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巻頭言 五　月　病
組織・共済委員長　岩瀬  清

社長職に就いた現在では現場で後輩にそんな話を
する機会もあまりなくなりましたが、社員とは中身
のあるないに関わらず会話をしてコミュニケーショ
ンを図り、仕事の問題点や悩みなど色々と話しても
らえるような距離を保っているつもりです。
とはいえいきなり見も知らずの集団の中に放り込
まれたヒヨコ諸氏も同じようにどうぞ、というのも
実際はなかなか難しい。
何かもやっとしたものを感じたらそれを溜めこま
ずに、周囲の先輩、学生時代の友人やご家族などに
話してみてほしい。自分とは違う意見や見方を示唆
されるだけでもそういうものかと心持が変わる場合
もあります。
最近は保険でもメンタルヘルスの相談窓口があっ
たりするので、周囲の人間に話しづらい事でもそう
いったものを活用して心身の健康を大事にしてほし
いものです。
5月の爽やかな風の中をうつむいて歩いてはもっ
たいない。顔を上げて緑萌える季節を楽しみたいも
のです。

若葉の眩しい新緑の季節になりました。４月１日
に新入社員を迎えた会社では、若葉マークも初々し
い新社会人が日々励んでいる事と思います。
しかし学生から社会人になった新入社員は五月病
の罹患も懸念されます。五月病とは大学の新入生や
新社会人などに見られる、新しい環境に適応できな
いことに起因する精神的な症状の総称です。4月は
新しい生活に慌ただしく振り回されていますが、そ
れが落ち着きだす5月頃に、知らないうちに蓄積さ
れていた心身の疲労や、環境や人間関係ががらりと
変わったことによるストレスなどによって、やる気
が出ない、ふさぎこんでしまうなどの状態になるそ
うです。
また、入試・入社といった大きな目標を達成した
ことにより、次の目標を見失ったり、混乱したりす
るケースや、想像していた新生活と現実のギャップ
についていけないケースもあります。
就職は決してゴールではなく、社会人としてのス
タートにすぎません。
それは誰しもが同じように歩んできた道のりで、
私自身も30年近く前は同じようながちがちに緊張
した新社会人でありました。工場の現場で怒られる
ことも多々ありましたが、周囲の諸先輩方から自分
も同じように怒られたと話を聞き、そういうものな
のだと学んでいきました。
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PPG営業統括部 中部営業部 〒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㈹※2016年4月1日より社名が変わりました(旧社名コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱)

愛印工組／労務・新人教育委員会（堀裕史委員長）の平成28年
度「新入社員研修会」が、4月4日メディアージュ愛知において開講
し、4月から9月まで、12講座、32教科、248時間に及ぶ長丁場が
スタートした。初日は9時30分から18時30分まで、途中の休憩を
挟み8時間にわたり、「新入社員基礎研修（規則・礼節）」について学
んだ。講師は、中部企業教育研究所松石裕就代表が務めた。受講
生は57名。

□愛印工組「新入社員研修会」　    

｢新入社員研修会｣始まる
新入社員としての

「規律・礼節」を学ぶ

4月から9月までの長丁場
12講座／ 32教科／ 248時間

開講に先立ち挨拶に立った木野瀬理事長は、研修会参加者
に歓迎の意を表した後、「今日から研修会がスタートする。会
社は皆さんにものすごく期待をしている。その期待を裏切ら
ないようしっかり勉強していただきたい」と激励。そして、

「自分の能力をアップするコツをお伝えする」とし、「叱られ上
手になる」ことが大事だと指摘した。木野瀬理事長の挨拶は
別項参照。

新入社員基礎研修初日の4日は、中部企業教育研究所松石
裕就代表が講師を務め、「規則・礼節」をテーマに、｢社会人とは
｣心がまえ、集団行動訓練。7日は｢会話の基礎｣チームワーク、
電話の応対。8日は｢自主自立｣自己啓発、行動基準、そして、3
日間のまとめなどが講義され、社会人としての基本知識を習
得した。

また、5日、6日は、職場での実践活動となる「はじめての5S
活動」、「改善活動の基本」、「はじめての品質管理」について、
㈱アイシン・コラボが講師を務め行なわれた。さらに、｢印刷｣

に関する基礎知識の習得が11日〜 14日までの4日間行なわ
れた。講座内容は、印刷物製作工程概要、印刷・製本・加工・印
刷用紙・印刷インキ、印刷産業概論、印刷物制作・印刷技術・
DTPの基礎知識、版材、オフセット印刷、印刷品質、印刷の常
識・非常識など、印刷の基本となるイロハ習得が集中して行
なわれた。講師には、㈱スイッチ/DTPスペシャリスト影山史
枝氏が務めた。

講座単位の受講も可能

今後の日程については、6月2日、3日に「デザイン＆色彩
設計のセオリー」と題し、デザイン表現に必要な考える力、
マルチメディア時代のデザイン、デザインと色彩心理、色彩
の基礎概念と表色法などの講座が用意されている。また、6
月6日〜 8日の3日間は、｢制作担当者のためのDTP基礎実践｣
と題し、DTP・プリプレス・印刷の基礎知識に加え、Adobe 
Illustrator、Adobe Photoshop、Adobe InDesignCSを
使っての実習が行なわれる。

愛印工組では、「この研修会は印刷業界全体の人材育成に寄
与する目的で行なっており、組合員以外の方でも広く門戸を
解放している。誰でも参加ができ、また、受講しやすいように
各講座単位でも受け付けているので、この機会に是非参加下
さい」と勧めている。

カリキュラムや受講料などの詳細については、愛印工組
ホームページ（http://www.ai-in-ko.or.jp）から検索できる。

57名が受講した新入社員研修会
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トップを切って講師を務めた
松石氏

