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巻頭言
「理想のリーダーとは」

マーケティング委員長　久野　彰彦

探せ！それか仕事を作れ！それでもダメなら乞食に
でもなろう！このままジリ貧になって死んでいく位
なら、少しでも可能性がある事に一緒にチャレンジ
しよう！」や、失敗を恐れず変化のスピードに対応
しようという決断力は今も昔も変わらないと思いま
した。
終わりにあたり私が思う理想のリーダーとは、社
員とその家族、協力会社やお客様を含むステークホ
ルダーの幸せの為、また事業を繁栄・存続させ地域
社会の発展に寄与する為に粉骨砕身する事は言うま
でもありません。しかし、それを自分一人で何もか
もやろうとすると発展性はなく、結果周囲の方々に
役立つ事が限定的になってしまいます。従って、理
想のリーダーは経営理念に基づきビジョンを決めた
ら、後はそれを思い切って具現化する社員に権限を
委譲する事だと思います。その為には日頃より社員
みんなに信頼され、良好な関係性を保つ努力が絶対
条件だとも思います。自分から「リーダーである俺
の言う事を聞け！」より、社員から「我々の信頼する
リーダーが決めた事なので、何がなんでも達成する
ぞ！その為なら命を懸けても惜しくない！」と言わ
れるリーダーが理想です。

先日、久しぶりにある映画を観たくなり映画館に
足を運びました。「海賊とよばれた男」です。ご承知
の通り出光興産創業者の出光佐三をモデルとした主
人公・国岡鐡造の一生と、出光興産をモデルにした
国岡商店が大企業にまで成長する過程が描かれてい
る百田尚樹による歴史経済小説です。
どうしてこの映画を観たいと思ったのか？混沌と
したこんな時代の中でも常に成長されている企業
はありますし、またそのような会社は経営者（リー
ダー）に魅力があると思います。従って同じ経営者
として、そのようなリーダーになる為に何が出来る
のか！を素直に勉強したかったからです。
さて、まず心にグサッと来た言葉。どんなに厳
しい状況であっても社長が社員に対して「心配する
な！一人も首にはしない！」と言い切った事。不安
で仕方ない社員の立場で、リーダー自らが発声した
力強い言葉を聞いたらどれだけ勇気と希望が湧いて
くるのか！それはリーダーが常日頃から「社員＝家
族同様の存在」と思っている事の現れでもあります。
そこまでの覚悟が私には出来ているのか！？自問自
答してしまいます。
また本業が大ピンチの中でも、時には本業以外の
仕事にも積極的に取り組む行動力「仕事がないなら
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年月日 曜日 パック料金

(火) 8 時間

(水) 8 時間

(木) 8 時間

㈱アイシン・コラボ (金) 7 時間

㈱アイシン・コラボ (月) 7 時間

(火) 7 時間

(水) 7 時間

(木) 7 時間

(金) 7 時間

(月) 7 時間

(火) 7 時間

(水) 7 時間

(木) 東桜会館
9:00～17:00 7 時間

(火) 7 時間

(水) 7 時間

(木) 7 時間

(金) 7 時間

(月) 7 時間

中部企業教育研究所
松石裕就　氏 (水) メディアージュ愛知

9:00～18：00 8 時間

㈱アイシン・コラボ (水) 7 時間

㈱アイシン・コラボ (水) 7 時間

(水) 7 時間

(木) 7 時間

(公社)日本印刷技術協会
功力　晃　氏 (火) 8 時間

株式会社ナプス
竹島恵二　氏 (火) 8 時間

㈱ハーモネット
近藤敏子　氏 (火) 8 時間

ブラザー印刷㈱
大井康司　氏 (火) メディアージュ愛知

9:00～18：00 8 時間

AM　平和紙業㈱
　　　　山崎僚子　氏 (水) メディアージュ愛知

9:00～12:00 3時間

PM　㈲岩田製本所
　　　　岩田秀樹　氏 (水) メディアージュ愛知

13：00～17：00 4時間

三藤印刷㈱の
工場見学

三藤印刷㈱
9:00～12:00 3 時間

三藤印刷㈱
後藤規之　氏

メディアージュ愛知
13:30～17:30 4 時間

(水) 8 時間

(木) 8 時間

(水) 7 時間 円

(水) 7 時間 円

(水) 7 時間 円

㈱Ｔｏｏ
9:00～18：00

制作担当者の
ためのDTP
 基 礎 実 習

印刷の基礎、DTP の基礎
【演習】Adobe IllustratorCS
プリプレスの基礎
【演習】Adobe PhotoshopCS
印刷の実務
【演習】Adobe InDesignCS

㈱Ｔｏｏ
9:00～17:00

工場見学、実際の仕事の流れ、
現場での注意点・初歩的なノウハウ

印刷現場で起こりやすい間違った印刷
印刷工程での品質管理

㈱ハーモネット
近藤敏子　氏

㈱アラレス
工藤伸仁　氏

メディアージュ愛知
9:00～17:00

メディアージュ愛知
9:00～17:00

29/5/10(水)
～19(金)の間
で調整

仕事でのコミュニケーションの問題点改善②

㈱　Ｔｏｏ

メディアージュ愛知
9:00～18：00

アイキャリア
太田章代　氏

メディアージュ愛知
9:00～17:00

メディアージュ愛知
9:00～17:00

⑦

デザイン&
色彩設計の
セオリー

情報を読み解くのに必要な基礎知識／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とは／
インプットからアウトプットへ／表現と情報内容の一致と
不一致／デザインと色彩心理／色彩の基礎概念と
表色法／色彩の理論を実際業務にどう生かすか／他

