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　春です。春がやってきました。コロナ禍の中でも季節は変わっ
て草木や花もいろいろな姿を見せてくれます。
　春といえば「桜」、写真は染井吉野が咲き終わるころから咲き
始める八重桜です。染井吉野の花びらは５枚、それ以上を八重桜
と言っているようです。また、100 枚以上を菊咲きと言い、別
称で菊桜と言われています。
　八重桜と言えば、大阪造幣局が有名ですが、広島県には広島市
佐伯区にある造幣局広島支局が有名です。
　「花のまわりみち～八重桜イン広島～」と銘打って、普段は入
れませんがこの時期一般公開され 20 時までライトアップでとて
もきれいです。今年の一般公開は？

「八重桜 （牡丹桜）」
〜 染井吉野の開花宣言は、全国で広島がトップ（3月11日） 〜

令和２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	滝澤光正会長挨拶

「臨時常任理事会」開催	

厚生労働省　36協定届が新しくなる	

広島市　テレワーク環境整備支援事業	

福山支部だより	

事務局だより

「SDGs」ってなに?	
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　令和２年度下期中国地区印刷協議会が、当初の計画では
岡山市に於いて開催の予定だったが、この度のコロナ禍に
より Zoom で開催された。
　２月 19 日（金）午後１時 30 分より、全印工連から、
滝澤光正会長、江森克治常務理事、長島文雄事務局長と中
国五県の各工組から理事長、役員の総勢 50 名が参加し開
催された。

会議次第
・中国地区協議会　中本俊之会長挨拶
・全印工連　滝澤光正会長挨拶
・長島文雄事務局長から全印工連の事業概要説明
・江森克治常務理事から DX 事業説明
・各委員会報告（中国地区の各委員長より）　
・意見、質疑応答
・次回開催場所等について
　令和３年度上期中国地区印刷協議会開催の件
　６月１８日 ( 金 )　山口県周南市で開催決定
・閉会
　以上を午後３時 10 分に終了した。
その後、引き続いて理事長会を開催して４時過ぎに終了し
た。

令和２年度 下期中国地区印刷協議会開催

中本俊之中地協会長挨拶要旨

　現在、皆さんのところも新型コロナ
ウイルス拡大により、各種イベントや
在宅勤務、テレワークの広がりなどで
行動様式の変化、消費マインドの悪化
による失注や売上の減少で引き続き大変厳しい状況にあ
ると思います。
　さて現況は、この新型コロナウイルスがもたらした危
機、変化を考えますと、社会経済環境への影響、過度に
進行した三密を前提とした生活様式やビジネスの在り方
の見直しをしています。外出自粛によります観光業や飲
食業での深刻な経済的な損失も出ております。我々製造
業におきましても、中国をはじめとする海外のサプライ
チェーンの分断、いろんな問題があると思います。そし
て、今までも課題でしたが、東京の一極集中、これを是
非、是正をしたいという話もありますし、そして、情報
基盤の整備などによりますデジタル技術の利用の遅れ、
これも今問題視されております。ただ、このコロナの危
機によって新しい価値観も高まりとしてあろうかと思い
ます。過度な密集・密接・密閉を避けて、人と人との距
離をもつ、いわゆる分散がもたらす新しい価値に気づか
されたのではないかとも思います。
　そして我々、今のこの印刷産業のことですが、経済産
業省の 2019 年工業統計で、印刷業の製造品出荷額は、
昨年比で 5.3％減少となり４兆８千億円という数字が出
ております。全印工連の 2025 計画で出荷額の予測を
しておりますが、2019 年までは上位から中位の推移を
しておりました。しかし、４兆円を切るであろう 2025
年、それが今回のこのコロナの影響で、４～５年前倒し
になるのではないのかなという見通しもあるとも思いま
す。
　そして今回のこの印刷 DX ですけれども、アフターコ

ロナ、ウイズコロナを見据えて、印刷業界も新しい取組
みを考える時にきているのだと思います。デジタルのメ
リットとして、データ処理のスピードが速くて、世界中
の多種多様な顧客ニーズにきめ細かく対応できる、そし
て時間の使い方も変わる、時間や空間の制約をなくすこ
とができるかと思います。デジタル社会は今までとは全
然違う速さでプロジェクトが進んで、そしてその働き方
改革も変えると思います。生産性の向上と、自分たちの
価値を高めることもできると思います。まず、我々は今

