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この度、二期目となる兵庫県印刷工業組合理事長を拝命いたしました
武部健也です。
私には大変荷の重い職責を再び担うこととなりましたが、印刷業界に育
てられた者として業界の発展に微力ながら全力を尽くし続けてまいります。
しかしながら浅学非才のうえ、組合活動歴も短いため皆様のご支援と
ご協力がなければこの大役を務めることはできません。皆様の絶大なるご協力を衷心よりお願い申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は、国内外における人々 の暮らしや企業の事業活動に深刻な影響を及ぼした
ことは事実ですが、同時に得られた知見も多かったように思われます。我々印刷業界が取り組んできた情報
伝達手段のデジタル化は決して間違いではありませんでしたが、その本質にもっと着目すべきであったと思い
知らされたはずです。
つまり、情報の発信者・受信者の環境や情報の内容によってはデジタル化された情報では伝わり切らないもの
もあるということです。オンライン化を余儀なくされた授業や会議は人やモノの移動を伴わないことによって安
全で便利なものとされてきましたが、学びの深さや相互理解の確実さには大いに疑問の残るものとなりました。
我々情報発信のお手伝いをする業界としては情報の本質をさらに深く考慮し、社会に向けて提案する必要
性を再認識し、新たな価値創造に邁進していかなければならないと感じています。
また、我々印刷業界においては、一昨年年初からの印刷用紙の大幅値上げ、原材料価格や物流費の高騰
などで経営体力を削がれていたところへロシアのウクライナ侵攻によりさらに諸資材の高騰、エネルギー価格
の高騰により業界のみならず世界全般に暗雲が垂れ込めております。
このような厳しい状況下でスタートした新年度事業において、本年度通常総会でご承認いただいた通り、
「組織強化への取り組み」・「SDGs普及推進への取り組み」・「兵庫青年印刷人―青楠会―への支援」を
組合事業の3本柱として取り組みます。
そして組合員限定で閲覧できるホームページ上に組合員各社の設備保有状況の検索システムを構築し、組合
員同士の協業をサポートすることに注力しています。
組合設立理念である「共創」「共助」の実現のため全理事協力のもと事業を展開してまいりますので大いに
ご期待ください。
組合員の皆様が参加されてこその組合であり、ご参加いただいた中でメリットを享受していただけるものと
確信しております。このような厳しい状況下であればあるほど、印刷工業組合の必要性と重要性は高まって
いるのではないでしょうか。
これからも組合員の皆様にとりまして、存在価値のある組合事業を運営できるよう全力で取り組む所存です。
先人の皆様方がこれまで取り組んでこられた変革をさらに前に進め、組合運営の活性化に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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いては、近畿地区他工組との協力体制のもと事業に取り組む。
紙断裁業務従事者特別教育については、参加希望者の動向も
見極め実施する。

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む。
また、環境・労務・福利厚生諸事業の展開も図る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●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
経済状況や社会状況が刻々と変化する時代にあって、組合組織
も変化するチャンスと前向きにとらえ、特に組合・青楠会への新
規加入活動に全体を巻き込んで注力する。
そして、組合の基盤である支部活動の強化・活性化を図るべく、
各支部独自の懇親を含めた活動にも積極的に支援・協力を行っ
たり、支部再編を検討したりするとともに、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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●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
リニューアルした組合機関誌「THAT’S HyoGO!!」をさらに活
性化すべく、委員会メンバー主体の編集・発行に切り替える。
機関誌の発行とホームページの更新で魅力ある組合活動を対
内・対外に発信し、新規加入活動の強力なツールとしても活用
する。

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。

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、全印工連との連携を強化し、DX推進プロジェクトの周知
に努める。

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、昨年度実施したオペレーター座談会の継続と、職種を変
更した座談会の実施を検討する。

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、従来
から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今期も実施する。
また、DTP作業技能検定試験（国家検定）ならびに学科試験対策
セミナー、印刷営業技能認定試験ならびに印刷営業講座につ

令和4年度 事業計画

■ 新役員体制決まる
兵庫県印刷工業組合の令和4年度通常総会が、去る5月17日㈫15時より、神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル「瑞天の間」において、83名（本人出席38名・委任状出席45名）の組合員
が出席して開催された。議事に先立ち、議長に大倉俊昭氏（但馬支部）が選出され、3年度
事業報告、新年度事業方針及び予算・決算の審議に移り、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。2年任期の役員改選については、指名推薦により、
理事・監事を選任し、16時20分に閉会した。次いで総会後の新理事会で二役・常任理事を
選出し、各委員会構成委員の委嘱を行った。（4頁・5頁名簿参照）
また、会場を移し、コロナウイルス感染防止対策に万全を期して交流会が行われ、永年勤続
優良従業員表彰式、武部理事長より新二役・常任理事の発表・開会挨拶があり、引き続き、
兵庫県議会議員 戸井田祐輔様、兵庫県産業労働部地域産業立地課課長 大西利政様、
神戸市経済観光局工業課課長 西田淳一様のご祝辞を頂き、近畿地区印刷協議会副会長 
笹原あき彦様のご発声で乾杯が行われ交流がはかられた。

令和3年度事業報告並びに決算承認の件
令和3年度剰余金処分承認の件
令和3年度末出資口数並びに出資金総額承認の件
令和4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4年度における借入金の最高限度承認の件
令和4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
任期満了に伴う役員改選の件

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4年度通常総会を開催 新年度事業スタート

議事
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機関誌の発行とホームページの更新で魅力ある組合活動を対
内・対外に発信し、新規加入活動の強力なツールとしても活用
する。

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。

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、全印工連との連携を強化し、DX推進プロジェクトの周知
に努める。

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、昨年度実施したオペレーター座談会の継続と、職種を変
更した座談会の実施を検討する。

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、従来
から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今期も実施する。
また、DTP作業技能検定試験（国家検定）ならびに学科試験対策
セミナー、印刷営業技能認定試験ならびに印刷営業講座につ

令和4年度 事業計画

■ 新役員体制決まる
兵庫県印刷工業組合の令和4年度通常総会が、去る5月17日㈫15時より、神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル「瑞天の間」において、83名（本人出席38名・委任状出席45名）の組合員
が出席して開催された。議事に先立ち、議長に大倉俊昭氏（但馬支部）が選出され、3年度
事業報告、新年度事業方針及び予算・決算の審議に移り、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。2年任期の役員改選については、指名推薦により、
理事・監事を選任し、16時20分に閉会した。次いで総会後の新理事会で二役・常任理事を
選出し、各委員会構成委員の委嘱を行った。（4頁・5頁名簿参照）
また、会場を移し、コロナウイルス感染防止対策に万全を期して交流会が行われ、永年勤続
優良従業員表彰式、武部理事長より新二役・常任理事の発表・開会挨拶があり、引き続き、
兵庫県議会議員 戸井田祐輔様、兵庫県産業労働部地域産業立地課課長 大西利政様、
神戸市経済観光局工業課課長 西田淳一様のご祝辞を頂き、近畿地区印刷協議会副会長 
笹原あき彦様のご発声で乾杯が行われ交流がはかられた。

