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巻頭言
「次世代を担う若い印刷人へ
　　　委員会活動で大いに勉強を」

理事長　細井　俊男

そのためにも、これまで培ってきたコンテンツ制作
力に磨きをかけ、紙やネットを含めた様々な媒体の
中から、お客さまに最適なものを提案することが重
要であると考えています。
また社会の変化が激しい中、経営資源が限られる
私たち中小印刷業は、自社の進むべき方向をきちん
と見極め、そこに資源を投入することが求められま
す。その際に必要となるのが、市場の動向をはじめ
とする情報の収集です。組合では、業界にとって有
益な情報は何かを仲間同士で一緒になって考え、セ
ミナーや広報誌などを通して発信しています。中小
印刷業が一社単体でできないことをカバーすること
が組合の役目。同じ仲間が団結することで大手企業
に負けない力を発揮できると考えています。
今年も組合は、各事業委員会を通して、組合員企
業の経営の安定と成長につながるセミナー等の研修
事業を企画・開催していきます。組合員の皆さんに
は、セミナーを聴くだけでなく、委員会活動にも積
極的に参加いただきたいと思います。とりわけ業界
の次世代を担う若い印刷人には、委員会活動で大い
に勉強されることを望みます。
最後になりましたが、２０１７年が実りある一年
となりますよう祈念いたしまして、新年のごあいさ
つとさせていただきます。

新年の幕開けに当たり、一言ごあいさつを申し上
げます。
昨年は、リオ五輪で日本人選手のメダルラッシュ
に沸きました。一方で、熊本を震源とする巨大地震
が発生し、突然襲いかかる天災の恐ろしさを改めて
感じることとなりました。米国ではドナルド・トラ
ンプ氏が次期大統領に当選。対米関係のみならず、
国内経済においても、今後の動向が注目されます。
また地元愛知では、１０年後のリニア中央新幹線開
通を見据えた形で名古屋駅周辺の開発がさらに進み
ました。リニアも工事が本格的に始まり、地域経済
のさらなる発展に向け、これから大いに期待が高ま
るところです。
印刷業界に目を転じますと、昨年も家庭用プリン
ターの高品質化、企業用オンデマンド機による内製
化、ネット社会がさらに進み、印刷市場はアゲイン
ストの状況が続きました。ネット社会の進展では、
スマホ向けゲーム市場の勢いが加速。特に「ポケモ
ンＧＯ」の大流行で、スマホを片手に街を歩き回る
人の姿が印象的でした。
しかし私は、ネット社会の進展自体が業界の脅威
になるとは思いません。Ｗｅｂや動画、スマホアプ
リなどは印刷のニアフィールドであり、情報発信の
プロとしてハイレベルのコンテンツ制作力を持つ私
たちには、新たな需要を掴むチャンスでもあります。

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
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■愛印工組／平成29年度

「印刷会社の新入社員研修会」カリキュラム
■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

愛知県印刷工業組合（環境・労務・新人委員会）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
する。愛印工組では、〝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・経営者に対し、「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ており、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
の活用もできる。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（規則・礼節）、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＞印刷営業基礎講座。
■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＞印刷技術講座。
■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、工場見学会は除く）

※各講座の申し込み：愛印工組へ
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
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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

(水) 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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理事会は、河原善高専務理事の司会進行で進められ、冒頭
挨拶に立った細井理事長は、最初にポスターグランプリに触
れ、「参加人数も700名を超え非常に盛況のうちに終わること
ができ、テレビでも3局からニュース放映された。今回から5
県の開催になり、ボリュームも増えているが、まだまだ一般
の参加が少ないので、是非来年は皆様方の会社の中から出品
を増やして、もう少し大きな大会にしていきたいと思う」と
し、組合企業からの一般参加を呼びかけた。

続けて、業界を取り巻く状況に話を移し、「非常に厳しい状
況が続いている。折込代も来年また上がる話も出ているし、
円安になれば色々な仕入れも上がることが予想される。我々
にとっては逆風になると予想がされ、そういった状況が我々
の業界の足かせになってボリュームダウンに繋がったり、他
の方向へ目が向けられるなど、業界自体が悪い方向へ行かな
ければいいと思っている。我々は、どういったチャンネルに
行けるかは考えていく必要がある。無くなっていくものは無
くなっていく、自分の会社の増やせるところを増やしていく
しかない。それには情報を如何に集めるかである。組合員の
方が勉強とか、知る機会を得ることができるように、理事会
の内容とかいろいろな情報を支部の皆さんに伝えていただき
たい。情報を発信して、組合員全体が生き残っていけるよう
にしたいと思う」と述べた。

細井理事長を議長に議事に入り、事務局より、組合員の加
入、脱退について、加入０と脱退5社が報告され承認された。
続いて、河原専務理事より平成28年度決算見込み、各委員会
活動及び実施事業の報告が行なわれた。