「やってみる」ということが必要ではないのでしょうか。
何がどうできるか提案をしてみる、考える、一緒に参加
をする。そういったことが今求められているものだと思
います。
　資料にありますように、我々広島県工組は、広島の印
刷会社における DX の活用法という冊子を作りました。
それは、昨年「夢メッセ」も中止になり、広島の印刷関
連企業は閉塞感が漂っております。でも、こんな時だか
らこそ協業ネットワークが必要だと思い、この DX の活
用法の冊子を作りました。これが、皆さんの参考になれ
ば幸いです。
　是非、皆さんと一緒に「まずはやってみる」という精
神でやっていければなと思っております。この時間が皆
さんにとって有益な時間になることを祈念いたしまし
て、冒頭の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い
いたします。
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滝澤光正会長挨拶要旨 「Happy Industry 人々の暮らしを彩り、幸せを創る印
刷産業」というスローガンを掲げ、デジタルトランス
フォーメーションや、幸せな働き方改革を中心とする、
各種事業を着実に進めて、全国の組合員、１社１社が
Happiness Company を目指すことを目的に、さまざ
まな事業を展開しております。その１つとして、今年７
月からは、仕事と介護の両立が可能となります。介護共
済を組合のスケールメリットを活かした商品として、新
たにスタートします。皆さんにとって魅力ある職場づく
りを目指す企業価値の向上に、是非お役立ていただけれ
ばと思っております。
　また、後程「印刷 DX（デジタルトランスフォーメー
ション）推進プロジェクト」の概要を江森常務理事から
説明を致します。このプロジェクトは、デジタル技術の
活用により、組合員同士の仕事のやり取りを効率化し、
互いが足らざるところを補い合う生産連携を進めて、印
刷産業が抱える諸問題を改善し、生産の効率化であると
か、ビジネスモデルの変革を促進することで、印刷産業
全体の構造改革をもたらして、新しい産業の姿を構築す
ることを目的としております。
　今年度新たに立ち上げました DX 推進プロジェクト
チームは、これまでデジタルトランスフォーメーション
を活用して、個々の得意分野を生かした企業連携、稼働
情報データの連携、あるいは管理コストの引き下げなど
を図って、生産性の向上、付加価値の創出につながるシ
ステム構築、システム開発をしてきました。次年度は、
この開発したシステムを実際に全国 10 地区程度のモデ
ル地区で実際に使って、本稼働において必要な要件を、
さらに整備してまいる予定にしております。
　今回の下期地区協議会は、各委員会事業の推進につい
て、委員会ごとに報告事項、依頼事項、協議事項の３つ
の要点にしぼったレジュメを用意しています。後日開催
していただきます地区分科会では、このレジュメに基づ
いて協議・検討をお願いします。
　冒頭の私からのご挨拶とさせていただきます。本日は
どうぞよろしくお願いいたします。

