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エネルギー事業などで埋め合わせ

「明治・大正の雑誌メディア展」
印刷博物館で開催中

●地球温暖化防止に貢献する
「カーボンオフセット製品」

しようと言う考え方です」。
「カーボンオフセット製品の収益

先般開催されました愛印工組持

の一部（封筒・名刺100枚あたり

明治・大正時代の雑誌メディアを

出理事会の席上、聞き慣れない「カ

10円）をCO2などの温室効果ガス

紹介する展示会が開催されていま

ーボンオフセット」と言う言葉が

排出権購入にあてます。その購入

東京文京区にある印刷博物館で、

す。これは、雑誌が誕生してから、 使われました。どのような意味を
大衆文化を担うメディアへと急速

「プロモーショナル・マーケティング」

具体的には次のようになります。

持つ言葉なのか――。

巻頭言

名古屋でも受けられる認定資格試験
マーケティング委員会・委員長

鬼頭

則夫

した排出権を日本国へ無償提供し、
京都議定書で日本が約束している

一昔前から、いろいろな方々の講演や勉強会

お客様にどういう利益を提供できるのか、とい

に発展する過程を紹介する企画展

たまたま、名刺・封筒の販売を

温室効果ガス６％削減へ貢献し、

などに出席すると、「印刷業界は、作った印刷

うことも考えていかなくてはならないポジショ

で、タイトルは「ミリオンセラー誕

手掛ける㈱ハートから、ニュース・

地球温暖化防止へつなげようと言

物の品質は問われるが、その印刷物でどういう

ンに、印刷業界も入ってきたと思います。

生へ！ 明治・大正の雑誌メディア」。 レリースを頂戴しました。そこに、 う製品です。排出権の購入に収益
日本における初めての雑誌は慶

「業界初！封筒・名刺のカーボン

の一部をあてることにより、購入

応３年（1867）に創刊された「西

オフセット製品、ハートの新環境

した顧客もCO2削減に貢献してい

洋雑誌」と言われております。以

配慮型製品」と謳っています。詳

ただくことになります」と説明し

後雑誌は大衆の読み物として発達

しく見ていきますと、カーボンオ

ています。

し、昭和７年（1927）には「キン

フセットの意味や役割が解説して

グ」が初のミリオンセラーとなり、 ありましたので、紹介しながら参

効果があったのかという結果は問われない」と
よく言われます。

今年の11月にJPP（日本POP広告協会）主催
の「プロモーショナル・マーケター」の認定資

他業種から見て、情報産業の一部と言われて

格試験が、３年前から東京大阪で行っていた試

いるこの印刷業が、結果を問われず仕事が受注

験を、名古屋でも受けられるようになりました。

ちなみに、同社がカーボンオフ

できるとは、なんて素敵な業界だと羨望の眼差

「プロモーショナル・マーケティング」とは

セット製品として提供しているの

しで、勘違いなのか本当なのか僕には解りませ

何ぞやと言う前に、去年の受験者866人の業種

は、封筒では長３、角２のサイズ

んが、そんな風に見られていることも事実だと

別内訳を見ると、印刷会社系が39%と広告会社

確固たる地位を築いてきました。

「地球温暖化が深刻な環境問題

で８種類。名刺では２種類用意し

思います。

系36%を上まっています。印刷業もいよいよ本

この雑誌誕生からミリオンセラ

となっており、その原因とされる

ています。新しい環境配慮製品と

大衆文化を支えるメディアとして

考に供して見ます。

ー誕生まで、わずか60年。その間、 のが二酸化炭素などによる温室効
雑誌は手頃な価格で多くの人々に

果ガスと言われております。地球

情報を提供し、文化の普及啓蒙に

温暖化を防ぐには、二酸化炭素の

大きく貢献してきました。そして、 排出量を最小限に抑えたり、減少

してPRしています。

なり、先輩の方々から、いろいろな情報を頂き、 うな気がします。
「マーケティング」という一番遠い言葉が、今

「プロモーショナル・マーケティング」につ

■恒例の従業員・家族合同のレクリ

一番身近なものだという気持ちになってきまし

いては当委員会でもいろいろな情報を発信して

た。

いきたいと思っています。

させる取り組みが世界各地で行わ

エーション大会が京都に於いて行われ、

の流行を生み出し、趣味娯楽の世

れています。

188名の参加を得て、清滝ウォーキ

カーボンオフセットとは、カーボン

格的に「マーケティング」を考え始めた証のよ

事務局だより

時代を動かす原動力として、時々
界を広げて人々の生活に豊かさを

この５年間マーケティング委員会でお世話に

ングと川床料理を楽しみました。参

製作物をどういう風に売っていくかも大事な

マーケティングだと思いますが、その製作物で、 ょう。

を、 加者全員怪我も無く無事に帰宅でき
提供してきました。また、この60 （Carbon Dioxide＝二酸化炭素）
年間は、印刷・出版・流通が飛躍

オフセット
（Offset＝相殺打ち消す） ましたので、役員の方々も一安心で

的に発達した時代でもありました。 すると言う意味で、自分の出した

した。また来年も、皆さんに喜んで

同展では、雑誌誕生から大衆文

CO2を、自分ではない別の場所・

いただけるところを企画したい、と

化を担うメディアへと発展するま

別の人が行う森林活動やクリーン

意気込んでいます。

でを三つの時代に区分し、その時
代においてどのような雑誌が求め
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られ、読まれてきたのかを印刷業
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組合員の皆様、ぜひ一緒に勉強していきまし

