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代表選考会が行われています。前回大会銅メダ
ルを獲得したココソラーレが最終戦を戦ってお
り、勝ち上がるのを楽しみにしています。５月
のワールドマスターズゲームズ（ＷＭＧ）は、
オリンピック・パラリンピックの翌年に行われ
る世界最大級の生涯スポーツ総合競技大会で
３０歳以上であればだれでも参加可能です。ア
ジア初の大会となる今回は、10 回目を迎え大
阪を中心に関西地区で 35 競技 59 種目が繰り
広げられます。陸上競技や水泳、サッカーなど
のメジャーなものはもちろん、綱引き、オリエ
ンテーリング、ダンスなど幅広いのが特徴です。
ご興味のある方は、参加されてみてはいかがで
しょうか？ 11 月のサッカーワールドカップ・
カタール大会は、来年一のスポーツイベントで
しょう。初の中東・冬季開催で、歴史的な大会
となります。現在、アジア最終予選を戦う日本
は出場できるでしょうか。
労務・新人教育委員会では、現在来年度の新
入社員研修会のカリキュラム作成を行っており
ます。委員会メンバーによる新講座も予定して
おります。11 月 10 日には、研修会に活用可
能な助成金説明会を開催いたします。ぜひご参
加ください。今後とも当委員会の活動にご理解
とご協力のほどよろしくお願いいたします。

こんにちは、労務・新人教育委員会　西森で
す。
この夏、コロナ禍のため延期となっていた東
京オリンピック・パラリンピックが無観客とい
う異例の形で開催されました。そんな中、出場
した日本人選手たちは、記憶に残る名勝負を繰
り広げ、人々に感動を与えてくれました。逆境
をはねのけ実力を発揮できるメンタルの強さを
感じました。
「スポーツの秋」ですね。「スポーツの秋」と
いわれるようになったのは、1964 年 10 月 10
日に開会式が行われた東京オリンピックにちな
んで、1966 年から「体育の日（現　スポーツ
の日）」を国民の祝日に制定したことがきっか
けです。国民がスポーツに親しみ、健康な心身
を培うことを目的に、運動会や競技大会など多
くのスポーツイベントが行われるようになりま
した。現在、コロナ禍による中止延期を余儀な
くされたイベントが数多くあり残念です。一刻
も早く収束することを願うばかりです。
来年行われるスポーツイベントも見逃せませ
ん。2月の冬季オリンピック北京大会は、平昌
（韓国）に引き続きアジアで開催され、夏季・
冬季を同一都市で行う初めての大会として注目
されています。現在、国内のカーリング女子の
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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。

巻頭言「スポーツの秋」
労務・新人教育委員会　西 森  重 文
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グランプリ1点、優秀賞6点、特別賞12点、協賛会社賞36点

□第12回ポスターグランプリ審査委員会

第一次審査から熱のこもった審査が行なわれる審査風景

グランプリ・優秀賞・特別賞決まる

グランプリ（最優秀賞）に保田勇晴さん

□グランプリ（最優秀賞）中部経済産業局長賞
　保田勇晴
　コンセプト「夫婦の縁をコンセプトに、靴を使い表現
した。右側に大きめの靴、左側に少し小さめの靴を置く
ことで男女を表現し、赤いひもで結ぶことで夫婦を表現
した。靴と紐で二人三脚を表し、夫婦の仲を表現した」。

審査委員会の席上鳥原委員長は、「ポスターグランプリも今
年で12回目を数えることになった。スタートは愛知県だけ
で始めたが、今では中部5県まで広がった。毎回、高校、大学・
専門学校、社会人から沢山の応募がある。今回も昨年に引き
続き400名ほどの皆さんから作品が寄せられた。特に大学・
専門学校の皆さんからの作品が非常に多かった。今年も面白
い作品が沢山見受けられるので、厳選な審査で作品を選びた
い」とコメントをした。次いで、河原善髙専務理事が応募数と
授与賞、審査方法を説明し審査に入った。

なお、今回応募の詳細は、一般の部が75点、大学・専門学校
の部216点、高校生の部が97点、合計388点となった。

グランプリ（最優秀賞）・優秀賞・特別賞の受賞者は次ページ
に掲載。

愛知・岐阜・三重・石川・富山の各県印刷工業組合と愛知県
印刷協同組合が主催する第12回ポスターグランプリの審査
委員会（鳥原久資委員長）が、9月14日午後2時より名古屋・高
岳のメディアージュ愛知（愛知県印刷会館）3階会議室で開催
され、グランプリ（最優秀賞）1点、優秀賞は高校生の部、大学
生・専門学校生の部、一般の部各2点、特別賞13点、協賛会社
賞36点と入選作品が決まった。今回のポスターグランプリ
には388点の応募があった。

