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巻頭言 人工知能がもたらすもの
副理事長　酒井 良輔

営業支援システムが導入されるだろう。人工知能は

営業マンのメールや提案資料、電話での会話などを

モニタリングして、営業マンの顧客対応や提案資料

にダメ出しすることになる。

つまり、人工知能時代における企業の業績は、（社

員の能力のみならず？）人工知能をどれだけ上手に

使いこなせるかで決まってくる。

言い換えれば、人工知能の「活用力」こそが、今後

のビジネスにおける「社員力」というわけだ。これ

は、人工知能がもたらす影響のごく一部であり、今

後は、あらゆる産業や業界にこうした動きが波及し

てくる。

人工知能時代には、関連技術をどの企業が開発す

るのかということに加えて、どの企業が関連技術を

上手に応用できるのかも重要な視点となる。

ロボット工学でイノベーションを起こし、様々な

問題解決がＧＤＰを維持することも可能であると考

える。日本は将来的な人口減少により、日本の国も

我々国民もさらに強くならなければならない。

人工知能というと、最先端の科学技術というイ

メージがあり、これを搭載した高機能ロボットなど

を思い浮かべるかもしれません。

私は、最近この人工知能に興味津々である。

映画「アイロボット」は、皆さんの記憶にも新しく、

ウィルスミス演じるスプーナー刑事とロボットのサ

ニーが巨大コンピュータの「ヴィキ」と対し、無事に

ロボットの暴走が収まるのだが、未来の人間とロ

ボットの「暗雲」を表しているかのようなラストシー

ンでサニーが丘の上に立っているところでエンディ

ング。

人工知能のインパクトは、もっと身近な生活に根

ざしたところから顕在化してくるかもしれない。

日本のメガバンクが顧客向けのコールセンターに

本格的に人工知能を導入する準備を進めているらし

い。顧客対応に人工知能が用いられた場合、ベテラ

ンのコールセンター要員が持つ価値は半減してしま

う。人工知能のサポートがあれば、経験の浅い要員

でもベテラン同様の対応が可能となるからだ。

近い将来、企業の営業部門にも人工知能を使った
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本年度より随時申し込みが可能に！
全印工連では、本年度も「Adobe Creative Cloud（略称：

CC）」を組合員に特別価格で提供する「特別ライセンスプロ
グラム“CC”」の新規募集（補正含む）を行なう。

本年度からは随時申し込みが可能となり、昨年度と同様
にCC＋CSの下位バージョン使用権付（従来のCS Design 
Premium6.0ま た はCS Design Standard6.0以 下 の 下 位
バーション使用許諾権付）のAプランと、CCのみの利用とな
るBプランを用意した。
（1）特別ライセンスプログラムへの参加メリット
メリット①／全印工連のスケールメリットを最大限に活用

して、全印工連傘下の組合員という限定条件で、特別な価格と
サポート体制を実現している。

メリット②／特別ライセンスプログラム契約を結ぶことに
より、契約期間中は最新のCCのご利用が可能となりますの
で、契約期間中は常に最新バージョンのCCをご提供する。

メリット③／ Aプランでライセンスプログラムに参加する
と従来のCreative Suite®Design Premium6.0以下または
Design Standard6.0以下の下位バージョン使用に関する許
諾が得られることとなり、同一PCに下位バージョンをインス
トールして使用することができるようになる。これにより、著
作権侵害のリスクを軽減することができ、企業コンプライア
ンスと社会的信用度が高まる。

※特別ライセンスプログラム契約のCCは、基本的にデス
クトップアプリケーションとしての提供となるので、CC
マーケットなどのクラウドサービスは利用できない。（利用す
る場合はCC Completeを契約し、ID登録をする必要がある）
（2）特別ライセンスプログラムへの参加条件

・参加資格：全印工連傘下47都道府県印刷工業組合に所属
する組合員企業

・契約期間：契約日より平成28年11月30日まで（途中での
契約解除・脱退・返金はできない）

・参加条件：参加するためには以下の諸条件についての同
意が必要となる。

①契約期間中は全印工連がサブスクリプション（期限付き
使用権）の管理を行なう。

②会社が保有するDTP用PC全台数分のCCを購入する。
（Mac版、Windows版が混在していてもかまわない）

③毎年11月頃に会社が保有するDTP用PC全台数と、イン
ストールされた製品の本数を確認いただき、購入本数より超
過があった場合は補正を行なう。

④契約期間中に購入本数に対して利用本数が減った場合で
も、その払い戻しはしない。

⑤契約期間満了時まで契約内容の変更、中止はできない。
⑥契約内容について、別途契約を結んでいただく。
（3）プランの概要
Aプラン「CC＋CS Design Premiumまたは CS Design 

Standard 6.0以下の下位バージョン使用権付プラン」
A-1/CC CompleteにCreative Suite®Design Premium 

6.0以下の下位バージョン使用権付
A-2/CC CompleteにCreative Suite®Design Standard 

6.0以下の下位バージョン使用権付
A-3/CC Premium（CSのPremium相当）にCreative Suite® 

Design Premium 6.0以下の下位バージョン使用権付
A-4/CC Standard（CSのStandard相当）にCreative Suite® 



−4− −5− 本文は読みやすい書体「UD新丸ゴ」を使用。

TEL.03-3552-4571　FAX.03-3552-7727　http://www.aj-pia.or.jp/
・当カタログの内容は2015年6月1日現在のものです。
・予告なく内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

