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衛生的で安心！

抗菌印刷
時代が求める安心感！

コロナ禍の今、注目されています。
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環境に「やさしい」から「正しい」へ
PRI・Oトップ対談 Vol.10 ゲスト 株式会社大川印刷 代表取締役社長 大川 哲郎氏
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巻頭言

不易流行
新型コロナ禍の世界で
大阪府印刷工業組合
常務理事（渉外特別委員長）

髙本 隆彦
大興印刷㈱ 代表取締役

　新型コロナウィルスの感染拡大は、未だ予断を許さない状況です。ワクチンの投与が始ま

り、社会の状況は今よりも良くなるでしょうが、従前通りの世界に戻ることはないと想像できま

す。新型コロナウィルス感染症がもたらしたものは、強制的な生活様式の変容です。

　今まで、当たり前のように感じていた「外出して人に会う」という行為が自由に出来なくなり

ました。私たちは新しい生活様式を受け入れなければなりません。

　中国の古典『易経』では「変化こそが物事の本質だから変化に逆らわない」ことを教えて

います。

　森羅万象すべてひと時たりとも変化しないものはない。

　変化には必ず一定の不変の法則性がある。

　私たちは常に変化して止まない「時」の中で生きています。

　宇宙は刻 と々変化して時はめぐり巡って、すべての物事は変化しつづけ、ひと時たりとも同じ

時はありません。しかし、変化の中には一定の不変の法則があると易経は教えてくれます。

　一年は春夏秋冬、一日は朝昼夜と時が巡り、春の次に一足飛びに秋が来たり、朝が急に夜

になることはありません。そして必ず、春夏秋冬は一年を、朝昼晩は一日を循環して、絶えず

巡っていきます。昼と夜、夏と冬が交互に入れ替わって、順序を違えることはありません。

　つまり、私たち人間が求める本質は同じであり、それを叶える手段が時代によって変わりゆ

くのだと思います。

　「我々印刷業の本質は何か？」そして「その手段は時代と共に変えているか？」を、今、問わ

れています。

　【印刷】をどのように再定義するかによって、我々のビジネスは大きく変わります。

　小学生全児童にタブレットの配布が始まりました。ノートに鉛筆で黒板を板書する行為が

無くなります。電子化が進むと紙との接点がどんどん失われることが予想されます。

　渉外特別委員会では、そのような未来に対して【紙】の持つ機能や効能にはじまり、人との

親和性などを調査し、紙の良さを啓蒙する活動＝【紙育】を始めたいと考えています。

　普遍で本質的なものを忘れずに、新しく変化を重ねていければ、印刷産業はまだまだ発展

できると信じています。
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環境経営のトップランナーとして

本業を通じて社会課題を解決する

浦久保：　大学1回生の時にお父様の4代

目社長が急死され、専業主婦だったお母

様が5代目の社長に就任。卒業後の3年間

は東京の印刷会社でさまざまな業務を経

験された後に、㈱大川印刷に入社され、

この頃から大量消費される紙やインキに

違和感をもったことから、現在の「環境経

営」がはじまったと伺いました。どのよう

な問題意識、違和感をもたれたのでしょ

うか？

大川：　まずは大学を卒業してからの下

積み時代の話からしますと、当時は現在

のように「環境経営」に意識をもつ余裕が

ありませんでした。父の急死で母が専業

主婦から急遽社長になってくれていまし

たが、大川印刷を継いでいくという目的

達成のため、必死でしたので。

　実家の大川印刷に1993年に入社し

て、理想と現実とのギャップに大きな

ショックを受けました。丁稚奉公していた

印刷会社はキチンと組織だった経営をさ

れていましたので、大川印刷も当然その

ような経営をしていると思い込んでいた

ため、現実を目の当たりにしてショックで

した。

　社内の改革が急務でしたが、よくあり

がちな古参従業員との軋轢もあり、思う

ような組織を作ることができなかったこ

との葛藤の日々でした。またこの頃はバブ

ルが崩壊して「1円でも安い仕入先を選

ぶ」という社会的風潮をもろに受けてし

まいまして、売上が右肩下がりの非常に

厳しい時期でした。独自性がなかったの

で、もろに景気の流れに巻き込まれてし

まいました。

浦久保：　古参従業員との軋轢、よくわか

ります。そんななか2000年には「色覚バリ

アフリー」への取り組みをスタートされ、

2004年には本業を通じて社会課題を解

決する「ソーシャルプリンティングカンパ

ニー®」を標榜されています。環境問題、
高齢化社会など印刷を通じて解決してい

くというビジョンは、印刷業の社会的価値

を高めるお手本として頼もしい先生です。

現在に至る活動やその変遷を教えていた

だけますか？

大川：　まずは本業を通じて、社会課題の

解決に何ができるのかを考えました。そこ

で「人と環境にやさしい」をテーマに考え

て、色覚バリアフリー（ユニバーサルデザ

イン）とインキや用紙など印刷物の環境

配慮に対する取り組みを徐々にですが進

め始めました。

　転機になったのが2002年。私が所属し

ていた横浜青年会議所で、社会起業家の

調査研究を担当したことでした。社会起

業家とは、社会変革の担い手として、社会

の課題を、事業により解決する人のことを

言い、ソーシャル・アントレプレナーとも

呼ばれていて、この人たちにロマンを感じ

るようになったんです。

　東京の蒲田にジオ・サーチ㈱という、道

路の陥没などを調査する中小企業があり

まして、その会社に国連の関係者から突

然電話がかかってきて「あなたの会社の

技術は、地雷除去に活用できるんじゃな

いか」って言われたそうなんです。そこか

ら世界の紛争地域の地雷除去の取り組み

をスタートさせる訳なんですが、中小企業

が世界の人の命を救うって凄いな！と感じ

ました。

　ユニバーサルデザインの服飾デザイ

ナー井崎孝映さんもその一人でした。障

がい者が集うダンスパーティーに参加し

たことがきっかけで、障がい者の服につ

いて多くの課題が見えたそうなんです。

障がい者の方でも、着やすくてお洒落を

楽しめる服をつくりたい。そう思った彼女

は、一念発起して、服飾デザインの専門学

校でデザインを一から学び、起業しまし

た。今では学生さんも言われるようになっ

たので珍しくなくなりましたが、取材のな

かで彼女から「洋服を通じて社会を変え

たい」って言われたんですよ。もう目から

うろこ！手段の目的化に気付かせてくれ

たのが、これらのソーシャル・アントレプ

レナーの方々でした。

大阪府印刷工業組合 理事長（株） 大川印刷  代表取締役社長

浦久保 康裕大川  哲郎
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関東では唯一再生可能エネルギー100%での印刷を可能とし（2021年3月現在）、

ゼロカーボンプリントを意識した「環境印刷」に積極的に取り組む㈱大川印刷。

2018年の「第2回ジャパンSDGsアワード」では「SDGsパートナーシップ賞（特別賞）」を受賞し、

業界内外から注目を集めています。今回は、そんな㈱大川印刷の大川社長に

印刷会社がSDGsに取り組む意義、そしてその効果などについてお聞きしました。
SDGs を忘れないメモ帳。これを使って、
SDGs 経営計画を行っている。

環
境
に「
や
さ
し
い
」か
ら「
正
し
い
」へ
　
　。

企
業
の
や
る
べ
き
こ
と
が
問
わ
れ
る
時
代
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大川  哲郎
P R O F I L E 1967年横浜生まれ。幼少期から生き物や植物、自然が好きで、自然と触れ合いながら育つ。 横浜青年会議所で、

