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②シリアスとユーモラスのキャップが絶妙
重要人物と思われたキャラでさえ、あっさりと命を

落としてしまう。ユーモラスが織り交ぜられ、シリア
ス展開の中でも遊び心を忘れることはない。
③頑張る長男炭

たんじろう
次郎と愛されキャラ禰

ね ず こ
豆子

④鬼の世界は実力主義で命がけ
鬼たちの絶対的な支配者である鬼

き ぶ つ じ
舞辻無

むざ ん
惨直属の

十
じゅうに
二鬼

きづ き
月の間では、顕著に描かれていた。

⑤＜鬼と人間のトップ争い＞　鬼
き ぶ つ じ
舞辻無

むざ ん
惨 VS産

うぶ や
屋

敷
しき
輝
かが や
哉
鬼
き ぶ つ じ
舞辻無

むざん
惨は、圧倒的な「恐怖」と「力」で支配す

るタイプ。
気に入らないものは排除するという強硬派。対して

産
うぶや
屋敷

しき
輝
かが や
哉は穏やかで物静かな人柄。似てないようで、

同じ空気感を感じる 2人。
このアニメは、作画・音楽・演出・声優に到

いたる
まで素

晴らしく、アニメをきっかけに原作ファンになった人
が多いのもうなずける。
私もその一人です。とにかく続きが気になる展開な

ので、コミック２３巻セットすべて手元に準備して一
気に読み進めました。
鬼退治という分かりやすいストーリーの中で奥深

い心理描写がなされている点も子供大人を惹
ひ
きつける

理由となっている。また「実は作家が女性だった」「人
気絶頂での連載終了」も大騒ぎになった。かつての『あ
したのジョー』ブームに迫る熱狂ぶり。「しっかり生
きよう」と決意させてくれる物語です。

舞台は大正時代の日本。主人公の竈
かまど
門炭

たんじろう
次郎は、家

族の大黒柱として、炭を売りながら生計を立てて暮ら
す。ある日家族は無残にも「鬼」に惨殺されてしま
い、唯一生き残った妹の禰

ね ず こ
豆子は、鬼に変容を遂げて

しまう。炭
たんじろう
次郎は、禰

ね ず こ
豆子を人間に戻すため、また家

族を殺した鬼に復讐するため鬼狩りへの道へと進むダ
ーク・ファンタジー。
「鬼

きめ つ
滅の刃

やいば
」は、吾

ごとうげ
峠呼

こ よ は る
世晴さんによる少年漫画で

ある。ジャンプの三大原則といえば「友情・努力・勝利」。
「鬼

きめつ
滅の刃

やいば
」はその３つを兼ね備えているにもかかわら

ず、「死」という事実に真っ向から向き合った。重要と
思われるキャラでも次々と死んでいく。悲しむ間もな
く、めまぐるしく変化するストーリーに翻

ほんろう
弄され、私

はどっぷりこのダークな世界観に浸ってしまった。
また主人公の驚くべき成長に加え、兄弟や家族の

絆も私の心に深く刻まれた。そして敵である「鬼」も
例外ではなく、嫌う存在とはいえ心から悲しく思う気
持ちが見え隠れする。単純な「正義が勝ち、悪が滅び
る」で片付けることができないストーリー。「鬼

きめ つ
滅の

刃
やいば
」を楽しむ上で欠かすことのできないキーワードと
して「鬼

きさつたい
殺隊」「柱」「呼吸法」などもある。

『鬼
きめつ
滅の刃

やいば
』人気を考察してみると

①根底にある家族愛と兄弟愛
敵であるはずの鬼も例外ではなく、死ぬ直前には走

馬灯のように昔の思い出がよみがえり、幸せだったこ
ろの記憶に涙しながら、果てていく。そんな哀しいエ
ピソードも深みをもたせている。
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巻頭言
爆発的ヒットとなった「鬼

き

滅
め つ

の刃
やいば

」
副理事長　岩瀬　清
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コロナ感染症対策
各県工組に見舞金10万円

DX推進事業の進捗／各種セミナーの
無償提供／幸せな働き方改革
オンライン配信／介護共済

■令和2年度中部地区印刷協議会下期会議

令和2年度中部地区印刷協議会（中部地区協／大洞正和会長・岐
阜県印刷工業組合理事長）の下期会議が、2月19日14時30分より
新型コロナウイルスの感染拡大防止のためZoomで開催された。
全日本印刷工業組合連合会（全印工連）から、浦久保康裕副会長、
鳥原久資副会長（愛知県印刷工業組合理事長）、福田浩志常務理事

（DX推進PT委員長）、池尻淳一専務理事が出席した。また、理事長
会には滝澤光正全印工連会長も出席した。中部5県（愛知、岐阜、
三重、富山、石川）からは、印刷工業組合の執行部、理事などが出
席。司会進行は中部地区協事務局の河原善高氏（愛印工専務理事）
が務めた。

