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Part1 印刷業界を取り巻く環境
ファシリテーター（以下、FA）：現在、印刷市場は急速に縮小して

いると言われていますが、業界の動向については、どのようにお

考えですか。

田中：確かに商業印刷の需要は減っていると感じます。当社事業

の中心は商業印刷ですが、数年前からPK※1、IPS※2、CC※3、ICT※4

の4つを成長戦略事業として取り組んでおり、最近、それぞれの

事業における提案力や競争力が高まってきたと感じています。

商業印刷を核に、新しい分野での実力がついてきたことで、業界

における当社のポジションも少しずつ変わってきたと思います。

長井：当社は内製率が非常に高いことから、中部エリアにおける購

買力はトップクラスです。成長戦略事業であるPK事業やIPS事業が

さらに拡大することで製造本部、営業本部と連携した強い購買力

を市場における価格競争力としてさらに生かせると思います。

伊東：PK、IPS事業の強化策の一環として、現在、第5工場の増築

を進めています。これまでも当社は高い自己資本比率を背景

に、積極的な設備投資を行ってきましたが、生産性の向上と高

品質な製品を安定的に供給するための最新設備を導入できる

ことも大きな強みです。

次の一手を打つことができる強み

千代：そうですね。業界全体が厳しい環境下にあっても、戦略的

な設備投資という次の一手を打つことができる当社の安定した

財務基盤は大きな強みです。

衣斐：「人財力」も当社にとって大きな強み。当社には優秀な人

財が多いと、社外の方からよく言われます。当社の80余年とい

う長い歴史を振り返ると、大きな成長を遂げた時、必ず優秀な

人財がいました。これからも人財育成に注力することで、当社は

もっと成長できるはずです。

FA：「強い購買力」「高い内製率」「安定した財務基盤」「人財力」

は、新たな事業の展開や成長のための大きな強みということで

すね。対して、何か課題はありますか？

衣斐：お客様から求められる品質や環境対応レベルが年々高く

なっています。こういった社会のニーズに応えるためにも、もっ

とレベルを高めなければなりません。

田中：私もお客様から求められる要求や期待が、より大きくなっ

ていると感じます。反面、そういった要求や課題に応えることで、

確かに当社の品質レベルは格段に向上しているのも事実です。

品質管理、品質保証という点でスムーズな対応ができるのは、

当社が社内一貫生産体制を敷いているからです。

伊東：何か問題が発生した場合など、すぐに対応できる社内一貫

生産体制は大きな価値があると思います。意外と知られていない

と思いますが、IPS事業を専業にしている会社の中でも、個人情報

の送付に欠かせない封筒を内製できる会社は少ない。お客様に

とってワンストップですべてを提供できる点は当社の特長です。

千代：確かに社内一貫生産体制は大きな特長ですが、違う見方

をすれば労務費などの固定費を抱える要因です。また内製率が

高いということは、材料費も多いということであり、例えば、用紙

代が高騰すると財務的に大きな影響を受けるという側面もあり

ますね。

伊東：固定費となる労務費について製造本部では多能工を育成

することなどで、時期や部署間における業務量の繁閑差を調

整。全体での人件費を抑え、生産加工高を上げる取り組みをし

ています。自主性の高い人財の育成と柔軟性の高い人員配置

で、より多くの利益を出せる組織づくりを目標としています。

田中：社内一貫生産体制を生かすも生かさないのも営業次第。

営業が当社の人財や設備機器といった資産で何ができるかを

もっと深く知れば、仕事の内容も業績も大きく変わると思います。

FA：これからどんなことに取り組んでいきたいとお考えですか。

田中：売上を上げるために、事業領域と営業地域の拡大に取り

組みたい。必要であれば外部との業務提携なども考えていま

す。また、当社にはしばらくの間、研究開発部門がありませんで

したが、ぜひ復活させたいと思っています。そしてマーケティン

グ部門を立ち上げ、セールスプロモーションにも取り組みたい

と考えています。この先、社会がどのように変化し、その時、当社

はどうあるべきかを長期的な視野に立って考え、印刷業にこだ

わることなく、失敗を恐れず挑戦したいと考えています。

社会変化の中にあるビジネスチャンス

長井：今後はIoTやAIといった分野にもより注力しなければなら

ないでしょう。社内のリソースだけではなく、大学や異業種との

協業も新しいイノベーションを生むための一つの手段だと思い

ますね。超少子高齢化などの社会変化の中にもビジネスチャン

スを見つけていく必要があるとも思います。そして当社のグ

ローバル展開は現在タイのみですが、他のASEAN諸国にもビ

ジネスを拡げていきたいですね。

田中：私も将来的な市場としてASEANは可能性があると感じ

ています。雇用という観点からも、外国人の現地採用を視野に

入れています。例えば、タイで採用した社員が日本で働き当社

のイズムをSMT※5に持ち帰ってくれたら理想的ですね。
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Part2 働き方改革と人財育成
FA：各職場における「働き方改革」への取り組みはいかがですか。