2002年社会起業家の調査研究、2004年に企業の社会貢献・CSRの調査研究を機に2004年、本業を通じて社会課題

解決を行う「ソーシャルプリンティングカンパニー®」というビジョンを掲げ、現在に至る。

　このただしいのかどうかの判断基準

は、化学的根拠に基づいているのかどう

かになるのですが、白黒はっきりしない

部分が往々にしてあるので、科学者の意

見をしっかり聞きながら判断するべきだ

と思います。

　例えば石灰石ペーパーは環境に配慮し

た用紙だといわれていますが、その成分

の49％以上はプラスチックな訳で、化学

的根拠に基づいてみてみると環境に正し

いのかどうか？との疑問が湧いてきます。

浦久保：　コロナ禍によって、印刷業界で

も厳しい経営状況にある企業が多くあり

ますが、「ソーシャルプリンティングカン

パニー®」として取り組んだ結果、メリット

「環境印刷で刷ろうぜ！」 に込められた想い

浦久保：　第2回ジャパンSDGsアワード

「SDGsパートナーシップ賞（特別賞）」受

賞／第 1 回横浜市 S D G s 認 証制度

"Y-SDGs"最上位「Supreme」認定／2015

年度環境大臣表彰受彰／ゼロカーボン

プリント（スコープ1,2のCO2ゼロ）／再生

可能エネルギー100％など、実績を伴っ

た「環境印刷で刷ろうぜ！」のメッセージ

は強く届きます。古い慣習からの脱出を

後押ししてくれそうです。アフターコロナ

における環境印刷の在り方について教え

てください。そして環境印刷を取り入れた

いと考えている印刷会社の皆さんにも参

画へのメッセージをお願いします。

大川：　最近の風潮としまして、SDGsが

いわゆるファッションのように扱われる

ようになってきているのに、違和感をもち

ます。この地球という惑星の環境を持続

していける取り組みを、我々経営者が本

気になって行う必要があるからなんで

す。もう絶対に元に戻れない、ティッピン

グ・ポイントに差し掛かっている課題が

たくさんあります。皆がやっているからと

か、社会にとっていいとか、環境にやさし

いとかいうレベルでは持続なんて到底で

きないところまできている、この現実をま

ずは受け止めるべきです。

　環境印刷を取り入れるにあたっては、

専門家の意見をよく聴くことをお薦めし

ます。そのうえで先ほど申し上げた現実

を吟味し、できることからスタートすれば

いいと思います。私自身もそうなんです

が、最近は聴許（ちょうきょ）を意識するよ

うにしています。地球温暖化の原因論争

になると、必ずといっていいほど二項対

立が起きてしまう。互いの意見をよく聞

き入れ許し合うことも重要かと思います。

判断基準は「やさしい」ではなく「正しい」
浦久保：　昨年、ついに日本もカーボン

ニュートラルに向けた取り組みをスター

トした訳ですが、これによって大川さんが

おっしゃる二項対立のような、企業同士

のせめぎ合いが水面下で起こっていま

す。カーボンニュートラルに取り組む企業

が開発した新たな商品によって、既存事

業の存続が揺らぐことを懸念してせめぎ

合ったりする訳ですが、このような動きを

どのように感じられますか。

大川：　おそらく20年以上、環境にやさし

いという言葉が使われていると思います

が、この感覚では浦久保理事長がおっしゃ

る二項対立は回避できません。サスティナ

ブルな社会を実現するための会社ワン・

プラネットカフェを設立したペオ・エクベ

リさんが提唱していますが、「環境に正し

いか、ということを追求する社会にならな

ければ、この問題は解決できない」と私

も思います。

　ESG（右図参照）は、企業の持続的成長

の“ものさし”といわれていますが、ESGの

概念から考えると、「やさしい」ではなくて

「正しい」になります。もちろん、環境にや

さしい活動をされているのはよく分かり

ますが、それが環境に正しい、とならない

ものがたくさんあるのが現実です。

　すべての物事を「正しいのか？」という

感覚で考える時代にしていかなければな

らないと思います。

SDGｓに取り組むメリットとGP認証

をお聞かせください。また日本印刷産業

連合会が実施している「GP認証」とSDGs

の関連性についてご助言ください。

大川：　2020年度はさすがに新型コロナ

の影響で、経営状況がいいとは言えませ