104-0041 東京都中央区新富1-16-8 日本印刷会館4F

4 ご提供価格

5 主要デスクトップアプリケーション一覧

　下記のご提供価格は月額料金（税別）を表示していますが、実際の全印工連とのご契約期間は、契約日から平成28年11月30日までとなりますので、
お支払い時には一括でのご請求となることを予めご了承願います。また、Ａプランの場合の「下位バージョン使用許諾権料」は初回契約時のみ契約本数分
が発生します。

 　　　　　　　種類  月額利用料（税別）  オプション 
プラン  1 ～ 5本 6 ～ 10本 11本以上 下位Ver.使用許諾権料 
 A-1 4,840円 4,750円 4,670円 115,000円 
 A-2 4,840円 4,750円 4,670円 100,000円 
 A-3 4,670円 4,590円 4,500円 115,000円 
 A-4 3,840円 3,750円 3,670円 100,000円 
 B-1 4,840円 4,750円 4,670円 － 
 B-2 4,670円 4,590円 4,500円 － 
 B-3 3,840円 3,750円 3,670円 － 

契約料金計算方法

■Ａプランの場合
(月額利用料×利用月数) × 契約本数 + （下位Ver.使用許諾権料）× 契約本数

■Bプランの場合
(月額利用料×利用月数) × 契約本数

★ご購入と詳細内容のお問い合わせに関しては、全印工連HP「特別ライセンスプログラム」ページをご確認ください

　⇒　http://www.aj-pia.or.jp/
※お支払いにつきましては、全日本印刷工業組合連合会からの請求書が到着してからお願い申し上げます。
※全印工連からのご提供は、インストールメディア（DVD）となります。
※契約、申込等に関するお問合せは、全日本印刷工業組合連合会（TEL：03-3552-4571 ／担当：抜井、池尻）までお願いします。

ＣＣ　Complete

ＣＣ　Premium（ＣＳのDesign Premium相当）

ＣＣ　Standard(ＣＳのDesign Standard相当）

※上記のプランはAdobe社の正式名称ではありません。

※上記ライセンスは1本あたりの価格
　インストールメディア代は含んでいません。

Photoshop LightroombridgeIllustrator Flash Builder Prelude Speed GradeAudition EncoreAcrobat Pro After E�ects Premiere ProFlash ProInDesign Dreamweaver Muse�reworks

【契約料金計算方法】
Aプランの場合

（月額利用料×利用月数）×契約本数＋（下位Ver.使用許諾権
料×契約本数
Bプランの場合

（月額利用料×利用月数）×契約本数

▼購入と詳細内容の問い合わせに関しては
全印工連HP「特別ライセンスプログラム」ページを確認
http://www.aj-pia.or.jp/
▼契約、申込などに関する問合せ先
全日本印刷工業組合連合会 TEL：03-3552-4571 

（担当：抜井、池尻）

ネージャーが講師を務め、第1部「デザインツール最新版セッ
ション」、第2部「イメージングツール最新版セッション」、第3
部「Creative Cloudの最新動向」の3部構成で行なわれ、新機
能、互換性情報などが解説された。

また席上、全日本印刷工業組合連合会抜井諒一氏から「全印
工連特別ライセンスプログラム〝CC〟2015」新規募集の案内
が行なわれた。それによると、「本年度から随時申し込みが可
能になり、昨年度と同様に、CC＋CSの下位バージョン使用
権付きのー Aプランと、CCのみの利用となるBプランを用
意」している点を紹介。そして、特別ライセンスプログラムへ
の参加メリット、特別ライセンスプログラムへの参加条件、プ
ランの概要などを詳報した。（別項参照）

Design Standard 6.0以下の下位バージョン使用権付
Bプラン「CCのみのご利用で従来のCS 6.0以下の下位バー

ジョン使用権が付かないプラン」
B-1/CC Complete
B-2/CC Premium（CSのDesign Premium 相当）
B-3/CC Standard（CSのDesign Standard 相当）
（4）提供価格
下記の提供価格は月額料金（税別）を表示しているが、実際

の全印工連との契約期間は、契約日から平成28年11月30日
までとなるので、支払い時には一括での請求となる。また、A
プランの場合の「下位バージョン使用許諾権料」は初回契約時
のみ契約本数分が発生する。

愛印工組・教育委員会は、8月4日午後1時よりウインク
あいちで「アドビテクニカルセミナー〝2015夏の陣〟」を開催
した。担当の松岡祐司副理事長は、「今日は、最新バージョン
を解説していただく。最新バージョンを上手く使いこなすこ
とは、強いていえば、会社全体の収益アップに繋がる。厳しい
経営環境改善のためにも皆さんの努力が必要である。しっか
りと勉強していただきたい」と激励した。セミナーは、アドビ
システムズ㈱近藤祐爾シニアビジネスデベロップメントマ