千代：「心身ともに健康な状態でより良い仕事をしよう」との考

えの下、長時間労働の削減、有給休暇の取得率向上、ノー残業

デー、インターバル制の導入など、全社的なワークライフバラ

ンスの向上に積極的に取り組んでいます。年間の有給取得率も

目標である60％に近づいてきています。

仕事の質を高め、より高い成果を上げる

衣斐：「働き方改革」は、働く時間だけの問題ではありません。

一番大切なのはモチベーション。言われたことをやるだけでは

なく、あらゆる仕事を自分が成長するための機会と考え、能動

的に取り組むことで仕事のやり方も大きく変わってくるで

しょう。仕事の質を高め、決められた時間の中で高い成果を上げ

ていくことが本当の「働き方改革」だと思います。

伊東：私も内面的な部分が重要だと思います。人間性の尊重がモ

ノづくりの世界では大切と言われていますが、製造部門ではチー

ム内でいろいろな作業を受け持つことによって改善意識やモノ

づくりに対する意識を高め、生産性の向上につなげています。

田中：管理本部を中心に働き方改革を進めていますが、一方で

削減した残業コストを社員に還元する仕組みもしっかり考えて

いきたい。ただし、これまでのように働いた時間に対する手当で

はなく、成果や貢献度に応えられるような報酬制度を作ること

が大切です。

FA：営業企画部に、女性社員で構成されたチームが誕生しました

が、ダイバーシティや女性活躍推進という点ではいかがですか。

田中：女性ならではの細やかさ、視点でのソリューションを提供

するため、女性だけの企画チーム「LinK」を新設しました。同時に

女性の営業職も増やしたいと思っています。女性の管理職も少

しずつ増えてきましたが、将来、女性役員が誕生すれば会社の

意思決定にも新しい視点が得られるものと考えています。

千代：チーフ、係長クラスの女性比率を8.4%から15%にすると

いう目標は、計画通りに達成できましたが、まだまだ女性活躍と

いうレベルには至っていません。キャリア教育や制度改革を通じ

て、優秀な人財を育て登用していきたいと考えています。

伊東：ダイバーシティという点でシニア世代の継続雇用も多く、

各部署でベテラン社員が活躍されています。また、障がい者雇

用率は2.21％ですが、これも更に高めていき、より多様な人財

が活躍できる会社になっていければいいですね。

FA：次世代のリーダー育成についてはどうお考えですか。

長井：リーダー候補者には、これから何をやるべきかを具体的に

教え教育していく必要があります。そして若い世代はもっと上

司に意見を言うべき。部下が意見を言いづらい雰囲気を作って

は、次世代のリーダーは育たないと思います。

千代：子育てや介護、地域活動にも参加しないような“仕事だけ

人間”は、社会で通用しない時代になってきたと思いますし、当

然リーダーとなる人財も、そういった価値観が必要。リーダーに

なるべき人財は、社会の変化を察知でき、強い信念を持ってい

る人だと思います。

田中：私は常 「々熱意のある人」「行動する人」にチャンスを与え

たいと考えており、そういう想いを持った人が次世代のリー

ダーだと思います。リーダー候補者には色んな負荷をかけて、

それを自らの力で乗り越えてもらう。そのプロセスが次世代の

リーダー育成には必要だと考えています。リーダーの育成は

時間もかかるので、さらに注力していきたいと思っています。

トップには「変える意識」が必要

伊東：職場のトップに「変える意識」がなければ社風は変わりま

せん。同じことを繰り返していたら会社は衰退するだけですか

ら、意識して変えていく必要があります。ひいてはそれが改善活

動につながります。製造本部の方針は「モノづくり」と「改善」。そ

れをしっかりと教えています。

Part3 当社の存在意義とめざすべき姿
FA：皆さんの考える「当社の存在意義」についてお聞かせくだ

さい。

千代：当社は創業以来、大垣市の一企業市民としてボランティ

ア活動や寄附など、地域に根付いた活動を続けてきました。ま

た継続的な採用活動も行ってきました。それも企業の責任だと

考えています。

田中：私も人を雇用して、事業を通じて利益を出し、ステークホ

ルダーに対して社会的な責任を果たすことが企業として課せら

れた使命だと考えます。この当たり前のことを継続的にできる

ことが企業の存在意義だと。また、お客様から「サンメッセにお

願いしたい」と最初に声をかけてもらえる存在であることが理

想です。営業、製造はもちろん、特にソリューション部門の力で、

付加価値の高い製品やサービスを社会に提供し、さらに存在価

