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Introduction
HIROYASU  SUGIMOTO

暑中お見舞い申し上げます。

　令和2年度より、組織共済委員会の委員長を拝命してから早い

もので1年が過ぎました。その間、武部理事長をはじめ、副理事長の

皆様や諸先輩方、事務局の皆様に温かくご指導・ご鞭撻いただき、

一歩一歩、事業を進めている次第です。組合員の皆様におかれま

しても、組合活動へのご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

　さて、このたび長年に亘って親しまれてきた会報誌『いんさつ兵庫』をリニューアルいたしました。その

名も『THAT’S HyoGO!!』です。兵庫五国の但馬（Tajima）、播磨（Harima）、淡路（Awaji）、丹波

（Tamba）、摂津（Settsu）、それぞれの頭文字を合わせて「THAT’S」、そして前向きに前進（GO!!）

していくイメージを兵庫に掛け合わせて「HyoGO!!」としました。

　本誌を通じて魅力あふれる兵庫五国の印刷会社をご紹介したい、経営者だけでなく従業員の方々

も気軽に手に取って、知識が得られる、お役に立てる、そして楽しめる誌面をめざしたい、そんな意気

込みで取り組んでいく所存です。ぜひ、これからも『THAT’S HyoGO!!』をよろしくお願いいたします。

巻頭言 兵庫県印刷工業組合

副理事長 杉本 浩康

Ｑ１．今号で面白かった記事は？ ※複数回答可

 １.行事ニュース　 ２.青楠会活動報告　
 ３.アンケート結果　 ４.官公需対策委員会からのお知らせ　 5.資材対策委員会レポート　
 6.令和３年度通常総会を開催　 7.理事会報告　 ８.印カレ　 9.JP2021 印刷DX展　 10.組合日誌
１1.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

Ｑ２．次回予定企画「ひょうご印刷漫遊記（会社紹介、社員紹介）」の取材にご協力いただけますか？

 １．はい　 ２．いいえ

Ｑ３．『THAT’S HyoGO!!』に対するご意見、ご感想をお聞かせください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

会社名 お名前

ご記入ありがとうございました。

リニューアルはまだ始まったばかりです。組合員の皆様にとってより魅力あふれる誌面となるよう、ぜひ

下記アンケートにご回答ください。

『THAT’S HyoGO!!』 No.407 【読者アンケート】 兵庫県印刷工業組合 組織共済委員会 行
FAXで送信▶（078）351-4422
メールで送信▶info@hyoinko.or.jp
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　経営革新マーケティング委員会（藤塚謙次郎委員長）

では、3月11日（木）、ラッセホールにおいて、標記セミナー

をハイブリッド形式で開催した（受講者数：23社・37名 内

リモート受講7社・11名）

　当日は、若狹益弘氏（ラステックRAS-tech代表 システ

ムコンサルタント）より、「営業プロセスの見える化～在宅

勤務の時代にどうやって営業活動を管理するの？～」の

テーマで、ビジネスのあり方が大きく変化している今、情報

共有をベースにしたプロセス管理へシフトする事により、終わってから振り返る個人任せの結果管理ではなく、企業・

組織として営業活動情報や顧客情報を共有・分析して先手の対策を行い、新しい時代に対応した強い企業基盤を

つくる運用、ITツールの利用や、営業活動の生産性UP、顧客との関係強化、企業収益UPなど「営業プロセスの見

える化」に向けた取り組みについてご講義いただいた。

　教育研修委員会（石坪浩一委員長）では、印刷機オペレーターを対象に、

オペレーターの業務に対する悩み解消、オペレーターの知識・技術向上、オペ

レーター同士の交流を目的とした標記座談会を、ハイデルベルグ・ジャパン㈱

のご協力を得て、去る4月16日（金）、商工印刷㈱において開催した。（参加者

数：5社・6名）

　当日は、岩元雅弘氏（ハイデルベルグ・ジャパン㈱ 西日本

フィールドサービス部マネージャー）より、「マシンコンディションと

印刷品質」のテーマで、印刷機の仕組みとセッティング・印刷

品質の見方・各種トラブル対策についてご講義いただいた後、

事前アンケートをもとに、参加者の技術的な悩み、質問事項

についての解説、ならびに座談会形式での活発な意見交換

が行われた。

営業見える化セミナー開催

印刷機オペレーター座談会開催

行事ニュースEVENTNEWS
HYOGO PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

※座談会実施に際し、商工印刷㈱に会場提供等のご協力をいただきました。紙面を借りて厚くお礼申し上げます。
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営業見える化セミナー開催
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行事ニュースEVENTNEWS
HYOGO PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

※座談会実施に際し、商工印刷㈱に会場提供等のご協力をいただきました。紙面を借りて厚くお礼申し上げます。

希望の参加方法が個々に選べる方式で実施いたし
ました。今後の活動内容として、PrintNext2022を含
め、懇親会、勉強会、京都月曜会50周年記念式典の参
加等を予定しています。
　久しぶりに行われた例会の近況報告の中で、大半
の会社が雇用調整助成金を活用しており、業務内容
や外注費を見直してコストを圧縮するなど、コロナ
禍の苦境を乗り越えている会社もありました。
　青楠会では、他団体との交流や工場見学、勉強会
を通してお互い切磋琢磨して社業発展に取り組ん
でいます。活動にご興味のある会社様がありました
ら、印刷組合事務局までご連絡ください。

青楠会は、今期で発足5年目を迎えます。

　兵庫県印刷工業組合青年部の青楠会は、今期で発
足して5年目を迎えます。昨年に引き続き、会長 水
落翔（㈱甲南堂）副会長 髙本周治（大興印刷㈱）・
萩原祥弘（㈲向カーボン印刷所）・会計 武部俊（大
和出版印刷㈱）を中心に会員11名で活動していま
す。年齢層は、30代～40代が多く、会員同士の年齢が
近い事が特徴です。その為、会社の悩み事を相談し
あったり、意見交換、仕事の繋がりを持つことも多
く、気軽に話しやすい雰囲気があります。
　昨年は、コロナ禍の影響で活動を自粛しておりま
したが、今期はZOOM等を活用して徐々に活動を再
開しています。7月5日の例会では、対面とZOOMで

7月例会報告
■ 青楠会 活動報告 副会長 萩原 祥弘

ACTIVITY REPORT
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経営状況アンケート調査集計結果の報告

　新型コロナの感染拡大が確認されて1年有余が経過した本年3月に、全組合員を対象として経営状況アン
ケート調査を実施いたしました。コロナ感染禍での皆様方の状況を把握し、今後の組合事業の参考とするた
めに行なったものですが、各位の経営状況をお聞きする微妙な質問にも
かかわらず、組合員の半数近くの方々が回答していただいたことに対し
厚く御礼申し上げます。
　その集計結果をまとめましたのでご報告申し上げます。

アンケート回答率
組合員数 108
回答数 53
回答率 49.1％

区 分 回 答

1．事業承継 23社 43.4％

2．雇用維持 16社 30.2％

3．人材教育 16社 30.2％

4．設備維持 15社 28.3％

5．借入金返済 11社 20.8％

6．運転資金確保 10社 18.9％

7．後継者不在 8社 15.1％

8．技術力・品質 8社 15.1％

9．外注先 7社 13.2％

10．仕入先 3社 5.7％

11．その他 1社 1.9％

12．回答なし 4社 7.5％

回答組合員数 53社 100.0％
＊11．その他の回答内容は、「ペーパレス化」

不安と思われる回答には、事業承継（43.4％）が最も多く、

雇用維持（30.2％）と人材教育（30.2％）が同率で続き、

後継者や従業員といった人に関する悩みが上位を占めて

いる。さらに、厳しい需要動向を踏まえての「設備の維持」

や「借入金返済」、「運転資金確保」が続いている。
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21％

19％
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15％

13％

6％
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8％
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１．事　業　継　承

