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　今年の冬は例年になく雪が少なく夏の水不足が心配です。しか
し、春はやってきて、公園や道路側の花壇はいろいろな色の花た
ちが咲いています。そして木々は冬にしっかりとためた栄養で小
さな芽を出しています。みなさんも体を動かしリフレッシュしま
しょう。
　写真は、推定樹齢約 170 年の「ヒロシマエバヤマザクラ」で
広島市の天然記念物として有名なサクラです。特徴として、花弁
の数が倍以上の 5 枚から 13 枚あるヤマザクラの突然変異種と言
われています。
　広島が五箇庄といわれていた寒村の頃には、現在の太田川デル
タはほぼ海中であり、現在丘の部分がデルタに点在していた島々
で、具体的には現在の中区白島が箱島（はこしま）、南区黄金山
が仁保島、南区比治山は日地島（肘山・ひじやま）、そして江波
山は江波皿山とつながっていて、江波島と呼ばれていました。

「天然記念物ヒロシマエバヤマザクラ」(広島市中区江波)平成３０年度下期中国地区印刷協議会開催

　中国地区協議会 中本俊之会長挨拶

　全印工連 細井俊男副会長挨拶 

　各委員会等からの報告  

第5回常任理事会・第6回拡大理事会開催 

常設委員会合同開催   

「2019印刷産業夢メッセ」第1回三役会議開催 
　開催告知ポスターの公募  

幸せな働き方改革STEP3の説明　惟村唯博氏

福山支部だより    

事務局だより  
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中本俊之中地協会長挨拶要旨

　平成 30 年度下期中国地区印刷協議会が、２月 15 日
( 金 ) 午後２時 00 分よりアークホテル岡山において、
全印工連から、細井俊男副会長、池尻淳一専務理事、中
国五県の各工組から理事長、役員が、また、今回も四国
地区の奥田章雄会長 ( 香川県工組理事長 ) がお互いの地
区協の開催模様を学ぶとしてオブザーバーで参加され総
勢 38 名が出席し開催された。
　始めに、昨年末に鳥取県工組理事長になられた田村仁
美氏を紹介し、田村氏から「理事長を拝命しましたが、
勉強になるからやったらいいよ、ということで、ならせ
ていただきました。この中地協にも今まであまり出席し
ていなかったので、大変不勉強だなと思っていますけど
も、この機会にしっかり勉強して、鳥取県の組合員の人
たちに組合の仕事をして良かったなと言われるような活

　まず、印刷用紙値上げへの対応で
すが、昨日の日経新聞によりますと
印刷用紙の卸価格が 2 割上昇。生産
休止や豪雨、地震、台風などの災害
で在庫が減り、2019 年紙の国内需要は前年比で 3.3％
減る見通し。特にカタログ、チラシに使う塗工紙は 5％
減の予定。市場規模はピークの 2006 年の 6 割程度に
縮小するとなっています。
　次に、印刷料金の値上げですが、流通のしくみ、大手
印刷会社、印刷通販、中小印刷会社、それぞれ立場が違
うので、５月１日の改元特需に期待。しかし 10 月消費
税率の引き上げ、人件費アップ、カルテル、デジタル化、
印刷に対する価値感、我々の自助努力をどう見せるかが
ポイントです。
　そして、最近よく SDGs（エスディージーズ）という
言葉を耳にしますが、それは、「持続可能な開発目標」
と訳され、SDGs（エスディージーズ）は国連が 2015
年に採択したことで新しい消費者行動が生まれました。
生活者の消費行動も持続可能性を追求したものに注目が
集まっている。社会や環境に配慮した商品・サービスを
積極的に購入することで社会問題の解決に貢献する「エ
シカル消費（倫理的消費）」という新たな消費行動が生