全体会議の冒頭挨拶に立った大洞中部地区協会長は次のよ
うに述べた。
「新型コロナの第3波により、中部地区協の愛知県、岐阜県

に緊急事態宣言が発出され、県境を越えての移動自粛が求め
られているため、リモートによる中部地区協の開催となっ
た。新型コロナウイルスが日本に広がり始め1年が過ぎ、世界
中の社会や経済が大きな影響を受け、我々国内の印刷業界も
多大な影響を受け続けている。まだ緊急事態宣言の渦中であ
り、ワクチン接種もようやくスタートという段階で、しばら
くは現状が続くことが予想される。コロナ前の社会に戻るこ
とはないといわれており、我々はこの状況をプラスに捉え、
次の一手にでていく必要がある。今日はそうした話も聞ける
と思うし、今日の内容を各県工組に持ち帰り、組合員に伝え
ていただきたい」と述べた。

次いで、全印工連の浦久保副会長が挨拶に立ち、活動状況
を報告した。
「今年は年明けから2度目の緊急事態宣言が発出され新型

コロナウイルス感染症拡大の終息には時間を要すると思われ
る。こうした状況下、全印工連では昨年、新型コロナウイルス
の感染症対策として、各工組に一律10万円の見舞金を送り、
さらに各地区協の運営強化に役立てるために運営連絡強化助
成金を各地区協に送った。また、各工組のセミナーなどがリ
アルで開催できない事情を考え、全印工連では「幸せな働き
方改革」STEP2 〜 5のオンライン配信をする予定である。ま
た、併せて東京都印刷工業組合主催のセミナーを可能な限り

全国の会員に無償で使用できるように公開する。
さらに、教育研修事業では従来から提供している遠隔教育

システムVキューブをさらに使いやすくするため、教育動画
チャンネルの再構築にも着手している。テレワークや在宅勤
務が日常的に広がる中で全印工連特別ライセンスプログラム
の価値を多くの組合員に理解していただき、利用者が目標を
大きく超え活用されている。

今年はこの環境の中で、この時期だからできること、そし
て、やらなければいけないことを組合員の皆様とともに考
え、新しい印刷産業のしなやかさと強さ、そして持続的発展
を実現するポテンシャルを証明する年にしたい。

現在、全印工連ではグラウンドスローガンとして「Happy 
Industry　人々の暮らしを彩り幸せをつくる印刷産業」を掲
げ、DXが幸せな働き方改革を中心とする各種事業を着実に
進め、全国の組合員企業一社一社がハッピーカンパニーを目
指すことを目的に様々な事業展開をしている。その一つとし
て今年７月からは仕事と介護の両立が可能となる介護共済を
組合員のスケールメリットを活かした商品として新たにス
タートする。従業員の皆様にとって魅力ある職場づくりを目
指す企業価値の向上に役立てていただきたい」。

　

全体会議に移り、最初に全印工連の池尻淳一専務理事が事
業概要を説明した。

2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震の被災状
況について、東北6県と群馬、茨木、茨木、千葉、埼玉の11県
に調査を依頼、昨日現在、福島県と宮城県において50社を超
える組合員企業が被災、各メーカーが順次対応を行なってい
る。新型コロナウイルス感染拡大への対応では、各地区協議
会は全てZoomでの開催を決定。各工組運営特別見舞金、地
区協運営連絡強化助成金について、また各セミナーの無償提
供について報告した。

官公需対策に関わる事項では、再生紙の調達状況等調査で
は、回答企業の4分の1が入手できない。官公需の受注状況で
は昨年4月から昨年12月までの期間の落ち込みに対しての調
査では、対前年に対して非常に大きく減少している。これら
を受け、2月12日、全印工連から経済産業省に年度末に向け

『再生紙が入手困難な場合は代替品を認める』との文書の再発

■各県工組に見舞金 10 万円
　　　　地区協に運営強化助成金

■官公需
　　地元優先発注の徹底を依頼

ZOOM開催となった中部地区協下期会議
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お客様の可能性を引き出す印刷現場での
働き方改革をご提案します。

「スマートに働く」
スキルレスオペレーション

専任者不要

「アイデアの具現化」
高品質を生むテクノロジー

受注体制の拡充

「無駄のない」
シンプルな印刷プロセス

作業の効率化

※写真はC4080にオプションを装着したものです。

■DX推進、2023年の本格稼働を目指し展開

デジタル技術とデータの活用により、印刷産業が抱え
る諸問題を改善し、生産の効率化やビジネスモデルの変
革を促進することで、印刷産業全体の構造改革をもたら
し、印刷産業が光り輝く産業として変貌と遂げ、「HAPPY 
INDUSTRY」となることを目的に、今年度（2020年度）デ
ジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトチーム
を新たに立ち上げた。プロジェクトでは、印刷産業の底上
げの方向性の提言として、地域の様々な企業連携・個々の
得意分野の把握・稼働情報データの連携・管理コストの引
き下げなどをデジタルトランスフォーメーションでドライ
ブして、生産性の向上、付加価値の創出につなげていく。
これをDX推進プロジェクト第1期とし、今年度は本システ
ムの完成を目指す。そして来年度においては、開発したシ
ステムを実際に全国のモデル地区10地区、1地区10社程
度を想定し、実際にシステムを使った本稼働において必要
要件を整理する。2022年度には、全国の組合員にDXシス
テムについての説明会を開催しメンバーを募り、2023年
から本格稼働を目指していく。
（※下期会議報告「DX推進PTの報告」事項より）