２．雇　用　維　持

３．人　材　教　育

４．設　備　維　持

５．借 入 金 返 済

６．運転資金確保

７．後 継 者 不 在

８．技術力・品　質

９．外　　注　　先

10．仕　　入　　先

11．そ　　の　　他

12．回　答　な　し

アンケート調査年月 》》》 令和3年3月

1．現在、特に不安と思われることについてご回答ください（最大3項目まで）1 現在 特に不安と思われることについてご回答ください（最大3項目まで）
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2．持続化給付金の利用状況についてお尋ねします

3．雇用調整助成金の利用状況についてお尋ねします

4．低金利の制度融資の利用状況についてお尋ねします

区 分 回 答

1．利用した 28社 52.8％

2．今後利用する予定 1社 1.9％

3．利用しなかった 21社 39.6％

4．知らなかった・その他 3社 5.7％

5．回答なし 0社 0.0％

回答組合員数 53社 100.0％
＊4． 「その他」の回答内容は、「利用できなかった」「本社管轄のため

分からない」「条件に当てはまらなかった」

区 分 回 答

1．利用した 35社 66.0％

2．今後利用する予定 1社 1.9％

3．利用しなかった 17社 32.1％

4．知らなかった・その他 0社 0.0％

5．回答なし 0社 0.0％

回答組合員数 53社 100.0％

区 分 回 答

1．利用した 36社 67.9％

2．今後利用する予定 3社 5.7％

3．利用しない 12社 22.6％

4．知らなかった・その他 2社 3.8％

5．回答なし 0社 0.0％

回答組合員数 53社 100.0％
＊4． 「その他」の回答内容は、「本社管轄のため分からない」「条件に当

てはまらなかった」

回答組合員53社のうち、持続化給付金を「利用した」組合員は52.8％で、これに「今後利用する予定」と回答した
ものを含めれば54.7％の組合員が利用することとなる。

回答組合員53社のうち、雇用調整助成金を「利用した」組合員は66.0％で、これに「今後利用する予定」を含め
れば67.9％と高い利用率となる。

回答組合員53社のうち、低金利の制度融資を「利用した」組合員は67.9％で、これに「今後利用する予定」を含
めれば73.6％と約3／4もの組合員が利用することになる。

52.8%
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5．所有設備の廃止についてお尋ねします

6．今後の経営として廃業の意向についてお尋ねします

上記の1．2を選択された方　⇒　譲受けする会社があれば、譲渡を希望しますか

区 分 回 答

1．考えている 6社 11.3％

2．今後考慮する予定がある 16社 30.2％

3．考えていない 25社 47.2％

4．その他 5社 9.4％

5．回答なし 1社 1.9％

回答組合員数 53社 100.0％
＊4．「その他」の回答内容は、全てが「既に実施済み」

区 分 回 答

1．考えている 4社 7.5％

2．今後考慮する可能性がある 3社 5.7％

3．考えていない 45社 84.9％

4．その他 1社 1.9％

5．回答なし 0社 0.0％

回答組合員数 53社 100.0％
＊4．「その他」の回答内容は、「借入金があるため」

区 分 回 答

1．希望する 1社 14.3％

2．希望しない 5社 71.4％

3．その他 1社 14.3％

上記1．2の回答組合員数 7社 100.0％
＊4．「その他」の回答内容は、「借入金があるため」

回答組合員53社のうち、所有設備の廃止を「考えている」組合員は11.3％、「今後考慮する予定がある」組合員は
30.2％である。さらに、「その他」に回答した5組合員の内容を見ると「既に実施済み」であるところから、それを加
えれば50.9％になり、半数の組合員が所有設備を廃止したか考慮していることとなる。

回答組合員53社のうち、今後の経営として廃業を「考えている」組合員は4社（7.5％）、「今後考慮する意向が
ある」は3社（5.7％）で、計7社（13.2％）が廃業の可能性がある。一方、廃業を「考えていない」組合員は、45社
（84.9％）である。

廃業を「考えている」と「今後考慮する可能性がある」を回答した7組合員に、譲り受けする会社があれば譲渡
を希望するか尋ねたところところ、1組合員のみが「希望する」であった。
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7．事業譲渡を希望する会社と条件が合えば譲り受けしますか

8．合併についてお聞きします。信頼できる仲介者がおれば合併を考えますか

9．今後の経営について、組合の顧問弁護士や顧問会計士に直接相談したいですか

区 分 回 答

1．考えたい 3社 5.7％

2．今後考慮する可能性がある 14社 26.4％

3．考えていない 35社 66.0％

4．その他 1社 1.9％

5．回答なし 0社 0.0％

回答組合員数 53社 100.0％
＊4．「その他」の回答内容は、「分からない」

区 分 回 答

1．考えたい 3社 5.7％

2．今後考慮する可能性がある 21社 39.6％

3．考えていない 26社 49.1％

4．その他 1社 1.9％

5．回答なし 2社 3.8％

回答組合員数 53社 100.0％
＊4．「その他」の回答内容は、「分からない」

区 分 回 答

1．はい 0社 0.0％

2．いいえ 50社 94.3％

3．回答なし 3社 5.7％

回答組合員数 53社 100.0％

「事業譲渡を希望する会社と条件が合えばい譲り受けしますか」との問いに対し、「考えたい」が3社（5.7％）、「今
後考慮する可能性がある」が14社（26.4％）で、合計すれば1／3近くの事業所が興味を示している

「信頼できる仲介者がおれば合併を考えますか」との問いに対し、「考えたい」が3社（5.7％）、「今後考慮する可
能性がある」が21社（39.6％）と肯定的な事業所が半数近くに上っている。

今後の経営について、組合の顧問弁護士や顧問会計士に直接相談したいですかと尋ねたところ、「はい」と回答
した事業所は1社もなかった。
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官公需対策委員会からの
お知らせ

　官公需対策委員会では、昨年11月に設置いたしました官公需取引相談窓口への相談や

情報提供をお願いしています。

　毎年、兵庫県や神戸市と官公需取引について情報交換会を開催していますので、相談窓
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　官公需に関しては、様々な疑問や問題が潜在化していると思われますので、情報の提供

よろしくお願い申し上げます。

ブローカー的な業者を排除するため、業者の入札登録資格について印刷機を保有するも
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要望するのは難しいです。しかし、官公庁の入札では、利益を度外視した過当競争もあり、

印刷会社の経営に悪い影響を及ぼしていることから何らかの改善が必要と考えています。

企業の力量評価など他の対応も考えられますので、今後、多くの組合員のご意見をお聞き

して取り組みたいと考えております。

相談・情報内容要旨

回 答 要 旨

連絡先
兵庫県印刷工業組合事務局
TEL.078-371-3857　E-mail: info@hyoinko.or.jp
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　印刷業界には、生産労働人口の減少による人手不足、消費者志向の多様化による小ロット・多品種化、従業員の高齢化
による技能伝承など、中長期的な課題が横たわっています。新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、それらの進行が加速し、
5～10年後の課題が目の前に現れている状況です。こうした非常に速い環境変化の波に対応し、柔軟にそして迅速に対応でき
るのが、無版で取り回しよく、高度なスキルを要しないデジタル印刷の強みです。
　私たちリコーを例にとると、まず会社自体が“デジタルサービスの会社”への事業構造の転換を掲げ邁進しています。デジタル
サービスを提供することで、お客様の生産性の革新や価値の創出など、デジタルトランスフォーメーション（DX）のお手伝いを強化
していきます。例えば、手作業で行われている業種業務ごとの固有のワークフローをデジタル化し、つなぐことで自動化・省人化
など生産性の向上を提供します。
　印刷会社様のオペレーターは1日分の作業指示書をもとに、出力するファイルを開き、部数やサイズなどの印刷作業仕様を
プリントコントローラーに入力して印刷します。印刷後はジョブごとに指示書を挿入して後加工に刷本を渡します。小ロット・多品種化
に伴い、そうした出力作業指示や出力付帯業務が増えており、繁忙期になると作業が煩雑化してミスの発生原因にもなります。
『リコープリンティングROBO』はキーボードとマウスを操作するRPA（ロボティクス・プロセス・オートメーション）です。CSVなどの
電子的な作業指示データを読み込み、自動で印刷設定します。これにより作業負担の軽減と、出力指示時の設備の稼働停止
時間の削減をもたらします。オペレーターは印刷ボタンを押すだけで、複数のジョブを連続で印刷することが可能です。一つの
ジョブの印刷が終わると、次の作業指示書が合紙のように挿入され、異なるジョブの混入を防ぎます。加えてオペレーターのタッチ
ポイントが減るため、出力ミスに伴う資材ロスの発生も抑えます。
　これはリコーがご提案するデジタル印刷の業務を効率化するDXの一例です。リピート受注時の履歴検索の効率化や、ユ
ニークQRコードを活用した1 to 1マーケティングの仕組みなど、業態や課題に合わせ、デジタル印刷を有効に活用した業務改革、
価値創出のソリューションをご提供しています。今後も“Customer's Customer Success”の事業コンセプトのもと、印刷業界の
皆様に貢献して参ります。ぜひお声掛け下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

