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2018印刷産業夢メッセ盛大に開催

　セレモニー　挨拶

第 5回常任理事会・第 4回拡大理事会開催

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
よりお知らせ

新刊紹介

事務局だより

　「年賀広告」募集について
　新年互礼会開催のご案内

　10 月 26 日 ( 金）・27 日（土 ) に、昨年までのＫＫＲホテル
広島から新しく広島ガーデンパレスに場所を変えて、夢メッセ
が開催された。
　開催の運営方法等も、チケットの２日間通し券の販売、午後
のセミナー開始時間を早めたり、昼食の食事券の廃止、座学の
やり方の変更、そして、懇親会を１日だけにしたりで、結構な
変更があったが、夢メッセの役員、県工組の役員、青年部、青
年印刷研究会、福山価値組等の皆さんにご協力をいただき無事
に開催できました。
　また、チケットの販売に際しましても、昨年以上の販売がで
きました。これにも感謝申し上げます。来年もよろしくお願い
します。

今年も夢メッセが場所を変更して開催された

第14回 印刷産業夢メッセ
華やかに開催
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ア イ デ ア を カ タ チ に
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www.meisei-prt.co.jp
毎週ブログ更新中

　今年も 10 月 26 日 ( 金 )･27 日 ( 土 ) の２日間、開催
場所を新たに広島ガーデンパレスで「第 14 回 2018 印
刷産業夢メッセ」が参加申込者延べ約 1,500 名で開催
された。
　初日、午前９時 30 分からオープニングセレモニーが、
来賓 ･ 実行委員会役員他多数が出席し、細川副理事長の
司会で行われた。
　はじめに中本俊之実行委員長挨拶、続いて来賓の全印
工連 臼田真人会長、セミナー参加企業代表 富士フイル
ムグローバルグラフィックシステムズ㈱常務執行役員柳
川尚様の祝辞があった。
　引き続き、㈱メディアテクノロジージャパン木谷活代
表取締役社長、大塚泰文岡山県工組理事長、藤田良郎山
口県工組理事長、岩橋弘道副実行委員長、喜瀬清理事顧
問、岸本均也相談役が加わり、ファンファーレと同時に
テープカットが行われ、「2018 印刷産業夢メッセ」が
幕を開けた。
　午前 10 時 30 分から基調講演、臼田会長の ｢Happy 
Industry 人々の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業｣ に
約 120 名の聴講者が参加、組合の有り方について講演
された。
　午後からソリューションセミナーが４つの会場で 11
テーマが行なわれた。

　２日目は、戸谷有里子氏（Sorriso　代表）の基調講
演「現状から脱却！働き方改革、活躍推進！～私たちが
出来る新たな取り組み～」に約 170 名が聴講。
　午後からは、前日と同じく４つの会場でのソリュー
ションセミナーが 11 のテーマで行われた。
　引続き、懇親会は約 120 名の参加で盛況。開始時に
今回の夢メッセ開催告知ポスターの上位入賞者の表彰が
青年部の木戸氏の司会であり、その後乾杯に移った。会
場は熱い拍手で沸いた。

　なお、今回も２階の会場内のロビーに広島県内の大学・
専門学校の学生が描いた「広島平和ポスター」15 作品
の展示を行った。昼食・休憩時間などには大勢の人達で
にぎわったり、初めての会場で少しはとまどいもあった
かもしれないが、大勢の参加があり大好評だった。
　皆さまのお陰で全日程が大盛況で幕を閉じた。