□新入社員が
早く仕事を覚え
上達するコツ

｢叱られ上手に
なる｣
木野瀬吉孝理事長の
新入社員研修会での挨拶より

「この組合は少し変わっており、長期にわたり研修の期
間を設けている。普通であれば1日や2日ほどの研修で済
ませている。しかし、それだけでは何を研修したのか訳が
分からない。皆さんが参加したこの研修では、今日から9月
までの期間を通じて、各セクション別にいろんなテーマに
沿って行なわれるので、しっかりと勉強することができる。

会社は皆さんにものすごく期待をしている。と同時に長
時間掛けての教育が施されることになるが、この間、皆さ
んは時給何千円という給料を貰っている。この中にはいな
いと思うが、寝るような人は研修を受ける資格はないし、
会社にいる必要もない。皆さんに会社が給料を払い、さら
に学べる時間にも投資をしていることをしっかりと受け止
め、会社に損失を与えることの無いよう頑張って学んでい
ただきたい。

話は変わるが、先日、女川の災害FMが閉鎖になるという
ニュースがあった。ニュースによると、この女川災害FM
から流れた最後の曲は桑田佳祐の「TSUNAMI」だった。タ
ブー視されていたこの曲をあえて流したが何の苦情もな
かった、との記事を読んだ。このニュースを知っていた人
もいるだろうが、もし、知らなかったという人は、是非新聞
を読んで欲しい。ニュースに敏感でないと、この業界はつ
まらないし、話題についていけない。お客さんに情報を与
えることも、我々の大事な役割であることを知っていただ
きたい。

私も昨年、女川や南三陸の志津川中学校にカバンを寄付
しており、その関係で現地に行ってきた。女川町は1万人

の町民のうち、千人が亡くなったり行方不明となった。そ
んな町でいろいろな光景を目にした。例えば、ユーモアあ
ふれる食堂のポスターを見掛け、再興、復興しようという
意思がものすごくありありと感じられた。また、石巻日日
新聞は、災害時に避難所で作った手書きの壁新聞が始まり
で、情報誌を発行するようになった。最初にその情報誌を
配ったとき、どのような反応があったのか？　内容はほと
んど店の情報だったそうであるが、町民や市民、そして石
巻の人達が感動したという。

石巻日日新聞社の社長は、「広告というのは単なるPRで
はなく、情報だということがその時わかった。情報とは、こ
んなにも喜ばれるものであり、大切なものなのだ」と述べ
ている。ややもすると我々は、単なるチラシを作るとか、パ
ンフレットを作るとか、安易な気持ちで済ませてしまって
いる。そんな風潮が業界にはあった。しかし、皆さんはこ
れからいろいろな広告やお客様の情報を取り扱い、この業
界を担っていくことになる。是非とも、今の話を教訓とし、
お客様はどんな結果を求めているのか、ひとつひとつを大
切にしながら力を発揮して、業界または会社で活かしてい
ただきたい。

最後に、新入社員のみなさんに自分の能力をアップする
コツをお伝えする。それは『叱られ上手になる』ことであ
る。これからの皆さんは、分からないからヘマをし、ヘマを
していなくても叱られたり、褒められたりするケースがあ
ると思う。その時、先輩たちが一番扱いにくい人は、メソメ
ソする人、落ち込みやすい人である。これを三度やると先
輩たちはどうするか、そういう人とはもう関わり合いたく
なくなるそうだ。せっかく教えてもらえるチャンスを無く
すということになる。時には理不尽なこともあるだろう。
でも『イエッサー』と応えて欲しい。そして自分でいろいろ
やってみて、それでおかしいと思ったときは会社に改めて
提言すればいい。皆さんの応えは『はい』か『イエス』。それ
は拷問的に服従するということではない。自分でやってみ
て確かめるということである。

叱られ上手の新人社員になっていただき、成長していか
れることをお願いしたい」。

□新入社員研修／松石裕就講師の講演より

 仕事の覚え方、自己啓発、5Sについてなど
□仕事の覚え方
①率直に教えてもらおう
入社して職場の配属が決まると、先輩や指導員の人が仕事や

作業について基本から教えてくれる。皆さんにとっては常識的
なことや良く知っていることもあるかもしれません。アルバイ
トで経験しているとか、自分のほうが年上の場合もあるかもし
れません。でも、その職場ではあなたが一番新人である。また、
会社や職場にはそれぞれのやり方がある。知っていることでも

謙虚な態度で率直に明るく指導を受けるようにする。
②基本を忠実に守ろう
職場では新人なのだから最初からベテランの人と同じ仕事

を誰も望んではいない。どんな大打者でも、監督のサインが
あればバントで走者を進める基本に忠実なプレイが要求され

（写真は激励の言葉を贈る木野瀬理事長）
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る。PDCAサイクルを守って、基本に忠実にすすめるよう心
掛ける。（PDCA：P＝Plan、D＝do、C＝Check、A＝Action）

③わからないことは、何でも聞くようにしよう
入社して3 ヶ月ぐらいは、上司や先輩に「わからないこと」

は何でも聞くようにしよう。〝聞くは一時の恥、聞かぬは一生
の恥〟という諺があるが、忙しく働いている人達に遠慮した
り、質問をするタイミングが見つからないため、自分流に解
釈して間違ったことをするよりは、とにかく質問することで
す。ただし、質問する時は相手の状況を見てする。そして〝す
みませんがちょっと時間をいただけませんか？〟とか〝今よ
ろしいでしょうか？ちょっと教えていただきたいことがあ
るのですが〟などの一声を添えることを忘れない。聞いたこ
とや教えてもらったことは、必ずメモを取り、しっかりとマ
スターする。そうすれば職場の人達も快く良く教えてくれる
はずである。指導の内容ややり方についてはその場でメモを
取っても決して失礼にはならない。

