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再生紙・非木材紙、植林木使用紙、�
FSC商品およびECFパルプ製品など、�
常に環境を配慮した提案・提供を�
推進してまいります。�

は�
自然にやさしい紙の流通を目指します。�

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、産業廃棄物管
理票（マニフェスト）の交付者は、毎年６月30日までに、前年度に於
ける交付等の状況報告を県知事（政令で定める市においては市長）に
提出することが義務付けられている。今回、この提出報告書について
愛知県では、提出期限が迫ると多数の事業者から一時期に集中して提
出されるため、報告書の受付、集計などを業者委託とし、書類で提出
する場合は、委託業者へ直接郵送できる措置を講じている。（愛知県
提出分で、政令で定める名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市は除く。
これらの市は、各市廃棄物対策担当課に問い合わせを）�
　【報告対象者】�
　産業廃棄物の収集運搬又は処分を委託する際に、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）を交付した排出事業者、及び、中間処理後の産業廃
棄物を処分するために二次マニフェストを交付した産業廃棄物中間処
理業者が対象となる。　�
　【報告書の作成方法】�
　報告書の洋式、報告書に関するQ＆A等に関しては、下記アドレス
よりダウンロード。�
〈http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/index.html#11〉�
　【コールセンターの設置】�
　報告方法などの問い合わせ先としてコールセンターを開設。コール
センターの電話番号は、0120－007－624（４月から６月の午前９時か
ら午後５時まで。但し、土・日曜日、祭日を除く）�
　【書類で提出の場合】�
　原則として、下記の委託業者宛、報告書を１部郵送。�
　〒450-0002　名古屋市中村区名駅4-5-28近鉄新名古屋ビル17階�
　株式会社ベルシステム24　中部支店産業報告受付係�
　【電子媒体での提出】�
　愛知県ホームページのオンラインシステム欄の「電子申請システム」
を利用し作成した「産業廃棄物管理票交付など状況報告書」のExcel
ファイルを貼付して提出。電子申請システムでの報告先は、管轄する
県民事務所などの廃棄物対策担当課となる。�

　宮本印刷㈱（横浜市港北区樽町4-2-16�
TEL045〈543〉7711）では、印刷物
を消すことができる業務用消しゴム
「マルチリスイレーサーゴールド」
を発売している。�
　この製品は、印刷物、製図、コピー、
書類、ボールペンなどを修正するた
めのエコロジー消しゴム。砂消しゴ
ムと違い、用紙を傷めることがなく、

修正個所を綺麗に消すことができる。
鉛筆型なので細かい部分を消したい
時にもスムーズで、従来の修正液や
修正テープにありがちな、液の出し

すぎや貼り損じなどの失敗がなく、
しかも、乾くのを待ったり、修正個
所の凹凸にペンが引っかかるといっ
たこともない。�
　プラスチックなどの石油製品を使
用していない無公害製品であり、し
かも、何年経っても品質が変わるこ
とがなく使用できる点が大きな特徴
でもある。ナチュラルで長期間使用
可能な同製品を使用することは、地
球温暖化が叫ばれている今日、二酸
化炭素削減対応に非常に有効なこと
でも注目されている。�
　「扱っているところが少ない」「１
本から大量数までフレキシブルに発
注したい」との声に応え、今回、宮
本印刷が正規販売店として、ユーザ
ーニーズに対応していくことになった。�
　同製品の希望小売価格は650円。�

■桜の時期も過ぎ、春の季節を謳歌
している今日この頃ですが、新型イ
ンフルエンザの影響で、とんだとば
っちりを受けている業界もあると聞
きます。不況の嵐とWパンチで踏ん
だり蹴ったりの様子です。■平成21
年度の総代会が開かれました。w井
理事長２年目のスタートです。「健
康な印刷産業」を目指し、理事長以下、
執行部も頑張っております。ご期待
ください。また、組合に対してのご
要望、ご意見がありましたら是非お
聞かせください。今後の組合運営に
参考にさせていただきます。�
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事務局だより�

新製品�

巻頭言�

　昨年の５月の総代会において 理事長をお引
受けして、早くも一年が過ぎました。�
　一生懸命やってきましたが、何せ力不足、皆
様のご期待に添えないこと、お許し頂きたい。�
　私は「健康な印刷業を皆さんと作りましょう。
そのためには売上対経常利益率５％の利益を上
げよう」と、機会あるごとに一年間言い続けて
きました。皆さんは努力していただけたでしょ
うか？折しも世界的な大不況の波もやってきま
したが、とてもとても５％などと言われる方が
多いです。�
　皆さん自社の利益率が本当に何％か、決算書
を見られましたか？そして問題点を考えられま
したか？対策を本当に一生懸命考え、努力され
ましたか？私は少し心配しております。�
　今後５年と言う期間で考えた時、残念ながら
需要に対して 供給過剰は続くでしょう。生き
残る戦いは続くでしょう。�
　業界は組合員と非組合員がいますが絶対に組
合員の方々には、生き残っていただきたい。�
　愛印工では、全印工連と連携を取りながら『業
態変革』に取り組んでおり業態変革するための
実践プランを作り、皆さんへの変革実行の提案

を続けております。�
　マ－ケティング戦略についても、地域マ－ケ
ティングの研究勉強会を企画しています。�
　営業と生産員向けの教育・若年経営者育成の
ための『印刷寺小屋』・健康な印刷会社になる
ための経営者の勉強会・避けては通れない環境
問題・グリ－ンプリンティング等々、数々の健
康になるためのお手伝いを行っています。是非
組合事業に参加をしてください。�
　昨年暮れの組合員アンケ－ト調査の結果も組
合員の30％から回答をいただき、売上は下がっ
た61％、受注単価は下がった37％、材料費は上
がった75％、利益は下がった67％このような結
果が出ています。当然経営は苦しくなった72％
です。�
　このように中小印刷業界は大変な時代の渦の
中にあります。�
　私達は急いで新しいビジネスモデルを作らね
ばなりません。�
　どうしたら社会にお役に立つのか、お客様から
選ばれる会社になれるのか、一緒に勉強していき
ましょう。組合もお役に立つよう一生懸命努力
していきます。ご協力の程お願い申し上げます。�

『なんとしても�
　　売上対経常利益５％をあげ、生き残りを』�

理事長　　井　昭弘�
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　平成21年度通常総代会は、５月20日d午後４時よ
り、名古屋観光ホテルで開催されました。�
　開会にあたり、先日逝去された元理事長で顧問の
共生印刷㈱会長奥村敏雄氏、理事の名鉄局印刷㈱社
長箕浦義人氏に黙祷を行い、ご冥福を祈りました。�
　総代会司会は細井俊男副理事長があたり、木野瀬
吉孝副理事長が開会の辞を述べた後、w井理事長が
挨拶に立ち次のように述べました。�
　「昨年の５月に理事長を引き受けまして、早いも
のでもう１年が経ってしまいました。一生懸命やっ
てきたつもりですが、なにせ力不足です。是非、皆
さん方のご批判とご助言をいただきたいと思います。�
　健康な印刷産業を皆さんと一緒につくろう、その
ためには、売上げ対経常利益率５％を目指す、とい
うことを、機会あるごとに申し上げてまいりました。
１年間言い続けてきました。皆さん方には努力をし
ていただきましたでしょうか－。折りしも、世界ま
たは日本に大不況の波がやってまいりまして、とて
も５％なんて言われても、とおっしゃる方が多くみ

えました。しかし、５％上げていきませんと、今か
らの変化の時代生きていけません。と、重ねて申し
上げてきました。そうしませんと我々の業界も、相
変わらず、苦しい苦しい業界でいなくてはなりませ
ん。１人だけ、２社３社が良くても幸せにはなれな
いと思います。全体がそうした方向に行きませんと、
業界全体は良くなっていきません。皆さん、自社の
経常利益率をみていただけましたでしょうか－、そ
して問題点があれば、その対策または戦略に努力さ
れましたでしょうか－。私は、その点を少し心配し
ております。�
　昨年１年間を振り返ってみますと、中部経済新聞
の１頁広告、これは意見広告ですが、これで皆さん
の値上げがしやすいように応援をさせていただきま
した。この経費は、愛知県印刷産業団体連絡会にお
いて、先輩が残してくれましたお金を使わせていた
だいております。そして、紙の値上げ。メーカーの
一斉値上げについて、メーカーの談合ではないかと、
公正取引委員会へ調査依頼をお願いに伺っておりま
す。こうしたことは、結果的には何ら我々にはメリ
ットがなく、譴責を投げたというぐらいのことで終
わってしまいました。しかし、全印工連を含めて各
県工組においても行動を一緒に行っておりますので、
一石を投じたことには大きな意義があると思います。
それから、セミナーを各委員会の努力で、いろいろ
と行うことができました。�
　あまりにも厳しい状況になってきましたので、組
合員の現状把握のためのアンケートも行いました。
約300社の組合員のうち96社から回答をいただきま
した。企業規模ベースでいきますと３人以下が24％、
５人以下が21％、10人以下が14％、50人以下が14％、
100人以下が14％、100人以上が11％という数字にな
っております。この中で、得意先の状況はどうです

か、という質問に対して、お客様の62.5％が民間企
業です。大変、愛知県はありがたいなと思っており
ます。都道府県の中には官公庁需要が非常に大きな
ウエイトを占めているところがあります。民需が少
ないところは大変です。�
　2008年の秋以降の業績については、69％が苦しく
なっている、と回答していますが、良くなったとい
う会社も３社あります。売上については、下がった
とする会社が59社、上がったとする会社が７社あり
ます。受注単価はどうですか、と聞きますと、ほぼ
変わらないとする会社が55社、下がったする会社が
35社、上がった会社が４社あります。材料費につい
ては、上がったとする会社が72社、仕入れ商品及び
外注費はほぼ変わらず52社、利益について尋ねると、
下がったとする会社が64社、ほぼ変わらずが23社、
上がったとする会社が６社あります。�
　アンケートでは、その他に民間銀行からの融資、
公的機関からの融資、借入れ金利、取引先の支払条
件、資金繰りなどについても尋ねております。また、
従業員の人数、残業時間、一人あたりの給料、一人
あたりの残業代及び手当てについても聞いておりま
す。給料も変わらない、材料費は上がった、売値は
下がった、又は横ばい、経営が良くなるはずがない、
ということになります。更には、設備投資、いま懸
念していること、などについても聞いております。
この調査結果は、皆様の元に届いていると思います。
今一度ご覧になり、参考にしていただきたいと思い
ます。�
　今年度も、各委員会において活発な活動をしてい
ただきました。中央職業能力開発協会から技能検定
について、協力いただいた、ということで表彰をい

ただきました。そして、組合の収入に大いに関係し
ます共済事業におきましても、優秀工組ということ
で、３年連続で全印工連から表彰を受けています。
また、組合の収支決算につきましても余剰をだすこ
とができました。いま一つ危惧している問題は、印
刷会館の耐震問題であります。これを行うには非情
に高額な費用が要りますが、これをどうするかとい
うことがあります。非常に難しい問題を抱えており
ます。皆様ご存知のごとく、今の建物は愛知県印刷
協同組合の持ち物で、我々が借りておりました。昨
年度これを購入いたしました。一つ解決ができまし
たが、今後も、一歩一歩地道な努力を重ね、この問
題の解決に向かうよう努力を傾注してまいります。�
　いずれにしましても、すべて皆様方のご協力とご
理解の賜物と感謝申し上げます」。�

　議事進行に先立ち、 議長選出が行われ、出席の
総代から司会者一任で、安田智雄氏（安田印刷工業
㈱）が選出されました。安田議長から総代成立の確
認がなされ、司会者より、総代定数53名、定足数27
名の規定のもとで、出席者数47名（うち委任状24名）、
により総代会成立が報告され、議案審議に入りまし
た。�
　議事は、第１号議案から第５号議案まで審議され、
いずれも原案通りに可決承認されました。以下、議
事進行に従い、その概要を報告します。�
　第１号議案：平成20年度事業報告及び決算関係書
類（事業報告・収支決算・監査報告）承認の件�
　村瀬専務理事から関係書類について説明が行われ
た後、酒井清満（サカイ印刷㈱）監事が監査報告を
行い、原案通り承認されました。�
　第２号議案：平成21年度事業計画及び収支予算承
認の件�
　事業計画基本方針についてはw井理事長、組織・
共済・労務、官公需については木野瀬副理事長、教
育については岡田邦義教育委員長、マーケティング
については鬼頭則夫マーケティング委員長、更に、
環境，経営革新については細井副理事長からそれぞ
れ説明がありました。その中で、細井副理事長が「ま
だ、具体的ではないが」と前置きし、「環境のデザ
インコンペを愛印工の方で企画し、チャレンジして
いきたい」旨の発言がありました。収支予算につい
て村瀬専務理事が説明を行い、その後審議に入り、�
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それぞれ原案通り承認されました。�
　第３号議案：経費の賦課及び徴収方法の決定の件�
　第４号議案：定款一部変更の件�
　第５号議案：平成21年度常勤役員報酬承認の件�
　以上の議案について、村瀬専務理事から報告があ
り、それぞれ承認されました。�
　以上で議事が終了。小休止の後、総代会後半に移
りました。�

　●経費の賦課及び徴収方法�
　＜賦課金＞�
　①均等割金額は、以下の従業員数の規模区分に
よる。�
　１～５人　1,800円／社・月�
　６～10人　2,250円／社・月�
　11～20人　2,700円／社・月�
　21人以上　3,150円／社・月�
　但し、従業員数は、企業ごとのすべての常勤役
員と常勤従業員の合計とし、組合員台帳報告書及
び就業員異動報告書による。�
　②人頭割金額は、以下の地域区分による。�

　名古屋市内　207円／人・月�
　名古屋市外　171円／人・月�
　③１企業にかかる年間の賦課金総額の上限を45
万円とする。�
　＜賦課方法＞�
　本年度の賦課金金額は、第１四半期は前年度の
賦課方法、第２四半期以降については本賦課方法
による額とする。�
　＜賛助会員＞�
　賛助会員は１会員１か月につき１万円／１口と
する。�
　＜徴収方法＞�
　１年間を第１四半期（４～６月）、第２四半期（７
～９月）、第３四半期（10～12月）、第４四半期（１
～３月）の四つの四半期に区分し、各四半期ごと
の賦課金の納入日は、それぞれの期首月の末日ま
でとする。�

　来賓紹介が行われた後、w井理事長が挨拶にたち、
多数の来賓出席者に感謝を表した後、次のように述
べました。�
　「大変な大不況の状況になっております。我々の
印刷業も昨年来の原材料の高騰による材料費の値上
げなどにより、苦しい状況にあります。しかし、原
材料が下がってきたにもかかわらず、材料は高止ま
りをしています。更に、非常にデジタル化が進んで
きまして、多品種小ロット化、価格競争が激化し、
大変厳しい状況に拍車がかかっております。また、
紙の媒体が他の媒体に移行するというメディアの市
場が変化をしております。印刷業界を取り巻く環境
は非常に厳しいものがあります。そのような中で、
我々愛知県印刷工業組合は、全印工連と連携を取り
ながら、業態変革に取り組んでおります。業態変革
をするための実践プランを作り、組合員の変革への
提案を続けてまいりたいと思っています。紙に色を
付けるだけが印刷業ではありません。従来の印刷だ

けでは7兆円を切ってしまいます。印刷を核にして、
両サイドの付帯サービスを新しく付加価値とするこ
とによって、８兆円、９兆円という産業にすると先が
見えてくるのではないだろうかと考えます。業態変
革実践プランを今年の春からご提案申し上げており
ます。厳しさを打開するためにも、業態変革を真剣
にやっていただかなくてはならない、と思っております。�
　最近、我々の業界では、感性価値創造産業との言
葉が使われております。昨年、経済産業省の援助を
得て、フランス･パリのルーブル美術館で、日本の
印刷展が開かれました。全印工連の青年部の皆さん
が中心になって開いた展示会ですが、非常に反響が
あり、大成功に終わったと聞いております。今年は、
ニューヨークで展示会を行うそうです。�
　この感性価値創造という言葉をよく考えていただ
くと、ひょっとしたら将来の我々の生きるヒントが
ここにあるのではないだろうかと、このように思っ
ております。私も、地域社会に密着しながら印刷業
を営んでおりますから、この感性価値創造という言
葉が、なんとなく引っかかります。どうか皆さんも、
将来の我々の生きるヒントがあるかもしれませんの
で、よくお考えいただきたいと思うわけです。�
　私達は、健康な印刷産業を作ろうとのテーマで取
り組んでおります。そして、売上対経常利益率５％
を目指し頑張っております。５％ありませんと、大
きな変化があったとき生きていけません、というこ
とを申し上げております。自分達のために真剣に取
り組んでいただきたいと思います」。�
　次いで、平成20年度に外部団体から表彰を受けた
委員会の紹介が行われました。中央職業能力開発協
会会長表彰を受けた教育委員会岡田委員長、全日本
印刷工業組合連合会共済キャンペーン優秀工組表彰
を受けた組織・共済・労務委員会猪飼委員長が壇上