　グ ラ ン プ リ 賞　満田 博子 さん 広島印刷㈱
　準グランプリ賞　森下 恒星 氏 　㈱中本本店
　準グランプリ賞　宮内 晴美 さん ㈱ユニバーサルポスト

今回の夢メッセ開催告知ポスター上位入賞者

グランプリ 満田さん 準グランプリ 森下 氏 準グランプリ 宮内さん

第 14 回 ２０１８印刷産業夢メッセ盛大に開催 !!
―　広島ガーデンパレスに於いて初めての夢メッセ　－

乾杯！
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【中本実行委員長セレモニー挨拶】

【臼田真人全印工連会長祝辞】

　「第 14 回印刷産業夢メッセ」、
今日ここに開催をいたします。会場
も初めて場所が変わりました。駅か
らも近くて、非常に便利な所だと思っておりますし、皆さ
んも足が運びやすいのではないのかなと思っております。
　それに加えまして、今回からいろいろと我々も協議を
し、座学の在り方を変えようということで、各セミナー
終了後、移動時間も含め 20 分間、この広いロビーで講
師と情報交換をしていただくため、有効に、有益に、使っ
ていただける時間を設けました。
　そして、最初に言わなければなりませんでしたが、こ
の「夢メッセ」、いつもメーカー、ベンダー様にご協力
をいただき、こうして開催できますことを本当にありが
たく思います。おかげをもちまして、チケットの販売も
目標数を超え、そして皆さんのご協力のもとで、こうし
て開催できますことを本当にうれしく思います。
　今回ソリューションセミナーを 22 用意ができまし
た。まず１つは、今年７月に行われました IGAS 2018
のトレンド情報。そして２つ目は、自動化とか IoT 化

　今、中本実行委員長からありま
したとおり、この夏、西日本の豪
雨によって被災されました皆さまに対しまして、心から
お見舞い申し上げます。そして、やはりそうは言いなが
らもまだまだ全てが復旧したわけではありません。１日
も早い復旧を願っております。
　さて私、この印刷産業夢メッセにお招きいただきまし
て３回目。これはまさに、私が全印工連の会長に拝命い
ただいてから３回、３年目ということでして。そして、
３年連続で広島カープが優勝している、私にとっては非
常になんともこの赤い赤絨毯が普通じゃなく、なんか
カープの赤絨毯のようなそんな気がしてなりません。
　さて、我々の全印工連でございますけれども、もうこ
れはまさにこの後私のほうからもお話をさせていただき
ますが、人口減少によるさまざまな市場の縮小、それか

をベースとしたスマートファクトリー、そして３つ目は、
自社独自の強みを活かした事例紹介。どれも、これから
の印刷会社を経営するのに必要な情報が提供できること
と思っております。
　そして、今年もロビーに JAGDA 広島支部さんのご
協力をいただき、学生の平和ポスター展の入選作品を
15 点用意させています。グランプリは「ヒトゴト」と
いう作品ですが、我々、今までポスターと言えば片面で
表現をするということでしたけども、このポスターは両
面を使って表現をしております。後でライティングもい
たしますので、どういう意味なのか、是非作品を見てい
ただいて、我々が「ポスターと言えばね」みたいな概念
ではなく、学生の新しい視点、目線というものをしっか
りと見ていただければと思っております。
　また、この７月に広島というか西日本を襲いました豪
雨災害。我々の仲間も被害を受けております。こういう
時だからこそ、この「夢メッセ」でしっかりと元気が出
る、元気になれる、そういう「夢メッセ」を今日と明日
の２日間にしようと思います、ご協力のほどよろしくお
願いします。
　以上、オープニングに先立ちましてのご挨拶とさせて
いただきます。２日間よろしくお願いいたします。

ら労働力不足など、聞かない日はありませんね。そういっ
たなかで、我々、幸せな働き方改革、いわゆる新たな働
き方改革を中心とした事業を今後提案をさせていただ
き、推進をさせていただく予定です。この後の基調講演
のなかで約 90 分弱、私のほうから“Happy Industry”、
そしてその後の働き方改革、その辺についても詳しく皆
さんにご案内をさせていただきます。そういったかたち
で皆さんとこの時代を共有し、そして夢ある産業の発展
にともに進んでまいりたい、そのような思いで基調講演
をさせていただきたいと思っておりますので、是非とも
ご期待をしてください。
　結びにあたりまして、この印刷産業夢メッセがますま
す発展されますこと、そして中本実行委員長をはじめ、
今回新たに設置されました夢メッセ組織委員会の皆さま
に対しまして本当に心より感謝を申し上げ、そして、こ
の２日間が参加されます方にとって、本当に実りある会
になりますことを祈念申し上げ、私からの挨拶に代えさ
せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。ありがとうございました。

元気の出る“夢メッセに”！

幸せな働き方改革を
作りましょう！
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【柳川 尚 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
常務執行役員祝辞】

