
「第13回2017印刷産業夢メッセ」要旨
「基調講演」 ・ ソリューションセミナー時間割

第3回常任理事会 ・ 拡大理事会 ・ 支部長会開催

2017印刷産業夢メッセ第7回三役会、
報道発表及び出展者説明会

9月は「印刷の月」活動報告

福山支部だより

共済キャンペーン

事業承継支援セミナー開催（続編）

「印刷産業関連業界親睦ゴルフ大会」参加者募集

事務局だより

374VOL.

　江戸時代、風待ちや潮待ちの港町として栄えた御手洗は、
平成６年重要伝統的建造物群保存地区として国から選定され
ました。
　土地が狭いため数度にわたって埋め立てられた御手洗は、
大小の商家、茶屋、船宿、住宅、神社、寺院などが混在し、
集落中心路、集落連絡路、集落生活路（小路）等が網の目の
ように巡っています。また大波止、石橋、高燈籠、石垣護岸、
雁木等、港町の生活上必要な土木的建造物が当時のまま現存
しているものもあります。
　御手洗地区は 17世紀の中頃形成されて以来、江戸時代の
約 200 年間を経て昭和初期に至るまで、瀬戸内海交通の中
継港として、時代時代に応じた発展を示し、その痕跡を今も
集落内に留めています。
　また、ここでは、地元の観光ガイドが、歴史や文化につい
て分かりやすく案内をしてくれます。行楽の秋です、健康の
ために出かけましょう。

「大崎下島　御手洗街並み保存地区」呉市豊町御手洗
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20日・21日 20日・21日 金 土

いよいよ開催！
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【基調講演】次ページ参照
　・基調講演１日目、全印工連の臼田 正人会長が夢メッセでは３回目となります。
 　　今回は、私たち印刷組合の存在意義を考えたときに、守るべき伝統や組織力と挑戦すべき新事業がおのずと
　　見え、1 社では出来ない課題も、組織力により解決へ繋げられる印刷組合へとして、「業界展望と印刷組合（事
　　業者団体）の存在意義を考える」を講演していただきます。
　・２日目は、親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」　代表　中桐 万里子 氏に、｢七代目が語る二宮金次郎」
　　～激動の時代を生き抜く秘訣～と題し講演していただきます。

【ソリューションセミナー】
　・今回新しく講演されるのは、㈱アイマ－・プランニング、㈱中本本店です。

【企画】
　・今年は、テーマにありますようにどのような「つながり」も、中心は「人」であることを常に忘れずにと
　　いうことです。
　　そこで、若者を含めより多くの方に印刷業界について興味を持ち理解を深めてもらえるよう、広島県内の
　　大学・専門学校の学生が描いた「広島平和ポスター」15 作品の展示を昨年同様行います。
　　これは、この夏（7/26 ～ 8/4）の「ヒロシマ平和ポスター展」に展示された入選作品で、縁あって、主催
　　の公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）広島地区様のご協力により実現できることです。
　　その学生さん達には、２日目のセミナーについて自分の受講したいセミナーを選んでもらってそれをご招
　　待とします。

 【座学】
　・今回の夢メッセ告知ポスター、グランプリ、準グランプリの優秀作品表彰式を開催します。
　・最後に２日間とも、担当講師と食事を共にしながら、さらに深く学ぶ「座学」( 食事付）の三点セットで構
　　成しております。

現在と未来と夢を語り合う情報交流の場

「第13回 2017印刷産業夢メッセ」

開 催 要 旨

「『つながり』という未来づくり｣

　　　　10月20日（金）～21日（土）開催
「印刷道」、お客様に寄り添う道づくり

いよいよ

2017 印刷産業夢メッセ三本柱 Composit ion
■基調講演
社会の環境変化に対応するため、今後自らがどう考え動くべきかを大きな視点で捉え､２人の講師に熱く語っていただきま
す。両日それぞれ、午前 10時 30分から 80分の講演です。