④失敗をしたときは
どんなに一生懸命に仕事をしていても失敗をすることはあ

る。そこで大切なことは失敗した時の対応の仕方である。次
のルールを守るようにする。失敗に気付いたら、ただちに（す
ぐに）先輩や上司に報告し指示を受ける。また、お客様や外部
の人に迷惑をかけた場合は、その場でお詫びをする。そして、
失敗の原因を考え突き止め、同じ失敗を二度と繰り返さない
対策を立てる。失敗をしたとき、ときには先輩や上司から叱
られることがあるが、そのときの態度がその後の人間関係を
左右する。ふてくされず、落ち込まず、そして、立ち直りを早
くすることなどが大切になる。

□自己啓発と自己確立
自己を確立するには、常に自己啓発を心掛けていなければ

ならない。それにはまず、生活態度・意識を身に付けることか
ら始める。

具体的には、①企業やマスコミによるお仕着せの生活はし
ない、②自分だけの自他ともに自慢できるものを持つ、③個
人で旅行をする、④公共の場で大声を出さない、⑤他人には
下着・パジャマで対応しない、⑥バカ騒ぎで周囲に迷惑を掛
けない、⑦酒に飲まれない。

精神的な面では、①公私の行動を区別して考える、②人の

話しは最後まで聞く、③泣き言や愚痴をいわない、④子供は
甘やかさない、⑤自分の不始末は自分で責任を持つ、⑥他人
の喧嘩を軽々しく止めない、⑦自分の価値判断、良し悪しを
大切にする、⑧流行には一定の距離をおく。

自己啓発の方法には次のことがある。
①目標・計画をもって大きな仕事・困難な仕事に挑戦する。
②多くの人と交わり、長所を吸収し、良いことは即刻まね、

習慣となるまで続ける。
③問題意識をもつ。常に新しい機会をつかむ。
④やりっぱなしにしないで記録をとる。反省も忘れない。
⑤否定的な要素を除き、肯定的な考えをもって行動する。
⑥自己分析をして長所を伸ばす。
⑦良い意味のライバルを見つけ、その道の第一人者を目指す。
⑧あせらず、決めたことを確実に実行する。
⑨一つの成功に甘んぜず、絶えず次の目標へ挑戦する。
□5Sについて
5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を取って5Sと

いう。5Sを発展させた企業では〝しっかり〟を加えて6S、さら
に〝しつこく〟を加えた7Sを実践している企業もある。この
5Sを見れば、その組織のレベルを判定できるといわれてい
る。おおまかに、整理・整頓⇒能率の基本、清掃・清潔⇒品質の
基本、躾⇒人間関係の基本になる。だから5Sのしっかりして
いる組織は、生産性が高く、人間関係が良好である。

□新入社員の行動10則
今日から実行します（新入社員の行動10則）
①挨拶は大きな声でしっかりします。
②自分が呼ばれたときは〝ハイッ〟と元気良く返事をします。
③会話をするときは自然体で相手の目を見て話します。
④先輩や上司の名前を早く覚えます。
⑤報告・連絡・相談を徹底します。
⑥時間はすべて5分前を励行します。
⑦言い訳をしないようにします。
⑧素晴らしいマナーと笑顔を身に付けるよう努力します。
⑨明るく、きびきびした態度・動作を心掛けます。
⑩職場のルールは厳守します。
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日本郵便

日本郵便㈱は、6月1日から郵便料金の割引及び国際郵便
の料金の一部を変更する。

国内の郵便物が減少傾向にある中、日本郵便では、郵便・
物流ネットワークの再編、区分機処理の推進等による効
率化に取り組んでいるが、労働力不足による賃金単価の上
昇、高齢化等に対応するための各種制度的負担の増大によ
り、安定的なサービス提供を維持できる収支の確保が困難
な状況となっている。一方、郵便料金の各種割引について
も、導入当時からの環境変化により、見直しが必要となっ
ている。

また、国際郵便は、海外の郵便事業体に支払う配達費用
や国内処理コストの増加により、採算性が悪化している状
況である。そこで、郵便の安定的なサービス提供を維持す
るため、国内郵便の料金割引の一部を変更するほか、国際
郵便料金の一部について改定を行なう。
（１）バーコード付郵便物の割引率の変更
バーコード付郵便物の基本割引率を2％引き下げる。ま

た、広告郵便物及び区分郵便物に加算されるバーコード付
郵便物の割引率も 2％引き下げる。
（２）区分郵便物の割引率の変更
区分郵便物の基本割引率を 3％引き下げる。ただし、現

行割引率が 4％〜 6％のものは2％、現行割引率が2％のも
のは1％の引下げとする。
（３）広告郵便物の割引率の変更
広告郵便物の基本割引率を3％引き下げる。

（４）郵便区内特別郵便物の料金の変更
郵便区内特別郵便物の料金を1通当たり5円又は6円引き

上げる。また、同時に1,000通以上を差出郵便局の指示に
より並べる等して差し出される場合の料金を廃止する。
（５）書留料等の割引額の変更
一般書留、簡易書留及び特定記録郵便の特殊取扱料に適

用される、同時に大量に差し出される場合の割引（単割）の
割引額を10円引き下げ、簡易書留の特殊取扱料に適用され
る、郵便区内特別郵便物として差し出される場合の割引（区
内割）の割引額を30円引き下げる。また、簡易書留の年間差
出通数による割引（基本年割及び特別年割）を廃止する。
（６）国際郵便物の料金の一部改定
①EMS（国際スピード郵便）の料金を300円〜 500円