委員会実施事業では、最初に、鳥原久資副理事長が三役直
轄事業の第7回ポスターグランプリの結果と次回のテーマが

「with」に決まったこと、また、木村吉伸副理事長より10月6
日に開催された愛印工ゴルフコンペの結果及び来年の予定、
岩瀬清副理事長から2017年新年互礼会について報告され
た。

ブランディング委員会事業は、鈴木裕一副委員長が、愛知
県主催の中小企業経営者と学生との交流会への参加報告が行
なわれ、その時の内容を「あいちの印刷」へ掲載。また、組合パ
ンフレットのリニューアルについて説明がされた。

CSR・ダイバーシティ委員会事業は、山田慎二委員長より、
MUD教育検定2級の結果及びダイバーシティの勉強会と「あ
いちの印刷」による情報発信が報告された。

経営革新委員会事業は、野々村昌彦委員長が、経営セミ
ナーと2月17日に行なわれる企業見学会について、マーケ
ティング委員会事業は、久野彰彦委員長が経営者と社員が一
緒に学び＆結果を出すセミナーの実施内容と次回の予定につ
いて、教育委員会事業については磯貝健委員長より、実施済
みの印刷技能検定、校正力アップセミナーと来年行なわれる
製版技能検定試験他について、環境・労務・新人教育委員会事
業は、堀裕史委員長から、レクリエーション、断裁機オペレー
タ講習の結果、また平成29年度新入社員研修について報告が
行なわれた。

組織・共済委員会は服部晋吾委員長が組合員台帳調査及び
新年互礼会、共済制度加入促進運動について、青年部は、箕浦
靖夫理事が11月開催の名古屋而立会との共催セミナーにつ
いて報告した。

支部長会では、各支部の取り組みを報告。また、近藤起久子
氏より全印工連・ダイバーシティ委員会の活動報告が行なわ
れ終了した。
【今後の事業予定】
●1月13日新年互礼会、名古屋東急ホテル、1月14日製版

技能検定DTP作業学科試験対策学習会、メディアージュ愛
知、●1月25・26日光文堂新春機材展出展、吹上ホール、●1
月28日製版技能検定DTP作業実技試験、㈱Ｔｏｏ名古屋支
店、●2月1日後加工から見た提案セミナー、メディアージュ
愛知、●2月3日経営者と社員が一緒に学び＆結果を出すセ
ミナー後編、栄ガスビル、●2月17日企業見学会、トヨタ自動
車、●2月24日見える化セミナー、ウインクあいち、●2月24
日中部地区印刷協議会下期会議、キャッスルプラザ、●4月4
日から印刷会社の新入社員研修会、メディアージュ愛知、●5
月22日愛知県印刷工業組合総代会、名古屋観光ホテル。

愛印工組平成28年度12月期理事会が、12月2日メディアー
ジュ愛知3階会議室において開催された。理事会では、細井
理事長を議長に、事務局より組合員の加入・脱退報告が行な
われた後、各委員会実施事業、今後の事業予定などが委員会、
事務局から報告された。出席者は28名。

写真は12月理事会・支部長会の模様

□理事会・支部長会

情報発信を強化
組合員の知る機会を

　　増やす
新年互礼会
1月13日（金）名古屋東急ホテル
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勉強会では、担当委員の近藤起久子氏から田中氏の略歴紹
介が行なわれた後、参加者は各々が自社の規模、社員数、女性
社員数、ダイバーシティの取り組み、困っている事を発表し
た。

田中氏からは、ヨーロッパの事情とハイデルベルグ・ジャ
パンの現状が紹介された。その中で、ハイデルベルグ・ジャパ
ンは社員数203名で、そのうち女性が15名、女性管理職は3
名、社員の平均年齢は48才で今後10年以内に技術継承の問
題が発生してくると分析し、日本の企業と同じ問題を抱えて
いるとした。

海外事情では、オランダを例にとり、70年代の好景気時に
南ヨーロッパ、中米、インドから多くの労働者（移民）が入っ
てきたが、「仕事がないから、外国人はいらない」とは言えな
いので、政府の主導でワークシェアリングを導入。各々が自
分の生活と収入のバランスを見て、働いた分だけ給料をもら
う働く体制ができている。現在、ワークシェアリング体制で
の仕事の管理が問題になっている。

ダイバーシティは、女性活躍ばかりではなく、高齢者、身障
者、障がい者、性的嗜好、外国籍者、宗教など多岐にわたり、
それらのマイナリティとどのように付き合い、彼らが活躍で

きる場を築いていくか。そのことが少子高齢化が進む社会で
の企業の進むべき方向とした。また、日本では有給休暇は余
り使われなく、まして、長い休みは取られていないが、一人ひ
とりが努力して、会社も他の人も困らないようにした上で、
年に１回は１週間ぐらいの休みを取るようにする。ドイツで
は一般的に４週間ぐらいの休暇をとることが普通になってお
り、困っている者は少ない。

