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愛知県印刷工業組合
本紙は再生紙を使用しています。

巻頭言

「供給はそれ自身の需要を創造する」
副理事長
標題の「供給は…」は、セイの法則と呼ばれ
ている有名な経済法則ですが、そのことを先日
地元で開催したシンポジウムの折に、参議院議
員の大塚耕平氏から教えていただきました。大
塚氏は国会議員であると同時に、きわめて優秀
な経済学者であり、私は彼から今までも多くの
ことを学ばせてもらいました。今回の巻頭言は、
彼から教えられたこの法則を印刷業界に当ては
め、更には若干の私見を交えながら書いてみま
す。
この法則の載っているセイの著書は、今から
200年以上も前に発刊されていて(1803年刊／政
治経済学概論)、いまだに販路法則として活用
されているというから驚きです。法則を簡単に
言えば「供給が増え供給超過になっても、必ず
価格が下がるので、結果として需要が増え需要
と供給が一致する→需要を増やすには供給を増
やせばよい」という理論です。
但し、この法則は何でもいいから物を作れば
売れると単純なことを言っているのではなく、
供給側は需要に合致した商品やサービスを提供
するということが根本にあるのも忘れてはいけ
ません。では、この理論を印刷業界に当てはめ
て考えるとどうなるのか。
私たち印刷業界は、今日まで供給過剰を繰り

木野瀬

吉孝

返し、価格を下げまくってきました。セイの法
則から言えば、価格を下げた結果、需要が増え
バランスの取れた供給体制が実現するというこ
とになりますが、現実は完全に需給のバランス
が崩れた状態に陥っています。
その原因は、私たちが自らの提案によって需
要を生み出す努力を怠ってきたことにあると思
います。ただ需要のあるところに群がって、漫
然と供給を繰り返していただけという現実がそ
こにはあります。かつての高度成長社会のもと
では、需要が勝手に伸び生産体制さえ整備すれ
ば、市場は印刷物を受け入れてくれました。し
かし、現在の市場は大きく様変わりをして、私
たちに求められているのは、ただ単に大量に印
刷をすることではなく、印刷をベースにした様々
なサービスでありアイデアになってきています。
それなのに、印刷業界はその要求に応えるどこ
ろか、旧態全とした価格のみの競争に明け暮れ、
自殺行為を繰り返しています。
今、私たちがしなければならないのは、需要
に合致した商品やサービスとは何かを真剣に考
え、健全な供給者としての責任を果たすことに
あります。私たちが供給するもので「本物の需
要」を創造する、そんな業界であり続けたいと
思います。
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中部地区印刷協議会平成19年度上期会議（岐阜県会議）

高山に集結し、業界課題を協議
官公需に関する講話と再生紙の解説も聞く
６月22日f午後１時15分より、平成19年度上期の中部
地区印刷協議会が高山市の高山グリーンホテルで開かれ
ました。今回は来賓に、全印工連の武石三平専務理事と
飯尾寛官公需対策特別委員会副委員長、当地区協議会の
大鹿洪司顧問をお招きし、総勢61名が出席して行われま
した。
愛知県からは、w井昭弘・木野瀬吉孝・細井俊男の３
副理事長、猪飼重太郎・岡田邦義・鳥原久資理事、三浦
康彦環境副委員長、村瀬誠専務理事が出席しました。
協議会は、田中良幸岐阜県工組副理事長の開催県挨拶
から始まり、林初彦中部地区協会長の岐阜県工組飛騨支
部へのお礼と意義ある会議進行の協力要請、そして前半
の全体会議へと続きました。
前半の全体会議では、平成18年度決算、平成19年度予
算を承認。全印工連からの報告と連絡事項の説明を武石
専務理事が行い、話題提供として、全印工連の飯尾副委
員長の官公需に関する講話、「再生紙再編」と題する近
藤政彦氏（日本製紙㈱洋紙営業本部印刷卸商営業部課長）
の解説を聴講しました。
分科会は５委員会と理事長会で活動報告、討議が行わ
れ、全体発表では、活発な意見が交わされ、充実した協
議会となりました。

