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　今年の秋は 10 月に入ってもなかなかやってきませんでしたが、
中旬になり急に寒気が訪れ、一気に秋を飛び越して冬が来たよう
で皆さん着るものなどに苦労されたことでしょう。コロナ感染者
も少なくなりあっちこっちで人手が多くなりました。
　写真は広島護国神社の「七五三詣り」です。早くコロナを気に
せず出かけたいものです。男の子は３・５歳、女の子は３・７歳。
鳥居の前で一礼、参道は端を歩く、右端であれば右足から、左端
ならば左足から、そして、手水舎で右手で左手を洗い、左手で右
手を洗う、次に手水を口に含み口中を洗う、そして、柄杓の柄を
立てて柄を洗う。これらの作法は 1 杯の水で行う。神前では普通
は二礼二拍手一礼です。

「秋の広島護国神社」　広島市中区
「DTP技能検定」実技・学科試験の事前研修開催

動画配信サイト「印カレ」

「2023全日本印刷文化典広島大会」について

福山支部だより

「印刷優勝野球大会」について

新型コロナウィルス感染症関連情報

令和2年工業統計確報値発表

事務局だより　新年互礼会・融資のご案内



（2）　第 423 号 令和 3年 11月 1日い ん さ つ 広 島

要　旨　：　DTP技能検定の実技試験・学科試験事前研修です。
　　　　　　過去の学科試験問題の解説を使用したセミナーを設け、受験者の実技試験・学科試験対策のサ　
　　　　　　ポートをします。
開催日　：　令和３年12月10日(金)　
　　　　　　実技研修　10時00分～12時00分　　　学科研修　13時30分～16時30分
場　所　：　広島印刷会館　２階会議室
講　師　：　実技研修　宮本 孝行 講師　(㈱中本本店)　　 学科研修　有賀　誠 講師(全印工連 講師)
対　象　：　令和３年度　技能検定プリプレス職種(ＤＴＰ作業)申込者及び組合員で次回の受験に備えて　　
　　　　　　の受講も可(全組合員可)
その他　：　受講料は無料
　　　　　　◎　受講をご希望の方は、会社名・氏名をご記入の上、11月19日(金)までにご連絡ください。

　　　　　　　　　　広島県印刷工業組合　事務局　　　TEL　082－293－0906　 

◎ 「ＤＴＰ技能検定」実技試験・学科試験事前研修開催について
 　標記については、下記の要領で準備を進めております。

【お知らせ】

動画配信サイト「印カレ」１０月更新のお知らせ
　全印工連の教育動画配信サイト「印カレ」は、今年５月に開設してまもなく５ヵ月を迎えます。継続的に新しい
動画もアップロードしています。直近の新着動画を少しだけご紹介しますので、続きは是非、「印カレ」サイトにア
クセスしてご視聴ください。

　今回の新着動画をご紹介します。
　　　　　　　「インキのジャスト・イン・タイム～必要なインキを必要な時に必要な量だけ～」
　　　　　　　講師：石原　寛祐 氏〔株式会社東京オフ印刷〕代表取締役 
　　　　　　　　　　・〒 131-0034 東京都墨田区堤通 1-10-21〔本社〕
　　　　　　　　　　・〒 136-0071 東京都江東区亀戸 8-14-9〔亀戸紙工センター〕
　　　　　　　　　　　https://www.tokyo-off.co.jp/
　トヨタ生産方式の「ジャスト・イン・タイム」を活用しインキ管理します。 
　「必要なインキを必要な時に必要な量」の考え方を基に、①必要なインキを揃え在庫を最小限にし②場所の有効活
用をして③動作のムダを取る（色出し回数や準備時間の短縮）ことです。日々の一つひとつの小さな積み重ねを繰
り返しその積み重ねが仕事の満足度になり、自分の成果や会社の利益に繋がります。 
　「人はいつからどこからでも良くなれる！」日々の取り組みを習慣化して自分の能力となります！チャレンジして
みてください！