2010年の日本の人口は、1億2800万人であったが、2030
年には、1億1600万人にと予想され、減少人口が1,200万人
で、これは東京都の人口にあたる。さらに、2030年の65歳以
上の人口は、3,800万人と近畿・九州の人口に値する。中小企
業では、より一層若年労働者の雇用は難しくなり、女性や高
齢者の活用が必要となってくる。そのためには女性や高齢者
が働きやすい環境を整える必要があり、新しい働き型模索す
ることが重要である。

そうした状況を踏まえ、働き方においても、多様な正社員、
例えば、全国展開している企業の勤務地を限定した勤務地限
定正社員、営業、サービス部門など部門を限定した職務限定
正社員（海外では多い）、また勤務時間限定正社員などをルー
ル化していく必要がある。そして、企業は、①意欲、能力のあ
る非正社員の正規化、無期化の推進。②時給の引上げや人材
育成施策の充実等のさらなる推進。③採用方法の多様化や、
出産、育児後の女性が復帰、定着しやすい環境の整備。④非正
社員とのコミュニケーションの充実などの取り組みを進める
ことが重要であるとした。

愛印工組CSR・ダイバーシティ委員会では、11

月21日メディアージュ愛知会議室で、ハイデル

ベルグ・ジャパン㈱人事総務本部本部長の田中モ

ニック氏を講師に迎え、ダイバーシティ経営の本

場であるヨーロッパの情報を聴くダイバーシティ

経営勉強会を行なった。この勉強会は、セミナー

形式の一方的に話を聞くのではなく、疑問点はそ

の場で質問し、理解を深める形で行なわれた。 講師の田中モニック氏（左）とダイバーシティ勉強会の模様

愛印工組＜ダイバーシティ勉強会＞

ヨーロッパの
ダイバーシティ経営を聴く
講師に田中モニック氏（ハイデルベルグ・ジャパン㈱）
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臼田会長はこの新事業について、「全印工連の組合員の中で
も、大都市と地方では業務に使用する車両の必要性に温度差
がある。東京の場合、維持費が高く会社の資産を有効活用す
るため、営業車や配送用トラックをなるべく所有しない方向
にある。逆に地方の場合は、車両の利用は必須になっている。
こうした状況の中で、都市用と地方用の新サービスを提供す
ることで、会員企業が様々な面で競争力を高めるための一助
になればと思う」と述べている。

連携するオリックス自動車は、リース営業事業所数58 ヵ
所、レンターカー拠点数1,042 ヵ所、カーシェアリングス
テーション数1,444 ヵ所を持ち、自動車リース業界で第1位
の実績を誇り、レンターカー業界でも第2位の保有台数、しか
も、カーシェアリング業界のパイオニアで、国内車両管理台
数は124万台を超える。

新サービスの「ワンプライス中古車リース」は、「①リーズ
ナブルなワンプライス価格：車種を選ばない業界初のカテゴ
リー販売。価格はリーズナブルなワンプライス。②全国納車
対応：全国納車（一部離島は除く）で、複数台のロット商談に
も対応。③安心のオリックス自動車保証：納車日から1年間

（走行距離無制限）、消耗品を除くすべての部品を保証する」
などの特徴がある。

車両提供条件としては次のことがある。「①契約時経過年
数：初年度登録から8年以内。②契約時走行距離：10万キロ
未満。③修理歴なし：車種は乗用車系が軽乗用・コンパクト
カー・セダン、商用系が軽バン・軽箱バン・ライトバン。④リー
ス料：車種ごとにワンプライス。⑤リース期間：2 〜 6年を基
本。なお、リース料には車両本体価格、登録時手数料、登録時
車検整備費用、納車陸送費、税金、保険料などが含まれる。

例えば、最も安い軽バンタイプ（2WD）の場合、頭金0円、
月々均等、車検2年付き、通常版（リース期間6年、契約時走行
距離10万キロ未満、契約時経過年数8年以内、修復歴なし）で
は、月額7,560円（税込み）×72回払いとなる。廉価版（リー
ス期間6年、契約走行距離15万キロ未満、契約時経過年数8年
以内、修復歴問わず）なら、月額5,940円×72回払いと、さら
に安くなる。