　さて、コロナ禍ということで、令
和２年度は上期の地区協もやむなく
中止、それに代わる Zoom による開
催ということで行いました。この下
期は、是非各９地区において、リアルな地区協の開催を
目指して準備をしておりましたが、ご承知のとおり、昨
年末からの第３波の感染急拡大ということで、再びの緊
急事態宣言。そしてまたそれも延長されるということに
なりまして、やむなくこの下期の地区協も Zoom 開催
ということにさせていただきました。ただし、ご案内の
とおり少しでも多くの全国の組合員の皆さんに、全印工
連事業、その他組合で行っている事業であるとか、情報
交流をしていただきたいという目的で、さらに多くの皆
さんに Zoom においてご参加をお願いして、本日この
ように実現をしたということです。
　さて、コロナは一部ワクチンの接種も始まりましたが、
この感染症の収束にはまだまだ多くの時間を要するもの
と思っております。こうしたコロナ禍の中、各工組、あ
るいは地区協におかれては、その事業運営に対して、役
員の皆さん、組合員の皆さん、本当にご苦労をいただい
ているものと拝察を申し上げるところですが、全印工連
では昨年新型コロナウイルス感染症対策として、各県工
組に一律 10 万円のお見舞金をお送りし、さらに各地区
協議会の運営強化に役立てていただくことを目的に、運
営連絡強化助成金を各地区協議会に対してお送りしまし
た。また、各県工組ではセミナー等がリアルで開催でき
ない実情を鑑みまして、全印工連では「幸せな働き方改
革」のステップ２から５までのオンライン配信を今後開
始する予定です。
　併せてその他にも、東京の工組で主催しておりますセ
ミナーを、可能な限り全国の組合員の皆さまにもご視聴
いただくべく、無償で Web 上に公開を続けております。
そして、教育研修事業では、従来から提供している遠隔
教育システムをさらに使いやすいものとするため、教育
動画チャンネルの再構築にも着手しているところです。
また、テレワークや在宅勤務が日常的に広がるなかで、
全印工連特別ライセンスプログラムを、その価値を多く
の組合員の皆さまにご理解いただいておりまして、利用
者は目標を大きく超えて活用されているところです。
　今年はこの未曾有の環境の中で、この時期だからこそ
やらなければいけないことを皆さまと共に考えて、新し
い印刷産業のしなやかさと強さ、そして持続的発展を実
現するポテンシャルを証明する年にしたいと考えていま
す。
　現在全印工連では、グランドスローガンとして
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　２月 19 日 ( 金 ) 午前 11 時 00 分時から、広島印刷
会館会議室において臨時常任理事会を、理事長、副理
事長、常任理事７名が出席して行われた。
　はじめに、中本理事長から ｢今は、コロナ、コロナ
で本当に明るい素材がありませんが、ただ１つだけ来
週の 21 日をもって広島県は、いわゆる自粛、時短と
かそういったことが、一応解かれるということですの
で、少しでも期待をしながら、前を向いていければな
と思っております。本業のほうも、非常に厳しいとこ
ろですが、これも皆さんそれぞれの努力をされながら、
前を向くしかないと思っておりますし、やるべきこと
は多々あろうかとも思います。そういったところを、
皆さんの知恵もお借りをしながら、そして皆さんの賦
課金をもってして活動をしていますこの組合を、少し
でも有効に、有益に皆さんのお役立ちができますよう
に、今年１年間やっていければと思っております。
　こちら ( 会議室にテーマを掲げている ) に大きなテー
マを貼っております。「印刷のチカラで、新しい日常に
彩りを」ということで、新しい日常というかたちになっ
ておりますが、そういった新しい日常にしっかりと期
待と、希望を持ってやっていければというのをテーマ
にしております。何卒、皆さまのお力添いをお願いい
たしまして、挨拶とさせていただきます。そしてもう
１つだけ。皆さんのお手元にもありまが、DX（デジタ

ルトランスフォーメーション）の冊子がようやくでき
ました。昨年の 12 月に座談会を行いまして、テープ
起こしをして、そして何度も校正で会議を開きまして
作成しました。皆様に読んでいただいて、ご意見等を
しっかりいただければと思いますので、こちらのほう
も併せてよろしくお願いいたします」との開催の挨拶
があった。
議題
⑴ 2021 印刷産業夢メッセ開催をどのように開催するか
　コロナ禍での開催に当たって
　「広島の印刷会社における DX 活用法」の冊子
⑵令和３年度総会開催について
　（５月２０日リーガ予定）
⑶令和２年度支部助成金について
⑷令和３年度の行事予定（案）について
⑸その他

　毎年５月に開催をしていましたが、新型コロナ禍のため昨年は中止、今年も非常事態宣言があり危ぶまれま
した。しかし、最近、広島での感染者数の減少傾向は顕著になってきたことと、今後のワクチン接種の開始や、
ウィズコロナの生活様式の浸透により、先行きに明るさが見えてきているようにも思われます。このまま感染
の抑制が続くことを願って秋の開催を検討してきました。結果、次のとおり計画しましたのでたくさんのチー
ムの参加を待っています。
・大会１日目　　11 月 14 日（日）　＝　予選リーグ戦　太田川グラウンド
・大会２日目　　11 月 21 日（日）　＝　決勝トーナメント戦　草津球場
　　　　　　　　　➡＊ 11 月 14 日が雨天順延の場合は、太田川グラウンドで予選リーグ戦を行う
・第３週　11/28（日）　＝　予備日　太田川グラウンド