【全印工連 教育研修委員会より】

【まだメールアドレスの届け出をされてない方へお願い】
メールアドレスの届け出をされると、全印工連より直接「メールマガジン」や「共創ネットワーク」などの情
報が色々と入ってきます。ぜひ、登録をされることをお願いします。
　　連絡は、広島県印刷工業組合　事務局　TEL 082 － 293 － 0906 へ
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コンセプト
　・厳しい状況にあるといわれる印刷業界ですが、そのような状況下でもそのような状況下だからこそ、下
　　を向かず、強い気持ちで未来を切り開こう！ という、奮い立たせるような力強さを感じさせるために。
　・76 年前には原爆の惨禍から、つい最近では度々の豪雨災害から 広島は長い歴史の中で何度も立ち上がっ
　　てきたまちでもあります。そんな広島を舞台に開催される今大会だからこそ苦難に負けずに立ち上がろ
　　うというメッセージにも説得力と意味を感じさせられるために作成。
　・未来へつなぐためにも、若い世代も意識し、堅苦しくなく親しみやすさにも留意しました。
キーワード
　・広島らしさから連想するキーワードを盛り込みました。 「広島東洋カープ」「宮島（鳥居）」「もみじ饅頭
　　（モミジ、紅葉）」⇨ 赤色 「お好み焼き」 ⇨ 熱い、何層にも重なっている 「川が多い（水の都）」 ⇨ 一本
　　の川から大海原へ広がる、川が運んだ土が積もって大地を築く。アイデア、技術、新型コロナウイルス。
　　積み重なれば、未来はもっと強くなる。

「2023 全日本印刷文化典広島大会」 開催

【キャッチフレーズ】
『真っ赤に燃やせ！印刷魂』

～水の流れが大地を創る。人の心が未来を開く～

2020 長野大会が新型コロナウイルス拡大に伴い１年延期、しかし、第５波によりとうとう中
止となりました。それにより広島大会も１年延びました。開催は２年先となりますがご協力を
お願いします。

　50年振りの34回目の大会は、最近では２年に１度開催で、東京を中心に西方面開催の次は東方面で開催、次
はまた西方面という流れで行われている

【開催決定】
　　・平成30年秋、全印工連より2022(1年延び2023に)年の全国大会は中国地方で開催をお願いと要請あり
　　・中国地方の理事長会議で、第１回の広島県開催以降、岡山県・山口県で既に開催されており、今回は広島
　　　県で開催されることを決定
　　・第１回は1973年(昭和48年)に広島市で開催、その後1998年岡山市、2006年下関市で開催

【開催日】
　　・2023年(令和５年)　10月13日(金)午後１時30分～14日12時まで
　　・その年の夢メッセを全国大会と一緒に開催予定　10月12日(木)午前10時～13日午前12時まで

【開催場所】
　　・リーガロイヤルホテル広島　　〒730-0011　広島市中区基町６番78号

【運営組織】
　　大 会 委 員 長　中本　俊之
　　大会副委員長　田村　仁美　鳥取県工組理事長、　　　　谷口　博則　島根県工組理事長
　　　　　　　　　大塚　泰文　岡山県工組理事長、　　　　藤田　良郎　山口県工組理事長
　　実 行 委 員 長　宇都宮 公徳 常任理事
　　顧問（総務担当）　喜瀬　清　　前理事長・理事顧問
　　副実行委員長　総務部会　　　中川　隆　　副理事長
　　　　〃　　　　広報企画部会　細川　俊介　副理事長　　　　　　　　　　
　　　　〃　　　　式典部会　　　青木　博　　常任理事　　　今後、各副委員長、担当を配置
　　　　〃　　　　懇親会部会　　宮﨑　真　　理事
　　　　〃　　　　夢メッセ部会　石井　千之　常任理事
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「今年の広島県印刷優勝野球大会は中止！来年に期待」
～　２年連続の中止　～

【福山支部だより】

　例年５月に開催する「広島県印刷優勝野球大会」は、新型コロナウィルスの影響を考慮し、４月の段階で11月開催へ
の延期を決定しておりましたが、現状を鑑み野球大会開催においては、「安
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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