デジタル時代の印刷物制作環境 ／デジタル時代の
営業の役割／デジタル時代の制作ワークフローと営業

営業の真の目的とは/ロールプレイングの目的とは/
第一印象、挨拶/顧客の問題解決/　他

⑥ 印刷技術講座

用紙について

印刷の後加工について（断裁、製本、加工等）

はじめての印刷機、印刷工程での専門用語、
安全管理教育

⑤ 印刷営業
基礎講座

印刷営業の基本知識
積算体系と工程別算出法、積算事例

④

新入社員
基礎研修
フォローアップ

規律・礼節の要点繰り返し　他

③

パソコン基本実習

Wordの基礎実習

１年生社員でもできる品質管理

１年生社員でもできる会社のムダ取り活動

Exｃelの基礎実習

PowerPointの基礎実習

ビジネス文書の基本
と法令の基礎知識

ビジネス文書基礎

コンプライアンス・著作権・商業簿記基礎・集金の知識

コミュニケーション
スキルセミナー
フォローアップ

仕事でのコミュニケーションの問題点改善①

※　網掛け部分は未確定

28,080円

17,280円

21,600円

1人当りの受講料

受講料

愛知県印刷工業組合　平成29年度【印刷会社の新入社員研修会】
カリキュラム

② 「印刷」に関する
基礎知識

印刷物製作工程概要、色と光、出力・刷版、
印刷、製本・加工、印刷用紙、印刷インキ

(公社)日本印刷技術協会
影山史枝　氏

①

印刷産業概論、印刷物制作の基礎知識／
印刷技術の基礎知識、DTP 制作の基礎知識／他

印刷用の版/オフセット印刷について／
実際の印刷物から印刷品質を読取り／
印刷「常識・非常識」基本編 ／他

「会話の基礎」チームワーク・電話応対等

職種に共通して必要な規則・基準、まとめ等

新入社員基礎研修

はじめての品質管理

はじめての５S活動、改善活動の基本

新入社員基礎研修
（規則・礼節）

社会人としての接遇・マナーの知識の習得等

9,720円

コミュニケーション
スキルセミナー

仕事でのコミュニケーションスキル

アイキャリア
太田章代　氏

話し方・距離感・メールの送り方・所作全般　他

コミュニケーションスタイルの違いを理解する　他

ロールプレイングを中心とした実践演習　他

講座
番号 職 務 ・ 教 科 等 教科の内容（概略） 講 師 予 定 者

開催日
開催時間 時間数

中部企業教育研究所
松石裕就　氏

メディアージュ愛知
9:00～18：00

9,720円

9,720円

9,720円

メディアージュ愛知
9:00～17:00

メディアージュ愛知
9:00～17:00

メディアージュ愛知
9:00～17:00

開催場所：メディアージュ愛知３階会議室
改訂版(28.12.7)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（PC各研修および工場見学を除く）

37,800円

92,880円

円

59,400円

33,480円

45,360円

41,040円

43,200円

31,320円

12,960円

7,560円

4,320円

11,880円

17,280円

17,280円

17,280円

17,280円

17,280円

10,800円

19,440円

10,800円

10,800円

10,800円
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昨年度の新入社員研修会のもよう
愛印工組（環境・労務・新人教育委員会）では、平成29年度

「印刷会社の新人社員研修会」を4月〜 9月にかけて開催しま
す。〝新入社員が入社してきたが、社員教育・指導をどのよう
に行なったらいいのか分からない〟と悩んでいる企業や経営
者の方に、「新入社員研修は、営業＋製造＋制作＝社員のため
の各種講座を用意し、経験豊富な講師陣により、講義と実習
を通じ徹底的に指導します」と、参加を呼び掛けている。ま
た、〝印刷業界全体の人材育成に寄与したい〟との目標を掲げ
ており、愛印工組の組合員のみならず、製本、製版、その他関
連業界の新入社員教育にも利用してほしいと、広く門戸を開
放している。さらに、全教科へ参加する必要はなく、受講した
い教科のみの選択受講も可能としているので、参加者しやす
くなっている。特に、人材育成に取り組む事業主を支援する

「人材育成支援策」により、社員研修に参加する社員への賃金
助成＋参加に要する経費の助成など、助成金の活用もでき、
事業主として大きな魅力ともなっている。

【研修会コース】
■共通コース
職種に関係なく印刷会社の新入社員としての基礎を学ぶ。

＜教科の内容＞新入社員基礎研修（規律・品質管理等）、コ
ミュニケーションスキルセミナー、「印刷」に関する基礎知識、
パソコン基本実習、ビジネス文書の基本、法令の基礎知識。

■共通コース／フォローアップ
共通コースのフォローアップ（要点の再確認など）を行な

う。＜教科の内容＞新入社員基礎研修とコミュニケーション
スキルセミナーのフォローアップ。

■営業コース

印刷会社の営業社員として必要な基礎知識を学ぶ。＜教科
の内容＞印刷営業の基礎。

■製造コース
印刷会社の現場で働く社員として必要な基礎知識を学ぶ。

＜教科の内容＞印刷技術の基礎。
■制作コース
印刷会社の制作担当者として必要な基礎知識とDTPの基

礎技術を学ぶ。＜教科の内容＞デザイン＆色彩設計のセオ
リー、制作担当者のためのDTP基礎実習。

※主催：愛知県印刷工業組合（メディアージュ愛知）※研修
会開催場所：メディアージュ愛知3階会議室（但し、4月20日
と工場見学会は除く）

※各講座の申し込み：愛印工 組TEL052(962)5771、
FAX052(951)0569まで。なお、申込書は愛印工組HPか
らダウンロード　http://www.ai-in-ko.or.jp/

※各種助成金の詳細は愛知労働局へ TEL052（688）5758

■平成29年度
「印刷会社の新入社員研修会」のご案内

■共通コース■共通コース・フォローアップ■営業コース
■製造コース■制作コース4月開講
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▼化学物質を出荷する事業所では、これ

