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2 いんさつ兵庫



　新年あけましておめでとうございます。
　令和3年、新しい年が始まりました。皆様方には、健やかな新年を迎えられたこととお慶
び申し上げます。
　また、日頃より兵庫県印刷工業組合の運営並びに事業活動にご理解とご協力を賜り、
心より感謝申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染拡大により、世界経済は大きな打撃を受けました。
もちろん日本も例外ではなく、昨年の4月〜6月期のGDPは、前期比（1月〜3月期）年率28.8％
減と大幅なマイナス成長に沈みました。我々印刷業界でも多くの方が実感されているよう
にいまだ回復途上の状況です。
　一方、昨年5月に船出をいたしました現執行部は、就任当初より取り組みたいテーマや
事業について幾度も協議を重ねてまいりましたが、感染拡大の中、計画していた組合事業
を中止や延期、あるいは規模の縮小を余儀なくされ大変残念な思いをいたしました。しかし、
そのような中にあっても、感染防止に十分な対策を講じつつ経済を回すべく可能な限り事
業を推進してまいりました。「職場と笑い」をテーマにしたコミュニケーション講座や紙断
裁業務従事者特別教育の開催、及び組合員への情報提供充実のために組合ホームページの
リニューアルに取り組みました。更には、昨年新たに6社に加入していただいたことは、
コロナ禍の中にあって一番の朗報で、新組合員に対し感謝申し上げますと同時に歓迎の意
を表したいと思います。
　また、この度の新型コロナウイルス感染症問題は、私たちに働き方の改革を促しました。
今回は、主としてテレワークやZOOM会議、セミナー配信といったICTを駆使した改革で
すが、少子高齢化社会がますます進む我が国では、生産性向上や労働力確保のためにも有
効な対策といえます。これを機会に、働き方改革や業務の見直しに取り組み、「禍を転じて
福となす」ことができればと考えます。兵庫県印刷工業組合は、これらを推進するため、印刷
会館のICT環境を整備するとともにWeb会議システムを取り揃えました。組合員の方々に
ご活用いただければ幸いです。
　本年の夏には、1年延期となったオリンピック・パラリンピックの東京大会が開催され
る予定です。それまでに新型コロナウイルス感染症が収束し、盛大な大会となるよう願う
ばかりです。
　兵庫県印刷工業組合におきましては、全理事一致団結し意義深い組合事業に引き続き全
力で取り組んでまいりますのでご期待ください。
　結びに、本年も兵庫県印刷工業組合へのご支援をお願い申し上げますとともに、皆様方
にとって明るく素晴らしい一年になることを祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせてい
ただきます。

年　頭　所　感

兵庫県印刷工業組合

理事長 武 部　健 也

巻 頭 言
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年 頭 所 感

兵庫県知事　井 戸　 敏 三

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は、新型コロナウイルスとの戦いの年でした。しかし、未だ終息にはほど遠い状況です。

　一方、コロナ禍は社会を変革する契機ともなりました。県民とともにこの危機を乗り越え、地

域創生やデジタル化に力強く取り組み、ポストコロナ社会を先導する活力あふれる兵庫をめざし

ます。令和3年は本格的に歩みを進める年とします。

　第1は、新型コロナ対策の充実。自宅療養ゼロを堅持しつつ、入院病床や宿泊療養施設を十分に

確保します。マスク着用の徹底、検温の実施、外出抑制、感染リスクの高い施設の利用を控える

など、家庭、職場、施設へウイルスを持ち込まない地道な取組が何より大切です。一人ひとりの

行動が大切な家族や友人、仲間の命を守ることにつながります。是非、ご協力をお願いします。

　第2は、兵庫の元気回復。経済の下支えを図りつつ、スタートアップ拠点を活用した起業・創

業の支援、新たなサプライチェーンの構築を後押しします。兵庫と東京を専用回線で結び、情報

ネットワークにより東京圏からの企業誘致も促進します。農林水産業のスマート化も急務です。

“都市部から地方へ”の潮流を捉え、兵庫への呼び込みを図ります。

　第3は、安全安心の基盤強化。コロナ禍でも自然災害は待ってくれません。地震・風水害に備え

る安全な県土づくりを進めます。県民が安心して暮らせる福祉の充実も強化します。

　第4は、ポストコロナも見据えた兵庫の未来づくり。「2030年の展望」を具体化する取組を進め

るとともに、2050年頃を目標年次とする新ビジョンの策定に向けた検討を加速させます。

　我々は、戦災、様々な自然災害など、幾度もの危機を乗り越えてきました。阪神・淡路大震災

もそうでした。

　再び、県民の叡智を結集して、兵庫の新時代をともに築き上げるため、挑戦していこうではあ

りませんか。

コロナ禍を  乗り越えていく  県民の  ひたむきな歩み  夢をめざして

危機を乗り越え、
ポストコロナの新時代に挑む
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年 頭 所 感 年 頭 所 感