【広島県印刷野球同好会よりご案内】

１０月例会　「～地域の企業連携でDXの基礎をつくる～」
　10月21日(木)、福山支部価値組委員会の10月（第215回）例会を開催しました。緊急事態宣言が出ていたこと
もあり、２カ月ぶりに例会を開催しました。久しぶりに顔を合わせる事ができ、お互いの近況を話し合えると元気
が出ます。
　今月から新しい企画を始めました。元々は今年の夢メッセでやろうとしていた福山支部・価値組委員会としての
企画「各社の紹介から価値組メンバーの出来ることを知る～地域の企業連携でDXの基礎をつくる～」がありまし
た。残念ながら夢メッセの開催はなくなりましたが、せっかくの企画なので今月から毎月例会で取り組んでいくこ
とにしたんです。どんなことをやるか簡単に言うと、メンバー各社の企業紹介です。ですが、今回は切り口を少し
変えてみました。それは、自分が話したいことを発表するのではなく、他のメンバーから、ここの会社の「こんな
事」に興味があるので、それを聴いてみたい、とリクエスト制にしたことです。他者から客観的に見てもらう事
で、自分では気づけない自分の強みを発見できたらすごいですよね。そこまで出来たら本望ですが、少しずつ始め
てみることにしました。
　トップバッターとして、元々社内でそういう取り組みをされていた日宝綜合製本(株)の寺見氏にお願いして約10
分、自社での取り組みについて発表して頂きました。「間違いのない商品券を低コストで」というテーマで、地域
の活性化につながる特典付き商品券ですが、製本時においての乱丁・落丁などのミスがあると大ごとになってしま
う。後の仕事にも響く。それを防ぎ、しかも低コストで予算を抑える事も出来る。そんなアイデアと取組みについ
てのお話。その話からの繋がりでセキュリティについての具体的な事例もあり、皆さん身を乗り出して聴かれてい
たのが印象に残っています。
　次回の例会でも、違うメンバーさんにお願いをしています。毎月、お一人ずつ繋がっていくと、それぞれの得意
分野を共有でき、地域のＤＸの繋がりになっていったら良いなと考えています。
　なかなか厳しい時期です。まだ何かが出来る、何か動かしていけるというには早いかもしれません。でも、こう
やって集まって、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。そして自社の強みに気づくことに繋がればと思っています。ありがとうございました。

全・安心」な環境下における開催が望ましいことから、やむなく中止といた
しました。
　今回の決定によって、印刷優勝野球大会は２年連続での中止となります
が、年内にはコロナの感染状況も終息に向かう事を願いつつ、来年の５月に
は３年分の想いを込めた野球大会の開催を実施していきたいと考えます。
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【全日本印刷工業組合連合会のメールマガジンより】

※この情報は、全印工連よりのメールマガジンから抜粋したものです。情報に興味のある方は　是非お読み
　ください。

1． 新型コロナがもたらす経営危機に対し経営者が今やるべきこと
　・コロナ関連融資制度・金融支援パッケージについては(P43-P51)
　・「雇用調整助成金」については(P52-P62)
　・緊急経済対策における税制措置については(P63-P67)
2． 全日本印刷工業組合連合会の対応
　① 全日本印刷工業組合連合会の方針文1.（2月25日発出）　2.（3月23日発出）　3.（4月8日発出）　4.（5月4
　　 日発出）　5.（10月5日発出）　6.（2021年1月15日発出）　7.（4月27日発出）　8.（8月10日発出）
　② 組合員企業へのお願い文　　③ 経済産業大臣宛要請文書 
　④ 新型コロナウイルス感染症に関連するメールマガジン配信
3． 各種助成制度等関係省庁リンク
　【経済産業省】、【中小企業庁】、【厚生労働省】、【経団連】、【首相官邸】、【日本年金機構】などから
4． 各メーカー・ベンダーの供給体制に関する情報一覧
　新型コロナウイルス感染拡大の影響は日々広がりを見せており、首都圏ではまさに非常事態の様相を深めてお
　ります。このような状況の中、当連合会の組合員企業から、緊急事態を迎えた際、印刷関連各メーカー、ベンダー
　の資機材等の供給体制についての情報提供を求める声が大変増えてまいりました。当連合会では、関係各社よ
　り、現時点での方針、対応、対策等につきまして、情報提供をいただきましたのでお知らせします。
5． 新型コロナウイルス感染症に関する｢入院｣の全印工連医療・がん共済の特別対応について
　既に「いんさつ広島」で説明済み
6． オフセット印刷業他５業種がセーフティネット保証５号の指定業種に追加されました
　4月10日付けで、オフセット印刷業他５業種がセーフティネット保証５号の指定業種に追加されました。　
　セーフティネット保証は、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする
　資金繰り支援制度です。セーフティネット5号は、一般枠とは別枠で借入債務の80％を保証します。
　※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和
　　3年1月31日となっておりますが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間を延長します。
７． 新型コロナウイルス感染症拡大に対する要望書をまとめました
８． 新型コロナウイルス感染症が生命共済の死亡保険金の支払い対象に指定されました
９． 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する実態調査について

※　詳しくは下記のＵＲＬで見てください。これは見出し等を記入したものです。
　　（ https://is.gd/U1xZbQ ）

SDGs に賛同、支援しています

新型コロナウイルス感染症関連情報
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　経済産業省は令和２年度工業統計(産業別統計表・令和元年度実績)を８月13日に公表しました。
　今回の結果は、３月の速報版、５月の概要版に続くもので確報版となり、結果は、印刷業の出荷額は５年ぶりに
微増となりました。
　印刷業の事業所数は16,781事業所で前年比-2.7％、従業者数は229,441人で-1.5％とそれぞれ減少したものの、