引き上げる。また、300ｇの重量区分を廃止する。②国際
船便小包郵便物の第１地帯（東アジア）の料金を100円〜
1,550円引き上げる。

103-8233東京都中央区日本橋3-7-20ディーアイシービル103-8233東京都中央区日本橋3-7-20ディーアイシービル103-8233東京都中央区日本橋3-7-20ディーアイシービル
103-8233東京都中央区日本橋3-7-20ディーアイシービル

国内郵便の料金割引の変更と国際郵便料金の改定
料金割引の対象郵便物：バーコード付き郵便物／区分郵便物／広告郵便物

郵便物の種類 現行割引率 新割引率
定形郵便物
通常葉書（※2） 5％ 3％

同時差出通数

現行割引率 新割引率
定形郵便物
定形外郵便物
通常葉書

定形郵便物
定形外郵便物
通常葉書

2,000通以上10,000通未満 5％ 3％
10,000通以上50,000通未満 7％ 4％
5,000通以上100,000通未満 8％ 5％
100,000通以上 9％ 6％

同時差出通数

現行割引率 新割引率
定形郵便物
定形外郵便物
通常葉書

定形郵便物
定形外郵便物
通常葉書

2,000通以上10,000通未満 2％ 1％
10,000通以上50,000通未満 4％ 2％
5,000通以上100,000通未満 5％ 3％
100,000通以上 6％ 4％

　⑵　差出事業所が指定する郵便区番号ごとに区分された場合

2. 区分郵便物の基本割引率
　⑴　受取人の住所又居所の郵便区番号ごとに区分された場合

（※ 1）広告郵便物及び区分郵便物に加算されるバーコード付き郵便物の割引率も同様。
（※ 2）往復葉書は、通常葉書の場合の 2 分の 1 の率となる。

1. バーコード付き郵便物の割引率（※ 1）
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理事会は、河原善高専務理事の司会で進行。冒頭の挨拶に
立った木野瀬理事長は、「任期満了までを精一杯務めさせてい
ただく」と前置きし、熊本の災害に触れた。
「今、熊本地方で大変な災害が起きている。皆さんも全印工

連からのメールで確認をされているとは思うが、最初の地震
で機械が50センチも移動した。修理の手配を段取りしたと
ころで、次の地震でさらに50センチ移動したそうだ。その後
の状況はご存知の通りで、いつ終息するか分からない状態で
ある。本当に過酷な状況だと感じる。明後日、全印工連にて
全国の理事長会がある。熊本の理事長が出席するか分からな
いが、機会を見て皆さんに報告をしたい。

この地震に伴い義援金をどうするかという話があったが、
愛印工組としては義援金を送ることは考えていない。東日本
大震災の時もそうであったが、是非とも各社で対応していた
だきたい。組合で義援金を集めてしまうと、出したことで支
援した気になってしまう。やはりそれぞれの会社の中で行な
うべきだと思う。一人ひとりの気持ち、心の方が大事だと私
は思っている。当社でも義援金を集めている。東日本大震災
の時も行なったが、現金で出せない人は給料からの天引きも
OKにした。すると70万円近く集まった。これに私も協力し
合計100万円を寄付することができた。中には5万円を出し
た女子社員が2名もいた。これらは、個人の意識の高さや気持
ちの表れであると思う。ぜひ皆さんの会社でも独自で行なっ
てほしい。いつ何時、我々の身に降りかかるか分からないの
で、ご協力をお願いしたい。

昨日も地元の商店街でトラック1台をチャーターし、不足
しているという米1トン、水、生理用品を積んで被災地に向け
出発した。しかし、翌日の新聞には掲載されておらず、商店
街発信で新聞社に告げると大きく地元の新聞に紹介された。
行なっていることが目立つことも必要である。目立つことに
より商店街が注目されると同時に、そういう思いが周りに広
がっていく。そんな意味からもマスコミは大事である。

今日、審議をしていただくのは来年度の事業計画や予算の
審議である。次年度の事業計画を立てていただいた。是非と
も来年度のためにも慎重に審議をお願いしたい」。

続いて、木野瀬理事長を議長に議案審議に入った。
河原専務理事の組合員の加入・脱退の報告が行なわれた後、

平成28年度通常総代会議案および提出書類について審議さ
れた。「27年度の事業報告」、「決算報告」、「28年度の事業計
画」、「収支予算」、さらに「平成28年度経費の賦課及び徴収方
法」、「定款の変更」、「支部設置及び運営規約の変更」、「常勤役
員の報酬」、そして執行部編制に伴い「理事・監事承認の件」な
どがいずれも承認された。
【今後の行事予定】
□「女性活躍推進セミナー」日時：5月9日（月）14時30分〜

16時30分／会場：ウインクあいち
⇒「女性の活躍で変わる、変える、これからの印刷産業」「気

づく」「知る」「考える」をテーマに女性社長による基調講演や
事例報告やパネルディスカッションを開催。

□「平成28年度通常総代会」日時：5月20日（金）愛知県印刷
協同組合総会15時30分〜、愛知県印刷工業組合総代会16時
00分〜、両組合懇親会18時15分〜／会場：名古屋観光ホテ
ル。

□「MUDセミナー」日時：5月27日（金）18時〜 19時30分
／会場：メディアージュ愛知／会費：無料／定員50名（申込締
切は5月20日（金）ただし定員に達し次第締切）／問合せ：愛印
工組まで。