■介護共済

全印工連の医療・がん共済に令和3年7月から新たに介
護補償が追加される。この介護補償は、公的介護保険制度
要介護2以上の認定を受けた場合、または、東京海上日動
所定の要介護状態（要介護2）と診断され、その状態が90日
を超えて継続した場合に介護共済金（保険金）が一時金で
支払われる共済（保険）になっている。

ポイント①：一時金という形で300万円受け取れる。
ポイント②：仕事と介護の両立が可能になる。
ポイント③：告知ハードルが高くない。
ポイント④：割安に加入できる。
公的介護保険だけでは介護費用が賄えないので、介護

に備える共済（保険）の必要性は十分にあり、また、介護の
中心が在宅介護になっており、仕事と介護の両立が難しく
介護離職してしまう人が多い。共済金（保険金）があればヘ
ルパーを雇用するなどして介護負担を減らすことができ
る。加入に際しての告知は必要であるが高血圧症・高脂血
症でも入院歴がなければ加入が可能。団体割引10％を適
用しているため割安で加入ができる。（※詳細は、資料が整
い次第報告）。

出。また、緊急事態宣言解除後を見据え各自治体からの印刷
物発注に繋がる積極的な施策の立案や地元優先発注の徹底な
どを依頼した。

また、「大喜利印刷店（展）」は4月8日〜 11日まで、渋谷スク
ランブルスクエア東棟15階の渋谷キューズで開催。さらに、

「幸せな働き方改革」のSTEP2「目標・計画設定」、STEP3 「業
務革新」、STEP4「就業規則整備」、STEP5「人事考課・給与規
定の整備」のビデオ制作と組合員への無料配信の決定、など
が報告された。

続いて、全印工連常務理事の福田浩志DX推進PT委員長か
ら「DX事業の推進について」説明があった。
（※DX事業の詳細は、別項の経営者・幹部向けWebセミ

ナーでの福田PT委員長の講演と下記報告事項を参照）。

次いで、各委員会報告に移った（委員会と報告者）。
〇経営革新・マーケティング委員会事業：今川弘敏副委員長

（石川県工組）
〇環境・労務委員会事業：寺田俊之委員長（富山県工組）
〇組織・共済委員会事業：岩瀬清委員長（愛知県工組）
〇教育・研修委員会事業：小川優二委員長（岐阜県工組）
〇取引公正化委員会：伊藤誠司委員長（三重県工組）
意見交換・質疑応答の後、「閉会のことば」を次期開催県の富

山県工組東澤善樹専務理事が行ない全体会議を終了した。
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経営者・幹部向けWebセミナー
「全印工連DXプランを活用し
7割経済を生き抜こう！」

■愛印工・CSRブランディング委員会

講師：福田浩志（全印工連DX推進PT委員長）

愛印工組CSR・ブランディング委員会（荒川壮一委員長）は
経営者・幹部向けWebセミナーを2月25日開催した。セミ
ナーは、「全印工連DXプランを活用し、7割経済を生き抜こ
う！」をテーマに、全日本印刷工業組合連合会福田浩志DX推
進PT委員長を講師に招き行なわれた。セミナーは荒川委員長
の挨拶に続き福田氏が講演。

今年から全印工連で取り組んでいるデジタルトランス
フォーメーション（DX）という事業を簡単にいえば、“会員企
業に安価なシステムを提供する”ということである。

経済産業省が日本の中小企業政策の根幹として出している
デジタルトランスフォーメーションの定義には、『企業がビジ
ネス環境の激しい変化に対応し、データやデジタル技術を活
用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネ
スモデルを変革するとともに業務そのもの、組織、プロセス、
事業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること』と
ある。これからわかるごとくデジタル化ではない。デジタル
化は手段であり、デジタル化やデジタル技術で産業構造を改
革することがDXである。

全印工連では、印刷産業におけるDXの定義を『デジタル技
術とデータの活用により、印刷産業の抱える諸問題を改善
し、生産の効率化やビジネスモデルの変革を促進することで
印刷産業全体の構造改革をもたらし、品刷産業が光り輝く産
業として変貌を遂げ、HAPPY INDUSTRYとなること』とし
ている。現状を放置するとマーケットの縮小に伴って、業者
は減り、また一社一社の規模も小さくなり、そしてマーケッ
トサイズとともに付加価値額も減少してしまう。

印刷市場は慢性的な供給過剰状態により、大規模生産能力

型の会社はさらに生産能力を向上して、寡占化していくのに
対して、付加価値の高い受注ルートは破壊され、印刷産業が
創出してきた付加価値額が減少することになる。もしそれぞ
れの会社が個々の経営資源を得意分野に集中することができ
たなら、付加価値額を増大させ、情報サービス産業への転換
が図れると考えている。