んが、2019年度は私が社長に就任した

2005年以来最高の売上と売上高経常利

益率でした。顧客の選択基準が価格だけ

でなくなってきた証だと感じています。価

格のみの競争をするのではなく、何が正し

いのかを訴求することによって、値段以外

の付加価値に共感してくださっているの

だと思います。これが私の描いていた理

想形であり、従業員と一緒に10数年かけ

て作り上げてきた実績だと思っています。

　GP認証を取得して、環境印刷の基本を

学ぶだけで満足しては意味がないと思い

ます。GP認証を取得することが目的化し

ては駄目で、仕事が増える訳ではありま

せん。また印刷業界全体での取り組みな

訳ですから、高い基準を設けて推進する

活動も必要ではないかと思います。

浦久保：　社会課題の解決について、儲

かるか儲からないかの前に、企業として

やるべきことが問われる時代だというこ

とがよく理解できました。「やさしいでは

なく、正しいか」で物事を見ていくように

していきたいと思います。本日はありがと

うございました。

全社員で「SDGs 経営計画策定ワークショップ」を行っている様子湘南国際村で植樹活動後に社長から配られたパンを持っての記念撮影

社員の方それぞれの目標とゴールを手に撮影された写真がボードに。（写真はすべて大川印刷提供）

E
Environment

S

G

環　境
 CO2削減

など
環境破壊の回避

Social

社　会
 働き方の改善

など
ダイバーシティ推進

Governance

企業統治
 公正・透明な経営

など
積極的な情報開示
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抗菌印刷第10回
印刷のエキスパート。趣味は、街に
あふれる印刷物を収集すること。

ペーパー博士の孫娘。印刷（プリント）
に興味津々。大好物はプリン。

書体が大好き。特技は、文字を見ただ
けでフォントを言い当てられる。　
　

用紙の表面に抗菌剤入りのニスをコーティングすることで抗菌効果
を持たせる印刷方法です。特に大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌
について、増殖を大幅に抑制することができます。

抗菌印刷とは

SIAAマークはISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技
術協議会ガイドラインで品質管理・情
報公開された製品に表示されていま
す。SIAA（抗菌製品技術協議会）が制
定した抗菌のシンボルマークであり、
「抗菌性」・「安全性」・「適正な表示」の
３つの基準を満たした製品に表示さ
れます。

SIAAマーク
そのとおり！ 「抗菌印刷」と名乗るには、
細菌の増殖割合が100分の1以下であることなど、
JIS（日本工業規格）が定める厳しい基準があるんじゃ。
さらに、抗菌製品技術協議会のガイドラインに即したものには、
「SIAA」という認証マークを表示することが
できるんじゃよ。

印刷物の表面に特殊なニスをコーティング
することで、菌の増殖を抑えておるのじゃ。
新型コロナウイルスの影響で
近ごろ特に注目されとるようじゃな。

なるほど、お店の広告を入れた
ポケットティッシュの代わりという
訳じゃな。

じゃあ、マスクホルダーだけじゃなくて
いろんなものに使えそうね。

この勢いだと、印刷にできることは、
どんどん増殖していきそうじゃな。

「抗菌印刷」や
「抗ウイルス紙」ってスゴイ！

このマスクホルダーには
「抗菌」って書いてあるけど、
印刷でそんなことできるんですか？

はい！ でもバイ菌は
増やしませんよ。

博士、フォント君、
マスクホルダーあげるね。
駅前で配っていたの。

たとえば、多くの人が手に取る
レストランのメニューとか
施設に備えつけのパンフレットとか、
「抗菌印刷」だと衛生的で安心だね。

最近は紙自体に抗ウイルスや
抗菌・消臭性能をもたせた
「抗ウイルス紙」というものも
できているらしいぞ。

「抗菌印刷」が
できるものも
増えそうだね。

カタログ・
パンフレット

メニュー

パッケージ
ブックカバー

DM封筒

名刺

診察券
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顧問の部屋
大印工組の顧問の先生方から有益情報をお届けします。