開催県代表挨拶：田中副理事長

開催県挨拶をする田中副理事長

主催者代表挨拶をする林会長

明がありました。今回も、あらかじめ発表前に、全

品薄になり、値段も高くなります。古紙利用も従来

印工連及び日印産連へ、製紙メーカーから厳しい状

の「リサイクル」という観点から、「地球温暖化防

況についての説明がありました。

止」という観点に切り替わりつつあります。必ずし

値上げの理由は原油価格の高騰が大きな理由で、

も、古紙配合率が高い紙が環境に優しいわけではな

また、古紙の値上がりも要因の大きな一つになって

いのです。従って、流れは古紙配合率を低下させた

います。印刷業とすれば、今回が３回目の値上げに

紙へと変わりつつあります。

なります。印刷業界としては、用紙値上げは到底容

官公需のベースにあるのは、環境省のグリーン調

認できることではありません。それが業界の基本的

達法です。県に「古紙配合率を下げた紙を」と提案

な考え方です。それを見越して、日本製紙も王子製

しても、「国の基準が変わらない限り、県独自で古

紙も日経新聞に意見広告を掲載しています。その広

紙配合率を下げたものを使うわけにはいきません」

告の中で、印刷業のことを大変に強く指摘していま

と言われたという例も聞いております。従って、日

す。従来はメーカーの事情が中心ですが、今回は印

印産連が環境庁に古紙配合基準の見直しをお願いし

刷業に非常に配慮した意見広告になっています。

ています。グリーン調達法は毎年１回、見直しがさ

印刷業界としては、昨年12月に日印産連が日経新

れます。今回も６月18日から７月17日までの１か月

聞に「景気回復のニュースは印刷業界にまだ届いて

間、パブリックコメントということで意見を募集し

いません」という意見広告を載せました。まだ充分

ていますので、古紙配合率の見直しの要望を行う予

に発注先のご理解もいただかない中で、更に再度の

定です。

値上げは基本的には反対です。しかし、ガソリン、

古紙100％の再生紙の生産中止により、いろいろ

食料品をはじめ、いろいろな製品が値上がりしてい

な影響が出てまいります。すべての製紙メーカーが

不安定要素は、原油価格高騰により、諸資材関係の

るので、前回同様、印刷業界も価格転嫁の努力は、

一斉に生産中止してくれればわかりやすいのですが、

値上がりが続いていることです。これは用紙を中心

行っていく必要があります。いずれにしても、印刷

中止する企業と生産を継続するメーカーがあるので、

にして、まだまだ進んでいくものと予測されていま

業界は、日印産連を中心に値上げに対する対応を図

いろいろな問題が発生してきます。官公庁の発注者

す。そういうこともあり、厳しさを本当に身にしみ

ることになりますが、一方的な印刷用紙の値上げに

は、古紙配合率が高い方が環境に優しいという意識

て感じます。いま夏場の仕事の落ち込みの時期に入

は、基本的に反対という姿勢に変わりはありません。 が強いので、その切り替えをしていただくために、

っています。そのような中、業界が少しでも協調し、

印刷と製紙は共存共栄であるべきで、両業界発展の

周知していく必要があります。ところが、日本製紙

いろいろなことを討議しながら、手を取り合って対