令和3年度事業報告並びに決算承認の件
令和3年度剰余金処分承認の件
令和3年度末出資口数並びに出資金総額承認の件
令和4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4年度における借入金の最高限度承認の件
令和4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
任期満了に伴う役員改選の件

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4年度通常総会を開催 新年度事業スタート

議事
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新 役 員 名 簿
（任期：令和4年5月28日から令和6年5月27日）

（敬称略・順不同）

役 職 名 氏　　名 会　　社　　名 役 職 名 氏　　名 会　　社　　名

理 事 長 武部　健也 大和出版印刷㈱ 理 事 小倉　秀一 小倉印刷㈱

副理事長 藤塚謙次郎 船場印刷㈱ 〃 橘　　　謙 ㈱姫路モトヤ

〃 石坪　浩一 ㈱大伸 〃 嵯峨山真史 神戸マッチ㈱

〃 杉本　浩康 交友印刷㈱ 〃 丸毛　　博 丸毛印刷㈱

〃 柳　　有香 共栄印刷㈱ 〃 越智　光裕 和佳製本工業㈱

常任理事 水落　　充 ㈱甲南堂 〃 村井　広浩 ㈲村井製本所

〃 磯田　弘子 共栄印刷㈱

〃 服部　晴明 服部プロセス㈱

〃 須川　真祐 ㈲神戸須川バインダリー

〃 早川　　薫 ㈱北星社

〃 加藤　真吾 商工印刷㈱

〃 佐々木賢司 大和美術印刷㈱ 監 事 黒田　　勇 三和印刷㈱

〃 𠮷川　一生 ㈲ハタヤ 〃 高木　克彦 ㈲高木印刷所

理 事 宗次　健太 KAMIX㈱ 〃 吉岡　正城 ㈲明輝堂印刷所

〃 兵田　好雄 兵田印刷工芸㈱

〃 柏木　　修 ダイコウ印刷㈱

〃 椎名　高久 福田印刷工業㈱

〃 水落　　翔 ㈱甲南堂

〃 髙本　周治 大興印刷㈱

〃 中村　　実 ㈱明光堂

〃 福多　雅英 神戸カムテクノ㈱

〃 宇仁菅　勧 ウニスガ印刷㈱

〃 藤尾　計太 藤尾印刷

〃 前田　君司 ㈱前田精版印刷所

理事30名　　監事3名
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支部長会構成名簿

委員会構成員名簿

令和4年度・令和5年度

令和4年度・令和5年度

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

支部長会

理事長
　武部　健也

副理事長
　藤塚謙次郎
　石坪　浩一
　杉本　浩康
　柳　　有香

・阪神支部：宗次健太　　・東灘支部：萩原祥弘　　・中央支部：磯田弘子

・兵庫支部：中村　実　　・西神戸支部：服部晴明　・東播支部：宇仁菅勧

・姫路支部：藤塚謙次郎　・西播支部：嵯峨山真史　・但馬支部：丸毛　博

・製本支部：越智光裕

・灘支部　　　　　　　　・播磨・淡路支部　　　　・丹波地区

（常設委員会） 委 員 長 副委員長 委　　　　　員

経営革新
マーケティング 藤塚謙次郎

佐々木賢司
早川　　薫

宇仁菅　勧 嵯峨山真史 兵田　好雄 宗次　健太

教 育 研 修 石坪　浩一
服部　晴明
加藤　真吾

柏木　　修 橘　　　謙 中村　　実 村井　広浩

𠮷川　一生

環 境 労 務 柳　　有香
磯田　弘子
須川　真祐

小倉　秀一 福多　雅英 藤尾　計太 丸毛　　博

水落　　翔

組 織 共 済 杉本　浩康
水落　　充
𠮷川　一生

越智　光裕 髙本　周治 前田　君司 椎名　高久

橘　　　謙

監　　　　事 黒田　 勇 高木　克彦 吉岡　正城

〈 特 別 委 員 会 〉 委 員 長 委　　　　員

官公需対策委員会 加藤　真吾 藤塚謙次郎　　早川　 薫

資材対策委員会 藤塚謙次郎 佐々木賢司　　早川　 薫
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1．経営革新支援事業
（1�）DX（デジタルトランスフォーメーション）実装の
推進･事例研究･情報発信
　�　全印工連が推進するDXシステム「DX-PLAT」が�
8月に完成予定。

（2�）MIS（Management�information�System：基幹業務
システム）の導入･活用活性化に向けた啓発･支援展開
　�　DX-PLATの運用にはMISの導入が必須。東京工
組では中小企業向けMISの構築が進められている。
当委員会ではDXの制度設計そのものではなく、MIS
も含めた組合員のデジタル化推進を支援するための
周知･啓発活動を行う。

（3�）事業領域の拡大展開を支援するためのセミナーの
開催･情報発信
　�　DX-PLATなどデジタルの活用を通した事業領域
の拡大事例･成功事例の分析と情報発信を行う。

（4�）「新･勝ち残り合宿ゼミ」（第2期）の開催
　�　会社見学、講演等を通して経営計画を学ぶ。全印工
連では、今後は印刷を核としつつ、周辺への事業領域
拡大を推奨している。水平展開してWEBや動画など
他の媒体に取り組む、或いは制作･編集･デザインな

ど印刷の前段階、紙加工･流通など後段階の領域に進
出することも考えられる。

2．事業承継・事業継続支援事業
　全印工連の事業承継支援センターを活用して欲しい。
運営会社は山田コンサルティンググループ㈱。後継者
が見つからないので買ってくれる会社を探す、新しい
エリアに進出したいので自社と親和性の高い印刷会社
を探す等も可能。全印工連の動画配信サービス「インカ
レ」の中で、「5分間でわかる事業承継･M＆A」シリーズ
が定期的に発信されるので視聴して欲しい。M＆Aは
組合が直接携わることは難しい。引き続き有益な情報
提供に努めたい。

3．マーケティング支援事業
（1）デザイン経営および異業種･同業種セミナーの企画
　�　中小印刷企業が「強み」を得る手法として「デザイ
ン経営」を普及啓発していく。

（2）下請適正化の推進について
　�　日印産連が策定予定の「下請け適正取引の推進に向
けた自主行動計画」を印刷業界に広く周知していく。

近畿地区印刷協議会総会
分科会報告

令和4年度近畿地区印刷協議会総会が、6月10日㈮に奈良県「JWマリオット・ホテル奈良」で
開催され、武部理事長ほか担当役員が出席しました。当日の各分科会報告を掲載します。

1．�厚生労働省「令和4年6月までの雇用調整助成金の特
例措置等について」

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和4年3

月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてき
たが、この特例措置は令和4年9月まで延長され、10月以
降は、「経済財政運営と改革の基本方針2022」に沿って

1 経営革新マーケティング委員会…………………………………………… …藤塚副理事長

2 環境労務委員会… ……………………………………………………………………… …柳副理事長
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見極めながら、8月には見直しがある。内容申請様式、金
額等が変わっていくので、支給申請の都度、厚生労働省
HPより最新様式のダウンロードを行う事。