マーケットサイズの周りに付加価値が存在する。そして
大規模な高生産能力型、小規模サービス製造併用型、小規模
サービス特化型、このような会社がそれぞれの得意分野に経
営資源を集中し、生産を主に執り行なう会社、付加価値サー
ビスを提供する特化型の会社に分かれていけば、もっと付加
価値が増大する。この印刷産業全体を成長させるには、小規
模サービス製造併用型の企業を小規模サービス特化型に移行
させ、製造は大規模製造能力型の企業に任せ、産業全体とし
ての生産性を向上させ、付加価値の源泉を育成していくこと
が必要になる。このような付加価値を増大させ、情報サービ
ス産業への転換は、無策のままでは決してできない。そのた
めにDXの導入が必要となる。

高付加価値情報サービス産業への転換にはDXの導入によ
り、協調による生産集約が不可欠となる。これにより過剰設
備の解消、あるいは生産協調、共同購入などの共同行為が可
能となる。このDX導入による生産協調を進めることによっ
て、生産を縮小、あるいはサービスに特化する会社は顧客接
点を最大化することに経営資源を投下することができる。そ
して、その経営資源を利用して、高い付加価値を創出してい
く。また反対に生産に経営資源を投下していく会社はさらな
る生産性向上を目指すスマートファクトリー化を目指すとい
うことになる。
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第12回ポスターグランプリ・作品募集要項

テーマは「縁（えん）」
応募期限は8月23日〜9月4日

【作品規定】
〇対象：ポスター
〇テーマ：｢縁｣　幅広いジャンル、豊かな発想と斬新な表

現のポスター（ビジュアル･キャッチコピーを含む作品）を募
集する。

〇応募期間：2021年8月23日(月) 〜 9月4日(土)。
※受付時間…月曜日〜金曜日の9時〜12時、13時〜17時。

但し、9月4日（土）の受付は9時〜 12時まで。
〇応募資格：愛知県、岐阜県、三重県、石川県、富山県在住、

または、同5県内の会社、大学（大学院、短期大学を含む）、専門
学校、高等学校（高等専門学校を含む）に在籍している個人。

〇応募部門：一般の部（プロ･アマ不問）、大学生･専門学校
生の部、高校生の部。

〇応募作品：未発表の作品、1人1点、印刷可能なものに限る。
電磁媒体（CG）または手描きによるもので色彩表現は自由。

〇サイズ：一般の部…B1判（縦型）、大学生･専門学校生の部
…B1判（縦型）、高校生の部…B2判（縦型）。

※いずれも発泡パネル貼仕立て。発泡パネルの厚さは15
㎜以内。作品が剥がれないようしっかり貼付けて提出。

〇出品料：無料。
〇提出：応募用紙に勤務先名または所属学校名、氏名、作品

のコンセプトなど必要事項を記入し、応募用紙に記載の案内
に従って提出する（送付、持込みのいずれでも可）。
【授与賞と副賞】
○グランプリ･中部経済産業局長賞：1名（賞金10万円）。
○優秀賞［一般の部］愛知県知事賞、岐阜県知事賞：2名（賞

金2万円）。［大学生･専門学校生の部］三重県知事賞、石川県知
事賞：2名（賞金2万円）。［高校生の部］富山県知事賞、中日新聞
社賞：2名（賞金2万円）。

○特別賞：名古屋市長賞、愛知県教育委員会賞、岐阜県教育
委員会賞、三重県教育委員会賞、名古屋市教育委員会賞、中部
デザイン団体協議会会長賞、（一社）中部広告制作協会賞、全
日本印刷工業組合連合会会長賞、愛知県印刷工業組合理事長
賞、岐阜県印刷工業組合理事長賞、三重県印刷工業組合理事
長賞、石川県印刷工業組合理事長賞、富山県印刷工業組合理
事長賞各１名（ギフトカード5千円分）。

○協賛会社賞：若干名（ギフトカード5千円分）。
※副賞に加えて、入賞者全員と入選者（若干名）に｢入賞･入

選作品集｣を贈呈。作品集は2022年1月下旬発行予定。
【主な審査基準】
①テーマを的確に表現していること。②ポスター機能とし

てのメッセージ性に優れていること（キャッチコピーも審査
対象）。③斬新な発想とアイデアにより独自の新規性を有す
ること。④ポスターデザインの観点から、見やすさにおいて
優れていること。以上を中心に総合的に勘案し審査する。

〇審査委員長／島原久資（愛知県印刷工業組合理事長）
〇審査委員／新家春二（㈱新家デザイン室代表）、安藤誠一

郎（中部デザイン団体協議会会長）、鯉江康平（（一社）中部広
告制作協会理事長）、柳智賢（RYUDESIGN代表）、大洞正和

（岐阜県印刷工業組合理事長）、水谷勝也（三重県印刷工業組
合理事長）、吉田克也（石川県印刷工業組合理事長）、濱　尚

（富山県印刷工業組合理事長）、酒井良輔（愛知県印刷工業組
合副理事長）、松岡祐司（愛知県印刷工業組合副理事長）、岩
瀬　清（愛知県印刷工業組合副理事長）、木村吉伸（愛知県印
刷工業組合副理事長）、田中賢二（愛知県印刷工業組合副理事
長）　　　（敬称略）

