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　最近、暖かくなって畑仕事が多く楽しくなりましたが、もう一
つ楽しみがあります。それは写真の野鳥です。昨年の暮れ頃から
仕事をしていると近くに飛んできて、「チッチ、チッチ」と鳴き
頭を盛んに上下します。まるでお話でもするかのようになついて
います。いない時は私が猫を呼ぶときのように舌を鳴らすと、何
処からか飛んできてそばにいるので、土を少し掘り返してやると
くちばしで餌等を探しています。
　渡り鳥で１５㎝ぐらいの小柄な冬鳥、おじぎをするような鳴き
方や、白い頭、オレンジ色の腹部が特徴です。鮮やかな色合いな
らばオス、灰色みを帯びた褐色であればメス。日本には冬越えの
ために飛来し、春に去っていきます。最近来なくなったので旅立
ちをしたのでしょう。来年も忘れず来られるように、旅の安全を
祈るばかりです。５月１０日～１６日はバードウイークです。野
鳥を観察してみてはいかがでしょうか。

【ジョウビタキ(野鳥)】
令和2年度下期中国地区印刷協議会
　　全印工連の事業概況説明
　　各委員長からの報告

常任理事会・拡大理事会開催

「2021印刷産業夢メッセ」第1回三役会議開催

令和2年広島県工業統計概要

CSR認定のご案内

福山支部だより

事務局だより　●組合の動き
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全日本印刷工業組合連合会の事業概況説明
全印工連　事務局長　長　島　文　雄

【令和２年度下期中国地区印刷協議会より】

(1) 新型コロナウイルス感染拡大への対応について
　・１月 15 日付で２度目の緊急事態宣言が発令され、
　　その対応として全印工連の通常委員会、並びに地
　　区印刷協議会の運営方針を発信
　・１月 20 日付で下期印刷協議会の今回の地区委員
　　会はリモートでの開催、分科会については、後日
　　のリモートでの開催と日程を現在調整
(2) 「コロナ対応工組運営特別見舞金」について
　・１１月の理事会で承認、会員工組に対しお見舞金
　　を送ることを目的としたもので、全組合が機材展
　　などのイベントやセミナーの中止、また、組合員
　　事業の脱退などで影響を受けているとの観点から
　　全工組を対象として、１工組に対し 10 万円。
(3) 「各種セミナーの無償提供」について
　・コロナ対策の一環として、各セミナーの無償提供
　　を決めた。昨年の 10 月から東京工組と合同で５
　　つのセミナーを、全国の組合員に向けて無償受講
　　の案内。特に、昨年 12 月 14 日にユニクロ、楽天
　　グループなどのブランディングを手がける佐藤可
　　士和さんを迎えてのデザイン経営セミナーでは、
　　当日会場参加 41 名 web 参加が 594 名聴講。う
　　ち東京工組以外の組合員、地方の方々の聴講者は
　　278 社、389 名。全印工連では今後もこのような
　　セミナー提供を考えている。
(4) 官公需対策に関わる事項について
　・まず、再生紙の調達状況と官公需の調査結果
　　年度末を迎えるにあたり、一部の地域から再生紙
　　の入手が難しいとの情報提供があった。
　　今年も一昨年と同様の状況であれば、経済産業省
　　や環境省に対して、代替品を認めるとの文書の発
　　出を働きかけていきたいと考えている。
　・１月１３日から調査を行い、その結果が組合員数