まれています。
　消費者の 6 割が社会の持続可能性に寄与する商品・
サービス購入意向を持っています。エシカル消費に対す
る割高は 10％までとする人が全体の約 9 割を占めるこ
とから、10％の価格増であればエシカル消費にかなう
商品・サービスが売れることを示しています。我々中小
企業もＳＤＧｓを理解して、単なる印刷料金の値上げだ
けではなく、社会的課題を解決する印刷物で印刷に対す
る価値感を高めることも必要です。
　次に、これは皆さまへお知らせですが、全日本印刷文
化典の開催地の件ですが、昨年 11 月の全印工連理事会
で 2022 年開催の全日本印刷文化典が中国地区印刷協
議会で引き受けることが決まりました。早速、下関で理
事長会を開催し、広島で開催されることが決定いたしま
した。印刷の可能性を感じていただける素晴らしい機会
となるよう、準備を進めてまいります。中国地区印刷協
議会での開催ということですので皆さまのご協力をよろ
しくお願いいたします。
　そして、最後に今回この会議を設営していただきまし
た岡山県工組の皆さまには本当にお世話になります。今
日一日、皆さんにとって有意義な時間となりますことを
祈念申し上げて私からの挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。 

動を、これから考えていけたらなと
思っていますので、先輩方、どうぞ
よろしくお願いいたします」と自己
紹介があり、開催地である岡山県工
組西尾源治郎副理事長から歓迎の挨
拶があった。

会議次第
　・岡山県印刷工業組合　西尾源治郎副理事長挨拶
　・中国地区協議会　中本俊之会長挨拶
　・全印工連　細井俊男副会長挨拶
　・全印工連　池尻淳一専務理事から事業説明
　・全印工連　幸せな働き方改革 STEP３の説明
・議事
　平成 31 年度上期中国地区印刷協議会開催の件
　６月 21 日 ( 金 )　鳥取市で開催決定
　・分科会討議
　・分科会報告
　・閉会
　以上を午後６時に終了した。 

平成 30 年度 下期中国地区印刷協議会開催
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細井俊男副会長挨拶要旨

　日頃は全印工連事業に対しまして、
格別のご支援とご協力を賜わり、こ
の場をお借りして厚く御礼を申し上
げます。
　また、今回の下期地区協においても、各委員会事業の
推進方法は、委員会毎に「報告事項」、「依頼事項」、「協
議事項」の 3 つの要点に絞ったレジメが用意されてい
ます。この後行われる委員会・分科会では、レジメに基
づいてしっかりと協議・検討をお願いします。そして、
本日の会議内容は、参加されている皆様が、各工組に持
ち帰って、しっかりと地元の組合員にお伝えいただきた
いと思います。
　さて、今年は、年明け早々から、現在、皆様が大変ご
苦労さている印刷用紙価格の値上げ問題に始まり、春以
降は、改元、地方統一選挙、参院選、G20、秋にはラ
グビーワールドカップ、そして消費税の増税と、次々と
大きな変化の波が押し寄せる年です。印刷産業界としま
しても、世の中のトレンドを敏感に察知し、機敏なハン
ドリングが求められるところです。
　現在、全印工連では、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～」
を掲げ、全国の組合員企業の 1 社 1 社が Happiness 
Company を目指すことを目的に「幸せな働き方改革
ＰＴ」を立ち上げ、そのプロセスを全組合員へ発信して
いるところです。本日は後ほど、その第 3 弾となる「幸
せな働き方改革 SEASON 3」のご説明を差し上げる予
定 で す。 全 国 の Happiness Company の 集 ま り が
Happy Industry へと繋がり、産業と社会の新しい関係
性を生み出し、優秀な人材が集まり、社会の幸せを生み

続けるといった好循環の構築を目指して参ります。
　また、冒頭、トレンドを敏感に察知すると申し上げま
したが、全印工連では、経済産業省のクリーン・オーシャ
ン・マテリアル・アライアンスへ幹事会員として積極的
に参画し、現在問題となっている海洋プラスチック問題
において、石油製品（プラスチック製品）から紙製品へ
と世論と習慣を戻す絶好のチャンスの獲得や、また、現在、
経済産業省（中小企業庁）と調整中ではありますが、「消
費税軽減税率広報事業受託」による地域活性化と新規顧
客の創造など、印刷産業の新たな可能性の光が少しでも
感じられれば、自ら動いて、果敢にチャレンジをして行
くという積極的な姿勢で望みたいと考えております。
　併せて、現在、皆様がご苦労されている用紙値上げ問
題への対応や官公需対策も、引き続き、気を引き締めた
対応に努めて参ります。
　むすびに、本年も各地区印刷協議会との活性化と連携
を通じ、全印工連の組織力を存分に生かした事業に取り
組み、印刷産業の持続的な発展と豊かな社会生活を創造
する「Happy Industry」の実現に向けて邁進して参り
ますので、更なるご支援とご協力をお願い申し上げ、挨
拶といたします。