3つのサービスを利用する場合、オリックス自動車とそれ
ぞれ契約を結ぶことが必要となる。

全日本印刷工業組合連合会（臼田真人会長）では、オリックス

自動車㈱（亀井克信社長／本社・東京都港区）との連携による組

合員限定サービス事業を開始する。この事業は、オリックス自

動車の提供する「ワンプライス中古車リース」、「法人レンター

カー」、「カーシェアリング」を、組合限定の特別価格で利用でき

るというサービス。印刷会社にとって不可欠な車両のコスト負

担を軽減することで、経営資源の効率化を図り、競争力強化に

繋げるのが狙い。

愛印工組・マーケティング委員会は、11月16日名古屋駅前のウ

インクあいち（愛知県労働産業センター）で、マーケティングセミ

ナー「第2回経営者と社員が一緒に学び＆結果を出すセミナー（前

編）」を開催した。今回のセミナーでは、「スーパーやまのぶ」など７

店舗を展開している㈱山信商店の山中浩晃社長と田中伸治店長を

講師に招き、非常に厳しいといわれるスーパー業界で業績を右肩

上がりにあげている同社の取り組み、考え方などを聴いた。

 □全印工連ニュース

車両のコスト負担軽減へ
オリックス自動車と連携

経営資源の効率化と競争力の強化

 愛印工組・マーケティングセミナー

経営者と社員が一緒に学び
＆結果を出すセミナー  
社員が喜んで働く環境づくり

㈱山信商店
山中浩晃社長・田中伸治店長に聴く
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セミナー冒頭、マーケティング委員会久野彰彦委員長は、
「今日のセミナーは、７月に開催したセミナーに続いて第2回
目になる。今までのセミナーと違うのは、講師が2人登壇す
る。社長と社員の代表というちょっと変わったセミナーであ
る。有益な話が聞けると思うので、1つでも2つでも実践して
いただきたい。

本日の講師は山信商店の山中社長と田中店長をお招きし
た。半田に７店舗目を持ち飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長して
いる会社である。スーパーの業界は大変厳しい業界である。
大手のイオン、アピタなどと、昨今はコンビニやドラッグス
トアなどでも野菜などが売られている中で、どの様に差別化
して業績を伸ばしているのか。我々印刷業界も大日本、凸版
などの大手とネット印刷の台頭で、取り巻く環境も非常に様
変わりをしているが、それに対応していかなくてはならな
い。その意味では、同じ厳しい環境の中で頑張っている会社
の取り組みは、業界が違っても絶対にヒントになると思う。
話を聞いて、チャレンジをしていただきたい。そして半年後
に開くパネルディスカッションで報告していただきたい」。

セミナーでは、最初に同社社員が制作した映像による会社
紹介が行なわれたのち、経営理念が紹介された。経営理念は、

「『商品に鮮度と安心を』を基本に、働く人達の人間力向上、お客
様の食生活向上、お取引先の発展、地域社会の貢献を目指しま
す」とし、同社の行なっている色々な取り組みを紹介した。

従業員が喜んで働く環境づくりでは、若い人がゲーム感
覚で働ける業績賞金制度のポイントは、「高麗人参」。「高」高
い賞金。「麗」綺麗さっぱり業績評価。「人」チームでなく人へ。

「参」アルバイトまで全員参加。そして、チャレンジ制度（なん
ちゃってチーフ）。期間限定（３〜６か月）の昇格体験。これ
は、一時的な昇格体験で、その期間上司は他部署へ移動し、上
司の仕事を体験する。このことにより体験者は上司の立場で
考えるようになる。また、上司はトラブルが起きないように、
スタート前に徹底した教育をする。

その他にも、100キロウォーク、管理者養成学校への参加
など限界挑戦型の研修、新入社員歓迎会、日本一を体験する

社員旅行など感動共有型の研修などによる社員教育を行なっ
ている。田中店長からは、実際に体験した立場から、体験した
当時の気持ち、取り組みがもたらす効果などが報告された。

また、農業生産法人「みどりの里」を持つやまのぶの差別化
戦略では、やまのぶにしかない商品、大手スーパーでは出来
ない取り組み、地域NO.1の品揃えを目指し、産地直送の自然
栽培、有機認証などの体に優しい、安心安全な野菜を提供す
るやまのぶブランド「ごんべいの里」による差別化の取り組み
などが紹介された。

そして、山中社長は、「やまのぶの仕組みの80％は業績を
上げている他社の真似であり、良いと思ったことは即実行す
る。そして、取り組みはまずは自分から」がやなまのぶの基本
とした。