提供価格… ※下記ライセンスは1本当たりの価格（インストールメディア代は含んでいない）

愛印工組・教育委員会
アドビテクニカルセミナー〝2015夏の陣〟
Adobe Creative Cloud 最新版紹介
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■ローラーのメンテナンス
硬質樹脂・金属製ローラー

ゴム製のローラーは、定期的に交換作業

を行なうことは先に述べているので、ここで

は交換しない硬質樹脂ローラーおよび金属

製ローラーのメンテナンス方法を記述する。

最近の印刷機械は自動化が進み、インキ

洗浄も自動で行なわれるようになってい

る。手動の場合は、白灯油系の揮発性洗浄液

とエマルジョンタイプの若干粘性のある洗

愛印工組教育委員会は、6月3日春日井市の三藤印刷㈱において「安定供給のためのロー
ラーメンテナンス」と題し、後藤規之副委員長が講師を勤めセミナーを開催。前号では、
講演より「印刷の安定化」、「ローラーのメンテナンス」、「ローラーの種類と役割」「メンテナ
ンスのメリット」を掲載した。引き続き本号では、「ローラーのメンテナンス」、「各社の保水
ローラー」について紹介する。

動洗浄を行なう。洗浄作業が終了したら、専

用のリムーバーをインキ呼び出しローラー

全体に塗布する。この状態で、印刷機の最高

回転数で高速運転する。およそ60分ほどの

運転後、自動洗浄を行なう。

これで大方のグレーズ除去は可能だが、

長年使用した印刷機械の場合、ローラー上

にグレーズが固着している場合がある。そ

のような状態であるならば、専用ウエスと

リムーバーを使用してローラー表面のグ

レーズを磨き落とす作業が必要となる。（図

2 〜 4）

▽水周りのローラー
次に水周りに関するローラーのメンテナ

ンスについて述べる。各印刷機械メーカー

によって、ローラーの配列も様々であり、呼

称もそれぞれ違うが、その中で共通してい

るローラーから説明する。

▽水元ローラー
このローラーは一般にはクロムメッキさ

れたローラーを使用している。表面には、肉

眼では見えないが、細かい極小の気泡があ

いている。この気泡の中にインキの樹脂成

分であるグレーズが堆積していると、極端

に水目盛を上げないと水の供給量がインキ

の使用量に追いつかず汚れが発生する。

ただし、このような状態になった場合は、

超音波洗浄方式を用いないとグレーズが完

全に除去できない。通常ならば、専用ウエス

と専用リムーバーで磨いた後、ローラー表

面の感脂化を防ぐために親水性処理被膜剤

をローラー表面に万遍なく塗布して乾燥を

浄剤との併用でインキを洗浄できていたた

め、ある程度のグレーズは除去できていた。

しかし自動化されたために、白灯油系の揮

発性洗浄液しか使用できなくなった。

そのため、白灯油系の揮発性洗浄液では

インキの顔料成分のみしか洗浄されないの

で、ローラー表面にはインキの樹脂成分が

残っている。この樹脂成分は無色のために

ローラーの見た目上はインキが完全に洗浄

されたものと錯覚してしまう。

そのため、私たちが毎日作業終了後に行

なう自動洗浄ではグレーズの除去ができて

いないことになる。硬質樹脂製ローラーは

表面の色がグレー色のため、判断しにくい

のである。

国産印刷機械の一部では、鋼メッキされ

た金属ローラーを使用しているが、この場

合金属ローラーの両サイドが焦げ茶色に変

色していることがある。これは、ローラー表

面に堆積した樹脂成分がローラーの回転運

動により発生する摩擦熱で変色したためで

あり、これこそグレーズが堆積して固着し

た状態である。インキを使用すれば必ずグ

レーズが堆積するため、その日に堆積した

グレーズは必ずその日のうちに除去するこ

とが大切である。

印刷作業が終了したら、通常のインキ自

■愛印工組・教育委員会セミナー
安定供給のためのローラーメンテナンス②

毎日のメンテナンスが重要
講師：後藤規之副委員長

図1…ローラーの構成概略

図2…専用ウエス 図3…搖動ローラー専用グレース除去剤 図4…グレース除去剤
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待つ。