　　4,217 社のうち回答企業数が　
　　885 社、回収率は 21％
(5) 令和３年度中小企業者に関する
　　国等の契約の基本方針の提案
　・日印産連を通じて経済産業省より意見聴取があり、
　　全印工連として官公需対策協議会の幹事会の検討
　　を通じ、現状報告、並びに要望事項をまとめて経
　　産省に提出をした。内容は、１：資材の取り扱い、
　　２：適切な予定価格の作成、３：総合評価方式の
　　提案、４：分離・分割発注の推進の内容となって
　　いる。
(6) 中小企業庁、官公需受注に関する調査への協力
　・国等の契約の基本方針に対する事業者サイドの状
　　況調査を三菱 UFJ コンサルティング社へ委託して
　　おり、この措置状況の調査結果が事業者サイドか
　　ら見て、現実と乖離してないかどうかを確認した
　　いので、全印工連傘下の組合員企業で知財に問題
　　意識を持っている人をご紹介いただきたい旨の直
　　接の要望があった。幹事の中から４人の幹事にイ
　　ンタビューが早々に実施されることになった。
(7) 広報戦略の推進、大喜利印刷店の企画・開催
　・４月８日～１１日　渋谷区で開催
(8) 幸せな働き方改革ステップ２～５のビデオ提供
　・既に、ステップ２～５の冊子は組合員に全配布
　・セミナーについても、全印工連の組合員セミナー
　　としてステップ２～５のセミナー全てを提供する
　　準備が整っている
　・このたび全てのステップをビデオ化して無料で提
　　供することを決めた。これからビデオ撮りを行い、
　　３月中に全ての撮影編集を終える予定ですから、
　　完成の際は改めて案内する。
　　以上で全印工連からの事業説明を終わります。
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【細川委員長】

【中国地区印刷協議会各委員長からの報告】

(1) 全国向けＷｅｂ配信セミナー東
　　京開催について
　・「ウイズコロナ、アフターコロ　
　　ナに備える事業承継セミナー」　
　　で、承継、M&A、経営資源を残
　　す策の３部構成で昨年の 10 月
　　２６日に開催。
　・佐藤可士和氏によるデザイン経営セミナーが、
　　１２月１４日に開催され、このセミナーは共創
　　ネットワーク通信で動画配信。まだ見られる。ク
　　リエイティブシンキングというデザイン発想で、
　　問題の中から課題を抽出し発見していくという説
　　明。
　・「経営戦略策定セミナー」は、１月２８日に開催。
　　各会社に適合した経営戦略策定が今最も重要、最
　　大の胆だと思われるが、それをどうやって考えて
　　いけばいいのかということを、例として北海道の
　　旭川の旭山動物園の話などで、分りやすくセミ
　　ナーを開催。
　・「ソリューションプロバイダー展開の成功企業に学
　　ぶ」は、老舗刺繍加工会社に聞く、変革のヒント
　　セミナーを２月１０日に開催。
(2) 各セミナーのアンケート結果
　・佐藤可士和氏のアンケート報告は、ほぼ 100％に
　　近い状態で、「今回のセミナーであなたのスイッチ
　　が入りましたか」というアンケートに対して、
　　98％ぐらいの聴講者が「非常に刺激を受けた」ま
　　たは「少し刺激になった」と答えている。そのよ
　　うに、このコロナ禍で悪いことばかりではなく、
　　こういうメジャーな方を地方の自社にいながら聞
　　けるということは、１つのメリットと思われる。
(3) 全印工連第３回委員会の報告
　・１月２６日の状況は、田畑委員長からニューノー
　　マルで印刷需要が１割、２割、または７割経済と
　　いう状況になっており、それを埋める芽を委員会
　　で作っていきたい。そして、第９期の勝ち残り合
　　宿ゼミに関しては、延期が決定をしている。
(4) 事業承継支援センターにかかる相談件数の目標数、
　　またはセミナーの目標数
　・中国地区は、相談件数目標が３件、実績が１件。
　　また、セミナーに関しては、目標が１件でまだ実
　　現無し。
(5) 共創ネットワーク通信にかかるベンダーの配信
　・目標数が 20 件に対して、実績が１件。

