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「KIN」親族・親類・同類の人って意味があるらしい。
印刷業界もっと結束しようよ！
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①設備の修理代（実額）と見舞金（修理代の10%）

②経営者のケガの補償

③従業員の労災上乗せ補償

業界における様々なリスクを包括的に補償します

死亡・後遺障害最高500万円・入院5,000円・通院3,000円

死亡・後遺障害最高300万円・入院3,000円・通院2,000円

印刷機械・空調など

≪ 令和２年度 機械事故保険金 高額支払事例 ≫

■湿し水ボトルを落下させて、機械を破損した
■滑って、給紙台に手をついた際、モーターとベベルギア等が破損した
■清掃中に誤って画面を破損した
■専用クリーナー以外でクリーニングを行い、ローラーが破損
■水がかかってしまい、冷却系・電装系が破損

従業員のみなさまへ ・・・ 自動車保険・火災保険・生命保険 等々
※ご家族の保険計画をお気軽にご相談ください

・・・ 1,712,260円
・・・ 1,394,575円
・・・ 1,196,498円
・・・ 1,071,638円
・・・ 1,066,544円

従業員や第三者の誤操作、
過失による事故

保守点検の不良による故障 ショート、アーク、スパーク、過電流、
絶縁不良などによる電気的故障

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、送風機、ポンプ
など回転機械の飛散、
破壊故障

落雷による故障 他物の衝突、落下故障
紙詰まり、工具の巻き込み
等による破損故障

設計・製作・材質の欠陥によ
る事故

株式会社バリュー・エージェント
横浜市南区宮元町1-21-15
TEL:045-716-0002 FAX:045-716-0005

※社名変更をいたしました。引続き宜しくお願い申し上げます。
（旧 神奈川保険グループ）

2021年9月承認 B21-21002934
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表紙について

■ KIN 公式キャラクター

■ 題字ロゴ

Kちゃん I ちゃん Nちゃん

神奈川印刷ニュースの頭文字をとって
Kちゃん、Iちゃん、Nちゃんを制作。
季節毎に色々な表情で表紙を飾り、
神奈川印刷ニュースを盛り上げます。

「KIN」は親族、親類、一族、一門、同類の人、同質という意味を持つ。
われわれ印刷業界・印刷会社の皆が、同じ境遇・社内外の繋がりをもっ
と大切にして、業界として結束しようよ！という希望も込めました。

今回の表紙モデル

文化堂印刷株式会社

「変化の時！脱プラから紙媒体が見直されて
きている時代に本年は紙の価値創造へ！」

左から 平村　創（営業）　小林未侑（制作）　
 柳生峻佑（総務）　小宮早織（制作）
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01巻頭言｜

巻  頭  言

新年あけましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの感染状況を横目に見な

がらではありますが、ワクチンの普及もあり、例
年に近い新年をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。当初の予想を超えたコロナ禍の長期化に
より、昨年もかなりの制約を受けての組合活動に
なりましたが、他の都道府県では理事会の開催も
ままならない工組もある中、執行部役員はじめ、
支部長の皆様方の努力により、さまざまな事業を
執行できました。年頭にあたり皆様のご尽力に
心より感謝申し上げます。
新型コロナウイルスの経済への影響は大方の

予想を超えて大規模かつ長期的なものとなり、直
接的な被害を被っている飲食業・旅行業等をは
じめ、サプライチェーンの混乱で部品の供給が滞
り工場が止まるなど、思わぬ影響も出始めまし
た。今年は感染拡大を抑えながらも、傷んだ経済
システムを修復し、本格的に経済を回復基調に乗
せるための大事な一年になります。印刷組合で

も、印刷産業の復旧とさらなる発展に向けて、全
印工連とも連携して皆様の経営に資するさまざ
まな事業を展開してまいります。令和４年の印
刷組合にも大いにご期待ください。
さて、昨年は全印工連のDX推進事業第一弾

として、組合員間の受発注プラットフォームで
ある「DX-Plat」の開発が完了し、全国9つのグ
ループがトライアル運用をはじめました。ご承
知のように日本の印刷市場は年々微減を続けて
来ましたが、コロナ禍によるデジタルシフトの
進展により、2020、21年は減少幅が大きくなっ
たと考えられます。そのような状況下で企業が
成長し生き残って行くためには、縮小する印刷
物の市場に合わせて無駄を廃して生産性を向上
し、印刷以外の商品やサービスで新たな需要を
作っていく「印刷＋α」の戦略が必要となります。
この「印刷＋α」を実現するためのDX（デジタ
ルトランスフォーメーション）のシステムが
「DX-Plat」です。

先行してトライアル運用を始めたグループか
らは、早晩成果報告も上がってくるものと思いま
すが、官公庁の電子入札のように仕事をとりあう
システムではなく、新たな仕事を生み出すシステ
ムになることが期待されています。地元神奈川
でもトライアル運用グループを立ち上げようと
取り組んでいます。組合員の皆様にはホームペー
ジや新装なった印刷ニュース「KIN」などを通じ
て、随時成果報告させていただきますので、組合
からの情報発信にご注目ください。
印刷業の役割は印刷することから情報に関わ