2．�厚生労働省「パワーハラスメント防止措置」の中小
企業への義務化

　中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措
置が令和4年4月1日から義務化された。職場における
「パワーハラスメント」の定義は、①優越的な関係を背
景とした言動　②業務上必要かつ相当な範囲を超えた
もの　③労働者の就業環境が害されるもの3つの要素
をすべて満たす行為となる。
　「職場におけるパワーハラスメントを防止するため
に講ずべき措置」として、･事業主の方針等の明確化及
び周知啓発　･相談に応じ、適切に対応するために必要
な体制の整備　･職場におけるパワハラに関する事後
の迅速かつ適切な対応　･併せて講ずべき措置　が具
体的な措置となる。中小企業に対して「パワーハラス
メント防止措置」が義務化されたということを理解し、
基本は通常コミュニケーションを図り関係づくりに努
め、労働者を守る。

3．�厚生労働省「36協定で定める時間外労働および休日
労働について留意すべき事項に関する指針」

　2019年4月より36協定で定める時間外労働に、罰則付
きの上限が設けられており、厚生労働省では、時間外労
働および休日労働について留意すべき事項に関して新
たな指針を策定した。36協定に定める時間外労働の上
限は、月45時間･年360時間となり、臨時的な特別な事情
がない限りこれを超えることはできない。

4．「法改正で何が変わるの？長時間労働是正編」
　（社会保険労務士会連合会）
　働き方改革の関連法案の法改正により、年次有給休
暇の時季指定義務、労働時間の把握の実効性確保、時間
外労働の上限規制等がスタートしている。①すべての

従業員が年次有給休暇を5日以上取得している。②年次
有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理
している。③管理職や裁量労働制が適用されている人
を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなど
で把握している。④残業が必要なので36協定を締結、届
け出している。⑤時間外労働は月45時間、年360時間の
範囲内である。
　今一度社内規定を見直し対応をお願いしたいと委員
長よりの報告があった。

5．「中小印刷業モデル就業規則2021」の販売促進
　全印工連では、働き方改革関連法令の施行･改正を受
けて、中小印刷業モデル就業規則改訂版の見直しを行
い、新たに「中小印刷業モデル就業規則2021」を発行し
ている。自社の就業規則の改善や就業規則の無い中小
企業等あれば参考にしていただきたいと依頼した。

6．�「知らなかったでは済まされない働き方改革　労働
法と労働基準法改正セミナー」（令和4年度版）

　環境労務委員会から組合員用として、幸せな働き方
改革へ向けてステップ2～5のセミナーが用意されてい
る。県工組の例会･勉強会のツールとして使っていただ
きたいと依頼した。

７�．環境マネジメントシステム認証・認定制度の普及推進
　SR調達においても、また、SDGsの取り組みを含めて、
環境推進を重視し、企業価値を高めるためにも環境マ
ネジメントシステムに取り組んでいただきたいと依頼。
（1）GP（グリーンプリンティング）認定制度
（2）環境推進工場登録制度
（3）ISO14001取得支援事業（Net�EMS）

8�．日印産連・第21回環境優良工場表彰の応募協力
　印刷産業環境優良表彰については、10月から始まる
が、一次審査に書類提出するよう依頼した。

1．令和3年度組合員加入挙績工組表彰�
　全国組合員規模別一覧表を見ると、宮城工組が2社、
千葉工組が1社増であった。大阪の加入状況は398社で
あり増やしていくことより減少に歯止めをかけること
に注力している状況であると説明された。
　組合員加入挙績工組表彰制度は、1年前と比べて組合
員数が4社以上増加した工組には報奨金50,000円、1～3
社増加した工組には報奨金30,000円が贈呈する制度で
ある。

2．各共済制度の加入状況�
　全印工連の共済制度は、各制度の工組交付金が経済
事業として組合財政に寄与しているので加入促進につ
いては、各工組及び委託保険会社、代理店が連携して

行っていただくよう依頼を行った。
　「生命共済制度」（5月分）�
　全国での現在の契約額は、掛金の収納ベースの数
値となっており、5月現在で加入事業、所数1,218社、加
入者数14,221人、加入契約額は258億600万円となって
いる。加入事業所数は、前年度末と比較すると1％減と
なっています。1社でも多くの組合員企業の加入につい
てご協力願います。
　組合の手数料収入（工組交付金）は、契約額の0.6円
（万円当たり）で計算されるため、今まで（5月分まで）、
3,117,120円（5,195,200万円×0.6円）となっている。
　「設備共済制度」（5月分）
　全国の加入状況は、310社の組合員に加入いただい
ています。そのうちオプションコースの地震災害補償

3 組織共済委員会… …………………………………………………………………… …水落常任理事
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1．�令和3年度技能検定プリプレス職種（DTP作業）合格
者数について

　令和3年度の技能検定プリプレス職種DTP作業は、
20都道府県にて実施され、1級･2級合わせて108名から
受検申請があり、65名が合格しました。
　令和2年度に比べると受検申請者数は3名減少しま
したが、合格者数は13名増加しており、合格率は1級が
79.5％、2級が49.3％でした。

2．�技能検定プリプレス職種（DTP作業）の受検料減額
の継続について

　令和4年度より、技能検定受検料減額制度の対象年齢
が34歳以下から24歳以下へ変更となりました。2022年
4月1日時点で24歳以下（1997年4月2日以降に生まれた

方）の2級受検者は9,000円減額され、実技･学科とも受
検の場合は12,300円に、実技のみ受検の場合は9,200円
となります。

3．�令和4年度印刷営業講座･印刷営業技能審査認定試
験の実施について

　「提案営業･プレゼンテーションの知識」と「マーケ
ティングの知識」の習得に重点を置いた印刷営業講座
と、知識試験では単語の記述式問題の導入、技能試験で
は従来の積算見積課題に加え、提案型営業の課題とし
てマーケティングに関する記述式問題を導入した印刷
営業技能審査認定試験は、2017年のリニューアルから5
年目の令和3年度は2工組において実施されました。令
和4年度は現時点で3工組が実施する予定です。

4 教育研修委員会… ……………………………………………………石坪副理事長・梶原事務局長

コースには36社の加入をいただいています。組合の手
数料収入（工組交付金）は、年間掛金累計額を基に例年
の基準に基づいて計算され、令和4年度決算終了後各工
組へ交付される予定である。
　「医療･がん･介護共済」（4月1日）
　全国の加入状況は、医療補償には188名、がん補償に
は61名の加入、前年同月と比較すると全体で5名の増加
となっている。この制度をスタート時、目標加入者数は
500名、一人でも多くの方の加入をと述べられた。組合
の手数料収入（工組交付金）は、掛金に含まれる運営事
務費（年間1,000円）を全印工連と折半となっており、令
和4年度決算終了後各工組へ交付される予定である。
　「災害補償共済制度」（3月1日現在）について
　全国の加入状況は、「労災補償コース」では、Ⅰタイ
プとⅡタイプ合わせて80社、2,670名の加入、「傷害補償
コース」では、補償金額により3タイプありますが、その
合計が12社となっている。
　組合の手数料収入（工組交付金）は、掛金額の3％（含
む消費税）を全印工連と折半となっており、令和4年度
決算終了後各工組へ交付される予定と説明。
　「経営者退職功労金制度」
　全国の加入状況は掛金収納ベースの数値となり39
社、88名、契約口数251口となっている。この制度は全印
工連共済制度で唯一、積立金制度とし昨今の低金利状
況により全印工連への手数料収入がなく特に加入促進
を行っていない。