REPORT

デジタル印刷によるDX推進の可能性
《 資材対策委員会レポート 》

リコージャパン株式会社
PP事業部 プロダクト技術室／室長 佐藤 幸一
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1 経営革新マーケティング事業の推進
印刷総需要が減少する厳しい環境の中で、印刷及び印刷関連
市場の創造と業態変革の実現を目指して、業界の枠にとらわ
れないセミナーや研修会、研究会、見学会等を積極的に行い、
組合員企業の発展を支援する。
特に、印刷産業の近未来の市場予測と印刷産業の中でも発展
が期待できる分野にフォーカスし、マクロとミクロの二面で業
態変革のヒントを得、さらに、県内学生・生徒に業界の紹介を
行い、将来の人材確保につなげたい。
また、組合員の発展と安定および事業承継等について、きめ細
かいサービスを行う事業に取り組む。

2 教育研修事業の展開
印刷産業に於ける人材の育成は組合事業の根幹であり、教育
研修委員会が中心になり、全印工連の推進事業や日本印刷技

術協会の教育に関する情報提供を基に事業を推進し、人材育
成を通じて印刷産業の発展に導く。
営業・製造など全部門の組合員を対象とした教育講座・企業見
学会・交流会の実施や、国家検定である技能検定や認定試験
等、各種受検を推奨し、組合員の技能・知識の向上を通じ、印刷
産業の活性化を図る。
また、教育研修委員会メンバーによる教育内容の研究を通じ、
事業の活性化を図る。

3 技能検定試験（国家試験）ならびに
　 認定試験などの実施
技能検定試験（印刷関係）は、兵庫県職業能力開発協会から委
託を受けて教育研修委員会が所掌し、作業職種委託による技
能検定委員の執行により実施する。国家検定試験のうち、当組
合で行う実技試験職種は「オフセット印刷作業」で、合格率向上

のための事前の技能検定学科試験のトライアル講座を検定委
員の協力で実施する。
また、DTP作業技能検定試験（国家検定）や印刷営業技能認定
試験・紙断裁業務従事者特別教育については、近畿地区他工
組との協力体制を築いて事業に取り組む。

4 環境・労務対策の推進と組合員・従業員のための
　 福利厚生諸事業の実施
環境労務委員会が中心となって、主要事業としてのSDGs（持
続可能な開発目標）の普及推進に取り組み、環境・労務・福利厚
生諸事業の展開を図る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●環境対策の推進
地球温暖化対策や環境に配慮した商品開発など、企業経営に
おいて環境対応が重要性を増す現在、全印工連との連携を強
化し、環境推進工場登録制度、GP（グリーンプリンティング）認
定制度及び環境マネジメントシステム（ISO14001取得支援事
業）の普及推進を図る。
さらに、有機溶剤による健康被害から社員を守るためのオフ
セット印刷工場用VOC警報器の普及拡大に努めていく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●労務改善の推進
雇用管理の向上をはかるため、関連部門と連携し、女性活躍推
進（女性の会発足）も含めた働き方改革に関する労働法と労働
基準法改正の周知・啓蒙などを図っていく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●福利厚生事業の実施
組合員、従業員ならびにその家族を対象とした福利厚生事業
をコロナ感染防止対策ならびに支部との連携を図りながら実
施する。

5 組織強化、共済、広報事業
●組織強化について
厳しい経済状況が続くなか、令和２年度も長年の仲間であった
組合員の脱会があった。魅力ある組合づくりを目指して、組織
体制、機能強化の促進を図り、事業活動を通じて組合員に加入
のメリットを還元しなければならない。そのためにも組合員の
維持強化が極めて重要であり、組合の基盤である支部活動の
強化、活性化を図るとともに各支部独自の懇親を含めた活動
にも積極的に支援・協力を行う。
また、組合の次世代を担う若人が集う「兵庫青年印刷人－青楠
会－」の躍進を図る。
●関連業界まで範囲を広めて新規組合員の拡大活動を実施
●支部再編の検討、支部活動の強化・活性化
●青楠会活動への積極的な支援

●共済事業の推進
組織共済委員会では、全印工連共済加入促進キャンペーン重
点工組として、生命共済制度並びにせつび共済制度、災害補償
共済制度、医療・がん共済制度、退職功労金制度への加入促進
を図るほか、兵庫県共済協同組合の火災共済代理所業務並び
に自動車共済代理所業務の実施、中央会のPL保険、個人情報
漏えい賠償責任保険制度、業務災害補償制度の関連業務を行
い、組合員の共済業務の充実と加入促進のため努力をする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●広報活動の推進
組合活動として重要なことは、情報の受発信を通じての情報
の共有化である。組合員に対する従来からの組合機関誌「いん
さつ兵庫」リニューアルによる発行事業の充実を図り、併せて
組合情報等の提供を図るため、メールの活用、組合ホームペー
ジの更新・充実に努める。

6 兵印工組教育振興会の運営
㈱モリサワの寄付による「兵庫県印刷工業組合モリサワ教育
基金」及び故福田三八一氏ご遺族の寄付による「福田三八一兵
印工組教育振興会」については、その設立趣旨にそった運営な
らびに有効活用を図る。

7 印刷会館の管理・運営
印刷会館は昭和49年竣工、平成７年阪神・淡路大震災を経てこ
こ数年補修箇所が増加傾向にある。その維持管理と保全のた
めに計画的な補修、点検を行い、併せて貸室稼働率の維持と
管理・運営体制の確立をはかる。

8 関連諸機関との連携強化
印刷業界ならびに組合の対外的地位向上と発展をはかるため、
全印工連をはじめとする上部団体等、諸機関との連携をより
一層図ることとする。

9 官公需取引適正化活動の推進
官公需対策委員会では、入札方法や価格、著作権の扱い等に
関する官公庁との取引について、官公需取引相談窓口の設置
により組合員の現状と課題を把握し、問題点があれば取引の
適正化に努める。

10 資機材問題への対応
資材対策委員会では、全印工連とも連携し、用紙価格等の印刷
関連資機材の動向を把握し、有益な情報提供、ならびに資材供
給安定化に向けての対応に努める。

令和3年度 事業計画

兵庫県印刷工業組合の令和3年度通常総会が、去る5月18日㈫15時30分より、兵庫県印刷
会館「特別会議室」において開催された。
議長選出後、令和2年度事業報告及び決算、新年度事業方針及び予算の審議に移り、各議
案とも慎重に審議され、すべての議案を原案通り承認された。
役員補充選任の件については、指名推薦により、椎名高久氏［福田印刷工業㈱］・水落翔氏
［㈱甲南堂］・橘謙氏［㈱姫路モトヤ］を選任し、16時30分に閉会した。
なお、当日は新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令の状況下であったが、
役員補充選任の重要議案を採択するため、総会のみ開催し、懇親会は実施せず、短時間
での議事進行がはかられた。