税　務労　務 法　律

１ 写り込みについて
　写真や動画を撮影するとき、キャラクターがプリン

トされた衣服や他者が作成した広告・ポスターなど、

他人の著作物が写り込むことがあるはずです。その

ような場合、写真や動画の撮影は、当該他人の著作

物を複製したものとして著作権（複製権）の侵害と

なってしまうのでしょうか。著作権の侵害に当たらな

いとすれば、それはどのような場合かについて簡単に

説明します。

２ 著作権の制限（侵害にあたらない場合）
　上記のような場合、形式的には許諾なしに他人の

著作物を複製したものとして複製権の侵害となりそ

うです。しかし、そのような行為のすべてを著作権の

侵害としてしまうと、写真や動画の撮影などの文化的

活動が過度に委縮されることとなりかねません。その

ような事態は「文化の発展に寄与する」という著作権

法の目的に沿わないものとなります。そこで、著作権

法は例外を定めて、著作権の侵害にあたらない場合

を規定しています（著作権法３０条の２）。厳密な要件

はともかく、ざっくりとしたイメージでいえば、当該写

り込んだ著作物が写真や動画の軽微な構成部分で

あり著作権者の利益を不当に害するようなものでな

ければ、著作権の侵害にはなりません。軽微な部分と

いえるかは著作物の種類などによってケースバイ

ケースですが、概ね１０～２０％を目安とするというよう

な見解もあるようです。

３ 令和２年の著作権法の改正
　著作権の制限規定（著作権の侵害に当たらない例

外規定）ですが、令和２年に例外を拡大する方向での

改正がなされました。元々の例外規定の要件が厳格

に過ぎ、日常生活上の行為が大幅に制限されること

で妥当な結論が導けないのではないか、という問題

意識がありました。また、今般のスマートフォンやタブ

レットの普及発展などの影響を受け、誰しもが容易に

動画の配信（生配信を含む）や模写・スクリーンショッ

ト・ＣＧ化ができるようになり、そのような社会の変化

に対応するためにも例外規定の要件は緩和されるべ

き、と考えられたからでした。具体的な変更点は例え

ば、改正前は対象行為が「写真撮影・録音・録画」に限

定されていましたが、改正後は広く「複製・伝達行為

全般」に拡大されました。また、改正前は「著作物を創

作する」際の写真撮影や録画に限って例外規定が適

用されることとなっていましたが、改正後は著作物を

創作する目的がなくても例外規定が適用されること

になりました（ex 固定カメラでの生配信など）。

４ 最後に
　文化の発展には、著作権者の権利と著作物の利用

や日常生活での行動の保障のバランスを取ることが

重要です。権利意識の高い昨今ですが、今回ご紹介し

た例外規定なども参考のうえ、過度に委縮することな

く適切な範囲で写真の撮影・動画の配信・ウェブサイト

での利用などの活動を行っていただければ幸いです。

写り込みと著作権の侵害について

河端 直

弁護士法人
なにわ共同法律事務所

●ご相談は…TEL 06-6363-2191  FAX 06-6363-1468
　大阪市北区西天満2丁目3番15号 千都ビル2階

なお



受講申込   宛局務事 組工印大　0632 ）2536（ 60 XAF  【お問合せ】TEL:06(6353)3035
●必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。後日、FAXにて参加証と請求書を送付します。

●確定金額は後日案内します。
）りあ書収領（ 。すまりなと日当はい払支お●

●4/26(月)以降のキャンセルは、実費を申し受けます。

貴社名： （　　　　　　　　）支部 TE L :　　　　　（　　　　　）
FAX:　　　　　（　　　　　）

受講者①

受講者②

受講者③

送迎バス

部　署（　　　　　　　　　）
役　職（　　　　　　　　　）様
部　署（　　　　　　　　　）
役　職（　　　　　　　　　）様

部　署（　　　　　　　　　）
役　職（　　　　　　　　　）様

利 用 す る  　・ 　 し な い

受 講 料 ＝合計（ 　　　　 　）円 懇 親 会
ご 参 加

□ 正会員・パートナーシップ会員
　　　　　　  1,500円×（　　 　 ）名
□ 賛助会員・非会員
　　　　　　  2,000円×（　　 　 ）名

(　  　  ）名　お名前（　　　　　　　　　）

大阪府印刷工業組合 経営革新委員会　

 物流企業を
 超えた
 総合企業に
学ぶ変わり続け変わり続け

研き抜いてきた研き抜いてきた

企業からの
メッセージ
株式会社プリント・キャリー様は、1990年に印刷物の物流企業として会社設立後、
お客様より様々な要望を受け、その都度新しい設備の導入、それでも対応しき
れない場合は、機械メーカーと共同開発を行い独自の設備とシステムを構築。
ユーザーからの無理難題な要望にも挑み続けることにより、ビジネスの領域と
クオリティが伸び続け現在も進化し続けておられます。
そういった数々の成功事例や失敗で培われたノウハウを学び、最新の封入封緘設備等
を組合員の皆様に見学してもらい今後の経営に役立てていただければと思います。

正会員・パートナーシップ会員  1,500円/1人　　賛助会員・非会員  2,000円/1人
※終了後に懇親会を予定しております。参加費は別途、当日申し受けます。（領収書あり）

令和3年度 第1回セミナー

日　時

会　場

参加費

定　員

2021年 5月11日（火） 14：30～17：00（受付開始は14：00より）
（株）プリント・キャリー　鶴見クリエイティブセンター
〒538-0037　大阪市鶴見区焼野3－2－11
Osaka Metro長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」から(株）プリント・キャリー様の送迎バスを出していただけます。
14時集合出発予定です。（ご来場者用の駐車場はございません）

50名  ※申込み期限は4月16日（金）  定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

Message

 西山  貴弘
株式会社プリント・キャリー　
専務取締役
2004年に株式会社プリント・
キャリーに入社、経営学や社会情勢
を学ぶため経営コンサルティング
会社に2年間出向し、その後、経営
企画室を開設。2008年に取締役
営業本部長に就任し営業部門を
取りまとめ、2 0 0 9 年 に専務
取 締 役 を 就 任 。翌 2 0 1 0 年
千趣会様の物流子会社を買収し、
千趣運輸株式会社（株式会社
スマート・ロジ）の代表取締役
に就任。

 宇治 義雄
株式会社プリント・キャリー　
営業本部　本部長
「SP8000」というプリント・キャリー
独自の封入機にインパクトを与えら
れ、将来性を感じ、2005年に株式会
社プリント・キャリーへ入社。ダイレ
クトメール事業の立ち上げに大きく
貢献し、大手自動車メーカーのダイ
レクトメールについて当社独自の
ノウハウで他社が真似できないス
キームを発案・提案するなどして、6期
連続売上拡大に貢献する。2018年に
営業本部長に就任、営業部全体を統括
し現在は関東の事業部門も兼務。
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New Face がっちりPR！39

ワンストップサービスと
インデックス加工を武器に成長

■企業データ
社　名：田中手帳株式会社
所在地：〒559-0025 
　　　　大阪市住之江区平林南1-2-52
　　　　電話06-6681-8648
　　　　FAX06-6681-0058
設　立：１９70年（昭和45年）
資本金：1,000万円
代表者：代表取締役 田中 尚寛
http://www.tanakatechou.co.jp