一部の機械メーカーではセラミック製の

ローラーを使用している。セラミック製の

ローラーであるならば、完全に堆積したグ

レーズをドライアイスブラスト洗浄方法で

除去できる。その後の作業は、クロムメッキ

製ローラーと同様、親水性処理被膜剤を大

量に塗布して乾燥を待つ。

▽調量ローラー
このローラーは水元ローラー上の水被膜

を最小に絞り、均一化した水被膜を形成す

ることが目的である。

ただし、印刷面積によって、このローラー

はスキューをかけることが非常に多いの

で、常にローラー全体が均一に劣化するわ

けではない。したがって、専用クリーナーで

常に拭き取る作業が必要となる。特に不透

明インキ（金・銀・白等）を使用した後は、

ローラー表面にインキの絡み汚れが付着し

ていることがよくある。仕事と仕事の間に

必ずチェックしてクリーニングをかけるこ

とが大切である。

▽水着ローラー
このローラーの難点は、版万力（カナル）

を通過する時は表面の水膜が余ることだ。

ハイデルベルグ社、小森社、マンローランド

社製の水周り機構では、この余剰水分は保

水ローラーおよびタンデムローラーにて給

水してくれるのだが、一般には必ず余剰水

分が発生する。

したがって、必要最小限の水膜形成が必

要となるので、表面は均一な水膜で覆うこ

とが大切である（感脂化防止）。仕事と仕事

の間に必ずエッチ液を水で薄めた液体を散

布して感脂化を防止する。印刷作業の終了

時には、専用のクリーナーでローラー表面

をクリーニングして親水性処理被膜剤を

ローラー全体に塗布する。（図5、6）

■各社の保水ローラー
それでは各社特有のローラーについて述

べる。前述のローラーは、オフセット印刷に

は欠かせないローラーであるが、保水ロー

ラーと呼ばれるローラーが、ハイデルベル

グ社製、小森社製にはある。

このローラーは、前述したように、版万力

（カナル）を水着ローラーが通過する際に余

剰水分を吸収してくれるローラーである。

表面は、砂目立てされており手で触るとザ

ラザラ惑があり当然、グレーズ成分がこの

砂目の中に堆積するので、必ず作業終了後

には、専用ウエスとクリーナーでグレーズ

を除去することが大切である。

放置しておくと、砂目の中に堆積したグ

レーズが固着して取れなくなり、しいては

メーカーに依頼して、保水ローラーの交換

作業が発生する（かなり高額である）。

保水ローラーが感脂化すると、オペレー

ションスタンドからどれだけ水を絞っても

目盛上数値が下がるだけで、余剰水分が版

面に供給されてしまうため、必ず乳化現象

を起こす。

また、タンデムローラーは、マンローラン

ド社製特有のローラーで水着ローラー上に

2本セットされている。このローラーの奥

の1本は、ヒッキー除去のためのローラー

であり、手前の1本が保水ローラーである。

専用クリーナーで表面全体をクリーニング

した後、親水性処理被膜剤を塗布して乾燥

を待つ。以上がローラー全域のメンテナン

スの手法である。

できることなら、新台を導入した状態か

ら毎日メンテナンスを行なっていただく

と、1日に堆積したグレーズ除去作業だけ

で済むので作業終了時に毎日30分程度で

この作業は完成する。

しかし、何年も使用している機械でこの

作業を行なう場合は、菊全判4色機械で約

2日間ほどかかる。なぜなら、搖動ローラー

を磨くために、インキングローラーを全て

機外に外す作業が必要だからである。した

がって、どこかでリセット作業をかけなけ

れば、印刷障害が発生した時の損金処理お

よび社内印刷作業の時間超過、および品質

低下による顧客先からの信用問題へと大き

な代償を払うことにもつながってくる。

図6…水周専用クリーナ図5…親水性処理皮膜剤
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■4つの認証制度 認証取得企業の事例紹介

■A社（印刷通販会社）平成22年7月：標準印刷認証取得、
平成25年1月マッチング認証取得。
【取得動機】
印刷品質の安定：技術的な蓄積がない中での製版業から印

刷業へ転換。「標準印刷」による安定化がキー。基準は「Japan 
Color」で数値管理を徹底。限りなく100％に近い安定品質
を提供。
【取得後の効果】
①コストダウン→有利なビジネス展開。破格の短納期と低

価格、安定品質の「極小ロット」を実現。新しい印刷ビジネス
モデル構築。②スキル向上・企業体質向上：全社員が勉強し、
現場での数値による意思疎通とお客様とのコミュニケーショ
ンカが向上。他社に真似できない高品質、良いサービス、豊
富な商材を提供できるよりシステマチックな生産体制構築に
貢献。

■B社（地方の総合印刷会社）平成22年3月：標準印刷認証
取得
【取得動機】
①印刷品質の安定：色に関するトラブルを減少させ、企画

■日印機工：Japan Color認証取得セミナー開催

「Japan Color 認証取得」
認証取得企業の取得動機と取得後の効果

一般社団法人日本印刷産業機械工業会は、6月26日名古屋駅前のウインクあいち（愛知県産業労働センター）において、「Japan 

Color認証取得セミナー」を開催した。同セミナーは、Japan Color標準印刷認証取得工場のさらなる普及と啓蒙を図るため、全

国の各都市で行なわれており、名古屋では、同工業会技術部Japan Color認証課の吉田英俊課長が講師を務め、Japan Color認

証取得の普及状況と取得メリット、認証取得の手順および方法などを具体的に示した。本稿では、Japan Color認証取得企業の

取得動機や取得後の効果など、事例が紹介されたのでまとめてみた。

（1）標準印刷認証
［対象］印刷会社。［内容］標準印刷認証は印刷機械のメンテ

ナンスと数値管理などによって、安定した品質の印刷物を作
成できる工程管理能力について認証する。
（2）マッチング認証
［対象］標準印刷認証を取得した印刷会社。［内容］マッチン