　「縁」をテーマに
　　　　　388点の応募から厳選
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審査中のスナップ写真

グランプリの作品と共に審査にあたった審査委員の皆さん

※会場への交通機関
　・車：名古屋高速都心環状線「東新町」出口から3分　
　・地下鉄：東山線・名城線「栄」下車、徒歩3分（オアシス21
から地下連絡通路または2F連絡橋経由）

【入賞・入選作品展】
□日時：令和3年11月２日（火）〜7日（日）10時〜18
時（金曜日は20時まで、最終日は16時まで）
□会場：愛知県美術館8階ギャラリー　展示室E・F
　名古屋市東区東桜 1-13-2　TEL052-971-5511
【入賞者表彰式】
□日時：令和3年11月3日（水・祝）10時30分開会
□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　TEL052-971-5511

【グランプリ・優秀賞・特別賞】

■グランプリ（最優秀賞）・中部経済産業局長賞
〇保田勇晴（大同大学）
■優秀賞（6賞）
〇一般の部・愛知県知事賞：田中大輝（㈱サクラ

アルカス）
〇一般の部・岐阜県知事賞：池田 優（ヨツハシ

㈱）
〇大学生・専門学校生の部・三重県知事賞：神谷

安澄（専門学校日本デザイナー芸術学院）
〇大学生・専門学校生の部・石川県知事賞：笹倉

花歩（金沢情報ITクリエイター専門学校）
〇高校生の部・富山県知事賞： 飯田結梨（富山県

立富山北部高等学校）
〇高校生の部・中日新聞社賞： 濱岸桃子（愛知県立愛知総合

工科高等学校）
■特別賞（12賞）
〇名古屋市長賞：菅 菜奈子（広告デザイン専門学校）
〇愛知県教育委員会賞：田中理彩（専門学校日本デザイナー

芸術学院）
〇岐阜県教育委員会賞：久保田 香（㈱コームラ）
〇三重県教育委員会賞：七﨑咲蘭（三重県立飯野高等学校）
〇名古屋市教育委員会賞：前田香波（専門学校日本デザイ

ナー芸術学院）
〇中部デザイン団体協議会会長賞：岡田梨亜（専門学校日本

デザイナー芸術学院）
〇（一般社団法人）中部広告制作協会賞：渡邉莉名（専門学校

日本デザイナー芸術学院）
〇全日本印刷工業組合連合会会長賞：簗瀬由莉乃（新日本印

刷㈱）
〇愛知県印刷工業組合理事長賞：鮫島奈々実（専門学校日本

デザイナー芸術学院）
〇岐阜県印刷工業組合理事長賞：平塚久美子（トーヨー印刷

㈱）
〇三重県印刷工業組合理事長賞：大西遥陽（三重県立松阪工

業高等学校）

〇石川県印刷工業組合理事長賞：平井美佳（金沢学院大学）
〇富山県印刷工業組合理事長賞：佐藤彩乃（朝日印刷㈱）

（敬称略）
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［都道府県名］ ［最低賃金額］ ［引き上げ額］
　○北海道 889（861） 28
　○青　森 822（793） 29
　○秋　田 822（792） 30
　○山　形 822（793） 29
　○栃　木 879（851） 28
　○群　馬 865（837） 28
　○埼　玉 956（928） 28
　○千　葉 953（925） 28
　○東京都 1041（1013） 28
　○神奈川 1040（1012） 28
　○富　山 877（849） 28
　○石　川 861（833） 28
　○福　井 858（830） 28
　○岐　阜 880（852） 28
　○愛　知 955（927） 28
　○三　重 902（874） 28
　○静　岡 913（885） 28
　○京　都 937（909） 28
　○大　阪 992（964） 28
　○兵　庫 928（900） 28
　○鳥　取 821（792） 29
　○島　根 824（792） 32
　○広　島 899（871） 28
　○香　川 848（820） 28
　○高　知 820（792） 28
　○福　岡 870（842） 28
　○佐　賀 821（792） 29
　○大　分 822（792） 30
　○鹿児島 821（793） 28
　○沖　縄 820（792） 28

厚生労働省は、令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取
りまとめ公表した。最低賃金のポイントを示した。

○47都道府県で28円〜 30円、32円の引き上げ（引き上げ
額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1
県）。