新年に寄せて

神戸市長　久 元　 喜 造

　新しい年を迎えるにあたり謹んでご挨拶を申し上げます。
　兵庫県印刷工業組合の皆様におかれましては、昭和33年4月の組合設立以来、長年にわたり兵庫
県下の印刷業界の振興に取り組まれ、地域経済の発展にご尽力いただいておりますことに、心より
感謝申し上げます。これからも皆様とともに、地域経済の発展を目指してまいりたいと存じます。
　阪神・淡路大震災から四半世紀という時が過ぎ、この間に復興や財政再建を最優先に取り組ん
だ結果、神戸市の財政対応力は着実に回復してきました。近年は、大阪湾岸道路西伸部の着工、
都心部やウォーターフロントエリアの再開発、北神急行電鉄の市営化による運賃引き下げ、各駅
の拠点性向上など、将来を見据えた街づくりを進めてまいりました。
　そのような折、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が起こりました。未曽有の感染症の出現
により、我が国を含め世界中の風景は一変しましたが、同時に、ウイルスの出現前にあった課題
は依然として存在し続けています。現役世代人口の減少、超高齢社会、東京一極集中などへの対
応のあり方を、withコロナ時代、さらにその先のポスト・コロナ時代の到来を見据えながら考え
ていかなければなりません。
　withコロナ時代において、まずは高密度至上主義とも言えるような働き方や暮らし方を見直す
ことが求められます。神戸は、市街地から至近の場所に拡がる六甲山や里山地域、穏やかな瀬戸
内海に面した海といった豊かな自然環境に恵まれています。その地理的特徴を最大限に活かし、
地域のビジネス・居住環境を向上させ、全国からの移住・定住を進めるなど、バランスのとれた
街づくりを進めていきます。
　そして、令和の時代に間違いなく進化するテクノロジーを積極的に取り入れながら、誰もが子
育てしたい、学びたい、働きたい、住み続けたい街として選ばれるよう、子育て・教育施策とと
もに「まちの質」「くらしの質」を重視した施策の強化を図り、神戸を見違える街へと変革してま
いります。
　過去の歴史に学びながら、新型コロナウイルスへの感染拡大防止対策と市民生活・経済活動の
維持・回復の両立に取り組んでまいりますので、神戸市政に対し、ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　末筆ではございますが、本年が皆様にとって素晴らしい一年となりますことをお祈りいたします。
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年 頭 所 感

新年のご挨拶

全日本印刷工業組合連合会

会　長　滝 澤　光 正

　新年、明けましておめでとうございます。
　旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げますとともに、本年も
一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
　また、昨年10月、初めてのリモート開催となりました「全印工連オンラインフォーラム2020」では、
全国の多数の方々にご視聴いただき、全印工連事業をより一層ご理解賜り、併せて、将来の業界
発展に向けての課題や方向性を共有し、確認することができました。これもひとえに、全国の印
刷工業組合の役員、組合員、関連業界の皆様のご理解とご協力の賜物と深く感謝を申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大という大きな嵐に見舞われ、日本はもとより全
世界の社会経済にリーマンショック時以上の深刻な影響がもたらされました。様々な場面におい
て大きな変化を余儀なくされ、働き方が変わり、産業の立ち位置や姿が変わりました。また、政
治やマスメディアなどの日々の風向きにも惑わされ、それに一喜一憂し、「真実」や「本質」を見
極めることの難しさを改めて痛感した年でした。
　このような状況の中、全印工連では、ブランドスローガンとして「Happy Industry〜人々の
暮らしを彩り幸せを創る印刷産業〜」を掲げ、DX（デジタルトランスフォーメーション）や「幸
せな働き方改革」を中心とする各種事業を着実に進め、全国の組合員企業の1社1社がHappiness 
Companyを目指すプロセスを発信し続けてきました。特にDXの推進にあたりましては、プロ
ジェクトチームを新たに立ち上げ、印刷産業全体の生産性向上と高付加価値のサービス提供産業
への転換に向けた大きな一歩を踏み出しました。本年も引き続き、各側面からの経営支援を目的
とする全印工連の各種事業を積極的に推進することにより、「Happy Industry」へと向かう道を
迷うことなく進んでまいりたいと考えております。
　新型コロナウイルス感染症拡大の終息にはまだ多くの時間を要すると思われますが、本年は、
産業として、組合として、企業として、この時期だから出来ることを組合員の皆様と共に考え、
実行し、この未曾有の環境の中で「新しい印刷産業」のしなやかさと強さ、そして持続的発展を実
現するポテンシャルを証明する年にしてまいりたいと考えています。
　2021年が皆様にとって明るく希望に満ちた素晴らしい一年となりますよう心から祈念いたしま
して、年頭のご挨拶といたします。
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年 頭 所 感 年 頭 所 感