るさまざまな課題を解決することに移行してい
ます。そういう意味で印刷会社のライバルはも
はや印刷会社ではなく、情報を扱う他の業種であ
るということができます。我々は共に力を合わ
せて、社会からのさまざまな要望や信頼に応え得
る産業に進化しなければなりません。まさに正
念場の一年、印刷組合も皆様と共に全力で走って
まいります。本年もどうぞよろしくお願い申し
上げます。

神奈川県印刷工業組合

神奈川県印刷工業組合
理事長

江 森  克 治
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あけましておめでとうございます。
旧年中は当連合会に格別のご支援とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。本年も引き続きご指導を賜り
ますようお願い申し上げます。

昨年は新型コロナウイルスの終息が見通せない中、
当連合会でも、予定していた全日本印刷文化典長野
大会の中止やCSRサミットの延期、各種会議・セミ
ナーのリモート運営など、一昨年に引き続き難しい組
合運営を強いられました。秋以降はワクチン接種が
進み、感染者が減少し緊急事態宣言が解除されるな
ど、わずかながら明るい兆しが見えましたが、その一
方で、原材料コストや物流費の上昇を理由として、印
刷用紙をはじめとする印刷関連諸資材の価格改定が
相次いで発表されるなど、中小印刷業界のみならず産
業界全体において今しばらくは厳しい環境への対応
を求められる年となりました。
このような状況の中、全印工連では生産性向上と

高付加価値化を目指すDX事業について、組合員同士
の生産連携をはかるためのDXプラットフォームシス
テム「DX-Plat」の全国9地区におけるトライアルの実
施、本格稼働に向けた具体的な制度設計の取り組み、
各メーカーデバイスとのインターフェイス構築、システ

ム改修とファシリティの整備など、着実な歩みを進め
ました。また、国際公約となった2050年カーボン
ニュートラルへ向けて、印刷産業全体のイメージアッ
プを図り、併せて組合員各社の経営改善に資すること
を目的とする再生可能エネルギー事業への取り組み
を決定するなど、新しい事業にも着手しました。この
ほか、幸せな働き方改革事業、環境労務対策、各種共
済制度の加入促進、動画教育サイト「印カレ～全印工
連の学んで得するＴＶ～」の運営、CSR普及活動、官
公需対策、事業承継支援など、共通の経営課題解決
に努めてまいりました。
日々目まぐるしく変化する経営環境のもとではあり

ますが、全印工連では今が好機と捉え、これまでの枠
を超えたさまざまな角度と視点から新しいネットワー
クの構築と価値の創造を目指して諸事業を進めてまい
ります。しなやかで、そして力強い全印工連であり続
けるために、本年も各都道府県印刷工業組合ならび
に全国の組合員企業の皆様のご理解とお力添えを心
よりお願い申し上げます。

本年が皆さまにとって明るい希望に満ちた素晴らし
い一年となりますよう祈念いたしまして、年頭のご挨
拶といたします。

会　長

滝 澤 光 正

全日本印刷工業組合連合会

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、年初の緊急事態宣言の発出に始まり、新

型コロナウイルスとの闘いの連続でした。この間、県

民、事業者の皆様には、外出自粛や営業時間短縮な

どの要請を繰り返すことになり、大変心苦しい限りで

ありましたが、皆様のご協力とワクチン接種が進んだ

ことで、秋以降は感染者が激減し、病床のひっ迫も大

きく改善しています。皆様のご協力に深く感謝申し上

げます。

しかし、新たな変異ウイルス「オミクロン株」への

懸念もあります。決して油断することなく、基本的な

感染防止対策の徹底を引き続きお願いいたします。

今後は３回目のワクチン接種が進み、経口薬の実用

化・普及も見込まれています。医療提供体制も、第５

波の２割増しの入院者数にも対応できるよう強化して

います。これらによって、感染や重症化のリスクは抑

制されますし、病床ひっ迫もこれまでよりも生じにくく

なります。２年間にわたる「闘い」を経て、コロナとの

向き合い方は「共存」へと変わりつつあります。

一方、長いコロナ禍においては様々な制約がありま

したが、そうした制約があったからこそ、一気に進ん

だこともありました。テレワークやリモート会議は、

新たな働き方として定着しました。行政の分野でも押

印が廃止され、オンライン申請やキャッシュレス決済

が急速に進んでいます。これらはいずれもデジタルの

力によるものです。

印刷業界においても全日本印刷工業組合連合会で

開発した印刷DXプラットフォームが今年より全国展

開され、DXにより収益構造を変えていく取組を進め

ていくと伺っています。デジタルの力を活用していくこ

とで、今までとは全く違った世界が見えてくるのでは

ないでしょうか。

コロナと共存する中で、デジタルの力も駆使しなが

ら、コロナ前よりも素晴らしい「新たな日常」を、県民

の皆様とともに切り拓いていく。今年は、そうした明

るい１年にしたいと思います。皆様のお力添えをどう

ぞよろしくお願いいたします。

新しい年が神奈川県印刷工業組合の皆様にとって

より良い年となりますよう、心からお祈り申し上げ、新

年のあいさつといたします。

神奈川県知事

黒 岩 祐 治

再起の年に。
　　　  飛躍の年に。

2022
NEW YEAR

2022
NEW YEAR
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原材料コストや物流費の上昇を受け、今秋、
印刷の主要資材のインキ及び刷版材料等が値
上げされました。
当組合では、組合員各社がお客様に現状を