令和2年度事業報告並びに決算承認の件

令和2年度剰余金処分承認の件

令和2年度末出資口数並びに出資金総額承認の件

令和3年度事業計画及び収支予算並びに経費の

賦課徴収並びに役員報酬承認の件

令和3年度における借入金の最高限度承認の件

令和3年度における1組合員に対する貸付金及び

債務保証額の最高限度承認の件

取引金融機関承認の件

役員補充選任の件

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●

第6号議案●

第7号議案●

第8号議案●

令和3年度通常総会を開催 新年度事業スタート

議事

10 THAT'S HyoGO!!



1 経営革新マーケティング事業の推進
印刷総需要が減少する厳しい環境の中で、印刷及び印刷関連
市場の創造と業態変革の実現を目指して、業界の枠にとらわ
れないセミナーや研修会、研究会、見学会等を積極的に行い、
組合員企業の発展を支援する。
特に、印刷産業の近未来の市場予測と印刷産業の中でも発展
が期待できる分野にフォーカスし、マクロとミクロの二面で業
態変革のヒントを得、さらに、県内学生・生徒に業界の紹介を
行い、将来の人材確保につなげたい。
また、組合員の発展と安定および事業承継等について、きめ細
かいサービスを行う事業に取り組む。

2 教育研修事業の展開
印刷産業に於ける人材の育成は組合事業の根幹であり、教育
研修委員会が中心になり、全印工連の推進事業や日本印刷技

術協会の教育に関する情報提供を基に事業を推進し、人材育
成を通じて印刷産業の発展に導く。
営業・製造など全部門の組合員を対象とした教育講座・企業見
学会・交流会の実施や、国家検定である技能検定や認定試験
等、各種受検を推奨し、組合員の技能・知識の向上を通じ、印刷
産業の活性化を図る。
また、教育研修委員会メンバーによる教育内容の研究を通じ、
事業の活性化を図る。

3 技能検定試験（国家試験）ならびに
　 認定試験などの実施
技能検定試験（印刷関係）は、兵庫県職業能力開発協会から委
託を受けて教育研修委員会が所掌し、作業職種委託による技
能検定委員の執行により実施する。国家検定試験のうち、当組
合で行う実技試験職種は「オフセット印刷作業」で、合格率向上

のための事前の技能検定学科試験のトライアル講座を検定委
員の協力で実施する。
また、DTP作業技能検定試験（国家検定）や印刷営業技能認定
試験・紙断裁業務従事者特別教育については、近畿地区他工
組との協力体制を築いて事業に取り組む。

4 環境・労務対策の推進と組合員・従業員のための
　 福利厚生諸事業の実施
環境労務委員会が中心となって、主要事業としてのSDGs（持
続可能な開発目標）の普及推進に取り組み、環境・労務・福利厚
生諸事業の展開を図る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●環境対策の推進
地球温暖化対策や環境に配慮した商品開発など、企業経営に
おいて環境対応が重要性を増す現在、全印工連との連携を強
化し、環境推進工場登録制度、GP（グリーンプリンティング）認
定制度及び環境マネジメントシステム（ISO14001取得支援事
業）の普及推進を図る。
さらに、有機溶剤による健康被害から社員を守るためのオフ
セット印刷工場用VOC警報器の普及拡大に努めていく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●労務改善の推進
雇用管理の向上をはかるため、関連部門と連携し、女性活躍推
進（女性の会発足）も含めた働き方改革に関する労働法と労働
基準法改正の周知・啓蒙などを図っていく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●福利厚生事業の実施
組合員、従業員ならびにその家族を対象とした福利厚生事業
をコロナ感染防止対策ならびに支部との連携を図りながら実
施する。

5 組織強化、共済、広報事業
●組織強化について
厳しい経済状況が続くなか、令和２年度も長年の仲間であった
組合員の脱会があった。魅力ある組合づくりを目指して、組織
体制、機能強化の促進を図り、事業活動を通じて組合員に加入
のメリットを還元しなければならない。そのためにも組合員の
維持強化が極めて重要であり、組合の基盤である支部活動の
強化、活性化を図るとともに各支部独自の懇親を含めた活動
にも積極的に支援・協力を行う。
また、組合の次世代を担う若人が集う「兵庫青年印刷人－青楠
会－」の躍進を図る。
●関連業界まで範囲を広めて新規組合員の拡大活動を実施
●支部再編の検討、支部活動の強化・活性化
●青楠会活動への積極的な支援

●共済事業の推進
組織共済委員会では、全印工連共済加入促進キャンペーン重
点工組として、生命共済制度並びにせつび共済制度、災害補償
共済制度、医療・がん共済制度、退職功労金制度への加入促進
を図るほか、兵庫県共済協同組合の火災共済代理所業務並び
に自動車共済代理所業務の実施、中央会のPL保険、個人情報
漏えい賠償責任保険制度、業務災害補償制度の関連業務を行
い、組合員の共済業務の充実と加入促進のため努力をする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●広報活動の推進
組合活動として重要なことは、情報の受発信を通じての情報
の共有化である。組合員に対する従来からの組合機関誌「いん
さつ兵庫」リニューアルによる発行事業の充実を図り、併せて
組合情報等の提供を図るため、メールの活用、組合ホームペー
ジの更新・充実に努める。

6 兵印工組教育振興会の運営
㈱モリサワの寄付による「兵庫県印刷工業組合モリサワ教育
基金」及び故福田三八一氏ご遺族の寄付による「福田三八一兵
印工組教育振興会」については、その設立趣旨にそった運営な
らびに有効活用を図る。

7 印刷会館の管理・運営
印刷会館は昭和49年竣工、平成７年阪神・淡路大震災を経てこ
こ数年補修箇所が増加傾向にある。その維持管理と保全のた
めに計画的な補修、点検を行い、併せて貸室稼働率の維持と
管理・運営体制の確立をはかる。

8 関連諸機関との連携強化
印刷業界ならびに組合の対外的地位向上と発展をはかるため、
全印工連をはじめとする上部団体等、諸機関との連携をより
一層図ることとする。

9 官公需取引適正化活動の推進
官公需対策委員会では、入札方法や価格、著作権の扱い等に
関する官公庁との取引について、官公需取引相談窓口の設置
により組合員の現状と課題を把握し、問題点があれば取引の
適正化に努める。

10 資機材問題への対応
資材対策委員会では、全印工連とも連携し、用紙価格等の印刷
関連資機材の動向を把握し、有益な情報提供、ならびに資材供
給安定化に向けての対応に努める。

令和3年度 事業計画

兵庫県印刷工業組合の令和3年度通常総会が、去る5月18日㈫15時30分より、兵庫県印刷
会館「特別会議室」において開催された。
議長選出後、令和2年度事業報告及び決算、新年度事業方針及び予算の審議に移り、各議
案とも慎重に審議され、すべての議案を原案通り承認された。
役員補充選任の件については、指名推薦により、椎名高久氏［福田印刷工業㈱］・水落翔氏
［㈱甲南堂］・橘謙氏［㈱姫路モトヤ］を選任し、16時30分に閉会した。
なお、当日は新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令の状況下であったが、
役員補充選任の重要議案を採択するため、総会のみ開催し、懇親会は実施せず、短時間
での議事進行がはかられた。

令和2年度事業報告並びに決算承認の件

令和2年度剰余金処分承認の件

令和2年度末出資口数並びに出資金総額承認の件

令和3年度事業計画及び収支予算並びに経費の

賦課徴収並びに役員報酬承認の件

令和3年度における借入金の最高限度承認の件

令和3年度における1組合員に対する貸付金及び

債務保証額の最高限度承認の件

取引金融機関承認の件

役員補充選任の件

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●

第6号議案●

第7号議案●

第8号議案●

令和3年度通常総会を開催 新年度事業スタート

議事
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■経過
定刻に至り、司会の梶原事務局長より、出席が定足数（30名）
の過半数に達し、理事会の成立が告げられ、武部理事長が議長
となって議事に移った。