グ認証は、標準印刷認証の取得を前提に、高度なカラーマネー
ジメント技術を駆使して、印刷物の色を基準値の容量幅に適
合させることができる能力などについて認証する。
（3）プルーフ機器認証
［対象］プルーフ機器メーカーおよびベンダーなど。［内容］

プルーフ機器認証は、信頼性の高いプルーフを安定的に出力
できる能力を持ったプルーフ機器自体を認証する。
（4）プルーフ運用認証
［対象］デザイン会社および印刷会社など。［内容］プルーフ

運用認証は、個々のプルーフ機器を実際の現場で正しくメン
テナンスし、適正に運用することにより、印刷用途に使用で
きる信頼性の高いプルーフ（見本出力物）を安定的に出力する
ことができる能力などを認証する。
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■Japan Color認証取得のメリット

から印刷までの全工程で、「Japan Color」によるCMSを確
立。②協力会社との体制強化：「JAPAN COLOR」を協力1社
との共通色基準として協業体制を構築。
【取得後の効果】
①印刷品質の安定：3か月に一度の定期チェック体制が定

着し、安定した印刷が可能となり、生産効率も向上、大き
な効果を生み出す。②協力会社との体制強化：関連会社も

「JAPAN COLOR」標準印刷認証を取得し、協業体制も確立
できた。③スキル向上・企業体質向上：社員の意識が大きく変
化し、最終目的であるCMSを含め全ての面で標準化するマ
ネージメント体制確立が可能になった。

■C社（同人誌主体の印刷会社）平成24年11月標準印刷認
証取得。
【取得動機】
印刷品質の安定化：誰が刷っても同じ色に仕上るようにし

たい。
【取得後の効果】
①有利なビジネス展開：顧客の信頼度アップ。「色に関する

トラブルが少ない」との評価を得ていたが、認証取得で同社
を使って正しかったという根拠を与えた。広色域印刷・POD
印刷にも展開。Japan Color基準を柱に、広色域印刷・POD
印刷の安定化が進んだ。②社員の意識改善：認証取得で今ま
で我々にやってきたことが正しかったと証明され、モチベー
ションアップに繋がった。

■D社（印刷専業会社）平成22年7月標準印刷認証取得。
【取得動機】
品質改善活動の集大成：CTP化、デジタル化などの技術変

化に対応するためには、標準化が必要。この品質改善（標準化）
活動の集大成として取得する。
【取得後の効果】
①作業の効率化：校正刷りに合わすことから、まずは

Japan Color基準で刷り出し、その後、校正刷りに合わす
ことで刷り出し時間の短縮になった。②論理的に色が語れる
→社員のレベルアップ：無理やり校正刷りに合わすのでなく、
合わない場合は、合わない理由を発注者に論理的に語り、着
地点を相互に見付けることができるようになった。③顧客の
信頼性向上→有利なビジネス展開：この会社に頼めば、しっ

かりした印刷物を上げてくれるという信頼度が、認証を取得
することによってさらにアップした＝公的機関から認められ
ている。

■E社（パッケージ印刷会社）平成22年8月標準印刷認証取
得。平成24年7月マッチング認証取得。
【取得動機】
作業効率のアップ、体質改善を図りたい。
【取得後の効果】
①印刷技術の向上：社員の意識改革、モチベーションアッ

プ。②クライアントの信頼性アップ：色再現が安定し、色に
関するクレームが低減。③利益の確保：数値合わせによるヤ
レ損紙の軽減、刷り直しの削減→売り上げを伸ばすのではな
く、利益を確保する。④新規受注増加：Japan Colorで得ら
れたCMSの知識を応用し、特色インキの色合わせに展開→
新規顧客にアピール。

（1）企業イメージの向上／ ISO準拠の認証を取得すること
により、印刷物およびプルーフを作成する上での高い能力を
日本国内のみならず海外にもアピールすることができる。
（2）印刷品質の安定／標準化により、品質の安定した印刷

物がスピーディーに作成できる。
（3）コストダウン／標準的な印刷条件を基準に印刷すれ

ば、損紙は減少し、インキ使用量も削減でき、生産性向上に
繋がるとともに経費削減を実現できる。
（4）スキルアップ／標準化を全社的に進めることにより、

社員のスキルアップができる。
（5）取引上の利点／印刷標準が取引条件や入札条件などに

なった場合、有利に取引を行なうことができる。

詳細は、一般社団法人日本印刷産業機械工業会
〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8　機械振興会館
TEL 03-6809-1617　FAX 03-6809-1618 まで
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社会保障／税務／災害対策などの手続きに必要

■マイナンバー制度【基礎知識】

□マイナンバーとは
マイナンバーは、平成27年10月から日本国内の全住民に

通知される一人ひとり異なる12桁の番号になる。このマイ
ナンバーが必要となる場面は、「①年金、医療、介護、生活保
護、児童手当などの社会保障関係の手続き、②税務署などに
提出する書類への記載などの税務関係の手続き、③被災者生
活再建支援金の支給など災害対策に関する手続き」などであ
る。何ができるのかといえば、「役所にある住民情報をより正
確かつ効率的に活用できるようになる」としており、例えば、
税務情報の名寄せや突合せで、より正確な所得把握ができる
ようになり、社会保険料や税に関し公平な給付と負担の実現
が図れる。また、真に社会保障を必要とする人に積極的に手
を差し伸べたり、要援護者リストの整備などに活用し災害対
策にも役立つなど、「役所の業務改革が進み、住民サービスの
向上にも繋がる」との期待がある。