ご理解いただく資料として、全印工連会長と
当神奈川工組理事長連名の文書サンプルを組
合員各位にお届けしましたが、神奈川県庁と
神奈川県内すべての市役所、町役場の、調達
契約担当課に対しては、当組合より、直接、
別掲の「印刷物ご発注に関するお願い」を提出
しました。印刷業界ではお客様のご要望に応
えるべく従来にも増したコストダウンにより
価格の維持に努めてきたこと、しかし今回の
資材の値上がりや最低賃金の大幅な改定分の
コスト吸収はもはや限界を超えるものとなり
つつあることを訴えるとともに、９月に閣議
決定された「令和３年度中小企業者に関する
国等の契約の基本方針」において、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けている中小企

業・小規模事業者
に対する配慮とし
て、最新の実勢価
格等を踏まえた適
切な予定価格の作
成及び契約金額の
変更を掲げまし
た。その中で「契
約途中の需給の状
況、原材料費及び
輸送費等の実勢価
格に変化が生じた場合には、契約金額を検討
し、適切に対応するもの」とされております。
また、最低賃金額においても令和３年度に新
たに講ずる主な措置として、「最低賃金引き上
げ分の円滑な価格転嫁を図ることができるよ
う柔軟に契約額の変更に応じること」とされ
ていること、をあらためて強調し、理解と対
応を求めました。

新型コロナワクチンに関し、「印刷組合で職域接種はしないのか？」とのお問い合わせが寄せられていま
すので、当組合の取り組みについてご報告させていただきます。

ワクチンの職域接種が話題になり始めたころから、当組合でもその対応について専門家に意見を聴く
などして検討いたしましたが、結果的には次のような理由から断念せざるを得ませんでした。
【理由】
❶  組合の就業者数は2200名程度であり、1000名以上の接種という条件を満たせるか疑問。1000名に
満たない場合、余ったワクチンの費用が組合負担になる可能性があった
❷  1日200名接種するとして、5日間の医師および看護師の手配が、当時としては大変困難
❸  非常時の体制構築（アナフィラキシーショックへの対応等）が求められ、専門的知識が必要

実現に至らなかったことは残念ではありますが、組合では新型コロナウイルス対応に限らず、引き続
き組合員の皆様のお役に立てる事業を検討して参ります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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epor
t

「印刷物ご発注に関するお願い」文書を
各市・町に提出

 

 
                                                 

 

全印工連会長と当神奈川工組
理事長連名の文書サンプル

ご　報　告

会　長

森　　洋

神奈川県中小企業団体中央会

年頭のご挨拶

2022
NEW YEAR

会員並びに関係者の皆様、明けましておめでとうござ
います。お健やかに令和4年の新春をお迎えになられた
ことと、心よりお慶び申し上げます。

昨年を振りかえりますと、3度にわたる緊急事態宣言
が発出され、感染者数を気にしながら事業を展開する年
でありましたが、1年延期された「東京オリンピック」が
開催され、日本選手のメダル獲得数が過去最高となった
ことや、大谷選手のＭＶＰ獲得、ノーベル物理学賞に真
鍋淑郎氏が選ばれるなど日本人の活躍が目立った1年で
もありました。

中小・小規模事業者の景況は、相次ぐ行動制限等の
影響により宿泊・飲食業などを中心に極めて厳しい状態
が続いておりましたが、10月の宣言解除後新規感染者
数が低位で推移し、国内経済活動の再開が進んでおりま
す。しかし、新たな変異ウィルス「オミクロン株」の感染
が徐々に広がりつつあり、またその一方で、海外物流の
逼迫や新興国での感染拡大によるサプライチェーンの悪
化、半導体不足、原材料の高騰などにより、製造業を中
心に先行き不透明な状態が続いております。
こうした中、本会ではデジタルトランスフォーメーショ

ンなど革新的技術の活用による生産性向上に関するセミ
ナー開催や、新たな分野への事業転換を図る「事業再構
築補助金」の申請支援、経営者の高齢化や後継者不足
による中小・小規模事業者の廃業数が増加している中、

円滑な事業承継支援を行う「スモールＭ＆Ａ」事業など
を進め、会員の皆様のお役に立つ中央会としての機能を
担うべく取り組んでまいりました。

また、昨年11月に27年ぶりに本県で開催した「第73
回中小企業団体全国大会　神奈川大会」では、全国各
地から中小企業団体関係者約1,700名が参集し、萩生
田経済産業大臣を始め多くのご来賓、また大会後の「感
謝のゆうべ」には岸田内閣総理大臣のご臨席をいただ
き、大変盛会のうちに終えることができました。改めて、
神奈川大会の開催にあたって会員並びに関係者の皆様
からいただいたお力添えに、厚く御礼申し上げます。

ポストコロナ、ウィズコロナの「変革の時代」にあって、
中小・小規模事業者が持続的な発展を目指していくため
に、相互扶助の精神に基づく組合等連携組織の役割は
ますます重要となっております。