■一般経過報告及び当面の行事予定について
事務局より、一般経過ならびに今後の日程等が報告された。

■協議事項
（1）本年度事業の推進について
委員会事業の進捗状況について、各担当委員長等から報告さ
れ、武部理事長より、本年度延期事業の新年度に入ってから総
会開催までの期間においての実施が諮られ、異議なく承認さ
れた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）本年度決算見通しについて
事務局より、現時点では1,002千円の収益見込みで、この利益
については来年度事業に充当するために繰越す予定である旨
の説明があり、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）令和３年度事業計画案について
各担当役員より、令和３年度事業計画案について説明があり、
異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）令和３年度委員会事業予算案について
武部理事長より、令和３年度委員会事業予算について、経営革
新マーケティング委員会・教育研修委員会・環境労務委員会に
各60万円、青楠会は40万円の組合負担金が提案され、本案に
基づく次年度予算案の策定が異議なく承認された。

（５）役員の補充について
武部理事長より、安岡常任理事（官公需対策委員会委員長）か
らの役員退任の申し出について報告があり、異議なく承認さ
れた。
また、通常総会において役員補充選任の件を上程するにあた
り、候補者として椎名高久氏（福田印刷工業㈱）の推薦を諮っ
たところ、出席役員全員により承認された。
なお、官公需対策委員会委員長の後任については、加藤常任
理事の就任が提案され、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）通常総会運営方法案について
事務局より、令和３年度通常総会当日のスケジュールについて
提案があり、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（７）各委員会・４月期定例理事会の開催について
事務局より、各委員会・４月期定例理事会の開催日程について
提案があり、異議なく承認された。

■報告事項
（１）脱退申出組合員について
事務局より、脱退申出組合員について報告された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）その他
武部理事長より、経営状況アンケート調査の実施が提案され、
調査項目について助言が求められた。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

■経過
定刻に至り、司会の梶原事務局長より、出席が定足数（30名）
の過半数に達し、理事会の成立が告げられ、武部理事長が議長
となって議事に移った。

■一般経過報告及び当面の行事予定について
事務局より、一般経過ならびに今後の日程等が報告された。

■協議事項
（１）令和２年度決算書（案）について
事務局より、２年度決算案について説明があり、異議なく承認
された。
なお、２年度決算については、高木監事より正確である旨の監
査報告が行われた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）令和3年度予算（案）について
事務局より、３年度予算案について説明があり、異議なく承認
された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）通常総会議案について
担当役員ならびに事務局より、令和３年度通常総会議案書（案）
にもとづき、上程議件が説明され、異議なく承認された。

■報告事項
（１）各委員会開催内容について
各委員会での審議概要について、担当委員長から報告された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）通常総会の運営について
事務局より、令和３年度通常総会運営方法（案）にもとづき運営

方法が説明された後、武部理事長より、兵庫県印刷人交流会の
開催については、コロナ禍の状況を鑑み延期するとの提案が
あり、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）教育基金の令和２年度決算について
事務局より、福田三八一兵印工組教育振興会ならびにモリサ
ワ教育振興会の決算報告があった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（4）脱退申出組合員について
事務局より、脱退申出組合員について報告され、次のとおり承
認された。
《脱退申出組合員》
●㈲創文社［灘支部］ ●一印刷［灘支部］
●三木印刷出版㈱［灘支部］ ●岸本印刷㈲［姫路支部］
●㈲黒田製本所［製本支部］ ●㈱オガワ印刷［中央支部］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（5）役員補充選任について
武部理事長より、役員補充選任候補者として椎名高久氏に加
え、水落翔氏（㈱甲南堂）を推薦する提案があり、異議なく承認
された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（6）その他
事務局より、経営状況確認アンケート調査の結果報告があった。
事務局より、働き方改革推進支援助成金への取り組みについ
て説明があり、異議なく承認された。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

●日時…令和3年3月11日木（13時30分～14時30分）
●場所…ラッセホール『コスモス』

出席者（理事19名／監事2名／委任状出席5名） 武部 健也／藤塚 謙次郎／石坪 浩一／杉本 浩康／柳 有香
水落 充／磯田 弘子／安岡 重明／早川 薫／加藤 真吾／佐々木 賢司／宗次 健太／兵田 好雄／田中 民郎／中村 実
福多 雅英／𠮷川 一生／宇仁菅 勧／藤尾 計太／高木 克彦／吉岡 正城

●日時…令和3年4月26日月（14時00分～16時00分）
●場所…ラッセホール『コスモス』

出席者（理事21名／監事2名／委任状出席3名） 武部 健也／藤塚 謙次郎／石坪 浩一／杉本 浩康／柳 有香／水落 充
磯田 弘子／安岡 重明／須川 真祐／早川 薫／加藤 真吾／佐々木 賢司／宗次 健太／兵田 好雄／柏木 修／中村 実
福多 雅英／𠮷川 一生／宇仁菅 勧／稲葉 達也／越智 光裕／黒田 勇／高木 克彦

3月期定例理事会 4月期定例理事会

理 事 会 報 告
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■経過
定刻に至り、司会の梶原事務局長より、出席が定足数（30名）
の過半数に達し、理事会の成立が告げられ、武部理事長が議長
となって議事に移った。

■一般経過報告及び当面の行事予定について
事務局より、一般経過ならびに今後の日程等が報告された。

■協議事項
（1）本年度事業の推進について
委員会事業の進捗状況について、各担当委員長等から報告さ
れ、武部理事長より、本年度延期事業の新年度に入ってから総
会開催までの期間においての実施が諮られ、異議なく承認さ
れた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）本年度決算見通しについて
事務局より、現時点では1,002千円の収益見込みで、この利益
については来年度事業に充当するために繰越す予定である旨
の説明があり、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）令和３年度事業計画案について
各担当役員より、令和３年度事業計画案について説明があり、
異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）令和３年度委員会事業予算案について
武部理事長より、令和３年度委員会事業予算について、経営革
新マーケティング委員会・教育研修委員会・環境労務委員会に
各60万円、青楠会は40万円の組合負担金が提案され、本案に
基づく次年度予算案の策定が異議なく承認された。

（５）役員の補充について
武部理事長より、安岡常任理事（官公需対策委員会委員長）か
らの役員退任の申し出について報告があり、異議なく承認さ
れた。
また、通常総会において役員補充選任の件を上程するにあた
り、候補者として椎名高久氏（福田印刷工業㈱）の推薦を諮っ
たところ、出席役員全員により承認された。
なお、官公需対策委員会委員長の後任については、加藤常任
理事の就任が提案され、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）通常総会運営方法案について
事務局より、令和３年度通常総会当日のスケジュールについて
提案があり、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（７）各委員会・４月期定例理事会の開催について
事務局より、各委員会・４月期定例理事会の開催日程について
提案があり、異議なく承認された。

■報告事項
（１）脱退申出組合員について
事務局より、脱退申出組合員について報告された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）その他
武部理事長より、経営状況アンケート調査の実施が提案され、
調査項目について助言が求められた。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

■経過
定刻に至り、司会の梶原事務局長より、出席が定足数（30名）
の過半数に達し、理事会の成立が告げられ、武部理事長が議長
となって議事に移った。

■一般経過報告及び当面の行事予定について
事務局より、一般経過ならびに今後の日程等が報告された。

■協議事項
（１）令和２年度決算書（案）について
事務局より、２年度決算案について説明があり、異議なく承認
された。
なお、２年度決算については、高木監事より正確である旨の監
査報告が行われた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）令和3年度予算（案）について
事務局より、３年度予算案について説明があり、異議なく承認
された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）通常総会議案について
担当役員ならびに事務局より、令和３年度通常総会議案書（案）
にもとづき、上程議件が説明され、異議なく承認された。

■報告事項
（１）各委員会開催内容について
各委員会での審議概要について、担当委員長から報告された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）通常総会の運営について
事務局より、令和３年度通常総会運営方法（案）にもとづき運営