「臨時常任理事会」開催

印刷優勝野球大会開催のお知らせ　－秋に順延－
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【厚生労働省より】

36 協定届における押印・署名の廃止

▶労働基準監督署に届け出る 36 協定届について、 使
　用者の押印及び署名が不要となります。

　※記名はしていただく必要があります。 

労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう！
　届出・申請可能な主な手続
　●労働基準法に定められた届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・     ５１種類
　　　　時間外・休日労働に関する協定届（36 協定届） 
　　　　就業規則（変更）届出 
　　　　１年単位の変形労働時間制に関する協定届　など 
　●最低賃金法に定められた申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　９種類
　　　　最低賃金の減額特例許可の申請 など

　①電子署名・電子証明書は不要です！　　令和３年４月から
　②事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36 協定の本社一括届出が可能になります。
　　令和３年３月末から
　③控え文書への受付印がもらえます！

　　注．詳しいことは厚生労働省のホームページをご覧ください。

36 協定と 36 協定届を兼ねる場合の留意事項
●労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたこ
　とが明らかとなるような方法 （記名押印又は署名な
　ど）により 36 協定を締結すること

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも提出することができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。

◎時間外・休日労働が生じるときはどうすればいいの？や「36 協定届」の記載例が書いてあります。

注．詳しいことは厚生労働省のホームページをご覧ください。

36 協定の協定当事者に関する
チェックボックスの新設

▶ 36 協定の適正な締結に向けて、労働者代表（※）
　についてのチェックボックスが新設されます。
※労働者代表：事業場における過半数労働組合又は過半数代表者 

過半数代表者の選任にあたっての留意事項

●管理監督者でないこと 
● 36 協定を締結する者を選出することを明らかにし
　た上で、投票、挙手等の方法で選出すること
●使用者の意向に基づいて選出された者でないこと 

36協定届が新しくなります
※時間外・休日労働に関する協定届

2021年４月から 36協定届の様式が新しくなります

 2021/3/31  2021/4/1 2020/12/22 2020/12/21
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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

【広島市ものづくり支援課より】

　広島市では「新しい生活様式」に対応し、テレワー
クを行うためのＩＣＴ環境を整備する中小企業者に対
し、その整備に要する経費の一部を補助します。
　以下ご案内です。広島市は、「新しい生活様式」に対
応し、テレワークを行うためのＩＣＴ環境を整備する
中小企業者に対し、その整備に要する経費の一部を補
助します。

 １ 補助対象者
　補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
　・市内に本社又は主たる事業所を置く者
　　ただし、法人の場合は登記簿上の本店を市内に置
　　く者。 
　・雇用保険に加入している従業者が 2 人以上の者
　・中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2
　　条第 1 項各号で定める中小企業者
　・働き方改革におけるテレワークを行うための ICT
　　環境整備に取り組む者
　・広島市税を滞納していない者

 ２ 補助対象経費
　・ノートパソコン等の機器の購入費及びリース費等  
　　の設備経費
　・技術コンサルティング業務費等の委託外注費
 ３ 補助上限額
　・１００万円
 ４ 補助率
　・補助率４/ ５
 ５ 申請期間
　・令和３年３月１５日（月）９時３０分から
　　令和３年４月３０日（金）１７時まで
　　＊補助金の予算に達し次第、受付終了
詳細はホームページをご確認いただければと思います。

【広島市テレワーク環境整備支援事業事務局ＨＰ】
https://hiroshima-city-telework.jp/

【お問合せ先】
広島市テレワーク環境整備支援事業事務局
コールセンター：082-542-2728

（平日 9：30 ～ 17：00）

広島市テレワーク環境整備支援事業について 

３月９日 広島市で新型コロナウイルス感染者に変異株が発生

緊急事態宣言が出ている
地域への往来は控える

渡航歴が
無くても

感染力が
強い

３密の回避、マスク着用、
手洗いなどの基本を徹底する

歓送迎会などは飛沫による
感染の予防や換気を徹底した

店を利用する

かぜの症状がある時は
仕事や学校を休む

自治体の聞き取りには、
行き先や一緒に行動した人を

正直に話す

ＰＣＲ検査をした場合、
結果判明まで活動を自粛する

広島市と広島県が要請した
新型コロナウイルス対策の主なポイント
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【福山支部だより】