■ソリューションセミナー
各分野におけるソリューションを中心としたセミナーです。
１時限は 80 分 ( インターバルは 15 分 ) です。24 のセミナーをご用意してお
ります。事前申し込みにより、受講したいセミナーを選択していただけます。

■座 　 学
当日の全てのソリューションセミナー終了後、講師の方々を囲みながら語り合
える場を用意しました。受講した講師の先生と膝を交え、酒を酌み交わしながら、
セミナーのテーマや内容について深く質問したり議論したりする中で、夢の実
現とその方向性をさらに強く実感いただけることと思います。

基調講演基調講演

座　学ソリューション
セミナー
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業界展望と印刷組合（事業者団体）の
存在意義を考える

「七代目が語る二宮金次郎」 
～激動の時代を生き抜く秘訣～

　バブル経済崩壊と少子化による人口減少の局面を迎え、既に 30 年近くが経
とうとしているなか、印刷産業の経営環境も大きなパラダイムシフトを迎え、
その環境変化への対応は、今後もより加速度を増していく。
　その様相のなか、事業者団体である私たち印刷組合の存在意義を考えたとき
に、守るべき伝統や組織力と挑戦すべき新事業がおのずと見えてくる。1 社で
は出来ない課題も、組織力により解決へ繋げられる印刷組合へ。

1969 年　東京都出身
2002 年　東京都印刷工業組合　理事
2008 年　全日本印刷工業組合連合会　全国青年印刷人協議会
　　　　　東京都印刷工業組合　常務理事
2012 年　全日本印刷工業組合連合会　副会長　産業戦略デザイン室委員長
　　　　　東京都印刷工業組合　副理事長　（社）日本印刷産業連合会　常任理事
2016 年　全日本印刷工業組合連合会　会長
　　　　　東京都印刷工業組合　理事長　（社）日本印刷産業連合会　常任理事

　中桐氏は、二宮金次郎（尊徳）の 7 代目の子孫。薪を背負って本を読む像で
おなじみの二宮金次郎ですが、それ以上のことはあまり知られていません。農
民として生きた彼は、異常気象や自然災害といった、思うようにならない相手
を前に、それでもその場に「実り」を生むための行動を続けます。
　そしてついに、被災地となった 600 以上の村々を復活させるまでに至りま
す。そんな彼の人生から、壁にも敵にも課題にもみえる現実と出会ってなお、
力強い希望や知恵とともに、豊かさや幸せへと向かうための方法をお話しして
いただきます。

【略　　歴】　1974 年東京生まれ。現在は京都在住。
　　　　　　二宮金次郎（尊徳）より 7 代目の子孫。
　　　　　　慶応義塾大学環境情報学部を卒業後、京都大学大学院教育研究科を修了。
　　　　　　教育学博士。専門は臨床教育学。京都大学研究員や関西学院大学講師を経て、
　　　　　　現在は、親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表。
　　　　　　　また、国際二宮尊徳思想学会常務理事、公益社団法人大日本報徳社参事、
　　　　　　（株）ケー・エフ・シー社外取締役なども努める。

基調講演

ソリューションセミナー時間割

１０：３０～１１：５０ １０：３０～１１：５０
孔雀
の間

孔雀
の間

全日本印刷工業組合連合会 会長
（㈱アドピア社長）
臼 田  真 人  氏

親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表

中桐  万里子  氏

10 20 金
13：00開始

10 21 土
13：00開始

10 20 金 10 21 土
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【役員会レポート】

第 3 回常任理事会・拡大理事会、第１回支部長会議開催

2017 印刷産業夢メッセ第 7 回三役会及び業界報道機関並びに出展者説明会開催

　9 月 6 日（水）午後１時から常任理事会が、午後１
時 40 分から拡大理事会が KKR ホテル広島で開催され、
常任理事会には理事長、副理事長、常任理事６名が、
続いて行なわれた拡大理事会には理事、監事 17 名が
加わり 23 名が出席した。
　始めに中本理事長から「いよいよ第 13 回目の夢メッ
セの開催が近づいてまいりました。皆さんご存知のと
おり KKR ホテルでの開催は最後になりますが、来年は