【経済産業省より】
令和２年工業統計確報値発表

1.　令和元年工業統計調査（産業編／ 3人以下を含む全数）

2.　印刷業の年次別推移（3人以下を含む全数）

3.　印刷業の年次別推移（4人以上）

区　　　分 事業所数 （前年比）
従業者数

（人）
（前年比）

平均人員

（人）

現金給与額（4人以上）

（1人平均）
（千円） （前年比）

製造業

印刷・同関連業計

　　印刷業

　　製版業

　　製本業

　　印刷物加工業

　　印刷関連サービス業

パルプ・紙・紙加工品製造業

印刷インキ製造業

写真感光材料製造業

印刷・製本・紙工機械製造業

2014 年実績

2015 年実績

2016 年実績

2017 年実績

2018 年実績

2019 年実績

2019 年／ 2014 年

2014 年実績

2015 年実績

2016 年実績

2017 年実績

2018 年実績

2019 年実績

2019 年／ 2014 年

令和２年工業統計（産業別統計表・令和元年実績）
全日本印刷工業組合連合会
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出荷額は４兆4,738億円で0.5％、付加価値額も１兆8,454億円で0.8％とそれぞれ微増となりました。また、１人
平均出荷額は1,949万円で2.0％、１人平均付加価値額は871万円で2.0％それぞれ増加し、１人平均給与額も408
万円で0.3％の微増となりました。
　印刷業の傾向としては、ここ数年、事業所数、従業者数、出荷額、付加価値額とも減少が続いていましたが、
今回、出荷額、付加価値額は全数結果および１人平均でも僅かながら増加に転じました。
　また、平均人員は年々増える傾向にあり、５年前と比較すると、「３人以下を含む全数」で1.7人、「４人以上」
で3.0人それぞれ増加しています。
　今後、機関紙「日本の印刷」やHPに掲載して周知を図ってまいります。

出荷額

（百万円）

1人平均
出荷額
（千円）

（前年比） （前年比）
（前年比） （前年比）

4 人以上

付加価値額
（百万円）

1 人平均付加価値額
（千円）
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事務局だより

融資のご案内
　令和３年の年末組合融資を取り扱います。
　ご融資ご希望の方は県工組事務局までご連
絡ください。
　　　 連 絡 先　　 県 工 組 事 務 局　　　                  
　　   　TEL 082 － 293 － 0906

　融資条件は次のとおり
　・　融　資　額　：　１００万円
　・　申込締切日　：　１１月１０日 ( 水 )
　・　融資予定日　：　１２月　６日 ( 月 )

◎ 組合の動き

　新型コロナウイルスが発生し、ほぼ２年が来ようとしています。発生後から諸々の会議、夢メッセや印刷優勝野
球大会については２年休止、新年互礼会も昨年は中止等皆さまと会う機会がほとんどなくなりました。現在、感染
者は少なくなり休日は観光地や街中は賑やかさを増しています。このままだとワクチン接種は進んでいるとしても、
また、何時感染が広がるかもしれません。しかし、何もかも中止では経済は動きません。感染防止に十分注意し、
新たな年を迎え更に躍進するため親睦を深めたいと念願しております。新年互礼会は次のように実施します。

　１．日　時　令和３年１月５日（火）午後５時受付・午後６時開宴
　２．場　所　広島市中区基町６－ 78　
　　　　　　　　リーガロイヤルホテル広島　４F　ロイヤルホール
　３．会　費　１０，０００円（お一人様）　誠に恐縮ですが、会費は事前に
　　　　　　　銀行振込でお願いします。
　４．申　込　別途封書にて郵送します。
　　　　　　　別に必要な方は、広島県印刷工業組合　事務局までご連絡ください。　
　　　　　　　　電話　082 － 293 － 0906　ＦＡＸ　082 － 293 － 0954
　　　　　　　申込書を送付しますので　11 月 30 日 ( 火 ) までにご返信願います。

令和４年の新年互礼会開催のお知らせ
～　新型コロナウイルス感染に十分注意して2年振りの開催へ　～

◎ 年末組合

常任役員会7日

CSR推進委員会8日

産業戦略デザイン室18日

印刷関連業界親睦ゴルフ28日

DTP検定事前研修10日

常任役員会18日

環境労務委員会

全青協正副議長会

19日

27日

Web会議

安芸カントリー

東京

印刷会館

東京

東京

広島

東京 
月

10

 
月

11