方法が説明された後、武部理事長より、兵庫県印刷人交流会の
開催については、コロナ禍の状況を鑑み延期するとの提案が
あり、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）教育基金の令和２年度決算について
事務局より、福田三八一兵印工組教育振興会ならびにモリサ
ワ教育振興会の決算報告があった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（4）脱退申出組合員について
事務局より、脱退申出組合員について報告され、次のとおり承
認された。
《脱退申出組合員》
●㈲創文社［灘支部］ ●一印刷［灘支部］
●三木印刷出版㈱［灘支部］ ●岸本印刷㈲［姫路支部］
●㈲黒田製本所［製本支部］ ●㈱オガワ印刷［中央支部］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（5）役員補充選任について
武部理事長より、役員補充選任候補者として椎名高久氏に加
え、水落翔氏（㈱甲南堂）を推薦する提案があり、異議なく承認
された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（6）その他
事務局より、経営状況確認アンケート調査の結果報告があった。
事務局より、働き方改革推進支援助成金への取り組みについ
て説明があり、異議なく承認された。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

●日時…令和3年3月11日木（13時30分～14時30分）
●場所…ラッセホール『コスモス』

出席者（理事19名／監事2名／委任状出席5名） 武部 健也／藤塚 謙次郎／石坪 浩一／杉本 浩康／柳 有香
水落 充／磯田 弘子／安岡 重明／早川 薫／加藤 真吾／佐々木 賢司／宗次 健太／兵田 好雄／田中 民郎／中村 実
福多 雅英／𠮷川 一生／宇仁菅 勧／藤尾 計太／高木 克彦／吉岡 正城

●日時…令和3年4月26日月（14時00分～16時00分）
●場所…ラッセホール『コスモス』

出席者（理事21名／監事2名／委任状出席3名） 武部 健也／藤塚 謙次郎／石坪 浩一／杉本 浩康／柳 有香／水落 充
磯田 弘子／安岡 重明／須川 真祐／早川 薫／加藤 真吾／佐々木 賢司／宗次 健太／兵田 好雄／柏木 修／中村 実
福多 雅英／𠮷川 一生／宇仁菅 勧／稲葉 達也／越智 光裕／黒田 勇／高木 克彦

3月期定例理事会 4月期定例理事会

理 事 会 報 告
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印カレ～全印工連の学んで得するＴＶ～
【全印工連】教育動画サイト 開設

　教育研修委員会では昨年度、都道府県印刷工業組合の組合員が気軽に視聴できるプラットフォームづくり

に取り組み、この度、経営者・社員向け教育コンテンツ動画の視聴が可能となる教育動画サイト『印カレ～全

印工連の学んで得するTV～』を開設いたしました。

　『印カレ』は、コロナ禍で教育動画へのニーズが高まる現状において、経営・マーケティング・営業などのジャ

ンル別に動画を公開しておりますので、全国の組合員の皆さまにはより簡単に見たい動画をご視聴いただけ

ます。スマートフォンやタブレットでも視聴が可能となり、いつでもどこでも見たいときにご視聴いただけま

すので、社内勉強会に活用するなど社員のスキルアップや自己啓発等にご活用ください。

詳しくはこちらから ▼ https://printing-college.com/
※パスワードは全印工連メールマガジンに記載しています。

▲『印カレ』トップページ
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延期後の開催日程が決定!

未来を築く革新と挑戦
コロナの時代に勝ち残れる 収益拡大への対応策がここに!

　現在、当協会では8月26日（木）・27日（金）の2日間、インテックス大阪5号館で
「JP2021・印刷DX展」を開催する準備を進めています。
　ご承知の通り、印刷産業を取り巻く環境は激変し続けています。特にこの1年間はコロ
ナ禍によって、そのスピードはさらに加速しています。「供給過剰」「低生産性」といった課
題に対し、生産集約による高付加価値情報サービス産業への転換を図ることが急務と
なってきました。今日まで構造改善に積極的な姿勢で取り組んできた印刷産業ではあり
ますが、「零細過多性の克服」は依然として解消されずに至っています。
　「低生産性と高コスト体質」が「同質化と過当競争」を招き、「収益低下」に陥る負のス
パイラルからの脱却を図るためにも、これらの課題を解決する革新な技術を導入し、省
力化を図り、生産性を上げて低コスト体質を構築し、収益向上と差別化戦略・適正な
需給バランスを構築しなければなりません。
　今後、印刷産業の成長戦略を構築していくうえでは、各社で変化に取り組むことは重要ですが、企業間や異業種と
の連携も視野に入れたDX（デジタルトランスフォーメーション）の導入による生産集約による差別化戦略を構築すること
が企業発展において不可欠となってきました。
　「JP2021・印刷DX展」では、出展各社から供給過剰・低生産性の課題に対して、生産集約による高付加価値情
報サービスへの転換で新たな価値創造や生産効率の改革を目指すための最新情報の発信を行って参ります。
　危機こそが事業再構築の好機でもあります。依然として新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せず、企業の経
営パラダイムにもさまざまな変化が生じていますが、企業が危機を乗り越え、さらに成長を続けるために何が必要なの
かを皆様と考えていきたいと思います。
　皆様方の「JP2021・印刷DX展」へのご来場を心よりお待ち申し上げます。

■「JP2021・印刷DX展」開催に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

DXの導入で新たな成長戦略を模索する場に

「JP2021・印刷DX展」開催概要
名　　称

会　　期

会　　場

■協力

開催テーマ
ＪＰ2021・印刷DX展

2021年8月26日（木）・27日（金）
［26日］午前10時～午後5時／［27日］午前9時30分～午後4時

インテックス大阪5号館
（大阪市住之江区南港北1-5-102）

「もっと前へ、発展の道は目の前に
　～現状維持は『衰退』へ、変化は『発展』へと続く～」

公益社団法人日本印刷技術協会／大阪印刷関連団体協議会／大阪府ものづくり振興協会／販促アイデア協議会（以上予定）

■後援 大阪府／大阪市／大阪商工会議所／大阪府中小企業団体中央会／全日本印刷工業組合連合会／日本製紙連合会／日本洋紙板紙卸商業
組合／公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（以上予定）

■主催 JP産業展協会
（大阪府印刷工業組合／近畿グラフィックコミュニケーションズ工業組合／大阪府グラフィックサービス協同組合／大阪府製本工業組合／
近畿印刷産業機材協同組合／近畿印刷工業会）

作道 孝行
JP産業展協会 会長
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暑中お見舞い申し上げます

〒652-0804  神戸市兵庫区塚本通4-3-14
TEL（078）579-3800
FAX（078）579-3801

デュプロ㈱ 神戸支店

支店長　小 坂 　 勝

株式会社　勝田製作所
代表取締役　勝 田 忠 司

渡邉 定道

削りカスが出ない

〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目4-5
TEL.078-303-0088／FAX.078-303-1320

E C O  S C R A T C H

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-10
TEL（06）6785-1036
FAX（06）6785-1039

KAMIX株式会社

代表取締役  宗次 健太

よし が ふみ お

神戸市中央区三宮町3-7-11
電　話（078）321-2377㈹
ＦＡＸ（078）332-0590　

合資会社  角丸印刷所

株式会社   近 本 紙 工 所

製本・ナンバー印刷
丁合と同時にクラッシュナンバー

リコージャパン株式会社
兵庫支社 

〒６５１‐００８４　神戸市中央区磯辺通１‐１‐３９
TEL（０７８）２３２‐８５０１
ＦＡＸ（０７８）２３２‐８５０４

支社長  楠  原  正  志

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
執行役員 大阪支社長

前  田   弘  毅
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3

　　　 大阪センタービル5F
TEL（06） 4704-8401   FAX（06） 4704-8411
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暑中お見舞い申し上げます

株式会社 協　和　印　刷
代表取締役 小林　肇
たつの市新宮町新宮1064
ＴＥＬ（0791）75-0119

感謝創業103年

モードピア 〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目5-1/6Ｆ
　　　　 電話（078）302-5555（直通） FAX.078-302-5552
　　　　 電話（078）302-3011（代表）
Labo 〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目7-9
　　　　 電話（078）304-5270（代表） FAX.078-304-5271
本社 〒658-0054　神戸市東灘区御影中町1丁目1-8

株式会社  甲 南 堂
代表取締役　水　落　　充

〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目1-18
（JR神戸駅NKビル8F）
ＴＥＬ　078-382-1234㈹
ＦＡＸ　078-341-8585