【全印工連事業説明】
　全印工連の池尻専務理事から、「Hap
py Industry」のコンテクトムービーを
全印工連のホームページにアップした
こと、報告として「①印刷業経営の実

態調査の実施、②ＣＳＲ認定の募集、③大喜利印刷の周
知(戦略産業デザイン室CMYKプロジェクト企画、展開)、
④印刷用紙値上げへの対応、⑤クリーン・オーシャン・
マテリアル・アライアンスの参加、⑥今年 10 月に全印
工連フォーラムを大阪で開催」などの概況説明があった。

【各委員会からの報告】
　午後３時 40 分から理事長会及び各分科会が各会場に
分かれ、当面の諸課題等について討議が行われた。
　再び全体会議が招集され各分科会の討議内容が各委員
長から報告された。

《理事長会》
　中本会長（広島）から「①印刷用紙
の値上げの対応策、②クリーン・オー
シャン・マテリアル・アライアンスへ

の参加、協力、③各県工組における活動状況」などの意
見交換内容について報告。

《経営革新マーケティング委員会》
　細川俊介委員長（広島）から「①勝
ち残り合宿ゼミの開催、②経営情報、
東京開催のセミナー、③事業承継支援
事業の周知、④共創ネットワーク通信の配信拡大と活用」
などの意見交換内容について報告。
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《環境労務委員会》
　中川隆委員長（広島）から「①平成
30 年度地域別最低賃金の改訂、②年
５日の年次有給休暇の確実な取得の義
務化、③環境労務セミナーの周知と開
催、④環境マネジメントシステムの認証・認定制度の普
及推進、⑤環境推進工場登録制度、⑥ ISO14001 の取
得支援システム (Net EMS)、⑦ VOC 警報機の普及・
拡大」などの意見交換内容について報告。

《組織共済委員会》
　竹田圭佐委員長（山口）から「①各
共済制度の加入状況、②組合員台帳調
査の回収結果、③生命共済制度更新処

理、④組合員加入の促進について」などの意見交換内容
について報告。

《教育研修委員会》
　池上鎌三郎委員長（岡山）から「①
技能検定、プリプレス職種 DTP 作業
の受講者数、②教育コンテンツの開発
について、③印刷営業講座・印刷営業
士認定試験の開催、④全印工連特別ライセンスプログラ
ムの随時募集、⑤総合求人サイト「イーアイデム」組合
員向け特別プランの周知」などの意見交換内容について
報告。

「第5回 常任理事会・第6回 拡大理事会」開催

常設委員会合同開催
各委員の４３名の仲間が一堂に会し語り合い！

　２月 27 日 ( 水 ) 午前 11 時 00 分時から、広島印刷
会館会議室において常任理事会を、理事長、副理事長、
常任理事６名の出席で開催し、午後１時 00 分から拡大
理事会を理事 16 名が加わり 22 名が出席して行われた。
　はじめに、中本理事長から ｢今日は、先日の中地協を
受けての委員会もこの後開催されます。長丁場となりま
すが、皆さんのご協力をよろしくお願いします。さて、
今年の夢メッセも先程の会議でテーマが決まりスタート
を切りました。見直す箇所は見直してより良い夢メッセ
にしましょう。組合運営上なくてはならない事業です。
皆さんのご協力があっての夢メッセですのでよろしくお
願いします」との開催の挨拶があった。