年 頭 所 感

近畿地区印刷協議会

会　長　武 部　健 也

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は近畿地区印刷協議会の活動に格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　近畿地区印刷協議会会長を拝命してからの半年間、新型コロナウイルス感染症の拡大という難
局に直面し、近畿地区印刷協議会定時総会の書面議決をはじめとして全ての分科会はオンライン
会議での実施となり、予定していた活動が大きく制限される事態となってしまいました。
　しかしながら印刷業界の先人方も様々な世の中のニーズの変化、技術の急速な発展進歩により、
取り巻く環境が大きく変化する中で、業態変革を迫られることも多くあったに違いありません。
そのような中でも、知恵を出し合い、切磋琢磨しながら印刷業界を発展させてこられた先人方の
ご苦労に思いを馳せるとき、現在我々が置かれている状況が必ずしも突出して困難なものではな
いとも感じます。歯止めのかからない少子化、グローバリゼーションの速く激しい波など社会構
造の大きな変化の上、この度の新型コロナウイルス感染症は確かに難局と言えるものですが、
これらのことを新しい価値を創造したり新しい取り組みに着手する好機と捉え、印刷業界の未来
を明るいものにするために前向きに事業を進めていくことこそが現在の我々の使命だと確信して
おります。
　現在、全印工連では滝澤会長を中心にブランドスローガン「Happy Industry人々の暮らしを彩り
幸せを創る印刷産業」を基本に、印刷産業の構造改善の一環として生産性向上のためのDX（デジタ
ルトランスフォーメーション）導入の推進を図ると同時に、共済事業や特別ライセンスプログラム
などの共同購入事業、各種認証制度など、それぞれの企業価値向上に資する事業を行っています。
　近畿地区印刷協議会では、こうした全印工連の取り組みを各府県工組の会員企業にお伝えし、
その活動を支援することを第一として、さらには各工組の代表各位が親睦を深め、有意義な情報
交換ができる場としての役割を果たせるよう、微力ながら今年一年、活動の活性化のために邁進
してまいる所存でございます。
　結びにあたりまして、本年も近畿地区印刷協議会の活動への変わらぬご支援ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げますと共に、皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、年頭のご挨
拶とさせていただきます。
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年 頭 所 感

年 頭 所 感

兵庫県製本工業組合

理事長　蔵 本　 卓 也

　新年明けましておめでとうございます。

　令和3年の新春を迎え、謹んでお喜び申しあげます。

　旧年中は兵庫県製本工業組合の諸事業に対して、日頃から一方ならぬご支援・ご協力を賜り、

年頭に当たり厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年の春より新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、世界経済は大幅に落ち

