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2022 年 新年のご挨拶
印刷情報メディア産業労働組合連合会
中央執行委員長

宍戸

良太

新年明けましておめでとうございます。印刷労

会・本部間の意思疎通において、お互いの考えが

連の諸活動に対する日頃のご理解・ご協力に心よ

真に共有され、運動・活動の結集力につなげてい

り御礼申し上げます。

く、さらに、日々の取り組みの発信が組合員一人
ひとりに届き、理解・共感・参加に結びつけてい

世界的な新型コロナウイルス感染拡大から 2

かなければなりません。新たな生活様式や多様な

年が経ちました。国内においては昨年 2 月以降

働き方が広がる中にあって、
私たちの取り組みは、

ワクチン接種が開始されたものの、変異株「デル

組織コミュニケーションを中心に変化に対応した

タ株」の感染拡大により、感染者数が大幅に増加

労働運動のスタイルを確立し、職場にあっても地

したことから、7 月から 9 月末にかけて 4 度目

域にあっても、印刷情報メディア産業に集う仲間

の緊急事態宣言が発令され、10 月以降段階的に

にとって「常にそばにいる存在」であり続けなけ

制限が解除されましたが、依然経済活動の全面的

ればなりません。

な再開までには至っておらず、年末にかけては新

こうした状況のもと、第 28 回定期大会で確認

たな変異株「オミクロン株」が確認され、世界中

した運動方針は、ウィズコロナを模索しながら活

がその脅威に晒される事態となり、国内外におい

動してきた前年度方針をベースに取り組み、アフ

ても引き続き対策を講じていかなければならない

ターコロナを見据えた次年度以降の新たな運動方

状況にあります。

針確立に向け、産業別労働組合の使命と役割、そ

こうした長期化するコロナ禍の影響は、原油等

して組合員に対する責任を果たすべく運動を展開

の価格の急騰や円安の進行など、国内外の経済や

していくこととしました。そして、新たな役員体

社会の様相を一変させ、多くの働く仲間とその家

制のもと、全組合員の英知と総力を発揮して全力

族の日常をも変化させ、雇用や賃金・労働条件に

で取り組んでまいります。

おいても少なからずその影響が続いております。

最後になりますが、新型コロナウイルス感染症

私たちはこの現状を直視し、雇用の維持と創出、

が 1 日でも早く収束することを願うとともに、

賃金・労働条件の維持向上に全力を挙げていかな

皆様のご健康とご多幸を心からお祈りいたしま

ければなりません。

す。

また、コロナ禍は、Face to Face での対話が

引き続き印刷労連の諸活動に対しまして、ご理

お互いの信頼関係の醸成にとってどれ程大切なこ

解とご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさ

とであるかを再認識させられることとなり、今後

せて頂きます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

の労働運動、日々の諸活動を考えるうえで重要な

以

上

契機となりました。組合員・構成組織・地方協議
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印刷労連 11 地方協議会議長

2022 年の抱負

北海道地方協議会
北海道地方協議会の 2020 年度活動は、コロナ禍の影響により大きな活動ができ
ませんでした。オンライン環境も各構成組織によっては課題もあり、幹事会等もメー
ルにて持ち回り会議としました。北海道地方協議会が最も重要視している「コミュニ
ケーション」が、対面で行う事が出来ないという本当に苦しい期間となりましたが、
2021 年度は新たな役員体制となり、あらためて「コミュニケーション」
「対面での
活動」を重点に置いた活動とすべくスタートしました。この新型コロナウィルスはま
だまだ終息する気配はありませんが、各構成組織が感染拡大防止を念頭に、
「北海道
地方協議会らしさ」を大切に、組合員の皆様が少しでも豊かな気持ち、暮らしとなる
ような活動を心がけてまいります。
【報告者 鈴木議長】

宮城地方協議会
宮城地方協議会は 2012 年の発足以来、長きにわたり議長を務められた亘理議長
から引き継ぎ、初めての議長交代となりました。
新体制でのスタートをきっておりますが、今まで以上に各構成組織との連携が重要
になると考えております。お互いの課題や取り組みを共有し、宮城地協としての活動
を停滞させることなく、少しずつ前進する活動をしていきたいと思います。
ご指導の程よろしくお願いいたします。
【報告者 藤井議長】

関東北部地方協議会
役員改選を経て新たなメンバーでスタートしています。印刷労連を魅力あるものに
すべく、更なる活動を展開していきます。各構成組織が工場中心であり、お互いの課
題や取り組みなど共有できることは多くあります。議論し交流しながら充実したもの
にしてきたいと思います。併せて地域に根ざした活動にも力を入れ、印刷産業の地位
向上を図ります。本年も環境はめまぐるしく変化していくと思います。変化に対応し
ながら助け合い楽しく活動していきます。
【報告者 嵯峨議長】