−3−

の次は2010年に岐阜県工組が担当することになりま

平成 20年 9月期持出理事会

平成21年度｢新年互礼会｣

した。これは中部地区協で引き受けて、岐阜県工組

お
知
ら
せ

に担当していただきます。次回の岐阜の文化典は我々
もいろいろな意味で応援をしなければなりません。
皆様方のご協力をお願いします。
※

※

※

と き

：平成21年１月15日e

会 場

：名古屋国際ホテル

記念講演会：水上光啓全印印工連会長
午後３時30分〜５時
新年互礼会：午後５時30分〜７時30分

続いて、同理事長が議長を務め、議案の審議が進
められました。以下、その内容の要旨です。

8.28集中豪雨被災企業へ見舞金
愛知県印刷会館建て直しの件などを協議
● 今、価格競争を

している時期ではない

1）組合員加入・脱退の件

ル、タイムスケジュール

◎第１日目（10月17日）

今回の理事会において、篠原商事㈱名古屋営業所

／「記念式典・表彰式」：午後２時30分〜３時

４階

の加入が承認され、加入累積２、脱退累積８、組合

エメラルドホール、「全印工連メッセージ（水上光

員総数328（平成20年度期首334）であることが報告

啓会長の基調講演）」：３時30分〜４時30分

されました。

エメラルドホール、「記念講演会（講師は㈱島津興

４階

2）8.28集中豪雨の件

業元社長、鹿児島県教育委員、鹿児島商工会議所副

８月28日の集中豪雨については、被害金額が集計

会頭／島津公保氏が務め、『薩摩ルネッサンス〜歴

された段階で、それに応じた見舞金を組合が支給す

史に学び、歴史を活かす〜』と題して公開で行われ

ることが報告されました。

る）」：午後４時50分〜６時20分、「記念懇親会」：

意見広告を掲載させていただきました。反響や広告

3）環境委員会委員追加の件

午後６時30分〜８時30分

の利用状況については、まだ結果が届いていません

加藤丈博氏（知多支部、㈱判東印刷所）の委員会

◎第２日目（10月18日）／「全印工連理事長会」：

が、関連業界の皆様方にも利用していただきたいと

午前８時30分〜９時30分

加入が承認されました。

４階エメラルドホール、
５階飛天の間、「全国事

平成20年９月５日f午後３時より、平成20年度９

思います。新規見積の時、確かに紙代だけは高くさ

4）愛知県印刷産業団体連絡会名簿作成の件

務局研修会」：午前８時〜９時30分

月期持出理事会が21名の出席により、三河湾リゾー

れるかも知れません。しかし、我々の本当の付加価

連絡会を構成する愛印工組以下17団体の名簿作成

「業態変革実践フォーラム（基調講演・パネルディ

トリンクスで開かれました。

値について、果たして値上げをしたのか、改めて聞

冒頭、w井昭弘理事長が次のように挨拶しました。 きたいと思います。去年の見積の仕方と、今年の見

スカッション）」：午前10時〜正午

作業が10月刊行予定で進められています。

４階ガレリア、
２階ロイヤル

ガーデン

5）愛印工組パンフレット作成の件

◇永年勤続優良従業員表彰伝達式

私は理事長に就任してから

積の仕方で何が違っているのか、紙の値段を上げた

今回のパンフレットは工組をPRする内容で組合

「皆さんと一緒に健康な印刷業をつくろう」と申し

だけで、ほかは全然値上げをしていないのではない

員募集はその中の一部分になります。パンフレット

とき：10月31日f、会場：愛知県印刷会館３階

上げてきました。そして、「売上対経常利益率５％

かと私は心配します。ガソリン代も上がっているし、

は、「連帯」「対外窓口」「共済」をキーワードと

◇企業見学会

を確保しないと退場させられますよ」ということを

刷版もインキもすべてのものが値上げされているわ

して、工組をわかりやすく説明するものとなります。

とき：11月７日f〜８日g、見学先：㈱金羊社ほ

「またか」と言われるほど強調してまいりました。

けです。我々の付加価値について皆様方によく認識

A4サイズ８ページ中綴じの体裁で、発行は年内を

私の２年間の任期中は、そう言い続けていきます。

していただき、どういう形で価格を上げるかを考え

予定しています。

それが過度の価格競争をなくしていくと私は思って

てもらいたいと思います。見積っていく上において、

6）今後の行事予定

います。きちんとした知恵に基づいた経営を一所懸

自然に値段が上がっていくような仕組みをつくる必

◇2008全日本印刷文化典in鹿児島

命実践していただくことを期待します。いまは絶対

要があります。自分たちの付加価値を値上げできる

とき：10月17日f・18日g、会場：城山観光ホテ

に価格競争などしている時期ではありません。

ような仕組みを考えないと、本当の値上げができた

W井理事長挨拶要旨

皆様方の値上げは、終わりましたでしょうか。原

とは言えません。そうしないと、ボディブローのよ

油価格が下がり始めてまいりました。今後も下がり

うに経営がどんどん悪化していきますので、ご注意

続けるのか、あるいは上がっていくのか、よくわか

いただきたいと思います。

りませんが、先日の新聞には製紙メーカーの再度値

不景気のあとに来るものを考えますと、愛印工組

上げの記事が掲載されていました。原油価格が下が

には現在330社ほどの組合員がいらっしゃいますが、

ってきているので、これがどうなっていくのか注視

これが減っていくことも当然あり得ます。いつどれ

していく必要があります。皆様方も支部に戻られた

くらいの数になるかはわかりませんが、例えば、

ら、「価格競争をしている場合ではない。いましか

250社になった時には、組合をどうやって運営して

値上げはできない」とおっしゃっていただきたいと

いくのかも、いまから考えていかなくてはならない

思います。

問題だと思います。

前回の理事会のあと、７月25日に中部経済新聞に
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か１社
◇12月期支部長会・理事会
とき：12月５日f午後３時30分、会場：愛知県印
刷会館
◇平成21年新年互礼会

高機能化された東洋インキの製品群
きっと大きな利益を約束します。

全印工連全国大会ですが、今年10月の鹿児島大会
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とき：平成21年１月15日e、会場：名古屋国際ホテ