　平成 30 度下期中国地区印刷協議会 ( ２月 15 日岡山
市開催 ) を受けて、本年度第２回目の委員会報告が２月

議題
（１）平成 30 年度下期中国地区印刷協議会報告について
（２）2019 印刷産業夢メッセ開催について
　　　出展のご案内・ポスター募集

（３）平成 31 年度の行事予定 ( 案 ) について
（４）その他

27 日 ( 水 )16 時 30 分から広島印刷会館会議室におい
て４委員会に総勢 43 名が参加して開催された。
　会議終了後、一堂が懇親会の梅もと別館 ( 長くお世話
になっていたが３月 20 にて閉店 ) に集まり、細川副理
事長の司会により中本理事長の挨拶と乾杯で始まり、終
始和やかなムードで２時間はあっという間に過ぎた。
　最後は喜瀬理事顧問の“一本締め”で締めくくった。

経営革新マーケティング

組織共済

環境労務

教育研修
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第 15 回 2019 印刷産業夢メッセ　開催告知ポスターの公募

　①名　称： 第 15 回 2019 印刷産業夢メッセ
　②会　期：10 月 11 日（金）、12 日（土）
　③テーマ：印刷の未来へ！ヒントがつかめる“夢メッセ”
　④作品テーマ（制作意図）　
　⑤会　場：広島ガーデンパレス
　　　　　　〒 732-0052 広島市東区光町一丁目 15-21
　　　　　　Tel.082-262-1122　Fax.082-262-5270
　⑥主　催：広島県印刷工業組合・中国印刷機材協議会　　
　⑦主　管：2019 印刷産業夢メッセ実行委員会
　⑧協　賛：広島県洋紙商連合会、広島県製本工業組合、
　　　　　　中国グラフィックコミュニケーションズ工業
　　　　　　組合、日本グラフィックサービス工業会広島
　　　　　　県支部、中国地区印刷協議会
　⑨『夢』のロゴ：

注 . ④の制作意図は、作成にあたって  
　　の思い、考え方を 200 字程度で記
　　入のこと。
　　ロゴのデータは下記の組合にあり
　　ますので、必要な方はメールで送
　　付します。ご連絡は下記メールア
　　ドレスでお願いします。

【2019 印刷産業夢メッセ第 1 回三役会議開催】
１０月１１日（金）・１２日（土）開催テーマは「印刷の未来へ！ ヒントがつかめる“夢メッセ”」

応募要項 記入必須項目

　2019 印刷産業夢メッセ第１回三役会を２月 27 日
( 水 ) に、11 時 30 分から広島印刷会館会議室に於いて、
県工組、中国印刷機材協議会 16 名が出席し開催された。
中本実行委員長から「早いもので、今年もこの会議を迎
えました。今日は、テーマの選定、昨年の反省を兼ねた
実施方法の検討等の協議を行いますが、それには皆さん
のお知恵をお借りし良いものにしたいと思っておりま
す。皆さんのご協力をお願いします」と挨拶があり、会
議に入った。

【議題】「2019 印刷産業夢メッセ」
　(1) 開催内容等について
　　　【10 月 11・12 日 ( 金・土 ) 開催】
　(2) テーマ選定について ( 表題のとおり ) 
　(3) 基調講演講師選定について
　　　１日目：全印工連副会長 ( 予定 )　
　　　２日目：各自が次回までに選定し報告
　(4) 出展・広告依頼について
　　　３月末迄に郵送
　(5) 開催告知ポスターの公募について
　(6) スケジュール ( 案 ) について
　(7) その他

１．応募資格：広島県印刷工業組合員及び印刷関連団体並び
　　　　　　　に大学・専門学校に在籍の学生各位
２．作　　品：Ａ２サイズで原寸をプリントアウトしお送り
　　　　　　　ください。なお、応募された作品は返却しま
　　　　　　　せん。入賞作品の著作権は組合に帰属するも
　　　　　　　のとします。
３．使 用 色：片面４色
　　　　　　　( デザインにより１色や２色、４色も可 )
４．記入必須項目（右の項目を参照）
５．使用素材：自　由
６．応募作品：自作で未発表のオリジナル作品に限る
７．応募方法：事務局宛に必要事項を記入の上、郵送
　　　　　　　記入事項は、 ①応募者氏名　②社名・学校名
　　　　　　　③連絡先　④作品テーマ（制作意図）  
　　　　　　　⑤使用ＯＳ⑥制作ソフト（バージョン記入） 
　　　　　　　⑦使用書体名
８．応募締切り ： 2019 年５月 24 日（金）　“必着”
９．　 賞 　： グ ラ ン プ リ　　１点 ( 商品券５万円 )
　　　　　　　準グランプリ　　２点 ( 商品券各２万円 )
　　　　　　　佳　　　　作　　数点 ( 商品券各３千円 )