新たな年を迎え、本会としても、神奈川大会のテーマ
に掲げた「人を絆ぐ・組織を結ぶ・地域を紡ぐ」をキーワー
ドに、国や県の支援策を活用して、新たな連携事業や組
織づくり、経営革新を進めるなど、中小・小規模事業者
の経済活動の自律的回復に向けたシフトを本格化してい
くための支援に全力を傾注していく所存であります。

皆様には、昨年に変わらぬご支援、ご協力をお願い申
し上げるとともに、ご健勝、ご活躍を心から祈念申し上
げ、年頭のご挨拶といたします。

つな



武井：江森理事長、INSATSU未来トランスフォー
メーションのセミナーお疲れ様でした！
江森：この「掛け合いシリーズ」が発展してリア
ルでもやることになるとは思わなかったね。評
判はどうだった？
武井：とてもわかりやすいと好評ですよ。当日
見逃してしまった方は、全印工連の「印カレ」に
アップされているので、そちらを是非ご覧いただ
きたいですね！
江森：そうだね。ついに全国デビューを果たし
た武井さんの勇姿を是非見てもらいたいね！
武井：いやいや、私のことはいいですから…、今
日はCSRを事業計画に活かす話ですよね？

江森：失礼、前置きが長すぎましたね。前回の話
で、これからの時代、企業はCSRやSDGsを意識
して経営することが大事ということがわかった
よね。じゃあ、それってどうやんの？という話で
す。
武井：確かに具体的にどうやるかとなると “？”
ですけど、だからって簡単にできる “コツ” なん
てあるわけないですよね。
江森：それがあるんですね～
武井：ええーっ！コツがあるんですか！？

江森：それは「“いいことをしよう” という意識
を捨てる」ということです。
武井：ええーっ！ CSRもSDGsもいいことじゃ
ないですか。いいことしちゃいけないなんて無
理でしょう！
江森：まあまあ良く聞いて。そもそも「しちゃい
けない」とは言ってないよ。僕は全印工連や横浜
市のCSR認定制度でたくさんの企業の活動を見
てきたけど、CSRを経営にうまく取り入れられ
ていない企業の多くが「いいことしなきゃ」とい
う意識に囚われすぎていることを発見したんだ。
そして「いいこと」を探した結果「会社の周辺の
掃除」という結論になっている企業のなんと多い
ことか…
武井：CSRの初歩といえば掃除というイメージ
ですよね。
江森：決して掃除がダメと言っているわけでは

ないですよ。でもちょっと考えて見て欲しい、会
社の周辺を掃除して得する人は誰？
武井：近所の人ですね。街がきれいになります
から。
江森：近所の人に喜ばれて会社は何を得るのか
な？
武井：仕事がやりやすくなりますかね。ウチな
んて思いっきり地域密着ですから、むしろやらな
いと居心地悪いですけどね。
江森：そうですよね。いま武井さんが言ったケー
スでは、ご近所から会社の評判が良くなるという
のが、この取り組みによって会社が受け取る成果
ということになります。だから必ず評判が良く
なるように取り組まなければなりません。とこ
ろが、掃除の最中に従業員がふざけていたり、服
装が乱れていたりしたらどうなる？
武井：逆に評判悪くなりますね。
江森：掃除そのものはいいことなのに、やり方が
悪いから会社としての成果が出ない。つまり
CSRが経営に活かされないということになるよ
ね。これは簡単な例なんだけど、「いいことをし
よう」という発想から始めてしまうことで、せっ
かくの取り組みが経営に活かされないことが多
いように思うんですよね。
武井：では、どのように考えれば良いのでしょ
う？
江森：SDGsでも新聞に書いてあるようなことで
もいいんだけど、社会の課題と言われているよう
なことで、自社の本業の範囲内で、今までの仕事
のやり方を少し変えれば対応できるようなこと
から始めて見ると良いと思いますよ。
例えば湿し水のろ過装置。ろ過装置をつけるこ
とで湿し水の交換回数が減るから有害廃棄物の
削減につながるよね。SDGsのゴール12「つくる
責任つかう責任」にも有害廃棄物の削減が目標と
されているからSDGsの取り組みにもなる。ろ
過装置を使っている企業はたくさんあると思う
けど、多くの場合交換の手間とか水そのものを削
減する、つまり経費削減のために導入しているか
ら、これはCSRやSDGsではないと勘違いして
いませんか？これも「いいことしなきゃ」という
思い込みによる弊害ではないかな。

