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　多家神社は、神武天皇ゆかりの神社と伝わる。安芸国三社（厳
島神社、速谷神社、多家神社）の一つとして古くから信仰されて
きました。
　境内にある宝蔵は校倉造で、広島城三の丸稲荷を移築されたも
の。戦火で全焼した広島城にあった史跡として唯一現存。広島県
指定重要文化財です。
　多家神社は以前の新年号で紹介しましたが、境内にある「手水
舎」が写真のように１枚岩でできており立派なのでご紹介します。
２つの龍の頭もありびっくりです。

【多家(たけ)神社　別名　挨宮(えのみや)　の手水舎】
　　　　　　　　　　　　　　　　安芸郡府中町組合員メリットについて　PartⅡ

青年部の活動報告

福山支部だより

経済産業省　新型コロナウイルス感染症で…

新刊紹介　積算資料2021年版『印刷料金』

「広島の印刷会社におけるDX活用法」の配布

事務局だより　●組合の動き

新型コロナウイルス感染症は、まだまだ油断してはいけません。
・世界の累計感染者数　１１０百万人　　　回復者数　６２百万人　　死亡者数　２．４百万人

・日本では　累計感染者数　４２万人　　死亡者数　７千人
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① 事業承継支援センターの利用

　（通常に比べてリーズナブルな料金・組合員特典価

　格の適用）

② 事業承継コンサルティング初期相談

　（通常価格 50 万円～が組合員は無料）

③ 事業承継コンサルティング本格検討

　（組合員特典価格）

④ Ｍ＆Ａアドバイザリー

　（着手金　通常価格 100 万円～が一律 50 万円）

⑤ Ｍ＆Ａアドバイザリー

　（月次報酬は無料、成功報酬は組合員特典価格）

ポイント

① 秘密厳守（全印工連にも秘密厳守）

② 事業承継コンサルティングの初期検討費用が無料

③ 弁護士、公認会計士、税理士など、プロ集団が対

　 応

メリット

① 事業承継コンサルティング初期相談

　 （通常価格 50 万円→組合員は無料）

② 事業承継コンサルティング本格検討

　 （組合員特典価格）

③ Ｍ＆Ａアドバイザリー着手金

　 （通常価格 100 万円→一律 50 万円）

④ Ｍ＆Ａアドバイザリー

　 （月次報酬 30 万円～→無料）

⑤ Ｍ＆Ａアドバイザリー

　 （成功報酬は組合員特典価格）

アイデム社の求人サイト「イーアイデム」

の利用（割引）

① スタンダードプラン（ST プラン）

　　　　　　　　　　　　　　　60,000 円 /4 週間

　 画像 2 点、アピールポイント 1 点迄掲載可

② ハイグレードプラン（HG プラン）

　　　　　　　　　　　　　　　90,000 円 /4 週間

　 画像 8 点、アピールポイント 6 点迄掲載可

上記 2 種類のプランがある。

ポイント

・掲載する求人広告を作成・登録が可能

・広告作成時は、アイデムによる電話・メール相談

　が受けられる。

（一部の地域にはアイデムによる企業訪問可）

メリット

・削減費用（1 回当たり）

① ST プラン   （4 週間掲載）→ 90,000 円

② HG プラン（4 週間掲載）→ 135,000 円

【一般価格】

① ST プラン（150,000 円）

② HG プラン（225,000 円）

【算出式】

90,000 円×利用回数①＋ 135,000 円×利用回数②

【退会時の対応】

割引不可

一般価格での利用

組合員メリット Part Ⅱ

⑤ 事業承継 ⑥ アイデム
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印刷営業講座（割引）

印刷営業士認定試験の対策講座

（２１時間のカリキュラム）

受講料：20,570 円

ポイント

・平成２９年度からカリキュラムを一新、セールス

　＆プロデュースを追加

・受講者を少人数に分けグループワークを実施

・官公庁が利用する「印刷料金」（経済調査会発行）

　を使用した見積演習の実施

メリット

・削減費用（1 名当たり）

　17,230 円

【非組合員受講料】

37,800 円（1 名）

【算出式】

17,230 円×受講人数

【退会時の対応】

割引不可

※掲載している組合員メリット Part Ⅱは、平成３０年４月
　１３日に全日本印刷工業組合連合会より発行された「組合
　事業メリット一覧表」を参照して作成しています。ご契約
　の際は、最新の情報をご確認ください。