マイナンバーの通知に当たり、覚えておきたい4つのこと
が指摘される。

一つ目は「住所の確認」。現在、住んでいる場所と住民票の
住所が異なる場合、通知カードを確実に受け取ることができ
ない可能性がある。これは、原則マイナンバーは住民票に記
載された世帯に送付されるからである。

二つ目は、マイナンバーは「簡易書留で届く」。届いた時
点で簡易書留の中に次の3つの書類が入っているかを確認す
る。①マイナンバ−の「通知カード」、②「個人番号カード」の
申請書と返信封筒、③マイナンバーについての説明書類。

三つ目は、「個人番号カ—ド」の申請である。申請方法は、
個人番号カードの申請書に、署名または記名押印し、顔写真
を貼付の上、返信用封筒に入れ郵便ポストへ投函。または、
郵送も面倒だという人は、スマートフォンで顔写真を撮り、
オンラインで申請することもできる。

四つ目は、「個人番号カードの受け取り」である。平成28年
以降、本人が市町村の窓口で受け取ることができる。受け取
りの際には、保管していた「通知カード」、申請後に届く「交
付通知書（はがき）」、運転免許証などの「本人確認書類」を持

　国民に番号を振るマイナンバー制度（個人番号）開始まで、あと
4ヶ月になった。制度に対するPR不足からマイナンバーに対する
認識が低かったが、この10月から個人番号の通知が始まるのに合
わせ、少しでも知識を得ておこうと、開講されるセミナーなどはど
こも聴講者で一杯である。名古屋商工会議所においても、マイナン
バー制度の知識と理解を深めるための「マイナンバー制度説明会」
を、7月8日名古屋市東区の名古屋市芸術創造センターで開催した。
この説明会にも640名の多くが詰め掛けた。講師を務めたのは、内
閣官房社会保障改革担当清水達朗主査、特定個人情報保護委員会事
務局総務課山口英明課長補佐の2氏。それぞれの立場からマイナン
バー制度について分かりやすく解説が行なわれた。本稿はその折の
講演内容と資料をもとに纏めたものである。

マイナンバー施行まであと4 ヶ月
マイナンバー（個人番号）は
国民一人ひとりが持つ12桁の番号

個人番号カードの様式
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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　　　  〒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

参する。手続きは無料である。
□個人番号カード
個人番号カードの利用手段として、①各種民間オンライン

取引／口座開設：オンラインバンキングを始め、各種民間の
オンライン取引での利用。②コンビニなどでの証明書の取得：
住民票の写し、印鑑登録証明書などの公的な書類の取得、③
健康保険証としての利用などが検討されている。

個人番号カードのICチップには、所得情報や健康情報など
のプライバシー性の高い個人情報は入っていない。万一、紛
失・盗難に合った場合には24時間365日コールセンターで対
応している。「顔写真やパスワードが設定されているので、も
ともと不正利用されるリスクは限定的」としている。しかし、
どこか不安があり、この不安に対し「安心・安全な仕組み」を
謳っている。

例えば、制度面では、「①法律に規定があるものを除き、マ
イナンバーなどの利用・収集は禁止している、②マイナンバー
を収集する際には本人確認が義務付けられている、③第三者
機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督し
ている、④法律に違反した場合、従来に比べ罰則を強化して
いる」としている。また、システム面では、「①個人情報は今ま
でどおり分散管理する。年金情報は年金事務所、国税情報は
税務署で、特定の期間が一括所有することはない。②情報に
アクセスできる人は制限・管理されている。③行政機関間の通
信は暗号化される」などを挙げ、安心・安全を強調している。
□事業者が行なうべき対応
事業者が注意すべき4つのポイントが挙げられた。
①取得：マイナンバーの取得は法令で定められた場合だけ

で、これ以外では取得することができない。取得する場合は、
利用目的をきちんと明示する。例えば、“源泉徴収票、給与支
払報告書にマイナンバーを記載して提出する”など、法律の
範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要がある。また、
マイナンバーを取得する際は、他人のなりすましなどを防止
するため、厳格な本人確認を行なう必要がある。

※従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を税の
手続きで事業者に提出する場合、従業員が扶養親族の本人確
認をすることになる。

②利用・提供：事業者は社会保障・税に関する手続き書類に
従業員などのマイナンバーなどを記載して役所に提出。利用
目的以外の利用・提供はできない。どんな利用・提供の場面が
あるのか？雇用保険関係では、雇用保険被保険者資格取得（喪

失）届けなど。健康保険・厚生年金関係では、健康保険被保険
者資格取得（喪失）届けなど。税関係では、源泉徴収票、給与
支払い報告書など。

※社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に社員や顧
客の同意があってもできない。

③保管・廃棄：必要がある場合だけ保管が可能。必要がなく
なったら廃棄が必要。例えば、必要がある場合に限り、保管
し続けることができるが、この場合は、翌年度以降も継続的
に雇用解約が認められる場合、所管法令によって一定期間保
存が義務付けられている場合などになる。