「広島ガーデンパレス」で開催の予定です。内容につい
ては今後皆さんと考えていくことにしますのでよろし
くお願いします」と挨拶があり、議事に入った。
議題
(1)2017 印刷産業夢メッセパンフレット
(2) 夢メッセチケット販売
(3) 夢メッセ開催要領
(4) ㈱印刷会館移転に伴う県工組の引越
(5) その他
　　DTP 技能検定（国家試験）実施

　2017 印刷産業夢メッセ第７回三役会が、９月６日
（水）午後２時 50 分から KKR ホテル広島において実行
委員 15 名で開催された。
　中本実行委員長から「７月７日に仙台の SOPTEC に、
９月１日に北海道の HOPE に行ってまいりました。そ
れぞれの開催方法等を参考に今後の開催を検討したいと
思います。今年の夢メッセはお手元にパンフレットが出
来上がり、お配りしております。例年どおりチケットの
販売についてはご協力をお願いします」と挨拶があった。
　会議は、新しく出来上がったパンフレットの中味につ
いて事務局から説明し、今後のチケット販売や学生・一
般への参加要請について意見交換がされた。
議題　【2017 印刷産業夢メッセ】
(1) ポスター・パンフレット
(2) チケット販売
(3) 夢メッセ学生・一般への参加要請
(4) 開催要領
(5) その他

　その後、第１回の支部長会議が行われた。
　始めに、組織共済委員長の小下常任理事から「今年
も 20・21 日と夢メッセが開催されます。支部別に販
売目標を案として計画しておりますがよろしくお願い
します。また、今年は引越があり 10 月にずれ込まな
いようにご協力をお願いします。そして、今年は共済
のキャンペーン工組になっております。共済は組合員
様のために、また、組合運営にはなくてはならない事
業です。ぜひ、皆さまのご協力をお願いします」と挨
拶があり、議事に入った。
議題
(1) 夢メッセチケット販売
(2) 共済のキャンペーン対策
(3) その他

　引き続き、業界新聞社４社（１社欠席）へ開催概要の
説明を、中本実行委員長からパンフレットにより説明を
行った。
　その後、「2017 印刷産業夢メッセ」出展者説明会を、
実行委員・出展企業 31 名が出席し、出展企業に開催要
領の説明会を実施した。新規の出展社もおられるので、
より具体的な説明が行われ出展者からも意見があり、成
功への意気込みを感じた。
　終了後、出展者及び実行委員が成功決起の懇親会を行
い、名刺交換等を含め和やかに歓談した。
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「皆さんのお話、聴かせてください！」- カレンダー、穴吹、そして夢メッセ 各部の進捗どない？‐」

　９月４日（月）、ちょうど印刷の月のメモ帳配りを JR 福山駅前で行なった熱気を持ったまま開催。
　今年は部活方式で活動している福山支部価値組委員会。毎年取り組んでいる「笑顔のカレンダー」プロジェクト。
今年新たなチャレンジで始めた穴吹情報ビジネス専門学校さんでの出前授業。そして
いよいよあと少しで開催となる今年の夢メッセでの担当セミナー。それぞれの取組み
について進捗状況の報告と、皆さんへの相談を、担当チームを中心に考えてもらって
いる企画に、みんなで肉付けをしていこう、ワイガヤしながらの打合せです。しっか
り事前準備をしてくださってたおかげで、それぞれの部活も とっても良い感じに仕上
がっていくんじゃないかなとワクワクしています。準備を真摯に取り組み、量を積み
重ねた分だけ良いものに仕上がっていくんだなと感じた９月例会でした。（浅田）