田中手帳株式会社 代表取締役  田中 尚寛（南親支部）

　初めまして！このたび南親支部に加入し
ました田中手帳株式会社の田中尚寛です。
まずは弊社の加入に際して、さまざまな調
整をしていただいた浦久保理事長・若林
支部長・事務局をはじめとする組合員の皆
様に感謝申し上げます。ありがとうござい
ます。
　少し弊社の草創期について触れさせて
いただきます。私の祖父・田中由太郎（初
代）が農閑期に船場にノート製造の出稼ぎ
にいったことから始まります。手先が器用で
あった由太郎に出稼ぎ先が「地元に持ち
帰って、稲刈りを終えた人を集めてノートを
作ってよ」と言われ、ノート製造を始めたの
が、弊社の前身です。戦争による一度中断
を経て、父・田中成和（二代目）が阿倍野区
で田中手帳として事業を引き継ぎました
（昭和45年に田中手帳株式会社として法人
化）。大手手帳製造会社の下請けがメイン
でしたが、当時は手帳の需要は高く、また
年末の3か月間で一年の約7割を売り上げ
る「季節労働者＋ニッチ」の立場により、大
手の参入もなく順調に事業を拡大すること
ができました。1980年代に入り、夜間の操
業に対する近隣の目も厳しくなり、またさら
なる発展の時期だとの判断から住之江区
（現本社・工場）に移転しました。
　弊社が今日まで生き残ってこれた要因と
して「ワンストップサービス」と「インデック
ス加工」が挙げられます。
　ひとつめの「ワンストップサービス」です

が、手帳製造の特殊さや煩雑さ（当時は写
植・台紙貼りなど手間がかかりました）か
ら、入力から製本まで、またはそれ以降の
発送業務をトータル発注（丸投げ）したいと
いうニーズがあり、それに応えることを始め
ておりました。20年くらい前から「ワンストッ
プ」が理想的なビジネスモデルだと言われ
始めたときには、すでに「ワンストップ」の体
制が確立されていました。過去20年間に獲
得した新規得意先の大手とは、手帳製造の
みしか請け負うことができない体制では取
り引きできなかったと思われます。
　ふたつめの「インデックス加工」ですが、
昔は「見出し抜き」と呼ばれており、手作業
で行われておりました。小規模の業者が多
く、電話帳・住所録の受注の際にはインデッ
クスの加工枠を押さえることを優先しなけ
ればいけないという構造でした。しかし、
1980年代半ばより、手作業で怪我をするこ
とも多く、儲けも薄いということから、廃業

が進み、業種自体の存亡が危ぶまれるよう
になりました。そんな折、先代が1992年の
DRUPAでスイス製全自動インデックス加工
機を見つけ、ひとめ惚れし、1年後には購入
するに至りました。
　この「インデックス加工」と前述の「ワンス
トップサービス」を武器に新規得意先（特に
東京）の獲得に成功しました。（手前みそな
話ですが、インデックス付手帳のマーケット
を加工の面で創ったのは弊社です。）
　しかし、ご多分に漏れずデジタルによる
紙ばなれにより、急激な手帳マーケットの
縮小に直面しております。「脱手帳」というに
は極端過ぎますが、ドラスティックな業態
変革が急務となっております。このたび大
阪府印刷工業組合への加入を希望したの
も、印刷組合といってもさまざまな業種の
方が入っておられるからです。活用の方法
が間違っているかもしれませんが「弱い紐
帯の強み」により、新しいことを勉強させて
いただきたいと考えております。逆に弊社
が専門としている分野へのご質問・情報提
供のご依頼など、どんどん出してください！
　どうぞよろしくお願いします。

高速自動糸綴機 エマルジョン下固め機 インデックスコーティングスクリーン印刷機

インデックス加工機 インデックス加工機（厚もの対応）
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提供：㈱新聞印刷 認知症事業部

今回は認知症のなかで圧倒的に多いアル
ツハイマー型認知症（AD）についてです。
ADの発症原因やメカニズムは特定できて
おらず、その治療法もありません。ADを発
症すると、健常者に戻ることは不可能で、
症状を止めることもできません。
しかし、健常者と認知症を発症した方の中
間に位置する認知症予備軍（軽度認知障
害：MCI）は2012年時で約400万人とさ
れており、このMCIから健常者へ戻るリ
バート率は14～44％とされています。

下記の項目に思い当たる方は、生活習慣や
生活環境の改善に取り組まれることをおす
すめします。

●生活習慣病のある人
　高血圧、糖尿病、脂質
異常症、脳血管障害、心
臓病などの生活習慣病
のある人は認知症にな
りやすいといえます。
　脳血管性認知症の最大の危険因子は脳
梗塞や脳出血などの脳血管障害です。そし
て脳血管障害の危険因子が高血圧、糖尿
病、脂質異常症なので、こうした病気を持っ
ている人は注意が必要です。

A
D

●肥満・メタボな人
　白人の高齢者が対象の調査ですが、カロ
リー摂取量の最も高い集団は、最も低い集
団と比較して、アルツハイマー型認知症の
リスクが約1.5倍になることがわかってい
ます。肥満やメタボリック症候群は生活習慣
病の予備群であるこ
とは広く知られてきま
したが、認知症の発症
リスクも高いことを認
識しておきましょう。

●脂っぽい食事が好きな人
　日本の認知症患者の数は、1980年から
2000年の20年間に約３倍に増えていま
す。この数はこれからも増え続けることが
予想されています。このように日本で認知
症が増え続けている背景には、ライフスタ
イルが欧米化したことと関係があると考え
られます。特に食生活
が和食から洋食に移
行していることが影
響しているといえる
でしょう。

●飲みすぎる人や喫煙する人
　アルコールも適量であれば脳のなかの
血液循環がよくなりますが、飲みすぎると
逆に循環は悪くなりますので、飲みすぎは
やはり注意が必要です。
　飲みすぎは肝臓を悪くしますが、ここで
肝臓が悪くならない人はすい臓が悪くなり
ます。すい臓も悪くならない人はさらに飲
み続けて、脳に障害が起こります。過信し
ないで、適量を飲むことが大切です。
　以前は、認知症予防に喫煙が効果的であ
るという説が出された
ことがありますが、現
在は５倍もの発症リス
クがあるという確かな
研究結果があります。

こんな生活を続けていると認知症に!?