込み、現在も感染が拡大し厳しい状況が続いています。

　そして先行きもワクチンや治療薬の普及時期等が不透明なことから、景気回復の見通しは立っ

ておりません。

　しかし我々印刷業界は少子高齢化、人口減少、デジタル化により紙媒体の減少で需要は減り続

けております。

　この先印刷業界が生き残っていくには、このピンチを発想の転換でチャンスにしていかなけれ

ばいけないと感じております。

　我々印刷業界が新たなステージの印刷業界を作る為、印刷組合と製本組合が「多様性と連携」

を基本にスタートを切る一年になればと思っております。

　今年こそはコロナウイルスが終息し東京オリンピックが開かれ、スポーツ・経済面から盛り上

がり、良い一年になる事を期待したいと思います。

　最後に本年が皆様にとりまして、豊かで明るく発展的な年となる様、祈念申し上げ新年の御挨

拶と致します。
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年 頭 所 感 年 頭 所 感

年頭のご挨拶

兵庫県洋紙商組合

会　長　永 井　 敬 裕

　新春を迎え謹んでお慶び申し上げます。

　組合員の皆様には輝かしい希望に満ちた新年を迎えられたことと存じます。

　昨年一年間を振り返りますと、海外では米国大統領選においてトランプ大統領が敗北し本年度

からバイデン新大統領が誕生いたします。また、11月にはニューヨーク株式市場でダウ平均株価

（30種）の終値が史上初めて3万ドルの大台を突破しました。

　一方、日本国内においては8月に安倍首相が持病悪化を理由に辞意を表明し、9月に菅首相が誕

生いたしました。また、6月にはスパコン計算速度で「富岳」が世界一を奪回いたしました。

　紙パルプ業界におきましては、業界全体の取り組みとしてSDGｓ（Sustainable Development 

Goals 持続可能な開発目標）に対応すべく、製紙メーカー・代理店・卸商の協力の下、紙物流に

おける働き方改革・ホワイト物流を推進し、三位一体のサプライチェーン構築を推し進めており

ます。現状、コロナ禍において紙印刷媒体の需要は大変厳しいものがありますが、昨年度延期に

なった2020東京オリンピック・パラリンピックの開催、また関西におきまして2025年国際博覧会

（万博）の大阪開催に向けて発展することを願っております。

　紙卸業の全国組織である日本洋紙板紙卸商業組合員各社では昨年度から新型コロナウイルス感

染症（COVID-19）が蔓延したことにより紙の使用量が激減し、今後とも生き残りが非常に厳しく

なると思われますが、紙業界に携わる一員として、これまで培ってきた知識と経験を十分に発揮

し、この難局を乗り切っていきたいと考えております。今後とも『印刷業界の繁栄なくして紙パ

産業の発展なし』を合言葉に貴組合との一層強力な礎を確立いたしたく努力してゆく所存です。

　紙販売を通じ貴業界の発展に寄与するとともに、組合員の皆様には従来にも増したご指導ご支

援をお願い申し上げます。また組合員企業の益々のご隆昌をご祈念いたしまして新年のご挨拶と

いたします。
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削りカスが出ない

交友印刷株式会社 〒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

お問い合せは

★削りカスが出ないスクラッチの特長
●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。
●受注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。

アイデアを生かした営業展開を応援します

神戸市中央区港島南町5丁目4 5●https://www.koyu-p.com

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

ッチ印
刷”

 受注承
ります。
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　令和3年1月6日に開催を予定しておりました「兵庫県印刷人新年互

礼会」につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、

経済活動の活性化を図るという上部団体である全日本印刷工業組合連

合会の方針に従い、早期に中止という決定をせず、最後の最後まで実

施可能な方法を模索し準備を進めてまいりましたが、状況を総合的に

判断し、断腸の思いで中止させていただきました。

　開催に対する判断が二転三転し、皆さまに大変なご迷惑をお掛け

いたしましたことをお詫び申し上げるとともに、このような不測の事

態下で経済活動を活性化させるために我々印刷業界ができることを、今もなお考え続けている

ことをご理解いただきますよう切にお願い申し上げます。

　なお、組合ではこのような状況下にあり、コロナ感染対策に万全を

期して、生田神社拝殿内での新年繁栄祈願祭を二役常任理事ならびに

青楠会役員のみで行い、コロナの早期収束ならびに組合員各社の繁栄を

祈願いたしました。また、厄除開運神符（お札）を拝受し、組合員各社に

配布しました。

新年繁栄祈願祭
兵庫県印刷人新年互礼会 開催新年繁栄祈願祭 開催

令和3年1月6日㈬
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内容 （1枚に案件1件をお書きください）

官公需取引に関する情報・相談内容を下記により送付いたします。

官公需取引相談窓口の設置について

記

組合員 各位 令和2年11月吉日

官公需取引に関する情報・相談について

　官公需対策委員会では、官公需取引の円滑な推進を図るため、官公需取引相談窓口を11月に設置いたしました。

官公需取引でお困りの点、お気づきになった問題点や疑問点があれば、相談窓口までご連絡ください。組合員の

皆様方には、11月末頃に下記文書によりFAX送信いたしましたが、再度お知らせ申し上げます。

　日頃は組合運営にご協力賜りまして誠にありがとうございます。

　さて、官公需対策委員会では、官公需取引の円滑な推進を図るため、官公需取引相談窓口を設置いたします。

　相談窓口設置の役割には、官公需取引でお困りの点、お気づきになった問題点や疑問点について情報収集

する業務とお困りの点について解決へのお手伝いをする相談業務の二つがあります。

　つきましては、国・県・県内市町との取引でお困りの点や問題点、疑問点について、情報提供又は相談されたい

ことがありましたら、下記により組合事務局へご連絡をお願い申し上げます。

　ただし、相談につきましては、緊急性や必要性がある場合を除き、当分の間、兵庫県と神戸市の次に示した範囲

の官公庁等とし、その他の官公庁は情報提供として受け付けます。

　委員会と事務局の体制が整い次第、順次国や他市町へ広げる予定といたします。

　なお、これらの情報や相談の内容に関しましては、ご提供いただいた方の意向を尊重し、慎重に取り扱いますので、

ご協力をお願い申し上げます。

官公需対策委員会からのお知らせ

官公庁名 部署名

《ご担当者名》

《組合員企業名》

兵庫県印刷工業組合  官公需対策委員会  行 FAX（078）351-4422
メール送信先▶info@hyoinko.or.jp

《TEL》

令和　　　年　　　月　　　日

該当案件に〇印を　　　　　・情報提供　　　　　・相　談

事案発生時期

内容（具体的にご記入ください。）

兵 庫 県 印 刷 工 業 組 合

理事長／武部 健也
官公需対策委員会委員長／安岡 重明

❶受付期間

❷送 付 先

❸送付方法

❹内　　容

随時
兵庫県印刷工業組合事務局
FAX又は電子メールにて送信下さい。●FAX：078-351-4422 ●メール：info@hyoinko.or.jp
下記項目を記載した内容をFAX又はメールで送付してください。なお、別添の様式をご利用又は
参考にしてください。
①組合員企業名　②ご担当者名　③案件ごとに下記項目をご記入ください
•官公庁名　•担当部署名　•「情報提供案件」または「相談案件」
•内容（発生した時期、問題点や疑問点の内容、希望する解決方法等）具体的に