武井：なるほど！こういうことでもいいんです
ね！でもやっぱりお金がかかっちゃうんですか
ねえ…。タダでできることないですかね～？
江森：あるある。使用済みの刷版は買い取って
もらってると思うけど、インキ缶も売れる場合が
あるよ。ちょっと分別するだけで、タダどころか
収入になってしまう。これもリサイクルを推進
していることになるのでゴール12への貢献にな
るね。
武井：ええーっ！売ってもいいんですか！そん
なの反則じゃないんですか！？
江森：前回言ったように、世の中は確実にSDGs
の方向に向かって進んでる。だからSDGsに取
り組んで損するようでは持続可能じゃないで
しょ。もう少し踏み込んで考えてみると、環境負
荷の少ない紙やインキを使った印刷物が作れれ
ばお客様のCSRに貢献できるし、MUDの技術を
使ってお客様の付加価値創造のお手伝いもでき
る。そうやって社会に良く、お客様に良く、自社
にも良い、“三方良し” の取り組みをするのが
CSRの基本なんだよ。
武井：う～ん、わかってきましたよ。社会に良く、
お客様に良く、自社にも良いことを、会社をあげ
て取り組む計画を立てるのが、「CSRを事業計画
に使う」ということですね！その計画を作る上で
全印工連のCSR認定制度が役に立つということ
で良いでしょうか？
江森：さすが武井さん！完璧です！次回は武井
さんに講師になってもらいましょう。全印工連
CSR認定制度の使い方です。お楽しみに！

07｜神奈川印刷ニュースvol.218 連載企画No.2ーいまこそ学びたい「事業計画に使える"CSR"」｜06

CSRを経営に活かすなら
「いいことをしよう」と考えるな！

　前号から始まった連載の第２回です。前回は、CSRとは社会貢献だけでなく、製品の品質や従
業員の待遇改善など、企業の活動に関わるあらゆる責任のことであり、SDGsとも関連が深いこと
を学びました。また、世界は国連が定めたSDGs（持続可能な開発目標）に向かって進んでおり、
それは企業も例外ではないこと。SDGsが世界を持続可能にするための目標である以上、企業も
それに取り組むことで企業自体の持続可能性も高まる、つまり企業を存続させるためにはCSRや
SDGsに取り組むことが必要ということを学びました。今回はそれを具体的に企業経営に活かす
にはどうしたら良いか？というお話です。

連載
企画 No.2

いまこそ学びたい「事業計画に使える"CSR"」
持続可能な企業になるために

CSR??

社 会

お客様 自 社

「3方良し」の
取り組み

CSRの基本
＝
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09｜神奈川印刷ニュースvol.218 支部だより  横浜中央支部  組合員巡回レポート｜08

　横浜中央支部では、普段なかなか会えない組合員各社及び代
表、スタッフの皆様へ向けて、今回で3回目となる還元のご挨拶
をさせていただきました。
　11月18日に副理事長の中矢さん、支部長の能條さん、松井さ
ん、森島さん、私 金井の5名で各社を訪問しました。
　横浜中央支部の恒例になりました乃が美の「生」食パンを持参
してご挨拶をした際、突然の訪問にもかかわらず、組合員の方々
が快く迎え入れてくださったことにとても感謝しています。
　当日、残念ながら留守で会えなかった組合員もいらっしゃい
ましたが、気持ちを込めて伺いました。
　ご理解、ご協力くださった皆様、ほんとうに有難うございまし
た。これからも皆様にとって少しでもお役にたてるように努め、
支部活動をしてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。　　　　　　　　　　　  （横浜中央支部　金井）

支部だより
活動をお知ら

せ

             中　区
●1 荒川印刷(株)
●2 (有)岩崎紙工所
●3 (株)エイコープリント
●4 (株)神奈川新聞社
●5 (有)関内印刷
●6 (株)クリエイト横浜
●7 ゼネラル印刷(株)
●8 中川印刷(株)
●9 (株)野毛印刷社
●10 (有)芳文堂勝山印刷

●11 (有)横浜活版舎

             南　区
●12 吾妻印刷(株)
●13 (有)池下製本
●14 (有)一進社
●15 (株)井上ビジネスフォーム
●16 化学印刷(株)
●17 (有)金洋社印刷所
●18 グランド印刷(株)
●19 (株)高陽印刷所

●20 小松印刷(株)
●21 (有)さくらプロセス
●22 三光堂印刷工業(株)
●23 山王印刷(株)
●24 (株)ジュエル印刷
●25 清和印刷(株)
●26 杉本紙器印刷(株)
●27 (有)相互印刷社
●28 (株)東洋信号通信社
●29 (株)中島印刷所
●30 中屋印刷(株)

●31 (株)日栄
●32 (有)野口印刷
●33 (株)平井印刷所
●34 (有)藤代印刷所
●35 文一堂印刷(株)
●36 (有)森島印刷所

     上記以外の区
(株)なにわ印刷
(株)弘文社
(有)湘南印刷所

Thankyou

荒川印刷(株)

(株)エイコープリント

(株)高陽印刷所
(株)野毛印刷社

(株)神奈川新聞社

小松印刷(株)

(有)さくらプロセス 山王印刷(株)

(有)池下製本

化学印刷(株)
三光堂印刷工業(株)(有)野口印刷

(有)藤代印刷所
文一堂印刷(株)

(有)岩崎紙工所

（株）中島印刷所(有)関内印刷 中川印刷（株）

横浜中央支部38社にお配りしました。

横浜
中央支部
組合員巡回
レポート

(株)東洋信号通信社



11｜神奈川印刷ニュースvol.218 ZOOMセミナー報告 ／ MUD営業ツール勉強会報告｜10

104-8250  1-5-13
Tel 03(3551)9301   Fax 03(3555)3089

全日本印刷工業組合連合会・産業戦略デザイ
ン室で作成された4冊目の提言書【INSATSU
未来トランスフォーメーション　産業成長戦略
提言2021】は、変化のスピードが速く、予測す
ることが難しい今の時代にあって、未来の印刷
産業またそれぞれの企業の経営戦略に様々な気
づきを与えてくれる渾身の1冊になっています。
そこで、全組合員に配布された本書を有効に
活用してもらうため、2021年10月21日、経営
革新マーケティング委員会と広報委員会が合同
で、分かりやすくて親しみやすいZoomセミナー
を開催しました。
講師は産業戦略デザイン室発足時からのメン