(6) CSR ワンスター認定新規取得者数
　・目標数７件に対して、実績は 10 件。
(7) 今後の全国向け Web 配信セミナー東京開催の周　
　　知、及び参加の動機付け
　・メジャーな方々とのセミナーが直接こういう Web
　　セミナーで聞けるのは非常に有効である。
(8) 事業承継支援事業の周知
　・決して１人で悩まないように、各県工組組合員に
　　是非この事業承継支援センターがあることの周知
　　依頼を。
　・事業承継ガイドブックも引き続き販売
　・事業承継セミナーに関しては、リアル開催以外に
　　Web セミナーも可能なので、検討をよろしく。
(9) 共創ネットワーク通信の今後と配信活用拡大
　・リアルな営業が今かけにくい状態なので、全国
　　４，０００社に無料でＰＲできるというこれも会員
　　メリットなので、是非、有効活用を。
(10) 令和２年度印刷業経営動向実態調査の延長と普及
　・よりアンケート数が多いほうがいいのでご協力を。
(11) CSR 認定事業の普及と啓発
　・引き続きこれも営業ツールとして考えること。

(1) ライセンスプログラム
　・全国 539 本、中国 34 本
(2) 技能検定プリプレス職種
　・全国 18 工組で 106 名が受験。
　　広島県工組は６名受検で全員合
　　格
(3) IT 人材育成に向けた教育動画の
　　チャンネルの構築
　・前年度まではブイキューブというチャンネルで動
　　画を観ていましたが、観ていくのに非常に手間が
　　かかりまして、改定していきたい、費用も大きく
　　掛かっていたのでその辺も軽減したいということ
　　を考えて、YouTube にアップする、IT の教育動
　　画チャンネルを検討している。４月からご提供で
　　きるようにがんばっている。

経営革新マーケティング委員会

教 育 研 修 委 員 会

【廣野委員長】
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(1) 労務関連セミナー動画制作・公開
　・組合支援セミナー「知らなかっ
　　たでは済まされない労働法と労
　　働基準法改正セミナー（令和２
　　年度版）」と「幸せな働き方改革
　　へ向けてステップ２、３、４、５」
　　の各セミナーを映像化して、組
　　合員に視聴できるよう準備を進
　　めている。公開のスケジュールや視聴方法等、正
　　式に決まり次第、全印工連メールマガジン等にて
　　周知。
(2) 「36 協定届」様式変更
　・2021 年４月１日から労働法施行規則等の一部を
　　改正、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。36 協定に
　　適切な締結に向けて、労働者代表についてチェッ
　　クボックスが新設される。36 協定と 36 協定書を
　　兼ねる場合は、労使が合意した上で労使双方の合
　　意がなされたことが明らかとなるよう方法、記入、
　　押印、または署名などにより 36 協定を締結する
　　必要があるので注意。
(3) 「中小印刷業向けモデル就業規則」( 刊行物 ) の制作
　・本年４月に刊行する予定。これまでセミナーの受
　　講者のみに配布していたモデル就業規則冊子を改
　　訂し、刊行物として組合員に来年度夏頃を目途に
　　販売。自社の就業規則の見直し、変更する場合、　
　　注意点も併せて冊子の中で解説している。

（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
　・環境経営の推進に向けて全印工連では次の３つの
　　認証・認定制度の取得支援を行っている。
　　① GP（グリーンプリンティング）認定制度。現在
　　　印刷業界で 425 工場。その内全印工連では、　
　　　247 工場が認定されている。現在６月の認定募
　　　集を行っている。　
　　②環境推進工場登録制度は、GP 認定前段階として、
　　　比較的取り組みやすい認定制度。登録にあたっ
　　　ては、環境推進工場の講習会が必要となるので、
　　　工組単位での開催か、講習会をオンライン開催
　　　で受け付けているので検討のこと。
　　③「ISO14001 取得支援事業ネット EMS」は、イ
　　　ンターネットを利用したもの。国際的な環境認
　　　証 ISO14001 を安価で通常より短い期間で取得
　　　でき、マニュアルや規程の作成、保存、一部文
　　　書の審査をインターネット上で行うことが可能、
　　　大手企業との取引きなど、ISO14001 が必要な
　　　場合は、このネット EMS をお申込みください。
(5) オフセット印刷工場用 VOC 警報器の普及拡大
　・特別価格 27,500 円で販売。VOC 警報器を購入し
　　てどのように使えばいいのか、VOC 機器の使用マ
　　ニュアルのチラシを作成している。全印工連のホー