〇審査日／ 2021年9月中旬
〇入賞･入選発表／ 2021年9月末日
※入賞･入選者本人（希望により勤務先･在籍学校）に通知、お

よび、各県印刷工業組合ホームページ及び組合広報誌に掲載。
【入賞・入選作品展】
〇日程／ 2021年11月2日（火）〜 7日（日）10時〜 18時（金

曜日は20時、最終日は16時まで）。
〇会場／愛知県美術館8階ギャラリー展示室EF（名古屋市

東区東桜1-13-2、 TEL052-971-5511。
【入賞者表彰式】
〇日時／ 2021年11月3日（水・祝）10時30分〜 11時30分。
〇会場／愛知芸術文化センター 12階アートスペースA（名

古屋市東区東桜1-13-2、TEL 052-971-5511）

■問い合わせ先
愛知県印刷工業組合内　ポスターグランプリ係
〒 461-0001 名古屋市東区泉 1-20-12 メディアー
ジュ愛知 1 階　TEL 052-962-5771/FAX052-　
951-0569
※詳細は https://www.ai-in-ko.or.jp/ 参照
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■新型コロナウイルス感染症予防対策

新型コロナ感染予防及び健康管理について

感染症対策実施のため　〜取り組みの5つのポイント〜
には、「職場における感染防止対策の実践例」を参考に、職場
での対応を検討の上実施するとしている。

厚生労働省では、職場の実態に即した実行可能な感染症拡
大防止対策を検討するための「職場における新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」をホー
ムページに掲載しており、具体的な対策を検討する際に活用
して欲しいとしている。また、職場における感染防止対策に
ついて不明な点があれば、都道府県労働局に設置された「職
場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コー
ナー」への相談を勧めている。

また、テレワークの積極的な活用については、テレワーク
相談センターにおける相談支援、労働時間管理の留意点など
をまとめたガイドラインの周知などを行ない、さらに、テレ
ワークの導入に必要なポイントなどを分かりやすくまとめた
リーフレットも作成している。その上で、「こうした施策も活
用しながら、職場や通勤での感染防止のためのテレワークを
積極的に進めていただきたい」と、アドバイスしている。

　
職場における感染防止対策の実践例
＜体調の良くない人が気兼ねなく休めるルール＞
●新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応手順の

作成（製造業）＝感染者が発生した場合の対応手順を定め、社
内インターネットや社内報で共有した。
［手順］①感染リスクのある社員の自宅待機、②濃厚接触者

の把握、③消毒、④関係先への通知など。
※手順全文は、（独）労働者健康安全機構長野産業保健総合

支援センターのホームページからダウンロードが可能。
●サーマルシステムの導入（社会福祉法人）＝サーマルシス

テムを施設受付け入り口に設置し、検温結果が37.5％以上の
者の入場を禁止。本システムは、マスクの着用の検知を行な
い、マスク未着者には表示と音声で注意喚起を行なう仕組み

職場での新型コロナウイルス感染症対策実施
職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するた

めに、次に示す「取り組みの5つのポイント」が実施できてい
るか確認することを進めている。5つのポイントとは、感染防
止対策の基本事項であることから、未実施の事項がある場合

新型コロナウイルス感染症の猛威が若干落ち着いてきたとは
いえ、まだまだ予断を許さない状況にある。愛知労働局では、職
場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止にあたり、事業
場において特に留意すべき事項となる「取り組みの5つのポイン
ト」について、あらゆる機会を捉え、管内の事業場に対して取り組
み状況の確認を働きかけるとともに、労働基準部健康課に「職場
における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を
設置、事業主や労働者からの相談に万全を期している。この「相談
コーナー」の設置の周知とともに、各事業場において「職場におけ
る新型コロナウイルス感染症対策実施のため〜取り組みの5つの
ポイント〜を確認しましょう！」のリーフレットも含めた関連資
料も活用し、職場における新型コロナウイルス感染防止対策の徹
底を図るよう、特段の配慮を要請している。

職場における感染症対策の取り組み5つのポイント



− 9 − 本文は読みやすい書体「UD新丸ゴ」を使用。

になっている。写真①
＜密とならない工夫＞
●ITを活用した対策（製造業）＝スマートフォン用無線機を

導入し、社員同士や作業従事者との会話に活用。3密を避けた
コミュニケーションをとるようにした。写真②

●ITを活用した説明会の開催（その他の事業）＝Web方式
と対面方式併用のハイブリッドの説明会を開催した。対面で
の参加者に対しても、席の間隔を空ける、机にアクリル板を
設置するなどの対策を行なった。写真③

＜感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける取り組み＞
●休憩所での対策（小売業）＝休憩室の机の中央を注意喚起

のパーテーションで区切り、座席も密とならないよう2人掛
けにし、対面とならないよう斜めに配置した。写真④

●社員食堂での対策（製造業）＝社員食堂の座席レイアウト
を変更し、テーブルの片側のみを使用可とした。また、混雑緩
和のために、昼休みを時差でとるようにした。写真⑤

※職場では、特に「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、
禁煙室など）に注意が必要。

＜感染防止のための基本的対策＞
●入館時の手指などの消毒（宿泊業）＝宿泊者と従業員の感

染防止のため、ホテル入口の消毒液設置場所に、靴底の消毒
のためのマットを設置した。

●複数人が触る個所の消毒（製造業）＝複数人が触る機械の
スイッチ類を定期的に消毒することを徹底した。写真⑥

＜その他の取り組み＞
●外国人労働者への感染防止対策の周知（建設業）＝建設現

場に入場する外国人向け安全衛生の資料に、新型コロナウイ
ルス感染症の注意点を外国語に翻訳したものを掲載し、周知
徹底を図った。

※新型コロナウイルス感染防止対策関連資料
URL:https://www.whlw.go.jp/stf/newpage?16543.