トの年賀状ができています。「カーボン」は二酸化

ル、講演会：午後３時30分〜５時、講師：水上光啓

炭素、「オフセット」はそれを帳消しにするという

全印工連会長、新年互礼会：午後５時30分〜７時30分

意味で、年賀状なら５円を寄付し、その金額で二酸

◇第45回光文堂新春機材展（愛印工組後援）

化炭素を代替するというものです。いま大手はそう

とき：平成21年１月30日f〜31日g、会場：名古

いうことを始めています。従って、我々もお客様か

屋市中小企業振興会館・吹上ホール

ら相談されたり、逆に提案する立場になるので、そ

◇中部地区印刷協議会下期会議

の時に少なくとも第一線の営業は「VOC」「FSC」

とき：平成21年２月20日f〜21日g、会場：キャ

などの用語を理解していなければなりません。それ

ッスルプラザ（名古屋市）

を知っていないと、これから大変なことになると教

7）愛知県印刷会館 新・増改築検討委員会の件

えられました。皆様方も「カーボンオフセット」な

検討委員会では、基本的に現在地に自前の会館の

どについて確認していただきたいと思います。

建て直しをすることを決議したので、理事会として

W井理事長の補足説明

「カーボンフットプリン

は、その方向で進めることを承認し、愛知県印刷協

ト制度の実用化・普及推進研究会」という研究会が

同組合の白井紘一代表理事を中心に準備を進めるこ

あります。このメンバーには大手印刷業も入ってい

とになりました。

ます。ヨーロッパでは、すでに印刷物に二酸化炭素

8）その他の件

の排出量が印刷されているものもあります。製品に

愛印工組の商工中金への出資金は570万円です。

「どれだけの二酸化炭素を使っていますよ」とマイ

商工中金は民営化により株式化されるので、愛印工

レージが表示されています。これは我々も無視でき

組はそれに伴い商工中金の株式を５万7,000株有す

ません。いま日本の研究会では、どういう計算方式

ることになると報告されました。

にするかを協議しています。すでにヨーロッパでは

また、木野瀬吉孝副理事長が次のような呼びかけ
を行いました。

ければならない時代が来ると思います。印刷物のす
べてにそれが関係し、我々の業界に大きな影響を与

●第一線の営業マンは

える可能性もあります。皆様方も「カーボンオフセ

用語の理解を！
木野瀬副理事長談

実践されていますし、近い将来、日本でも表示しな

ット」や「カーボンフットプリント」は注意するべ

先日、私は細井副理事長のも

きです。極端なことを言えば、東京で使うものを名

とで行われた環境セミナーに出席させていただきま

古屋で刷っていたら、二酸化炭素排出量は増えるわ

した。非常に考えさせられる内容で、早速、会社に

けです。それを表示しなければならなくなると、「地

持ち帰り、自社の営業に周知徹底しました。と申し

産地消」の考え方もあり、非常に大きな問題となっ

ますのは、例えば、「カーボンオフセット」と聞い

てくるので、私は危惧します。日印産連の会合でも、

て、我々は職業柄「カーボンインキとオフセット印

この話題が出ています。中小印刷業としても無視す

刷か」という程度しか思い浮かびませんが、そうで

るわけにはいきませんので、皆様方に報告させてい

はありません。年賀状も昨年からカーボンオフセッ

ただきます。

従 家
業
員 族
合
同
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
の もみぢ家別館 に到着です。 もみぢ家別館
京の夏の風物詩「川床料理」昼食と清滝ウォー
は緑深い「高雄」に位置し、四季に溶け合う純和風
キングの旅 と銘打った「従業員・家族合同レクリ
造りの建築です。ここは元々宿屋で、創業は明治40
エーション大会」が９月７日aに実施されました。
年だそうです。創始者の山本家は江戸時代から山林
名古屋から３台、岡崎から１台、豊橋から２台の
合計６台のバスで総勢192名が京都へ向かいました。 業で、北山杉を中心に造林しており、代々神護寺、
高山寺の信徒総代を務め、創
名古屋高速・伊勢湾岸道路を
業以前も参拝者を泊めたり、
経由して東名阪に入り、途中、
料理を出したりして神護寺の
御在所サービスエリアで休憩
参拝客をもてなしていたとの
を取り、新名神を経て名神に
188名が
ことです。
入り、大津サービスエリアで
愛印工組の一行に用意され
小休止、京都東インターで高 京都・清滝〜高雄ウォーキング
た昼食には鮎の塩焼きも添え
速道路を降り、京都市内を走
川床料理 で
られ、雷雨を眺めつつ、川魚
り清滝トンネルを抜けて出発
と京料理に舌鼓を打ちました。
点へ到着、そこからいよいよ
鮎の塩焼きに舌鼓
また、冷えたビールで喉を潤
ウォーキングの開始です。
す人もいて、約４㎞を歩いた
スタート地点から少し進む
疲れを癒しました。
と一番目の橋があり、それを
昼食後は、それぞれに清滝〜高雄のウォーキング
渡って右に行くと小さな滝が見えてきます。そこか
を楽しみました。「かわらけ投げ」で名高い神護寺
ら二つ目の橋を渡り、前に進みながら案内の地図を
へ向かう道、西明寺や高山寺へ向かう道、思い思い
見ると、この辺りは源氏ホタルの生息地と書いてあ
の道を選び、個々に散策を楽しみながら、集合場所
りました。それだけ水のきれいな地域だということ
の市営駐車場へ向かいました。市営駐車場では、岡
がわかります。水遊びしている家族連れも何組か見
崎支部からの一行が記念撮影を行い、旅の想い出を
かけました。川を右手に見ながら汗を拭きつつ歩く
写真に焼き付けました。
のですが、ガレ場あり、凹凸の激しい岩場ありで、
今回のレクリエーションは、思いもよらぬ雷雨に
もうウォーキングというよりもトレッキングの世界。
遭遇するというアクシデントはあったものの、鮎の
そういう道を進んでいくと広場に到着、ここが中間
地点だそうです。一息つく人あり、先を急ぐ人ありで、 塩焼きを堪能し、京都土産の買い物も楽しみ、参加
者は有意義な一日とすることができました。
思い思いのスピードで歩いていきます。
四つ目の橋を渡ると一本道になります。晴れの日
には両脇の杉林からの木漏れ日がキラキラすると地
図には書いてありましたが、雲行きが段々怪しくな
ってきました。一本道を過ぎると、堰のようなもの
が見えてきますが、先頭集団がこの辺りを過ぎる頃
から雷鳴が聞こえ出しました。雨に濡れたくない人
は歩くスピードを上げ、ひたすら目的地の もみぢ
家別館 を目指しました。
五つ目の橋を渡り、道なりに歩いて、少し進むと、
右手に吊り橋が見えてきます。そこを渡ると目的地
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岡崎支部一行が記念撮影