ための解決策を講じていく必要があります。

連合会に「周知は自分たちの仕事ではありません」

応していきませんと、進歩・発展はあり得ないと思

紙関連でもう一つ、古紙100％の再生紙の生産中

います。今日の中部地区印刷協議会の平成19年度上

止が日本製紙から発表されました。ほかのいくつか

期会議がぜひとも有意義なものとなるよう、皆様方

のメーカーも同調し、古紙配合率も低下させると発

全印工連の事業の大きな柱の一つとして、「業態

のお力添えをお願い申し上げます。

表しました。印刷業界で大きな問題となるのは、官

変革」の推進があります。本年は、その四年目にな

公需の関係です。官公庁は発注する際、「古紙配合

ります。第１ステージが「業態変革ミニマム」、第

率100％の紙で」と指示されます。日本製紙が古紙

２ステージが「原点回帰」、第３ステージが「新創

100％の紙の生産をストップするとなると、その紙

業」とそれぞれキーワードを掲げ、第３ステージま

本日は、この遠隔の地、まさに岐阜県でも最も有
名な高山市へようこそお出でいただきました。心よ

全体会議（前半）

り、感謝申し上げます。私も久しぶりに高山へまい

平成18年度決算、平成19年度収支予算

りましたが、高山祭は全国的に非常に有名になり、

村瀬事務局長により、中部中部地区印刷協議会の

岐阜県でもこの地が脚光を浴びており、皆様方も本

平成18年度決算の内訳と1,902,507円の決算額、及び

当に来たい地域であろうということで、今日のこの

平成19年度収支算定額としての2,057,776円の説明が

会場の設営になりました。これより、中部地区印刷

あり、承認可否に諮られた結果、出席者全員の拍手

協議会平成19年度の上期会議を開催させていただき

によって原案通りに承認されました。

と断られましたので、全印工連としては環境庁を通
じて、この問題に対応していうことになります。

の入手が困難になります。王子製紙は古紙100％の

で展開してまいりました。その流れでいくと、本年
再生紙の生産を引き続き行うとのことですが、当然、 は第４ステージということで、新しいキーワードが

ます。真剣に皆様方が討議されることを心よりお願
全印工連連絡事項：武石三平専務理事

いし、開会の挨拶とさせていただきます。

日本製紙と王子製紙の二大製紙メーカーが今回は
すべての品種について、10％以上値上げすると発表

会長挨拶：林会長

今日は岐阜県工組が担当して開催するわけですが、 しました。この情報が全印工連にもたらされたのは
５月に入ってからです。浅野健全印工連会長に、ま
飛騨支部の平義孝常務理事に大変なお骨折りをいた
ず話が来ました。引き続いて、日印産連へ「用紙値

だきました。心よりお礼申し上げます。
業界は全体的に言えば、供給過剰の状態が続いて

上げについて、理解を求めたい」と説明にまいりま

います。そういう状況の中で、相変わらず非常に厳

した。昨年、２回の値上げがあり、その時、初めて

しい受注競争が展開されています。我々を取り囲む

二大製紙メーカーから印刷業界に値上げの事前に説
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せていただきます。印刷業も印刷という技術をコア