福山支部・価値組委員会　９月（第 175 回）例会

９月は「印刷の月」の活動報告等

　9 月 8 日（金）、当日は秋晴れに恵まれ暑く、午後５
時から八丁堀元天満屋付近において、19 年目となる「街
頭アピール活動」を、中本理事長、役員、支部長、青年
部、広島青年印刷研究会及び事務局の 27 名が、小下組
織共済委員長統括のもと汗びっしょりでメモ帳配布を実
施した。
　揃いのはっぴを着て街を行き交う皆さんに、「『９月は
印刷の月』です。印刷のご用命はプロにお任せください」 
と熱くアピールした。
　お客さまの中には、「今年もありがとうございます」「メ
モ帳を貰えるのは珍しいネ、うれしいネ」や、「このメ
モ帳を配られるのを今月に入って毎日待っていました。
今日は貰えてありがとうです」「暑い中ご苦労さま」な
どの言葉があり、短い時間でしたがお客さまとの交流が
生まれ「印刷の元
気」をお伝えした

「メモ帳配布」で
した。
　その後、居酒屋
での暑気払いも盛
り上がりました。

　福山支部及び価値組委員会は、「印刷の月」街頭 PR
としてのメモ帳配布。９月４日（月）午後５時 30 分か
ら、浅田支部長はじめ福山支部 及び 価値組委員会の
11 名のメンバーで、JR 福山駅前南口付近で実施しまし
た。
　夕方の人通りの多い時間帯だったのでいろんな方に声
かけをする事が出来ました。一般の方へはもちろんなん
ですが、印刷のお仕事は BtoB も多いので、駅前のお店
とか、駅前に並んでるタクシーのドライバーさん、それ
にバスの待合所（切符売り場）にも声掛けしてメモ帳を
置いてもらったり、業界の PR をしました。少し視点を
変えてチャレンジしてみました。
　声掛けしながらメモ帳を手渡すと、拍子抜けするほど
すんなりと、ほとんどの方が受け取ってくださるし、印
刷について質問を
されることも。動
いてみると、いろ
いろ発見があると
感じたメモ帳配布
でした。（小田）

27 名が参加、
「メモ帳」配布

JR 福山駅南口付近において
「メモ帳」配布

印刷の月 in
広島

印刷の月 in
福山
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★一般の機械保険と比較して、掛金は大幅に割安です。（約
　3 分の 1 の水準です）
★偶然な事故が発生した場合でも、修理代が共済金として支
　払われるため、経営安定に役立ちます。

★病気・ケガともに１日目の入院から補償します。
★スケールメリットを活かした割安な掛金です。掛金（医療
　補償）は年額 5,920 円（月額わずか 490 円ほど）から（15
　歳～ 19 歳、入院保険金 3,000 円の場合）となっています。
★加入時の医師の診査は不要（告知のみ）です。

　機械設備事故による損害を補償する制度、オプションにより全国規模で発生している風水害や地震災害による補
償にも対応

　疾病・障害による入院や所定の手術を受けた場合や三大疾病で入院した場合に補償する医療保険。がん補償も追加

 ★平成 20 年度より、掛金がお安くなり、さらに加入しやす
　くなりました。
★割安な掛金で大きな保障が得られます。掛金は月額男性 
　359 円・女性 302 円から（15 歳～ 35 歳、死亡保険金  
　100 万円の場合）。
★保険金は災害で最高 2,000 万円、不慮の事故による障害
　や入院についても 24 時間保障します。

 　これらの共済制度は、全国規模のスケールメリットにより、一般の保険と比べて割安な掛金で福利厚生や経営安定に役立つ
制度として、いずれも多くの組合員企業に利用いただいています。
　企業にとって人や設備は大切な資産であり、従業員の死亡・入院や労災事故、突発的な事故による機械設備の故障など、不
測の事態に備えるための共済制度は必要不可欠なもので、また、割安な共済制度を利用して保険の見直しを行うことは効率的
な経費の節減にもつながります。