　　ムページからもダウンロードできるので活用のこ
　　と。
　以上です。ありがとうございました。

(1) 組合員異動状況
　・１月１日現在、全国で 4,203 社。
　　昨年同期比▲４％、中国地区は
　　258 社。同じく▲４％。
(2) 生命共済加入者
　・全国で 1,280 社、▲５％。中
　　国地区は 97 社、▲６％。
(3) 設備、地震、災害共済
　・全国で 327 社、▲ 10％。中国地区は 14 社。
　　▲１社。
(4) 医療・がん共済
　・医療は、全国で 190 名。＋９％。中国地区は 44
　　名。＋ 63％。
　　がん共済は、全国で 62 名。＋ 44％。中国地区
　　は 39 名。＋ 77％。
(5) 次期「キャンペーン工組」
　・次の委員会で決定する予定。広島と島根県以外で。
(6) 組合員台帳調査、回収結果
　・全国で 80.3％の回収率。中国地区は 85.6％。
(7) クラウドバックアップサービス
　・現在 38 社が加入、前期と比べると数社減。
(8) 組織共済として新しく医療・がん共済に介護保障を
　・７月からのスタートを予定。高齢化社会がどんど
　　ん進み、介護ということが１つの社会問題になっ
　　ており、また、身内に介護が必要な方が出ると、
　　費用の面でもいろいろな負担が生じる。また、金
　　銭以外でも、いろいろな問題が現れるというのが
　　実情。そのようななかで、介護離職というものも
　　本当に深刻。
　・補償は、ご加入いただくと、介護対象者の方が要
　　介護２と診断された場合に 300 万円を受け取る
　　ことができます。保険料はどうなのかと申します
　　と、40 歳から 84 歳までランク付けしてあります。
　　例えば 65 歳から 69 歳を見ますと、19,650 円。
　　これは年間です。最高齢でいくと80歳から84歳。
　　その場合は 207,320 円。ちょっと高額ですが、　
　　月に直すと 17,000 円ちょっと、となっておりま
　　す。そして、この介護保険は、一般の医療保障に
　　なると、病歴があるとほとんど保険に入れないと
　　いうことが常識になっておりますが、この介護保
　　険についてはそういうことはありません。もちろ
　　ん全てというわけではないですけど、大概の病気
　　についてはクリアされるということがあります。
　　もちろん加入される時にご確認いただくことが必
　　要ということになります。ご自身、そしてまた社
　　員さんのことを、幸せをお考えいただいて、どう
　　ぞこの商品にご期待いただければと思います。ど
　　うぞよろしくお願いいたします。

環 境 労 務 委 員 会

【中川委員長】

組 織 共 済 委 員 会

【竹田委員長】
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　３月２３日 ( 火 ) 午前１０時から常任理事会が、引続
き午後１時３０分から拡大理事会が、広島印刷会館会
議室で開催された。会議開催の前に、故小下惠壮氏・
重本正哉氏のご冥福を祈り黙祷を行った。
　常任理事会には理事長、副理事長、常任理事７名が、
拡大理事会には理事を含め２３名の出席で開催された。
　始めに、中本理事長から ｢今年度初めての会議であっ
という間の１年だったかなと思います。緊急事態宣言
が昨年の４月に初めて発令されました。振り返れば人
がいない、集まれないという状況でした。我々印刷業
も人を集めるお手伝いも任されておる訳で非常に厳し
い状況にあります。昨年は「まー止めておこうか、こ
ういう時期だし」と口癖のように皆さんの方から出て
おりました。しかし、今年は「もういいんじゃないか｣
決して軽んじて言っているわけではありません。今日
の会議もＺｏｏｍ参加も OK ですよと案内したところ、
皆さんがリアルで集まっていただいた。とても嬉しい
ことです。是非今年は「まーやめておこうか」と言う
のをどうしたらできるか、そういったところをしっか
りと考えて行動されればなと思っております。今日も
議題の一つは５月にあります総会の資料が中心となり
ます。また、１０月２３・２４日に予定しております
夢メッセ、是非ともリアル開催が出来ればと思ってお
ります。是非、ご理解・ご協力をいただきたいと思い
ます」と開催の挨拶があった。

