めている遠隔教育システムを印
刷営業講座にも活用してはどうか。
⑤ 取引公正化分科会
（飴委員長 富山工組 副理事長）
著作権に関する勉強会は各県で行っているが、経営者だけで

地区協の会議を通して、印刷会社の立ち位置が分かる。また
多くの情報が沢山もらえる有意義な会議である。この場の空気
は出席していない理事や組合員には伝わらない。6月17日の富
山県会議には、若い理事をぜひ多く出席させて地区協での議論

なく直接顧客と接する営業マンにも参加を促すことが重要

や会議の雰囲気を体験させたい。富山県工組は、印刷会館を建

だ。県の担当者など発注者側に参加してもらうと、さらに効

て直す。すると脱退したいという組合員が出ることが危惧される。

果がある。また官公需について岐阜では、県と印刷会社双方

富山県は、組合員を増やすことに重きを置かない。全体の利益

の積算精度向上のため、発注仕様書のフォーマットを整備し、 であり社数でありそれが業界の力だと考える。29年度上期会
書き方を解説する動画を組合ホームページにアップしている。 議は、6月16日
（金）
に富山市のオークスカナルパークホテルで
官公庁向けの「印刷発注の手引き」となるような冊子を全印
工連で作ってほしい。

開催する。皆様多数のご参加をお待ちしている。
（以上、議事録より抜粋）

⑥ 理事長会
（水谷三重工組 理事長）
組合員の加入促進は必要だが、組合員
（会社）
を無理に増やす
より、社員の数を増やすことに力を入れるべきである。そう
すれば、賦課金も増える。業界の規模を示す物差しに社数の
みならず社員数も加えるべきと全印工連に提案する。ポスター
グランプリは昨年から富山が参加して中部5県の事業となった。
各学校にはチラシを持参して直接声掛けもしている。各県と
も奮って応募してほしい。
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DTP 技能検定
【実技試験】
日 時：平成29年1月29日（日）
場 所：岐阜県 ㈱大丸グラフィクス [OS：Mac]
岐阜県 サンメッセ㈱ [OS:Win]

【学科試験】
日 時：平成29年2月5日（日）
場 所：石川県地場産業振興センター

国家資格である DTP 技能検定について、石川県印刷工
業組合としては初めての取り組みとなり、上記日程にて、
計6名が受検しました。
背景として、大きく変動する印刷現場環境の中で、当年
度より DTP 実情に併せた試験問題の改訂が行われた経緯
がありました。それに伴う全日本印刷工業組合連合会の推
進方針を受け、石川県印刷工業組合としても「DTP 検定
委員会」を設置し、それに積極的に取り組むことになりま
した。石川県における現状として、試験の採点を行う検定
員や試験会場の問題があり、県内での実技試験受検環境が
整備されておりません。そのため、まずは当検定の合格者
輩出を目標に、平成28年度としては岐阜県印刷工業組合
ご協力のもと、実技試験については県外で受検をすること
になりました。
当委員会としては平成30年度までには石川県内での

勝ち残り

は
営と
の経
ため
残る
勝ち

合

宿
ゼ
ミ

DTP 技 能 検 定 実 技
試験実施を目標に致
します。県内実施に
必要な要件は2つあ
り、それは①委嘱可能な検定員の育成、②石川県内の試験
会場設定です。平成28年度ではそれに対して、検定合格
者の輩出を目指すと共に、会場設営の要件調査を行いまし
た。以降、それを具体的なアクションプラン構築に繋げて
いきます。
（追伸）合格通知は、3月10日 石川県職業能力開発協会
から組合事務局宛てに連絡があり、受検者6名の内4名が、
厚生労働大臣から平成28年度技能検定「1級技能検定合
格証」
（製版職種 DTP 作業）と認定バッジ授与され、残る
2名も、同技能検定「1級学科試験合格の通知」を受けま
した。
（報告：常務理事 山越敏雄）

日時：平成29年2月17日（金）〜18日（土）
場所：金沢KKRホテル
「勝ち残り合宿ゼミ」は自社の財務諸表をそれ
ぞれが持ち寄り限界利益率や損益分岐点の把握や
固定費の見直しを行い、利益計画検討表を用いて
自社の利益構造を正しく把握することが狙いです。
利益計画検討表の最も大きな特徴は売上目標を定
める前に利益目標を設定し、そこから逆算して売上目標を作っていくという点です。こうする
ことにより財務諸表の数字の「意味」が読めるようになり、根拠ある売上・利益計画が作成で
きます。高井代表曰く、印刷業界は少なくとも売上対経常利益率5％以上又は社員一人当たり
利益額100万円（売上の小さい企業）を目標とする旨の説明がありました。
金沢からは山越常務理事、田中常務理事そして今川が参加しました（橋本雅生君はインフル
エンザで急遽欠席）
。金沢以外からは同年代の経営者が7名集まり総勢10名の仲間と2日間勉強