らの化学物質を他へ譲渡提供する際には、

安全データシート（SDS）を提供するとと

もに、その容器または包装に危険有害性を

示す絵表示（GHSマーク）、人体に及ぼす

作用、取り扱い上の注意、会社名などをラ

ベル表示する必要がある。また、SDSな

どの情報などを基に、製造取り扱い業務に

ついてリスクアセスメントを実施する。

▼化学物質を取り扱う事業所では、これ

らの化学物質は、洗浄剤、塗料、接着剤な

ど、日頃化学物質を意識していないものも

含まれている。また、容器などのラベルに

危険有害性を示す絵表示（GHSマーク）の

付いている製品については、メーカーなど

から提供される安全データシート（SDS）

を確認し、人体に及ぼす作用や取り扱い上

の注意を把握する。さらに、SDSなどの

情報を基に、その化学物質の取り扱い業務

についてリスクアセスメントを実施する。

厚生労働省では、「今回追加された物質

は、どのように扱えば安全であるかが明ら

かになっている物質である。SDS交付な

どの対象になったことを理由に、安易に有

害性の不明確な物質への代替化を図ること

化学物質を取り扱う事業所に対し、亜硫

酸イソブチルなど27の化学物質について、

労働安全衛生法施行令の改正に伴い追加さ

れ、以下の3点が義務付けられた。

※施行日に現に存在するものについて

は、ラベル表示の義務は平成29年8月31

日まで適用されない。

①事業所における「リスクアセスメン

トの実施」

②譲渡提供時の「安全データシート

（SDS）の提供」

③譲渡提供時の「容器などへのラベル

表示」

はかえって職場のリスクを増大させる場合

がある。危険有害性の程度に応じ、適切に

管理して使用するように心掛けていただき

たい」と注意を喚起している。

追加される物質の一覧を掲げた。

追加される物質
該当物質の含有率が裾切値未満のものは対象となりません

物質名 CAS番号

裾切値
主な用途
(参考)ラベルの

表示

SDS（通知）
リスクアセス
メント

亜硝酸イソブチル 542-56-3 １％未満 0.1％未満 芳香剤添加物

アセチルアセトン 123-54-6 １％未満 １％未満
触媒（金属キレート）原料，接着剤原料，溶
剤，有機合成中間体

アルミニウム 7429-90-5 １％未満 １％未満 金属（圧延品）・電線・ダイカスト原料

エチレン 74-85-1 １％未満 １％未満
ポリエチレン・アセトアルデヒド・酸化エチレ
ン・塩化ビニル・エチルベンゼンなどの原料

エチレングリコールモノブチルエーテルア
セタート

112-07-2 １％未満 0.1％未満 塗料・インキ溶剤，洗浄剤

クロロ酢酸 79-11-8 １％未満 １％未満
カルボキシメチルセルロース原料，２，４－
ジシクロフェノキシ酢酸原料，チオグリコール
酸及び両性界面活性剤原料

Ｏ-3-クロロ-4-メチル-2-オキソ-2H-ク
ロメン-7-イル=Ｏ′Ｏ′′-ジエチル=ホ
スホロチオアート

56-72-4 １％未満 １％未満 殺虫剤

三弗化アルミニウム 7784-18-1 １％未満 0.1％未満
非鉄金属の製錬用融剤，陶磁器の釉薬，
溶接棒フラックス，アルミナインジング用，光
学レンズ原料

Ｎ，Ｎ-ジエチルヒドロキシルアミン 3710-84-7 １％未満 １％未満 重合停止剤，着色防止剤

ジエチレングリコールモノブチルエーテル 112-34-5 １％未満 １％未満 溶剤

ジクロロ酢酸 79-43-6 １％未満 0.1％未満 有機合成原料，医薬原料

ジメチル＝２，２，２-トリクロロ-１-ヒドロキ
シエチルホスホナート（別名DEP）

52-68-6 １％未満 0.1％未満 農薬（殺虫剤）

水素化ビス（２-メトキシエトキシ）アルミニ
ウムナトリウム

22722-98-1 １％未満 １％未満 有機合成還元剤

テトラヒドロメチル無水フタル酸 11070-44-3 １％未満 0.1％未満
不飽和ポリエステル樹脂・アルキド樹脂原
料，エポキシ樹脂硬化剤

Ｎ-ビニル-２-ピロリドン 88-12-0 １％未満 0.1％未満
結合剤，反応性希釈剤，ポリマー原料（医
薬，化粧品，工業用）

ブテン

25167-67-3
107-01-7 
590-18-1 
624-64-6 
106-98-9 
115-11-7

１％未満 １％未満
スチレン・ブタジエンゴム原料，ブタジエンゴ
ム原料

プロピオンアルデヒド 123-38-6 １％未満 １％未満
医薬・樹脂原料，食品添加物（香料，香辛
料）

プロペン 115-07-1 １％未満 １％未満
アクリロニトリル・ポリプロピレン・エチレンプロピ
レンゴム・オクタノール・プロピレンオキシド・ア
セトン・イソプロピルアルコールなどの原料

1-ブロモプロパン 106-94-5 １％未満 0.1％未満 医薬・農薬原料

3-ブロモ-１-プロペン（別名臭化アリル） 106-95-6 １％未満 １％未満 有機合成原料

ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム 13775-53-6 １％未満 １％未満
フラックス，アルミ精錬融剤，エナメル・ガラ
スの乳白剤，ゴム充填剤，殺虫剤原料

ヘキサフルオロプロペン 116-15-4 １％未満 １％未満 共重合用原料

ペルフルオロオクタン酸 335-67-1 0.3％未満 0.1％未満
半導体用，消火剤，撥水剤，紙の表面処
理剤，樹脂改質剤

メチルナフタレン
90-12-0
91-57-6

１％未満 １％未満
ナフトエ酸原料，蛍光増白剤・界面活性剤
原料，農薬溶剤、ビタミンＫ３用原料

２-メチル-５-ニトロアニリン 99-55-8 １％未満 0.1％未満 染料・顔料中間体

Ｎ-メチル-２-ピロリドン 872-50-4 １％未満 0.1％未満
樹脂溶剤，アセチレン溶剤，ＭＯＳ半導体
製造用溶剤，化粧品基剤

沃化物 7681-11-0他 １％未満 １％未満
(沃化カリウムの例）写真薬，有機合成原料，
分析用試薬等

※「主な用途」出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム（CHRIP）

【化学物質を取り扱う事業所へ】

　亜硝酸イソブチルなど27物質を追加
　―ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象―

追加される物質

該当物質の含有率が裾切値未満のものは対象とならない

労働安全衛生法
　施行令などが改正
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ストレスチェック制度が義務化（従業員50人未満は努力義
務）された。ストレスチェック制度は、従業員自身のストレス
状態を知ってメンタルヘルス不調を未然に防ぐだけではな
く、職場環境の改善や人材喪失が招く経営上のリスク回避に
もつながる。従業員50人未満の事業場なら助成金を受ける
ことができるので、助成金を受け、働きやすい職場づくりに
取り組むことが推奨されている。