「常任理事・拡大理事会」開催

　議　題

(1) 令和３年度通常総会議案書 ( 案 ) について
　　　令和２年度事業報告
　　　会場は広島印刷会館で開催
(2) 役員互助会会費収支報告書（３０～元年度分）
(3) 2021 印刷産業夢メッセについて
　　　基本的にはリアルで開催を
(4) 2022 印刷文化典広島大会について
　　　( １年延期で 2023 年に )
(5) 令和３年度行事予定表 ( 案 ) について
(6) 「新型コロナ禍対策支援金」について
　　　全組合員を対象に配布
(7) その他

2021印刷産業 夢メッセ テーマ『夢ある未来。　印刷の未来。　語り合う未来！』

　　　2021 印刷産業夢メッセ第１回三役会が、３月２３日 ( 火 ) １１時３０分から広島印刷会館会議室で、
　　　県工組、中国印刷機材協議会役員等１６名出席で開催された。

　中本実行委員長から「2021 の第１回の会議で、昨年の中止から１年振りです。昨年は新型コロナウイルスで掻
き回されました。広島県も昨日時点で 5,088 人掛かっておられます。しかし、幸いなことに最近は 1 日の感染数が
少なくなってきています。昨年の今頃は大変な目に合っていました。誰もが今年こそはと強い思いを持っておられ
ることと思います。我々の業界も非常に厳しい状況に置かれていますが、こういう時だからこそこの夢メッセを開
催して夢を持ってもらう、新しい次のステージへ新しいやり方で進んでもらうということです。是非とも今年こそ
夢メッセをはじめいろいろな事業を盛りだくさんでやって行こうと思っておりますので皆さまのご協力をよろしく
お願いします。そして、最初に言わなくてはいけませんでしたが、中地協様のお蔭を持ちまして「広島の印刷会社
における DX 活用法」という冊子を作る事が出来ました。昨年の１２月に座談会を開きましてそれを印刷の本にま
とめて作ることが出来ました。このデジタルトランスフォーメーションは印刷業界でも取り組んでいかなくてはな
りません。全印工連が旗振りをしていますが、広島が初めてこの本を作ることが出来ました。皆さまに背中を押し
て頂いたおかげだなとつくづく感謝しております。」と挨拶があり、会議に入った。

　議題　【2021 印刷産業夢メッセ】

　(1) コロナ禍における開催内容について
　(2) 基調講演講師選定について
　(3) 出展・広告依頼について
　(4) スケジュール ( 案 ) について
　(5) その他

【２０２１印刷産業夢メッセ第１回三役会の開催】
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令和２年広島県工業統計概要（製造業全体　従業者４人以上の事業所）
～事業所数は４年連続減少、従業者数は７年連続の増加、製造品出荷額等・付加価値額も減少。

出荷額は元年より▲ 3,125 億円減の９兆 7272 億円、付加価値額も減の２兆７千億円～

～全国における広島県の位置は、出荷額は 11 位 ( 前年 11 位 )、付加価値額は、14 位 ( 前年 13 位 ) ～

　　　　　　　　製造業全体
　経済産業省が我が国の製造業の実態を明らかにする
ため、毎年１２月３１日現在で工業統計調査を実施し
ており、令和２年「広島県工業統計調査結果 ( 従業者
４人以上事業所 )」の概況は次のとおりです。
●上記タイトルのとおり
●出荷額 ( 元年度 ) は、広島市、福山市、呉市で約６
　割を占める。福山市、東広島市、府中市など８市町
　で増加、府中市、福山市、広島市など１５市町で減少。