　「第 14 回印刷産業夢メッセ」開
催、本当におめでとうございます。
また、このように 14 回目にして
新たに会場も変えられて、我々出展者もいろいろ知恵を
絞って皆さま方のビジネスチャンスにつながるようなソ
リューションセミナーが 22 と聞いておりますが、是非
有効に活用していただきたいと思います。
　理事長から豪雨災害のお話がありましたが、私は新聞
記事で見たところ、JR 広島の支社管内の不通区間の距離
というのが豪雨後１週間で 51％、距離にして約 490km
という長い距離が不通になったということで、改めて広
域にわたった被害があったという認識をさせられました。
他にも自然災害がいろいろ今年は多かったです。関西は
台風による関空の被害、それから北海道地震。液状化と
かブラックアウトなど、環境がどんどん変わってきてい
るのではないかなと。有識者によっては、数年に一度あ
るような被害だとありますが、やはり地球環境が大きく
変わってきているのではないかなと思っております。
　環境と言いますと、夏の IGAS 2018。我々富士フイ
ルムブースでも初めて地球温暖化問題、それから水問題
をメーンブースでプレゼンをさせていただきました。内
容的には、準備段階で「これでいいのだろうか」と社内

でももめましたが、結果的には多くのお客様から、非常
に有意義であったという評価を思った以上にいただいた
ということがあります。今回のセミナーの中でも、環境、
それから省エネに関してのセミナーもご用意しておりま
す。是非、ビジネスの参考にしていただきたいと思って
おります。
　来年は、統一地方選挙、新元号、消費税がまた上がる
というような、それからラグビーのワールドカップもあ
ります。いろいろ印刷業界にとっては大きなビジネス
チャンスだと思いますが、今回が来年のこういうイベン
ト、印刷業界にとって必ずチャンスになるかどうかは、
いろいろ環境の変化もございます。チャレンジをして、是
非ビジネスチャンスをつかんでいただきたいと思います。
　自前の話になりますが、今月から富士フイルムグルー
プでは、新たに「NEVER STOP」という標語を掲げて
います。「挑戦だけが未来をつくる」というメッセージ
です。業界とか技術の壁を越えて、常にチャレンジを続
けていくという
強いメッセージ
を我々が発信し
て い き た い と
思っております。
　最後になりま
すが、この夢メッセの成功、それから参加企業の皆さま
のご発展、それからここにいらっしゃる皆さまのご健勝
を祈念いたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございます。

チャレンジを続けて
ビジネスチャンスをつかめ！
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　11 月８日 ( 木 ) 午後１時 00 分から、広島印刷会館
会議室に於いて、常任理事会が理事長、副理事長、常任
理事の５名の出席で開催され、午後２時 00 分からは役
員等を含め 22 名が出席し拡大理事会が開催された。
　会議開催の冒頭に中本理事長が「先日の夢メッセでは
ありがとうございました。初めて場所を変えて 14 回目
と言いながら、大丈夫かな？うまくいくかな？という気
持ちがありましたが、本当に皆さまのご協力により無事
終了することができました。しかし、いろいろ問題点、
改善点はあろうかと思いますが、それについては今後検
討をして改善を図ろうと思っております。それから気が
付けば今年もあと少しで 12 月、あと、拡大理事会と支
部長会が有りますが、最後の最後までよろしくお願いし
ます」と挨拶があり議題に入った。
議題
１．2018 印刷産業夢メッセ実施報告について
２．「賦課金データ」報告について
３．「いんさつ広島」年賀広告掲出のお願い
４．新年互礼会ご案内について　
５．各種研修等について
　・「印刷営業講座」実施に向けての取り組み
　・「働き方改革を実現する 「就業規則」 作成 ・改定 セ
　　ミナー」について ( 右記で説明 )
　・「技能検定プリプレス職種実技・学科試験対策セミ
　　ナー」について ( １２月１０日実施、既に受付済み )
６．その他
　・「組合功労者顕彰」を受賞者へ

標記については、下記の要領で準備を進めております
対　象：経営者・経営幹部・人事担当者・その他
要　旨：平成 30 年 4 月版として「モデル就業規則」
　　　　の改訂を行いました。
　　　　今回はこれまでの労働法改正に加え「働き方
　　　　改革」に鑑み、労働者の多様な働き方を踏ま
　　　　えた改訂としています。また、就業規則を見
　　　　直し変更する場合、一定のルールがあります。
　　　　働き方改革に関わる労働法の情報と、モデル
　　　　就業規則を基に、自社の就業規則を見直し変
　　　　更して頂く場合の注意点を合わせてお伝えし
　　　　ていきます。 
開催日：平成 31 年２月 27 日 ( 水 )
　　　　13 時 40 分～ 16 時 10 分　
　　　　なお、当日は
　　　　　拡大理事会を 13 時 00 分～
　　　　　合同委員会を 16 時 30 分～
場　所 ：広島印刷会館　２階会議室
講　師：特定社会保険労務士株式会社 GIMS　
　　　　全印工連環境労務委員会特別委員
　　　　小倉絵里氏
受講料：「モデル就業規則」の冊子を含み　3,000 円