3．令和4年度共済キャンペーン重点工組
　各都道府県重点工組は、近畿地区は大阪工組と兵庫
工組と決定している。

4．組合員台帳調査の実施�
　本年度は調査の実施年度になっている。スケジュー
ルとしては8月上旬に組合員企業に配布し、9月末まで
に取りまとめ全印工連提出となっている。前回（令和2
年度）は80.3％と高い提出率を達成したが、地区による

格差があった。今回は100%達成を大目標として、最低
でも前回の提出率を上回ることにより全体の底上げを
図っていただきたい。

5．クラウドバックアップサービスの普及、加入増強
　地震や自然災害時の危機管理は、どの企業にとって
も事業継続の上で必須の事項である。
　まだシステム上のバックアップを行っていない事業
所に対し、その必要性を説き、サービスの普及、加入増
強に繋げて頂くようお願いしたい。令和4年度の数値目
標は、新規加入9社と設定しているが、令和3年度は加入
1社と厳しい状況が続いている。全印工連のホームペー
ジより、30日間の無料トライアルを用意しているので、
こちらをご案内頂き、加入者数増加に向けてご協力を
お願いしたい。

６．安否確認システム「Safetylink24」の周知拡大
　スマートフォンアプリで画像や音声、GPSの位置情
報も含めた回答を簡単･確実に集めることができ、的確
に安否状況の確認を行えるシステムである。また、社員
一人に対して6人までの家族を登録可能で、登録され
ている家族間でお互いの安否が確認できる。スマート
フォンアプリでは家族間でもGPS位置情報が共有でき
るので、災害時のBCP対策として非常に役立つアプリ
である。各工組で周知をお願いしたい。

７．「医療･がん･介護共済制度」の普及、加入増強
　医療･がん共済に、新たに介護共済が加わり、昨年の
7月から制度の補償がスタート。全印工連の介護共済は、
公的介護保険制度要介護2以上の認定を受けた場合、
または、東京海上日動所定の要介護状態（要介護2）と診
断され、その状態が90日を超えて継続した場合に介護
共済金（保険金）を一時金でお支払いする共済（保険）に
なっている。以下のポイントを踏まえ、一人でも多くの
方のご加入のご協力をお願いする。
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　今年度から、従前の対面式に加えて印刷営業講座の
オンライン化対応を開始いたします。コロナ禍での開
催に有益なオンライン講座を、各地区において積極的
にご利用ください。
　実施予定工組は、可能であれば近隣工組からの受講･
受験希望者の受け入れや、他工組から講座の見学希望が
あれば対応していただきますよう、お願いいたします。

4．�教育動画サイト「印カレ～全印工連の学んで得する
TV～」の周知･啓発について

　昨年5月に開設いたしました「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･営業などジャンル別に合計58本の動
画を公開しており、総再生回数は2022年5月31日現在で
4,080回となっております。スマートフォンやタブレッ
トでも視聴でき、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、社員のスキルアップや自己啓発
等にご活用くださいますようお願いいたします。

5．�全印工連特別ライセンスプログラムの周知･普及に
ついて

　2019年12月1日からの新契約以降、「コンプリートプ
ラン」と「単体プラン」の2つに集約され、購入条件もア
プリケーション1個から購入可能となっています。2020
年12月1日からは、コンプリートプランの価格が1,200
円引きの年額81,000円となり、よりお求めやすい価格
設定となりました。
　現契約は2022年11月30日までとなり、12月1日以降は

新たな契約内容がスタートします。引き続き、組合員へ
の全印工連特別ライセンスプログラムの価格優位性や
メリットをPRしていただき、周知･普及に努めていた
だきますようお願いいたします。

6．組合支援セミナーの周知･啓発について
　令和4年度から、富澤委員長が講師を務める「印刷会
社のweb戦略」セミナーを新規に開講いたします。印刷
会社に適したweb戦略とデジタルツールについて説明
するセミナーですので、工組での開催をご検討くださ
いますようお願いいたします。
　また、「技能検定プリプレス職種（DTP作業）学科試
験対策セミナー」と「体験ワークで知る！人事評価制度
の見直しポイントセミナー～構築編～」も継続して開
講いたします。技能検定プリプレス職種（DTP作業）を
実施予定の工組は開催をご検討くださいますようお願
いいたします。

7．JPPS、マイウオッチャーの周知･啓発について
　「日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）」は「プ
ライバシーマーク（Pマーク）」や「情報セキュリティマネ
ジメントシステム（ISMS）」などに比べ、時間･費用･管理
体制等の負担が少なく、取得が容易となっています。ま
た、「アクセスログ監視システム（マイウオッチャー）」
はパソコンやタブレット端末を制御してデータの情報
漏洩を防止し、NASやファイルサーバーのログイン履
歴･操作ログを取得し記録することができるので、周知
･啓発に努めていただきますようお願いいたします。

1．�「官公需における随意契約と一般競争入札に関する
アンケート」集計結果について

　実施期間：2022年4月18日～5月13日
　調査対象：都道府県工組における官公需受注企業（組合員）
　回答社数：138社
（1�）随意契約について250万円未満とは知っていたか。
という設問に知っているとの回答は35％に過ぎな
い。小規模の市町村は130万円未満となる

（2�）かつて随意契約案件が一般入札に変わった案件が
33％増えた
　　金額としては50万円以下が多い。
（3�）ノウハウや技術面において他社にはできない強み
を発揮できる案件でも随契が認められず一般入札
によって過度な競争にさらされ、価格の下落につな
がっているいと感じると答えた企業が75％となって
いる。

（4�）官公需において原材料の急上昇に伴い原価上昇分
の価格転嫁の交渉は8割が行っているとの回答。

（5�）大手･ネット印刷･ブローカー･県外業者等の入札参
加に関するものとして入札参加資格に印刷機の有無
も確認しないような市･町が多い。何のための設備投
資･人材確保かわからない。ブローカであろうが何で

あろうが一緒に「見積もり･入札」に参加させるので
金額がどんどん落ちていく。ダンピングの温床以外
の何物でもない。

（6）ペーパレス･DXに関するものについて
　�　教科書のデジタル化については学力の面、健康（視
力）の面など、多面的に検討するべきだと思う。思考
力や理解力の育成には紙の方がはるかに優れている
と思う。デジタル化を進めた他国の例を研究すべき
である。
　アンケート結果は全印工連から経済産業省･中小企
業省に調達の改善要望としてはたらきかけ→省庁から
通達として出される→会計局･中央会→各行政に行か
ない場合もある
　通達を実行するかしないかは各地域の会計局の取組
み。残念ながら拘束力はない。
　アンケートの結果は議員連盟にも出されているので
紙の値上げ率がなぜ同一なのかとか調べていただける
と思う。
　また、著作権のセミナーの開催も印刷業者だけでな
く官公庁にも案内を出して特に会計局の方や人を集め
て開催してはどうか。