【助成金の支給対象および助成金額】
従業員50人未満の事業場（労働保険適用事業場）が、医

師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、
医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施し
た場合、事業主が費用の助成を受けることができる。

①ストレスチェック（年1回）を行なった場合／ 1従業
員につき500円を上限として、その実費額を支給。

②ストレスチェック後の面接指導など、産業医活動を
受けた場合／産業医活動1回につき21,500円を上限と
してその実費額を支給。ただし、支給対象となる産業医
活動は、1事業場につき年3回が限度。

※支給対象となる産業医活動の例：ストレスチェック
の実施についての助言／ストレスチェック実施後の面接
指導／スチレスチェックの結果について集団分析を行な
う／面接指導の結果について事業主に意見陳述する、な
ど

STEP②スチレスェックの実施＝ストレスチェックの実施
について審議（産業医からの助言、労使での審議、従業員への
説明、情報提供など）、ストレスチェックの実施、従業員への
結果の通知、ストレスが高い人に対し、産業医による面接指
導などの実施。

※登録届受付通知書の受け取り後3 ヶ月以内に行なう。
STEP③助成金支給申請＝労働者健康安全機構へ、助成金

支給申請書（ストレスチェック実使者と産業医の確認が必要）
を提出（ストレスチェック実施者と産業医への費用の支払い
を証明する書類を添付）。

▼ストレスチェック助成金の問い合わせ
独立行政法人労働者健康安全機構　
ナビダイヤル0570-783046
http://www.johas.go.jp/
▼ストレスチェック制度の導入サポート
独立行政法人労働者健康安全機構では、ストレスチェック

制度導入をサポートするために、下記の事業を実施してい
る。利用は無料。

○ストレスチェック制度サポートダイヤル
実施方法などの専門的な相談窓口。
○ストレスチェック制度実施のための研修
産業保険総合支援センターでは、研修会を随時行なっている。
○個別訪問による支援
メンタルヘルス対策の専門家が職場を訪問、具体的なアド

バイス。管理監督者を対象に「メンタルヘルス教育」の実施。
独立行政法人労働者健康安全機構：電話：0570-031050
詳 細 に つ い て は、http ://www.johas .go . jp/

sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Defauit.aspz

【助成金活用簡単ステップ】
STEP①事業場登録の届け出＝労働者健康安全機構へ、「ス

トレスチェック助成金事業登録届」などの必要書類を提出。

従業員50人未満の事業場の事業主へ

□労働者健康安全機構

「ストレスチェック」で助成金
職場環境の改善や人材喪失が招く経営上のリスク回避
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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　　　  〒461̶0018
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

新聞印刷専業としてスタート

■滝澤講師は、「私共は、全印工連の平均従業員数17名より
少ない14名で事業を展開している会社である。事業規模の
小さい会社でもこんな風に行なっているのだというありのま
まの姿を、恥ずかしながらお話させていただこうと思ってい
る」と前置きし、本題に入った。

■「滝澤新聞印刷は私の祖父が始めたもので、今年で創業
28年目を迎えた。所在地は東京都新宿区山吹町。この地域
は、非常に印刷関連業者が密集しているところである。従業
員数は14名、仕事を通じ広く社会に貢献するという経営理
念の下で事業活動を行なっている。創業時は新聞印刷専業で
あった。　新聞には新聞の書体というものがある。戦前の読
売新聞や朝日新聞、報知新聞などは、書籍と同じ正方形の活
字で組まれていた。ところが戦争中は物資が不足しており、
貴重な紙面に沢山の情報を盛り込みたいということで、日刊
紙の新聞社が考え出したのが、少し偏平が掛かった独特の扁
平書体である。偏平を掛けることにより限られた紙面に、よ
り多くの文字数を印刷しようとした。祖父が創業したときは
当然まだ活字の時代なので、新聞書体の母型、活字を作る元
を持っている会社だけしか新聞書体の活字を作ることが出来

ないので、一般の印刷会社では新聞組みができなかった。で
すから私の会社は、存在価値が当時あった。逆にいうと、新聞
書体しか持っていなかったので、一般の書籍などは社内で作
ることができなかった」。
「現在、機関紙や社内報などの定期刊行物を主に作らせて

いただいている。その他に学校関係の新聞などもある。最近
は学校関係の新聞は少なくなったが、学校で出されるいろ
いろな印刷物や、お付き合いのある団体からの会報、パンフ
レット、名簿などの仕事もいただいている。たくさんのお得
意先があるというわけではないが、何とか今日まで歩んでき
た。大変に有り難い環境にある」。
「定期刊行物は、発行日が来るとお客様の方から黙ってい

ても原稿がいただける。ただ、それに胡坐をかいていると足
をすくわれることもある。そこはきちんとお客様と定期のお
仕事をいただく中でやり取りをし、お客様のニーズを汲み取
り、その上で長いお付き合いをいただいている。中には50年
以上お取引をさせていただいている会社もある。メインクラ
イアントの一つである化学会社では、社内報や社員の名刺、
グループ会社の社内報なども頂戴している。私の会社で印
刷していないカタログやサンプルまで、全て当社でお預かり
し、全国または世界への発送業務もこなしている」。