代表取締役社長　髙  田  康  弘

〒675-2243　加西市中西町243
電話（0790）48-2934　FAX（0790）48-4137

代表取締役  岩  﨑  裕  之

（株）スタジオウェル

中 村  宜 史

株式会社 キングコーポレーション
神戸支店 

 

〒671-0218 姫路市飾東町庄107番1
　　　　 　TEL 079-252-0034
　　　　　 FAX 079-253-0034

和洋紙・板紙・紙製品

株式会社　サ ン ヨ ー
代表取締役　正 呂 地 利 樹

〒536-0016　大阪市城東区蒲生2-11-3
TEL： 06-6939-3051
FAX： 06-6939-6165

株式会社　小森コーポレーション
西日本支社

西日本支社長　河村 浩太郎

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通6-2-15
TEL  （0 7 8）3 7 1 - 2 1 6 1㈹
FAX （07 8）37 1 - 2 1 6 6　

代表取締役社長　森内　健一郎
作 本 卓 也

〒670-0982　姫路市岡田479番地
TEL　079-294-2121　FAX　079-295-2336

代表取締役　山　野　正　豊 椎 名  高 久

株式会社 SCREEN GPジャパン
大阪支店長　池垣　英司

本　　　社　☎　06 - 6 7 9 1 - 5 6 6 4
姫路営業所　☎　079 - 2 5 3 - 2 2 0 5

大阪印刷インキ製造株式会社
各種印刷インキ・関連資材

上 野  靖  史
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暑中お見舞い申し上げます

〒553-0001　大阪市福島区海老江8-10-1
TEL 06-6458-1161㈹
FAX 06-6458-3808
http://naigai-ink.com

内外インキ製造株式会社

中井万喜

〒661-0001  尼崎市塚口本町6-12-1
ＴＥＬ  06-6422-1900㈹
ＦＡＸ  06-6422-1188　

http://www.iplanet-inc.com

株式会社 アイプラネット
三菱電機グループ

取締役ドキュメント事業本部長　山 田 博 司

〒679-0104 加西市常吉町字東畑922番地-192
TEL  0790-47-8550㈹　FAX  0790-47-8566

https://hosei-g.com

芳生グラビア印刷株式会社
取締役社長 

 今  井  正  之

有限会社  高木印刷所
代表取締役  髙  木  克  彦

松本カーボン印刷株式会社
代表取締役

松 本 純 慈

〒652-0813  神戸市兵庫区兵庫町1-1-16
電　話（078）685-0126
ＦＡＸ（078）685-0132

有限会社 大   開   印   刷

代表取締役  藤  田  信  哉

代表取締役会長  青田 　満
代表取締役社長  青田 皆樹

〒679-2121 姫路市豊富町神谷1320-1
TEL （079） 264-6886（代）   FAX （079） 264-6880

DICグラフィックス株式会社 特約社
PRINTING MATERIAL/印刷インキ・材料

再生可能エネルギーに関する事業

代表取締役社長　ヨルグ・バウアー

塚田印刷株式会社
代表取締役　塚  田  和  範

〒651-0094 神戸市中央区琴緒町2-2-7
TEL（078）231-3212㈹
FAX（078）232-0859　

株式会社 上田洋紙店
山　﨑　正　則代表取締役

加古川本社　電話（079）424-2222
姫路事業所　電話（079）253-2222
神戸営業所　電話（078）671-3333

釜谷紙業株式会社
カーボンゼロ対策
長期ウイルス対策

〒670-0015 姫路市総社本町7
TEL.079-285-1666　FAX.079-285-1667

代表取締役　吉　岡　正　城

（有）明輝堂印刷所

〒651-0091　神戸市中央区若菜通2-1-4
TEL（078）231-5801㈹
FAX（078）231-6986

株式会社　光陽社神戸支店

団体割引　　　　　　　によるお得な掛金で経費節減をしていただけます!

★地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償!
★昭和56年6月以降の建物に1,000万円を限度に加入できます!

★掛金は事業専用用途の鉄骨造の建物で7,800円

損害の程度

全壊

大規模半壊

半壊

お支払いする地震共済金

地震共済金額 × 100％

地震共済金額 ×   60％

地震共済金額 ×   30％

※半壊に至らない損害（一部損を含む）は地震共済金をお支払いできません。

※動産（家財・什器備品・機械設備・商品製品など）には加入できません。

※地震共済金額1,000万円加入の場合の特約掛金（1年間）

地震共済金のお支払方法

住家物件
（住宅部分がある場合）

非住家物件
（住宅部分がない場合）

耐火構造

530円

780円

非耐火構造

890円

1,290円

特約掛金表（地震共済金額100万円あたり/1年間）

24時間365日の事故受付で、事故の解決までしっかり・丁寧に
サポートします。

車両を10台以上所有・使用される方は、一般のフリート契約【包括方式】
のほか、共済独自のフリート契約【個別方式】を選択できます。
【個別方式】では、事故車両のみ等級ダウンとなり、無事故の車は等級
アップで共済掛金が安くなります。

※2021年9月30日共済始期契約までの割引率。割引は損害率等により1年ごとに見直され、変動することがあります。

地震危険補償特約とは

火災共済・自動車共済の代理所

火災共済の共同元受共済組合・自動車共済の共済代理所●お問い合わせは

兵庫県印刷工業組合
火災共済の共同元受共済組合

全日本火災共済協同組合連合会
自動車共済の元受共済組合

西日本自動車共済協同組合TEL.078-371-3857

ひょうご共済 検索

15%OFF

安心・充実の
事故対応!

選べる
フリート契約!

団体割引による
お得な掛金!

自動車共済

火災共済 地震危険補償特約

しっかり補償&きっちり節約を実現します!
事業リスクの補償は大きく! 負担は小さく!

一度お見積りしてみませんか？
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暑中お見舞い申し上げます

tawaraseihonsho@gmail.com

〒651-0071  神戸市中央区筒井町1-3-4
TEL（078）221-2130
FAX（078）221-2140

和佳製本工業株式会社

代表取締役　越 智  光 裕

E-mail:kobe-sugawa@sound.ocn.ne.jp 神戸市兵庫区水木通6丁目4-7
　電話神戸（078）575-0944
　F  A  X（078）575-0944

 

福　井　隆　司
福　井　大　輔

〒674-0093　明石市二見町南二見17-17
TEL（078）943-2415
FAX（078）943-2551

 有限会社　にっしん製本所

取締役　緋　田　義　彦

代表取締役　安藝　和行
本 社 〒538-0044  大阪市鶴見区放出東1-7-13 

ＴＥＬ 06-6961-0101  ＦＡＸ 06-6961-0303
http://www.miyakoink.co.jp/

 

原 田 邦 夫代表取締役
社　　　長

〒672－8048　姫路市飾磨区三宅3丁目27
ＴＥＬ079-243－1155
ＦＡＸ079-243－1156

白鷺印刷株式会社

𠮷 田　賢 司

〒670-0801 姫路市仁豊野453の3
　　　　　　TEL（079）264-3440㈹
　　　　　　FAX（079）264-3445

和紙・洋紙・紙製品卸

株式会社　長　 谷　 川

〒652-0816
神戸市兵庫区永沢町2-5高架79号
T E L　３３５－６１３３㈹
F A X　９４５－９８２２

〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-35
　　　 　TEL（078）575-8001
　　　 　FAX（078）575-8005

代表取締役　山　根　一　宏

〒577－００65 大阪府東大阪市高井田中1-4-10

大阪支店

TEL 06ー4308ー8860
FAX 06ー4308ー8870

〒658-0024  神戸市東灘区魚崎浜町27-21
電 話（078）431-3981㈹
FAX（078）452-0592　

三和印刷株式会社
取締役社長   面  山  政  暉
取　締　役   黒  田  　  勇

永井産業株式会社
印刷紙・包装紙・板紙・和紙

創業 享和元年（1801）  

〒652-0884 神戸市兵庫区和田山通1-2-25
神戸市ものづくり工場D棟516㈱大成バインダリー内
　　　　　　TEL（078）954-5633
　　　　　　FAX（078）682-0303