□「MUD教育検定3級」検定日：7月16日（土）10時〜 16時
30分／会場：ウインクあいち／申込締切：6月24日（金）／定
員90名／受験料：一般16,200円、学生5,400円、各県印刷工
業組合員15,700円、再受験は8,100円（テキスト持参）／問
合せ：愛印工組まで。

□「MUD教育検定2級」検定日：7月15日（金）・16日（土）9
時30分〜 17時30分／会場：メディアージュ愛知／申込締
切：6月24日（金）／定員30名／受験料：一般54,000円、各県
印刷工業組合員52,000円／問合せ：愛印工組まで。

最後に、木野瀬理事長が事業報告を行ない、その中で「前年
度は60周年の節目の年であった。業界では、次なる事業、次
なる展開が待っている。今後は、新しい執行部に期待したい。
4年間の理事長在任であったが、皆さんのご協力を得て無事
務めることができた。改めて感謝申し上げる」と結んだ。

平成28年度4月期理事会（第1回）が4月20日15時30分よ
りメディアージュ愛知3階会議室において開催された。理事
会では、5月20日に開催される平成28年度通常総代会に上程
される事業計画および収支予算、今後の行事予定、理事・監事
承認の件などが審議された。（編集部：平成28年度事業計画に
ついては、次号に詳細を報告するので割愛した）。

愛印工組4月期理事会

総代会（5月20日）上程議案を
審議
平成28年度事業「女性活躍推進セミナー」「MUDセミナー」

「MUD教育検定2級/3級」「ポスターグランプリ」実施など



− 8− − 9− 本文は読みやすい書体「UD新丸ゴ」を使用。

浜岡原子力発電所で記念撮影する見学者一行

愛印工組・経営革新委員会の平成27年度事業である企業見
学会を、2月5日静岡県御前崎市にある中部電力浜岡原子力発
電所を総勢24名で視察した。東日本大震災の後、政府からの
要請を受け原子炉を停止していたが、現地では地震・津波へ
の対策を中心に様々な安全対策工事が進められている。今回
は、実際に発電所構内に入り対策を間近に見られるというこ
とで、テレビや新聞等の報道で有名となった防波壁を中心に
自分たちの目で確認できる良い機会となった。

名古屋駅に集合しバスにて浜岡へ。浜岡原子力発電所の付
近には中部電力や近隣の市町村、一般企業が設置している風
力発電施設もあり、バスの車窓から風車が回る様子が確認で
きた。中部電力の風力発電機は全部で11機あり、出力は2.2
万kW、想定年間発電量は一般家庭の約17,200世帯分に相当
する。しかしながら、風速が4m/秒以上なければ風車が回ら
ず、逆に25m/秒を超えると危険回避のため自動停止する等、
太陽光も含めた自然エネルギーは気象条件に左右されるため
安定供給が困難であるとのことだった。

原子力発電所に到着後、まずは敷地内に併設された「浜岡
原子力館」で同発電所の施設概要や安全性向上対策の3つの
ステップ「原子炉を止める」、「原子炉を冷やす」、「放射性物質
を閉じ込める」等の基礎を学ぶとともに、海抜62ｍの展望台
から防波壁を含む発電所構内の全景、実物大の原子炉と防波
壁の模型を見学した。防波壁は、海抜22m（地表面から14 〜
16ｍ）の高さで、鉄筋が幾重にも入れられたコンクリートの
基礎が地下10 〜 30ｍ程度の深さにある岩盤に直接根入れ
されているとのことで、頑強で重厚な様子が確認できた。

いよいよ原子力発電所構内に踏み入れることになるのだ
が、テロを警戒し厳重な警備体制が取られており、入所する
車両の確認や本人確認も厳正に行われていた。

構内では防波壁、原子炉建屋に設置された大物搬入口強化

扉、取水槽周囲の溢水（いっすい）防止壁など津波が発生した
場合に敷地内や建屋内への浸水を防ぐ対策、海抜40ｍの高台
に設置しているガスタービン発電機による電源を確保する
対策、中央制御室など、安全性を向上させる取り組みを見て
回った。防波壁は、間近で実物を見るとさらに迫力を感じる
ものであった。また、発電所の頭脳ともいえる中央制御室が
確認できたことは貴重な体験であった（中央制御室がグッド
デザイン賞を受賞していたことも驚きであったが）。

安全対策は福島第一発電所の事象を踏まえるとともに、「事
故がどう起こるのか」というシナリオをいくつも想定して行
われており、3重4重となる多重防護のバックアップが構築さ
れていた。

最後に見学した「失敗に学ぶ回廊」は、浜岡原子力発電所で
過去に経験した事故・トラブルを展示してある施設であり、
発電所員へ過去の事象から得た教訓を風化させることなく
技術伝承していくために活用しているのだそうだ。これは、
他の産業でも同様に言えることだと思うが、過去の過ちを戒
め、教訓を学び次に伝えていくということは非常に重要なこ
とであると感じた。

浜岡原子力発電所見学レポート

海抜22mの防波壁は頑丈で重厚
経営革新委員会副委員長　北 村 英 一
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※問い合わせ先＝都道府県労働局雇用環境
均等室。厚生労働省ホームページで検索。

■出生時／介護など
新設された助成金

職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主へ朗報

｢両立支援など助成金」活用のお奨め

■日本製紙連合会

｢環境行動計画｣を改定／古紙利用率目標65％へ

女性活躍推進法の施行にあわせ、職業生活と家庭生活の両
立支援に取り組む事業主に、「両立支援など助成金」が支給さ
れます。是非、活用をお奨めします。

古紙利用促進のため克服すべき課題に積極的に対応

日本製紙連合会（進藤清貴会長）は、循環型社会の構築に向け、
製紙業界の対応として1991年度以降5次にわたって古紙利用率
の自主的な目標を策定し、その達成に努めてきた。2011年に策定
した「2015年度までに古紙利用率64％の目標達成に努める」とい