バーでもある当工組の江森理事長が務め、そし
てMCは武井広報委員長が担当しました。絶妙
な二人の掛け合いで、あっという間に1時間30
分のセミナーが終了しました。

　今回のセミナー
を編集した動画
が【印カレ】にアッ
プされます。セミ
ナーに参加されな

かった方は必ず！また、セミナーに参加した人は
もう一度！是非視聴して下さい。

　今回、経営革新マーケティング委
員会との合同企画で、進行役を務め
ました。江森理事長の深イイ話を理
解しながらの進行は、反省ばかりで
すが、とても勉強になりました。
　これからのINSATSUの未来を示
唆したとても内容のある本です。ぜ
ひご一読下さい。 

武井広報委員長より

神奈川県印刷工業組合

当社は、ＳＯＭＰＯグループの生命保険事業を担う保険会社として、
お客さまの「安心・安全・健康」に資する最高品質のサービスをご提供し、「健康応援企業」への変革を目指します。

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「MUD営業ツール勉強会」実施報告
経営革新マーケティング委員会　委員長　荒井慶太（（株）日相印刷/日相出版）

2021年10月1日（金）にオンラインで「ＭＵＤ
営業ツール勉強会」を実施いたしました。14社・
20名の方に参加いただきました。
ＭＵＤ（＝メディア・ユニバーサルデザイン）は、
ユニバーサルデザインの推進、SDGsの推進活動
につながるため、特に公共性の強いクライアント
に、戦略的にアプローチをかけると販路拡大につ
ながる可能性が非常に高くなってきております。 
　今回は、2020年12月から戦略的にＭＵＤを活
用した営業活動の実績（５件受注160万円の売上）
を事例として、営業トークや見積もりの作り方、
報告書の作り方等、実際に行なったトークや実物
を元に、組合員で共有できる「ＭＵＤを切り口に
した営業ツール」を考えるための勉強会として実
施し、参加したデザイナーや営業の方々からＭＵ
Ｄの視点で行なう販路拡大に関して、ネガティブ

に感じていることなども含めて正直に思っている
ことの発信が多くあり、それを元にコラボレー
ションができたことは大きな成果でした。今後も、
組合員の販路拡大につながる勉強会・セミナーを
開催していきます。

実例を元に共有できる
ツールを考えました。

経営者からデザイナー、
営業まで幅広く参加

告  知

Zoomセミ
ナーSpecial R

eport
経営革新マーケティング委員会

INSATSU未来
トランスフォーメーション

　上記にアクセスしログイン画面でメールアドレスと
パスワードを入力の上、サイトへログインしてくださ
い。 パスワードは全印工連からのメルマガに記載され
ていますので、そちらをご参照ください。もしくは、
以下までお問合せ下さい。
http://www.aj-pia.or.jp/inq/

※メルマガは月2～ 3回、各社の代表メールアドレスに届いているよ！

印カレを初めてご利用の方へ

https://printing-college.com
アクセスはこちらから▶



高速カラープリンター

● 片面毎分165枚 、両面プリント毎分82枚の高速出力を実現
● すべてのトレイを利用すれば最大4,500枚 の給紙が可能

〒243-0025｠神奈川県厚木市上落合463-3
　　　　　 TE L｠046ー228ー2255
　　　　 FAX｠046－228－4401

底ランニングコスト　A4フルカラー１枚あたり約1.44円
　　　　　　　　　　A4モノクロ　１枚あたり約0.5円

https://www.aikoh-jp.com/
Mail:srv＠aikoh－jp.com

新
発
売

9730
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｜ 組｜ 合｜ 員｜ の｜ 動｜ き｜

〈技能功労者〉  広告美術士　松波 律子さん

〈優秀技能者〉  印　刷　工　松波　 保さん

おめでとうございます

◆2021年度版組合員名簿の訂正

編 集 後 記

（全）全日本印刷工業組合連合会 (全印工連 )（関）関東甲信越静地区印刷協議会 (関ブロ )
（中）神奈川県中小企業団体中央会 (中央会 ) WEB会議　　  書面総会W 書