※相談業務の官公需取引範囲（当分の間）
1．兵庫県本庁　2．県民局・県民センター　3．行政委員会事務局（兵庫県警他7事務局）
4．地方機関・施設（兵庫県道路公社他42団体）

※相談業務の官公需取引範囲（当分の間）
1．神戸市本庁　2．神戸市各区役所　3．外郭団体（神戸市民文化振興財団他29団体）
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内容 （1枚に案件1件をお書きください）

官公需取引に関する情報・相談内容を下記により送付いたします。

官公需取引相談窓口の設置について

記

組合員 各位 令和2年11月吉日

官公需取引に関する情報・相談について

　官公需対策委員会では、官公需取引の円滑な推進を図るため、官公需取引相談窓口を11月に設置いたしました。

官公需取引でお困りの点、お気づきになった問題点や疑問点があれば、相談窓口までご連絡ください。組合員の

皆様方には、11月末頃に下記文書によりFAX送信いたしましたが、再度お知らせ申し上げます。

　日頃は組合運営にご協力賜りまして誠にありがとうございます。

　さて、官公需対策委員会では、官公需取引の円滑な推進を図るため、官公需取引相談窓口を設置いたします。

　相談窓口設置の役割には、官公需取引でお困りの点、お気づきになった問題点や疑問点について情報収集

する業務とお困りの点について解決へのお手伝いをする相談業務の二つがあります。

　つきましては、国・県・県内市町との取引でお困りの点や問題点、疑問点について、情報提供又は相談されたい

ことがありましたら、下記により組合事務局へご連絡をお願い申し上げます。

　ただし、相談につきましては、緊急性や必要性がある場合を除き、当分の間、兵庫県と神戸市の次に示した範囲

の官公庁等とし、その他の官公庁は情報提供として受け付けます。

　委員会と事務局の体制が整い次第、順次国や他市町へ広げる予定といたします。

　なお、これらの情報や相談の内容に関しましては、ご提供いただいた方の意向を尊重し、慎重に取り扱いますので、

ご協力をお願い申し上げます。

官公需対策委員会からのお知らせ

官公庁名 部署名

《ご担当者名》

《組合員企業名》

兵庫県印刷工業組合  官公需対策委員会  行 FAX（078）351-4422
メール送信先▶info@hyoinko.or.jp

《TEL》

令和　　　年　　　月　　　日

該当案件に〇印を　　　　　・情報提供　　　　　・相　談

事案発生時期

内容（具体的にご記入ください。）

兵 庫 県 印 刷 工 業 組 合

理事長／武部 健也
官公需対策委員会委員長／安岡 重明

❶受付期間

❷送 付 先

❸送付方法

❹内　　容

随時
兵庫県印刷工業組合事務局
FAX又は電子メールにて送信下さい。●FAX：078-351-4422 ●メール：info@hyoinko.or.jp
下記項目を記載した内容をFAX又はメールで送付してください。なお、別添の様式をご利用又は
参考にしてください。
①組合員企業名　②ご担当者名　③案件ごとに下記項目をご記入ください
•官公庁名　•担当部署名　•「情報提供案件」または「相談案件」
•内容（発生した時期、問題点や疑問点の内容、希望する解決方法等）具体的に

※相談業務の官公需取引範囲（当分の間）
1．兵庫県本庁　2．県民局・県民センター　3．行政委員会事務局（兵庫県警他7事務局）
4．地方機関・施設（兵庫県道路公社他42団体）

※相談業務の官公需取引範囲（当分の間）
1．神戸市本庁　2．神戸市各区役所　3．外郭団体（神戸市民文化振興財団他29団体）
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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
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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

　世界的な潮流である持続可能な社会の実現に向け、印刷業界においても、印刷基材や印刷インキなど材料全般に
おいて、環境対応を意識した製品に対する需要が年々増えてきています。なかでも、CO2排出量削減や、脱石化資
源の視点から注目度の高まっている、バイオマス（再生可能な植物由来成分）を活用した各種材料への需要は、印刷
発注企業を中心に大きな流れとなって来ました。
　東洋インキグループは、業界にさきがけ、さまざまな印刷用途に対応するバイオマスインキを開発、提供してまい
りました。バイオマスインキは、原料の植物が成長過程における光合成によりCO2を吸収するため、廃棄の際に燃焼
したとしても全体としては地球温暖化の原因となるCO2量が増加しない「カーボンニュートラル」の考え方に基づいて
います。そのため従来のインキと比較してCO2を削減することができます。
　当社の提供するバイオマスインキは、全て一般社団法人日本有機資源協会が定めるバイオマスマーク商品の認定
を受けています。当社バイオマスインキを使用すれば、最終製品上にバイオマスマークおよびバイオマス度を表示す
ることが出来るため、環境に優しい製品であることを消費者に向けて訴求できます。こうした当社の取組みを評価
いただき、2017年には「第7回バイオマス製品普及推進功績賞」（日本バイオマス製品推進協議会主催）、2018年には