⑦ 印刷営業講座 ⑧ Backup
Too 社のクラウドバックアップサービスの利用

（低価格・独自）
① 初期費用：19,800 円（税別）→最初のみ
② 月額費用：
　・1 アカウントの場合
　　19,800 円（税別）/ 月
　・複数アカウントの場合
　　19,800 円 ( 税別 ) ＋ 9,900 円（税別）/500GB ごと

ポイント
・災害やヒューマンエラーによるデータ消失の防止に
　なる。
・大容量のデザインデータ等をクラウドで管理する
　ことができるサービスである。
・他社のバックアップサービスでは Mac からのバッ
　クアップが難しい場合があるが、当会サービスは
　Mac の正規取扱店である㈱ Too が提供しており、
　印刷会社に多い Mac への対応も万全である。

メリット
・年間削減費用
① 初期費用→ 80,000 円（最初のみ）
② 月額費用→ 360,000 円（概算）

【一般参考価格】
初期費用（10 ～ 40 万円）、月額費用（6 ～ 40 万円）

【算出式】
360,000 円

［初年度のみ＋ 80,000 円］

【退会時の対応】　　利用不可
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～　第４回全青協正副議長会議参加の報告　～
　青年部会長　増田 達朗　

　令和３年２月５日（金）日本印刷会館において第４
回全青協正副議長会議が開催され、参加者は１６名、
内６名が ZOOM 参加となりました。報告事項として
全国協議会の募集状況を事務局より報告、その後、青
木直前議長が、PrintNext2022 の進捗状況を報告され
た。
　協議事項の中で次の日に開催される全国協議会の最
終確認・リハーサルがあり、パネルセッションでのス
トーリーを関係者でイメージ共有を行い、問いの趣旨、
パネリストに伝えたい事を明確にした。参加した青年
印刷人のモチベーションに繋がる内容になることを改
めて関係者で意識し、今井議長から次期事業計画、来
期活動について説明があった。

　全国協議会で「パターン・ランゲージ」の講演・ワー
クショップを予定しているが、正副議長では更に研修
を受けて学びを深めていく予定。
　最後に今期１年間の全青協活動について各自感想を
述べ、コロナ禍で思うようにリアルで集まれなかった
事、ZOOM 会議を徐々に活用できるようになった事。
ブロック協議会運営の大変さと楽しさ、そして各ブロッ
クで協力してくださった方への感謝の言葉など様々な
振り返りのコメントがあった。
　来期もコロナの収束具合に寄るが、全国の正副議長
全員がリアルで集って雑談含め、様々な意見交換がで
きる場を作りたいと意識を合した。

～　全国青年印刷人協議会 第３４回全国協議会参加の報告　～
　令和３年２月６日（土）ZOOM を使ったリモート
参加形式で第３４回全国協議会が開催、今井議長の開
会の挨拶に続き、滝澤会長をはじめ来賓の方々から祝
辞があった。
　パネルディスカッションは、「自分と会社の未来をデ
ザインする」と題し、瀬田副会長、江森常務理事、今
井議長の３人で行われた。どのような社会の変化、ビ
ジネス、産業の変化を予想されているかという質問に
対して、「１０年に１度くらい危機が起こる、環境系へ
のシフト、デジタル化、地方創生」など興味深いワー
ドが次々と出てきて、市場のトレンドを予測しながら、
価値創造を明確にし、ビジョンを明確にする大切さを
感じた。
　「パターン・ランゲージ」の講演は、成功に潜む共通
パターンを言語化し、それらの言葉によって「認識」「思

考」「コミュニケーション」を支援する方法で、目的は
例えば、プロジェクト、コラボレーションなどでうま
くいった時の「あの感じ」を再現できるようにするこ
と。ワークショップは慶応義塾大学の井庭崇氏が講師
で、トランスフォーメーションに対応するためのパ
ターン・ランゲージ（略称トラパタ）のパターン概要
一覧を参照しながら、３、４人で意見交換を行った。
ワークは短い時間だったが、参加者にとって新たな「認
識のめがね」の効果を体験する良い機会となった。
　今期の全青協の活動テーマである「四方良しのデザ
イン」を実現するために、昨年ブロック協議会で学ん
だ「デザイン思考」と今回の「パターン・ランゲージ」
がこれから繋がっていく予定と思われる。印刷業界の