で実施の検討をしていただきたいと思います。また、

に新しい領域に事業展開したり、印刷という技術を

「ウインドウズVista」で文字環境が変わります。

深めていくなど、いろいろな変革への取り組みがあ

印刷会社がこれを承知していても、お客様に理解し

ろうかと思います。今回の古森社長の話は大変参考

ていただきませんと、文字化け等は解消しません。

になるものと確信します。

そのための冊子をモリサワから提供されました。冊

本年、全印工連事業として進めていこうと考えて
いるのは、「メディアユニバーサルデザイン」の普

子を活用し、ぜひ顧客側の理解を得ていただきたい
と思います。

及啓発です。現在、このコンペティションを企画し
報告する武石専務理事

官公需報告をする飯尾副委員長

ており、作品を募集しています。この機会に「メデ

打ち出されるところですが、本年度はそれをせずに、 ィアユニバーサルデザイン」とはどういうものかを

話題提供／官公需の現状と今後の課題：飯尾全印
工連官公需対策特別委員会副委員長

理解していただきたいと思います。３年ほど前、東

同副委員長は「この20年間（昭和62年から平成18

でこれを表現すると「レビュー」だそうです。これ

印工組の墨田支部から「ユニバーサルデザイン」は

年までの間、工業統計は平成16年までの18年間）に、

まで、毎年、新しいキャッチフレーズを掲げて進め

スタートしました。当時は「バリアブル印刷」とい

全印工連の組合員数が１万1,030社から7,440社まで

てまいりましたが、今年度はひと休みし、第１ステ

う表現で、障害をもっている方々に優しい印刷物を

3,590社、32.5％もなぜ減少したのでしょうか。工業

ージから第３ステージまで、各社それぞれ点検に取

つくろうという考え方でスタートしました。そのあ

統計でも、事業所数が３万1,213社から２万6,368社

り組んでいただきたいと思います。

と、全国青年印刷人協議会の手に移り、「カラーユ

へ4,845社、15.5%もどうして減少したのかを真剣に

本年の９月26日に東京で「全印工連シンポジウム」

ニバーサルデザイン」という呼称で研究を進めまし

考えなければなりません。官公需での厳しさ（過当

を開催致します。ちょうどIGASが21日から27日ま

た。そして、本年度、改めて「メディアユニバーサ

競争・ダンピング・電子化への未対応）もその一因

で開催されますが、その期間中の26日にシンポジウ

ルデザイン」という名称になり、全印工連も、この

ムを行います。内容については、浅野会長の業態変

事業に積極的に取り組んでいくことになりました。

革レビュー、メインは富士フイルムの古森社長の講

すでに、この「メディアユニバーサルデザイン」

演です。なぜ、古森社長なのかですが、昨年、「富

は全国紙の朝日新聞にも記事として取り上げられて

士写真フイルム」から「写真」がなくなり、「富士

おります。その記事に対する読者の声も投書欄に載

フイルム」となりました。そして、「富士フイルム」

せられました。印刷業は色を扱う業界なので、「メ

と「富士ゼロックス」の二つの事業会社を傘下に置

ディアユニバーサルデザイン」という位置付けで提

く持株会社「富士フイルムホールディングス」が10

案していっていただきたいと思います。特に、官公

月に誕生しました。そこで、古森社長は「第二創業」

庁関係への切り口としても、これは大変に役に立つ

という形で新しい経営戦略を打ち出されました。古

ものと考えます。官公庁からは「印刷業界として率

森社長は「いままで培ってきた技術を基に第二の創

先して取り組んでいただけると、ありがたい」とい

業」と位置付け、新しい領域の拡大に取り組んでお

う声もいただいております。これに関して、いろい

られます。全印工連がいま展開している業態変革に

ろなセミナーを実施していきます。

もう一度おさらいをさせていただきます。カタカナ

も相通じるところがあり、この富士フイルムの事例

全印工連では、今年度、新しく７本のセミナーコ

は大いに参考になるということで、今回、古森社長

ースを企画しました。また、継続セミナーとして、

を講師にお招きし、全印工連シンポジウムを開催さ

９本の講座を用意しておりますので、ぜひ各県工組

になっているのではないでしょうか」と述べた上で、
課題として次の点を挙げました。
①低価格入札の防止（業界モラル確立の啓発、請
負契約への変更、受発注双方にわかりやすい印刷物
仕様書・見積積算書活用の提案、デジタル下での見
積積算研修会を開催して営業マンの再教育）
②知的財産権の保護（「『印刷の契約』と『著作
権』」を中心とするセミナーの開催
③電子入札への対応（電子入札未運用工組の対応、
電子入札既運用工組の対応）
④発注者側（県など）との良好な関係を構築する
ための手段を考えること
話題提供／再生紙再編：近藤課長（日本製紙㈱）
同課長は冒頭、「日本製紙は古紙100％の再生紙
の生産を中止しますが、古紙の利用率は増やす予定
です。つまり、古紙100％から配合を減らすことが
古紙利用の後退にはならないということです。大事
なのは、時代に応じて何が求められているのかを考
え、今後の環境に最も優しい思われる行動を自らの
判断で進んですることだと思います」と述べ、紙の
消費は今後も増える可能性が高いので、古紙の資源
としての価値はますます高くなると解説。いま最大