「第５回常任理事会・第４回拡大理事会｣ 開催
働き方改革を実現する「就業規則」

作成・改定セミナー
～モデル就業規則を活用した職場環境の見直し～
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【お知らせ】
【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク】事業主の皆さまへ　非正規雇用労働者のキャリアアップを支援します！
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用労働者の企業内でのキャ
リアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

※　人材育成コースについては、平成 30 年度から「人材開発支援助成金」に統合されました。
◇　生産性の向上が認められる要件は、厚生労働省ＨＰ「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割り増しされます」をご確認ください。
◇　全てのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。

対象労働者数

対象労働者数

全て又は一部の有期
契約労働者等の基本
給の賃金規定等を、
増額改定した場合
(対象労働者数に応じ
て、1事業所当たり)

有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を
新たに規定し、4人以上に実施した場合
(1事業所当たり)

有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新た
に規定・適用した場合
(1事業所当たり)

有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新た
に規定・適用した場合
(1事業所当たり)

選択的適用拡大の導
入に伴い、社会保険適
用となる有期契約労働
者等の賃金引上げを
実施した場合(基本給
の増額割合に応じて、
1人当たり)

有期契約労働者等の
週所定労働時間を5時
間以上延長し、社会保
険を適用した場合
(1人当たり)

※但し、上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて実施し、労働者の手取  
　り賃金が減少しない取組みをした場合は、以下の通り1時間以上5時間未満の延長でも助成

有期契約労働者等を
正規雇用労働者等に
転換又は直接雇用し
た場合
(1人当たり)

正社員化
コース

賃金規定等
改定コース

健康診断
制度コース

賃金規定等
共通化
コース

諸手当制度
共通化
コース

選択的適用
拡大導入時
処遇改善
コース

短時間
労働者
労働時間
延長コース
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キャリアアップ助成金の受給までの流れ

支　　給　　申　　請

キャリアアップ計画の作成・提出

≪　事　業　主　≫ ≪労働局・ハローワーク≫

支給審査
支給決定

就業規則等の改定
方法の相談等

キャリアアップ
計画の作成援助・認定

「キャリアアップ助成金」の活用にあたっては、事前に「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成 )
等を作成し、提出することが必要です。

転換後6ヶ月の賃金の支払い
(転換前と比較して5％以上賃金が
増額している必要があります)

取組後6ヶ月の賃金の支払い
(健康診断コースは取組の実施日
を含む月分の賃金の支払い)

就業規則に基づく
正社員等への転換

取組みの実施
(就業規則の改定等)

正社員化コース 処遇改善関係コース
(正社員化コース以外)

就業規則の改定
(正社員等への転換規程が

無い場合)

　公益社団法人日本印刷技
術 協 会 よ り「 印 刷 白 書　
2018」が発刊されました
のでご案内申し上げます。
　本書は、公表された各種
統計データから、印刷産業
の動向を捉えるために必要
なものを網羅、掲載すると
ともに、今後のビジネス展
開における重要課題も多く
取り上げ、進むべき方向性
の示唆にも努めておりま
す。また、毎年内容、資料
ともに拡充を図り、同時に UD 書体を使うなど読みやすさ、
わかりやすさにも工夫をこらしております。
　今回の特集は、今年度の JAGAT 共通テーマとして標榜し
ている「デジタル×紙×マーケティング」を取り上げました。
世の中のデジタルシフトが進む中、マーケティング情報と印
刷をどのように連携させるかが、業界にとって重要な課題と
なり、新しい印刷ビジネスのチャンスでもあります。デジタ
ルと紙を組み合わせてコミュニケーションを行うこと、デジ
タルマーケティングで生きる紙メディアのあり方などの現状
分析と課題解決に取り組んでいます。

　ニュープリンティング株式会社
は、このほどデジタル印刷のビジ
ネスやソリューションに焦点を当
てた月刊プリテックステージ 10 月
号増刊『デジタル印刷ビジネスブッ
ク 2018 秋』を発刊いたしました。
　「デジタル印刷ビジネスイノベー
ション」をテーマに、デジタル印
刷を活用したビジネスの創出と展
望にスポットを当て、7 社の印刷会
社の事例を中心に紹介しています。また、特色トナーの活
用方法やデジタル印刷機の検査や小ロット向けの後加工機
などをレポートしました。