「未来良し」の１つのきっかけが作れるように全青協メ
ンバーで試行錯誤していくよう努める。

【青年部会より】
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【福山支部だより】

　１月２７日 ( 水 )、福山支部価値組委員会の１月（第
２０９回）例会を開催。会の最初の占部価値組委員長
の挨拶にもありましたが、今年は新年互礼会もなかっ
たので今年最初の顔合わせとなりました。あ！そうか、
ずいぶん久しぶりだなぁと感じたのは、そういう事で
すよね。いろいろ「ない」事が普通になってて、ある
意味怖いなと気持ちが引き締まりました。
　１月も何とか例会を開催出来ました。首都圏や関西
圏を中心に緊急事態宣言が出たり、広島県でも感染防
止集中対策の期間であったりと、通常通り開催してよ
いものだろうか？と考えもしました。遠隔参加の併用
は準備が足りず、今回は会えるメンバーだけ
での開催でした。
　今回もメンバーの皆さんの近況や、工夫さ
れていることなど。それと万が一の時の BCP
の策定の事例なども考えさせられます。短時

（旧会社名：メディアコンフォート株式会社）

 www.iwatsu.co.jp

　九州支店 印刷営業担当 〒812-0023　福岡市博多区博多駅東 2-9-25

　　 　　　　　　（アバンダント８４ビル）

ＴＥＬ.092-481-4114　ＦＡＸ.092-481-4225

本社　第一営業部　　　〒168-8501　　東京都杉並区久我山 1-7-41

　　　　　　　　　　　ＴＥＬ.03-5370-5476　ＦＡＸ.03-5370-5494

1月例会　メンバーの皆さんの近況や、工夫されていることなどの報告会

間で終わろうねとスタートしたのですが、気になる事
も多く、質問も飛び交い、あっという間に時が経つ例
会となりました。
　次回は練習がてらオンラインの併用開催も企画中で
すが、やはりリアルでの『熱量』はすごいなと感じま
した。なかなか厳しい時期ですが、こうやって月に一
度集まって、共有することで、刺激やヒントをお互い
に情報交換しながら、自社の仕事のヒントやモチベー
ションアップに繋がればと思っています。ありがとう
ございました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小田）

「笑顔のカレンダー」宮城県岩沼市の皆さんから沢山のお礼状が届いた
　２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災。未
曾有の災害でした。私たち印刷に携わる者として、印
刷のチカラで何か支援できる事はないか？そうだ！「繋
がり」のひとつのカタチとして「カレンダー」をお届
けしよう。それも『笑顔』になってもらえる、笑顔になっ
てもらえたら嬉しいという想いを載せて届けたい。福
山市社会福祉協議会様の力をお借りし、福山市社協さ
んが提携関係にある宮城県岩沼市の皆さんに「笑顔の
カレンダー」としてお届けしたのが始まりでした。復
旧に３年、復興に３年、発展につなげるのに３年以上、
つまり１０年は掛かると
お聞きしました。じゃあ
１０年は続けようと決意
したのがこの「１０年企
画」の発端です。いろい
ろ迷うことがありました
が、この２０２１年版の

カレンダーで集大成を迎える事ができました。
　丸１０年ということででしょうか。岩沼の皆さんか
らお礼のハガキを何通も何通も頂きました。
　「重宝しています」「どの月も笑顔がいっぱいで心が
なごみます」「いっぱい元気をもらいました」などなど、
読ませて頂いてるとこちらの方が元気をもらえる、そ
んなお葉書ばかりです。それが私たちのチカラにもなっ
て続ける事のできた１０年だったんだなぁと感慨深い
です。これが印刷の持つ「伝えるチカ
ラ」なのかなぁと実感することが出
来たのも嬉しい体験です。福山支部
や価値組のメンバー、そして
県工組の皆さん、印刷業界の
皆さんのお力添えがあったか
らこそだと思っています。あ
りがとうございました。
　　　　　　　　　（占部）
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Rabコート シリーズ