愛知県印刷工業組合（細井俊男理事長）は、１月13日名

古屋東急ホテルにおいて平成29年新春印刷と関連業界新

年互礼会を開催した。来賓・組合員・関連業者ら約300名が

出席し新年を祝った。互礼会開催に先立ち行なわれた記念

講演会では、滝澤光正全日本印刷工業組合連合会副会長が

講師を務め、「わが社の価値創造　〜新聞印刷三代のDNA

〜」と題し、会社の生い立ちから現状、自分自身のこと、

さらには、組合での活躍など、零細企業の奮闘記が紹介さ

れた。以下、その要旨である。なお、講演は長時間にわた

り行なわれたので、２回に分けて掲載する。

（文責在記者）

■愛印工組「印刷と関連業界互礼会」新春講演会より

「わが社の価値創造〜新聞印刷三代のDNA〜」
　　　　　 零細企業の奮闘記

講師：
滝澤光正
全日本印刷工業組合連合会
副会長

滝澤新聞印刷㈱代表取締役
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活字からDTPへ

■滝澤講師は、「私共の会社がある東京都新宿区の概要は、
人口は34万人を少し切っている。区内に292の事業所がある
が、そのうち実に201の事業所が印刷関連業である。印刷産
業の密集地で、印刷業は地域の地場産業である。区内の印刷
関連業の出荷額は、直近の統計で91.3％、事業所数は68.8％
になっている。どうしてこうも多いのか、ここは大日本印刷
の前身である集英社の創業地であり、現在も大日本印刷の本
社と工場がある。同社からの仕事を請ける印刷会社が集まっ
ているので、印刷関連業者が多いわけである」と、現状を紹介
し、開業当時から今日までの経緯を説明した。

■「当社は、祖父が昭和12年に開業としているが、その前
に若い頃は文京区大塚の共同印刷に勤めていたと聞いてい
る。そこで何年か印刷のことを学び、昭和12年に独立して開
業した。ただ、直ぐに戦争が始まったので一旦中断し、機械は
供出させられ、自身も徴用になった。聞くところによると中
島飛行機、現在の富士重工に徴用に出ていたという。戦争が
終わり昭和23年に滝澤新聞印刷株式会社を設立したが、昭和
37年に祖父は亡くなった。その後は父の滝澤ひろしが後を
継ぎ昭和37年に2代目社長に就任した。創業当時の建物は木
造の2階建て。１階は工場、2階は事務所、活字を拾う植字場、
校正室などがあった。2階に活字が乗っかっているため柱な
ども全部補強し、頑丈な造りになっていた」。
「父親の代になり私が生まれた後、昭和49年に同じ場所に

本社工場を新築したが、主力はまだ活字であった。昭和59年
になって電算写植を導入し、それとほぼ同時にオフセット印
刷機も導入した。活字からオフセット切り替える頃は、少し
ずつ活字からオフセットに変換をしていった。当時の職人
は、いわゆる昔の印刷屋の親父というような人が多かった。
写植への移行にあたり、リストラではないが新しい仕事に対
応できる人は残ってもらい、難しいという人には新しい就職
先の世話をした。その当時の父親には相当な苦労があった
と思う。新しい工場ができた後も、10年ぐらいは活字が続い
た」。
「活字の時代は、一般の皆さんが印刷物を発注するには敷

居が高かった時代であった。こんな中で、素人の皆さんが見
よう見まねで新聞や社内報を作らなければいけない、という
ことで、何か役立っことはないかと、ガイドブックを作成し
た。このガイドブックには、活字、文選や植字、活字の組み方、

飾り罫、表罫と裏罫、見出しの付け方、校正の仕方、レイアウ
トの説明、割付のタブー、新聞組版での禁止事項、例えば、腹
切れ、飛び降り、記事のぶった切り、あるいは、記事が繋がら
ないレイアウトは行なわないなど、素人の方でも理解できる
ように分かりやすく解説。教科書的なものがなかった時だけ
に大変好評をいただいた」。
「私どもは小さかったので、お客様の発行部数が少なく、数

千ぐらいの数なら原版のまま平台の印刷機で印刷をしてい
た。部数の多いお客様は輪転の協力工場に持ち込んでそこで
活版輪転で印刷をしていた。私が会社に出入りするように
なった頃には、まだこの状態が残っていた。そのため、夏休み
などのアルバイトでは、組んだ原版をライトバンの後ろに乗
せ輪転工場まで運んだ覚えがある。崩れないかひやひやもの
であった。懐かしい思い出である」。　
「その後、電算写植を導入しすっかり会社の様子も変わっ

た。昭和60年にオフセットを導入。平成4年に私が入社をし
て、直ぐに印刷組合のMacの講習会に行かされた。〝これから
はMacだぞ〟ということで、平成5年にMacのDTPシステム
を入れた。ただ、そこそこ仕事はできたが、本格的な新聞を組
むということは難しかった。平成12年にWindowsになった
が、この時まで写研の電算写植システムとMacのDTPと並列
で行なっていた。平成12年に電算写植を全廃して新聞組版
をWindowsのDTPに完全移行した。これが今までの会社の
経緯である」。

自分自身の話

■滝澤講師は、「今度は私自身の話をしたい」として、まず、
議員秘書時代の経緯が紹介された。

■「私は昭和40年生まれ。少し変わっているところは、大
学を卒業して直ぐに縁があった自民党の参議院議員の方から

〝ちょっと勉強にこないか〟という話があった。私が高校生ぐ
らいのときに〝お前、将来はどうする〟という話を親父とする
中で、回りは〝いい後継ぎがいていいね〟と、同僚や親戚から
の声が聞こえてくるなかで、後を継がなくてはいけないのか
という雰囲気になっていた。そのため、大学の3年、4年でも
就職活動に身が入らなかった。実際に何社か受けたが、他の
友達に比べて、俺は将来、自分で食っていかなくてはいけな
い、という気持ちがなく、甘い考えがあった。『親父の後を継
ぐ』という意識のあるなかで、そうはいっても直ぐに入るつ
もりはなく、親父も〝何年かは外で飯を食ってこい〟というこ
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とだった」。
「大学時代の友人の親父が議員さんの秘書をやっていたこ

