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　10月９日（金）13：00から「全印工連
オンラインフォーラム」が配信された。今
年は全日本印刷文化展長野大会が、新型コ
ロナウィルス感染症の影響で来年へと延期
となり、全印工連フォーラムもオンライン
形式で行われた。「Make the Future ！～
未来を見つめ、ともに未来を創る～」を
テーマに全印工連のブランドスローガン

「HappyIndustry　人々の暮らしを彩り幸
せを作る印刷産業」の実現に向け、全印工
連滝澤会長からメッセージが発信された。

〇新型コロナウィルス感染症について

　新型コロナウイルス感染症の世界的な感
染拡大は、人々の暮らしや経済に大きな影
響を与え、印刷物の需要も大きく落ち込み、
組合員の各印刷会社においても、苦しい経
営環境に置かれている。
　全印工連は、いち早く国に対する緊急の
要望を行うとともに、各種支援策等の情報
発信に努めてきた。
　その後、組合員向け調査や各県工組理事
長からのヒアリングにより状況把握をし、
国会議員や政府に対し、継続的に印刷会社
の置かれている現状の説明や、追加の政策
要望も行っている。

〇印刷業の状況

　印刷産業の出荷額は減少が続いている。
政府の工業統計によると、印刷・同関連産
業の出荷額は、1991年の8.9兆円をピーク
にその後減少が続き、 018年は、4.8兆円
まで減少している。ＩＴ技術の進歩、デジ

タル化の進展に伴うメディアの多様化や、
2004年から日本の人口が減少に転じてい
ることなどが、印刷事業減少の背景にある
が、今回のコロナ禍を経て、人々の価値観、
生活様式、ビジネススタイルなど、社会の
パラダイムチェンジといえる大きな変革を
迎えている。

〇構造改革の３つの取り組み

　全印工連では、一昨年からプランドス
ローガンとして、「Happylndustry ～人々
の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」を掲
げているが、これからもHappylndustryで
あり続けるためには、今後の社会の要請に
応える産業の姿への構造改革が避けて通れ
ないと考えたからである。
構造改革には
・効率の良いプロダクションによる収益改善
・ソリューションプロバイダーとしての価値の

提供
・人材の確保と育成
これら3つの要素からなる三位一体の改革
が必要と思われる。
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〇効率の良いプロダクションによる
　収益改善

　「効率の良いプロダクションによる収益
改善」のために、今年度全印工連に新たに
デジタルトランスフォーメーション、DX
推進プロジェクトチームを設置した。この
プロジェクトチームでは、全印工連として
組合員の印刷会社同士がクラウド上で仕事
の受発注を行えるネットワークシステム、
プラットフォームの構築を行う。産業戦略
デザイン室では、この舂、「令和版構造改
善改革提言」という成長戦略提言書をとり
まとめた。DXプロジェクトチームのもと
でその具現化を図っていく。この取り組み
ではＩＴ技術を活用し、各社の収益の見え
る化の促進と、組合員企業同士の生産の連
携と効率化、産業全体としての生産性の向
上を図る。
　紙の印刷物の需要が今後も減少していく
なかで、これまでのように各社がそれぞれ
単独で最新鋭の設備投資を続けていくこと
は難しくなっています。
　そこで、お客様への価値提供を続けるた
めには、組合の仲間同士による協調により
お互いに補い合い、生産設備を全体として
最適化して生産性を向上させ、効率の良い
プロダクションを図る。各社はそれぞれ独
自の経営戦略に基づいて、差別化したお客
様へのサービス、付加価値の提供や、また、
印刷製造における得意分野への集中特化を
しやすくするためのしくみを全印工連とし
て用意することにより、印刷産業はこれか
らも成長を続ける情報コミュニケーション
産業へと進化できる。
　地域ごと、あるいは商材やアイテムごと
など、あらかじめアライアンスを組んだそ
うしたグループを組合員の皆さんそれぞれ
で作り、各グループの中で共通プラット
フォームを利用して仕事の受発注を行う。