紙用・フィルム用・不織布用

〒730-0826 広島市中区南吉島2-3-57 TEL 082-248-0300
中四国支社 広島オフィス

1 優れた抗菌効果を発揮

3 食品衛生法に基づく
厚生省告示第370号に適合

2 抗菌効果と安全性を証明する
SIAAマーク表示基準に適合

※ ご使用の用途につきましては、
　 詳細を弊社営業へお問い合わせください。

＊SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインに従い品質管理・情報公開された製品に表示されています。
なお、SIAAマークは本製品（ニス）についての表示であり、本製品を用いた印刷物への表示には新たな手続き
が必要です。

特 長

▶︎中小企業庁が運営する以下のオンラインツールも併せてご活用ください。
・中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」　　最新情報の配信に加え、自分に合った制度や条件検索も。
・LINE 公式 「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」 最新情報の配信に加え、アプリ内で支援メニューの検索も。
・公式ツイッター「中小企業庁」 パンフレット更新をいち早くお知らせ、その他情報も随時配信。
・メルマガ 「e- 中小企業ネットマガジン」 　　毎週（水）に中小企業支援施策・関連情報を配信。

本資料は経済産業省ＨＰ特設ページに掲載しております。
 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連

【経済産業省より】

新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ

資金繰り 設備投資・販路開拓 経営環境の整備

についての支援策をご紹介

～　令和３年 2月１７日１０：００時点版　　《目次だけを掲載しております、詳細はホームページで》　
目次
　・新着情報
第１章　経営相談
　・経営相談窓口の開設
　・ 専門家によるアドバイス 
第２章　資金繰り支援
　・資金繰り 支援内容一覧

《政府系融資 / 一般》
　・ 新型コロナウイルス特別貸付
　・商工中金による危機対応融資
　・ 新型コロナウイルス対策マル経融資
　・ 特別利子補給制度（実質無利子）
　・ セーフティネット貸付の要件緩和 

《政府系融資 / 生活衛生関係》
　・ 融資制度一覧
　・ 生活衛生新型コロナウイルス特別貸付
　・ 新型コロナウイルス対策衛経融資
　・ 特別利子補給制度（実質無利子）
　・ 衛生環境激変対策特別貸付

《民間の信用保証付き融資》
　・ セーフティネット保証 4 号・5 号

　・ 危機関連保証
　・ 民間金融機関における実質無利子・無担保融資

《借換 / リスケ / 配慮要請》
　・ 日本公庫等の既往債務の借換
　・ 新型コロナ特例リスケジュール

《借換 / リスケ / 配慮要請》
　・ 既往債務の条件変更
　・ 金融機関等への配慮要請

《その他》
　・ 小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付等
　・ 経営セーフティ共済の特例措置
　・ DBJ・商工中金による危機対応融資
第３章　給付金
　・ 一時支援金
第４章　設備投資・販路開拓支援

《生産性革命推進事業》
　・ 中小企業等事業再構築促進事業
　・ 生産性革命推進事業
　・ ものづくり補助金
　・ 持続化補助金
　・ IT 導入補助金
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《サプライチェーン改革》
　・ サプライチェーン対策のための国内投資促進事業
　・ 海外サプライチェーン多元化等支援事業

《販路開拓支援》
　・ 非対面・遠隔の海外展開支援事業

《商店街のイベント等支援》
　・ GoTo 商店街
第５章　経営環境の整備

《下請取引》
　・ 下請取引配慮要請
　・ 個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮
　　要請
　・ 官公需における配慮要請
　・ 下請 G メンによる実態把握

《事業再編支援》
　・ 事業承継 ･ 事業引継ぎ推進事業

《資本性資金供給・資本増強支援》
　・ 中小企業向け資本性資金供給資本増強支援事業

《事業継続力の強化》
　・ 感染症対策含む中小企業強靱化対策事業

《雇用関連》
　・ 雇用調整助成金の特例措置
　・ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
　・ 小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
　　（労働者に休暇を取得させた事業者向け）
　・ 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援（委託
　　を受けて個人で仕事をする方向け）
　・ 個人向け緊急小口資金等の特例
　・ 休業や労働時間変更への対応
　・ 都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮
　・ 外国人の在留資格取扱い

《テレワーク》
　・ テレワークに関する情報提供
　・ 専門家からの指導・助言
　・ 設備導入にかかる費用の支援

《海外関連》
　・ 現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
　・ 貿易保険による支援策
　・ 輸出入手続きの緩和等について