html

写真①：サーマルシステムの導入

職場における感染防止対策の事践例

写真④：休憩所での対策

写真②：ITを活用した対策

写真⑤：写真食堂での対策

写真③：ITを活用した説明会

写真⑥：複数人が触る箇所の消毒
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■お知らせ

障害者法定雇用率2.3％へ
従業員43.5人に1人の障害者雇用義務

るので留意したい。
◎毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報

告しなければならない。
◎障害者の雇用の促進と継続を図るため「障害者雇用推進

者」を選任するよう努めなければならない。 
※障害者雇用推進者とは、雇用計画を作成したり、職場の

環境整備の担当をしたりする人。
　
■罰則
事業主が障害者の法定雇用率を達成しなかった場合、納付

金が徴収される。徴収額は原則1人不足すると月額5万円払
うことになる。雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハ
ローワークから行政指導が行なわれ、最悪の場合は企業名が
公表される。この納付金をもとに、法定雇用率を達成してい
る企業に対して、調整金、報奨金が支給されている。

　
■障害者雇用の給付金
特に短い時間で働くことができる障害者を雇用する事業主

に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されること
になった。
【支給対象となる障害者】次のいずれも満たす障害者。
〇障害者手帳を保有する障害者。
〇1年を超えて雇用される障害者（見込みを含む）。
〇週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者。

【支給額】申請対象期間に雇用していた対象障害者×単価＝
支給額（図表参照）。
【申請から支給までの流れ】申請対象期間（対障害者を雇用

した機関）＝毎年度1年間（図表参照）。
【申請書の提出先】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構（以下「機構」）。
【申請の提出方法】機構のHPから電子申請または機構都道

府県支部へ郵送または持参。
（※）カウントの仕方：週所定労働時間が30時間以上の労働

者は1人を1人として、同20時間以上30時間未満の労働者に
ついては1人を0.5人としてカウントする。

　
■障害者雇用の各種助成金
障害者雇用給付金制度では、事業主が障害者の雇用にあ

たって、施設・設備の整備などや適切な雇用管理を図るための
特別な措置を行なわなければ、障害者の雇い入れや雇用の継

■障害者法定雇用率引き上げ
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じ

た社会参加ができるよう「共生社会」の実現を目指し、すべて
の事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義
務（障害者雇用率制度）がある。この法定雇用率が令和3年3
月1日から以下のように変更された。

◎民間企業：2.2％（現行）⇒2.3％（変更後）
◎国、地方公共団体：2.5%（同）⇒2.6％（同）
◎都道府県などの教育委員会：2.4％（同）⇒2.5％（同）
民間企業では43.5人ごとに障害者を1人以上雇用しなくて

はならない。また、国、地方公共団体では38.5人ごとに1人以
上の雇用、都道府県などの教育委員会では40人ごとに1人以
上の雇用が義務付けられている。

今回の変更に伴い、事業主には以下の義務が課せられてい

障害者の法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げられ、従業
員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合
を法定雇用率以上にしなければならないことになった。その背景
には、国の方針である働き方改革や新型コロナウイルスの影響に
よる障害者雇用の悪化などが考えられる。このため今回の措置
で、以前は従業員45.5人であったものが43.5人になり、43.5人ご
とに障害者1人以上を雇用しなければならなくなった。厚生労働
省では周知を図るため、障害者雇用に関するリーフレットを作成
し啓蒙に努めている。

障害者雇用給付金の支給額

申請から支給までの流れ
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20１8年に130周年を迎えました。

おかげさまで１30周年

続が困難であると認められる事業主に助成金が支給される。
◎障害者作業施設設置など助成金
障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するた

めの作業施設などの設置・整備を行なう場合に、その費用の
一部を助成。種類：第1種（購入などによる設置・整備）、第2種

（賃借による設置）。
◎障害者福祉施設設置など助成金
障害者の福祉の増進を図るため、障害者の障害特性による

課題に配慮された福祉施設の設置・整備を行なう場合に、そ
の費用の一部を助成。

◎障害者介助など助成金
障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な

措置を行なう場合に、その費用の一部を助成。種類：職場介助
者の配置または委嘱、手話通訳・要約筆記など担当者の委嘱、
障害者相談窓口担当者の配置。

◎重度障害者など通勤対策助成金
障害者の障害特性による通勤の課題を軽減または解消す

るための措置を行なう場合にその費用の一部を助成する。種
類：住宅の賃借、指導員の配置、住宅手当の支払、駐車場の賃
借、通勤用自動車の購入、通勤用バスの購入、通勤援助者の委
嘱、通勤用バス運転従事者の委嘱。

※詳細は：高齢者・傷害・求職者雇用支援機構へ
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/index.html