注．詳しくはこの「いんさつ広島」と一緒に別に応募要領を入れておりますのでお読みください。
広島県印刷工業組合内　広島市西区南観音一丁目 1 ー 22
TEL：082-293-0906　FAX：082-293-0954　Mail: h.inkumi@estate.ocn.ne.jp お問い合せ



（6）　第 392 号 平成 31年 4月 1日い ん さ つ 広 島

　働き方改革は、一般的に長時間労働の是正や、同一賃
金、同一労働、労働人口の減少に対する、生産性の向上
を目指した活動と捉えられております。次に、企業が生
産性の向上に取り組まなければならない理由として、少
子高齢化、労働人口の減少があげられ、さらに、昨年 6
月、国会で働き方改革関連法案が可決、いよいよ今年 4
月から本格的に動きだします。こうした時代の中、例え
ばビジネスの機会を人手不足により損失してしまう。長
時間労働が常態化し、経営的には残業代がかさむ。一方、
従業員は疲労感が増し退職に繋がってしまう、といった
ような負のスパイラルに陥ってしまうことがあります。
ステップ 3、業務革新により、組織の成長、生産性の向
上を実現し、従業員が辞めない、魅力ある組織づくり、
幸せな働き方改革実現へとつなぐことです。
　では、なぜ業務革新が必要なのか。例えば、会社が人
手不足に陥ると、一部の業務の場で業務革新が進みにく
くなり、非効率な仕事が常態化し、業績に悪影響をおよ
ぼします。この状態で業績を回復させようとすると長時
間労働が常態化します。すると、家事、育児、介護など
を担う社員の活躍する場が狭められ、制約の少ない社員
が中心の会社になります。しかし、少子高齢化の現在、
制約の少ない社員の人数も減っており、ますます採用難
で人手不足、人材不足が一気に悪化。負のスパイラルに
陥ることになります。
　負のスパイラルを脱して、会社を成長させるためには、
社員一人ひとりの努力と工夫だけでは対応しきれませ
ん。そこで仕事そのものを変え、多様化した人材の活用。
つまり、業務革新に取り組む必要があります。
　ここで皆様に 5 つの質問をしたいと思います。まず、
貴社の事業の業績は向上していますか。質問 2、時代を
担う人材は育っていますか。質問 3、仕事のやり方は旧
来のままになっていませんか。質問 4、従業員は残業で
疲弊していませんか。そして最後の質問 5、優秀な人材
が辞めてしまっていませんか。いかがでしょうか。業績

の向上を目指す中、以上 5 つの質問で 1 つでも心当た
りがある企業さんは、ぜひ、業務革新に取り組んでいた
だき、いままでより、さらに魅力のある組織に変えてい
ただきたいと思います。
　次に、いま業務革新が求められている背景には 2 つ
の要因があります。1 つは内部要因です。少子高齢化に
よる労働人口の減少がもたらす人手不足感の増大。家事、
育児、介護などで長時間労働ができない人材や高齢者、
外国人などの人材がもたらす、多様化する働く人のニー
ズです。もう１つは外的要因です。これは多様化する顧
客のニーズ、加速化する AI や IOT などの技術革新です。
この環境の変化に、業務革新に取り組むことで幸せな働
き方改革が実現し、皆さんが望んでいる業績向上へと繋
がると考えております。
　さて、ここで実際に業務革新に取り組んだ事例を 2
つご紹介します。まず始めに、社員のデスクを固定しな
い、フリーアドレスデスク化したイメージでお話ししま
す。社員は会社に出勤しますが、自分のロッカーからパ
ソコンを取り出し、好きな場所で仕事に応じた高さを選
び、仕事をいたします。それは机の高さが変えられ、昇
降式になっているからです。もちろん、高さが変えられ
るということは、作業は立ったままになります。ミーティ
ングも立ったままで行ない、短時間で終わらせることが
できます。また、その他の会議も着席せずに立ったまま
で行うので、会議が長引くことがありません。これによ
り、健康、効率、コミュニケーションがアップし、営業
の生産性が向上したそうです。このようなケースも、働
き方改革の一例になります。２つ目は、クラウド型の動
態管理と、ドライブレコーダーの導入の事例です。この
動態管理システムとは GPS の機能と免許証の IC チッ
プを活用し、車道やドライバーの自走行などをリアルタ
イムに管理、計測するシステムです。常に移動する車輌
情報を把握することで、営業車の効率化や、燃料費の削
減につながります。走行の過載によるドライバーの安全