「2008年９月印刷の月、
記念式典」の模様（左
頁）。
写真左から、印刷功
労相を受けた荒川幹
夫氏、同青木久治氏、
印刷振興賞を受けた
伊東伸彦氏。

今日、日本社会はグローバル化や少子高齢化、消

(社)日本印刷産業連合会
本印刷産業連合会「印刷の月」
「印刷
印刷の月」記念式典

業界基盤を強化、印刷産業発展を誓う

＝日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合

費者ニーズの多様化などにより、市場環境も変化し、 連合会）の両氏が印刷功労賞を、伊東伸彦氏（㈱伊
現有設備や生産システムにも影響を与えており、新

東製本代表取締役会長、所属団体＝全日本製本工業

たなビジネスモデルを研究し、事業領域の拡大を図

組合連合会）が印刷振興賞を受賞し、表彰されまし

ることが急務である。日印産連としても変動する社

た。

印刷功労賞：青木久治、荒川幹夫両氏が受賞

会情勢や技術革新に対応すべく業界基盤を強化し、

印刷振興賞：伊東伸彦氏が受賞

印刷産業発展のため、一層の努力をして行きたい。

受賞者を代表して印刷功労賞を受賞した浅野健氏
（㈱金羊社代表取締役社長）が謝辞を述べた。
秋山正法副会長（日印産連）の閉会の挨拶で「2008

今後とも皆様方のご支援、ご協力を賜りたい」。

(社)日本印刷産業連合会（山口政廣会長）は、９
月17日東京千代田区のホテルニューオータニにお

来賓を代表して、近藤賢二経済産業省商務情報政
挨拶する山口会長

いて、2008年印刷の月記念式典を挙行し、印刷功

年９月印刷の月」式典を終了した。
懇親会は、各受賞者を囲みながら賑やかに行われ、

策局長より祝辞が贈られた。
次いで、水上光啓副会長（日印産連）が、国民生

開演にあたり山口会長が、受賞者へ祝福の言葉を贈

労賞、印刷振興賞、印刷産業環境優良工場の表彰、

勝副会長（日印産連）が行い、国家斉唱に続いて主

活と文化を支える産業として英知を集め業界基盤を

ると共に式典が滞りなく終了したことを報告し、出

公募ポスター表彰などを行った。

催者挨拶で山口政廣会長が要旨次のように述べた。

強化し印刷産業の発展を期す「2008年９月印刷の月

席者に感謝の意を表したあと鏡開きに移り、日本印

アピール」を読み上げた。

刷産業機械工業会小森善治会長の音頭により乾杯が

また、式典に先立ち、早稲田大学大学院教授・北

「日本経済は、戦後最長の景気回復局面が途切れ、

川正恭氏の記念講演、式典終了後には懇親会が開か

後退局面に入った。印刷産業においても、印刷・情

この後、表彰式に移り、長年にわたり印刷産業の

行われ祝宴に。懇親と親睦が続く中、全日本スクリ

れ、全国から参集した約700名の印刷人が業界の発

報用紙・インキ、製版材料、フイルム・樹脂などの

発展・貢献に尽力し、大きな功績を残した31人・１

ーン印刷協同組合連合会内田徳男会長の中締めで終

展と繁栄を期し、懇親を深めた。

値上げもあり、誠に厳しい経営環境に置かれ、加え

団体、第７回印刷産業環境優良工場14工場、印刷の

了した。

て、環境保全対策、情報セキュリティーの強化など

月公募ポスター最優秀賞が表彰された。

記念式典は、午後４時半からホテルニューオータ
ニ本館「鶴の間」で執り行われた。開会の辞を伊藤

課題が山積みしている。

なお、式典に先立ち行われた記念講演会は、「日

愛知県関係では、荒川幹夫（㈱荒川印刷代表取締

本のせんたく〜国の作りなおし〜」を演題に、早稲

役、所属団体＝6日本グラフィックサービス工業会）、 田大学大学院公共経済研究科教授の北川正恭氏が講
青木久治（㈱印刷美術研究所代表取締役、所属団体
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演した。
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②以下により、労働保険給付額の40％又は100％。