（上記HPでは、障害者雇用助成金の説明動画を配信）。

ここでいう「一時支援金」とは、2021年1月に発令され
た緊急事態宣言に伴う影響により、売上が50％以上減少
した中小事業者に給付される支援金になります。以下、
その概要をお知らせします。
【要件】
１）緊急事態宣言に伴う外出・移動の自粛による影響を

受けていること。
２）緊急事態宣言に伴う時短営業となった飲食店と直

接・間接の取引があること。
上記の理由により、2021年1月〜 3月のいずれかの月

の売上高が2019年比または2020年比で、50％以上減
少していること。

申請にあたって、登録確認機関（商工会議所、金融機
関、税理士など）の事前確認が必要です。
【給付額】
中小法人など60万円以内
個人事業者など30万円以内

【申請受付期間】
2021年3月8日（月）〜 5月31日（月）

【問い合わせ先】
〇一時支援金事務局ホームページ
URL:https://ichijishienkin.go.jp/
〇一時支援金事務局相談窓口
TEL0120-211-240 

■障害者雇用で優良な企業への認定制度
「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」

は、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進や安定に関する取り
組みなどの優良な中小企業を認定する制度になる。

認定事業主となることのメリットは、自社製品、サービス、
広告などに認定マークの使用ができ、厚生労働省・都道府県

労働局・ハローワークによる周知広報の対象となり、厚生労
働省と都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認
知度を高めることができる。また、低利融資の対象や公共調
達などの加点評価も受けられる場合がある。

認定事業主になるには、都道府県労働局またはハローワー
クへの申請が必要。審査の結果、認定基準をすべて満たして
いることが確認された場合、各都道府県労働局から認定通知
が交付される。認定の必要書類は厚生労働省ホームページか
らダウンロードできる。

詳しくは「障害者雇用優良中小事業主」で検索。

■緊急事態宣言の影響緩和に係る
　「一時支援金」
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前年比89％の6兆1,594億円
東日本大震災以来9年ぶりのマイナス成長
　　　　インターネット広告費は引き続きプラス成長

　㈱電通は、日本の総広告費と媒体別・業種別広告費を
推定した「2020年日本の広告費」を発表した。新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響により、6兆1,594億円（前年比
88.8%）で、東日本大震災のあった2011年以来、9年ぶりの
マイナス成長となった。

＜2020年日本の広告費の概況＞
◆2020年の総広告費は、通年で6兆1,594億円（前年比

88.8%）となった。3月以降、新型コロナの影響により国内外
の人の動きが制限され、4月に発出された緊急事態宣言以降、

日本経済は大きく減速。前年までのインバウンド消費がほぼ
なくなり、外出自粛により外食、交通・レジャーを中心に大き
なダメージを受け、広告業界もその余波を受けた。7月以降は
徐々に回復の兆しを見せ始め10 〜 12月には前年並みに戻
りつつあったが、通年では前年を大きく下回った。

◆東日本大震災の2011年以来、9年ぶりのマイナス成長。
かつリーマン・ショックの影響を受けた2009年以来、11年
ぶりの2桁減少となり、1947年の統計開始以来、2番目の下
げ幅となった。

◆外出・移動の自粛により、巣ご
もり需要が活発化した。デリバリー
やネット通販、オンライン会議や
オンラインイベント・セミナー（以
下、ウェビナー）、リモートワーク、
キャッシュレス決済など、社会にお
けるデジタルトランスフォーメー
ション（以下、DX）が一気に加速。そ
れに伴い、インターネット広告費が
先行して回復し、通年でプラス成長
となった。マスコミ四媒体由来の
デジタル広告費も前年に続き2桁成
長。デジタル起点の広告販促活動が
さらに進化・成長した1年となった。
一方、プロモーションメディア広告
費は、「オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会」をはじめ、各種イベン
ト・展示会、従来型の広告販促キャ
ンペーンの延期・中止に伴い大幅に

■2020年
日本の広告費

日本の総広告費の推移
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減少した。また、それらに付随した広告展開を担うマスコミ
四媒体広告費も大幅減となった。

＜媒体別広告費の概況＞
「日本の広告費」は、①マスコミ四媒体広告費、②インター

ネット広告費、③プロモーションメディア広告費に大きく3
分類される。イベントなどの中止や延期で、マスコミ四媒体
広告費とプロモーションメディア広告費が大きく減少した。

①マスコミ四媒体広告費 2兆2,536億円（前年比86.4%）＝
6年連続の減少となった。「新聞広告費」「雑誌広告費」「ラジオ
広告費」「テレビメディア広告費」はすべて大きく前年割れし
た。

②インターネット広告費 2兆2,290億円（前年比105.9%）
＝1996年の推定開始以来、一貫して成長を続け、「マスコミ

四媒体広告費」に匹敵する2.2兆円規模の市場となった。4 〜
6月期は新型コロナの影響を受けたものの、通年でEC（Eコ
マースやネット通販ともいう。ライブコマースも含む）など
が堅調だった。マスコミ四媒体事業者が提供するインター
ネットサービスにおける広告費「マスコミ四媒体由来のデジ
タル広告費」803億円（前年比112.3%）や「物販系ECプラッ
トフォーム広告費」1,321億円（同124.2%）の二桁成長が全
体を押し上げた。