松岡祐司副理事長の謝辞でセミナーは終了した。

77名が参加した「第２回経営者と社員が一緒に学び＆結果を出すセミナー」

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）
H29年1月15日（日）以降の事業

開催日時 事業・行事、場所、備考

平成29年
1月24日(火)
　13：00～16：00

事 業 名 アドビテクニカルセミナー 2017冬の陣

講 師 アドビシステムズ社からの派遣講師

場 所 メディアージュ愛知　3階会議室

参 加 費
契約本数の人数まで無料／契約本数を超える人数に
ついては1人5,000円
上記以外の事業所（各県印刷工業組合の組合員）1人
5,000円

定 員 42名

申込期日 2017年1月17日

備 考 ※詳細は同封のご案内をご覧ください。

2月1日(水)
　18：30～20：30

事 業 名 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！

コーディネーター 古田紙工株式会社 常務取締役　古田　敦 氏

講 師
中部光沢化工紙協同組合　理事長　杉浦克彦 氏
株式会社イトートムソン　代表取締役　伊藤靖郎 氏
サンエンジニアリング様より1名

場 所 メディアージュ愛知　3階会議室

参 加 費 愛知県印刷工業組合組合員　1人　2,000円／
一般　1人　3,000円

定 員 35名

申込期日 2017年1月20日

備 考 ※詳細は同封のご案内をご覧ください。
2月3日(金)
　18：30～20：30 事 業 名 マーケティングセミナー

2月17日(金) 事 業 名 トヨタ自動車見学会

2月24日(金)
　9：30～12：00

事 業 名 第4回ゼロから始める“見える化”セミナー
〜愛知県で取組んでいる3社のその後の事例発表〜

コ メ ン
テ ータ ー

松岡祐司 氏　株式会社アサプリホールディングス 
代表取締役社長

コ ーデ ィ
ネ ータ ー

花房　賢 氏　(公社)日本印刷技術協会　研究調査
部 担当部長

パネリスト
近藤起久子 氏　株式会社近藤印刷　代表取締役社長
松本高武 氏　マツモト印刷株式会社　代表取締役
社長
吉川直希 氏　株式会社ヨシノ印刷　専務取締役

場 所 ウインクあいち1301会議室

参 加 費 各県印刷工業組合員 1人 3,000円／
一般 1人 5,000円

定 員 70名

申込期日 2017年2月15日

備 考 ※詳細は同封のご案内をご覧ください。

半田に 7 店舗を持つ成長会社

感動共有型の研修と社員教育
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■公正取引委員会から消費税の転嫁拒否に関するお知らせ

消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例
禁止されている行為

〇買いたたき 〇減額 〇商品購入、役務利用、利益提供の要請
〇本体価格での交渉の拒否 〇報復行為

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

【消費税の転嫁拒否の行為】
禁止されている消費税の転嫁拒否行為には、「買いたたき」、

「減額」、「商品購入、役務利用、利益提供の要請」、「本体価格で
の交渉の拒否」、「報復行為」の5類型があります。特定事業者

（買手）が転嫁拒否を行なった場合、公正取引委員会などによ
る調査が行なわれ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な
指導がされます。さらに、重大な転嫁拒否を行なった事業者
に対しては、勧告と共に事業者名が公表されます。
【買いたたき】
特定事業者（買手）は、通常支払われる対価に比べて対価の

額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否してはなり
ません。

〇違反事例①／消費税率の引き上げ前の税込み価格と同額
に据え置くことを要請した事例。

〇違反行為の概要／製造業者（買手）は、部品メーカー（売
手）に対し、消費税率の引き上げ後の納入価格（税込）につい
て、消費税率の引き上げ分を上乗せせず、消費税率の引き上
げ前の納入価格（税込）と同額に据え置くことを要請した。

〇違反事例②／一定率の値引きを要請した事例。
〇違反行為の概要／製造業（買手）は、金属加工業者（売手）

に対し、消費税率の引上げ後の加工単価（税抜）について、一
定率の値引きを要請し、消費税率の引上げ前の加工単価（税
込）に消費税率の引上げ分を上乗せしなかった。

〇違反事例③／据置きや値引きの要請を行なわずに、消費
税率の引上げ前の税込価格と同額を支払った事例。

〇違反行為の概要／ソフトウェアメーカー（買手）は、プロ
グラムの作成者（売手）に対し、消費税率の引上げ後のプログ
ラム作成料（税込）について、据置きや値引きの要請を行なわ
なかったものの、消費税率の引上げ分を上乗せせず、消費税
率の引上げ前のプログラム作成料（税込）と同額を支払った。

〇違反事例④／税込価格で契約している取引先に対し、消
費税率の引上げ前の税込価格と同額を支払った事例。

〇違反行為の概要／学習塾の運営業者（買手）は、教室に使
用する不動産の賃借料を税込価格で契約している賃貸人（売
手）に対し、消費税率の引上げ後の賃借料（税込）について、消
費税率の引上げ分を上乗せせず、消費税率の引上げ前の賃借
料（税込）と同額を支払った。

〇違反事例⑤／消費税の免税事業者に対し、消費税率の引
上げ前の対価と同額を支払った事例。

〇違反行為の概要／スポーツクラブの運営業者（買手）は、
施設の利用者に対するスポーツ指導を委託している事業者の
うち、個人事業者などの消費税の免税事業者（売手）に対し、
消費税率の引上げ後も、消費税率の引上げ分を上乗せせず、
消費税率の引上げ前の対価と同額を支払った。

※消費税の免税事業者であっても、特定供給事業者に該当
するので、消費税の免税事業者に対しても消費税の転嫁拒否

消費税の引き上げにあたり、消費税の転嫁を阻害する行為を是正する特別措置法「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されてい

ます。この措置法は、消費税の引き上げにあたって、消費税の転嫁拒否などの行為を禁止し、中小事業者が消費税を価格へ転嫁

しやすい環境を整備したものです。この程、公正取引委員会では、措置法の施行以降の主な違反事例の概要をまとめた「消費税

の転嫁拒否に関する主な違反事例」のパンフレットを制作し、広く周知・啓蒙に努めています。消費税の転嫁拒否とはどのような

行為なのか、紹介してみることにしました。
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などの行為を行なってはならない。
〇違反事例⑥／地方公共団体が買いたたきを行なった事

例。
〇違反行為の概要／地方公共団体が設置した病院（買手）

は、医療材料（注射器やガーゼなど）の納入業者（売手）に対
し、市場価格の下落を反映した価格交渉を行なう際、市場価
格の下落分に加えて、消費税率の引上げ分の一部を納入単価

（税抜）から値引くことを要請した。
※地方公共団体や独立行政法人などであっても、事業を行

なっていれば特定事業者に該当し、規制対象となります。
【減額】
特定事業者（買手）は、消費税率の引上げ分の全部または一

部を、事後的に減じて支払うことにより、消費税の転嫁を拒
否してはいけない。

〇違反事例①／消費税率の引上げ分の一部を差し引いて支
払った事例。

〇違反行為の概要／建設業者（買手）は、警備業者（買手）と
の間で、税抜き価格に消費税分を上乗せした価格を委託代金
とすることを取り決めていたが、委託代金（税抜）を支払う際
に、消費税率の引上げ分の一部を差し引いて支払った。

〇違反事例②／請求金額の端数を切り捨てて支払った事
例。

〇違反行為の概要／ホテルの運営業者（買手）は、食材の納
入業者（売手）に対し、一方的に請求金額（税込み）から10円未
満の端数を切り捨てた金額を支払った。
【商品購入、役務利用、利益提供の要請】
特定事業者（買手）は、消費税の転嫁を受け入れる代わり

に、特定事業者（買手）の指定する商品を購入させたり、役務
（サービス）を利用させたり、また、経済上の利益を提供させ
る行為を行なってはならない。

〇違反事例①／特別な値札を無償で付けて納入することを
要請した事例。

〇違反行為の概要／大規模小売業者（買手）は、衣料品の納
入業者（売手）に対し、買手が費用負担することなく、消費税
率の引上げの際に値札変更が簡単にできる特別な値札を付け
て納入することを要請した。

違反行為②／値札の付け替え作業を無償で行なうことを要
請した事例。

違反行為の概要／大規模小売事業者（買手）は、衣料品の納
入業者（売手）に対し、買手の店舗や物流センターに納入した

後の商品について、買手が費用負担することなく、消費税率
の引上げ後の値札への付け替え作業を行なうことを要請し
た。
【本体価格（税抜価格）での交渉の拒否】
特定事業者（買手）は、価格交渉を行なう際、特定供給事業

者（売手）から本体価格（税抜価格）での交渉の申出を受けた場
合には、その申出を拒否してはならない。

違反事例①／税抜価格での交渉に応じなかった事例。
違反行為の概要／建設業者（買手）は、電気工事事業者（売

手）から税抜価格による価格交渉を求められたが、その交渉
に応じなかった。

違反事例②／税抜価格しか記載できない見積書を使用させ
た事例。

違反行為の概要／不動産業者（買手）は、内装工事業者（売
手）に対し、価格交渉で用いる見積書について、税込価格しか
記載できない様式を指定して、これを使用させていた。

違反事例③／税抜価格から税込価格での価格交渉に変更さ
せた事例。

違反行為の概要／大規模小売業者（買手）は、家具の納入業
者（売手）との価格交渉にあたり、従来の税抜価格での交渉方
法を改め、税込価格での交渉方法に変更させた。

※税抜き価格での交渉を拒否して税込価格での交渉を行
なった結果、消費税率の引き上げ前の税込価格と同額に据え
置くなど、消費税率の引上げ前の税込価格に消費税率の引き
上げ分をすべて上乗せしない場合には「本体価格での交渉の
拒否」として違反となるだけでなく、「買いたたき」としても違
反となります。
【報復行為】
特定事業者（買手）は、特定供給事業者（売手）が消費税の転

嫁拒否の行為があるとして、公正取引委員会にその事実を知
らせたのを理由に、取引数量を減じたり、取引を停止したり、
不利益な取扱いをしてはなりません。
【相談・情報提供】
消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例を紹介してきまし

た。公正取引委員会では、消費税の転嫁拒否の行為に迅速か
つ厳正に対処することを目的に、「消費税転嫁対策調査室」を
設置し、相談や違反情報を受け付けています。この地方の相
談窓口は以下のとおり。

◆中部事務所：消費税転嫁対策調査室TEL052（961）9493
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校正の基本原則（仕事3原則）