5 官公需対策委員会…………………………………………………………………… …加藤常任理事
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かんべみのり（MBA漫画家・合同会社KAまんが企画代表）
神戸大学法学部卒業 グロービス経営大学院経営研究科卒業・経営学修士
会社員として勤務する傍らイラストレーター業を続ける。グロービス在学中より経営学の学びの漫画図解化に
取り組む。現在、経営学の知見を活かし、企業研修漫画や啓蒙漫画を中心に活動している。著書に「驚くほど
仕事がはかどるITツール活用術（KADOKAWA）」など。兵庫県在住。

ウェブサイト▶https://kambeminori.com/

●中小企業でも義務化！ パワハラ対策とは？

【第2話】『それってパワハラ!?』

昨今、パワハラ（パワーハラスメント）に関するニュースを耳にすることが多くなりました。実際、1/3以上の企業でパワハラが発生しているという
数字もあり、もはや誰にとっても他人事ではありません。しかし、管理職の方からは「最近は少し厳しく言うとパワハラと訴えられそうで困る」という
声も聞こえてきます。
ではそもそもパワハラとは何なのか。2019年のパワハラ防止法の成立により、パワハラが初めて明確に定義されました。その定義によると
●職場において ●優越的な関係を背景とした言動であって ●業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり ●労働者の就業環境が害されるもの
であり、上記すべての要素を満たすものがパワハラに該当します。
そもそも職場では、上司の権限が明確なので、どうしてもハラスメントが起こりやすい土壌があります。昔は愛のムチとして我慢していれば出世
が約束されていたかもしれませんが、経済成長は右肩上がりではなくなり、誰もが管理職になれる時代でもありません。要するに、社会が変わっ
たのです。
男性育休、産後女性の復職率の上昇、高齢人材の再雇用などなど、働く人材のバックグラウンドも多種多様になっています。「～～してはいけ
ない」というパワハラの禁止事項を丸暗記するのは無理があります。上司の方は、部下のことを、上下関係があるとはいえ、立場や人格を尊重し、
パートナーとして考えてみてください。皆でより良い職場を作っていこうという意識を持つことが一番のパワハラ防止になると思います。

それ、マンガで説明します! ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

プロフィール

作：かんべみのり
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株式会社 姫路モトヤ 神戸支社

3年ぶりに姫路モトヤが開催した展示会は

「やわらかあたま展」!?

　神戸市中央区のデザイン・クリエイティブセンター神戸
「KIITO」において、6月8日・9日の2日間、弊社主催による
展示会「PRINTING NAVI 2022」を開催しました。新型コ
ロナの関係で3年ぶりの開催となった今回のテーマは、「やわ
らかあたま展 ～創造しよう! ニューノーマル時代の印刷会社
（?）～」。コロナ禍で社会に大きな変化が起こり、以前とは
同じ姿に戻らないものや、今までとは異なる生活習慣が常識
（ニューノーマル）になってきました。「働き方」や「サービ
ス」等の変化の中で、「ニューノーマル時代の印刷会社」はど
のようなものなのかを考えてみると、私たち自身も「やわら
かあたま」にならないといけないと気づきました。
　3年前までの展示会は機械が並び、その機械の性能を説明して付加価値を説く
展示会でした。コロナ禍で総合展が開けなくなり、個展を続けている中で気づい
たのが、来場される印刷会社の方の視線は機械を通り越して、付加価値の実例に
目を輝かせていました。
　また最近は、弊社が印刷会社様に設備を導入していただく、きっかけとなるの
が補助金です。
　補助金は機械が欲しいだけでは採択は受けられません。事業再構やものづくりという補助金は、持っているノウハ
ウで新たな事業展開を考えることや、革新的なサービスを考えなくてはなりません。そのためには加工機や出力機で
の仕組みが必要となります。補助金も回を重ねるうちに、「賃上げや雇用拡大」「DX推進」「脱炭素」等、様々な重視さ
れるポイントも増えています。
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　であれば、大型の機械はメーカーに行って見ればい
いとなると、会場は従来の神戸サンボーホールにとら
われなくてもいいということで、デザイン・クリエイ
ティブセンター神戸「KIITO」を選択し、各メーカー
を仕切壁で囲って入り難くしていた仕切を取っ払い、
凄くシンプルな会場にしました。

　初めての取組みは不自由な点もありましたが、出展
メーカーや来場者の方には概ね好評でした。
　また、セミナーがどれも満席になるほど好評でした。
　8日午前は㈱デザインヒーロー代表の和田武大氏
が、「どんな状況でも、想像し続けること」をテーマ
に、仕組みや仕掛け、デザインの前後を考えるデザイ
ンのプロセスをお話ししていただき、多くの学生が真
剣に聞かれていました。
　午後は小倉印刷㈱代表取締役の小倉敬司氏。
　「町工場DX（マチコデラック
ス）～小倉のチャレンジ」をテー
マに、町工場の兄ちゃんが取り組
むDX（デジタルトランスフォー
メーション）についてお話をして

いただきました。
　展示会にもブースとして出展していただき、複写
伝票サイトの「e伝票ドットコム」、名入れ封筒やオリ
ジナルデザインの封筒のサイト「e封筒ドットコム」、
シール印刷専門サイト「下町印刷所」と、印刷通販
サービスをアピールされました。
　翌9日の午前は、株式会社ウイズ常務執行役員の老
田歩氏。
　株式会社マノメイドの代表取締役社長でもあり、
PRINT NEXT 2022ではスペシャルアドバイザーを務
められました。テーマは「集客」はたまた「密回避」。
　これからイベントが動き出すにあたり、販売促進と
密の回避という相反することを、人流可視化ソリュー
ションから導く、現代社会の販促戦略について話をし
ていただきました。
　午後は兵庫県印刷工業組合様と
の協賛企画で、㈱大川印刷代表
取締役社長の大川哲郎氏による、
「SDGsは中小企業の成長戦略と
なりうるのか？」。

　中小規模の会社が多い印刷業がどのようにSDGsに
取り組むべきか、印刷会社を軸として何が出来るの
か、実際の大川印刷様の取り組みを通じ、SDGsを活
用して経営課題の解決についてお話ししていただきま
した。
　「やわらかあたま展」の後は、「もっとあたまやわら
かフォロー展」を行っており、会場で展示していた仕
組みや機器のフォローを行っております。

2日間で来場社数180社、来場人数320人。
沢山の方にご来場いただき、ありがとうござました。
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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  国　松　　豊

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104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）
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
代表取締役社長 水　落　　翔

〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目2-18
（愛幸ビル7F）
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

おかおかおかおかげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさげさまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでまで創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年創業70周年ををををを
迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎えましましましましましましましましましましましましましましましましましましましましたたたたたたたたたたたたたた

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

代表取締役社長　岡本　勝弘
日本アグフア・ゲバルト株式会社

■ 中部・近畿支社
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビルB1F 
TEL. 06-6535-8920 FAX 06-6535-8921
http:///www.apogee-users.jp

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
オリジナル環境素材のサプライヤー

脱炭素×SDGｓ

〒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

〒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
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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

取締役 関西支社 支社長

〒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
〒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　　中　井　成　彦

役員一同

〒650-0011 神戸市中央区下山手通5-5-16
Tel078ｰ371ｰ3857（代）･Fax078ｰ351ｰ4422

兵庫県印刷工業組合
理事長　武 部 健 也
　　　　　 役員一同
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行事ニュースEVENTNEWS
HYOGO PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