幸せな働き方改革STEP３の説明
惟 村  唯 博 氏全日本印刷工業組合連合会　常務理事

(環境労務委員会委員長)

【中国地区印刷協議会】

ジャイロ
クロス（

自動洗浄
布）

H液プロ
テックシ

リーズ

明治ブラ
ンケット

、帯電防
止剤

広島営業所／〒732ー0827 広島市南区稲荷町5ー18 三共稲荷町ビル8F TEL（082）568ー4400
本社営業部／〒114ー0012 東京都北区王子1ー12ー4 TEL（03）5902ー7625
全国販売網／札幌・静岡・名古屋・大阪・高松・福岡
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運転にも貢献できます。この位置情報を利用した労務管
理は、直行・直帰が多い営業職の出退勤管理を、出勤し
たタイミングから退社まで位置情報を取得することで、
時間外の不払いや過払いを防ぐことが可能になります。
そして、営業社員も負担を増やすことなく内勤の社員も
この見える化により、営業業務の進行状態が早く把握し
やすくなります。以上の 2 例をご紹介させていただき
ました。
　続きまして、業務革新には 2 つの考え方、方向性が
あります。1 つは設備投資による業態革新。AI や IOT
投資による、スマートファクトリー化になります。もう
１つは業務プロセス。日々の変革、改善による業務革新
です。会社の強みを活かした仕事の強化、差別化。それ
により新たな仕事の創設につなげるものです。組織の成
長と、従業員にやりがいを感じてもらう。いわば、成長
につながる人材作りをテーマにしたものになります。先
に紹介したスマートファクトリー化は人材の余裕は生み
出すことができますが、新たな仕事の創出は、やはり日々
の業務プロセスの変革や改善力を活用することで初めて
可能になると考えております。
　ここで、業務プロセスの変革・改善による 3 つの効
果についてご紹介します。まず、お客様のニーズが多様
化しているのに、仕事のやり方が 10 年前と同じという
ことはありませんか。業務に、ムリ、ムダ、ムラが発生
していませんか。業務革新の対策により、業務を効率化
し生産性を上げることが可能になります。
　続きまして、お客様のニーズが汲みきれず、コンペで
他社に負けていませんか。対策により自社の強みや特徴
を社員と一緒に見つけ、他社との差別化ができるように
なります。最後に、仕事が先細りしていませんか。対策
により新しい仕事のアイデアが広がり、業績が向上いた
します。業務革新の取り組みとは、この 3 つの効果が
得ることができます。
　続いて、業務革新の取り組みは業務プロセスの変革・
改善を通じた副次的な効果をもたらします。ポイントは、
その仕事や業務に関わる現場の社員、若手や中堅社員、
ベテランのシニア社員やパート社員ら、みんなで協力し
て進めることが大切で、変化に対して、前向きな雰囲気
で変えることです。多くの場合、プロジェクトチームの
立ち上げ、変革、改善に取り組み、チームに参加する従