岡崎社長のセミナーは、最初に自社の仕事内容を、「私ども
の会社は、東京で広告の校正、編集、進行管理などを業務と
し、今年で23年目を迎えた。制作そのものは行なっていな
い。校正だけの専門会社で他にはないと思う。ただ、東京で
も校正マンを派遣する会社はあるが、私どものスタイルで行
なっているところはない」と紹介し本題に入った。

校正、特に広告の校正について、「広告の校正にはかなり特
殊なところがあり、一般に校正というと出版系の校正であ
る。学校やセミナーなどもあるが、大よそ出版系のプログラ
ムになっている。出版の校正はテキストが中心になるが、広
告の校正では、テキストはもちろん校正するが、画像、イラス
ト、あるいは、デザイン要素そのものが意味を持っているの
で、いろいろなところを多方面にわたり見ないといけない。
基本的な概念では、出版の校正と広告の校正はほぼ同じだと
思うが、実際に現場で行なっている仕事はかなり違う。その
広告の校正における基本的なことを紹介してみる。皆さんの
仕事のヒントにしていただきたい」と述べた。

セミナーは2部構成で行なわれ、第1部「校正力診断」では、
申込時に渡された各々が校正してきたサンプルをもとに、校
正手順、押さえておくべきポイント、常識チェックなどがわ
かりやすく説明された。その中で、広告を校正するときのノ
ウハウとして、「赤字・青字での記入がある。赤字は必ず修正
する。青字は疑問。出稿のクライアントに確認をする。青字
はそのまま直してはいけない。そして、優先順位を意識して
やることは大事なことである。隅から隅まで見るのは当たり
前であるが、同じ力でずっと見ていると見落としが増える。
どこをポイントとして見るかが重要である」と指摘する。

数字・写真チェックの原則

「広告系の印刷物で一番重要なのは何かと聞かれたら、や

はり数字であると答える。それは、プライス、電話番号とか大
事な情報という事もあるが、数字の恐ろしいところは一つ間
違えると全く違った意味になってしまう」という点が強調さ
れた。

原稿と照合するのはもちろんであるが、「素読みの状況での
チェックも必要である」と述べた。

そして、数字の校正の原則を「①日付は必ずカレンダーで
チェックをする／前回のデータ流用などでは、日付があって
いても曜日が間違っている場合も多々ある、②計算できるも
のはすべて計算する／消費税％の間違いなど、③数えられる

愛印工組教育委員会では、11月11日広告校正専門会社㈱ダンク社長の岡崎聡氏を招き、「校正力アップセミナー」を開催した。セミ

ナーでは、校正作業の手法、押さえておくべきポイント、常識チェックなどを実際に作業を行ないながら学んだ。なお、同セミナー

は、応募者多数のため、12日午前と午後を含めて計3回行なわれた。参加者は合計120名を超えた。セミナーの冒頭、挨拶に立った

伊藤公一教育委員会副委員長は、「本日は東京の校正専門会社ダンクの岡崎社長に来ていただいている。印刷業界では校正は非常に大

事な仕事である。校正の方法、注意点など、校正のイロハを学ぶ。講演の中から何か参考になるものを得ていただき、活力にしてい

ただきたい」と述べた。

校正の仕事3原則

WEB校正の注意表〈印刷とWEB、制作工程上の相違点〉

３回に分け行なわれた校正力アップセミナー

■愛印工組・校正力アップセミナー

校正手法・
チェック力を学ぶ
講師：岡崎聡氏
　　 （㈱ダンク取締役社長）
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ものは全て数える」とし、写真チェックでは、「写真そのもの
の整合はもちろんであるが、文字情報と写真情報に矛盾はな
いかのチェックをする。原則は、①写真内の文字は全て読む、
②写真とスペックは必ず照合する、③写真と文字の整合性を
見る」、その上で、「消費者視点でチェックする、コメント等に
疑問なところはないか、文字・言葉に変なところはないか」な
どをチェックし、次に、印刷版としての塗り足しの不足など
のミスのチェックや、差し替え版では、基本版と差し替え版
の変わっているところのチェック。例えば、商品のコメント、
数が変わっているのに写真は変わっていないなど、消費者目
線でおかしいところをチェックし、確認をとるなどの基本的
な手順を紹介した。

広告校正演習でミス防止学ぶ

第2部「広告校正演習」では、制作現場の校正を実体験した。
赤字カンプ、修正後カンプ、原稿をもとに、実際に校正を行
ない、見落とし防止のための赤字の入れ方では、「赤字を確認
したら訂正紙に「∨」点チェックをし、修正された箇所をマー
カーで消し込む。突き合わせ校正と読み合わせ校正の特性を
理解し使い分ける。確認したらマーカーで消し込む。あおり
校正で修正していない部分の差分を確認する」など、校正ミ
ス防止の方法を解説した。