ともあり、その縁で、議員秘書という仕事を少し勉強させて
いただくことになった。昭和63年に議員秘書になり、6年間
経験した。当時、衆議院の定数が512、参議院が272。議員の
数かける事務所によって多い少ないはあるが、平均的に東京
の議員会館に勤めている秘書は3 〜 4人という数になる。こ
れからしておおよそ1,200名が議員秘書をしていることに
なる。日本中で1,200名しか経験できない職業であり、ここ
で貴重な経験をさせていただくことなる。私が勤めた議員の
方は参議員の比例代表で、ある業界団体が支援して当選でき
た議員であった。比例代表の議員なので、地元というのは特
になく全国が選挙区になる。先生の自宅が愛知県稲沢市にあ
り、その当時よく出張で名古屋に来ていた。この間、自民党の
愛知県連の先生方、事務所の皆さんとは随分と親しくさせて
いただいた。言葉ではいい尽くせない大変さがあったが、楽
しい経験させていただいたと思っている」。

40歳で交代、組合活動にも専念

■次いで、滝澤講師は、「そんな経緯があって会社に戻り、
新たに印刷の勉強をし直し、平成17年40才のときに代表取
締役に就任した。現在、親父は元気ですが、父親は初代を早
くに亡くし、長い間代表として会社を切り盛りしていた経験
上、〝40才ぐらいで代表になっていた方がいい〟との意向があ
り社長を交代した」と経緯が語られた後、組合活動への参加
による自身の成長について触れた。

■「現在、東京都印刷組合新宿支部に所属している。親父
も、経営者としての経験は長いが、若い頃は何かにつれ不安
があったと思う。だから、何か困ったときに相談できるのは

〝組合の仲間だ〟という。親父も組合暦が長い。新宿支部の支
部長を3期6年務め、東印工の常務理事、副理事長を経験して
いる。そんな自身の経験もあって〝組合に行って少し揉まれ
てこい〟ということで、新宿支部の青年部会に入会した。これ
が私の組合暦の始まりである。

新宿支部の青年会は順番に青年会長が回ってくる。平成
18年度に新宿支部の青年会長を拝命した。支部の青年会長
を拝命すると同時に、東京青年印刷協議会に出て行かざるを

得なくなる。東青協は、東印工組22支部にそれぞれ青年会
があり、その連合組織になっている。日頃の青年会活動は支
部ごとに行なっているが、東京ではその東青協が取りまと
めをして、一つの支部ではできない勉強会や見学会などを
企画し行なっている。東青協に出て次の期の平成20年に副
議長を拝命した。私が副議長を務めていた期間中に、全青
協、ジャグラの全国青年組織であるスペース21、全国印刷
緑友会の3団体がメインとなってPrintNext2010を行なっ
た。このPrintNextでも実行委員として汗を流した。このと
きに、「組合事業は何て大変なのだろう」と思うようなこと
がいっぱいあった。特にPrintNextは親団体がなくて各団
体の青年会が寄り合わさった所帯であったので、物事を決
めたり進めたりすることが非常に手間がかかった。しっか
りと皆で合意をした上でないと進めていけない。前例が無
い事に挑戦していたわけである。例えば、記者の皆さんを呼
んでプレス発表をする、各関連企業にお願いに行って協賛
をいただく、そうしたことを30才、40才の人たちが行なう。
勿論、経験はない。だから、怒られ叱られる。なんで怒られ
なきゃいけないのだと思いながらも、でもやらなくてはい
けない。本当に大変だった。自社だけではできなかった経験
をさせていただいた。切磋琢磨の場であったと今となって
は感謝している」。
「その当時、全青協で『業態変革100選』という書籍を出し

た。水上勉全印工連会長の時代であった。水上会長が提唱す
る業態変革をしなくてはいけないということで、全青協で全
国から100選集めて本を出しましょうということになった。
東京からは20社出すようにいわれた。東青協で手分けをし
て選んで取材をして編集するまで青年会が受け持った。全印
工連で出版する書籍の手伝いを初めてしたのがこの時だっ
た」。

具体的な活動状況

■その後、滝澤講師は、全青協、全印工連での活動状況につ
いて、具体的な話を展開し紹介した。

■「東青協の議長をやることになった。この東青協の議長
になると全国の副議長も兼ねないといけない。それが全国青
年印刷協議会である。全青協の当時の活動は、経営戦略とし
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てのCSRだった。副議長の一人として2年間やらせてもらっ
た。Print Nextは2年に一度行なっており、横浜で2012を開
催した。このときも新たな試みをたくさん入れた」。
「平成22年、23年度には経営革新マーケティング委員会

に所属していた。この委員会の活動の中で、『私たち印刷業界
はどんぶり勘定から脱却しなくてはいけない、きちんと管理
会計を学ぼう』とのことで、売上高経常利益率を今よりプラ
ス5％を目指すためのテキストを発行した。売上高経常利益
率という物差しで行けば、会社の規模は関係なく小さな会社
も、あるいは人数の多い会社も同じ土俵で勉強が出来る。愛
知県印刷工業組合の理事長を務められた髙井昭弘氏には大変
なご指導をいただいた。編集に携わらせていただいたが、こ
れは私にとって大変勉強になった」。
「その翌期、24年、25年度には全青協の議長を拝命した。

このとき全印工連では水上会長から島村会長にバトンタッチ
が行なわれた。この時に、全印工連でCSRを行なうことにな
り、認定制度が始まった。一方、私が議長を拝命した全青協で
は、2年間はブランド戦略を勉強した。この時期に、ご当地愛
知においてPrintNext2014を開催した。名古屋而立会の皆
さんに頑張っていただき、史上最大の680名の参加を得た。
スタッフの皆さんには大変お世話になり、また、楽しい時間
を過ごさせていただいた」。
「この期間、私は全印工連の産業戦略デザイン室の委員と