□毎日ＴＶをみて時間
をつぶして

いる
□趣味といえるものが

ない

□家から一歩も出ない
日がある

□運動する習慣がない

□揚げものなど油っぽ
い食べもの

が好き
□ご飯よリパンを食べる

ことが多い

□健康診断で肥満やメ
タボを指摘

されたことがある

□若い頃と比べて体重
が大幅に増

えた
□生活習慣病がある

□毎日飲酒している

□泥酔することがたび
たびある

□喫煙者である

脂質異常

こんな人は認知症に要注意です！
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非認知症 認 知 症

健常者
中度
認知症

重度
認知症MCI

回復率
14％～44％

約75％の診断が
このタイミングで行われている

移行率
１年で12％
４年で50％

健常→MCI →認知症へと進行する、認知症のロードマップ



お問い合わせ・参加申し込みは、 大阪府印刷工業組合 事務局 Tel.06-6353-3035 まで

ＥＸＰＯ２０２５ 推進会議メンバー募集
1970年以来の大阪での万博、そして大阪・関西を舞台にした久々の世界的なイベント、

2025大阪・関西万博の開催まであと4年。

大阪府印刷工業組合では印刷業界の持つ知見を活かして開催まで、そして開催期間に

どのような取り組みが可能かを考え、企画する会議体を2021度からスタートします。

ぜひ、皆さんの英知を結集し歴史的なイベントで「印刷」の素晴らしさを発信しましょう。

皆さんのご参加お待ちしています。

会議体議長：浦久保 康裕

◆ 募集締切：2021 年 4月 30 日（金）
◆ 募集メンバー数：30名
◆ 会議体設置期間：2021 年 4月～ 2022 年 3月まで
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顧問の部屋
大印工組の顧問の先生方から有益情報をお届けします。

税　務労　務 法　律

　高年齢者雇用安定法が令和３年４月１日に改定さ

れました。現状の６５歳までの雇用確保（義務）から７０

歳までの就業機会の確保（努力義務）に改められま

す。

　法律で定められている「定年」年齢については、６０

歳以上で従来通りです。その後、６５歳までの雇用確

保（再雇用等）は義務で、さらに７０歳までの就業機会

の確保は努力義務になっています。急速な少子高齢

化社会に対応し定年年齢が段階的に引き上げられ

ています。元々、「定年」は「停年」とも言われていた時

代がありました。「停年」が旧陸海軍で使われていた

ようで、階級により「停年」が異なっていたようです。

現在の役職定年に似たようなものかもしれません。

　企業の定年については、元 ５々５歳の定年制度が

長く続き、

●１９８６年の「高年齢者雇用安定法の改正」で６０歳

　定年が努力義務になります。

●１９９４年の改正（１９９８年施行）で６０歳未満の定年

　が禁止され、６０歳定年が定着します。

●２０００年の改正では、６５歳までの雇用確保措置が

　努力義務化されました。

●２００４年の改正（２００６年施行）では、６５歳までの雇

　用確保措置の段階的な義務化が始まります。

●２０１２年の改正で、希望者全員の６５歳までの雇用

　確保措置が義務化されます。

そして、今回の７０歳まで働く機会の確保の努力義務

化になります。

　過去を振り返ると１９９３年までは、まだ５５歳定年の

会社があったということになります。１９９３年に大学

卒業で入社した人は、１９７０年生まれ、２０２１年現在

51歳です。つまり、会社に入ったときは、５５歳定年、

そしてどんどん定年が延長され７０歳まで働くことに

なります。

　実は、これが大きな問題で、マラソン大会に例える

と４２キロ走って競技場に入ってからゴールがどんど

ん延長され、競技場を何週回ってもゴールにたどり

着けない状況になってしまっています。

　企業の中では、７０歳でもバリバリ働ける気力と体

力を持っている人とそうでない人が存在します。マ

ラソンと同じで、先頭を走る人とそのあとを走る人の

差が開いていきます。これは、「健康年齢」の差になり

ます。

　今後、企業は社員の「健康」に深く関わっていく必

要があります。そして、社員の健康に配慮し、すべて

の社員が健康的に７０歳まで働くことができる会社

が、競争力ある会社になります。健康と経営は密接な

関係があります。一番大切なことは経営者が健康で

あることです。経営者の皆さん、メタボから脱却しま

しょう。

70歳まで働く社会に向けてなにをすべきか

中尾文彦

エイチ・アール・エム・オフィス
社会保険労務士法人

●ご相談は…TEL 06-6362-3101  FAX 06-6362-3103
　大阪市北区西天満３丁目４-15 公冠ビル5F

急速な高齢化に対応した雇用環境の整備は、社員の健康管理です。
すべての社員が健康で７０歳まで働くことができる会社に。そして、経営者が健康であること。
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大阪府印刷工業組合 本部・支部だより