★保守契約の見直しで、経費の節減が図れます。
★掛金は全額損金または必要経費となります。

★ご加入者が多いほど掛金は割安になります。
★公的な健康保険制度を補完するための選択肢の一つとして
　検討してください。

★加入期間を満了した場合は、長寿祝金が贈られます。
★企業が掛金を負担する場合、掛金は全額損金または必要経
　費となりますので、弔慰金・見舞金等従業員の福利厚生制
　度として役立ちます。
★制度の剰余金から、毎年配当金が還元されます。
　（平成 28 年度は掛金の 40.0％でした）

平成 29 年度共済制度加入拡大キャンペーン
―　生命共済、設備共済、医療・がん共済　―

　全印工連は、全国組合員の相互扶助に基づく共済事業として、生命共済・設備共済 ･ 医療 ･ がん共済・災害補償
共済・経営者退職功労金制度の５つの共済制度を実施しており、組合運営にとってもなくてはならない事業です。
29 年度、広島県工組はキャンペーン工組になっており組合員の皆さまのご協力をお願いします。

■キャンペーンを行う共済制度

　経営者や従業員の方の死亡・高度障害のほか、不慮の事故による障害や入院について、割安で大きな補償を得ら
れる制度

  ○「生命共済制度（ライフピア）」

   ○「総合設備共済制度（せつび共済）」

○「医療・がん共済制度」
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【全日本印刷工業組合連合会　経営革新マーケティング委員会】

　事業譲渡は売り主の売手企業の中にある一部の事業を
譲渡する。その事業の資産とか契約とか事業に関与する
従業員を切り出して譲渡し、引き継いでもらうというの
が事業譲渡です。この事業譲渡は、特殊なケースでしか
使われません。主に３つあり、１つは、事業の一部だけ
売りたい、本業は別にあり本業ではない別事業があって、
その別事業だけ売りたいというケースは事業譲渡を使わ
れるケースがあります。
　もう１つは、借金が多い場合で、売手側に借金が非常
に多く、その借金を買手としては引き継げないというよ
うなケースで、この事業譲渡で借金を売手に残して、事
業譲渡で引き継ぐというケースです。
　３つ目が、売手側が会社をオーナー家で残したい、オー
ナー家で続けていきたいというケースです。例えば、先
祖代々引き継いだ土地、不動産を持ち、この不動産を管
理する会社として売手のオーナー家に残したい。事業だ
け引き継いで欲しいというようなケースは、この事業譲
渡を使うケースがあります。
　事業譲渡の最大のデメリットは、社名が残らないとい
うか、法人格が残らないということです。買手先の一事
業部門になってしまうということです。したがっていろ
んなニーズがあいまって、結論として使われているのは
株式譲渡が多いようです。
　では、日本企業が関与する M&A の件数の推移ですが、
直近ではだいたい 2,000 件強の M&A が行われており、
2015 年は 2,428 件です。これは新聞などで公表され
ている事例だけで、実際にはこの倍以上、２倍から３倍
ぐらいの M&A が行われているのではないかと思われま