つまり、そのプラットフォームを利用した
からといって、いきなり全印工連組合員
4,300 社にその仕事がオープンになるとい
うわけではない。もちろん、組合が構築す
るプラットフォームだから、その中では原
価管理をしっかり行い、発注者側には従来
の外注品よりメリットの出る価格で、受注
する生産者側では受注量が増えることによ
るコストダウンが実現できる、双方ともに
利益に寄与できるしくみを構築すべく準備
をしている。
　ＩＴ、クラウドを利用したデジタルトラ
ンスフォーメーションを実装することで、
手間を省き効率化する。生産を助け合うこ
とで、資材のコストダウンや間接業務の極
小化、業界全体として適正な生産力を維持
することにより、過当競争による過度な価
格の下落に歯止めをかけ、印刷産業全体と
しての健全な発展を目指す。
　つまり、全印工連で構築するこのデジタ
ルトランスフォーメーション、DXのシス
テムは、受発注をただ効率化させるだけの
印刷通販とは異なり、そのグループに参加
することにメリットがあると判断した組合
員企業同士のビジネスアライアンスであ
る。大小、規模さまざまな業態の印刷会社
が参画し、それぞれの強みをシェアし合う
場となることを目指している。プロジェク
トチームの皆さんには、現在今年度中のシ
ステム構築、来年度は複数モデル地区での
トライアルを行い、必要なシステム改修を
行ったうえで、全国の組合員にこ利用いた
だける本稼働開始に向け、精力的に活動い
ただいている。
　また、印刷市場の健全な発展を目指す効
率化、生産性向上のしくみについて、私ど
もから印刷機械装置製造メーカー各社の皆
様にもご説明にあがり、各社からもご理解、
質同を得られ、ご協力をいただきながら進
めている。
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〇ソリューションプロバイダーとして
　の価値の提供

　全印工連では組合員の皆様に対し、単な
る印刷物製造業から脱却し、お客様の課題
解決業としてのソリューションプロバイ
ダーへ転換しましょうという提言を行って
きた。今このパラダイムチェンジとも言え
る社会の大変革期において、その必要性は
ますます大きくなり、喫緊の課題である。
人々の価値観が多様化し、社会が企業に求
める姿勢も利益至上主義からESGやSDGS
など、社会課題と経済の両立であるとか、
持続可能な社会の実現を求められるように
なっている。
　それぞれの印刷会社がそれぞれの地域
で、それぞれのお得意様をはじめとするス
テークホルダーの皆様に対し、真剣にその
課題に向き合い、各社の特徴や得意分野を
生かしながら共に解決を図っていく、そう
した企業行動が求められている。組合とし
てはそうした考えに基づき、各社の経営戦
略を定めるうえで、有用な情報を各委員会
の事業を通じ引き続き提供していく。

〇人材の確保と育成について

　全印工連では印刷産業独自の生産性を落
とさない「幸せな働き方改革」プロジェク
トを推進してきた。日本では人口減少が進
み、今後ますます高齢化が進み、若者の人
口が減り、担い手の減少が見込まれる。人
口が減るなかで生産力を維持するために
は、1人あたりの生産性を上げていく以外
方法がない。印刷業がこれからも魅力ある
産業であり続けるためには、全ての人が安
心・安全に働ける多様な働き方に対応した
職場づくりが不可欠である。
　全印工連「幸せな働き方改革」は、この
舂までに SEASON 1からSEASON 5まで
のテキストを刊行した。そのなかでは、私

たち中小印刷会社が自社で働き方改革を実
践する方策、しくみづくりについて、専門
家の助言も得ながら詳しく述べている。

〇結びに

　以上、お話した以外にも、全印工連では
CSRや環境、個人情報保護の認証制度、従
業員のスキルアップにつなげる制度教育事
業や、国家資格である技能検定の推進、雇
用確保支援事業、また事業承継支援事業、
スケールメリットを活かした各種共済や共
同購入事業など、各社の企業価値を高める
事業メニューを幅広く行っている。特に、
全印工連特別ライセンスプログラム事業に
ついては、契約本数の順調な増加により、
この12月からメーン商品のご利用料金の
引き下げが実現することができた。詳しく
は、全印工連の専用 Webサイトや今後の
広報誌等でご案内する。
　私たち印刷産業自らが進んで構造改革に
取り組むことは、周辺産業にもその効果を
もたらし、そのことは合わせて私たちのお
客様への新たな価値の提供を可能にすると
同時に、地域経済の活性化をも実現してい
くものだと確信している。苦しい経営環境
の今だからこそ、同じ業界の仲間として集
い、志を共にし、お互いの連帯を強固にし
て、印刷産業の明るい未来を切り開いてま
いりたい。共に手を携え、改革に果敢に挑
戦してまいりましよう。
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令和２年12月4日（金）15：00～16：55
⑴長崎県印刷工業組合
　①事業報告
　②青年部報告
　③11月末収支報告
　④令和３年新年互例会について
　⑤令和３年度総会について
　⑥全印工連・九地協報告
　⑨その他

⑵長崎県印刷工業協同組合
　①売上全般について
　②その他
⑶本木昌造顕彰会
　①今後の顕彰について
　　・本木昌造活字版の記事について
　　・本木昌造座像について
　　・その他
　②11月末収支報告
　③その他