■出生時両立支援助成金 ※新設
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの

ための取り組みを行ない、男性労働者に一定の育児休業
を取得させた事業主に助成がされます。

支給対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始す
る14日以上（中小企業は5日以上）の育児休業です。ただ
し、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事
業主は対象外になります。支給対象は1年度につき1人
までです。
【支給額】
中小企業：取り組み及び育休１人目60万円、2人目以

降15万円。大企業：取り組み及び育休１人目30万円、2
人目以降15万円。

■中小企業両立支援助成金「育休復帰支援プランコース」
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者

が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主
に助成されます。これまで支給対象となるのは1企業に
つき1人まででしたが、これを拡充して1企業につき2人
まで（期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人）
となりました。平成28年度の後半からは、介護休業につ
いても対象となる予定です。
【支給額】
正社員、期間雇用者それぞれ1人について支給があり

ます。プランを策定し育休取得したとき30万円。育休者
が職場復帰したとき30万円。

■中小企業両立支援助成金 ｢代替要員確保コース｣
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3 ヶ

月以上利用した労働者を原職などに復帰させ、復帰後
6 ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成がされます。
育児休業取得者の原職等復帰日（育児休業終了日の翌日）
から起算して、6 ヶ月を経過する日が平成28年4月1日
以降の場合、次の金額が支給されます。
【支給額】育児休業取得者１人当たり50万円。
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算。

当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復
職した場合はさらに10万円加算。
【支給対象期間】
最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して

6 ヶ月を経過する日の翌日から5年以内。
【上限人数】
1年度（各年の4月1日〜翌年3月31日まで）延べ10人。

■介護支援取組助成金 ※新設
労働者の仕事と介護の両立に関する取り組みを行なっ

た事業主に助成がされます。支給対象となる取り組み
は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するた
めの両立支援対応モデル」（厚生労働省ホームページで公
開）に基づく取り組みです。具体的には、厚生労働省が指
定する資料に基づき、以下の全ての取り組みを行なった
場合に支給がされます。

①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握（社内
アンケート）、②介護に直面する前の従業員への支援（社
内研修の実施、リーフレットの配布）、③介護に直面した
従業員への支援（相談窓口の設置及び周知）。
【支給額】1企業1回のみ60万円。

う環境行動計画における現行目標の目標期間が、2015年度末で
終了するため、昨年1月以降、古紙技術委員会及び古紙利用促進検
討小委員会において今後の目標について検討を続けてきたが、こ
のたび、新たな目標を「2020年度までに古紙利用率65％の目標達
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を図るなど、原料全体について循環型社会の構築を目指して
いく」とも。

新しい利用率目標年度は、計画期間5年間の2020年度と
し、利用率目標については技術的に配合可能な理論的限界値
の範囲内で、紙・板紙の生産・需要量、古紙の回収量、古紙の輸
出量などの動向を踏まえつつ、中国を始めとするアジア諸国
の製紙産業の成長に伴い、一層グローバル化した古紙の需給
環境や古紙利用が環境に与える影響なども考慮し、「前回の
64％より1ポイント高い65％」となった。

□目標達成に努力

日本製紙連合では、「今後の古紙利用の推進を考える上にお
いては、中国を始めとするアジア諸国への輸出が依然として
高い水準で推移し、古紙価格が急騰することにより古紙利用
が阻害されるなど、国際的なリサイクルシステムを考慮する
必要がある。そのためには、古紙輸出の安定化、行政による古
紙入札の適正化など、量的及び価格的面における古紙市場の
安定化のための施策が講じられる必要がある。さらに、古紙
品質の低下や難処理化が進行していることからマテリアル利
用にとどまらず、RPFなどのサーマル利用も古紙全体の有効
利用の観点から推進する必要がある」と指摘。

今後の展開について、「新たな古紙利用率65％の目標達成
を目指して、製紙業界は循環型社会の構築に向けて、①古紙
の品質低下傾向を踏まえたDIP施設の性能及び能力の維持・
向上、②未利用なオフィス古紙、雑がみなどの利用拡大、③難
処理古紙の利用技術の開発、④古紙配合率検証制度の適切な
運用、⑤省エネ、CO2排出削減対策の推進など、古紙利用促
進のための施策を総合的かつ整合性の取れた形で取り組んで
いく」と述べている。

さらに、日本製紙連合会では目標達成のためには、「製紙業
界、消費者、回収業者、行政など紙のリサイクル関係者が一体
となって、①古紙の分別排出のより一層の徹底、②再生紙の
消費拡大、③品質の高い古紙供給体制の整備、④リサイクル
適性の優れた印刷・製本技術の開発、⑤機密古紙など未利用
古紙の回収システムの整備など、それぞれの分野において目
標を達成する上で克服しなくてはならない課題に積極的に取
り組んでいかなければならない」と言及している。

□循環型社会の構築を目指し

日本製紙連合会は、2011年に策定した環境行動計画にお
いて「2015年度までに古紙利用率64％の目標達成に努め
る」との古紙利用率目標を掲げたが、2013年度には63.8％、
2014年度は 64.0％と1年前倒しで目標を達成しており、
2015年は64.3％と目標を超えた。目標を達成できた主な要
因は、行政回収の進展などで古紙回収率が引き続き向上した
こと（2010年度78.3％→2015年（1月〜 12月）81.3％）に
ある。また、紙分野の古紙利用率（2010年度40.2％→2015
年（1 〜 12月）40.2％）及び板紙分野における古紙利用率