　２月 17 日 ( 水 )、福山支部価値組委員会の２月（第
210 回）例会。今回は練習も兼ねてオンライン（Zoom）
も併用しての開催となりました。
　セミナーや講習会、それとミーティングや会議など
でオンラインで「参加」することは、この一年ですご
く増えました。最初はよく判らなかったオンラインで
の会話での受講でしたが、一年も経つと少しずつ慣れ
てきてる実感があります。
　しかし、例会をリアルとオンラインと併用して開催
するとなるとちょっと勝手が違ってきて、これはこれ
でなかなか難しい（やりにくい）ものですね。準備す
るものなども、実際に主催してみないと気づかないこ
ともあります。例えば画面の共有とか。それとマイク
を使って話すとなると皆さん構えてしまって話しづら
かったり。参加メンバーの皆さんには申し訳なかった
のですが、テストケースとしてありがたい機会を作れ
たと思っています。それでも、オンラインを併用して
も皆さんの『熱量』は下がることなくて、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）

２月例会をリアルとオンラインで開催

◎ 組合のうごき

事務局だより

組織共済委員会1日

３
　
月

４
　
月

環境労務委員会2日

web会議

印刷会館

東　京

東　京

2021第1回夢メッセ三役会
常任理事会、拡大理事会

常任役員会

23日

24日

25日

web会議

組合会計監査16日

常任役員会・理事・情報

会館取締役会、第1回常任理事会
2021第2回夢メッセ三役会
第1回拡大理事会

27日

22日

印刷会館

東　京

印刷会館

産業戦略デザイン室会議

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 令和３年度通常総会
　日時　５月 20 日 ( 木 )　午後３時 00 分
　場所　広島印刷会館　２階会議室
　なお、今回も懇親会は行いません。
※新型コロナ禍のためマスク着用のこと。

訃　　報
県工組理事の株式会社文化社　社長　重本正哉様
(享年６３歳)が令和３年３月１日永眠されました。
謹んでご冥福をお祈りします。
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“SDGs”は、最近いたるところで見たり聞いたりされていると思いますが、これは、2015 年 9月 25日の国連総会で、持続可能な
開発のために必要不可欠な、向こう 15年間の新たな行動計画として「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェ
ンダ」が採択されたもの。この中で、持続可能な開発目標	(SDGs)	として 17の世界的目標と 169の達成基準が示された。

以下の 17の目標がある。この中で印刷業を携わる者として自分の会社で取り組むべきモノを見つけ取り組みたいものです。

※例えば、グリーンプリンティング認定制度、印刷産業環境優良工場表彰制度、リサイクル活動、温暖化対策・省エネへの取組、労働安
　全衛生、女性活躍推進、CSR活動など、いろいろ取り組むものはありますが、まずは、身近なできる物から始めることです。

①貧困をなくす	-	「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」
②飢餓をゼロに	-「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」
③人々に保健と福祉を	-「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」
④質の高い教育をみんなに	-	「すべての人々へ包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」	
⑤ジェンダー平等を実現しよう	-	「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」	 	
⑥安全な水とトイレを世界中に	-	「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」	 	
⑦エネルギーをみんなに、そしてクリーンに	-	「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」	
⑧働きがいも経済成長も	-	「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する」
⑨産業と技術革新の基盤をつくろう	-	「強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び技術革新の推進を図る」	
⑩人や国の不平等をなくそう	-	「各国内及び各国間の不平等を是正する」	 	 	 	 	
⑪住み続けられるまちづくりを	-	「包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現する」	 	 	
⑫つくる責任つかう責任	-	「持続可能な生産消費形態を確保する」	 	 	 	 	
⑬気候変動に具体的な対策を	-「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」	 	 	
⑭海の豊かさを守ろう	-	「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」	 	 	
⑮陸の豊かさも守ろう　-	「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化
　　　　　　　　　　　　の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」	 	 	 	 	
⑯平和と公正をすべての人に	-	「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる
　　　　　　　　　　　　　　レベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」
⑰パートナーシップで目標を達成しよう	-	「持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する」

SDGs ってなに？ 〜世界が目指す持続可能な開発目標〜
既に印刷業界も取り組んでいる会社が！