経営革新マーケティング委員も掛け持ちで担当していた。前
年度に発行した羅針盤をテキストにして、若手のゼミをやろ
うということになり、髙井さんにご協力いただき行なった。
第1期、第2期と全国から若手の皆さんに集まっていただき、
1泊形式の合宿研修を行なった。夜は車座になって、お互いの
悩みや経験談を本音での意見交換をした。髙井さんにはいつ
も講師としておいでいただき、若い後輩たちに貴重な経験を
聴き学ばさせていただいた。直近では、来月に第5期が金沢で
開催される予定になっている」。
「このとき、産業戦略デザイン室から『印刷道ソリュー

ションプロバイダーへの進化』という成長戦略提言書を出
させていただいた。これも、外部のコンサルタントに丸投げ
するのではなく、1、2年かけてデザイン室の皆さんが議論
を重ね、取材をして書き上げたものである。この書には、印

刷のカテゴリーとして6つの類型を提示し、それぞれ自分達
の得意な分野に選択と集中で業態変革をしていったらどう
だろうか、といったことを提言させていただいた提言書で
ある」。
「その次の26年、27年度は、支部長をやるようにいわれ、

新宿支部の支部長を拝命し、その時に行なったのが組合員増
強キャンペーンであった。当時の新宿支部は80社を少し欠
けるぐらいの組合員であったが、キャンペーンのお陰で15社
の新しい仲間を迎えることができた。新しく組合に入ること
はハードルが高いですが、入って仲間になってしまえば本当
に良かったと思っていただけると思っている。実際はビジネ
スに繋がればもちろん一番良いが、経営の悩み、あるいは環
境の問題など、我々にはいろいろと事業経営をしていくうえ
での悩みがある。そういった悩みを、腹を割って話せる場が
組合である。最初は無理やり入って来た人でも、こちらが心
を開いて迎え入れれば打ち解けていただき、胸襟を開いてい
ただける」。

（次号に続く）

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㈱)

新春講演会のもよう
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愛知県印刷工業組合・岐阜県印刷工業組合・三重県印刷工業
組合・石川県印刷工業組合・富山県印刷工業組合及び愛知県印
刷協同組合では、第8回ポスターグランプリコンペティショ
ンを実施する。将来のグラフィックデザイン業界を担う学
生、生徒及び一般のデザイナーを対象に作品を募集する。
―作品規定―

○対象／ポスター

○テーマ／「with」：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）

○応募期間／平成29年8月21日（月）〜平成29年9月5日
（火）17時必着　※受付時間等…月曜日〜金曜日の9時〜 17
時。9月2日（土）は9時〜 12時まで受付。9月2日以外の土・日
曜日は受付しません。

○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。電磁媒体（CG）又は手描き、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、縦
型、発泡パネル貼仕立て。高校生の部…B2判、縦型、発泡パネ
ル貼仕立て（発砲パネルの厚さは15㎜以内、作品が剥がれな
いよう、しっかり貼付けて提出）

○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、応募用紙に記載の案
内に従って提出すること（送付、持込みのいずれも可）
―入賞・入選発表―
　○入賞・入選発表／平成29年9月下旬　
―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6名（賞金2万円）、○特別賞11名（副賞ギフト
カード5千円分）、○協賛会社賞若干名（副賞ギフトカード5千
円分）

●応募先・問合わせ先
　愛知県印刷工業組合内　ポスターグランプリ係
　TEL 052‐962‐5771 ／ FAX 052‐951‐0569
　E-mail jimukyoku@ai-in-ko.or.jp
○詳細は愛知県印刷工業組合ホームページにて。
　http://www.ai-in-ko.or.jp/

■愛知印工・岐阜印工・三重印工・石川印工
　富山印工・愛知印協主催

　第8回ポスターグランプリ
　作品募集要項
テーマは「with」
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全印工連は、第17期ワンスター認定募集を開始した。
CSRは、地域密着型中小企業が社会から信頼される魅力あ

る会社となるために必要な取り組みであり、持続可能な経営
に不可欠な優秀な人材の確保や企業ブランドの確立、顧客や
金融機関による企業評価の向上等につながるものである。全
印工連は、CSR（企業の社会的責任）研究の第一人者である横
浜市立大学の影山教授監修のもと中小企業CSR規格を策定
し、企業のCSRに取り組んでいる。平成29年2月現在のCSR
認定企業は106社となった。

■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：平成29年2月1日〜 4月28日（6月認定登録予
定）

■申請書類：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チェッ
クした項目を証明する書類）

■認定の概要：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
て認定する。認定企業は、CSRマークを自社の名刺やホーム
ページ、顧客の印刷製品に表示することができる。また、認定
取得後は2年毎に更新を行ない、上位認定であるツースター
認定を取得することも可能である。

■認定費用（一例）：従業員数1 〜 9名、認定費用50,000
円、組合員外100,000円／従業員数10 〜 19名、認定費用
55,000円、組合員外110,000円。（すべて税別）

■詳細：全印工連CSR認定事務局(TEL 03-3552-4571)、
または全印工連CSRで検索。

【愛印工組におけるツースター・ワンスター認定取得企業
（順不同）】

●ツースター認定（2017年2月現在全国17社中3社）
　新日本印刷㈱、㈱マルワ、㈱二和印刷紙業
●ワンスター認定（2017年2月現在全国89社中6社）
　木野瀬印刷㈱、プリ・テック㈱、半田中央印刷㈱、豊橋合

　同印刷㈱、㈱愛知印刷工業、㈱荒川印刷

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

全印工連

CSR認定
第17期ワンスター認定募集

平成29年4月28日締め切り
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編 集 だ よ り
■春の到来を知らせるつくしが土手に現
れた。例年より少し遅いそうである。4月
から始まる新入社員研修会の案内を再度掲
載した。是非ご参加をお願いします。