金沢
《第５期》 開催

しました。僕自身の学びとしては、今まで予算組は売上から設定していたのですが、利益計画
から作成する方が内容ある予算組ができるということが分かりました。またその数字を作る際に、
ただ数字合わせをするのでなく「数字に魂を込める」ことの大切さを感じました。その魂とは、
会社の得意先、従業員、仕入先等自社に関わる人々に対して達成したい大義や夢のことです。
勝ち残り合宿ゼミで配布された資料の一部で「企業は社会的存在ですから外部の
人に対しても堂々と説明できるもの。つまり、何らかの大義が必要です。企業の目
的が社会のためになると信じられるとき、組織は最大の力を発揮することができる。
社長一人のためでは従業員の共感は得られないし、組織（人）は動かない」とあり
ました。僕自身、改めて社会にもっと役立ち、従業員や関わる人々を豊かにできる
企業を目指したいと思いました。
尚、利益計画検討表の使い方や考え方を教えて欲しいという方がいましたらお気
軽に今川迄お声がけください。基本的なことはお伝えできます。一緒に良い会社・
業界を創りましょう。
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（報告：理事 今川弘敏）
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もちつき
大会

日 時：平成28年12月17日（土） 午前10時〜
場 所：石川県印刷会館２階
参加人数：33名
（組合企業７社 ： 大人18名 子ども15名）
参加者の声

大好評だったもちつき大会

・つきたてのお餅は美味しかった

師走らしい天候のもと、印刷組合初の「もちつき大会」
を行いました。つきたての餅をいろいろなトッピン
・おはぎも美味しかった
グで試食し、その後は、おはぎ造りも体験しました。
・来年もあれば
「お腹も、思い出もいっぱい !!」とても楽しいひと時
ぜひ参加したい
を過ごしました。
（報告：理事 小林大祐）

紙断 裁 機特別講習
日

平成29年2月10日（金）
午前の部／10時〜12時

第５回理事会

平成28年度

時：平成29年1月14日（土）午後5時〜
懇親会

午後の部／13時30分〜15時30分
場

午後6時〜

所：松魚亭（金沢市卯辰山）大広間

参加者：本人出席22名、委任状出席8名、出席合計30名、
懇親会23名

場

所：石川県印刷会館

講

師：㈱勝田製作所 技術部長 木下明彦氏

2階会議室
議

題：報告事項
１. 代表者（理事）の変更

参加者：27社63名

㈱ショセキ

（内、組合員47名、

２. 全日本印刷工業組合連合会

関連団体11名、その他5名）
主

代表取締役の変更

平成28年度第３回理事会の報告

催：石川県印刷工業組合、石川県印刷関連団体協議会

３.「歴代理事長との懇談会」開催について
紙断裁機を使う仕事に従事する人は、特別教育を受けなけれ

４. 委員会報告／支部報告

ば就業できない（労働安全衛生法第59条第3項および労働安全
衛生規則第36条）とのことから、石川県内では約3年ぶりに、
安全衛生「特別教育」の講習会を行いました。

トピックス
懇親会の席では、
「テリー村上」こと村上理事（高桑美

各会社がこの様な講習を単独で行うには、それぞれ開催費用

術印刷㈱取締役）より、エレキギターの生演奏が行われま

と講師日程の調整が大きな負担となっていました。そこで今回、

した。「元禄花見踊り」
・
「木綿のハンカチーフ」など哀愁

学科講習に的を絞り、組合員企業の他、石川県印刷関連団体協

の漂う曲を全6曲熱演戴きました。

議会と共催する形式で実施しました。また、組合員や関連団体
会員の紹介で、会員以外の会社からも一部参加があり、午前の
部・午後の部共印刷会

（報告：事務局）

館2階の会議室も満席
近くになりました。
（報告：事務局）

INFORMATION
今後の予定
3月27日（月） 平成28年度第6回理事会
石川県印刷会館
4月14日（金） 石川県・富山県工組合同会議
富山市内

4月24日
（月） 平成28年度第7回理事会
石川県印刷会館
4月25日
（火） 全印工連 平成29年度第1回理事会
日本印刷会館
5月13日
（土） 平成29年度通常総会
和倉温泉 あえの風

お悔み
伊藤博子様（金沢支部）
伊藤印刷㈱ 金沢市玉鉾2-392
代表者のご令室
平成29年3月11日ご逝去 64歳

http://www.ishikawa-pia.jp / E-mail：info@ishikawaken-pia.or.jp