（2010年度92.8％→2015年（1月〜 12月）93.5％）がほとん
ど変わっていないものの、古紙利用率の高い板紙の生産比率
が高まったことも要因となっている。
「古紙利用率については、板紙分野では93％を上回りほぼ

限界に近いと考えられる。紙分野においても40％を超え現
状の日本のレベルにおいて、品質的に利用可能な上質古紙は
量的に限定されていることから、これ以上の利用率の向上は
技術的、経済的に極めて困難である。また、古紙利用技術も世
界最高水準にあり、今後これまで以上の革新的かつ飛躍的な
展開を見込むことはできない状況にある。さらに、これまで
の古紙利用率目標の達成努力を通じて、我が国の古紙リサイ
クルシステムは、社会的・経済的にほぼ成熟しており、当初の
目標策定の意義は概ね適えられた」としている。そして、「①
製紙原料の安定的供給の確保、②省エネ、地球温暖化防止へ
の貢献、③資源の有効利用、ゴミ減量化による循環型社会の
形成、④消費者、行政、回収業者と一体となった健全な紙リサ
イクルシステムの維持など社会的な意義は依然として重要で
ある。また、我が国の製紙産業の国際競争力を維持するとい
う重要な役割もあるため、利用率目標の水準に関わらず、現
時点において古紙利用率目標を明示する意義はあるとの判
断に基づき、もう一度新たな利用率目標を策定することとし
た」とその意義を強調している。

なお、「製紙業界としては、紙のリサイクルにとどまらず、
木質原料についても、持続可能な森林経営による植林の拡大

成に努める」とするとし、3月22日付けで、環境行動計画を改定し
た。
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調査先は印刷業界の8団体である印刷工業会、全日本印刷
工業組合連合会、日本グラフィックコミュニケーションズ工
業組合連合会、（一社）日本グラフィックサービス工業会、全
日本シール印刷協同組合連合会、全国グラビア協同組合連合
会、全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会より抽
出した558社にアンケートを郵送し135社から回答を得た。

調査結果によると、回答企業の80％（108社）、推計300台
以上のデジタル印刷機を保有しており、1社平均は2.8台。最
も台数の多い回答はトナー機9台、インクジェット機9台で
あった。回答企業の7割以上はデジタル印刷機を保有してお
り、前回調査より全般に保有率が向上している。特に、JFLP

（ラベル）、全国グラビア、JSPDA（スクリーン）が大きい。こ
れはそれぞれの業界の主力品目の生産に対応できるデジタル
印刷機の機種が揃ってきたことにより、これらの業界でもデ

ジタル印刷の普及期に入ってきたといえる。
また、デジタル印刷機の生産機としての利用率も高まって

おり、月間印刷ページ数（A4判 面積当たり）が5万ページを
超えている回答が34件あり、デジタル印刷機保有社数（108
社）の31％に当たる。業界別では、軟包装フィルムが多い
全国グラビアが75％、業務用モノクロ物が多いジャグラは
50％、大判出力が多いGCJは40％、印刷工業会と全印工連
は各々 30％であった。

保有しているデジタル印刷機の方式は、全体集計と上位G
を比べると、全デジタルと上位Gは前回調査からは両者とも
にトナー機の比率は約10ポイント減少し、インクジェット機

日印産連／デジタル印刷に関するアンケート調査

7割がデジタル印刷機保有  IJ機・ハイブリッド機が増加
2015年デジタル印刷市場の現状

紙でご愛顧70年

豊山配送センター

名古屋市東区主税町4̶83　　　  〒416̶0018
TEL.052̶931̶2221㈹　FAX.052̶932̶1418

愛知県西春日井郡豊山町豊場
TEL.〈0568〉39 ̶0501

鬼頭正二郎

一般社団法人日本印刷産業連合会（稲木歳明会長）は、昨年9
月に実施した「印刷業界におけるデジタル印刷に関する調査アン
ケート」の調査結果をこのほど発表した。回答企業の約7割（108
社）でデジタル印刷機を保有しているなど、前回調査よりも全般
的に保有率が向上していることが判明した。また、月間の印刷
ページ数（A4判、面積あたり）が5万ページを超える企業も34社
あり、調査報告ではこの34社を上位にグループ（上位G）として比
較、検討している。

デジタル印刷機の方式別保有社数（全デジタル） デジタル印刷機の方式別保有台数（全デジタル）

売上高1位のデジタル印刷物（全デジタル）
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とハイブリッド機が増加している。
デジタル印刷機の保有台数の合計は全デジタルの回答か

らの推計で302台となり、内訳はトナー方式179台（59％）、
インクジェット方式116台（39％）、ハイブリッド印刷7台

（2％）となる。方式別のメディア形態や種類などは、全デジ
タルではトナー方式はカット紙が84％におよび91％は紙メ
ディアを使用している。

インクジェット方式のデジタル印刷機は高速の連帳機（輪
転型）、ワイドフォーマットなどが存在し、最も多い回答がモ
ノクロとカラーのロール紙で合わせると43％、メディアは
用紙が7割、フィルムが3割となる。また、ハイブリッド方式
はカット紙が６割、ロール紙が3割、シール・ラベルが14％あ
り、メディアは100％用紙であった。

デジタル印刷売上が有版印刷売上を超えてしまっている
（101％以上）という回答が全デジタルで回答社数の6％、上
位Gには 5％が存在する。一方で未だに5％未満という微々
たるビジネス展開に留まっているところが、全デジタルでは
回答社数の47％、上位Gでは57％にも及ぶという回答が得
られた。