※廃棄や削除を前提として、年や年度ごとにファイリング
するなど「保管体制」を今一度確認する。

④安全管理措置：マイナンバーをその内容に含む個人情報
を漏洩したり、失くしたりしないために今からできることは、
担当者を明確にして、担当者以外がマイナンバーを取り扱う
ことがないようにする。

※事業者の事業内容や規模に応じて対応をする。
□法人番号
株式会社や有限会社など設立の登記をした法人に通知され

る13桁の番号が法人番号になる。法人番号は、1法人1番号
のみで、法人の支店、事業所および個人事業者は指定されな
い。番号は、登記上の所在地に通知書が届く。個人番号と異
なる点は、誰でも自由に利用することができる点である。

インターネット上に公表される情報（名称、所在地、法人
番号）は、随時更新され、データダウンロードも可能なので、
法人番号をキーにして、「法人の名称や所在地の確認が用意に
行なえる。また、鮮度が高い名称・所在地情報を入手でき、
取引先情報の登録や更新が効率化する。複数部署で異なる
コードを使用している場合、取引先情報に法人番号を追加す
れば、情報の集約や名寄せ作業が効率化する」など、いろい
ろな使い方が期待できるとしている。

給与所得の源泉徴収票
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愛印工組主催によるMUD（メディア・ユニバーサルデザイ
ン）教育検定3級の講習会と検定試験を、8月1日愛知県産業
労働センター／ウインクあいちにおいて開催した。参加者は
印刷関連業者、印刷発注者、デザイナー、学生など104名が
チャレンジした。

検定試験に先立って行なわれた講習会では、鳥原久資愛印
工組副理事長（MUD協会理事）、MUD協会阿部浩之理事か
らMUDの取り組みやMUD検定などの説明が行なわれ、伊
藤裕道MUD協会理事長を講師に「色覚について」「文字・組版
について」などの講義を受けた。その後、MUD検定3級の検
定試験が行なわれた。

今回、受験生を対象にアンケート調査が行なわれたのでそ
の一部（参加してよかった点）を紹介する。
「基本的なこと、知らないことが勉強になった」

「仕事、営業活動に活かすことができる」
「印刷物に対するMUDについて全般的なことを詳しく学

ぶことができた」
「自分の持っている知識の再確認と色や文字の重要性を認

識した」
「MUDはこれからの社会にとって大事なことであり、自

身のものづくりやサービスを提供する上で大事な基礎を学べ
て良かった」
「学んだことをこれからの業務やお客様への提案・アドバイ

スに活かしていきたい」
「色覚や白内障への理解ができた」
「健常の身では気づけないことに気づくことができた」
「1日で勉強ができ、検定まで受けることができ良かった」、

など、参加して良かった意見が多く見受けられた。

愛印工組・MUD教育検定

MUD教育検定3級104名がチャレンジ
アンケート調査でMUD参加の意見聴取／参加者が疑似体験

疑
似
体
験
に
挑
戦
し
た
受
験
生
ら
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愛印工組では、就職支援情報サイト「マイナビ」（㈱マイナ
ビ／東京都千代田区）のエリアナビ東海トップページに特別
企画広告を掲載する。 

本年5月に制作披露した印刷産業をPRするムービー【お客
様と文化を共創するビジネス・コンシェルジュ】をより多くの
求職者に見てもらうための企画広告となる。 

印刷産業の魅力をわかりやすいムービーで閲覧してもらう
ことにより、就職を検討している優秀な人材に、印刷産業の
認知度を向上させ、印刷産業の魅力を正しく理解してもらい、
印刷産業への人材流入を創出するきっかけとなるようブラン
ディング委員会（荒川壮一委員長）が企画し展開する。

　　　　　　　※　　　　　　　※
掲載媒体：就職支援情報サイト「マイナビ」（エリアナビ東海） 

http://job.mynavi.jp/conts/s/tokai/2016/  
掲載期間：平成 27年 8月 19日〜平成 27年 9月 18日 
閲覧対象：就職検討者の「マイナビ」サイト会員 約4万人 
掲載方法：ムービーをセットしたランディングページを新

たに制作構築し、「マイナビ」（エリアナビ東海）トップページ
に、ランディングページへ誘導するバナー広告を掲載する。 

愛知県印刷工業組合 YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v＝

WYQ6N_mNAh0

全日本印刷工業組合連合会では、第11期「ワンスター認定」
の募集を開始。詳細は以下のごとく。

▼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27年8月1日（土）〜 10月31日（土）※平

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）
開催日時 事業・行事、場所、備考

9月26日㈯

9：30～
12：00

事 業 名 オフセット印刷機予防保全セミナー
〜印刷現場を変える〜

場 所 メディアージュ愛知　３階会議室
参 加 費 無料
定 員 40名（先着順）
申込期日 8月31日㈪
備 考

10月14日㈬

18：30～
20：00

事 業 名 経営者セミナー〜独自の価値を手に入れろ！〜
場 所 ウインクあいち　902会議室
参 加 費 組合員：3,000円　一般5,000円
定 員 160名（先着順）
申込期日 9月25日㈮　※期日前でも、定員に達し次第締切ります。
備 考