一般社団法人日本印刷産業連合会（日印産連／山田雅
義会長）は、第16回印刷産業環境優良工場表彰制度の応
募工場の募集を開始した。

同制度は、印刷産業界における各企業の環境問題に対
する取り組みを促進するとともに、印刷工場の環境改善
及び印刷企業に対する社会の一層の支持・理解を獲得す
ることを目的に平成14年に始まった。経済産業省の支
持を受け、過去15回延べ241工場が受賞している

今回、第１次審査の応募受付は、平成28年12月1日から
平成29年2月3日まで。また、第２次審査応募受付期間は、
平成29年2月20日から4月21日までとなっている。第1次
審査を通過した工場が第2次審査の応募資格があり、過去
受賞工場は第2次審査から応募することができる。

また、昨年に引き続き、印刷産業全体の90％以上を占
める従業員規模29人以下の事業所（企業全体で49人以
下）を対象に、環境配慮を促進することを目的に、小規模
事業所振興部門を設置し表彰する。

表彰は、経済産業大臣、経済産業省商務情報政策局長
賞、日本印刷産業連合会会長賞、同特別賞、同奨励賞が授
与される。

なお、受賞工場表彰式は平成29年9月13日開催の
「2017年9月印刷の月記念式典」において行なわれる。

第15回　経済産業大臣賞の文唱堂印刷㈱町屋総合工場

日印産連

第16回環境優良工場
　　応募工場の募集を開始

印刷媒体の基本工程
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編 集 だ よ り

■最新情報収集の場として最適

㈱光文堂（讃岐秀昭社長）新春恒例の

印刷機材の総合展示会｢新春機材展Print 

Doors 2017｣が、平成29年1月25日、26

日の2日間、名古屋市中小企業振興会館（吹

上ホール）において開催される。

この展示会は中部地区最大級の総合印

刷機材展として毎年1月に開催されてお

り、今回で53回目を迎える。キャッチフ

レーズは「成長へのギア・チエンジ」。出展

企業者数150社（機材展100社、コラボレー

ション展50社）、総展示小間数370小間の

規模に、最新鋭機資材･ソフト関連の出展

と、印刷業界が抱える課題解決のためのソ

リューションの提案と情報発信を行ない、

全国からの来場者を迎える。ちなみに昨年

の来場者は、北は北海道、南は沖縄の全国

各地から1945社7800人が訪れた。

今回のキャッチコピーは「成長へのギア・

チェンジ」とし、ポスターのデザインは創

業以来光文堂を築き上げてきた歴代経営陣

と現社長の顔を使用している。創業以来

70数年の歴史を見つめ、いつの時代も果

敢に挑戦してきた意味を込めて制作され

た。いわば印刷業界の成長を表現している。

中央に配した隼は、経営陣と並んで精悍な

姿を見せ、ギアを上げて加速していく印刷

業界の成長を表現している。

「Print Doors 2017には、迅速かつ伸

びやかな成長に貢献する最新の情報と機器

が出揃う。皆様お誘いあわせの上、是非ご

来場くださいとしている」。

□新しい年の幕開けです。明けましてお

めでとうございます。2017年（平成29年）

は酉年です。十二支の第10番目で、時刻

を表し、今の午後6時及びその前後2時間

をいいます。時間をきっちり管理する年の

ようですので、約束事はお忘れなく。□今

愛印工組の事務局職員として昭和61年

12月に入社以来、30年の長きにわたり勤

めてきた勝野みゆき主任が、12月2日ホテ

ルオークラレストランにて行なわれた組合

の忘年会の席上、細井理事長より30年勤

続の永年勤続優良従業員表彰を受けた。

年も組合員の皆様にお役に立つ情報をお届

けしてまいります。よろしくお願いいたし

ます。□愛印工組も後援しています光文堂

の新春機材展が開催されます。ハード、ソ

フト両面での情報収集が出来ると思いま

す。是非おでかけ下さい。

◇未来を知る！2日間

光文堂新春機材展
　　｢Print Doors 2017｣

30年表彰を受けた勝野みゆき主任

□会期：2017年1月25日（水）、26日（木）
□時間：25日AM10:00 ～ PM5:00
　　　 26日AM 9:00 ～ PM5:00
□会場：名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)
名古屋市千種区吹上2-6-3 TEL052(735)2111

□30年永年勤続優良表彰

  組合事務局勝野さん

150社370小間の規模で情報発信

未 来を 事 実 に 変えていく。
F u t u r e F a c t.t o  b e

後援／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・日本グラフィックサービス工業会愛知県支部・愛知県製本工業組合・中部グラフィックコミュニケーションズ工業組合・愛知県紙加工業協同組合・

愛知県トムソン工業協同組合・東海北陸シーリング印刷協同組合

名古屋市中小企業振興会館
名古屋市千種区吹上2丁目6番3号（吹上ホール）

会

　場2017 1 25 水年 月 日 26 木日

10：00am

5：00pm

9：00am

5：00pm

第53回

光文堂

新春機材展

Print Doors 2017ポスター

賑わいをみせる会場（前回の模様）
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