兵庫県製本工業組合
理事長　　蔵　本　卓　也

役員一同
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㈱成文社

永井産業㈱

釜谷紙業㈱

ニシムラ洋紙㈱ ㈱長谷川

㈱光陽社
神戸支店

㈱サンヨー

㈱上田洋紙店

㈱シミズ

（五十音順）

兵庫県洋紙商組合

暑中お見舞い申し上げます
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削りカスが出ない

お問い合せは

★エコスクラッチの特長

アイデアを活かした営業展開を応援します

“エコス
クラッチ

印刷”

ご注文
承ります

。

E C O  S C R A T C H
エコスクラッチは交友印刷㈱の登録商標です。

●10円硬貨でこするだけで文字や絵が現れ、削りカスが出ません。
●オフセット印刷で、小ロットでも手軽に作成できます。
●ご注文から短納期で納品でき、低価格です。
●植物油を使用したベジタブルオイルインキで印刷するので、環境に優しい商品です。
●スクラッチ部分の形は自由にデザイン可能です。

〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目4-5●https://www.koyu-p.com
TEL.078-303-0088／FAX.078-303-1320／E-mail : info@koyu-p.co.jp
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デュプロ株式会社 神戸支店
〒652-0804 神戸市兵庫区塚本通 4-3-14　TEL 078-579-3800
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専　門 長巻輪転印刷機からシートカット

〠658-0083 神戸市東灘区魚崎中町２丁目１番４号
電話神戸（078）4 5 2‐1 5 4 4 ㈹ 

カーボン印刷
帳 票 類 印 刷｝
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〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目1番9号 大和地所南森町ビル4F3B号室
mobile:090-2538-7284 / TEL:06-4397-3300 / FAX:06-4397-3400
E-mail: kagawakousuke@kagawa-cpa.com

公認会計士・税理士・行政書士　香川 浩祐

認定経営革新等支援機関
会計・税務のことなら会計会計会 務税税務

アシストパートナー経営会計事務所アシストパートナー経営会計事務所

T&K  TOKAは、

「豊かな感性」と「柔軟な発想・思考」で製造された高品質な印刷インキを通し、

皆様と共により良い印刷の創造をめざします。

大阪支店　大阪府東大阪市高井田中1-4-10　〒577-0065
TEL 06-4308-8860
FAX 06-4308-8870

情報をデザインする紙製品のトータルサプライヤー

名刺用紙
私製ハガキ
招待状カード
各種封筒
婚礼用席順カード・席札
カレンダー

賞状・株券
のし紙・荷札
領収書用紙
各種メニュー
辞令用紙

CORPORATION

キングコーポレーション
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人から人へ　心を伝える　ハート 紙製品

営業品目

訃 報
石 原  守氏（中央支部）

（㈱桜商会　代表取締役社長）

去る6月4日ご逝去されました。
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2月6日
2月12日
2月15日
2月24日
2月26日

3月3日
3月5日

3月10日

3月11日

3月25日
4月6日

4月7日
4月9日
4月15日
4月16日
4月19日
4月22日

4月26日
5月18日
5月25日

5月28日
6月7日
6月25日

6月29日

7月1日
7月2日

7月5日

7月7日
7月8日

7月12日
7月16日
7月19日

7月21日

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

全国青年印
刷人協議会

全国協議会
（オンライ

ン会議）

二役会議開
催（於：兵庫

県印刷会館
）

全印工連教
育研修委員

会（オンライ
ン会議）

官公需対策
委員会開催

（於：兵庫
県印刷会館

）

近畿地区印
刷協議会全

体会議（オ
ンライン会

議）

近畿地区印
刷協議会理

事長会（オ
ンライン会

議）

近畿地区印
刷協議会経

営革新マー
ケティング

委員会（オ
ンライン会

議）

近畿地区印
刷協議会組

織共済委員
会（オンライ

ン会議）

近畿地区印
刷協議会環

境労務委員
会（オンライ

ン会議）

近畿地区印
刷協議会教

育研修委員
会（オンライ

ン会議）

近畿地区印
刷協議会官

公需対策委
員会（オンラ

イン会議）

3月期定例
理事会開催

（於：ラッセ
ホール）

営業見える
化セミナー

開催（於：ラ
ッセホール

）

全印工連常
任役員会（

於：KKRホテ
ル東京）

教育研修委
員会開催（

於：兵庫県
印刷会館）

官公需対策
委員会開催

（於：兵庫
県印刷会館

）

環境労務委
員会開催（

於：兵庫県
印刷会館）

経営革新マ
ーケティン

グ委員会開
催（於：姫路

友好クラブ
）

二役会議開
催（於：兵庫

県印刷会館
）

印刷機オペ
レーター座

談会開催（
於：商工印

刷㈱）

令和2年度
決算監査開

催（於：兵庫
県印刷会館

）

全印工連常
任役員会・

理事会（於：
KKRホテル

東京）

全印政連勉
強会（於：K

KRホテル東
京）

4月期定例
理事会開催

（於：ラッセ
ホール）

令和3年度
通常総会開

催（於：兵庫
県印刷会館

）

全印工連常
任役員会（

オンライン
会議）

全印工連通
常総会（書

面決議）

全印工連教
育研修委員

会（オンライ
ン会議）

青楠会総会
開催（於：兵

庫県印刷会
館）

近畿地区印
刷協議会総

会・理事長
会（於：ホテ

ルボストン
プラザ草津

）

兵庫県工業
高校学校長

会（於：兵庫
工業高等学

校）

近畿地区印
刷協議会組

織共済委員
会（オンライ

ン会議）

近畿地区印
刷協議会環

境労務委員
会（オンライ

ン会議）

二役会開催
（於：兵庫

県印刷会館
）

近畿地区印
刷協議会教

育研修委員
会（オンライ

ン会議）

近畿地区印
刷協議会経

営革新マー
ケティング

委員会（オ
ンライン会

議）

近畿地区印
刷協議会官

公需対策委
員会（オンラ

イン会議）

青楠会例会
開催（於：兵

庫県印刷会
館）

関よしひろ
氏政経セミ

ナー（於：A
NAクラウン

プラザホテ
ル神戸）

教育研修委
員会開催（

於：兵庫県
印刷会館）

経営革新マ
ーケティン

グ委員会開
催（於：兵庫

県印刷会館
）

官公需対策
委員会開催

（於：兵庫
県印刷会館

）

二役会開催
（於：兵庫

県印刷会館
）

印刷機オペ
レーター座

談会開催（
於：船場印

刷㈱）

7月期定例
理事会開催

（於：兵庫
県民会館）

SDGｓセミ
ナー開催（

於：兵庫県
民会館）

全印工連常
任役員会（

於：ホテルイ
ンターコン

チネンタル
東京ベイ）

組
合
日
誌

図らずも巻頭言と編集後記を執筆することとなってしまいました。せっかくなので、会報誌リニューアルにあたっての没タイ

トルをご紹介したいと思います。題して「ざんねんなタイトル事典」です。『SUTTENDER（刷ってんだぁ）』『SUTTORU QUE?

（刷っとるけ？）』『slow(刷ろう)』『Inserts（インサーツ）』⇒今思えば“印刷”にこだわり過ぎていたかもしれません…。

『THAT’S HyoGO!!』の“HyoGO!!”は実は“Here we go”の音に似ていることから選ばれました。

これからの時代、答えは無限大。さあ行こう！ 兵庫。

兵庫県印刷工業組合 理事長／武部 健也
神戸市中央区下山手通5-5-16  TEL.078-371-3857・FAX.078-351-4422

●本誌・組合ホームページについてのご意見・ご要望は▶FAX.078-351-4422／E-mai l:info@hyoinko.or.jp （組織共済委員会まで）

〈組織共済委員長 杉本浩康 記〉

発行人 交友印刷株式会社印刷所令和3年8月・夏号/No.407

編
集
後
記
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●印刷機オペレーター座談会（4/16）

青楠会活動報告

アンケート結果
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資材対策委員会レポート
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