　　　　　　　　全体の動向
１．事業所数は、４，５６１事業所 ( 全国 15 位 )、前
　　年比▲１２７事業所 ( ▲２．７％ ) 減少。
２．従業者数は、２１万 8，121 人 ( 全国 10 位 )、
　　前年比▲２，１１９人 ( ▲１．０％ ) 減加。
３．製造品出荷額等は、9 兆 7，272 億円 ( 全国 11 位 )
　　で、前年比▲３，125 億円 ( ▲３．１％ ) 減少。
４．付加価値額は、２兆 7，057 億円 ( 全国 14 位 ) で、
　　前年比▲ 2，067 億円 ( ▲７．１％ ) 減少。
５．市町別は、事業所数は府中町、海田町、坂町など
　　４町で増加、減少したのは福山市、広島市、東広
　　島市など１７市町、他竹原市、大崎上島町は増減

　　なし。従業者数は東広島市、三原市、世羅町など
　　５市町で増加、広島市、福山市、呉市など１８市
　　町で減少。

　　　　　　印刷・印刷関連事業
　印刷業関連事業所数、従業員数、製造品出荷額は、
下表のとおりです。
１．事業所数は、２０２事業所で、前年比▲５事業所
　　( ▲２．４％ ) 減で、１４年連続で減少。
２．従業者数は、４，５４３人で、前年比▲１３０人
　　( ▲２．８％ ) 減少。
３．製造品出荷額等は、８０３億円で、前年比４３億
　　円 ( ５．７％ ) と増加。
４．製造品出荷額の、上位の５市は ( 元年度数値 )
　　①広島市　３０９億円（構成比３１．８％ )
　　②福山市　１７１億円（　〃　１７．６％ )
　　③呉市　　１１２億円（　〃　１１．５％ )
　　④東広島　　８５億円（　〃　　８．８％ )
　　⑤海田町　　４４億円（　〃　　４．６％ )
　　の順となっており、５市で７２１億円の出荷額で
　　全体 ( ９７３億円 ) の７４．１％を占めている。

分　類

印　刷　業
製　版　業

製本業、印刷加工業
計

事業所数 従業者数 製造品出荷額（億円）
2年 元年 前年比 2年 元年 前年比 2年 元年 前年比
167
13
22
202

173
14
20
207

－3.5%
－7.1％
10.0％
－2.4％

－1.1%
5.8％
3.2％
－0.5％

0.8%
－

－2.0％
5.6％

4,031
257
255
4,543

4,074
243
247
4,564

746
37.0
20.0
803

740
－

20.4
760

 
  富富士士フフイイルルムムググロローーババルルググララフフィィッッククシシスステテムムズズ株株式式会会社社  

中中国国支支店店  

〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町 5-18 三共稲荷町ビル 3階 

TEL：082-568-4416 FAX：082-261-3815 
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全印工連　ＣＳＲ認定のご案内

SYSTEM CREATION COMPANY

お問合せはこちら

中四国支店
〒730-0802　広島市中区本川町2-6-11 https://www.musashinet.co.jp/ホームページ

082-232-9261電 話 番 号

print634@musashinet.co.jpメールアドレス

シールラベル･パッケージ

自動シート給紙ユニット付き
カッティングシステムをご提案いたします。

自動給紙 Ｂ２サイズ カッティングプロッター
（フルカット専用）
RXⅡ

自動給紙 Ｂ３サイズ カッティングプロッター
（ハーフカット専用）
Jaguar VLX

価値創造企業

CSR 推進委員　　宮﨑　真　氏
CSR は、企業が社会から信頼され魅力ある会社となるための企業戦略・成長戦略であり、地域密着型の中
小印刷業においては優秀な人材の確保や企業ブランドの確立、顧客や金融機関による企業評価の向上等につ
ながり、持続可能な経営に寄与するものです。 全日本印刷工業組合連合会（以下、全印工連）では、CSR 
研究の第一人者である横浜市立大学の影山教授監修のもと中小印刷業 CSR 規格を策定し、企業の CSR 認定
に取り組んでいますので、これから CSR に取り組む企業様も既に取り組まれている企業様も CSR 認定をご
活用くださいますよう、ご案内申し上げます。