早春のファミリーいちご狩り開催

環境労務委員会（柳有香委員長）では、組合員企業が本

質的なSDGs・ESG経営を導入することで、未来から愛さ

れる会社となり、持続可能な組織を目指し、実践していける

ように、基礎的理解と全国の中小企業事例を中心に学ぶ

標記セミナーを開催した。

SDGsセミナー・第2弾開催

環境労務委員会（柳有香委員長）では、コロナウイルス

感染防止対策に万全を期して、3年ぶりの『ファミリー

いちご狩り』を、3月20日㈰、二郎の滑浦武志農園にお

いて開催した。

当日は、青空ものぞき、11社・116名の参加者は美味しい

“いちご”をお腹いっぱい楽しまれました。

■開催日／3月3日（木）  
■会　場／兵庫県中央労働センター
■講　師／白井 旬 氏（戦略コンサルタント・職場のSDGs研究所代表）
■内　容／持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営」
●中小企業のSDGs推進ポイント 
●SDGsはこれからの経営における「環境・約束・機能」である 
●教育から見た「ESD」、金融から見た「ESG」 
●「働き方改革」×「SDGs・ESG経営」のサイクル 
●ケーススタディで考える中小企業のSDGs推進 
●持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営とは 
●SDGsプロジェクトの推進ポイント
■受講者数／22社・34名
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行事ニュースEVENTNEWS
HYOGO PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

早春のファミリーいちご狩り開催

環境労務委員会（柳有香委員長）では、組合員企業が本

質的なSDGs・ESG経営を導入することで、未来から愛さ

れる会社となり、持続可能な組織を目指し、実践していける

ように、基礎的理解と全国の中小企業事例を中心に学ぶ

標記セミナーを開催した。

SDGsセミナー・第2弾開催

環境労務委員会（柳有香委員長）では、コロナウイルス

感染防止対策に万全を期して、3年ぶりの『ファミリー

いちご狩り』を、3月20日㈰、二郎の滑浦武志農園にお

いて開催した。

当日は、青空ものぞき、11社・116名の参加者は美味しい

“いちご”をお腹いっぱい楽しまれました。

■開催日／3月3日（木）  
■会　場／兵庫県中央労働センター
■講　師／白井 旬 氏（戦略コンサルタント・職場のSDGs研究所代表）
■内　容／持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営」
●中小企業のSDGs推進ポイント 
●SDGsはこれからの経営における「環境・約束・機能」である 
●教育から見た「ESD」、金融から見た「ESG」 
●「働き方改革」×「SDGs・ESG経営」のサイクル 
●ケーススタディで考える中小企業のSDGs推進 
●持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営とは 
●SDGsプロジェクトの推進ポイント
■受講者数／22社・34名

SDGsセミナー・第3弾開催

組合では、4月25日㈪、ホテル日航姫路において、標記講座

を開催した。（受講者数：25社・42名）

当日は、砂川一茂氏（放送作家）より、『職場と笑い』体験新

喜劇の効能―喜劇と「チームワーク」と「思いやり」―のテー

マで、砂川氏が独自に活動されている「体験新喜劇」の要

素も取り入れながら、笑う事の大切さ、笑いが届ける影響と

効果についてご講義いただき、神戸会場に引き続き特別出

演の女性ピン芸人“ちかこ先生”より、プロのお笑い芸人を

目指した時代の苦労話も交え、有意義な講座となりました。

コミュニケーション講座（姫路会場）開催

永年勤続
優良従業員表彰

環境労務委員会（柳有香委員長）では、6月9日㈭、デザイン・クリエイティブセンター

神戸において、標記セミナーを開催した。（受講者数／42社・60名）

当日は、大川哲郎氏（㈱大川印刷 代表取締役社長）より、「SDGsは、中小企業の

成長戦略となりうるか？」のテーマで、中小規模の会社が

多い印刷業がどのようにSDGsに取り組むべきか、印刷

会社を軸として何が出来るのか、実際の大川印刷様の

取り組みを通じ、SDGsを活用して経営課題を解決する

アプローチを失敗事例も交えながら、分かりやすく解説

していただいた。

永年勤続優良従業員
表彰式開催

環境労務委員会（柳有香委員長）では、

コロナウイルス感染防止対策に万全を期

して、通常総会の交流会席上にて標記表

彰式を開催した。（5月17日㈫・於：神戸メリ

ケンパークオリエンタルホテル）

永年勤続優良従業員表彰には、下記のとおり、20年以上勤続者4社8名・30年以上勤続者に2社2名の申請があり、

当日は、受賞者10名を代表して、伊井浩平氏・渡邊勇生氏（㈱トライス）に武部理事長より表彰状が授与されました。

EVENTNEWS

《30年以上》塩河 伸子（㈱甲南堂）／小川 智士（船場印刷㈱）

《20年以上》伊井 浩平（㈱トライス）／渡邊 勇生（㈱トライス）／折田 忠士（大栄印刷㈱）／永井 寧（船場印刷㈱）
　　　　　  貝藤 滋（船場印刷㈱）／田路 喜久（船場印刷㈱）／中川 知子（船場印刷㈱）／辻 節男（㈲東光印刷）敬称略・順不同

伊井浩平氏（㈱トライス） 渡邊勇生氏（㈱トライス）
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■経過
定刻に至り、司会の杉本副理事長より、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
杉本副理事長より、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

各委員会委員長より、事業の進捗状況についての報告があった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）「働き方改革推進支援助成金事業」実施結果報告について

杉本副委員長より、実施結果報告書にもとづき、事業の総括に

ついて説明され、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）本年度決算見込みについて

杉本副理事長より、令和3年度決算見込みについて、現時点で

213万円の利益を計上する見込みである旨の説明があり、異

議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）令和4年度委員会事業予算案について

武部理事長より、次年度委員会予算について、経営革新マーケ

ティング委員会60万円・教育研修委員会60万円・環境労務委

員会60万円・青楠会40万円を活動費とする提案があり、異議

なく承認された。

（5）通常総会の運営について

杉本副理事長より、当日のスケジュールについて説明があり、

異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（6）常任役員候補者選考委員会からの報告について

磯田選考委員会委員長より、次期常任理事候補者について、次

のとおり推薦することが報告され、次期常任理事候補者8名も

受諾され、理事会の満場一致で承認された。

《次期常任理事候補者》

水落充氏（現常任理事）、磯田弘子氏（現常任理事）、

服部晴明氏（現常任理事）、須川真祐氏（現常任理事）、

早川薫氏（現常任理事）、加藤真吾氏（現常任理事）、

佐々木賢司氏（現常任理事）、𠮷川一生氏（現理事）

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3年度決算（案）について

事務局より、3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、3年度決算については、吉岡監事より正確である旨の監

査報告が行われた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）令和4年度予算（案）について

事務局より、4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4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）通常総会の運営について

事務局より、令和4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、異議なく承認された。

（２）次年度理事等役員候補者について

事務局より、役員候補者名簿にもとづき選出状況が報告された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）教育基金の令和3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》