値を高めていきたいと考えています。

伊東：当社はボランティア活動だけでなく、雇用や事業を通じて

地域社会に貢献してきた自負があります。地域に根付いた企業と

して長い歴史を築いてきた訳ですから、郷土への感謝の気持ち

を忘れずに、これからも存在意義を伝えていきたいと思います。

衣斐：郷土愛と言えば「サンメッセ環境宣言」の中に「『ハリヨが

泳ぎ、ホタルが舞う水都』の美しい環境を次の世代に引き継ぐ」

という一節があります。これから益々環境への取組みが注目さ

れる中で、より積極的な環境施策を展開し、社会に貢献していき

たいと考えています。

FA：では最後に「めざすべき姿」についてお聞かせください。

千代：これからも透明性、健全性の高い企業であり続け、正しい

経営を続けていくことが大切です。そのためにも厳しい社会環

境の中でも健全な財務基盤を維持し、コスト面での改善にも取

り組むことで適正な利益を出し続けていきたいと思います。当

社には優秀な人財が多いので、まだまだ成長できると確信して

います。

長井：継続して適正な利益を出し続けることは、決して簡単では

ありませんが、挑戦する気持ちを忘れずに、社員のみんなが同

じ目標に向かって、一人ひとりの意識を高めていくことで必ずや

乗り越えていけると思います。

社是の実践をめざしたい

田中：当社の「めざすべき姿」は、やはり「顧客の満足」「社員の幸

福」「業績の向上」の3つ、つまり社是を実践することだと思いま

す。ステークホルダーの皆様にご満足いただけるように進化を

続け、チャレンジすることで変化に対応できる企業でありたい。

そして社員が明るく楽しく働くことができ、業績を持続的に向上

させ、地域社会に貢献できる企業であり続けたいと思います。

FA：本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

竹中　賢

ソリューション戦略推進部
コーポレートコミュニケーション戦略推進室長

ファシリテーター ファシリテーター

林　英樹
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クリエイティブディレクター

Dialogue

女性らしい視点で商品開発からプロモーション、クロスメディアなどをご提案するタスクフォース「LinK」

Sun Messe REPORT 201711



Part2 働き方改革と人財育成
FA：各職場における「働き方改革」への取り組みはいかがですか。

千代：「心身ともに健康な状態でより良い仕事をしよう」との考

えの下、長時間労働の削減、有給休暇の取得率向上、ノー残業

デー、インターバル制の導入など、全社的なワークライフバラ

ンスの向上に積極的に取り組んでいます。年間の有給取得率も

目標である60％に近づいてきています。

仕事の質を高め、より高い成果を上げる

衣斐：「働き方改革」は、働く時間だけの問題ではありません。

一番大切なのはモチベーション。言われたことをやるだけでは

なく、あらゆる仕事を自分が成長するための機会と考え、能動

的に取り組むことで仕事のやり方も大きく変わってくるで

しょう。仕事の質を高め、決められた時間の中で高い成果を上げ

ていくことが本当の「働き方改革」だと思います。

伊東：私も内面的な部分が重要だと思います。人間性の尊重がモ

ノづくりの世界では大切と言われていますが、製造部門ではチー

ム内でいろいろな作業を受け持つことによって改善意識やモノ

づくりに対する意識を高め、生産性の向上につなげています。

田中：管理本部を中心に働き方改革を進めていますが、一方で

削減した残業コストを社員に還元する仕組みもしっかり考えて

いきたい。ただし、これまでのように働いた時間に対する手当で

はなく、成果や貢献度に応えられるような報酬制度を作ること

が大切です。

FA：営業企画部に、女性社員で構成されたチームが誕生しました

が、ダイバーシティや女性活躍推進という点ではいかがですか。

田中：女性ならではの細やかさ、視点でのソリューションを提供

するため、女性だけの企画チーム「LinK」を新設しました。同時に

女性の営業職も増やしたいと思っています。女性の管理職も少

しずつ増えてきましたが、将来、女性役員が誕生すれば会社の

意思決定にも新しい視点が得られるものと考えています。

千代：チーフ、係長クラスの女性比率を8.4%から15%にすると

いう目標は、計画通りに達成できましたが、まだまだ女性活躍と

いうレベルには至っていません。キャリア教育や制度改革を通じ

て、優秀な人財を育て登用していきたいと考えています。