○改定額の全国加重平均額は930円（昨年度は902円）。
○全国加重平均額28円の引き上げは、昭和53年に目安制

度が始まって以降で最高額。
○最高額（1,041円）に対する最低額（820円）の比率は

78.8％（昨年度は78.2％）。この比率は7年連続の改善。
○最低賃金の最高額は、東京都の1,041円（昨年は1,013

円）、次いで、神奈川県の1,040円（同1,012円）。一方、最低額
は高知県、沖縄県の820円（同792円）になる。

＜参考＞
最低賃金は都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA・

B・C・Dの4ランクに分けて、引き上げ額の目安が提示され
る。現在、Aランクで6都道府県、Bランクで11府県、Cランク
で14道県、Dランクで16県となっている。各都道府県に適応
される目安のランクは以下の通り。

Aランク：埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
Bランク：茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、

京都、兵庫、広島
Cランク：北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈

良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
Dランク：青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、愛媛、高知、

佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

令和3年10月1日から改定される愛知県の最低賃金時間額
は955円（改定前927円）、28円のアップ。この額は、県内の
事業場で働く全ての労働者に適用される。最低賃金の引き上
げに関しての留意事項を示している。

＜留意事項＞
（１）最低賃金（愛知県最低賃金、特定最低賃金）は、事業場

で働く常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイ
トなど、就労形態は問わない。また、労働者であれば年金受給
者であっても適用され、事業主はこれら使用する労働者に対
して最低賃金以上の賃金を支払わなければならない。なお、
派遣労働者については、派遣先の都道府県における最低賃金
が適用される。

【問い合わせ先】
愛知労働局：〒460-8507名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館、労働基準部賃金課（TEL052-972-
0257）または、最寄りの労働基準監督署まで。

■都道府県「地域別最低賃金」決まる

愛知県の最低賃金955円（28円アップ）
最高は東京1,041円、次いで、神奈川1,040円、大阪992円、
埼玉956円、千葉953円など

※（　）内は改定前の地域別最低賃金額

都道府県の最低賃金額（抜粋）      　　　　　　　単位：円

愛知県の最低賃金 955円
愛知県内の事業場で働く全ての労働者に適用
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□最低賃金制度の概要

【最低賃金制度】
最低賃金制度とは、「使用者が労働者に支払わなければ

ならない賃金の最低額を定めた制度」になる。
【最低賃金の種類】
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2

種類がある。地域別最低賃金と特定最低賃金が同時に適
用される場合は、使用者は高いほうの賃金額以上の賃金
を支払わなければならない。
【最低賃金の適用される労働者の範囲】
地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、都道府

県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用
される。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の労
働者とその使用者に対し適用される。
【派遣労働者】
派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用される。

【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的

な賃金になる。実際に支払われる賃金から一部の賃金
（割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など）を除い
たものが対象となる。
【最低賃金以上かどうかを確認する方法】
最低賃金以上となっているかどうかは、賃金額を時間

当たりの金額に換算し最低賃金（時間額）と比較する。

（２）賃金が時間給以外（月給・日給）で定められている場合
は、賃金を時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金時間
額と比較する。
（３）最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入でき

ない。①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、②1か月を超
える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）、③時間外労働・
休日労働に対する賃金、④深夜労働に対する割増賃金、⑤精
皆勤手当、通勤手当及び家族手当。
（４）精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断

続的に労働に従事する者には、愛知県労働局長の許可を条件
とする最低賃金の減額特例制度がある。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法は、確認したい賃
金を時間額にして、最低賃金額（時間額）と比較する。
【確認方法】
①時間給の場合／時間額≧最低賃金額（時間額）
②日給の場合／日給÷1日の平均所定労働時間＝時間額≧

最低賃金額（時間額）
③月給の場合／月給÷1か月の平均所定労働時間＝時間額

≧最低賃金額（時間額）
④上記①、②、③が組み合わさっている場合／例えば、基

本給が日給で各手当（職務手当など）が月給の場合＝❶基本
給（日給）⇒②の計算で時間額を出す、❷各手当（月給）⇒③の
計算で時間額を出す、❸上記❶と❷を合計した額≧最低賃金

（時間額）
【事例1】○○県で働くAさんの場合（月給のみ）
Aさんの給与＝基本給（月給）135,000円＋職務手当（月給）

25,000円＋通勤手当（月級）8,000円＝合計168,000円。
Aさんの1か月の平均所定労働時間160時間。○○県の最

低賃金額850円。
①Aさんに支払われた賃金のうち通勤手当は算入しないた

め、168,000円－8,000円＝160,000円。
②この金額を時間額に換算し最低賃金額と比較すると、　

160,000円÷1か月の平均所定労働時間（160時間）＝1,000
円＞955円となり、最低賃金以上となっている。
【事例2】△△県で働くBさんの場合（日給と月給の組み合わ

せ）
Bさんの給与＝基本給（日給）100,000円（5,000円×20

日）、職務手当（月給）24,000円、通勤手当（月給）8,000円＝
合計132,000円。

Bさんの1日の所定労働時間8時間、1か月の平均所定労働
時間160時間。○○県の最低賃金額850円。

①基本給（日額）を時間額に換算すると、5,000円÷1日の
所定労働時間（8時間）＝625円。

②Bさんに支払われた賃金のうち、通勤手当は算入しない
ため、職務手当（月給）を時間額に換算すると、24,000円÷1
か月の平均所定労働時間（160時間）＝150円。

③上記の①と②を合計すると、625円＋150円＝775円＜
850円で、最低賃金額を下回っている。

※事業場内の最低賃金の引き上げを支援する「業務改善助
成金」（愛知県版）については次ページに詳報。

最低賃金の確認方法
確認したい賃金と最低賃金額の比較
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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

この特例措置は、コロナ禍で特に影響を受けている事業主
（前年または全々年比較で売上げなど▲30％減）に加え、事業
場内最低賃金900円未満の事業場も対象になる。

①対象人数の拡大・助成上限額の引き上げ＝現行の賃金
引上げ対象人数を最大「7人以上」を、最大「10人以上」のメ
ニューを増設し、助成上限額を450万円〜 600万円へ拡大。

②設備投資範囲の拡充＝現行、自動車（特種用途自動車を
除く）やパソコンなどの購入は対象外であったが、コロナ禍
の影響を受ける中にあっても、賃金引き上げ額を30円以上と
する場合には、生産性向上に資する自動車やパソコンなどを
補助対象に拡充している。○乗車定員11人以上の自動車及
び貨物自動車、○パソコン・スマホ・タブレットなどの端末及
び周辺機器（新規導入）。
【全事業主を対象とする特例】
①45円コースの新設=現行で最も活用されている30円と

60円の中間に45円コースを新設。
②同一年度内の複数回申請=現行では、同一年度内の複数

回受給は認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上
げを実施した事業場であっても、10月に最低賃金の引き上げ
が行なわれ、再度賃上げを行なうケースが想定されるため、
年度内の複数回申請を可能としている。
【コース内容／申請期限】
業務改善助成金のコース内容は表参照。
助成対象事業場は、次の要件を満たす必要がある。①事業

場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内（※2）、②
事業場規模100人以下。助成率は3 ／ 4。生産性要件を満た
した場合4 ／ 5。

○申請期限：令和4年1月31日
（※1）10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当す

る事業場が対象となる。売上高や生産量などの事業活動を示
す指標の直近3か月間の平均値が前年または前々月の同じ月
に比べ、30％以上減少している事業者。
（※2）愛知県の最低賃金は10月1日から955円になるの

で、時間額985円以下の労働者が対象となる。
（※3）「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1

人当たりの付加価値をいう。
○問い合わせ先：業務改善助成金コールセンター【受付時

間】平日8：30 〜 17：15　TEL03-6388-6155
○申請先：愛知労働局雇用環境・均等部企画課（助成金担当）

TEL052-857-0313

令和3年度「業務改善助成金」（愛知県版）は、生産性を向上
させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き
上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金になる。
内容は、事業場内最低賃金を一定額引き上げ、設備投資（機械
設備、コンサルティングなどの導入、人材育成・教育訓練）な
どを行なった場合、その費用の一部が助成される。今回、新型
コロナの影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事
業者に対して、8月1日から対象人数の拡大や助成上限額の引
き上げが行なわれている。また、助成対象となる設備投資の
範囲の拡大、45円コースの新設、同一年度内の複数回申請を
可能にし、使い勝手の向上を図っている。
【特に業況の厳しい事業主への特例】

「業務改善助成金」コースの内容

■「業務改善助成金」（愛知県版）

45円コース新設／対象人数10人以上を増設／
助成上限額引き上げ／設備投資範囲の拡充
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新型コロナウイルス感染症対策の切り札であるワクチン接種が進む中、まだまだ感染拡
大が収まらない。緊急事態宣言やまん延防止重点措置が継続されており、今一度“感染防止
対策の徹底”を見直してみたい。

首相官邸・厚生労働省においても、新型コロナウイルス感染予防対策のさらなる周知
徹底を図るため、「一人一人ができる新型コロナウイルス感染症対策は？」と題し、パンフ
レットやチラシ、リーフレットなどを制作し啓蒙に努めている。

ここに紹介したパンフレット、チラシは、今回新たに制作されたもので、会社・学校など
人の集まる場所での掲示や周知など、用途に限らず自由にダウンロード・印刷して使用す
ることができる（加工・改変は不可）ので、是非、活用をお奨めしたい。

※自社の事務所や工場などへの掲示や友人、得意先への配布などにも利用できる。
※データなど詳細は「新型コロナウイルス感染症等関連情報」で検索できる。
※英語、中国語、ポルトガル語なども用意されている。

ポスターの種類：A4ポスター縦型／ A4ポスター横型／サイネージ用縦型／
サイネージ用横型／ SNS用正方形。

上記以外に「妊娠中の皆様へ」も
制作されている。

□チラシ

出展：首相官邸ホームページ

□ポスター

■新型コロナ対策関連情報

自由に使用できるポスターやチラシで、今一度感染対策を！
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■事業の再構築に挑戦＜第2回公募結果＞

「事業再構築補助金」9,336件採択
採択内容（通常枠5,388件、卒業枠24件、特別枠3,924件）採択率44.9％

事業再構築補助金採択企業

●㈱石王丸紙業（富山県）
事業計画名：「『送る』から『贈る』に革新する高度なダンボー

ルの新分野展開」
感染症の影響を受け、新分野展開に向け段ボール加工の高

精度化が課題。UVインクジェットプリンタ、デジタルカッ
ティングマシンの導入により課題解決を行い「送る」から「贈
る」段ボールへ展開を図りV時回復を図る。

●㈱旭グラビア製版センター（石川県）
事業計画名：「多様なニーズに応えるグラビア印刷事業計

画」
北陸で唯一のグラビア製版会社である自社の強みを生かし

て、新規事業としてグラビア印刷事業に挑戦。ポリエチレン
袋に対する得意先の多様なニーズに対して、製版・印刷・製袋
を一気通貫で対応できる体制を構築する。

●能登印刷㈱（石川県）
事業計画名：「芸術体験の直接鑑賞の代替手段となるプラッ

トフォームサービス提供計画」
新型コロナウイルスの影響により既存事業が打撃を受けて

いる。各方面でDX化が加速している中、美術館や博物館等は
DX化の波に乗り切れていない。これを機会と捉え、本事業に
よりオンライン上で鑑賞体験ができるプラットフォームを構
築し業態転換を図ることで、売上のV字回復を図り、地域経
済の活性化へ寄与する。

●中部カラー工業㈱（岐阜県）
事業計画名：「塗装業から印刷業への挑戦、オーダーメイド

経済産業省は、令和2年度第3次補正予算「事業再構築補助
金」の第2回公募結果を公表した。この補助金は、ポストコ
ロナ、ウイズコロナ時代の経済変化に対応するため、企業の
思い切った事業再構築を支援しようと設けられた支援策に
なる。第2回公募の採択結果は、応募件数20,800件、このう
ち申請要件を満たしたものは18,333件、このうち採択され
たのは9,336件（採択率44.9％）となった。今回は、第1回の
応募に比べ件数では1,400件ほど少なかったが、採択数では
1,300件ほど多くなっている。ちなみに、愛知県からの応募
総件数は1,496件、採択件数は709件となる。
印刷、加工関連からこの地方で採択された企業の案件を
ピックアップし紹介する。

事業再構築に取り組む事業者の業種別割合
採択件数ベース
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デザイン基材提供事業」
コロナウイルスの影響で予定されていた建設事業が延期や

中止となり受注が減少した。その対応として既存事業の塗装
業から印刷業に進出し、市場ニーズに対応した新たな製品を
提供し既存事業とのシナジーを活かした事業展開に挑む。

●㈲スズ徳紙器（愛知県）特別枠
事業計画名：「紙器製造業から商品充填事業へ新展開し、主
要取引先のニーズに対応」

当社は、これまで包装用の箱組作業に特化してきた。しか
し、コロナウイルスの影響で主要商品の需要が大きく低迷
し、今後の見通しも厳しい状況である。この変化に対応する
ために、包装材の中に商品や緩衝材等を入れる充填事業へ展
開して、事業のV字回復を達成する。

●丸繁紙工㈱（愛知県）
事業計画名：「既存資産（遊休資産・人材・ノウハウ）と新規設
備との融合による新分野への挑戦」

当社は、ニッチな市場を独占し堅実な経営を続けてきた
が、新型コロナの影響を大きく受けている。本事業により、

「紙事業」に関して有する資産（遊休資産・人材・ノウハウ）を活
かし、新設備を融合させ、需要が見込まれる新分野（抗ウィル
ス段ボール市場）へ進出する。

●長苗印刷㈱（愛知県）
事業計画名：「植物主成分のバイオマスプラスチック使用に
よるハイブリッドパッケージ製品（紙＋フィルム）の製造」

2030年の温暖化ガス46％削減目標に向けて、紙＋植物成
分バイオマスシュリンクフィルムを使用したハイブリッド
パッケージを製造し、大手メーカーに環境改善のための新し
いパッケージを提案する事業再構築計画。

●㈱オリエント総業（愛知県）
事業計画名：「AMR（協働型自律走行ロボット）応用による
軟包装グラビア印刷工程の自動化推進事業」

軟包装グラビア印刷等のフィルム加工工程において、グラ
ビアシリンダ（印刷版）やフィルム原反等の運搬や段取り作業
は、現状、ほとんど人の手で行なわれており大きな作業負担
となっている。本事業では、人と同じ作業エリアで走行可能
なAMR（協働型自律走行ロボット）を応用し、グラビア印刷工

程等の段取り作業のオートメーション化を推進させるハー
ド・ソフト、および個別のシステム設計や運用支援をパッ
ケージ化して製品化を図る。

●ニチモウ印刷㈱（愛知県）
事業計画名：「脱プラ顧客需要の受け皿、国内初の立体紙

シートプレス事業」
従来の紙製容器は形状制限やコストの問題があった。当事

業の新しい紙シートプレス機はプラ並みのコストと品質問題
をクリアし、脱プラの規制を追い風に、同社が製造・販売事業
を展開していく事を策定している。

●㈱全進堂（愛知県）
事業計画名：「当社の印刷技術を活かしたオリジナルアイテ

ム・グッズの製造・販売」
オリジナル商品のEC市場が伸長している。「写真やオリジ

ナルのデザインを印刷したマグカップ、Tシャツ、屋外用広
告、壁紙」の製造販売に新分野展開を図り、受注拡大を目指
す。

●知多印刷㈱（愛知県）
事業計画名：「オリジナル地域物産小売りとECサイト・アン

テナショップの運営」
課題は商品開発と情報発信・運営である。解決策は、地域に

根付いたネットワーク連携と自社の経営資源、そして、ノウ
ハウを活かし地域創生を目的とした事業を実施することで、
地域活性化に貢献するとともに売上・利益の増加が見込む。

●水九印刷㈱（三重県）特別枠
事業計画名：「世界中のファンの力を活用した、同人誌（自

費出版マンガ）の二次創作プラットフォーム運営」
アマチュア漫画家の自費出版マンガ（同人誌）の、翻訳と音

読による作品制作の権利をファンに提供することで、世界中
のオタクが、同人誌を元に自身のオーディオブックを作った
り、動画のネタにするなど、自由に使っても良いサイトを運
営する。

※事業再構築補助金第2回公募における採択案件
一覧は経済産業省「事業再構築補助金」で検索。
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■お知らせ ①

工業統計調査確報版の結果報告
印刷業出荷額4兆4,738億円（前年比0.5％増）

■お知らせ ②

第35期ワンスター認定募集中
締め切り日は10月29日／認定登録は12月

付加価値額1兆8,454億円（前年比0.8％増）
本誌7月号において「工業統計速報（従業者4人以上の事業

所）」を報告しました。その後、工業統計確報版が公表されま
したのでその結果をお知らせします。工業統計調査結果は、
速報⇒概要版⇒確報の順で公表され、全てが公表されている
場合は確報が確定値となります。

令和2年工業統計（産業別統計表・令和元年実績）確報版に
おける結果は、令和元年の数値であり、コロナウイルス感染
拡大前の数値になります。この確報版から印刷業を見てみま
すと、出荷額、付加価値額などが増加となりました。具体的に
は、事業所数は16,781事業所で前年比－2.7％、従業者数は
229,441人で－1.5％とそれぞれ減少しましたが、一方、出
荷額は4兆4,738億円となり0.5％、付加価値額は1兆8,454
億円の0.8％と、それぞれ微増ですが増加しました。また、1
人平均給与額も408万円と0.3％増となっています。

ここ数年来の印刷業の傾向は、事業所数、従業者数、出荷
額、付加価値額など、どの分野も減少が続いていたましたが、
ここにきて、出荷額、付加価値額、1人平均給与額などが微増
ながら増加に転じたことになります。
【参考】
○製版業：事業所数972社、従業者数17,769人、出荷額

2,889億円、付加価値額1,511億円。
○製本業：事業所数1,313社、従業者数12,685人、出荷額

1,084億円、付加価値額629億円。
○印刷物加工業：事業所数1,388社、従業者数10,036人、

出荷額935億円、付加価値額497億円。
○印刷関連サービス業：事業所数188社、従業者数3,592

人、出荷額333億円、付加価値額198億円。
※情報は、「工業統計」で検索。2020年確報「地域別統計

表」、「品目別統計表」、「産業別統計表」、「産業別統計表（概要
版）」など、それぞれの確報値を知ることができます。

全印工連CSR認定「第35期ワンスター認定」が募集されて
いる。詳細は以下のごとく。
【募集期間】2021年8月2日(月) 〜 10月29日(金)。認定登

録は2021年12月の予定。
【申請書類】全印工連CSR認定応募申込書に必要事項を記入

し、全印工連あてにFAXで申し込む。応募申込書の到着後、申
請書類が送られてくるので、次の①〜⑤の申請書類を提出す
る。①CSR取り組み項目チェックリスト、②法令遵守宣誓書

（所定様式）、③納税証明書（税務署が交付した証明書）、④過
去3年の行政処分がないことの宣誓書（所定様式）、⑤添付書
類（CSR取り組み項目チェックリストで選択した項目を証明
する書類）。
【認定の概要】申請書類①〜⑤の提出後は、審査機関の

CSR&サステナビリティセンターにおいて書類審査を行な
い、外部の有識者で構成する全印工連CSR認定委員会におい
て審査結果をもとに認定が行なわれる。認定取得後は2年ご
とに更新審査を行ない、上位認定であるツースター認定の取
得もできる。さらに、ツースター認定取得後は最上位認定で
あるスリースター認定の取得も可能。

認定企業は、全印工連CSR認定マークを名刺、会社案内、
ホームページなどに表示して、積極的にCSRに取り組んでい
る企業であることを社会にアピールできる。
【認定費用（税込み）】
1 〜 9人55,000円、10 〜 19人60,500円、20 〜 29人

66,000円、30 〜 39人77,000円、40 〜 49人88,000円、
50 〜 99人99,000円、100人以上（略）。
【詳細については】
ホームページ　全印工連CSR　検索
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■お知らせ ③

「医療・がん・介護共済」（団体総合生活保険）

介護補償が導入され、より充実した制度に
全印工連が行なっています共済事業は、多数の組合員が加

入することにより、団体契約としてのスケールメリットが生
まれ、一般の保険と比べ割安となっています。現在、生命共
済、災害補償共済、総合設備共済、医療・がん・介護共済があ
り、割安な掛け金で、組合員企業の福利厚生や経営安定に役
立つ保証制度が提供されています。

今回お知らせするのは、「医療・がん・介護共済」制度ですが、
2021年7月より介護補償が導入され、より安心が提供される
ようになりました。

医療・がん・介護共済は、高齢化社会の到来などによる医療
費の自己負担割合増大に対応するため、生命共済制度を補完
する目的で発足した制度になります。団体割引の適用による
割安な掛け金で大きな安心を提供するため“入院から退院ま
できめ細かく補償”をコンセプトに、例えば、「①病気・ケガに
より入院した場合の入院保険金、②手術を受けた場合の手術
保険金、③放射線治療を受けた場合の保険金、④先進医療を
受けた場合の保険金、⑤急性心筋梗塞・脳卒中・がんなどで入
院した場合の一時金」などの基本補償があります。

さらに、加入プランによっては葬祭費用保険金や退院後通
院保険金などの補償や加入者向けのサービスも用意されてい
ます。そして今回、介護補償も選択できるようになりました。
【ポイント】
○病気・ケガ共に1日目の入院から補償。
○介護が必要になったときの初期費用の補償。
○団体割引が適用された割安な掛け金。
○加入時の医師の診察は不要（告知のみ）。
○組合員企業の役員・従業員は無論のこと、その配偶者・子

供・両親及び同居の親族まで加入ができる。
愛印工組では「公的な健康保険制度を補完するための選択

肢の一つとしてご検討ください」と、加入を勧めている。
※詳しいパンフレット（生命共済、設備共済、災害共済な

ど）は、毎月お送りしています会報「あいちの印刷」に同封し
ておりますが、ご請求いただければ再度お送りします。

愛知県印刷工業組合・名古屋而立会 共済セミナー
ZOOM配信セミナー
元Amazon世界最年少事業責任者が語る成功の法則

「事業イノベーション」
特別講師：大越孝之氏（TAAS㈱代表取締役CEO）

愛印工組と名古屋而立会の共催によるZOOM配信セ
ミナーが開催される。参加定員は300名（参加希望者多
数の場合は先着順となり、また、1社あたりの参加人数を
調整する場合もあり）。

○開催日：11月18日（木）
○時間：18：30 〜 20：25（18：00より受付）
○参加費：愛印工組組合員は無料
○参加申し込み締め切り日：10月22日（金）
○詳細：http://www.jiryu.jp なごやじりゅうかい 
検索
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ロナ禍ではありましたが東海三県はもとよ
り、北海道から沖縄まで全国各地から来場
いただいた」と振り返る。その上で今回の
展示会について、「Print Doors2022では、
最新の印刷・製版・製本・加工関連の機材
を展示し、印刷業界の抱える各種課題を解
決するソリューションを多数提案させてい
ただく。印刷関連業界の多くの方々に参観
していただき、今後の経営基盤確立の参考
に、さらには、将来に向けての設備計画の
方向付けの場にしていただければ幸いであ
る」と、全国各地からの見学を呼び掛けて
いる。
　毎回好評で、機材展に併せ同時開催され
る印刷ビジネス交流コーナー「コラボレー
ション展」にも大きな期待が寄せられてい
る。
　【開催概要】
　○会期：2022 年 1 月 26 日（水）、27
日（木）。
　○会場：ポートメッセなごや（名古屋市
国際展示場）3 号館。
　○出品機種：プリプレス・プレス・ポス
トプレス及び関連各種機材・資材関連。情
報処理機器、包装・運搬機器及び関連機資
材など。
　○予定小間数：400 小間。
　○来場者予定数：8,000 名。
　○現在、出展者を募集中。申し込み締め
切りは 10 月 31 日（日）。
　【問い合わせ先】
　光文堂新春機材展事務局 TEL052-331-
4113。

　日本印刷技術協会（JAGAT）から、経
営計画や設備投資、マーケティングに携わ
る経営者、管理職、スタッフ向けに、最新
データによる分析結果を纏めた「印刷産業
経営動向調査 2021」を刊行した。
　【本書の内容】
　第 1 章：経営動向を読み解く
　①業績分析、②戦略分析、③投資分析、
④新技術・サービス分析、⑤需要分析
　第 2 章：参考資料
　①経営動向指標、②月次動向、③セグメ
ント別経営指標、④経営戦略
　【本書の概要】
　書名：印刷産業経営動向調査 2021
　発行日：2021 年 10 月 1 日
　監修執筆：藤井建人、花房賢
　発行：日本印刷技術協会
　 定 価：15,400 円 ( 税 込 み )、JAGAT
会員特別定価 7,700 円 ( 税込み )

　新春恒例となった㈱光文堂主催の第
58 回 光 文 堂 新 春 機 材 展「Print Doors 
2022」は、令和 4 年 1 月 26 日、27 日
の両日、名古屋市港区金城ふ頭にあるポー
トメッセなごや（名古屋市国際展示場）3
号館を会場に、印刷・情報産業の現在と未
来を知る 2 日間と銘打ち開催される。
　総合印刷機材展として毎年 1 月に開催
されている同展は、今回で 58 回目を迎え
る。前回は新型コロナウイルス感染症の緊
急事態宣言発令に伴い、3 月に延期すると
いうアクシデントに見舞われたが、連日、
多くの来場者で賑わいを見せた。
　最新の印刷・製版・製本・加工関連の機
資材が一堂に展示され、印刷業界が抱える
課題解決に大きな役割を担う新春機材展。
印刷機材販売商社では日本最大規模の展示
会になるだけに、期待の大きさが伺える。
　光文堂では、「Print Doors は、前回の
開催時には 6,065 名の来場者があり、コ

■光文堂

第58回光文堂新春機材展

PrintDoors2022
ポートメッセなごや3号館で開催

ポートメッセなごや3号館

■今月の本棚

印刷産業経営動向調査
2021

日本印刷技術協会

　■第12回ポスターグランプリ審査委員
会が行なわれ、最優秀賞、優秀賞、特別賞
などが決まりましたので速報しました。詳
しくは 12 月号で報告します。

編 集 だ よ り
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