●10月は「労働保険適用促進月間」

※労働保険の加入手続きについて労働局職員などから
加入勧奨・指導を受けていた場合→事業主が故意に手続

労働者を一人でも雇用していれば
労働保険への加入が必要

きを行わなかったものと認定し、労働保険給付額の100
％を徴収。

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）

●「最低賃金法」が改正

開催日時

最低賃金不払いの場合、罰金は50万円
愛知県の最低賃金は714円

事業・行事 2008全日本印刷文化展 in 鹿児島
ところ

働者を雇用してから）１年を経過していた場合→事業主

共職業安定所では、10月１日〜31日までを「労働保険適

が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、

用促進月間」と位置付け、事業主に対し、労働者を一人

労働保険給付額の40％を徴収。
（この他にも、最大２年間さかのぼった労働保険料及

でも雇用していれば、労働保険に加入する必要性のある

び追徴金10％を徴収することとなります）。

ことを啓蒙しています。

【労働者の取り扱い】

労働保険は、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」

労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される

といいます）と、雇用保険とを総称した言葉で、政府が
管掌する強制保険制度です。保険給付は両保険制度で別

者で賃金を支払われている者をいいます。

個に行われていますが、保険料の徴収については、両保

・短期間就労者（パートタイマー）の取り扱いは、全

険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱

て労働者の対象になります。そして、次のいずれにも該

われています。この労働保険は、農林水産の事業の一部

当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就

を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業とな

業規則（就業規則の届出義務が課せられていない事業に

り、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付し

あっては、それに準ずる規定など）において明確に定め

なければならないことになっています。

られていると認められる場合は、被保険者となります。

【労働保険】

（1）１週間の労働時間が20時間以上。

労働者の方が仕事中や通勤途中に事故にあった場合に、

（2）反復継続して就労する者（１年以上継続して雇

被災された方や遺族の方の生活を保護し、社会復帰を促

用されることが見込まれる者）。
・アルバイトの取り扱いは、全て労働者として対象と

進する事業を行うための保険制度です。
【雇用保険】

なります。そして、反復継続して就労せず、その者の受

労働者の方が失業した場合に、失業手当などを給付し

ける賃金が家計の補助的な者は被保険者となりません。

たり、再就職を促進する事業を行うための保険制度です。

【加入手続】
加入手続は、労働基準監督署及びハローワーク（公共

【加入を怠っていた期間に労働災害が発生した場合】
事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成

職業安定所）で行っています。まだ、加入手続きを行っ

立届（労働保険への加入届）を提出していない期間中に

ていない事業主は、速やかに労働基準監督署又はハロー

労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主か

ワークに相談してください。（各種の届出などの事務処

ら①〜②を徴収することになります。

理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利

①最大２年間遡った労働保険料及び追徴金（10％）。

用することもできます）。
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鹿児島市「城山観光ホテル」

記念式典、表彰式
記念講演会：演題

※上記以外で、労働保険の適用事業となってから（労
厚生労働省及び都道府県労働局・労働基準監督署・公

事業・行事、場所、備考

就業形態の多様化が進展する中で、最低賃金制度につ
いて見直しが行われ、この７月から施行されています。
全ての労働者について、最低限度の賃金水準を保証する
と共に、罰則の見直しや派遣労働者への適用関係などが
改正されました。その内容をお知らせします。
【改正の概要】
①地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康
で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生
活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。
具体的な金額は都道府県ごとに決定されます。
②地域別最低賃金が不払いの場合は、罰金金額の上限
が２万円から50万円に引き上げられます。
③産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の
罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払い