（２０２１年４月現在ＣＳＲ認定企業は１２６社）　

【応募資格】
　全印工連 CSR 認定規格が定める CSR の取り組みを
行う企業
 

【募集期間】
　2021 年５月６日（木）～７月３０日（金）
　※ 2021 年９月認定登録（予定）
  

【申請書類】
応募申込書の到着後、全印工連より申請書類をお送り
いたしますので、次の①～⑤を提出して下さい。
1 ＣＳＲ取り組み項目チェックリスト
2 法令遵守宣誓書（所定様式）
3 納税証明書（税務署が交付した証明書）
4 過去３年の行政処分がないことの宣誓書（様式有）
5 添付書類（ＣＳＲ取り組み項目チェックリストで　
　チェックした項目を証明する書類）

【認定の概要】
　ワンスター認定は CSR 認定の標準認定であり、審査
機関の CSR ＆サステナビリティセンターが書類審査を
実施し、外部の有識者で構成する全印工連 CSR 認定委
員会において認定します。認定企業は、CSR マークを
自社の名刺やホームページ、顧客の印刷製品に表示す
ることができます。認定取得後は２年毎に更新審査を
行い、上位認定であるツースター認定を取得すること
も可能です。

【広島県工組の取得会社】
・スリースター認定
　　株式会社　ユニバーサルポスト　
・ワンスター認定
　　株式会社　中本本店
　　　　　　　　　　　　　　以上２社

 
【認定費用】

【お問合せ】

※認定費用は従業員規模により異なります。従業員数には従業員のほか役員も含まれます。

（単位：円・税込）
従業員数
組 合 員
組合員外

1～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～99 100～199 200～299 300～
55,000

110,000

60,500

121,000

66,000

132,000

77,000

154,000

88,000

176,000

99,000

198,000

110,000

220,000

132,000

264,000

121,000

242,000

　全印工連 CSR 認定事務局 　TEL : 03-3552-4571　　　e-mail : csr@aj-pia.or.jp
　　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください　　　　 全印工連　CSR
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洋紙一般・ファンシーペーパー・板紙・封筒
アテナ製紙・イムラ封筒代理店

◎ 組合のうごき

事務局だより

　３月１７日 ( 水 )、福山支部価値組委員会の３月（第 211 回）
例会を開催しました。最近、集まる事は集まれるようになったと
思っているのですが、なんとなく会が硬い気がして、今回はちょっ
と趣向を変えて、いつもと違う部屋（会場）で開催してみました。
　初めの挨拶も抜き。何気ない普段の雑談。そんな感じが少しは

4
　
　
　
　
　月

5
　
　
　
　
　月

JPPS講習会

夢メッセ打ち合わせ会

組合会計監査

常任役員会・理事・情報

青年部会総会

広島県印刷工業組合通常総会

常任役員会・通常総会

環境労務委員会

2021第2回夢メッセ三役会

第1回常任理事会

第1回拡大理事会、会館取締役会

2021印刷産業夢メッセ第3回三役会

広島印刷会館株主総会

15日

16日

22日

27日

12日

20日

25日

26日

27日

印刷会館
ダイヤモンド
ホテル

印刷会館

印刷会館

印刷会館

印刷会館

印刷会館

東　京

東　京

東　京

久しぶりの集まりで固さを防ぎ趣向を変え開催
【福山支部だより】

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。
　
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、今回も懇親会は致しません
 
※ 新型コロナ禍のためマスクのご着用を
　 お願いします

出せたでしょうか。途中、二人で抜けて違う場所で相談事をす
るメンバーもいたり、ざっくばらんで良かったように思います。
賛否あると思いますが、これからも恐れずいろいろチャレンジ
してみます。
　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）