【主な内容】

【申込先】

○総論：ビジネス革新の種
　　　・大判化、自動化を促進するデジタル印刷機
　　　・スマートファクトリーへつなぐ見える化
　　　・スペシャルカラーでイノベーションを
　　　・高速インクジェットでビジネス革命
○実践！イノベーションカンパニー
　　　・日進堂印刷所　表現力を高めるメタリックカラー
などなど

ニュープリンティング株式会社
〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-8-5 多幸ビル九段
TEL.03-3264-2054　FAX.03-5214-6357
WEB http://www.newprinet.co.jp
メール new-pri@fb3.so-net.ne.jp

新 刊 紹 介

問い合わせ・事務局　℡０８２-２９３-０９０６

『印刷白書 2018』 『デジタル印刷ビジネスブック2018秋』
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◎組合の動き

事務局だより福山支部だより

　11 月 16 日 ( 金 )、福山支部価値組委員会の 11 月（第
187 回）例会を開催しました。ここ何年か８月に開催
していた、特殊紙のメーカーの竹尾さんにご協力いただ
いて開催しています特殊紙とそれを使った製品たちの展
示会「ザ・ファインペーパー見本市」を、今年は 11 月
に開催し、それに併せたカタチで例会セミナーとして開
催しました。
　「ボクらの知らないパッケージデザインの世界」－制
約がある中でいかに五感に訴えるか？カップラーメンを
極める－と題してのスキルアップセミナー。大阪を中心
に全国に向けて活躍されているパッケージデザイナー集
団“パケクション”のメンバーのお一人で、株式会社イ
ングアソシエイツ 取締役の三河内英樹さんに講師をお
願いしました。いやぁ、奥が深いです。カップラーメン
のパッケージデザイン。日頃何気なく見てるカップラー
メンのパッケージですが、三河内さんのお話を伺って、
これからはちょっと視点が変わってくるかも。どう表現
するのか？シズル感をどう出すのか？ほんの１ミリのこ
だわり。定番でいくのか？飽きられないよう少し定番か
らハズスのか？これが良い、これが正しいと自負してい
ても、コンペで採用されたデザインが正解だし、商品が
売れたデザインがホントの正解。試行錯誤しながらアイ
デアの引き出しを増やしていく。三河内さんのリアルな
お話を、飾らずストレートに、でも優しい語り口で聴か
せていただき、参加メンバーみんな前のめりになって。
講演後の Q&A タイムも、そんな切り口があるのか？と
面白かった。三河内さんのお話を聴いているだけで、こ
ちらまで元気になり一緒にわくわくしてくる。素敵で、
そして背筋の伸びる講
演でした。参加した皆
さんも同じ様に感じら
れたのではないでしょ
うか。ありがとうござ
いました。（浅田）

8日 印刷会館常任・拡大理事会

13日 広島安佐ＧＣ印刷関連業界親睦ゴルフ

15日 東　　京常任役員会、理事会、情報交流会

16日 山　　口中国地区事務局研修会

25日

3日

20日

長　　野全青協正副議長会

30日 東　　京環境労務委員会

東　　京産業戦略デザイン室会議

印刷会館支部長会議

10日 印刷会館技能検定ＤＴＰ実技・
学科試験の事前研修

6日 梅もと別館第5回拡大理事会

 
月
11

 
月
12

「年賀広告」募集について
　いんさつ広島では、平成３１年新年号の「年賀広告」を募集
　しております。(１２月５日締め切り)
　・広告料金　１枠　5,000 円
　・規　　格　55㎜ × 28㎜　モノクロ
　詳細については　℡０８２-２９３-０９０６　の事務局へ

新年互礼会開催のご案内
平成３１年の新年互礼会を印刷関係諸団体のご協賛によ
り開催いたします。多数のご出席をお願いします。
・日時　平成 31 年 1 月 7 日（月）
　　　　18 時　開宴　（17 時 受付開始）
・場所　リーガロイヤルホテル広島
　　　　広島市中区基町６－７８
・会費　１万円
・申込　１２月 7 日（金）までＦＡＸで
　　　　０８２－２９３－０９５４

【福山支部 11 月例会】

「ボクらの知らないパッケージデザインの世界」
セミナー