違反の罰則（罰金の上限30万円）が適用されます。
④障害により著しく労働能力の低い者などに関する適用
除外が廃止され、最低賃金額の減額特例が新設されました。
⑤派遣労働者については、派遣先の地域（産業）の最
低賃金が適用されます。
【最低賃金制度】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最
低限度を定め、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とされている制度です。
仮に、最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合
意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最
低賃金額と同様の定めをしたものとされます。従って、
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くてはなりません。
【最低賃金の種類】
①地域別最低賃金／産業や職種に係わりなく全ての労
働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、
各都道府県ごとに定められています。
②産業別最低賃金／産業別最低賃金は、特定の産業に
ついて、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別
最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必
要と認めるものについて、各都道府県ごとに定められて
います。
もし、地域別最低賃金と産業別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。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働
日に対応する賃金に限られ、次の賃金は最低賃金の対象
から除外されます。
①臨時に支払われる賃金…結婚手当てなど。
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感の労働に対して支払われ
る賃金…時間外割増賃金。
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。
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

10月17日f

薩摩ルネッサンス

歴史

に学び、歴史を活かす

〜18日g

講師
10/18

島津

公保

氏

業態変革実践プラン
−全印工連2010計画についてー
業態変革の実践事例パネルディスカッ
ション

事業・行事 平成20年度
10月31日f
11:00
〜12:00

永年勤続優良従業員

表彰伝達式
ところ

愛知県印刷会館

３階

会議室

会長及び理事長表彰（10年以上表彰）
県知事表彰（15年表彰）
事業・行事 企業見学会及び環境勉強会
行先

①見学会：㈱金羊社（本社）
（浅野社長の講話を含む）
②勉強会：講師 齋藤 申一氏

11月７日f

コクヨ㈱ ＣＳＲ部

〜20日g

環境グループリーダー

（１泊２日）

演題 独走環境企業を目指
して〜コクヨグループの
環境保全への取組み〜
※①②あわせての参加を募集
※詳細は先に発送済みの実施案内をご覧下さい。
事業・行事 平成21年

新春印刷と関連業界

新年互礼会
ところ

名古屋国際ホテル

平成21年

講演会

15:30〜17:00

１月15日e

講

全日本印刷工業組合連合会

師

会長
演

２階「老松の間」

水上 光啓 氏

題 「調整中」

新年互礼会

17:30〜19:30 ２階「国際ホール」

える部分…深夜割増賃金。
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当。
（なお、賃金が時間給以外（月給・日給など）で定め
られている場合、賃金を１時間あたりの金額に換算して
最低賃金額と比較します）。
【最低賃金が適用される労働者の範囲】
最低賃金は、事業場で働く全ての労働者に適用されま
す。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇
用形態の如何を問わず適用されます。
但し、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低
い者、試しの試用期間中の者、職業能力開発促進法に基
づく認定職業訓練を受ける者の内一定の者、軽易な業務
に従事する者、断続的労働に従事する者については、減
額特例規定が適用されます。
※最低賃金に対する問い合わせは、愛知県労働局労働
基準部賃金課TEL052−972−0257）、あるいは、最寄の
労働基準監督署までお尋ねください。
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て、印刷物の製造に係わる資材や工程ごとに、どの
ような環境配慮がなされているのか展示・説明が行
われた。また、グリーン・プリンティング制度、環
境マークなどが紹介された。オンデマンド印刷コー
ナーでは、デジタル印刷システムを開発、販売して
いる主要メーカーの協力を得て、最新のオンデマン
ド印刷と作品などがアピールされた。更に、新しい
印刷コーナーでは、メディア・ユニバーサルデザイ
ン、情報セキュリティー／個人情報保護、新しい形
態の製本などが披露された。
開会式でのテープカット