「第27回地球環境大賞 環境大臣賞」（フジサンケイグループ主催）等を受賞しております。本ページ末尾に当社バイオ
マスインキの一覧を掲示しましたので、そちらも参照ください。
　最後になりますが、東洋インキグループは今後も、みなさま一人一人の地球環境への取り組みをバイオマス製品群
で応援してまいります。組合員の皆さまには従来にも増してご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

東洋インキSCホールディングス株式会社 グループ応報室
担当部長　高 田　知 之

◆東洋インキグループのバイオマスインキ一覧（主にオフセット用途）

分野 印刷方式 タイプ 主な用途 品　　名 認定番号

商業印刷 オフセット印刷

枚葉インキ カタログ
チラシ
雑誌など

TOYO KING NEX®
（NV）シリーズ 100013

TOYO KING NEX®
PL-Dシリーズ 180082

オフ輪インキ WEB DRY®
レオエックス シリーズ 100014

UVインキ 省エネ薄紙 FLASH DRY®
LPC BIOシリーズ 180062

パッケージ
印刷

UVオフセット印刷

紙器・薄紙 FLASH DRY®
カルトンBIOシリーズ 180032

紙器トップコート
（インラインコーター）

FLASH DRY®
クリアーコートBIOシリーズ 190004

添加剤
（レジューサー）

FLASH DRY®
レジューサー AP 190065

UVレタープレス シール・ラベル FLASH DRY®
MP BIOシリーズ 190005

UVフレキソ シール・ラベル FLASH DRY®
FL BIO各色MPシリーズ 190062

UVドライオフセット
（曲面印刷）

カップ用
（PP, PET）

FLASH DRY®
C BIOシリーズ 190006

カップ用
（PS）

FLASH DRY®
C BIO PSシリーズ 190063

カップ用
（カップ麺）

FLASH DRY®
DB BIOシリーズ 190148

カップ用
（ヨーグルト）

FLASH DRY®
C BIO Rシリーズ 190064

チューブ用 FLASH DRY®
C TU BIOシリーズ 190248

※その他のバイオマス製品群はこちらからご覧いただけます。
https://www.toyoink.jp/ja/solution/biomass/#list

バイオマスインキの現状

資材対策委員会レポート
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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

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｝

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

16 いんさつ兵庫



社会貢献型自動販売機を設置
　組合では、社会貢献の一環として、公益社団
法人ひょうご被害者支援センターが取り組まれ
ている犯罪被害者支援事業に賛同し、兵庫県印
刷会館に標記自販機を設置しました。
　本事業は、売り上げの一部が寄付され、犯罪
被害者支援に役立てられます。
　12月4日（金）に運用開始式が挙行され、武部
理事長が出席のセレモニーでは、記者発表、除
幕式等が行われ、ひょうご被害者支援センターの
井関理事長より組合に感謝状が贈呈されました。

（2020年12月9日㈬　神戸新聞）
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明けましておめでとうございます

〒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

S C R A T C H

交友印刷株式会社
〒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

〒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

ダイヤミック（株）大阪支社

〒５53-００07 大阪市福島区大開4-3-45
TEL.０６-６468-7901
FAX.０６-６468-7902

三菱製紙グループ

大阪支社長　松　本　孝　昭
執行役員

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
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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102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

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
大阪支社

大阪支社長　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
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〒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
代表取締役 

 米  谷  和  彦

有限会社  高木印刷所
代表取締役  髙  木  克  彦

神戸市灘区岩屋中町3丁目1番4号
TEL（078）871-0551㈹
FAX(078)871-0554　

田中印刷出版株式会社

代表取締役社長　田 中 民 郎

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
クリーンフィックス発売元

長期抗ウイルス

〒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
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〒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 〒651-0847 神戸市兵庫区切戸町8-12
　　　　TEL（078）682-2888
　　　　FAX（078）682-2887

有限会社 黒田製本所
 

代表取締役　黒　田　正　弘
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）  
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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

〒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

〒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

〒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

兵庫青年印刷人「青楠会」
会 長　水 落 　 翔

会員一同

せいなんかい

受 賞 の 報 告

〈兵庫県功労者表彰〉
　丸山　恵右氏（丸山印刷㈱ 代表取締役社長）
　　兵庫県知事より、産業振興功労者として表彰されました。

〈全国中小企業団体中央会 組合功労者表彰〉
　水落　充氏（兵庫県印刷工業組合 常任理事・㈱甲南堂 代表取締役社長）
　　兵庫県中小企業団体中央会常務理事職での産業振興への貢献により表彰されました。