●高輪印刷㈱［兵庫支部］

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

●日時…令和4年3月3日木（13時00分～13時45分）
●場所…兵庫県中央労働センター『201号室』

出席者（理事18名／監事1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／早川 薫／加藤 真吾／宗次 健太／兵田 好雄／椎名 高久／中村 実／福多 雅英／𠮷川 一生／藤尾 計太
橘 謙／越智 光裕／吉岡 正城

●日時…令和4年4月25日月（14時00分～15時15分）
●場所…ホテル日航姫路『真珠の間』

出席者（理事19名／監事1名／委任状出席8名）武部 健也／藤塚 謙次郎／石坪 浩一／杉本 浩康／柳 有香／水落 充
須川 真祐／早川 薫／加藤 真吾／佐々木 賢司／椎名 高久／水落 翔／髙本 周治／中村 実／福多 雅英／小倉 秀一
橘 謙／稲葉 達也／越智 光裕／吉岡 正城

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、司会の杉本副理事長より、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
杉本副理事長より、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

各委員会委員長より、事業の進捗状況についての報告があった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）「働き方改革推進支援助成金事業」実施結果報告について

杉本副委員長より、実施結果報告書にもとづき、事業の総括に

ついて説明され、異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）本年度決算見込みについて

杉本副理事長より、令和3年度決算見込みについて、現時点で

213万円の利益を計上する見込みである旨の説明があり、異

議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）令和4年度委員会事業予算案について

武部理事長より、次年度委員会予算について、経営革新マーケ

ティング委員会60万円・教育研修委員会60万円・環境労務委

員会60万円・青楠会40万円を活動費とする提案があり、異議

なく承認された。

（5）通常総会の運営について

杉本副理事長より、当日のスケジュールについて説明があり、

異議なく承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（6）常任役員候補者選考委員会からの報告について

磯田選考委員会委員長より、次期常任理事候補者について、次

のとおり推薦することが報告され、次期常任理事候補者8名も

受諾され、理事会の満場一致で承認された。

《次期常任理事候補者》

水落充氏（現常任理事）、磯田弘子氏（現常任理事）、

服部晴明氏（現常任理事）、須川真祐氏（現常任理事）、

早川薫氏（現常任理事）、加藤真吾氏（現常任理事）、

佐々木賢司氏（現常任理事）、𠮷川一生氏（現理事）

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3年度決算（案）について

事務局より、3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、3年度決算については、吉岡監事より正確である旨の監

査報告が行われた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）令和4年度予算（案）について

事務局より、4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4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）通常総会の運営について

事務局より、令和4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、異議なく承認された。

（２）次年度理事等役員候補者について

事務局より、役員候補者名簿にもとづき選出状況が報告された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）教育基金の令和3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》

●高輪印刷㈱［兵庫支部］

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

●日時…令和4年3月3日木（13時00分～13時45分）
●場所…兵庫県中央労働センター『201号室』

出席者（理事18名／監事1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／早川 薫／加藤 真吾／宗次 健太／兵田 好雄／椎名 高久／中村 実／福多 雅英／𠮷川 一生／藤尾 計太
橘 謙／越智 光裕／吉岡 正城

●日時…令和4年4月25日月（14時00分～15時15分）
●場所…ホテル日航姫路『真珠の間』

出席者（理事19名／監事1名／委任状出席8名）武部 健也／藤塚 謙次郎／石坪 浩一／杉本 浩康／柳 有香／水落 充
須川 真祐／早川 薫／加藤 真吾／佐々木 賢司／椎名 高久／水落 翔／髙本 周治／中村 実／福多 雅英／小倉 秀一
橘 謙／稲葉 達也／越智 光裕／吉岡 正城
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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。

■報告事項
（1）令和4年度通常総会の上程議案について

事務局より、令和4年度通常総会議案書にもとづき上程議案が

確認された。

（２）通常総会の運営方法について

事務局より、役員選出の方法等が確認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）新理事会の運営方法について

事務局より、新理事会の運営方法が確認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）交流会の運営方法について

事務局より、永年勤続優良従業員表彰式ならびに交流会の開

催順序が確認された。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

■経過
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、新理事長選出までの仮議長に
杉本理事が指名され、仮議長となって議事に移った。

■協議事項
（１）理事長選任の件
杉本議長より、武部理事を理事長に選任する旨の提案があり、
全会一致で承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）副理事長、常任理事選任の件
武部議長より、副理事長4名、常任理事8名が指名され、全会一
致で承認された。

（３）委員会正副委員長、委員委嘱の件
武部議長より、各委員会委員長ならびに委員が指名され、全会
一致で承認された。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

●日時…令和4年5月17日火（14時30分～14時50分）
●場所…神戸メリケンパークオリエンタルホテル『銀河』

出席者（理事23名／監事3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／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／椎名 高久／中村 実
福多 雅英／𠮷川 一生／藤尾 計太／小倉 秀一／橘 謙／稲葉 達也／越智 光裕／黒田 勇／高木 克彦／吉岡 正城

●日時…令和4年5月17日火（16時30分～16時45分）
●場所…神戸メリケンパークオリエンタルホテル『瑞天』

出席者（理事22名／監事3名／委任状出席8名）宗次 健太／兵田 好雄／柏木 修／椎名 高久／武部 健也／水落 充
磯田 弘子／加藤 真吾／柳 有香／石坪 浩一／杉本 浩康／中村 実／福多 雅英／𠮷川 一生／藤尾 計太／小倉 秀一
佐々木 賢司／橘 謙／藤塚 謙次郎／早川 薫／越智 光裕／須川 真祐／黒田 勇／高木 克彦／吉岡 正城

5月期定例理事会 新理事会

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。

■報告事項
（1）令和4年度通常総会の上程議案について

事務局より、令和4年度通常総会議案書にもとづき上程議案が

確認された。

（２）通常総会の運営方法について

事務局より、役員選出の方法等が確認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）新理事会の運営方法について

事務局より、新理事会の運営方法が確認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）交流会の運営方法について

事務局より、永年勤続優良従業員表彰式ならびに交流会の開

催順序が確認された。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

■経過
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、新理事長選出までの仮議長に
杉本理事が指名され、仮議長となって議事に移った。

■協議事項
（１）理事長選任の件
杉本議長より、武部理事を理事長に選任する旨の提案があり、
全会一致で承認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）副理事長、常任理事選任の件
武部議長より、副理事長4名、常任理事8名が指名され、全会一
致で承認された。

（３）委員会正副委員長、委員委嘱の件
武部議長より、各委員会委員長ならびに委員が指名され、全会
一致で承認された。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。

●日時…令和4年5月17日火（14時30分～14時50分）
●場所…神戸メリケンパークオリエンタルホテル『銀河』

出席者（理事23名／監事3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／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／椎名 高久／中村 実
福多 雅英／𠮷川 一生／藤尾 計太／小倉 秀一／橘 謙／稲葉 達也／越智 光裕／黒田 勇／高木 克彦／吉岡 正城

●日時…令和4年5月17日火（16時30分～16時45分）
●場所…神戸メリケンパークオリエンタルホテル『瑞天』

出席者（理事22名／監事3名／委任状出席8名）宗次 健太／兵田 好雄／柏木 修／椎名 高久／武部 健也／水落 充
磯田 弘子／加藤 真吾／柳 有香／石坪 浩一／杉本 浩康／中村 実／福多 雅英／𠮷川 一生／藤尾 計太／小倉 秀一
佐々木 賢司／橘 謙／藤塚 謙次郎／早川 薫／越智 光裕／須川 真祐／黒田 勇／高木 克彦／吉岡 正城

5月期定例理事会 新理事会

理 事 会 報 告

訃 報

向  由 夫氏（東灘支部）
（㈲向カーボン印刷所　会長）

去る1月20日ご逝去されました。

髙 嶋  晃氏（東灘支部）
（㈱ロータリービジネス　会長）

去る3月6日ご逝去されました。

謹んでご冥福をお祈りいたします
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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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㈱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

27THAT'S HyoGO!!