●メディア・ユニバーサルデザイン

「PRIMEDEX TOKYO 2008」開催

紙でご愛顧50年

ガイドブック発行

多彩なイベントが行われ、
38,000人が来場

印刷用紙専門商社

メイカミ

全日本印刷工業組合連合会

名古屋紙商事株式会社

全印工連では、PR用冊子「メディア・ユニバーサ

「PRIMEDEX TOKYO2008」が、９月18日から
20日までの３日間、東京・東池袋のサンシャインシ
ティ・コンベンションセンターで、「プリントメデ
ィアで膨らむ 夢 と 感動 〜顧客支援の印刷ソ
リューションで明日を切り拓く〜」をテーマに、開
催された。今回は、「環境対応」「人へのやさしさ・
思いやり」をコンセプトに掲げ、ベンダー展示エリ
アとビジネス交流エリアのほか、テーマ館、公式セ
ミナー、CGアート展など多彩なイベントが繰り広
げられた。３日間の会期中約38,000人が来場した。
べンダー展示エリアでは、71社が参加し、自慢の
ソフト、機資材、ノウハウなどをアピールし、ビジ
ネス交流エリアでも、28の企業・団体から出展があ
り、自社開発製品などをPRした。いずれも、最新
の印刷システム及び関連ソフトなどの実演展示と、
印刷・関連企業間のコラボレーションの促進を通じ、
新たなビジネスモデルの発掘に積極的な姿勢を見せ
ていた。
注目を集めたテーマ館では、環境コーナーにおい
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社長

ルデザイン ガイドブック ― 伝えたい情報をより正

長谷川

志

名古屋市東区主税町4-83
〒461-0018
TEL.052-931-2221㈹ FAX.052-932-1418

確に、より多くの方へ」（A４カラー16頁）を発行

豊山加工センター 愛知県西春日井郡豊山町豊場
TEL〈 05 68 〉28 - 2 0 49

した。監修はNPO法人メディア・ユニバーサル・デ
ザイン協会。頒布価格は組合員が300円、一般800円。
全印工連では、今年度MUD推進プロジェクトを新
設し、本格的にMUDの普及・啓発に取り組んでおり、
今回PR用冊子として20,000部印刷している。主な内
容は、MUDが開発・実践されるまでの経緯から始ま
り、社会的な必要性、適用範囲と５つの原則を解説。
更に、視覚メディアにおける最適化として「文字」
「色」「技法」について、グラフやカレンダーなど
を用いて、①ハッチングの使用方法、②情緒性を加
える方法、③色とデザインを工夫する方法など、事
例を交えてわかりやすくアドバイスを行っている｡
全印工連では、既に47都道府県庁始め政令指定都市、
各県工組へ10,000部を発送済みで、今後は各県工組
に自治体や公共施設、組合員に自社のクライアント
への配布を呼びかけている。
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エネルギー事業などで埋め合わせ