10月20日㈫

13：30～
14：00

事 業 名 「経営者保証に関するガイドライン」説明会
場 所 メディアージュ愛知　３階会議室
参 加 費 無料
定 員 40名（先着順）
申込期日 定員に達し次第締切ります。
備 考

第11期ワンスター認定募集

就職支援情報サイト
「マイナビ」へ特別企画広告掲載 

成27年12月認定登録（予定）。
▼申請書類／応募申込書到着後、全印工連より申請書を送

付。次ぎの①〜⑤を提出。①CSR取り組み項目チェックリス
ト、②法令遵守宣誓書（所定要式）、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（所定要式）、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。
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
ツースター認定を取得することも可能。

▼認定費用（一例）／従業員1 〜 9名の場合50,000円（組合
員外100,000円）税別。

※認定費用は従業員規模により異なる（従業員数には従業
員のほか役員も含まれる）。
【詳細】全印工連CSR認定事務局TEL03-3552-4571。ホー

ムページ「全印工連CSR」で検索。
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編 集 だ よ り

のプロデュースを手掛けるなど幅広い活躍

をみせる）。

■記念パーティ（2階「葵」）

17：30 〜 19：00

■参加費：組合員 15,000円、

　　　　　  一般 30,000円（税込）

日本印刷産業連合会では、「9月印刷の

月」の告知ポスターを作成した。

本年、日印産連は、創立30周年を迎え

る節目の年である。これを機に、今後の活

動方針となるグランドデザインを「印刷産

業の社会的責任をさらに高めるために資す

ることに日印産連の活動を集中させる」と

まとめた。この印刷産業の社会的責任

( P r i n t i n g 　 I n d u s t r y 　 S o c i a l 　

Responsibility)とは、「印刷産業ならでは

の技術とノウハウを駆使して社会に価値を

創出していくことであり、また、そのため

の事業プロセスを公正で誠実なものにして

いくことが求められる」としている。

ポスターでは、印刷産業が社会のニーズ

によって育てられたこと、さまざまな社会

分野で活躍する姿や、価値創出の広がりを

絵柄で表現。「印刷は社会に貢献しています

か?」の問いに答えるべく、印刷(Printing)

を幹に例え、社会のニーズに応え続ける多

種多様な印刷産業の分野が、枝葉のように

広がり続け、今後も社会貢献とともに成長

すること感じさせる仕上りである。

全日本印刷工業組合連合会（全印工連、

島村博之会長）は、1955年（昭和30年）6月

に日本印刷工業調整組合連合会を設立して

以来、本年で60周年を迎えた。これを記

念し、来る10月16日に全印工連創立60周

年記念行事を東京千代田区のパレルホテル

東京において開催する。

全印工連では、「全印工連の発展・向上に

対してたゆまぬ努力を重ねてきた歴史を振

り返ると共に、これからさらに進化を遂げ

ていくために一致団結し、決意を新たにす

る場にしたい」としている。

■日時：10月16日（金）14：00 〜 19：00

■会場：パレスホテル東京

（東京都千代田区丸の内1-1-1）

■内容：記念式典・表彰式（4階「山吹」）

14：00 〜 15：15

■記念講演会（4階「山吹」）

15：30 〜 17：00

■講師＝堀江貴文氏（1972年福岡県生ま

れ。元ライブドア、現SNS㈱ファウンダー。

現在、自信が手掛けるロケットエンジン開

発を中心にスマホアプリ「テリヤキ」「755」

日印産連「印刷の月」…ポスター

月13日に開催されます。また、全印工連

においても創立60周年を迎え、10月16日

に記念行事が行なわれます。是非、ご参加

ください。■9月は印刷の月です。キャッ

チフレーズ「印刷は社会に貢献しています

か？」を謳ったポスターが印刷をアピール

しています。さらなる啓蒙が進み、多くの

人に周知されることを期待したいもので

す。

■マイナンバー制度の開始まで後4 ヶ月

を切り、10月から個人宛に通知が始まり

ます。基礎的なことを取り上げ参考に供し

ました。詳しい内容については〝マイナン

バー〟で検索しますと閲覧することができ

ます。スタートまでに一度ご覧になること

をお薦めします。■愛印工組の創立60周

年のロゴが制作されましたので、表紙に紹

介しました。愛印工組の記念式典は来年1

■全日本印刷工業組合連合会
創立60周年記念行事

■日印産連
「印刷の月」告知ポスター完成

■愛印工組　創立60周年ロゴ作成
昭和30年に組合を創立以来、本年で60周年を迎え

る。これを記念し平成28年１月13日新年互礼会に合

せ、「創立60周年記念式典」を東急ホテルにおいて開催

するが、それに向けてこの程、60周年のロゴを制作、

公表した。左に掲載したロゴはモノクロの場合で、カ

ラーの場合は、60thにグラデーションがかかってい

る（C：92、M：31、Y：00、K：54）表紙参照。
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