マーケティングセミナー 

自社の強みを活かした
ブランディング戦略

2月12日（金）18：00～ / 47名参加 オンライン開催

QRコードからWEBサイトにアクセスできます》》》

事業報告

　マーケティング委員会では、コロナ禍

の中でもセミナーのリアル開催にこだ

わり準備してきたが、緊急事態宣言の発

令で、やむなくオンラインのみでの開催

となった。しかし、このような状況下でも

47名もの方にご参加いただき無事に開

催できたのは、パネラーの3社をはじめ

関係者の熱意と協力のお蔭である。ま

ずは厚くお礼を申し上げます。

　本セミナーは、自社の強み、独自性、こ

の先を見据えた新たな経営戦略につい

て多角的に取り組んでいる3社の経営

者に、自社のブランディング戦略を含

め、戦略の立案から実行までの取り組み

について聞き、セミナー参加者の10年

後の自社のあり方を考えるヒントとなる

ことを目的としてパネルディスカッション

方式で開催した。

　ディスカッションで3社に共通してい

た点は、「リ・ブランディング」で自社の強

みをさらに磨いていること。オフセット
マーケティング委員会メンバー

本部実施風景
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【代表者変更】
■トキワ印刷㈱（なにわ支部）
　新社長に渡辺貞城氏が就任。

INFORMATION

■㈱旭堂 大阪営業所（北支部）
令和３年２月２２日から以下に移転
〒530-0041 大阪市北区天神橋3-8-9
ＴＥＬ＆ＦＡＸは、変更ございません。

【移転】
■トキワ印刷㈱（なにわ支部）
令和３年２月２２日から以下に移転
〒579-8064 東大阪市池島町8-6-22
TEL：072-988-0201／ＦＡＸ：072-988-0224

【移転】

本　部

事業予定

4月5日（月）～8日（木） 10：00～ 大阪印刷会館

JAGAT 2021年度
新入社員養成講座（4日間）

4月9日（金）
有馬グランドホテル

北支部 総会
支　部

※記載の事業予定については、変更もしくは中止になる場合があります。※開催場所・時間等の記載のないものは未定です。

事業報告

2月2日（火）18：30～ / 19名参加

渉外特別委員会

大青協定例会

2月19日（金）18：30～ / 22名参加
東和支部 東和塾

本　部

2月2日（火）17：00～ / 12名参加

2月3日（水）16：00～ / 7名参加
総務特別委員会

2月26日（金）18：30～ / 13名参加
経営革新委員会

2月9日（火）17：00～ / 26名参加
支部長会

2月15日（月）18：00～ / 14名参加
マーケティング委員会

2月18日（木）17：00～ / 17名参加

大阪印刷関連団体協議会
団体長会議

2月26日（金）13：00～ / 57名参加
近畿地区印刷協議会例会

2月24日（水）18：00～ / 17名参加
ＣＳＲ委員会

2月9日（火）18：00～ / 9名参加
広報委員会

なにわ支部 総会新年会
2月10日（水）18：30～ / 20名参加

支　部

4月10日（土） 9：30～ ロータリーゴルフ倶楽部
北支部 懇親ゴルフコンペ

4月28日（水） 15：00～ 太閤園
理事会

の課題に直面した時、先を見据えての設

備増強や設備廃棄などで社内環境を大

胆に変化させて新たな強みや独自性を

構築していることである。また3社とも

デジタル印刷の積極導入を軸に、独自

性を持った戦略で新規事業を立ち上げ、

新たなマーケットを創り出していること

も共通していた。

　新規事業を考えるにはまず社会課題

の解決を軸に検討する。印刷会社で生

き続けるなら、生産だけの印刷会社を辞

めて「印刷物を

使ったサービス」

を提供できる会社

に変わらなければ

時代に取り残され

る。そして、これま

での一品一様の

ビジネスモデルか

ら脱却し全体をビ

ジネスと捉え、稼

ぎ方・売り方を変えないと先の経営は厳

しい。このような提言がとても印象に

残った。

　先代から引き継いだ事業やお客様は

10年後にはなくなるだろう。さあ皆さ

ん、勇気を持って今回のパネラーの3社

のように新しい行動に移しましょう！そし

て、マーケティング委員会の次のセミ

ナーなどで成功事例として発表いただ

けることをお待ちしています。

（報告／マーケティング委員会 吉田匡廣）

4月20日（火） 18：00～
大阪マルビル大阪第一ホテル

北親支部 総会
5月22日（土） 18：00～ ホテル阪神大阪
福島支部 総会

5月21日（金） 18：00～
シェラトン都ホテル大阪

天親支部 天親会総会

経営革新委員会 5月チーム：左から塩田リーダー、
菊地委員、プリントキャリー 宇治本部長



（順不同）著名営業案内
（株）NPCコーポレーション

北区天満1-9 -19
TEL.6351-7271
FAX.6352-7479

青 葉 印 刷（株）

都島区中野町2-10-11
TEL.6351-5428
FAX.6351-5299

寿 印 刷（株）

西淀川区歌島1-4-4
TEL.6471-3434
FAX.6472-9840

富士精版印刷（株）

淀川区西宮原2-4-33
TEL.6394-1181
FAX.6394-1199

カキモト化工（株）

門真市月出町9-10
TEL.6901-3821
FAX.6905-9248

白石封筒工業（株）

東大阪市高井田中4-1-22
TEL.6789-0018
FAX.6789-0028

キ ハ ラ 工 芸（株）

中央区内淡路町2-1-10 
TEL.6943-7955
FAX.6943-7958

松 本 印 刷（株）

中央区上町1-15-36
TEL.6762-9151
FAX.6762-7292

サン美術印刷（株）

東成区東今里2-15-30
TEL.6976-0231
FAX.6978-2807

レスター工業（株）

中央区糸屋町 2-3-2
TEL.6941-8572
FAX.6941-0781

大 興 印 刷（株）
大阪市中央区常盤町1-2-13
TEL.4794-0086  FAX.4794-0087
神戸ポートアイランド工場
神戸市中央区港島南町 4-6-3
TEL.078-303-3660 
FAX.078-303-3669