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）
開催日時

●身近な催し物のお知らせ（関連）

の環境問題は「地球温暖化」だとし、古紙高配合品
の方がバージンパルプ製品よりも二酸化炭素排出量
が多いと説明。最後に「今後、古紙は集中配合から
分散配合に切り替える必要があります。社会全体で
のベストを考えることが企業責任ですので、皆様の
ご理解をお願いします」との言葉で結びました。
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事業・行事、場所、備考

事業・行事 見学会
（愛印工組 経営革新委員会）
７月13日f
場所
・リョービ㈱広島東工場
〜14日g
（いずれも広島県福山市）
・㈱アスコン
※受付は終了しました。
事業・行事 平成19年度 第１回支部長会
７月18日d
７月期理事会
15:30〜
場所
愛知県印刷会館 ３階 会議室
事業・行事 第３回印刷寺子屋
（愛印工組 経営革新委員会 勉強会）
愛知県印刷会館 ３階 会議室
８月６日b 場所
・講師：桜井グラフィックシステムズ㈱
19:00
代表取締役社長 桜井隆太氏
〜20:30
（予定）・テーマ：「業態変革のススメ。」
・参加費無料
・定員20名 ・問い合わせ、
申込みは事務局まで
８月４日g 事業・行事 GP取得勉強会
（愛印工組 環境委員会）
９月１日g
愛知県印刷会館 ３階 会議室
９月29日g 場所
13:00〜17:00 ・３日間のコースです
事業・行事 技能検定 学科試験対策学習会
場所
名古屋市中小企業振興会館 ４階
・第１会議室（１級クラス）
・第４会議室（２級クラス）
９月１日g
・技能検定（オフセット印刷作業）学科試験受験者
を優先受付いたしますが、一般参加も若干募集
いたします
事業・行事 第４回印刷寺子屋
（愛印工組 経営革新委員会 勉強会）
愛知県印刷会館 ３階 会議室
９月３日b 場所
・講師：大同紙工印刷㈱
19:30頃
専務取締役 村田宏基氏
〜21:00頃
（予定）・テーマ：特殊印刷のいろいろ
・参加費無料 ・定員20名
・問い合わせ、
申込みは事務局まで
事業・行事 「業態変革推進プラン−全印工連2008
９月12日d
計画−第３ステージ・新創業」説明会
18:30
場所
栄ガスビル ５階会議室
〜20:30
講師：水上印刷㈱ 代表取締役 水上光啓氏
（予定）
（参加費等の詳細は調整中）
事業・行事 平成20年 新春
印刷と関連業界新年互礼会
（平成20年）
名古屋東急ホテル
１月11日f 場所
（詳細は調整中）
事業・行事 印刷営業講座 ＊受講資格＝一般
印刷の営業実務経験１年以上の者
（平成20年）
場所
未定（名古屋市内）
２月16日g
・土曜日＝13：00〜18：00 ・日曜日＝10：00〜16：00
（受講料は調整）
事業・行事 印刷営業技能審査認定試験
＊受講資格＝一般印刷の営業実務
経験２年以上の者
（平成20年）
未定（名古屋市内）
３月８日g 場所
・10：00〜10：30＝注意事項、説明等
10:00
・10：30〜11：30＝知識試験
〜16:00
・12：30〜16：00＝見積技能試験
（受講料 12,600円）

開催日時

事業・行事、場所、備考

事業・行事 愛知県印刷産業団体連絡会・ビアパーティ
①各団体近況報告
②LDP研修のご案内
８月23日e
場所
名古屋国際ホテル
18:00
（ＴＥＬ：052-961-3111）
〜20:00
・会費：5,000円／１人
（各団体３名様のご参加をお願い致します。）
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