令和３年11月26日現在163社

■ 横浜中央支部　　㈱日栄（旧 日栄印刷㈱）
社名変更

■ 横浜中央支部
 ㈱平井印刷所 〒232-0025 横浜市南区高砂町1-3 
  ストークマンション高砂201号

住所変更

　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は各支部の役員の皆さま組合員の皆さまに大変お世話
になりました。広報委員会一同、心より感謝申し上げます。
　本年も無茶苦茶難題なお願いがあろうかと思われます。その時
は、笑顔でお引き受け頂ければと願っております。
　昨年より、新しく生まれ変わった「神奈川印刷ニュース」KIN。
雲をつかむような所から始まって、何だかんだ言いながらも形に
なりつつこれからも全速前進、進化し続けて行きます。今号は、さ
すがに新春号ですので挨拶文が続き、文字ばっかりですがス
ルーしないでちゃんと読んで下さい。ネ。
　しかし、この約2年間程で、日本中、世界中?が変な病原体に侵
され何ともやりきれなくフラストレーションの溜る時代になり今
年はいったいどうなるのでしょうか?３回目とか言ってるし…全
ての面で早々に回復して頂きたいと願っております。（早く、思い
切って昼も夜も遊びたい）
　話はガラリと変わりますが、弊社から富士山が見えます。『新年

と富士山』なんか良いですよねぇ。
横浜市南区という場所がら建物が
ぐちゃぐちゃと乱立する中で運よく見えるんです。自分が小学校
低学年のころは、振り返ると富士山が見えた記憶があります。
　この時期、朝日が昇ってきてしばらくすると約5分ぐらい富士
山がオレンジ～ピンク色に変色していく姿は大変きれいです。（も
のすごく寒いけど）写真添付します。
　最後に、毎回お願い事ばかりで恐縮ですが、広報委員会に是非
参加したいと言う思いが有る方がおりましたら大歓迎致します。
事務局までTEL、FAX、E-mailなどで「参加の意思有り」をお伝
え頂ければ大変うれしく思います。あともう一つ。広報委員会に
対しての苦情、「神奈川印刷ニュース」KINに対しての苦情、疑問、
質問、etc.も受付中です。真摯に受け止め、勉強させて頂きます。
　印刷関連業界がWin-Winの一年になりますように。
　最後の最後にもう一言。「広報委員会」楽しいよ！！！

（副委員長　森島）

新春号

くみあい日誌

● 経営革新マーケティング委員会　● Happy Industry 委員会　● 総務組織委員会　● 組合員拡大特別委員会 　● 広報委員会

１０月 １日 MUD営業ツール勉強会 組合会議室　　
１０月 ４日 DX－Platトライアル運用参加説明会
１０月 ５日 「神奈川印刷ニュース№217」秋号発行
１０月 ７日 （全）常任役員会 KKRホテル東京
１０月 ８日 2020全日本印刷文化典長野大会
   ホテル国際21（開催見送り）
１０月 ８日 （全）第２回CSR推進委員会 日本印刷会館
１０月 ８日 INSATSU未来トランスフォーメーション
  産業成長戦略セミナーリハーサル 組合会議室
１０月 ８日 湘南小田原支部役員会 秦野 
１０月 １３日 横浜中央支部役員会 
１０月 １５日 （全）第２回DX推進PT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１０月 １８日 （全）第３回産業戦略デザイン室 日本印刷会館 
１０月 １８日 臨時総会
１０月 １９日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室 
１０月 ２０日 川崎支部昼食会 とんＱ 
１０月 ２１日 INSATSU未来トランスフォーメーション
  産業成長戦略セミナー 組合会議室　　
１１月 ２日 （全）第３回教育研修委員会・会社見学
   戸田市：㈱木元省美堂
１１月 ４日 Happy Industry委員会 組合会議室 
１１月 ５日 （全）第２回DX推進PT制度設計部会 日本印刷会館 
１１月 ８日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室
１１月 １０日 横浜北支部支部員親睦応援事業（災害時保存食配布）
１１月 １１日 三役会 組合会議室

１１月 １３日 全国青年印刷人協議会
  関東甲信越静ブロック協議会 新潟県
１１月 １３日 湘南小田原支部ゴルフコンペ
１１月 １５日 （関）理事長会
１１月 １８日 横浜中央支部支部員親睦応援事業
  （乃が美食パン配布） 各社訪問
１１月 １８日 （全）常任役員会・理事長会 ホテルグランドアーク半蔵門
１１月 １9日 組合員拡大特別委員会　取材：池下製本
１１月 ２５日 （中）全国大会神奈川大会 パシフィコ横浜
１１月 ２６日 第４回「持続可能な組合ビジョン」策定会議  組合会議室
１１月 ２６日 理事会 組合会議室
１１月 ２９日 日印産連「９月印刷の月」式典 ホテルニューオータニ
１２月 １日 川崎支部支部員親睦応援事業（お歳暮配布）
１２月 ３日 （全）第３回CSR推進委員会 日本印刷会館 
１２月 ６日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室
１２月 ７日 （全）第４回産業戦略デザイン室 日本印刷会館
１２月 ８日 （全）第３回DX推進PT制度設計部会・DX推進PT
   日本印刷会館
１２月 ８日 川崎支部昼食会
１２月 ９日 湘北支部役員会
１２月 １６日 第５回「持続可能な組合ビジョン」策定会議 組合会議室
１２月 １６日 支部長（常務理事）会 組合会議室
１２月 １7日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室 
１２月 ２８日 仕事納め
令和４年１月４日　仕事始め

KINはMUDに配慮した編集を心がけています。
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※電話・ＦＡＸ番号は、変わりません

16頁 横浜横須賀支部　㈱ワールドフジ　代表者名　平尾　訓
 ●HPアドレス  https://www.worldfuji.co.jp　●e-mail  yokohama@worldfuji.com
33頁 賛助会員名簿　㈱小森コーポレーション
 ●電話番号  03-5608-7808　●FAX番号  03-3624-9519　　●連絡先  営業２部１課
30頁 (一社)日本グラフィックサービス工業会神奈川県支部
 ●〒250-0055  小田原市久野30-4　(株)スクラム内  電話番号　0465-20-6780

平塚市技能者表彰受賞のお知らせ

（有）松波印刷（湘南小田原支部）

243-0025

組合員のネットワークを活用しよう！

▶ 業務内容を教えてください
　商業印刷物の製本加工。従業員８人（役員・パー
ト含む）で「中綴じ・無線綴じ・伝票製本・折・穴
開け等製本加工を行っています。
▶ 仕事をする上で意識していることは？
　印刷会社様にとって、使い勝手の良い会社であり
たい。印刷物を最終的に手に取るお客様を意識し、
心を込めて仕上げています。印刷と製本の垣根を
無くし、双方の良い所を見つけて伸ばすウィンウィ
ンの関係を築いていきたいです。
▶ 印刷組合に入ったきっかけは？
　家業を継ぎ、製本組合の会合に参加した時に来て
いた神奈川正和会の方と親しくなって、まずは神奈
川正和会に入会し、２年後に印刷組合に入会しま

した。
▶ 入会してどう
ですか？
　いろいろな人と
出会えて刺激をも
らい、また仕事も
頂きました。製本
業界以外の方と知
り合い、ネットワークも広がりました。今後は勉強
会にも参加していきたいと思います。
▶ 組合へ何か要望はありますか。
　賀詞交歓会等、大勢で参加できるイベントを開催
してください。仲間を誘って伺います。
▶ 会社のPRをどうぞ。
　工場も移転しものづくり補助金で最新機械も導
入しました。組合員皆さんの製本依頼、お待ちして
おります。

　組合員拡大特別委員会では、KIN217号より組合員紹介企画
「組合員さんいらっしゃい！」を広報委員会とのコラボレー
ション事業として始めました。
　第２回は委員長の私、上原が外に出て、組合員さんへ突撃取
材をして来ました！（古木副理事長、武井広報委員長、事務局 
掛川さんも同行。）
　㈲池下製本さんは井土ヶ谷駅よりタクシーで10分程の場所
にあり、池下社長の第一印象は大柄でがっしりした頼りがいの
ある方だなと思いました。

組合員拡大特別委員会  委員長  上原　健一

有限会社 池下製本
代表取締役  池下栄一郎（39歳）

03 ／／／

組合員さん
いらっしゃい！

横浜中央支部

※次回はあなたの会社へお伺いします！

組合員拡大特別委員会 広報委員会



未来へバトンをつなぐマガジン

神奈川県印刷工業組合

神奈川印刷ニュース

新春号
2022 No.218

「KIN」親族・親類・同類の人って意味があるらしい。
印刷業界もっと結束しようよ！
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Happy Industry

KIN 公式キャラクター

Kちゃん I ちゃん Nちゃん

cover photo  文化堂印刷株式会社

巻 頭 言 ｜ 「令和4年 新年のご挨拶」  
　　　　　　神奈川県印刷工業組合  理事長  江森克治

連載企画 ｜ 持続可能な企業になるために 
   いまこそ学びたい「事業計画に使える“CSR”」 No.2
   INSATSU未来トランスフォーメーションセミナー
   MUD営業ツール勉強会
Report
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①設備の修理代（実額）と見舞金（修理代の10%）

②経営者のケガの補償

③従業員の労災上乗せ補償

業界における様々なリスクを包括的に補償します

死亡・後遺障害最高500万円・入院5,000円・通院3,000円

死亡・後遺障害最高300万円・入院3,000円・通院2,000円

印刷機械・空調など

≪ 令和２年度 機械事故保険金 高額支払事例 ≫

■湿し水ボトルを落下させて、機械を破損した
■滑って、給紙台に手をついた際、モーターとベベルギア等が破損した
■清掃中に誤って画面を破損した
■専用クリーナー以外でクリーニングを行い、ローラーが破損
■水がかかってしまい、冷却系・電装系が破損

従業員のみなさまへ ・・・ 自動車保険・火災保険・生命保険 等々
※ご家族の保険計画をお気軽にご相談ください

・・・ 1,712,260円
・・・ 1,394,575円
・・・ 1,196,498円
・・・ 1,071,638円
・・・ 1,066,544円

従業員や第三者の誤操作、
過失による事故

保守点検の不良による故障 ショート、アーク、スパーク、過電流、
絶縁不良などによる電気的故障

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、送風機、ポンプ
など回転機械の飛散、
破壊故障

落雷による故障 他物の衝突、落下故障
紙詰まり、工具の巻き込み
等による破損故障

設計・製作・材質の欠陥によ
る事故

株式会社バリュー・エージェント
横浜市南区宮元町1-21-15
TEL:045-716-0002 FAX:045-716-0005

※社名変更をいたしました。引続き宜しくお願い申し上げます。
（旧 神奈川保険グループ）

2021年9月承認 B21-21002934
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