すので、実際、おそらく日本企業の M&A は、年間 7,000
件から 8,000 件くらい行われていると思います。
　ちなみに広島県企業は近年、後継者不在で広島県企業
が売るケースがだいたい年間15件くらいです。公表ベー
スで 15 件なので、おそらく実際では 40 件から 50 件
くらいあるのではないかと思います。
　それから、広島県企業が買うケースです。逆に広島県
企業が広島県の会社を買ったり、隣の県の会社を買った
りして、事業を拡大しているケースが年間 25 件くらい
です。これは公表ベースで 25 件くらいなので、実際に
は 60 件から 70 件くらいあるのではないかと思います。
　印刷（キーワード）の M&A 事例は 2015 年で 20 件、
2016 年で 35 件です。今年は５月までで 10 件です。
　近年 M&A の件数が非常に増加していますのも、背景
の１つ目です。買手側の背景は、もう日本の人口が縮小
して、市場が頭打ちとか縮小していく中で、元気な会社
にとっての限られた成長戦略は、大胆にいうと２つです。
海外に出るか M&A するかしかないと思います。限られ
た成長戦略の１つであるということが買手側の背景で
す。加えて海外に出るということで、１から海外に出る
よりは現地にある海外企業を買収するほうが時間も早い
ということで、日本企業による海外企業への投資、
M&A の事例も非常に増えております。
　次は、事業再編の加速化ということで、規模が大きく
なればなるほど、共同仕入れによる原価低減ですとか、
規模の経済を出せる業種においては事業再編ということ
で、どんどん M&A が加速していっております。

（一部紹介、後篇は次号に）

「事業承継支援セミナー」の開催
８月号（VOL.372）・９月号（VOL.373）に引き続いて
セミナー内容を掲載。

山田ビジネスコンサルティング株式会社セミナー内容

本　　社 〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8 TEL 03-5715-7377

www.jp.heidelberg.com/
広島営業所 〒731-0121 広島市安佐南区中須1-1-12-1301号 TEL 082-846-4180
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◎ 組合のうごき

大募集
事務局だより

福　　山

南観音

KKRホテル広島

KKRホテル広島

KKRホテル広島

印刷の月　メモ帳配布

第3回常任・第3回拡大理事会・支部長会
2017印刷産業夢メッセ第７回三役会
夢メッセ出展説明会・報道発表

産業戦略デザイン室

日印産連印刷の月

ダイバーシティ推進室委員会

広島県工組・広島印刷会館引越

DTP推進委員会

夢メッセ第８回三役会議、第2回支部長会議

2017全印工連フォーラム

2017印刷産業夢メッセ

八丁堀付近

4日

6日

8日

6日

　
　

　

10
月

9
月

13日

15日

29日

ホテルニューオータニ

東　　京

静　　岡

大　　阪

21日
22日

11日

永年勤続従業員の
表彰募集

～締切り 10月 12日（木）～
　県工組では、組合員企業従業員の永
年にわたっての精励をねぎらうととも
に、勤続意欲の向上を図るため永年勤
続の表彰を実施します。
　ご案内は 2日に発送していますが、
該当者については 10月 12日（木）ま
で に 、「 被 表 彰 者 推 薦 書 」 を 県 工 組 へ
ご提出ください。

誰でも（役員だけではありません）、老若男女、下手でも、初めてでも参加資格あります。
　秋本番スポーツの季節です。今年も印刷産業関連親睦ゴルフ大会（理事長杯争奪戦）を下記により実施い
たしますのでご案内申し上げます。
　標題にありますよう、誰でも参加できます。友人知人にお声かけ、お誘い合わせの上、奮ってご参加くだ
さいますようお願い申し上げます。グリーン上を交流の場として１日ゆっくり楽しんで新しい友達を増やし
てください。

日　時：11 月９日（木）　午前９時 10 分集合
　　　　午前９時 30 分アウト＆イン 同時スタート
場　所：広島安佐ゴルフクラブ
　　　　〒 731-3354 広島市安佐北区安佐町筒瀬 1471-21
　　　　電話 082-878-0131　Fax082-872-2226
競　技：ダブルペリア方式

プレー費：9,000 円（食事代含む・キャディ無し）
会　　費：3,000 円（当日フロントでプレー費と一緒に徴収）
賞　　品：優勝、準優勝、３位、・・・、ＢＢ、ＢＧ等
申し込み・お問合わせ：広島県印刷工業組合
　　　　　　　　　　　電話 082-293-0906
　　　　　　　　　　　FAX 082-293-0954

「第１3回印刷産業関連業界親睦ゴルフ大会」参加者大募集！お知らせ