に上がり、司会者よりその功績が披露されました。�
　来賓祝辞に移り、始めに、中部経済産業局産業部
サービス産業室長青山一郎氏、次いで、愛知県産業
労働部部長富q賢一氏から祝辞が寄せられました。�
　祝電披露の後、木野瀬副理事長の閉会の挨拶で、
総代会の幕を閉じました。�

　総代会終了後、愛知県印刷協同組合、愛知県印刷
工業組合合同の懇親会が開かれました。懇親会の司
会は、猪飼委員長（組織・共済・労務委員会）が務
め、主催者を代表して白井紘一協同組合理事長とw
井理事長が挨拶。共に、「大変厳しい時ですが、一
致団結し、この難局を乗り越えましょう」と、エー
ルを贈った。乾杯の音頭を塚本久愛知県議会議員が
行った後、懇親の宴に入りました。約１時間半、情
報交換・親睦の輪を広げる中で、細井副理事長の中
締めでお開きとなりました。�
　（編集部：来賓として出席いただき、祝辞をいた
だきました中部経済産業局産業部青山一郎サービス
産業室長、愛知県産業労働部富q賢一部長の挨拶は、
来月号に掲載いたします）�
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■将来へのヒント「感性価値創造産業」�

■情報交換と親睦の場�

来賓を囲み情報交換に華が咲いた懇親会�

中央職業能力開発協会会長賞を受けた教育委員会�
岡田邦義委員長（左）、全日本印刷工業組合連合�
会共済キャンペーンで優秀工組表彰を受けた組織�
・共済・労務委員会猪飼重太郎委員長（右）�



　(1) 基本方針�

　一昨年来、世界経済に悪影響を及ぼすことが懸念され

ていたアメリカにおける「サブプライムローン問題」は、

昨年、アメリカ発の金融危機となって一気に大津波のよ

うに世界中に伝播し、金融危機が実体経済に大きな影響

を与えたままで平成20年度は終了しました。�

　平成21年度の政治・経済上の問題は、この金融危機を

一刻も早く克服し、実体経済を安定させることです。そ

して、広く蔓延した雇用不安を払拭し、安心して暮らせ

る社会を取り戻すことです。�

　しかし、輸出依存度が高いわが国では、製造業が落ち

込むとともに、雇用問題は新年度に入ってからも拡大す

ると言われ、４月１日に日銀が発表した企業短期経済観

測調査によると、業況判断指数は過去最悪であり、景気

低迷は長期化する様相を呈しています。�

　印刷業界を見ると、昨年度の原燃料高騰を理由に値上

がりした印刷用紙価格は原燃料価格の低下にも拘らず高

止まりした状態が続いたままです。更に、デジタル化の

影響を受けて多品種・小ロット化した上に低価格化にも

拍車が掛かっています。�

　他業種の参入や、紙媒体から他媒体への移行の進展など、

印刷業界を取り巻く環境には厳しいものがあります。�

　しかし、印刷は情報伝達産業の一つであるという原点

に立ち返って、きめ細かいニーズに対応して、この厳し

さをチャンスに変えていかなければなりません。そのた

めには、交流・情報交換を通じて、業態変革を進める必

要があります。�

　全印工連では、「業態変革推進プラン」を発表し、第

一ステージ「業態変革ミニマム」、第二ステージ「業態

変革7Keys」、第三ステージ「5Doors」と提案を続けて

きました。そして、昨年秋に鹿児島市で開催された全日

本印刷文化典in鹿児島で「業態変革実践プラン―全印工

連2010計画」をキックオフしました。そのテーマは「実践！

業態変革　ワンストップサービスで収益拡大へ」です。�

　愛知県印刷工業組合では、本年度も引き続きテーマを「健

康な印刷業」とし、「売上対経常利益率５％を目指す」

ことをスローガンとします。組合員にとって魅力ある組

合とし、「交流の場」と「情報の提供」に努めてまいる

所存でございます。安売りをやめて、売上対経常利益率

５％を確保して、健康な印刷業を目指す最大限の努力を

していかなければなりません。それによって、組合員が

組合の魅力を糧にして自分自身の発展と収益拡大に邁進

していただければ幸いです。�

　具体的な行動計画として、①今年度も情報機関誌「あ

いちの印刷」を引き続き発行し、新鮮で広範な情報発信

に努めます。②不況対策に取り組みます。③技術系従業

員の技術力の向上のため技能検定試験に取り組みます。

④従業員・家族合同レクリエーション大会等の福利厚生

事業を行います。⑤組合基盤の安定と強化のために、新

規組合員・賛助会員の加入促進を行い、印刷寺子屋、優

良企業見学会等各種委員会活動を活発化させます。�

　幸せな事業継続を勉強し、皆さんに発信していきたい

と思います。情報産業の担い手として、引き続き皆様方

のご支援・ご協力をお願いいたします。�

�
　(2) 事業�

　(2.1)  組織・共済・労務委員会事業�

　輸出に頼った日本経済の体質の脆さが一挙に私たちの

業界にも影響を及ぼしており、特に愛知県においては、

輸出産業の比率が大きいために、経済環境が厳しいもの

になっています。将来の展望が不透明な中、このような

時にこそ、組織の強化と組合員相互の交流が大切である

と考えております。組織の維持拡大もさることながら、

それぞれの組合員企業が自社の強みを発揮し、適正な収

益確保ができるような企業経営に必要な情報・資料を提

供いたします。また、全印工連事業である全国共通の共

済事業ともども地域に適した共済事業も実施し、組合員

企業各位における福利厚生と共済の充実を図るための支

援を行います。更に、労働関係法規の改正等の周知、従

業員の健康管理等、組合員事業所の福利厚生の向上に関

する事業を行います。�

　Ａ　組織事業�

　①組合パンフレットを活用した新規加入呼び掛けのキ

ャンペーンを行い、組合活性化を推進　②全印工連、そ

の他関係機関や諸団体からの情報の収集と提供　③永年

勤続優良従業員表彰の実施　④支部事業の積極的支援�

⑤「あいちの印刷」の継続発行　⑥組合ホームページに

よる情報提供　⑦各委員の事業推進に関する組合員への

より積極的な広報活動の推進　⑧愛知県印刷産業団体連

絡会及び関係諸団体との緊密な連携のもと新年互礼会等

の実施　⑨会館建物の維持管理等　⑩その他各事業委員

会に属さない事業の実施�

　Ｂ　共済事業�

　①生命共済制度（全日本印刷工業組合連合会共済セン

ター）　②経営者退職功労金制度（全日本印刷工業組合

連合会）　③災害補償共済（全日本印刷工業組合連合会）�

④総合設備共済制度（全日本印刷工業組合連合会）　⑤

医療共済制度（全日本印刷工業組合連合会）　⑥貯蓄共

済保険（大同生命保険㈱）　⑦経営者保険（大同生命保

険㈱）　⑧がん保険（医療サービス㈱）　⑨愛知火災共

済（愛知火災共済協同組合）　⑩中小企業PL保険制度（愛

知県中小企業団体中央会）　⑪個人情報漏えい賠償責任

保険（愛知県中小企業団体中央会）　⑫中小企業共済（愛

知県中小企業共済協同組合）　⑬自動車事故見舞金共済（愛

知火災共済協同組合）　⑭契約福利施設（中日典礼㈱、

東海典礼㈱、㈱一柳葬具總本店）�

　Ｃ　労務事業�

　①従業員・家族合同レクリエーション大会の実施　②鉛・

有機溶剤取扱者健康診断の実施　③労働関係法規、従業

員の福利厚生に関する事項の周知、啓蒙�

　(2.2)  環境委員会事業�

　地球温暖化はいま、人類最大の課題であると考えられ
ます。安全で安心な生活を送る住環境を次の世代へ引き
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●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）�

開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考�
事業・行事 プロモーショナル・マーケター�
 勉強会（全６回）�
第１回６月８日b　　第２回　６月25日e　　�
第３回７月８日d　　第４回　７月30日e　　�
第５回８月10日b　　第６回　９月３日e
参加費一人6,000円　テキスト代一冊2,100円�
（テキストは参加者は一人一冊必須・テキストのみ�
  の申し込みも受け付けます。）�
事業・行事 印刷寺子屋　演題「印刷業の立場�
 での低炭素社会づくりと企業革新�
 への挑戦」�
 講師　藤田 靖氏（プリプレスセンター�
 ㈱ 代表取締役〈札幌市〉）�
ところ 愛知県印刷会館　３階　会議室�
参加費無料  ※問い合わせ、参加申し込みは、事務局へ�
事業・行事 従業員・家族合同レクリエーション大会�
 「平城遷都1300年の奈良・ 薬師寺�
 法話とウオーキング」の旅�
 （日帰りバス旅行）�
参加費　大人1人3,000円　子供1人2,000円�
※座席と昼食が不要な幼児は無料です。※定員200名�

�

６月８日b�
　　～�
９月３日e
19:00�
　～21:00��
�
�
７月３日f
19:00�
　～20:00�
  （予定）�
�
�
�
�
９月27日a

●身近な催し物のお知らせ（関係団体）�

開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考�
事業・行事 中部地区印刷協議会�
 21年度上期会議�
ところ ANAクラウンプラザホテル富山�
詳細調整中�
事業・行事 6日本印刷学会　中部支部�
 新入社員・初級向け印刷技術セミ�
 ナー「印刷技術の進化と対応する�
 人材育成」�
ところ 名古屋大学  野依記念学術交流館�
 ２階　カンファレンスホール�
参加費   会員 1人6,500円   非会員 1人9,000円�

�
６月19日f
　～20日g�
�
�
�
�
６月26日f

平成21年度事業計画�

基本方針・事業�



名古屋支店／TEL.052-363-5011�
〒454-0807 名古屋市中川区愛知町4-6http://www.komori.com

菊半裁反転機構付4色オフセット枚葉印刷機�

継ぐことは、現代に生きる者の義務と考えます。当然、
印刷業に対しても、環境に配慮した製品づくりが求めら
れております。私たちは、多方面にわたり考察し、学習
して、環境に対する意識を高め、実践できるところから
取り組んでまいります。本年度の重要事項として、「グ
リーンプリンティング認定工場」認定取得希望事業所に
対して、引き続き取得支援を行います。�
　①環境に関するセミナーの開催　②「グリーンプリン
ティング認定工場」認定取得勉強会　③インターネット
を利用したISO14001取得支援事業　④「印刷寺子屋」の
経営革新委員会との合同開催　⑤環境整備の現状把握と
啓蒙　⑥印刷産業における環境に関する各種情報の発信
／BCP（緊急事態の事業継続計画）、植物油インキ、グ
リーン購入法、調達判断基準の見直し、カーボンフット
プリント制度、カーボンオフセット制度�
　(2.3)  経営革新委員会事業�
　経営者として必要な知識修得や意識改革を主目的とし
て事業を展開してまいります。小勉強会「印刷寺子屋」
を継続実施するとともに、新事業として事業継承に関す
る勉強会を行い、現在から未来に向けての各社の事業展
開を考える場を提供してまいります。�
　①経営セミナーの開催　②先進企業見学会の実施　③「印
刷寺子屋」の開催（環境委員会と合同開催）　④企業経
営に関する各種情報の発信　⑤事業継承に関する勉強会�
　(2.4)  教育委員会事業�
　教育委員会活動の主目的は、印刷従事者のスキルアッ
プを目指すことです。昨年度の終わりに教育事業に関す
るアンケートを実施し、多くの回答をいただきました。
その回答結果をもとに各種セミナー、技能検定DTP作業
実技試験準備小委員会、印刷技能検定オフセット印刷作
業実技試験、技能検定オフセット印刷産業実技試験会場
認定工場制度の実施等、環境変化に伴う企業経営の最重
要課題、技術系従業員の人材育成と知識及び技能の修得
による資質向上及び自己啓発の実現を目指し実施します。�
　更に、印刷技能検定では、同学科試験の対策学習会を
独自に開催し、組合員受験者の合格率向上に努めます。�

　また、6日本印刷産業機械工業会では、オフセット印
刷物の標準化推進を目指しJapan Color認証制度の立ち上
げ準備を進めるとのことですが、教育委員会でも技能検
定オフセット印刷作業実技試験会場認定工場の審査に取
り入れる等でJapan Colorの重要性を認識しており、今後、
印刷技術及び品質の基準となるように取り組みたいと思
います。�
　Ａ　教育事業�

　①教育セミナーの開催　②他団体等が主催する講習会
等の周知�
　Ｂ　技能検定事業�

　①技能検定オフセット印刷作業実技試験会場認定工場
の認定　②技能検定オフセット印刷作業実技試験及び採
点の実施　③技能検定オフセット印刷作業学科試験対策
学習会の開催　④技能検定DTP作業実技試験実施準備小
委員会の設置�
　(2.5)  マーケティング委員会事業�
　各事業所におけるマーケティングはもとより、“印刷
業界のマーケティング”について検討、意見交換を重ね、
お客様に必要とされる企業のあり方、マーケティングの
あり方を追求し、組合員への情報発信に努めます。また、
「業態変革実践プラン―全印工連2010計画」の啓蒙、啓
発に取り組み、業界のレベルアップを目指します。�
　以上を踏まえて、下記の事業を展開し、組合員のマー
ケティング意識の高揚を図ります。�
　①マーケティングセミナーの開催　②マーケティング
に関する情報提供　③全印工連2010計画のより一層の周
知活動④「PRINT ZOOM」の購読推進　⑤マーケティン
グに関する各種情報の発信�
　(2.6)  官公需対策特別委員会事業�
　愛知県に対して、印刷物入札の最低制限価格制度導入
を働きかけてまいります。また、電子入札時の積算書の
添付を義務付け、安値入札の実体が精査できるように要
望いたします。更に、「メディアユニバーサルデザイン」
の官公庁の取り組みを検証し、印刷業界が指導できるよう、
組合員に対しての啓発活動を展開していきます。�
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紙でご愛顧50年�

名古屋紙商事株式会社�

印刷用紙専門商社�

社長  長谷川　志�
名古屋市東区主税町4-83　　 〒461-0018�
TEL.052-931-2221㈹   FAX.052-932-1418�

豊山加工センター　愛知県西春日井郡豊山町豊場�
　　　　　　　　　TEL〈0568〉28 - 2049

メイカミ�

　平成21年５月20日d名古屋観光ホテルにおいて、午後
３時より、平成21年度通常総代会に先立って、５月期理
事会が開かれました。�
　理事会は、村瀬誠専務理事の司会で始まり、冒頭、w
井理事長の挨拶の後、村瀬専務理事の提出議案説明によ
って議事が進められました。�
　＜議事内容の要旨＞�
　(1)  組合員加入・脱退の件�
　今期は、組合員の加入・脱退はなし。�
　(2)  平成21年度通常総代会提出議案について�
　平成20年度主要実績、平成21年度主要計画、平成21年
度執行部及び委員会編成図（案）などが説明された後、
いずれも承認されました。�
　(3)  平成21年度通常総代会の運営について�
　提出された資料に基づき説明が行われました。�
　(4)  今後の事業等、日程について�
　事業等、日程については、以下のごとく決まりました。�
　＜日程＞�
　▲ 印刷寺小屋（第１回）�
　日時：平成21年６月５日f19：00　会場：愛知県印刷
会館　講師：水谷勝也氏（富士印刷㈱代表取締役・四日
市市）タイトル：調整中�
　▲印刷寺小屋（第２回）�
　日時：平成21年７月３日f19：00　会場：愛知県印刷
会館　講師：藤田靖氏（㈱プリプレスセンター代表取締
役・札幌市）タイトル：調整中�
　▲平成21年度鉛・有機溶剤取扱者健康診断（前期）／
全国印刷工業健康保険組合東海支部との共同事業�
　日時：平成21年４月～９月ごろ　会場：受診申込みの
各事業所　申込み締切：平成21年4月16日e�
　委託先：6オリエンタル労働衛生協会�
　▲平成21年度技能検定試験　�
　(1)  実技試験：（日時・会場）６月21日a長苗印刷㈱春日

井工場、７月４日gタナカ印刷㈱、栄印刷、７月11日g
半田中央印刷㈱、㈱丸和印刷、㈱荒川印刷、７月18日g
㈱奉仕堂印刷　�
　受験者数：１級21名、２級20名、合計41名（定員20名）
締切済み　�
　(2)  学科試験：（日時・会場）平成21年８月30日a午
後、大同工業大学（予定）�
　受験者数：１級13名、２級14名、合計27名（定員なし）
締切済み　�
　(3)  受験手数料：１級学科試験3,100円、実技試験16,500
円、実技試験受験負担金7,875円、２級学科試験3,100円、
実技試験16,500円、実技試験受験負担金6,825円（いずれ
も消費税含む）�
　合格発表：平成21年10月２日f�
　合格証交付：平成21年12月中頃　�
　(4)  学科試験対策学習会：日時平成21年８月29日g午
後、会場：調整中、参加費・定員：調整中、�
　講師：１級クラス／古田正宏氏（㈱近藤印刷工場長１
級技能士）、２級クラス／成田祐司氏（㈱ミツモリ取締
役部長１級技能士）�
　▲中部地区印刷協議会・上期会議�
　日時：平成21年６月19日f～20日g、会場：ANAク
ラウンプラザホテル富山（富山市）�
　▲従業員・家族合同レクリエーション大会�
　日時：平成21年９月27日a、場所：奈良／古都ウォー
キングと法話（薬師寺）�
　▲優良従業員表彰伝達式�
　日時：平成21年10月30日f、会場：愛知県印刷会館会議室�
　▲平成22年印刷と関連業界新年互礼会�
　日時：平成22年１月13日d、会場：名古屋東急ホテル�
　▲中部地区印刷協議会下期会議�
　日時：平成22年２月19日f～20日g、会場：キャッス
ルプラザ（名古屋市）�

　共生印刷㈱会長の奥村敏雄さんが３月22日92歳
の天寿を全うされ逝去されました。謹んでご冥福
を申し上げます。�
　奥村さんは、大正7年岐阜県土岐郡笠原町（現多
治見市笠原町）に生まれ、昭和７年名古屋の印刷
会社に文撰工として携わって以来、印刷業界一筋
に活躍されてみえました。途中、兵役などがあり
ましたが、復員後まもなくして共生印刷を創業さ
れています。社業の順調な発展と共に、公職への
就任も増え、昭和43年に愛知県印刷工業組合副理
事長に就任され、鬼頭稔氏（双葉印刷㈱）、鶴見
詮吉氏（㈱文方社）両理事長をサポートする傍ら、
印刷業界の抱える幾多の諸問題に果敢に挑戦され
ました。49年に理事長に推挙され、経済不況がま
すます深刻化する中で、業界が抱える負の遺産で
ある過当競争の根絶、適正料金の改善・普及に努
力され、会員相互の連携と団結の必要性を説き、
業界発展に尽力されました。この間、全印工連副

会長も歴任されています。�
　名古屋オフセット印刷協同組合理事長、名古屋
商工会議所理事、名古屋商業活動調整協議会委員、
名古屋専門店会理事長、日専連東海地方連合会会長、
愛知県経営者協会理事、名古屋家庭裁判所調停委員、
名古屋葵ライオンズクラブ会長など多くの公職を
歴任され、印刷業界のみならず、名古屋経済界に
とっても重要な存在として活躍されてこられました。�
　こうした活躍が認められ、受賞、受章歴は数多く、
中でも、昭和63年には勲五等雙光旭日賞を受賞さ
れています。�
　奥村さんは、社業に業界活動に積極的に取り組
んでこられました。生前、「印刷を心から愛し、
これを天職として、長い印刷界の生活に誇りを持
って生きてきた」といわれた言葉が印象的であり、
並々ならぬ情熱が伝わり、胸が熱くなりました。
また、伝え聞きますと、会長として後進に道を譲
った後も、毎朝定時に出社し、経理の数字をチェ
ックし、営業にハッパを掛けるのを日課とし、最
後まで会社人間を貫いたといわれます。｢理屈を言
う前に身体を動かせ｣「足で稼げ」｢しっかりしろ｣
と、空の上から檄を飛ばしている奥村さんの姿が
浮かんできます。�
　奥村さん長いことご苦労さんでした。心よりご
冥福をお祈り申し上げます。　　　　　　　  合掌�

　新型インフルエンザについて、愛知県から周知依頼が
ありましたのでお知らせします。�
　〇新型インフルエンザの予防については、うがい、手
洗い、マスク着用などの基本的な感染症防御方法実施や、
感染者に接触しないという個人単位での感染防止策を徹
底してください。�
　〇企業の従業員に感染の恐れがある場合には、保健所
の発熱相談センターに連絡して指示に従ってください。�
　〇農林水産省では、豚肉、豚肉加工品を食べても豚イ

ンフルエンザが人に感染する可能性はないとの見解を示
していますので、風評被害の防止に努めてください。�
　〇県ホームページにおいて新型インフルエンザに関す
る情報を提供していますのでご留意いただくとともに、
正確な情報に基づく冷静な対応をお願いします。�
　〇新型インフルエンザ発生国・地域への渡航について
は、外務省が提供する海外渡航情報に十分ご留意ください。�
　＜新型インフルエンザ関連情報＞�
　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/shininful.ht�
ml�
＜海外安全ホームページ＞�
　http://www.anzen.mofa.go.jp
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平成21年度5月期理事会�

従業員・家族合同レクリエーション大会�

9月27日（日）奈良/古都ウォーキングと法話（薬師寺）�

今後の事業日程発表�
奥村敏雄さんを偲ぶ�

岩田  宗雄�
元愛知県印刷工業組合理事長・顧問�

●国内での新型インフルエンザ�
　　　患者発生に伴う対応について�

総代会に先だって開かれた理事会�



再生紙・非木材紙、植林木使用紙、�
FSC商品およびECFパルプ製品など、�
常に環境を配慮した提案・提供を�
推進してまいります。�

は�
自然にやさしい紙の流通を目指します。�

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、産業廃棄物管
理票（マニフェスト）の交付者は、毎年６月30日までに、前年度に於
ける交付等の状況報告を県知事（政令で定める市においては市長）に
提出することが義務付けられている。今回、この提出報告書について
愛知県では、提出期限が迫ると多数の事業者から一時期に集中して提
出されるため、報告書の受付、集計などを業者委託とし、書類で提出
する場合は、委託業者へ直接郵送できる措置を講じている。（愛知県
提出分で、政令で定める名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市は除く。
これらの市は、各市廃棄物対策担当課に問い合わせを）�
　【報告対象者】�
　産業廃棄物の収集運搬又は処分を委託する際に、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）を交付した排出事業者、及び、中間処理後の産業廃
棄物を処分するために二次マニフェストを交付した産業廃棄物中間処
理業者が対象となる。　�
　【報告書の作成方法】�
　報告書の洋式、報告書に関するQ＆A等に関しては、下記アドレス
よりダウンロード。�
〈http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/index.html#11〉�
　【コールセンターの設置】�
　報告方法などの問い合わせ先としてコールセンターを開設。コール
センターの電話番号は、0120－007－624（４月から６月の午前９時か
ら午後５時まで。但し、土・日曜日、祭日を除く）�
　【書類で提出の場合】�
　原則として、下記の委託業者宛、報告書を１部郵送。�
　〒450-0002　名古屋市中村区名駅4-5-28近鉄新名古屋ビル17階�
　株式会社ベルシステム24　中部支店産業報告受付係�
　【電子媒体での提出】�
　愛知県ホームページのオンラインシステム欄の「電子申請システム」
を利用し作成した「産業廃棄物管理票交付など状況報告書」のExcel
ファイルを貼付して提出。電子申請システムでの報告先は、管轄する
県民事務所などの廃棄物対策担当課となる。�

　宮本印刷㈱（横浜市港北区樽町4-2-16�
TEL045〈543〉7711）では、印刷物
を消すことができる業務用消しゴム
「マルチリスイレーサーゴールド」
を発売している。�
　この製品は、印刷物、製図、コピー、
書類、ボールペンなどを修正するた
めのエコロジー消しゴム。砂消しゴ
ムと違い、用紙を傷めることがなく、

修正個所を綺麗に消すことができる。
鉛筆型なので細かい部分を消したい
時にもスムーズで、従来の修正液や
修正テープにありがちな、液の出し

すぎや貼り損じなどの失敗がなく、
しかも、乾くのを待ったり、修正個
所の凹凸にペンが引っかかるといっ
たこともない。�
　プラスチックなどの石油製品を使
用していない無公害製品であり、し
かも、何年経っても品質が変わるこ
とがなく使用できる点が大きな特徴
でもある。ナチュラルで長期間使用
可能な同製品を使用することは、地
球温暖化が叫ばれている今日、二酸
化炭素削減対応に非常に有効なこと
でも注目されている。�
　「扱っているところが少ない」「１
本から大量数までフレキシブルに発
注したい」との声に応え、今回、宮
本印刷が正規販売店として、ユーザ
ーニーズに対応していくことになった。�
　同製品の希望小売価格は650円。�

■桜の時期も過ぎ、春の季節を謳歌
している今日この頃ですが、新型イ
ンフルエンザの影響で、とんだとば
っちりを受けている業界もあると聞
きます。不況の嵐とWパンチで踏ん
だり蹴ったりの様子です。■平成21
年度の総代会が開かれました。w井
理事長２年目のスタートです。「健
康な印刷産業」を目指し、理事長以下、
執行部も頑張っております。ご期待
ください。また、組合に対してのご
要望、ご意見がありましたら是非お
聞かせください。今後の組合運営に
参考にさせていただきます。�
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事務局だより�

新製品�

巻頭言�

　昨年の５月の総代会において 理事長をお引
受けして、早くも一年が過ぎました。�
　一生懸命やってきましたが、何せ力不足、皆
様のご期待に添えないこと、お許し頂きたい。�
　私は「健康な印刷業を皆さんと作りましょう。
そのためには売上対経常利益率５％の利益を上
げよう」と、機会あるごとに一年間言い続けて
きました。皆さんは努力していただけたでしょ
うか？折しも世界的な大不況の波もやってきま
したが、とてもとても５％などと言われる方が
多いです。�
　皆さん自社の利益率が本当に何％か、決算書
を見られましたか？そして問題点を考えられま
したか？対策を本当に一生懸命考え、努力され
ましたか？私は少し心配しております。�
　今後５年と言う期間で考えた時、残念ながら
需要に対して 供給過剰は続くでしょう。生き
残る戦いは続くでしょう。�
　業界は組合員と非組合員がいますが絶対に組
合員の方々には、生き残っていただきたい。�
　愛印工では、全印工連と連携を取りながら『業
態変革』に取り組んでおり業態変革するための
実践プランを作り、皆さんへの変革実行の提案

を続けております。�
　マ－ケティング戦略についても、地域マ－ケ
ティングの研究勉強会を企画しています。�
　営業と生産員向けの教育・若年経営者育成の
ための『印刷寺小屋』・健康な印刷会社になる
ための経営者の勉強会・避けては通れない環境
問題・グリ－ンプリンティング等々、数々の健
康になるためのお手伝いを行っています。是非
組合事業に参加をしてください。�
　昨年暮れの組合員アンケ－ト調査の結果も組
合員の30％から回答をいただき、売上は下がっ
た61％、受注単価は下がった37％、材料費は上
がった75％、利益は下がった67％このような結
果が出ています。当然経営は苦しくなった72％
です。�
　このように中小印刷業界は大変な時代の渦の
中にあります。�
　私達は急いで新しいビジネスモデルを作らね
ばなりません。�
　どうしたら社会にお役に立つのか、お客様から
選ばれる会社になれるのか、一緒に勉強していき
ましょう。組合もお役に立つよう一生懸命努力
していきます。ご協力の程お願い申し上げます。�

『なんとしても�
　　売上対経常利益５％をあげ、生き残りを』�

理事長　　井　昭弘�

産業廃棄物管理票の交付状況について�

愛知県環境部資源循環推進課からのお知らせ�

宮本印刷㈱（横浜市）／印刷物を消せる�
消しゴム発売�

「マルチリス�
  イレーサーゴールド」�

印刷物を消せる消しゴム�
マルチリスイレーサーゴールド�

�


