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ます。
まさに、これまでの環境が一変し今までの常識
が変わってしまいました。
今までであれば、営業、工場問わず、いわゆる
三密状態を意識的に作り自然に情報が目に入り、
耳に入るような環境作りを心がけ生産性の向上や
ミス防止を図って参りましたが、このコロナ禍に
おいて密を作らない状況、ある意味真逆の環境を
作らなければならなくなり時差出勤、交代勤務、
フロアー分離、テレワーク等の対策を講じた結果、
生産性も悪くなりミスの可能性も増えたと実感致
しております。
営業におきましてもお客様と接する機会が減
り、営業活動に支障をきたしているのも実情です。
また、情報共有する為のMISシステムはありま
すが、今まであまり起動せず口頭で済ませ人に頼
り過ぎていた部分も浮き彫りになって参りました。
しかし、対策を講じる中で様々な要因が顕在化
され、リスクとコスト面から効率的かつ最善の方
法を見出す為に、どうしたら構築する事が出来る
かを改めて考える良い機会となりました。
まだこの様な状況は長引き、社会や企業に与え
続ける影響は懸念されウィズコロナ、ニューノー
マル時代を乗り越えていかなければなりません
が、知恵を絞り変化に対応し、より一層強い企業
への成長を目指し社員一丸となって努力して参り
たいと思います。

今年度の経営革新委員長を仰せつかりました、
箕浦靖夫でございます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
まず、今年度経営革新委員会の事業活動と致し
ましては、経営セミナー、企業見学会、特別ライ
センスプログラムの PR・契約促進、テクニカル
セミナー（夏・冬）でございます。
しかし、このコロナ禍でありますので、夏のテ
クニカルセミナーは中止になり、特別ライセンス
プログラムの PR・契約促進も当面の間、随時告
知していく予定でおります。
経営セミナーと致しましては、通常であれば会
場をお借りし集合形式で行いますが、今は集まる
事が困難な為オンラインセミナー形式に切り替え
行いました。
また、企業見学会に付きましても、受け入れ企
業先の制限もありますので、今後の状況を見なが
ら判断し進めて参りたいと思っております。
日々変わる情勢に困惑致しておりますが、少し
でも皆様に有益な情報を提供できます様、皆で「知
恵を絞り変化に対応できる」経営革新委員会を目
指して情報発信をして参りたいと思いますので、
ご理解、ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げ
ます。
更に、変化及び対策を講じる面におきましては、
各会社様も本当に苦慮されていらっしゃる事と拝
察申し上げます。勿論、弊社もその一社でござい
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巻頭言
「知恵を絞り変化に対応する」

経営革新委員長　箕浦　靖夫

C3080広告【サイズ：（H）64×（W）170mm】

媒体名：「あいちの印刷」5月号

PPG営業統括部
西日本営業統括部  営業1部

〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 三井住友海上名古屋しらかわビル11F
TEL.052-229-4624　 http://konicaminolta.jp/pr/odp

インテリジェントクオリティオプティマイザー［IQ-501］※1に
より、色管理・表裏見当調整を自動化。印刷中も高品質を
保つリアルタイム監視・補正機能や自動プロファイル作成
機能、さらにリアルタイム自動検品機能※2も備え、スキルレス
かつ最小限の工数で高品質な印刷物を安定提供できます。

高精度な検品を自動で行い、作業の省人化や品質トラ
ブルの低減を実現します。

スキルレスオペレーションを実現する
プロダクション印刷システム

Less human touch & Less human error

※1：オプション　※2：IQ-501の他に追加でオプションが必要です。
※写真はC3080にオプションを装着したものです。

リアルタイム自動検品機能搭載※2
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ポスターグランプリ入賞者決まる

□第11回ポスターグランプリ審査委員会

審査会で挨拶する
鳥原審査委員長

グランプリに谷口叶翔さん（富山県立富山北部高等高校）
グランプリ（最優秀賞）1点／優秀賞6点／
特別賞13点／協賛会社賞36点

■グランプリ（最優秀賞）中部経済産業局長賞
谷口叶翔（富山県立富山北部高等高校）
　「高いハードルのような、厳しい障壁があっても、逆
転の発想で次へ進んでいきたいという思いを込めて描い
た」。

過去最高の398作品の応募

愛知・岐阜・三重・石川・富山各県の印刷工業組合と愛知県
印刷協同組合が主催する第11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15日午後2時30分より、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。

審査委員会開催にあたり、鳥原審査委員長は、「昨年まで愛
知県印刷工業組合の理事長を務められた細井前理事長が、11
年間一所懸命種まきをされた結果が、今年の398点と過去最
高の応募数になった。これは日頃審査員をしていただいてい
る先生方のお陰でもあり、この場を借りてお礼を申し上げる。

今年はコロナ問題でいろいろ厳しい環境下であるが、コロ
ナを想定したようなテーマ『NEXT』になっている。審査にあ
たり、そうした見地でも見ていただけると有り難いと思う」
とコメントした。

次いで、河原善高専務理事が応募数の概要説明を行なった。
「今回の応募総数は398点。特に多かったのは高等学校生

で、中でも三重県が68点、富山が54点と多かった。高等学校
生の総点数は147点で昨年より50点多くなっている。逆に、
一般は69点と30点ほど少なくなった。大学生・専門学校生は



− 5− 本文は読みやすい書体「UD新丸ゴ」を使用。

第1次審査から熱がこもる審査風景 審査風景

※公共交通機関
【地下鉄】　東山・名城線「栄」駅下車、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）

182点と、ほぼ前年並みの応募者数であった。授与賞は、グラ
ンプリが1点、優秀賞は、一般の部、大学生・専門学校生の部、
高校生の部が各2点、特別賞13点、そして、協賛会社賞が36
点である」と応募数と授与賞を報告した後、審査方法の確認
が行なわれ審査に入った。

第一次、第二次、第三次審査と行なわれ、グランプリ、優秀
賞、特別賞、協賛会社賞および入選作品が決まった。

なお、審査会には、新家春二（㈱新家デザイン室代表）、山内
瞬葉（中部デザイン団体協議会会長）、鯉江康平（中部広告制
作協会代表）、柳智賢（RYU DESIGN代表）の4氏を始め、各県
工組の理事長及び担当役員らが出席した。

■入賞者表彰式／入賞・入選作品展
【入賞・入選作品展】
■日程：2020年11月3日（火・祝）〜8日（日）
■時間：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：2020年11月3日（火・祝）10時30分から
■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（最優秀賞）・中部経済産業局長賞
●谷口叶翔（富山県立富山北部高等学校）
■優秀賞（6賞）
●一般の部・愛知県知事賞：水本光久（プリ・テック㈱）
●一般の部・岐阜県知事賞：池田寛美（㈱日本デザインセン

ター）
●大学生・専門学校生の部・三重県知事賞：町田祐哉（あいち

造形デザイン専門学校）
●大学生・専門学校生の部・石川県知事賞：リク　ギョクブ

ン（名古屋造形大学大学院）
●高校生の部・富山県知事賞：鮫島万凜（愛知県立愛知総合

工科高等学校）
●高校生の部・中日新聞社賞：橋本未来（三重県立飯野高等

学校）
■特別賞（13賞）
●名古屋市長賞：纐纈伸太郎（㈱マルワ）
●愛知県教育委員会賞：中田あかり（専門学校日本デザイ

ナー芸術学院）
●岐阜県教育委員会賞：宮地　晃（トーヨー印刷㈱）
●三重県教育委員会賞：近澤陽菜乃（三重県立飯野高等学

校）
●名古屋市教育委員会賞：服部啓吾（大同大学）
●中部デザイン団体協議会会長賞：周　瑞剛（愛知県立芸術

大学大学院）
●中部広告制作協会賞：若井朋宏（㈱マルワ）
●全日本印刷工業組合連合会会長賞：石井勝大（㈱ジャパン

プランニングセンター）
●愛知県印刷工業組合理事長賞：伊藤優花（大同大学）
●岐阜県印刷工業組合理事長賞：眞境名遼七（専門学校日本

デザイナー芸術学院）
●三重県印刷工業組合理事長賞：井藤　栞（三重県立松阪工

業高等学校）
●石川県印刷工業組合理事長賞：出村菜苗（金沢学院大学）
●富山県印刷工業組合理事長賞：村井　晶（富山県立富山北

部高等学校）

【グランプリ・優秀賞・特別賞（敬称略）】
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令和 2 年度地域別最低賃金＜全国一覧＞

■各都道府県「地域別最低賃金」が改定

愛知県の最低賃金927円（1円アップ）

最低賃金は40県で1円〜3円の引き上げ

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額
を定め、使用者はその指定賃金額以上の賃金を労働者に支払
う制度になる。愛知県では、最低賃金の引き上げにあたり次
のような留意事項を示している。
（１）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・年金受給者である労働者など、
全ての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して
最低賃金額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、派遣先の都道府県の地域（特定）最低賃
金が適用されるので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労
働基準監督署に問い合わせを。
（２）賃金が時間給以外（月給・日給など）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、次の賃金は算入され

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

続的労働に従事する者には、愛知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。

厚生労働省は、令和2年度の地域別最低賃金の改定額を公
表した。最低賃金のポイントを以下に示した。

・最低賃金の引上げを行なったのは40県で、1円〜 3円の引
上げ。1円は17県、2円は14県、3円は9県。

・改定後の全国加重平均額は902円（昨年度901円）。
・最高額（1,013円）と最低額（792円）の金額差は、221円

（昨年度は223円）。
・最高額に対する最低額の比率は、78.2％（昨年度は

78.0％）。
ちなみに、この地方における最低賃金額は、愛知県が1円引

き上げ927円、岐阜県が1円引き上げ852円、三重県が1円引
き上げ874円、静岡県が現行通りで885円、石川県が1円引き
上げ833円、富山県が1円引き上げ849円となった。

愛知県の最低賃金927円
愛知県の事業場で働く全ての労働者に適用

カッコ内は令和元年度地区別最低賃金
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は65歳以上の方、雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の
人、その他、当該産業に特有の軽易な業務に従事する人には
適用されません。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合
に、最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭め
る恐れがあるため、以下の労働者については、使用者が都道
府県労働局長の認可を受けることを条件に、個別に減額の特
例が認められています。

①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、
②試の使用期間中の人、③基礎的な技術などを内容とする認
定職業訓練を受けている人のうち厚生労働省令で定める人、
④軽易な業務に従事する人、⑤断続的な労働に従事する人。

■最低賃金の対象となる賃金と確認
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

金で、実際に支払われる賃金から、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ります。

最低賃金額以上かどうかの確認方法は、賃金額を時間当た
りの金額に換算し、最低賃金（時間額）と比較します。ただし、
比較にあたり次の賃金は算入しません。

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所定労働時間を
超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金
など）、④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃
金（休日割増賃金など）、⑤午後10時から午前5時までの間の
労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金
の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）、⑥精皆勤手当、
通勤手当、家族手当など。

また、日額で定められている特定最低賃金の対象となる場
合は、日額に換算した額≧特定最低賃金（日額）となります。

■最低賃金額以上かどうかを確認する方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを

調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低
賃金額を以下の方法で比較します。

①時間給制の場合：時間給≧最低賃金額（時間額）。
②日給制の場合：日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額

（時間額）。ただし、日額が定められている特定（産業別）最低
賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額（日額）。

③月給制の場合：月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃
金額（時間額）。

④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場

■最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額

を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払
わなければならない制度になります。仮に最低賃金より低い
賃金を、労働者・使用者双方が合意の上で定めても、それは
法律によって無効とされ、最低賃金未満の賃金しか支払わな
かった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなり
ません。

■最低賃金の種類
最低賃金の種類には、地域別最低賃金及び特定（産業別）最

低賃金の2種類があります。
①地域別最低賃金は、産業や職種に係わりなく、都道府県

内の事業所で働くすべての労働者と使用者に対して適用され
る最低賃金として、都道府県ごとに定められています。

②特定（産業別）最低賃金は、特定の産業について設定され
ている最低賃金になります。これは、地域別最低賃金よりも
金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業に
ついて設定され、都道府県ごとに定められています。

仮に、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用
される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなけ
ればなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わな
い場合には、最低賃金法に罰則（50万円以下の罰金）が定めら
れており、また、特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合
には、労働基準法に（30万円以下の罰金）が定められています。

■最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種に係わりなく、都道府県内

の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されま
す。

特定（産業別）最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的
労働者とその使用者に適用されます。ただし、18歳未満また

□参考：最低賃金制度豆知識

最低賃金制度について

最低賃金額以上かどうかの
　　　　　確認方法（換算方法）



− 8−本文は読みやすい書体「UD新丸ゴ」を使用。

※参考資料：必ずチェック最低賃金（厚生労働省）

＜詳細は＞
　都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署へ。
　各都道府県労働局のHP（最低賃金関係のページ）
　https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

合：出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総
額を、当該賃金算定期間において、出来高払制その他の請負
制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金

（時間額）。
⑤上記①、②、③、④の組み合わせの場合：基本給が日給制

で各手当（職務手当など）が月給制などの場合は、それぞれ上
記②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと
最低賃金額（時間額）を比較。

■月給制で支給されるAさんの場合
○○県で働くAさんは、月給制で基本給が月120,000

円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給
されています。この他、残業や休日出勤があれば時間外
手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が
35,000円支給され、合計が190,000円となりました。
なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数250日、1日の
所定労働時間8時間、○○県の最低賃金は時間額850円
です。

Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうか
は次のように調べます。

①Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とな
らない通勤手当、時間外手当を除きます。190,000円－

（5,000円＋35,000円）＝150,000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、（150,000円×12か月）÷（250日×8時間）＝900円
＞850円となり、最低賃金額以上となっています。

■日給制と月給制の併用で支給されるBさんの場合
△△県で働くBさんは、基本給が日給制で1日4,600

円、各種手当は月給制で、職務手当が月25,000円、通勤
手当が月5,000円支給されています。M月は、20日間働
き合計が122,000円となりました。なお、Bさんの会社
は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8
時間、△△県の最低賃金は時間額800円となっています。

Bさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうか
は次のように調べます。

①Bさんに支給された手当から、最低賃金の対象と
ならない通勤手当を除きます。30,000円－5,000円＝
25,000円

②基本給（日給制）と手当（月給制）のそれぞれを時間額
に換算し合計すると、基本給の時間換算額4,600円÷8
時間／日＝575円／時間、手当の時間換算額（25,000円
×12か月）÷（250日×8時間）＝150円／時間、合計の
時間換算額575円＋150円＝725円＜800円となり、最
低賃金額を下回ることになります。

■固定給と歩合給が併用されるDさんの場合
○○県のタクシー会社で働くDさんは、あるM月の

総支給額が192,238円であり、そのうち、固定給が
119,000円（ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手
当を除く）、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外
割増賃金が26,250円、固定給に対する深夜割増賃金が
2,625円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、
歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっています。
なお、Dさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働
時間は月170時間で、M月の時間外労働は30時間、深夜
労働が15時間でした。○○県の最低賃金は850円です。

Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうか
は次のように調べます。

①固定給（最低賃金の対象とならない賃金を除いた金
額）を1箇月平均所定労働時間で除して時間当たりの金
額に換算すると、119,000円÷170時間＝700円。

②歩合給（最低賃金の対象とならない賃金を除いた金
額）を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換
算すると、42,000円÷200時間＝210円。

③固定給の時間換算額と歩合給の時間換算額を合計
し、最低賃金額と比較すると、700円＋210円＝910円
＞850円となり、最低賃金額以上となっています。

■歩合給制で支給されるCさんの場合
△△県のタクシー会社で働くCさんは、あるM月の

総支給額が143,650円であり、そのうち、歩合給が
136,000円、時間外割増賃金が5,100円、深夜割増賃金
が2,550円となっています。なお、Cさんの会社の1年間
における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の
時間外労働は30時間、深夜労働15時間。△△県の最低賃
金は時間額850円です。

Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうか
は次のように調べます。

①Cさんに支給された賃金から、最低賃金の対象と
ならない時間外割増賃金、深夜割増賃金を除きます。
143,650円－（5,100円＋2,550円）＝136,000円

②この金額を月間総労働時間数で除して、時間当たり
の金額に換算し最低賃金額と比較します。136,000円÷
200時間＝680円＜850円となり、最低賃金額を下回っ
ています。

■ケーススタディ　月給制／日給と月給の組み合わせ／歩合制／固定給と歩合制
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業務改善助成金

20１8年に130周年を迎えました。

おかげさまで１30周年

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上
を支援することで、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い
賃金）の引き上げを図るための制度になる。
【助成金の概要】
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資（機械

設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）などを行
なった場合に、その費用の一部が助成される。
【コースの内容】
表参照。ここでいう「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指す。助成金の支給申
請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決
算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えて
いる場合などに加算して支給される。

※予算の範囲内で交付されるので、申請期間内に募集を終
了する場合もある。
【助成金支給までの流れ】
交付申請書・事業実施計画などを愛知労働局企画課に提出

（審査）⇒交付決定後、提出した計画に沿って事業を実施⇒労
働局に事業実施結果を報告（審査）⇒支給
【問い合わせ先】
「愛知働き方改革推進支援センター」名古屋市千種区千種通

7-25-1サンライズ千種　TEL0120-006-802

全印工連CSR認定第31期「ワンスター認定」募集が8月3日
〜 10月30日まで行なわれている。

●応募資格：全印工連CSR認定規格が定めるCSRの取り組
みを行なう企業。

●募集期間：8月3日（月）〜 10月30日（金）
※2020年12月認定登録（予定）
●申請書類は、応募申込書到着後、全印工連より申請書類

が送られてくるので、次の①〜⑤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
がない宣誓書（所定様式）、⑤添付書類（CSR取り組みチェッ
クリストでチェックした項目を証明する書類）。

●ワンスター認定はCSR認定の標準認定であり、審査機関
の横浜市立大学CSRセンターが書類審査を実施し、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認定され
る。認定企業はCSRマークを使用することができる。

●認定費用（例）は、従業員1 〜 9名の企業では50,000円、
10 〜 19名では55,000円、20 〜 29名では60,000円（税別）
と、従業員規模により異なる。　

●詳細については、全印工連CSR認定事務局TEL03-3552-
4571まで。ホームページは「全印工連CSR」で検索。

※2020年7月現在CSR認定企業は117社。
＜愛印工組CSR認定企業＞
●スリースター認定：新日本印刷㈱、●ツースター認定：㈱

マルワ、●ワンスター認定：㈱二和印刷紙業／木野瀬印刷㈱
／半田中央印刷㈱／豊橋合同印刷㈱／㈱愛知印刷工業／㈱荒
川印刷／大信印刷㈱

最低賃金引き上げを支援

業務改善助成金【愛知県版】

申請期限：令和3年1月29日まで

□全印工連CSR 認定  
第31期
「ワンスター認定」募集中
10月30日が締め切り日
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愛印工組は、9月3日午後1時30分より、メディアージュ愛知
会議室で、金子一美SME…Support代表を講師に招き、現在、JPPS
（日本印刷個人情報保護体制認定制度）を取得している企業を対象
に、「2020JPPS中間・更新講習会」を開催した。2020年6月の改正
個人情報保護法の成立を受け、JPPSの改正点、今後の取り組みな
どが説明された。参加者は5社5名。

個人情報を取り扱っている組織を認証する制度には、プ
ライバシーマーク（Pマーク）や情報セキュリティマネジメ
ントシステム（ISMS）などがある。しかしこれらの認証取
得には、時間・費用・管理体制などから、全ての印刷企業が
取得することは難しいと考えられる。この課題を解消す
べく、2005年に東京都印刷工業組合が印刷関連業者を対
象に、対外的に評価が得られる個人情報保護基準として、

「印刷個人情報保護体制認定制度」（JPPS ／ Japan Print 
Privacy System）を立ち上げた。その後、全日本印刷工業
組合連合会（全印工連）の認定制度となり、以来、組合員を
対象に実施されてきたが、現在では非組合員も取得可能な
認証制度にしている。

■認定制度の内容
【講習会受講】認定機関が実施する認定取得講習へ全5回

出席することが申請の要件になる。ただし、講習を1回欠席
した場合でも、補講を受講すれば申請は可能となる。
【申請書類作成】講習終了後、申請書類一式を講習機関へ

提出する。
【書類審査】講習機関が書類審査、ヒアリング調査、現地

調査（一部）を実施し、また、改善内容を確認する。
【審査会】講習機関が作成する調査報告書に基づき、審査

会（東京都印刷工業組合）を開催し、認定の可否を決定する。
【認定】認定企業には全印工連名の「許諾証」、「認定番号」

まず、改正個人情報保護法では、「個人情報に対する意識の
高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境
データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応などの観点か
ら制度改正が行なわれた」とし、「大きく分け6つの改正点あ
る」と、次の事項を挙げた。

①個人の権利の在り方
②事業者の守るべき責務の在り方
③事業者による自主的な取組み内容を促す仕組みの在り方
④データ利活用に関する施策の在り方
⑤ペナルティの在り方
⑥法の域外適用・越境移転の在り方
これらの内、JPPSを取得している企業では、特に①、②、⑤

の変更が大きく影響するとし説明を加えた。
①の個人の権利の在り方では、今まで適用除外があった

が、個人の望まないデータの利用停止を企業に請求できる
「使わせない権利（利用停止の権利）の拡充」。その他にも、開
示方法のデジタル化、開示対象への第三者提供に係る記録の
追加、保有個人データの6か月制限の撤廃、オプトアウト規制
の強化などがある。

②の事業者が守るべき責務の在り方では、漏えいなどの際
の報告及び本人通知の義務化では、委託先への報告の義務

金子講師は、改正個人情報保護法の成立による変更点、個
人情報法違反による多額の損害賠償の事例、JPPS取得企業が
今後行なった方がよい点などに触れた。

を発行、「JPPSマーク」の使用を許可する。
■講習会
半年間（毎月１回／全5回出席必須）。
■認定の有効期限
認定期間は認定後2年間。認定1年後に中間講習、認定2年

後に更新講習の受講が必須で、更新時には再認定が必要。
■認定機関
全日本印刷工業組合連合会
■認定取得企業の事例

「大手化粧品会社の印刷物をJPPSで新規に受注した」、
「大手都市銀行からPマークに準じた仕組みとして、業務委
託が継続された」、「私立学校の名簿、卒業アルバム、行事に
関する写真撮影などの業務がJPPSで継続された」、「市役所
からPマークに準じた仕組みとして、業務の継続依頼を受
けている」、「区役所の清掃局からJPPSでOKを得た」、「大
手セキュリティ会社からの印刷物の受注について、JPPSで
OKをいただいた」、「JR系の出版社からJPPSでOKを得た」。

愛知県印刷工業組合では、令和３年度更新講習会を実施
します。

初年度実施には５社以上の参加が必須ですので、是非ご
検討ください。

■詳細については
全日本印刷工業組合連合会HPページ参照。
URL https://www.aj-pia.or.jp/jpps/

■愛印工組：…JPPS中間・更新講習会

個人情報保護の改正点を
チェック

ルールを理解し
　　　ルールを守る

講師を務めた金子一美氏

印刷関連事業者対象／認定には全5回の講習

日本印刷個人情報保護体制認定制度
Pマーク、ISMSに準じた制度JPPSの案内
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化、漏えいなどの報告の義務化、法令上の義務、不正な方法に
よる個人情報の利用禁止などがある。

⑤のペナルティの在り方では、罰則の法定刑が引上げられ
た。現行法では、命令違反が6か月以下の懲役または30万円
以下の罰金であったものが、改正後では、1年以下の懲役また
は100万円以下の罰金になった。一方、虚偽報告では、現行法
が30万円以下の罰金であったものが、改正後は50万円以下
の罰金になった。さらに、法人重科の新設が行なわれ、現行
法では1年以下の懲役または50万円以下の罰金であったもの
が、1億円以下の罰金を科すことができるとなった。

いずれにしても、「名簿などに限らず、営業顧客データ、社
員データなど個人情報を1件でも持っていたら個人情報保護
法の対象事業者になる。また、差別化を図るために、JPPSの
取得が行なわれているが、JPPSは自社を守るためのもので
あり、下請けからの流出も自社の責任になるので、下請けも
しっかり管理する必要がある」とした。

また、金子講師は個人情報保護に関した従業員への周知に
触れ、「理解と自覚を持つことが必要」とし、「①個人情報を保
護する規定（ルール）を守ることの重要性と利点、②個人情報
を守るための役割と責任、③個人情報を保護するための規定
に違反した際に予想される結果」を挙げ、その中で、「ルール
を理解しルールを守ることが従業員の役割と責任であり、そ
れによりお得意先からの信頼が得られる。経営者は従業員に
個人情報の重要性を理解させるとともに、個人情報のルール
を従業員がきちんと守っているか、その確認をして記録に残
すことも重要である」と指摘。また、違反した場合には、顧客
からの信用の失墜、取引・業務の停止、損害賠償請求、刑事告
訴などが発生する点なども指摘した。

さらに、最近起きた個人情報の事故、個人情報の取扱方法
と管理、漏えい洩防止のための管理体制とその確実な運用の
重要性などについて言及した。

●身近な催し物のお知らせ

開催日時 事業・行事、場所、備考

令和3年
1月13日（水）

事 業 名 令和3年新春　新年互礼会

講 師 滝澤　光正氏（全日本印刷工業組合連合会 会長）

場 所  名古屋東急ホテル

参 加 費 組合員：15,000円(新春講演会含)
一  般：20,000円(新春講演会含)

備　 考 ※新春講演会のみ、または懇親会のみの参加も可能です。

令和2年10月10日以降の事業
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労働災害による死傷者数
6,986人／死亡者数45人

■死傷災害の発生状況

□業種別の発生状況
令和元年愛知県内における死傷者数は減少に転じた。死傷

者数の多い4業種について見てみる。
◎製造業1,895人（対前年比91人4.6％減少）。最も多い事

故の型は、「はさまれ・巻き込まれ」で490人（割合は25.9％、
対前年比52人9.6％減少）。

◎建設業645人（対前年比28人4.2％減少）。最も多い事故
の型は、「墜落・転落」で209人（割合は32.4％、対前年比11人
5.0％減少）。

◎陸上貨物運送事業1,056人（対前年比32人3.1％増加）。
最も多い事故の型は、「墜落・転落」で307人（割合は29.1％、
対前年比14人4.8％増加）。

◎商業1,048人（対前年比97人8.5％減少）。最も多い事
故の型は、「転倒」で317人（割合は30.2％、対前年比53人
14.3％減少）。

□事故の型別の発生状況
全産業における事故の型別の発生状況をみると、「転倒」が

1,526人（21.8％）、「墜落・転落」が1,228人（17.6％）、「はさ
まれ・巻き込まれ」が926人（13.3％）と3つの型で52.7％を
占めている。特に、第三次産業（商業・保健衛生業・接客娯楽
業）においては、「転倒」が30.4％（623人）と全業種より8.6％
高くなっている。

□年齢別の発生状況

■労働災害発生状況の概要

労働災害による死傷者数の発生状況を見てみると、平成28
年から平成30年まで3年連続で増加していたが、令和元年は
減少に転じた。具体的には、死傷者数（休業4日以上の休業を
伴う災害、死亡災害を含む）は6,986人となり、対前年比131
人（1.8％）減少した。そのうち死亡者数は45人となり、対前
年比で1人（2.2％）減少している。また、高年齢労働者（60歳
以上）の死傷者数は1,823人（全体の26.1％）、そのうち死亡
者数は17人（全体の37.8％）となり、さらに、休業期間1か月
以上の割合は60％を超えた。死傷者数は平成22年と比較し
て500人増加しており、その死傷者数の増加が全体の死傷者
数増加の一つの要因となっている。外国人労働者の死傷者数
は28人（全体の7.6％）、特に、製造業においては17.5％と高
い割合となっている。

愛知労働局は、令和元年「愛知の労働災害発生状況」をまとめ公
表した。それによると、死傷者数は6,986人となり、前年比131人
減少した。また、死亡者数は45人となり、前年比1人減少した。し
かし、第13次労働災害防止計画の目標よりも、死傷者・死亡者い
ずれも多いことから、「引き続き労働災害防止指導を継続し、労働
災害防止に努めていく」としている。また、「働災害の防止対策の
重点業種である製造業、建設業、陸上貨物運送業、第三次産業（小
売業、社会福祉施設、飲食店）に対する労働災害防止指導を継続
し、併せて、『年齢労働者の安全と健康の確保のためのガイドライ
ン』の周知や、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施などを
推進する」との対策を挙げている。

製造業で最も多い事故の型
　　　　「はさまれ・巻き込まれ」

■愛知の労働災害発生状況（令和元年）

業種別死傷災害
発生状況
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労働災害による死傷者数
6,986人／死亡者数45人

50歳 代 が1,697人（24.3 ％）、60歳 代 以 上 が1,823人
（26.1％）で、50歳以上で半数以上（50.4％）を占めている。

□経験年数別の発生状況
1年未満が1,227人（17.6％）、1年以上5年未満が2,525人

（36.1％）、経験年数5年未満の発生率が53.7％を占めた。

■死亡災害の発生状況

令和元年の愛知県内における死亡災害の発生件数は45人
（対前年比1人2.2％減少）。4業種について見てみる。

◎製造業は9人（対前年比11人55.0％減少）。最も多い事故
の型は、「はさまれ・巻き込まれ」が7人（割合は77.8％）。

◎建設業は16人（対前年比5人45.5％増加）。最も多い事故
の型は、「墜落・転落」で6人（割合は37.5％）。

◎陸上貨物運送事業は5人（対前年と同数）。最も多い事故
の型は、「高温・低温の物との接触」で2人（割合は40.0%）。

◎商業は7人（対前年比3人75.0%増加）。最も多い事故の
型は、「交通事故」で4人（割合は57.1%）。

□事故の型別の発生状況
令和元年の死亡災害を事故の型別でみると、「はさまれ・巻

き込まれ」11人、「墜落・転落」11人、「交通事故」9人、「激突さ
れ」5人で、この4つの型で80.0%を占めている。

□年齢別の発生状況
令和元年の死亡災害を被災者の年齢別にみると、20歳未満

で1人、20歳代で1人、30歳代で5人、40歳代で14人、50歳
代で7人、60歳代で10人、70歳代で5人、80歳以上で2人発
生している。

50歳以上の中高年齢労働者で53.3%、60歳以上の高年齢
労働者で37.8%を占めている。高年齢労働者の死傷者数の割
合は全体の26.1%であるため、高年齢労働者においては、死
亡者数の割合が死傷者数の割合よりも1.7%高い。

□経験年齢別の発生状況
令和元年の死亡災害を被災者の経験年数別にみると、1年

未満が7人、1年以上5年未満が6人、5年以上10年未満が8
人、10年以上15年未満が4人、15年以上20年未満が5人、20
年以上が15人であった。経験年数5年未満が28.9%、20年以
上が33.3%を占めている。

■高年齢労働者の労働災害発生状況

高年齢労働者（60歳以上）の死傷者数は1,823人となり、全

全日本印刷工業組合連合会では、「第14回メディア・ユニ
バーサルデザインコンペティション」の作品を募集してい
る。

○募集期間：2020年9月1日（火）〜 11月30日（月）
○募集作品：高齢者・障がい者や子ども、外国人などに対

して、見やすさ・伝わりやすさに配慮したデザイン手法を
用いて制作されたもの。

○募集部門：①グラフィックテクニック（DTP）＝文字、
組版、図表、イラスト、色使いなどを工夫した作品。②商品
企画＝種別、分野は自由でMUDを活用したオリジナル作
品。③製本、加工技術＝折、製本、形態などで、使い易さを
工夫した作品。

○応募資格：【一般の部】プロ・アマを問わない、【学生の
部】大学・短期大学・専門学校・高等学校に在籍している学
生・生徒。

○応募対象作品：2019年7月以降に制作されたもの。
○応募方法：作品1点とデータ1点を、出品申込書ととも

に送る。
○出品料：【一般の部】3,000円（応募作品1点につき）、

【学生の部】無料
○授与賞【一般の部】経済産業大臣賞：表彰状、賞金

100,000円／優秀賞：表彰状、賞金 50,000円／佳作：表
彰状、賞金 10,000円。【学生の部】経済産業大臣賞：表彰
状、図書カード30,000円分／優秀賞：表彰状、図書カード
10,000円分／佳作：表彰状、図書カード 3,000円分。

○主催：全日本印刷工業組合連合会
【作品応募先】
公益社団法人日本印刷技術協会内 〒166-8539 東京都

杉並区和田1-29-11 「第14回メディア・ユニバーサルデザ
インコンペティション」係　TEL03-3384-3111
【問合せ先】
全日本印刷工業組合連合会 〒104-0041 東京都中央区

新富1-16-8日本印刷会館4F 「第14回メディア・ユニバー
サルデザインコンペティション」係　TEL03-3552-4571

体の26.1%を占め、死亡者数は17人となり全体の37.8%を
占めている。また、休業期間1か月以上の割合は60%を超え
ている。

■外国人労働者の労働災害発生状況

外国人労働者の死傷者数は528人、全体の7.6%を占める。
特に製造業においては17.5%と高い割合となっている。外
国人労働者の死傷者数は、平成22年と比較し292人増加し
ており、近年、増加傾向にある。国籍でみると、ブラジル人

（30.9%）、ベトナム人（18.0%）、フィリピン人（15.7%）、中
国人（13.1%）の順に多い。

第14回　メディア・ユニバーサルデザイン
コンペティション【募集要項】

事故の型別
発生状況
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編 集 だ よ り

■日印産連

感謝のポストカード制作
エッセンシャルワーカーの皆さんへ

■光文堂主催

「Print Doors2021」
今回の会場は「ポートメッセなごや」

感謝のポストカード
「心のバトン」

ポストカードは、環境
に配慮したグリーンプ
リンティング認定工場
と資材で印刷し、GP
マークが表示されて
いる。また、表面には
抗菌加工が施されてい
る。

　日本印刷産業連合会（日印産連）グリー
ンプリンティング認定事務局では、グリー
ンプリンティング PR 大使である放送作家
の小山薫堂氏の発案で、「印刷と私」エッ
セイ・作文コンテストを 4 年前から開催、
今年も 4 回目となる開催準備を進めてい
た。しかし、新型コロナウイルス感染拡大
を受け、今年はコンテストの中止を決め、
それに代わる企画として、「エッセンシャ
ルワーカーの皆さんへの感謝のポストカー
ド“心のバトン”」を制作した。
　このポストカードは、今も自らの感染リ
スクを顧みず、私たちの命を救うために医

　 光 文 堂 主 催 の 新 春 機 材 展「Print 
Doors2021」は、印刷・情報産業の現在
と未来を知る 2 日間と銘打ち、令和 3 年
1 月 26 日・27 日の両日ポートメッセな
ごや 3 号館で開催される。
　※名古屋市中小企業振興会館（吹上ホー
ル）は、改装工事のため今回はポートメッ
セなごやで開催。
　Print Doors は、同社が販売するメイン
の機資材を集めた印刷機材の総合展示会と
して毎年 1 月に開催されている。過去最
大規模の開催となった前回は、東海 3 県
はもとより北海道から沖縄まで全国各地か
らの来場者があり、2 日間で 8,700 余名
の来場者を数えた。
　展示会では、印刷業界が抱える各種の課
題を解決するソリューションが提案される。
これからの経営基盤を確立する際の参考に
なり、将来に向けての設備計画の方向付け

の場として大きな期待が持たれている。
　※印刷ビジネス交流コーナー「コラボレ
ーション展」は同時開催。
　▽会期＝令和 3 年 1 月 26( 火 )・27( 水 )。
時間＝ 26 日午前 10 時〜午後 5 時、27
日午前 9 時〜午後 5 時。
　▽会場＝ポートメッセなごや（名古屋市
国際展示場）3 号館、名古屋市港区金城ふ
頭 2 － 2）。
　▽出品機種＝ DTP・印刷・製本機械及
び関連各種機器・資材・情報処理器・複写

　■ポスターグランプリの最優秀賞が決ま
りました。「NEXT」という難しいテーマ
でしたが、愛知、岐阜、三重、石川、富山
の各県工組から、合計して 398 点もの多
数の応募がありました。11 回目を数える
だけあり過去最多の応募点数になりまし
た。詳報については表彰式と作品展と合わ
せて 12 月号に報告します。今月号では受
賞が決まったグランプリ（最優秀賞）と、
優秀賞、特別賞など受賞された方々のお名
前と審査風景を紹介します。■最低賃金が
決まりましたので詳報しました。最低賃金
の確認方法をまとめましたので、確認をし
ていただければと思います。

機及び関連各種機器・資材・紙加工機・包
装・運搬機械及び関連各種機器・資材など。
　※予定小間数 380 小間。
　※出展社募集中
　▽詳細について＝光文堂新春機材展
Print Doors 事務局：〒 460-0022 名古
屋 市 中 区 金 山 2-15-18　TEL052-331-
4113

療現場で戦っている医師や看護師の皆さん
を始め、公共交通機関、スーパー・コンビ
ニ・ドラッグストアなどの販売員、介護士・
保育士、清掃業など私たちの毎日の生活イ
ンフラを支えてくれている多くのエッセン
シャルワーカーの皆さんへ、印刷業界とし
ても感謝と応援の気持ちを表したく制作さ
れた。
　ポストカード「心のバトン」は、小山薫
堂氏が感謝と応援メッセージを、イラスト
レーターの小池アミイゴ氏が画を提供。ポ
ストカードは、自分のメッセージを記入す
る欄があるタイプと無いタイプの 2 種類
が制作されている。
　※ポストカードの問い合わせ先は、日印
産連グリーンプリンティング認定事務局
TEL03(3553)6123 まで。
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本社／名古屋本店／東京支店／大阪支店／福岡支店／
仙台支店／横浜支店／静岡支店／金沢支店／神戸支店／
広島支店／鹿児島支店／札幌営業所／青森営業所／浜松営業所
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