〈兵庫県職業能力開発協会 職業能力開発表彰〉
　藪野　弘晃氏（兵庫県印刷工業組合 技能検定委員・福田印刷工業㈱ 神戸製造管理部 課長）
　　永年にわたる技能検定業務への尽力により感謝状を贈呈されました。
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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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行事ニュース行 行事ニュースス

DTP学科試験対策セミナー開催

　教育研修委員会（石坪浩一委員長）では、技
能検定DTP作業学科試験の対策セミナーを開
催した。
　当日は、過去の学科試験問題の解説テキストを
使用し、受検者の試験対策をサポートしました。
◎開催日：12月19日(土)
◎会　場：兵庫県印刷会館
◎講　師：有賀 誠氏（東京工芸大学 非常勤講師）
◎受講者数：3社・3名

「 紙 断 裁 業 務 従 事 者 」特 別 教 育 実 施

JP2020・ICTと印刷展 バス見学会開催

　教育研修委員会（石坪浩一委員長）では、労働安全
衛生法第59条3項の定めによる標記特別教育を、㈱勝田
製作所のご協力を得て、去る10月28日㈬、KONANDO 
Laboにおいて開催した。（受講者数：5社・8名）
　当日は、梶　耕平氏（㈱勝田製作所 技術部 設計課
次長）より、法令順守に主眼を置き、紙断裁機作業者
安全テキストを基に、断裁機の構造と安全装置、断裁
作業時の安全、作業前点検、関係法令、断裁技術等に
ついて実習を交えて解説して頂き、受講者5社8名には
修了証が発行された。

　経営革新マーケティング委員会（藤塚謙次郎
委員長）では、インテックス大阪で開催された
標記印刷展の見学会を11月20日㈮に貸切バス1
台（姫路→神戸発）を利用して実施した。（参加
者数：6社・17名）

※特別教育実施に際し、㈱甲南堂に会場提供
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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行事ニュース行 行事ニュースス

コミュニケーション講座（神戸会場）開催

　組合では、11月11日（水）、神戸ポートピアホ
テルにおいて、標記講座を開催した。（受講者
数：33社48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」－のテーマでご講義いただ
いた。
〈講座の内容・効果〉
　砂川氏が独自で活動されている「体験新喜劇」
の要素も取り入れながら、笑いが届ける影響と
効果について学んだ。当日は、砂川氏以外に吉
本興業の女性新人漫才コンビ「ペガサス」がア
シスタントとして出演された。
　「体験新喜劇」とは、舞台経験のない方でもよ
り簡単に楽しく演じてもらうこと。
　漫才・コント・落語は才能だが、喜劇は「チー
ムワーク」と「思いやり」である。チームワーク
とは、みんなを楽しませて協力すること。それ
により、自分が一人で舞台をやったわけではな
く「みんなで楽しいことをやれた」「みんなの力
で笑いをとれた」「ひとつの舞台をやり遂げた」
という気持ちになる。
　見て笑う「笑い」から自ら生み出す「笑い」へ。
　体験新喜劇をすることにより、その人の「面
白いところ（魅力）」を見つけよう、引き出そう。
どんな人にも他人を楽しませる魅力がある。
　「ノリとツッコミ」とは、ノリを大切にした
やさしさである。本来のノリツッコミは、あえ
て間違ったことをやったり言ったりして、すぐ

にツッコミを入れるが、私は、あえてすぐに
ツッコミを入れることなく少しノッテ（合わせ
て）あげてから、ツッコミを入れる。間違った
ことに対して、すぐにその間違いを正さず、間
違いを共有することで、やさしさが生まれると
信じる。
　続いて、1グループ5人による体験新喜劇を2
グループで行った。筋書きは、ラーメン店での
主人と客、そこに借金取りが現れる筋書きで、
5分程度の打ち合わせで開演となるもので、出
演者のアドリブが重要となる。
　この体験後、参加者の多くは次の感想を述べ
られた。
　⃝仲間意識の芽生え
　⃝自己肯定の認識
　⃝積極性を養う
　⃝好きなことへの達成感
　⃝他者への気づき・思いやり
※姫路会場での開催を2月18日（木）に予定して
おります。

体験新喜劇2グループ体験新喜劇1グループ

砂川一茂氏
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理事会報告

⃝ 11月期定例理事会 ⃝

［日　時］令和2年11月11日㈬　13時00分〜14時30分
［場　所］神戸ポートピアホテル「和楽」
［出席者］（理事18名・監事3名・委任状出席7名）
　武部健也、藤塚謙次郞、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、兵田好雄、田中民郎、
髙本周治、中村　実、福多雅英、藤尾計太、
稲葉達也、越智光裕、黒田　勇、高木克彦、
吉岡正城