28 THAT'S HyoGO!!



おかげさまで創業70周年を迎えましたおかげさまで創業70周年を迎えました

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｝

29THAT'S HyoGO!!



〒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
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全印工連教
育研修委員

会、全印工
連官公需対

策協議会・
全国協議会

（オンライ
ン会議）

全国青年印
刷人協議会

全国協議会
（オンライ

ン会議）

二役会開催
（於：兵庫

県印刷会館
）

近畿地区印
刷協議会例

会〈全体会
議・理事長

会〉（オンラ
イン会議）

近協組織共
済委員会（

オンライン
会議） 

近協経営革
新マーケテ

ィング委員
会（オンライ

ン会議）

近協教育研
修委員会（

オンライン
会議）

近協環境労
務委員会（

オンライン
会議）

近協官公需
対策委員会

（オンライ
ン会議）

常任役員候
補者選考委

員会開催（
於：兵庫県

中央労働セ
ンター）

4月期定例
理事会開催

（於：兵庫
県中央労働

センター）

SDGsセミ
ナー開催（

於：兵庫県
中央労働セ

ンター）

ファミリーい
ちご狩り開

催（於：二郎
・滑浦武志

農園）

全印工連常
任役員会・

日紙商懇親
会（於：日本

印刷会館）

参議院議員
片山さつき

懇談会（於：
ANAクラウ

ンプラザホ
テル神戸）

 

二役会開催
（於：兵庫

県印刷会館
）

教育研修委
員会開催（

於：兵庫県
印刷会館）

令和3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・全
印政連総会

（於：日本
印刷会館）

4月期定例
理事会開催

（於：ホテル
日航姫路）

コミュニケ
ーション講

座開催（於：
ホテル日航

姫路）

青楠会総会
開催（於：兵

庫県印刷会
館）

兵庫支部総
会（於：蛇の

目寿司）

姫路支部総
会（於：森富

）

二役会開催
（於：神戸

メリケンパ
ークオリエ

ンタルホテ
ル） 

5月期定例
理事会開催

（於：神戸
メリケンパ

ークオリエ
ンタルホテ

ル）

令和4年度
通常総会開

催（於：神戸
メリケンパ

ークオリエ
ンタルホテ

ル）

新理事会開
催（於：神戸

メリケンパ
ークオリエ

ンタルホテ
ル）

交流会開催
（於：神戸

メリケンパ
ークオリエ

ンタルホテ
ル）

永年勤続優
良従業員表

彰式（於：神
戸メリケン

パークオリ
エンタルホ

テル）

大阪府印刷
工業組合情

報交換会（
於：ハイアッ

トリージェン
シー大阪）

㈱ロータリ
ービジネス

髙嶋晃氏「
お別れの会

」（於：ホテル
ヒューイット

甲子園）

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）

全印工連通
常総会（於：

ホテルイン
ターコンチ

ネンタル東
京ベイ）

中小印刷産
業振興議員

連盟総会（
於：衆議院

第一議員会
館） 

兵庫県職業
能力開発協

会理事会・
総会（於：兵

庫県中央労
働センター

）

全印工連教
育研修委員

会（於：日本
印刷会館）

前期技能検
定事務担当

者会議（於：
兵庫県中央

労働センタ
ー）

環境労務委
員会開催（

於：デザイン
・クリエイテ

ィブセンタ
ー神戸）

経営革新マ
ーケティン

グ委員会開
催（於：デザ

イン・クリエ
イティブセ

ンター神戸
）

資材対策委
員会開催（

於：デザイン
・クリエイテ

ィブセンタ
ー神戸）

官公需対策
委員会開催

（於：デザ
イン・クリエ

イティブセ
ンター神戸

）

SDGsセミ
ナー開催（

於：デザイン
・クリエイテ

ィブセンタ
ー神戸）

近畿地区印
刷協議会総

会（於：JW
マリオット・

ホテル奈良
）

前期技能検
定新任技能

検定委員研
修（於：兵庫

県中央労働
センター） 

兵庫県共済
協同組合総

代会（於：A
NAクラウン

プラザホテ
ル神戸）

兵庫県中小
企業団体中

央会総会（
於：神戸ポ

ートピアホ
テル）

京都府印刷
工業組合創

始130周年
記念式典（

於：ウエステ
ィン都ホテ

ル京都）

組織共済委
員会開催（

於：兵庫県
印刷会館）

神戸市商工
団体総連合

会総会（於：
神戸市産業

振興センタ
ー）

全印工連常
任役員会（

於：日本印
刷会館）

印刷営業座
談会開催（

於：㈱大伸
）

官公需対策
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

県民会館）

7月期定例
理事会開催

（於：兵庫
県民会館）

組
合
日
誌

2月 4 日
2月13日
2月14日
2月18日
2月21日

2月22日

2月24日
3月 3 日

3月20日
3月24日
4月 7 日
4月15日
4月18日
4月19日
4月21日
4月25日
4月25日
4月26日
5月11日
5月13日
5月17日

5月19日
5月23日
5月25日

5月26日

5月27日
5月31日
6月 9 日

6月10日

6月17日
6月21日
6月25日
7月 4 日
7月19日
7月21日
7月27日
7月29日

［発行人］
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）

◎企画／組織共済委員会 ……………………………………………
■委員長
　杉本　浩康［ 交友印刷㈱ ］
■副委員長
　水落　　充［ ㈱甲南堂 ］
𠮷川　一生［ ㈲ハタヤ ］

■委員
　越智　光裕［ 和佳製本工業㈱ ］
　髙本　周治［ 大興印刷㈱ ］
　前田　君司［ 前田精版印刷所㈱ ］
　椎名　高久［ 福田印刷工業㈱ ］
　橘　　　謙［ ㈱姫路モトヤ ］

◎原稿・校正 ………………………
　梶原　　博［ 事務局 ］
　藤田　　進［ 　〃　 ］
　梶原　直子［ 　〃　 ］
◎表紙デザイン…㈲ハタヤ
◎編集……………交友印刷㈱
◎製版／印刷……大興印刷㈱
◎製本……………和佳製本工業㈱

令和4年8月 発行
ザッツ・ひょうご No.409暑中号
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株式会社 甲南堂

伝えたい、を
伝わる
カタチに。

・Creative ・ Planning・DTP production・Photograph・WEB ・Network system

甲南堂はお客様の
「伝えたい」という思いを
受け止め、デザインや
写真撮影、システム開発
などの制作を通じて、
コミュニケーションを
サポートしています。

甲南堂 SEARCH

https://www.konando.com
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