③プロモーションメディア広告費 1兆6,768億円（前年比
75.4%）＝各種イベントや従来型の広告販促キャンペーンの
延期・中止に加え、外出・移動の自粛も影響し、通年で減少し
た。特に「イベント・展示・映像ほか」「折込」などが大幅に減少
した。



− 14 −本文は読みやすい書体「UD新丸ゴ」を使用。

編 集 だ よ り

IGAS2022
開催日程決まる

　最新情報収集に 6,000 余名が来場
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で
順延されていた㈱光文堂主催の「第 55 回
光文堂新春機材展　Print Doors 2021」
が、3 月 10 日・11 日の両日ポートメッ
セなごや（名古屋市国際展示場）において、

「Catch The Innovation 〜変革を掴もう
〜　真価・新化・進化」をテーマに開催さ
れた。会場ではコロナ後の変革に対応でき
る技術・ノウハウなど最新情報が発信され
た。2 日間で 6,000 余名が来場した。
　初日のオープニングセレモニーで主催者
を代表して讃岐秀昭社長が、「新型コロナ
ウイルスの感染でまだまだ耐え忍ぶ年にな
ると思うが、新たな発展につながる年なる
ことを祈念する。今回も各社に多大なる協
力をいただき出品社数 145 社 395 小間、
過去最大規模で業界 8 団体の後援をいた
だき開催できた。急激な変革に直面した新
たな時代を乗り越えていくためには、変革
を掴むことで明るい未来を自らの手で切り
開いていくことが必要になる。この2日間、
変革のヒントとなる製品、サービスを出品
者の皆さんと一緒に提案し、少しでもお役
に立てるよう取り組んでいきたい」と挨拶。
　来賓を代表して細井俊男愛知県印刷協同
組合理事長・光文堂友の会会長が祝辞を述
べた。「コロナ禍での開催にはリスクがあ
ることを考え、讃岐社長は開催して良いか
悩んだと聞いている。しかし、開催しなけ
れば印刷業界の活動が止まってしまうとの
判断から開催が決まった。世の中はものす
ごいスピードで変革している。展示会でこ
の変革に対応するためのヒントを見つけて
いただきたい」と期待を寄せた。
　次いで、鳥原久資愛知県印刷産業団体連
絡会会長・愛知県印刷工業組合理事長が、

「今回の開催は大きな決断だったと思う。
これはなかなかできるものではないが、こ
うして盛大に開催できたことに、光文堂の
パワーを改めて理解した。この 2 日間が
印刷業界飛躍の契機になるように、光文堂
ともども我々も頑張っていきたい」と述べ
た。
　続いて、光文堂讃岐社長、愛知県印刷協
同組合細井理事長、愛知県印刷工業組合鳥
原久資理事長、岐阜県印刷工業組合大洞正
和理事長、三重県印刷工業組合水谷勝也理
事長、光文堂共伸会伊藤嘉康会長のテープ
カットで機材展がオープンした。
　コロナ禍の中、会場を訪れた参観者は、
プリプレス、プレス、ポストプレスに至る
最先端情報の収集に奔走した。また、コラ
ボレーション展においても、出展各社自慢
のアイデア商品のサンプル収集に余念がな
かった。会期中「新春機材展併設セミナー」
も開催され、丸正印刷㈱与那嶺正俊会長、
㈱共立アイコム小林武治社長が講演した。
　（写真は、テープカットに臨む左より、
水谷理事長、鳥原理事長、讃岐社長、細井
理事長、大洞理事長、伊藤共進会会長）

　□新型コロナウイルス感染症関連の補助
金や助成金に関する情報が多く報じられて
いますが、時間的経過や応募多数で終了し
ているものもありますので、必ず確認され
ることをお進めします。

　一般社団法人日本印刷産業機械工業会
（森澤彰彦会長）とプリプレス＆デジタル
プリンティング機材協議会（辻重紀会長）
は、2022 年 11 月 24 日（木）〜 28 日

（月）までの５日間、東京ビッグサイトで、
「IGAS2022（国際総合印刷テクノロジー
＆ソリューション展）」を開催する。
　IGAS2022 は、前回の IGAS2018 から
４年ぶりの開催となる。印刷会社のお客様
であるブランドオーナーの視点に立ち、印
刷及びクロスメディアにおけるテクノロジ
ーとソリューションを提案する。特に今回
はリアルとバーチャルを融合したハイブリ
ッド展示会を効果的に開催することによ
り、IGAS の魅力を国内外にアピールする。
　【開催概要】
　〇名称：IGAS2022（国際総合印刷テ
クノロジー＆ソリューション展）
　International Graphic Arts Show 
2022
　〇主催：一般社団法人日本印刷産業機械
工業会、プリプレス＆デジタルプリンティ
ング機材協議会
　〇開催期間：2022 年 11 月 24 日（木）
〜 11 月 28 日（月）
　〇開催時間：10：00 〜 17：00（初日
のみ 11：00 〜 17：00）
　〇入場料：2,000 円（事前登録は無料）
　〇会場：東京ビッグサイト東展示棟

コロナ禍での開催
光文堂新春機材展「Print Doors 2021」
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