■「貼り部門」を担当した山本講師は、「グ

ルアー加工に適した箱設計の基本」と題し、

箱づくりの基本的な考えを紹介。その中で

印刷に関連した問題点を挙げた。

「①ベタ印刷はインキが給紙ベルトなど

に付着するので、極力表面加工を付加する。

②糊代には印刷、表面加工をできるだけ外

す。印刷パウダーは給紙ベルトが滑る原因

になり、生産性が落ちる。③表面PP貼りは、

糊の変更で接着できるものも多いが、コロ

ナ処理などで、接着性を有するものを使用。

④表面UVは糊代を外す。⑤片面が紙であ

れば、糊代には表面加工が入っても糊の選

択によっては接着可能なものもあるが、接

着不良は最大の問題であるので、できるだ

け抜けるものは抜いておく。⑥酢酸ビニー

ル系のエマルジョン接着剤は水分が紙に浸

透することで、ビニール成分が接着の役割

を果たす。⑦どんなに良い糊でも、両面に

表面加工があると接着できない」。また、

抜きに関連した問題で、「グルアーは罫線を

折る機械なので、良い罫線が貼り精度を左

右する。駄目な罫線で精度を高めることは

大変困難」とも付け加えた。

その他、サイド貼り、底貼り、両サイド

貼り、コーナー貼りなど、特徴や設計上の

注意点などが解説された。

■「抜き部門」を担当した伊藤講師は、「ト

ムソンのトラブルシューティング」と題し、

パッケージ作成における工程上のトラブル

を挙げて、その対策を促した。

１）形状の決定でのトラブル：形状をアレ

ンジした結果、貼りが不可能に→ワンタッ

チの表裏が反対。→サイド貼りでよいのに

四角貼り。

２）用紙決定でのトラブル：①内容物と

マッチしない紙厚→内容物が重いのに紙が

薄すぎる。軽い内容物なのに紙が厚すぎる。

②パッケージに不向きな紙の選択→広すぎ

る余白⇔余裕のない寸法。目なりの重要性。

３）版下作成でのトラブル：①塗り足しが

ない（塗り足しの色分け）、②ケヌキになっ

ている、③センタートンボがない、④抜き

アタリを消していない。

４）製版でのトラブル：リピート時のア

キ、クワエ、寸法、方向。

５）印刷でのトラブル：①不十分な乾燥、

②各種の面損ヵ所、③検品。

伊藤講師は、「我々トムソン業者は、ソ

リューションはいろいろ持っているので、

データをいただけばサンプルを作成する。

また、データを作ることで、それに絵柄を

はめ込んでいただけば、お互いが楽にス

ムースに仕事ができる」と、トムソン発注

での要望を話した。

■「表面加工部門」を担当した杉浦理事長

は、「光沢化工のすべて」と題し、印刷物に

求められる高付加価値化について、アドバ

イスを行なった。

「光沢加工は、商業印刷物や出版物の仕

上げ工程を受け持っており、消費者の一番

身近な存在にいる。光沢加工業者は印刷会

社や出版社、あるいは、デザイン会社など

を通じて消費者が持つニーズを聴き、色彩

やツヤ、あるいは耐久性や防水性などの機

能を付加しながら、様々な工夫によって付

加価値を高める努力をしている。我々は、

奥行きの深い、高度な加工技術を活かせる

専門的なノウハウをもっており、製品の差

別化のために、活用をお願いしたい」と、

高付加価値印刷の決め手を説明した。

さらに加工技術について、「光沢加工には

塗りと貼りがあり、前者は光沢コート、後

者はラミネートになる。塗りに押しを加え

たのがプレスコート、新しい技術UVラミ

ネートという加工方法も普及している」と

して、それぞれの技術の持つ特色が紹介さ

れた。

重要な点として最後に挙げたのが、オン

デマンド印刷でのインクである。「オンデマ

ンド印刷機のメーカーによってインクが異

なり、昨今、表面加工がうまくいかないト

ラブルが頻繁に生じている。これは密着が

悪く接着強度がでない。このトラブル解消

には、事前に何処のインクを使用している

のか相談していただくことによって解決で

きる。トラブルで余分や労力と費用を掛け

ないためにも、是非相談していただきたい」

と結んだ。

愛印工組教育委員会（磯貝健委員長）が主催するセミナー「印刷の後加工から見た提案

③：紙だからできること、後加工の付加価値で差をつけろ！ 〜印刷に起因する表面加工、

打ち抜き、製函時のトラブル教えます〜」が、2月1日18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。セミナーは「貼り部門」、「抜き部門」、「表面加工部門」

の3つの部門に分け、山本謙介 サンエンヂニアリング㈱会長、伊藤靖郎 ㈱イトートム

ソン社長、杉浦克彦 中部光沢化工紙協同組合理事長がそれぞれ講師を務めた。

□セミナー「印刷の後加工から見た提案」③

紙だからできること、後加工の付加価値で差をつけろ！

「貼り」、「抜き」、「表面加工」の知識とトラブル解消法ついて

　㈱二和印刷紙業山田稔代表取締役が1月

22日逝去されました。葬儀・告別式は1月

25日イズモ葬祭春日井貴賓館（春日井市）

において執り行なわれました。謹んでご冥

福をお祈りいたします。

　近藤紙工㈲近藤金年氏が2月15日逝去さ

れました。葬儀・告別式は2月17日平安会

館ソサイエ太平斎場（岡崎市）において執り

行なわれました。謹んでご冥福をお祈りい

たします。
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美しさ・誠実・挑戦
お客様に企画、デザインを通し、
真の感動を提供出来る様、

常に進化し続ける企業を目指します。

グラフィックデザイン

ウェブデザイン

セールスプロモーションデザイン

エディトリアルデザイン

アドバタイジングデザイン

オンデマンドプリンティング

Graphic design

Web design

Sales promotion design

Editorial design

Advertising design

On-demand printing