（株） 一 心 社

天王寺区大道1-14-15
TEL.6771-1121
FAX.6772-6970

大阪印刷工業（株）

八尾市若林町2-114
TEL.072-949-3777
FAX.072-949-6843

（株）美 生 社

西成区出城1-7-4
TEL.6647-8555
FAX.6647-3176

（株）フリーテック

天王寺区寺田町 1-3-8
TEL.6772-3300
FAX.6772-6424

（株）ケーエスアイ

西成区南津守7-15-16
TEL.6652-8000
FAX.6652-8894

岩 岡 印 刷（株）

住之江区中加賀屋4-2-10
TEL.6685-5221
FAX.6685-5634

昌 和 印 刷（株）

平野区瓜破南2-4-138
TEL.6707-1051
FAX.6790-4072

ウ エ ノ（株）

淀川区西中島7-4-17
TEL.6301-1555
FAX.6301-1557

www.sansei-int.co.jp

〒550-0015
大阪市西区南堀江1-1-14  四ツ橋中埜ビル6階
TEL（06）6532-8811

株式会社サンセイ
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※詳しくは大阪府印刷工業組合 事務局までお問い合わせください。TEL06-6353-3035

【仕　　様】
●名簿本体
　・体裁／Ａ５サイズ（本文約１24頁、広告約36頁）
　・部数／8００冊
　・表紙・本文・広告頁印刷（本文・広告部分のみ用紙支給）・
　 製本（無線綴じ）
　・本文・広告・表紙ともデータ渡し
　（本文データは完全データ（PDF）にてお渡しします。ただし
　 広告・表紙データについては修正作業もお願いします）。
　・表１と表４のみカラー、以外のページはモノクロ
　・紙質（2020年度仕様）
　 本文頁：Ａ判３５ｋｇ　広告頁：Ａ判色上質（厚口）
　 表紙：サンカード（同等品）360g／㎡

●「組合員名簿送付について」（Ａ５サイズ片面１枚）

　※体裁は従来のものと大きな変更はありません。
　※2020年度版は広報誌「ＰＲＩ・Ｏ」2020年11月号に
　　同封しお送りしておりますのでご参照ください。

大阪府印刷工業組合では毎年「組合員名簿」を発行しておりますが、2021年度より２年間の製作（印刷・製本）を担当い
ただく企業を募集します。下記の仕様により見積書を作成し、期日までに大阪府印刷工業組合事務局まで郵送ください。

「組合員名簿」製作委託会社募集のお知らせ
組合員各位 2021年4月

【応募資格】
GP、CSR、環境推進工場、JPPSのうちどれか１つの認証を
持つ組合員企業（三役・常務理事の企業を除く）

【募集期限】2021年5月7日（金）（必着）
見積書とご担当様連絡先を記載した文書を同封し大印工組
事務局まで郵送ください。
　　〒534-0027 大阪市都島区中野町4-4-2
　　大阪府印刷工業組合「組合員名簿」担当まで

【決定方法】
募集期限終了後に開催予定の組織委員会にて製作依頼
会社を決定します。
前回の価格を考慮した上、応募の見積書安価2社より抽選
を行います。
結果は応募企業全社に郵送にてお知らせいたします。
（決定企業については「ＰＲＩ・Ｏ」誌上にて公表します）。

【納　　期】
2021年10月20日（水）（「ＰＲＩ・Ｏ」2021年11月号に同封の予定）

公告
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に
広告を出しませんか？

06-6353-3035
大阪府印刷工業組合  担当：大喜多まで

組合員や外部に向けて自社の魅力をアピール！

随時受付中

関西営業支社 印刷用紙グループ TEL.06-6363-7184用紙提供：日本製紙（株）

当社A2マットコート紙の関西以西限定銘柄です。伝統技術と長年の経験を継承し、お客様
の声を取り入れながら造り上げた、西日本で最も品質に定評のあるマットコート紙です。シルバーダイヤS

（塗工紙・104.7g/㎡  A/Y〈57.5〉）（表紙・本文とも）

今月号の
用紙

デザイン・制作：（有）ティーズ／印刷：原多印刷（株）

労務
相談 【ストレスチェックについて】【残業時間】【就業規則】等

4／16（金）、4／30（金）、5／7（金）

【消 費 税】【税　金】等
4／9（金）、5／7（金）、6／11（金）税務

相談

法律
相談

お申し込み・お問い合わせ
大印工組事務局

◉労務相談（10：00～12：00、13：00～16：00）
　50分／1人、 先着5名／各開催日
　申込締切：開催日の１週間前

◉税務・法律相談（13：00～17：00）
　60分／1人、 先着4名／各開催日
　申込締切：開催日の２日前

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催を中止させていただく場合があります。

大阪印刷会館にて開催
予約制

TEL.０６-６３５３-３０３５
info@osaka-pia.or.jp

各種相談のご案内無料！
労務顧問の中尾文彦先生にご相談ください。

税務顧問の森田昌宏先生にご相談ください。

【版　権】【著 作 権】【事業承継・廃業支援】等
4／21（水）、5／19（水）、6／9（水）
法律顧問の河端直先生にご相談ください。

お問い合わせ先 大印工組 事務局 TEL.06-6353-3035

〈納入規定〉
A4サイズ以下 + 1点 200g以内
※複数枚のDMであってもホチキス止め
　などしてあれば、1点とみなします。
※内容等によっては、お受けできない場合
　があります。

貴社のDMを同封、組合員企業に届けます！

PRI・Oの「パケットサービス」
大印工組 広報誌

1点 20gまで  ＠100円 × 組合員数
21～100g ＠200円　 101～200g ＠300円

約 円50,000税込