〇令和２年10月9日(金)　オンライン開催
全印工連オンラインフォーラム

〇令和２年10月28日(水) （ZOOM）
全印工連組織共済委員会
松尾建国委員長

〇令和２年11月13日（金）　
於：印刷会館
長崎県との打合の事前打合

岩永寛毅理事長・毎熊副理事長
・内田副理事長・荒木理事
・岩永健理事

〇令和２年11月16日（月）
於：長崎県庁
官公需打合せ
岩永寛毅理事長・毎熊副理事長
・内田副理事長・山口理事・荒木理事
・岩永健理事

〇令和２年11月19日（木）　（ZOOM）
全印工連理事会
岩永寛毅理事長　

〇令和２年11月24日（火）　（ZOOM）
九州地区印刷協議会理事会
岩永寛毅理事長　

〇令和２年11月25日(水)　
於：火災共済会議室
長崎県火災共済協同組合理事会
岩永寛毅理事長

〇令和２年11月27日(金)　
於：長与町
長崎高等技術専門校運営協議会
岩永寛毅理事長

〇令和２年12月４日（金）　
於：印刷会館
長崎県印刷工業組合組織共済委員会
松尾建国理事・牧島理事・岩永健理事

〇令和２年12月４日（金）　
於：印刷会館
長崎県印刷工業組合・協同組合
・本木昌造顕彰会　理事会

〇本木昌造墓地清掃
　日時：令和２年12月25日（金）
　場所：大光寺
〇長崎県中小企業団体中央会役員会
　日時：令和３年１月８日（金）
　場所：ホテルニュー長崎

令和２年度第４回理事会

今 後 の 予 定

活 動 報 告
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〇新年互礼会
　日時：令和３年１月13日（水）17時～
　場所：サンプリエール
〇九州地区印刷協議会
　日時：令和３年３月５日（金）
　場所：長崎市
〇PTA広報誌コンクール表彰式
　日時：令和３年３月８日（月）
　場所：長崎新聞文化ホール

長崎支部
◯令和２年11月８日（日）　
　ボウリング大会　長崎ラッキーボウル
　優　勝　浜本　清一郎（正文社印刷所）
　準優勝　浜本　ミヤコ（正文社印刷所）
　第３位　毎熊　一太　（大同印刷）

　

　2020年10月31日（土）佐賀県にて令和
２年度全国青年印刷人協議会九州ブロック
協議会が開催されました。今年は新型コロ
ナ感染拡大防止のため、リモート参加も可
能となっており、長崎県から、岩永と牧島
がZOOMで参加しました。
　「デザイン思考」というテーマで、様々
な角度から我々の業界の発展策についての
アイデアがあり、大変有意義な時間となり
ました。リモートでも十分内容を理解する
ことができ、対面ではないことのデメリッ
トもありますが、距離を気にせず参加でき
るしくみは今後も活用していくべきと感じ
ました。

内田支部長挨拶

◯令和２年12月４日（金）
　忘年会　京華園

組合員の異動
（脱退）
・令和２年７月31日
　平和堂オフセット印刷有限会社
・令和２年11月30日
　九州印刷株式会社
（事業主の変更）
・令和２年９月１日
　有限会社有正舎　
　代表社員　隈部エリ子様

各 支 部 の 状 況

九州ブロック協議会について
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〒８５０ー０８７５　長崎市栄町４ー２０

ＴＥＬ（０９５）８２６－８１５５・ＦＡＸ（０９５）８２３－３３７２

（資）井上勲紙店

児島洋紙株式会社

本　　　社 〒８１０-８７３１ 福岡市博多区中洲中島町２番１号
 電話  ０９２（２９１）１３３１  ＦＡＸ  ０９２（２７１）２６３８

北九州営業所 〒８０３-０８０２ 北九州市小倉北区東港１丁目１番４号
 電話  ０９３（５８１）５３３１  ＦＡＸ  ０９３（５７１）５４１７

長崎営業所 〒８５１-０１３４ 長 崎 市 田 中 町 ５ ８ ２ の １
 電話  ０９５（８３７）８０４１  ＦＡＸ  ０９５（８３０）２２９１

鹿児島営業所 〒８１９-０１２３ 鹿 児 島 市 卸 本 町 ７ 番 １ ９ 号
 電話  ０９９（２６６）６３４１  ＦＡＸ  ０９９（２６６）６３７１

東京事業部 〒１０５-０００１ 東京都港区虎ノ門４丁目２番６号第二扇屋ビル５階 
 電話  ０３（３４５９）６６２３  ＦＡＸ  ０３（３４５９）６６２４
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