「明治・大正の雑誌メディア展」
印刷博物館で開催中

●地球温暖化防止に貢献する
「カーボンオフセット製品」

しようと言う考え方です」。
「カーボンオフセット製品の収益

先般開催されました愛印工組持

の一部（封筒・名刺100枚あたり

明治・大正時代の雑誌メディアを

出理事会の席上、聞き慣れない「カ

10円）をCO2などの温室効果ガス

紹介する展示会が開催されていま

ーボンオフセット」と言う言葉が

排出権購入にあてます。その購入

東京文京区にある印刷博物館で、

す。これは、雑誌が誕生してから、 使われました。どのような意味を
大衆文化を担うメディアへと急速

「プロモーショナル・マーケティング」

具体的には次のようになります。

持つ言葉なのか――。

巻頭言

名古屋でも受けられる認定資格試験
マーケティング委員会・委員長

鬼頭

則夫

した排出権を日本国へ無償提供し、
京都議定書で日本が約束している

一昔前から、いろいろな方々の講演や勉強会

お客様にどういう利益を提供できるのか、とい

に発展する過程を紹介する企画展

たまたま、名刺・封筒の販売を

温室効果ガス６％削減へ貢献し、

などに出席すると、「印刷業界は、作った印刷

うことも考えていかなくてはならないポジショ

で、タイトルは「ミリオンセラー誕

手掛ける㈱ハートから、ニュース・

地球温暖化防止へつなげようと言

物の品質は問われるが、その印刷物でどういう

ンに、印刷業界も入ってきたと思います。

生へ！ 明治・大正の雑誌メディア」。 レリースを頂戴しました。そこに、 う製品です。排出権の購入に収益
日本における初めての雑誌は慶

「業界初！封筒・名刺のカーボン

の一部をあてることにより、購入

応３年（1867）に創刊された「西

オフセット製品、ハートの新環境

した顧客もCO2削減に貢献してい

洋雑誌」と言われております。以

配慮型製品」と謳っています。詳

ただくことになります」と説明し

後雑誌は大衆の読み物として発達

しく見ていきますと、カーボンオ

ています。

し、昭和７年（1927）には「キン

フセットの意味や役割が解説して

グ」が初のミリオンセラーとなり、 ありましたので、紹介しながら参

効果があったのかという結果は問われない」と
よく言われます。

今年の11月にJPP（日本POP広告協会）主催
の「プロモーショナル・マーケター」の認定資

他業種から見て、情報産業の一部と言われて

格試験が、３年前から東京大阪で行っていた試

いるこの印刷業が、結果を問われず仕事が受注

験を、名古屋でも受けられるようになりました。

ちなみに、同社がカーボンオフ

できるとは、なんて素敵な業界だと羨望の眼差

「プロモーショナル・マーケティング」とは

セット製品として提供しているの

しで、勘違いなのか本当なのか僕には解りませ

何ぞやと言う前に、去年の受験者866人の業種

は、封筒では長３、角２のサイズ

んが、そんな風に見られていることも事実だと

別内訳を見ると、印刷会社系が39%と広告会社

確固たる地位を築いてきました。

「地球温暖化が深刻な環境問題

で８種類。名刺では２種類用意し

思います。

系36%を上まっています。印刷業もいよいよ本

この雑誌誕生からミリオンセラ

となっており、その原因とされる

ています。新しい環境配慮製品と

大衆文化を支えるメディアとして

考に供して見ます。

ー誕生まで、わずか60年。その間、 のが二酸化炭素などによる温室効
雑誌は手頃な価格で多くの人々に

果ガスと言われております。地球

情報を提供し、文化の普及啓蒙に

温暖化を防ぐには、二酸化炭素の

大きく貢献してきました。そして、 排出量を最小限に抑えたり、減少

してPRしています。

なり、先輩の方々から、いろいろな情報を頂き、 うな気がします。
「マーケティング」という一番遠い言葉が、今

「プロモーショナル・マーケティング」につ

■恒例の従業員・家族合同のレクリ

一番身近なものだという気持ちになってきまし

いては当委員会でもいろいろな情報を発信して

た。

いきたいと思っています。

させる取り組みが世界各地で行わ

エーション大会が京都に於いて行われ、

の流行を生み出し、趣味娯楽の世

れています。

188名の参加を得て、清滝ウォーキ

カーボンオフセットとは、カーボン

格的に「マーケティング」を考え始めた証のよ

事務局だより

時代を動かす原動力として、時々
界を広げて人々の生活に豊かさを

この５年間マーケティング委員会でお世話に

ングと川床料理を楽しみました。参

製作物をどういう風に売っていくかも大事な

マーケティングだと思いますが、その製作物で、 ょう。

を、 加者全員怪我も無く無事に帰宅でき
提供してきました。また、この60 （Carbon Dioxide＝二酸化炭素）
年間は、印刷・出版・流通が飛躍

オフセット
（Offset＝相殺打ち消す） ましたので、役員の方々も一安心で

的に発達した時代でもありました。 すると言う意味で、自分の出した

した。また来年も、皆さんに喜んで

同展では、雑誌誕生から大衆文

CO2を、自分ではない別の場所・

いただけるところを企画したい、と

化を担うメディアへと発展するま

別の人が行う森林活動やクリーン

意気込んでいます。

でを三つの時代に区分し、その時
代においてどのような雑誌が求め

No.443

られ、読まれてきたのかを印刷業

平成20年10月10日発行

界、出版業界、流通業界の発展と

発行人

q

照らし合わせて紹介しています。

編

組 織 ・ 共 済 委 員 会

開催日は、12月７日aまで。時
間は、午前10時から午後18時まで。
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発行所

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

入場料は500円。休館日があります

TEL〈052〉962−5771

のでお出掛けのときは確認ください。

FAX〈052〉951−0569

所在地：東京都文京区水道1-3-3
トッパン小石川ビル内「印刷博物

◆ホームページアドレス
◆E-mail アドレス

http://www.ai-in-ko.or.jp/

jimukyoku＠ai-in-ko.or.jp

館」TEL 03（5840）2300
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組合員の皆様、ぜひ一緒に勉強していきまし
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