業員にとっては、自ら考え、リーダーシップを発揮する
良い機会になります。この取り組みにより、変化し続け
る組織風土の醸成や、チーム活動を通じた、従業員の成
長につなげることができます。
　現在、全印工連では、業務革新ワークブックの製作を
しており、その目的と現場での活用と内容についてお話
します。業務革新ワークブックの目的は生産性を高める
ため、組織全体で業務革新の取り組みを支援するツール
となり、現場では、業務革新ワークブックを使い、組織
全体で業務の改善、流れ。次に、自社の強みを発見する
こだわり。そして、新しい仕事のアイデアを創設する、
つくるについて考えていきます。そして、内容は第一章
では、なぜいま業務革新が必要なのか。第二章では、業
務革新とは、何をやることなのか。第三章では、業務革
新はどのように進めて行くのかをわかり易く解説いたし
ます。
　最後に、今後の業務革新ワークブックを用いた、セミ
ナーを開設するお話をいたします。セミナーでは、業務
革新を「つながる」という言葉であらわします。目的が
曖昧な業務がないか、業務の洗い出しを行ない、目的を
明確にし、業務がうまく流れるかどうかを確認し、スムー
ズに流れる効率化を図ります。例えば、人によって資料
作成のやり方や、まとめ方がバラバラで統一感がない、
何度も同じようなミスや問題が発生する、なぜか、他部
署に確認することになっている、時間がかかってしまう、
自動化出来る計算も以前のまま手動でやっている。この
ような事例を効率化いたします。
　次に、発表にこだわるということを使います。仕事の
中で、自社の強みや特徴を再発見し、普通の業務の中で
発揮できるようにします。いわゆる、質、コスト、納品
などの強みを見極めるということです。そして、仕事の
創造を創るという言葉を使います。新しい仕事を生み出
すための取り組みが日々できているかどうか、良いアイ
デアを出していきます。例えば、競争の激しい中、会社
をさらに発展させるためには、現状の仕事の効率化だけ
ではなく、今後に向けてこれまでとは異なった創造的、
独創的、先進的な新たな製品やサービスを生み出し、競
争力を高めることが必要になります。幸せな働き方改革
ステップ 3、業務革新セミナーは 3 月中旬より開催さ
せていただく予定です。
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◎ 組合のうごき

福山支部勉強会

産業戦略デザイン室会議4日

３
　
月

４
　
月

第６回全印工連常任役員会

18日

第6回常任理事会、
2019夢メッセ第2回三役会、
第7回拡大理事会

26日

27日

東　京

福　山

東　京

印刷会館

広島県工組・広島印刷会館会計監査12日

23日

常任役員会・理事・情報25日

印刷会館

東　京

印刷会館

第1回常任理事会、
2019印刷産業夢メッセ組織委員会
第1回拡大理事会、会館取締役会

事務局だより

　３月 18 日 ( 月 ) に福山支部価値組委員会の３月 ( 第
191 回 ) 例会を開催しました。今回は、特別に広島か
ら中本理事長と西村事務局長にお越し頂きご参加頂き
ました。
　3 月例会のタイトルは『2019 業態変革 実践！ワイ
ガヤ会 』。まずは県工組の委員会報告を頂く中で、我々
をとりまく現状をひしひしと実感させられ、特に働き
方改革での具体的な取り組みについて、参加メンバー
各社さんの状況などをお聞きしていくうちに、参加者
の皆さんの体温がだんだんと上がっていく。そんな風
に感じました。
　フリートークになってからも、例会のタイトルどお
りのワイワイガヤガヤ、そしてケンケンガクガクの熱
い時間になりました。こんな風に喧々諤々できる仲間

【福山支部３月例会】

2019業態変革 実践！ワイガヤ会
がいるって事がありがたいなって思える時間でした。
　そして嬉しかったのが「福山 ( 支部 ) のこの雰囲気が
とっても素敵で大好きです」と理事長に言ってもらえ
たこと。「当たり前に」思っていることでも、周りから
見ると案外すごいことなのかもしれないけれど、姿勢
を正して当たり前のレベルを少しずつ上げていけたら
いいなって思った 3 月例会でした。　　　　　　（浅田）

広島県印刷工業組合
通常総会開催のご案内

　次のとおり、通常総会を開催しますので万
障お繰り合わせのうえご出席ください。

▼広島県印刷工業組合 平成31年度通常総会
　日時　５月 17 日 ( 金 )　午後 2 時 00 分
　場所　広島印刷会館２階会議室

　なお、従前は総会終了後、懇親会を開催し
ていましたが、今年度から中止いたしました
のでお知らせします。