［経　過］定刻に至り、司会の杉本副理事長よ
り、出席が定足数（31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）兵庫県印刷人新年互礼会の開催について
　　杉本副理事長より、三密を避けたコロナ対

策として、会場を神戸ポートピアホテルに変
更して行う新年互礼会の開催順序等の説明が
あり、異議なく承認された。

［報告事項］
（（1）9月末経理状況について
　　杉本副理事長より、上半期収支状況につい

ての説明があった後、吉岡監事より、適正で
ある旨の監査報告が行われた。

（2）令和2年度決算見込みについて
　　杉本副理事長より、2,092千円の欠損見込み

であるが、未払金約2,500千円を今期に雑収入

として利益に繰り入
れることによって欠
損の埋め合わせが可
能である旨の説明が
行われた。

（3）各委員会事業の推
進について

　　委員会事業の進歩状況について、各担当委
員長等から報告された。

（4）組合オンライン環境設備について
　　武部理事長より、コロナ禍への対応策の一

環として、組合ICT環境設備を推進し、ノー
トパソコン・ビデオカメラ・スピーカー・プ
ロジェクター等の機器を準備し、組合のWeb
会議やセミナー配信、支部活動への機器の貸
出しを行う。また印刷会館4F会議室のWi-Fi
環境も整備できたので利用が促された。

（5）組合ホームページの刷新について
　　武部理事長より、組合ホームページをリ

ニューアルした旨の報告があった。
（6）印刷会館のテナント募集について
　　杉本副理事長より、印刷会館4階空き室の

テナント募集について報告があった。
（7）脱退申出組合員について
　杉本副理事長より、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〉
　　岩見印刷㈱（但馬支部）
　　中村印刷㈱（灘支部）

（8）その他
　　杉本副理事長より、年末年始の印刷会館休

館日を12月29日（火）〜1月4日（月）とする報
告があった。

　　石坪副理事長より、全印工連教育研修委員
会事業の動画放映が行われた。

以上で全ての議事を終了し、理事会を終えた。
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■ 印刷所／交友印刷株式会社

令和3年
1月号

（No.406）

900
［発効日］令和２年10月1日 ※産業によって、特定（産業別）最低賃金が定められているものがあります。

900円
最低賃金に関するお問い合わせは兵庫労働局または最寄りの労働基準監督署へ

［発効日］令和２年10月1日 ※産業によって、特定（産業別）

最低賃金
時
間
額

確認しましょう！

最低賃金
兵庫県

　新型コロナウイルスが日本で初確認されてか
らおよそ1年が経つ。地震、豪雨、疫病…、未曾有の
災害に直面する度に私たちを取り巻く環境が大
きく変化することを、これまで散々身をもって体
験してきた。そして、その変化に合わせて自らを
変えることで今日まで継続している会社は多い。
確かに変化に合わせることは生き残るために重
要だが、自らの意思で、自らの力で変化を生み出
せた方がもっといい。1社では生み出せない変化も

10社、100社、1,000社と集まれば可能になるかも
しれない。現在のコロナ禍は、いつまで続くのか、
どのように変化していくのか分からない。だから
こそ、積極的に組合を利用・活用して世の中を自
分たちの手で変えていこう！
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-mail：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〉

11・５　二役会議開催（於：兵庫県印刷会館）
11・11　11月期定例理事会開催
 （於：神戸ポートピアホテル）
　　　　コミュニケーション講座開催
 （於：神戸ポートピアホテル）
11・12　兵庫県共済協同組合代理所研修会
 （オンライン研修）
11・19　全印工連常任役員会・理事会
 （於：ホテル グランドアーク半蔵門）
　　　　全印政連勉強会・交流会
 （於：ホテル グランドアーク半蔵門）
11・20　JP2020・ITCと印刷展バス見学会開催
 （姫路⇔神戸⇔インテックス大阪）
　　　　全印工連教育研修委員会（オンライン参加）
12・４　近畿地区印刷協議会事務局連絡会議
 （オンライン会議）
 社会貢献型自動販売機運用開始式
 （於：兵庫県印刷会館）

12・10　近畿地区印刷協議会教育研修委員会
 （オンライン会議）
12・11　兵庫県職業能力開発促進大会
 （於：ザ マーカススクェア神戸）
12・16　二役会議開催（於：兵庫県印刷会館）
12・19　DTP技能検定学科試験対策セミナー開催
 （於：兵庫県印刷会館）
12・28　事務局仕事納め
１・５　事務局仕事始め
１・６　新年繁栄祈願祭開催（於：生田神社拝殿）
　　　　拡大二役常任理事会開催
 （於：兵庫県印刷会館）
１・28　全印工連教育研修委員会（オンライン参加）
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