伊東：ダイバーシティという点でシニア世代の継続雇用も多く、

各部署でベテラン社員が活躍されています。また、障がい者雇

用率は2.21％ですが、これも更に高めていき、より多様な人財

が活躍できる会社になっていければいいですね。

FA：次世代のリーダー育成についてはどうお考えですか。

長井：リーダー候補者には、これから何をやるべきかを具体的に

教え教育していく必要があります。そして若い世代はもっと上

司に意見を言うべき。部下が意見を言いづらい雰囲気を作って

は、次世代のリーダーは育たないと思います。

千代：子育てや介護、地域活動にも参加しないような“仕事だけ

人間”は、社会で通用しない時代になってきたと思いますし、当

然リーダーとなる人財も、そういった価値観が必要。リーダーに

なるべき人財は、社会の変化を察知でき、強い信念を持ってい

る人だと思います。

田中：私は常 「々熱意のある人」「行動する人」にチャンスを与え

たいと考えており、そういう想いを持った人が次世代のリー

ダーだと思います。リーダー候補者には色んな負荷をかけて、

それを自らの力で乗り越えてもらう。そのプロセスが次世代の

リーダー育成には必要だと考えています。リーダーの育成は

時間もかかるので、さらに注力していきたいと思っています。

トップには「変える意識」が必要

伊東：職場のトップに「変える意識」がなければ社風は変わりま

せん。同じことを繰り返していたら会社は衰退するだけですか

ら、意識して変えていく必要があります。ひいてはそれが改善活

動につながります。製造本部の方針は「モノづくり」と「改善」。そ

れをしっかりと教えています。

Part3 当社の存在意義とめざすべき姿
FA：皆さんの考える「当社の存在意義」についてお聞かせくだ

さい。

千代：当社は創業以来、大垣市の一企業市民としてボランティ

ア活動や寄附など、地域に根付いた活動を続けてきました。ま

た継続的な採用活動も行ってきました。それも企業の責任だと

考えています。

田中：私も人を雇用して、事業を通じて利益を出し、ステークホ

ルダーに対して社会的な責任を果たすことが企業として課せら

れた使命だと考えます。この当たり前のことを継続的にできる

ことが企業の存在意義だと。また、お客様から「サンメッセにお

願いしたい」と最初に声をかけてもらえる存在であることが理

想です。営業、製造はもちろん、特にソリューション部門の力で、

付加価値の高い製品やサービスを社会に提供し、さらに存在価

値を高めていきたいと考えています。

伊東：当社はボランティア活動だけでなく、雇用や事業を通じて

地域社会に貢献してきた自負があります。地域に根付いた企業と

して長い歴史を築いてきた訳ですから、郷土への感謝の気持ち

を忘れずに、これからも存在意義を伝えていきたいと思います。

衣斐：郷土愛と言えば「サンメッセ環境宣言」の中に「『ハリヨが

泳ぎ、ホタルが舞う水都』の美しい環境を次の世代に引き継ぐ」

という一節があります。これから益々環境への取組みが注目さ

れる中で、より積極的な環境施策を展開し、社会に貢献していき

たいと考えています。

FA：では最後に「めざすべき姿」についてお聞かせください。

千代：これからも透明性、健全性の高い企業であり続け、正しい

経営を続けていくことが大切です。そのためにも厳しい社会環

境の中でも健全な財務基盤を維持し、コスト面での改善にも取

り組むことで適正な利益を出し続けていきたいと思います。当

社には優秀な人財が多いので、まだまだ成長できると確信して

います。

長井：継続して適正な利益を出し続けることは、決して簡単では

ありませんが、挑戦する気持ちを忘れずに、社員のみんなが同

じ目標に向かって、一人ひとりの意識を高めていくことで必ずや

乗り越えていけると思います。

社是の実践をめざしたい

田中：当社の「めざすべき姿」は、やはり「顧客の満足」「社員の幸

福」「業績の向上」の3つ、つまり社是を実践することだと思いま

す。ステークホルダーの皆様にご満足いただけるように進化を

続け、チャレンジすることで変化に対応できる企業でありたい。

そして社員が明るく楽しく働くことができ、業績を持続的に向上

させ、地域社会に貢献できる企業であり続けたいと思います。

FA：本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

竹中　賢

ソリューション戦略推進部
コーポレートコミュニケーション戦略推進室長

ファシリテーター ファシリテーター
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