関東南部地方協議会
今期より議長を拝命しました凸版印刷労組の川尻です。
いま、世界各国で議論し取り組みが進む「SDGs」
。日本も「誰一人取り残さない、
社会経済の統合的向上が実現された未来をめざす（中略）
」と謳っています。
我々、関東南部地協も「誰一人取り残されることのない」チーム作りを胸に、各構
成組織・組合員そして家族に寄り添った活動を具体的に進めてまいります。そのため
には、これまでのやり方に固執することなく、みなさんと議論しながら新たなチャレ
ンジをしていく所存です。ご理解ご協力よろしくお願いします！！
【報告者 川尻議長】
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長野地方協議会
新年明けましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍による行動制限があり、長野地協としての本来の行動ができません
でした。幹事の皆さんとは WEB 上のみの対応になってしまいましたが、今年はコロ
ナの動向を注視しつつも、感染状況が比較的低い長野の地域性を生かし「Face to
Face」の本来あるべき基本に戻していきたいと考えています。長野地協は中小印刷
労組の集まりですので、組合員一人一人の考えや意見を単組の代表者を通じて聞ける
環境になっています。又、地域性のある問題や各単組から出た相談や悩みに対し幹事
会を通じて議論を深め、問題を解決する事を今年もしっかりやっていきたいと思いま
す。長野地協幹事の皆さんと更なる高みを目指していきます。 【報告者：和田議長】

愛知地方協議会
明けましておめでとうございます。今期、愛知地協は 2 役を含め幹事の交代を行
い新たな船出となりました。これまで未曾有のコロナ禍で活動が自粛に追い込まれ、
地協の活性化が低下する状況が続いておりましたが、今後は情勢を見極めながら、今
までの地協活動を継承する一方、
新たな視点と知恵と工夫を取り入れた活動も並行し、
常に「前進」を意識した取り組みを行い、構成組織の組合員の皆様が豊かで幸せに暮
らせるよう邁進していきます。
引き続きご指導の程宜しくお願いいたします。
【報告者：結野議長】

石川地方協議会
新年あけましておめでとうございます。まずは当地協幹事の皆さまは元より、古賀
様はじめ本部の皆さま、そして大阪の石山様はじめ他地協の皆さまのお力添えで、昨
年一年間を無事終えられましたこと、改めて心より御礼申し上げます。コロナ禍も 3
年目ともなりますと、コロナ前の状態に「戻す」ことを目標としていた気分は過去の
ものとなり、今やこのあたらしい当たり前の中で何ができるのかが問われる段階に
入ってしまいました。一抹のノスタルジーは禁じえませんが、
振り返りもほどほどに、
厳しさを増す中小印刷業の未来をかけた戦いを、今年度も引き続き各構成組織の知恵
と工夫で乗り切っていく所存です。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
【報告者：深山議長】

京滋地方協議会
新年明けましておめでとうございます。京滋地協では「みんなが望む地方協議会活
動を目指して」をスローガンとして今期は活動しています。
構成組織は発足時の 3 単組に戻ってしまいましたがそのような中でも再度、何の
ための・誰のための地協活動なのかを考え直し、少人数ならではのスピーディーな意
思疎通を活かした活動を行ってまいります。
2022 年も新型コロナの影響を考えながらになると思いますが、前期停滞していた
青年委員会活動・幹事研修会・レクリエーション活動について活発に進めて行きます。
【報告者 川端議長】
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大阪地方協議会
大阪地方協議会では今期「勇往邁進（ゆうおうまいしん）
」～どんな困難にも負けず、
目的・目標に向かってひたすら前へ突き進もう！～という活動方針を掲げ、活動して
います。
現況のコロナ禍の中で組合活動のみならず、仕事・家庭における様々な環境下での
苦労、思うようにいかない状況化にあると思われます。そのような現状があることを
しっかりと認識し、地協の活動はもとより、印刷労連本部との連携を更に深めていき
ます。
【報告者 石山議長】

福岡地方協議会
2021 年 10 月 15 日（金）トッパン・フォームズ会議室において、2021 年度福岡
地方協議会第 1 回拡大幹事会を開催し、青年幹事にも出席いただきました。今年も
コロナ禍での開催となり、
対面、
WEB を併用しての開催としました。拡大幹事会では、
第 28 回定期大会で確認されたことを報告し、内容を共有いたしました。さらに、
2020 年度の福岡地協活動経過報告を行い、馬場新議長から今年度の年間活動計画が
提案され、満場一致で確認されました。まだまだ、コロナ影響が不透明な部分はあり
ますが、さまざまな工夫を凝らし、皆で協力しながら活動を進めて参ります。
【報告者 馬場議長】

熊本地方協議会
新年あけましておめでとうございます。熊本地協はコロナ禍の中、各構成組織との
情報共有、意見交換に関してもオンラインを活用しながら活動を実施してまいりまし
た。新体制となった今年も引き続き制限が続く中での活動とはなりますが積極的な意
見交換を実施して、情報連携の強化を図ってまいります。引続き、ご指導の程宜しく
お願い致します。
【報告者 宮田議長】

働くを支える 暮らしに備える 生活を豊かに

☆印刷労連

☆こくみん共済 coop

☆労働金庫

─編集後記─

新年明けましておめでとうございます。新たな気持ちを持って
新年を迎えられたことと思います。
本年は寅年ということで、私の地元である関西では阪神タイ
ガースが盛り上がる年にしたい。といいながら、強くても弱くて
も毎年盛り上がっています（笑）
。昨年は、あと一歩でリーグ優
勝を逃しましたが、同じ関西のオリックスが大躍進し、惜しくも

日本一にはなれませんでしたが、
是非、
今年は阪神との日本シリー
ズができれば、と望んでおります。話は変わりますが、印刷労連
におかれましては、各地協では、新年旗開きや幹事会、ブロッ
ク会議が活動のスタートになるかと思いますが、本年も健康で
明るく元気よく、色んなことにトライできるよう、力を合わせて
頑張っていきましょう。
【教育・広報委員会 大上 隆史】
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