《家賃関連》
　・ 賃貸借契約についての基本的なルール
第６章　税・社会保険・公共料金

《税の申告・納付》
　・ 納税猶予・納付期限の延長
　　ー税務申告・納付期限の延長
　　ー納付猶予（国税・地方税）の特例
　　ー納付猶予制度（国税）
　　ー納付猶予制度（地方税）
　・ 欠損金の繰戻し還付
　・ 固定資産税等の軽減の全体像
　・ 固定資産税等の軽減

《社会保険》
　・ 厚生年金保険料等の猶予制度
　・ 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について
　・ 国民健康保険、後期高齢者医療制 度及び介護保険
　　の保険料（税）等 の取扱いについて

《公共料金》
　・ 電気・ガス料金の支払猶予等について
　・ NHK 放送受信料の免除について 
リンク集

注．この記事は、目次のタイトルを抜粋したもので、詳しくは「経済産業省」のホームページをご覧ください。
　　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【新刊紹介】
印刷発注実務＆費用積算の決定版

積算資料２０２１年版『印刷料金』発刊
―　製本料金・用紙価格　―

　積算資料「印刷料金」は、印刷物製作に関わる発注
者および受注者の料金・積算手法の解説、各種の積算
例などを掲載し、印刷費積算のための資料として毎年
発刊されているものです。

《特集》
①　最新の印刷物製作手法と活用事例
　ここ２０年余りで印刷市場は大きく変化、小ロット
　化、多品種化、短納期化へ、もちろん高品質で効果
　も期待。
　こうした社会環境の中、印刷技術トレンドを解説し
　ながら、事例や利用法を紹介。
②　クリエイティブワークの見積りで使用される料金
　項目の整理
　２０１８年版より、クリエイティブワークの基本ア

　プローチやワークフロー、オリエンテーションシー
　トの必要性などを掲載。本書では２０２０年に実施
　した「クリエイティブワークに関する調査」の調査
　結果を紹介。
③　Ｗｅｂ制作の見積りに影響する要素について
　２０２０年に実施した、主たる業務・スキルに基ず
　くチーム・組織内の役割と、その役割の人材が製作
　工程のどの業務を行っ
　ているのかについての
　調査結果を踏まえて、
　今後のＷｅｂ制作に関
　する調査の方向につい
　て考察。

○ 価　格　本体３，７７２円　
　　　　　　　( 消費税込み )
○ 体　裁　 B ５版　398 頁
○ 問合せ　
　一般財団法人　経済調査会
　TEL　03 － 5777 － 8212
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◎ 組合のうごき

事務局だより

　今年度の「第 16回２０２０印刷産業夢メッセ」が新型コロナウ
イルス感染拡大によりやむなく中止になりました。しかし、このよ
うな時こそ、組合員の皆さまが元気になって夢が持てる情報の発信
になればと、中国機材協議会様のご協力により、今、世間で盛んに
言われているデジタルトランスフォーメーション (ＤＸ ) を捉え、
今後の印刷業界を大きく左右するきっかけになればということで、
この冊子を作成し皆さまにお配りすることといたしました。
　この「いんさつ広島」でも再三に亘り掲載し、お知らせしてきま
したが、なかなかすぐには分かりにくいものです。
　この冊子は、ＤＸとはどのようなものかを皆さまに分かりやすく
きっかけになればと思い作成したものです。

冊子　「広島の印刷会社におけるＤＸ活用法」の配布について

2
　
　
　
　
　月

Web会議

Web会議

Web会議

Web会議

Web会議

Web会議

Web開催

全印工連環境労務委員会3日

page2021（オンライン開催　28日まで）

中国地区印刷協議会（下期）

印刷会館常任理事会

全青協全国協議会

産業戦略デザイン室会議
8日

6日

広島県職業
能力開発協会DTP技能検定　学科試験7日

19日

Web会議教育研修委員会24日

Web会議経営革新マーケティング委員会25日

組織共済委員会1日

環境労務委員会2日

印刷会館
2021第1回夢メッセ三役会
常任・拡大理事会

23日

東　京常任役員会25日

3
　
　月

全印工連の全国大会
2022 広島大会は

2023 年に延期！