デジタル印刷ビジネスの推進役については、経営者である
という回答は、以前は上位Gの比率が高かったが、今回調査
では全デジタルが39％で上位Gを６ポイント引き離したこ
とは大きな改善である。業界全体に印刷ビジネスを推進す
るためには、経営陣の強力な意思が重要であるとの認識が広
がったことが推察できる。

デジタル印刷の導入促進について、全デジタルでは多い順
に「提案型人材、バリアブル出力、極小ロット対応、多能工化、
顧客啓発、データ作成の自動化」で6割を占めており、上位と
同じような認識になってきた。デジタル印刷ビジネスの拡大

に必要な営業活動やデジタルの特徴を生かした受注品目の重
要性への理解度や取り組みが普及してきたと言える。

デジタル印刷が有版印刷の売上を超える時期について、「既
にデジタル印刷がオフセットなどの有版印刷の売上を超えて
しまっている」という設問に5 〜 10年前の回答が4％、3 〜
5年前が 2％、3年以内は5％で計11％ある。

将来、超える時期の予測については3年以内に超えるとの
回答が4％あり、3 〜 5年後が7％などであるが、『超えること
は無い』とのコメントが14％に及んでいる。デジタル印刷の導入促進要件（全デジタル）

経営幹部・営業部門のための
MUDセミナーのご案内
〜CSR活動と顧客満足の実現の一助として〜

主催：愛知県印刷工業組合
後援：愛知県／（公財）あいち産業振興機構

　バリアフリーの考えは情報発信にも不可欠となってきまし
た。本セミナーでは MUD とは何かといった従来型のもので
はなく、MUD を活用することでお客様に喜んでいただいた
事例の紹介を中心に、下記要領で開催いたします。「これか
ら MUD に取り組もうと考えている」「企業として MUD に
取り組むメリットが知りたい」という経営幹部や営業部門の
方は是非ご参加下さい。
　日時：2016 年 5 月 27 日（金）
　　　　18：00 から 19：30（17：30 受付開始）
　場所：メディアージュ愛知 3 階会議室
　講師：MUD 協会理事／鳥原久資氏
　会費：無料
　定員：50 名（申し込み締め切りは 5 月 20 日（金）、ただし、
　　　  定員に達し次第締め切り）
　問い合わせ：愛知県印刷工業組合　〒 461-0001 名古屋
　　　  市東区泉一丁目 20 番 12 号
　　　  TEL052-962-5771　FAX052-951-0569
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社員研修の席で、松石講師は、｢謙虚な態度

で素直に明るく指導を受けるように｣との

言葉を投げかけた。新入生のみならず誰し

もが、「謙虚・素直・明るく」を心に留めおれ

ば、職場での争いごとはおきないだろう。

■松石講師のセミナー内容を纏めているの

で、社内で一読願えれば幸いである。

■あれほど待ち遠しかった桜もあっとい

う間に過ぎ去り、今は新緑が映えている。

■新入社員の皆さんは印刷業界に馴染めた

だろうか、職場の礼儀作法に戸惑い、叱ら

れて不貞腐れてはいないだろうか。■新入

愛知、岐阜、三重、石川、富山の各県印

刷工業組合及び愛知県印刷協同組合では、

第7回ポスターグランプリコンペティショ

ンを実施する。

【作品規定】

□対象／ポスター

□テーマ／｢VS｣(ビジュアル、キャッチ

コピーを含む作品を募集)

□応募期間／平成28年8月22日(月) 〜

平成28年9月3日(土)正午必着。

□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。

□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。

□応募作品／未発表の作品1人1点、印

刷可能なものに限る。CG又は手描きによ

るもの、色彩表現は自由。

□サイズ／一般の部、大学生・専門学校

生の部：B1判、高校生の部：B2判、いずれ

も縦型、発泡パネル貼仕立て（発泡パネル

の厚さは15㎜以内）。

□出品料／無料。

□提出／応募用紙に勤務先名または所属

学校名、氏名、作品のコンセプト等、必要

事項を記入し、作品裏面の上部中央に貼付

して提出する。

■授与賞と副賞

□グランプリ･中部経済産業局長賞(最優

秀賞)・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]中日新聞社

賞、全日本印刷工業組合連合会会長賞・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、愛知、岐阜、三重、

石川、富山の各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)

※上記副賞に加えて、入賞者全員に｢入

賞･入選作品集｣を贈呈する。

※上記各賞の他、入選作品(若干数)を選

出し、｢入賞･入選作品集｣を贈呈する。

■審査

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

ピーも審査対象とする、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を行なう。

審査委員長／山崎晃氏［㈱山崎デザイン

事務所代表］ほか。

□入賞・入選発表／平成28年9月下旬

※入賞・入選者本人（希望により勤務先・

在籍学校）に通知するとともに、愛知・岐阜・

三重・石川・富山の各県印刷工業組合ホーム

ページ及び組合広報誌に掲載する。※入賞・

入選作品は「入賞・入選作品展」で展示する。

■入賞・入選作品展は、平成28年11月

22日(火) 〜 27日(日)ま で、 愛 知 県 美 術

館ギャラリー展示室D(愛知芸術文化セン

ター 8階)で開催。

■入賞者表彰式は、平成28年11月23日

(祝・水)、ホテルオークラレストラン「光の

間」で開催。

その他／応募作品に関しての著作権は応

募者に属するが、ポスターグランプリに関

する広報･記録に使用する権利は主催者に

帰属する。応募作品は返却しない。

■応募問い合わせ

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　

TEL052-962-5771 ／ FAX052-951-0569

E-mail Jimukyoku@ai-in-ko.or.jp

詳細は、愛知県印刷工業組合のホーム

ページhttp://www.ai-in-ko.or.jp/参照。

第7回ポスターグランプリ募集要項
テーマは「VS」

編 集 だ よ り
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