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一歩先ゆく一歩先ゆく
〒101-0065
東京都千代田区西神田 2-7-8　 TEL 03-3263-6141 ㈹　FAX 03-3263-6149

http://www.showa-corp.jp

プリントメディアの総合商社

が解決します
機資材 技術サービス システムサービス＋ ＋ コンサルティング＋

21世紀のグラフィックアーツを共に考えるショーワユーザー会

コラボレーション＆リサーチ

研修会

お問い合わせ、入会お申し込みは事務局まで

へのお誘い

会」「

会報・メールマガジンの発行

工場見学会 総会・幹事会

有志グループ活動

年間の活動

会 事務局 TEL:03-3263-6141
FAX:03-3263-6149

！

なら…
★アフターフォローも万全

★提案型営業でしっかりサポート

★創業90年の実績

★軽快なフットワークが自慢

★ユーザー会で密に情報交換

次の基幹システムはどうしよう…

また発注ミスが…
お客様との連携がうまくないな…

新システムを導入しても、使いこなせてないな…

負担をもう少し減らせないものか…

もう少し効率よくできないものか…

よその会社はどうしてるんだろう…

そろそろこのマシンもガタがきてるな…

またクレームだ…最近トラブル続きだな…

うちも本気でカラーマネージメントをやらないと…

そろそろ買い替え時だな…

最近の技術についていけない…
何か新しいことを始めないと…

やばい！また感材がきれてる…

何か新しい提案ができないかな…

そんな悩みを



小伝馬町交
差点

サリン入り袋が蹴り出された１番ホーム

その朝は、気持ちのよい快晴だったと記憶している。僕が通勤に使っている地下鉄・東西線は、事故の影響で遅れが

出ているとのことで、ちょっと進んでは止まって、を繰り返し、日本橋駅で完全に動かなくなってしまった。よほどの

事故があったらしい。いつもは茅場町駅で日比谷線に乗り換えて東京グラフィックス事務局がある小伝馬町駅まで来る

のだが、運転再開のめどが立たないというアナウンスをきいて、日本橋駅で下車して歩くことにした。歩いても７～８分

の距離だ。実はその時、僕は現在の職場に転職して２週間あまりだったが、前の職場も日本橋にあったので街には慣れ

親しんでいる。朝の日本橋はまだ百貨店や商店があいておらず、サラリーマンが足早に通り過ぎるだけ。

小伝馬町の路上に人があふれている！　事務局に到着すると、まだほとんど誰も来ていない。そんなに大きな事故が

あったのか？　当時、インターネットは普及しておらず、応接室のテレビをつけると東京の大混乱ぶりが映されていた。

しばらくして近所の会員・㈱文栄社（中央支部）の営業の N 部長（当時）から電話が入った。「救急車が足りない！

うちの営業車を使う！　運転免許を持っている人はいるか！？」切迫した問い合わせだったが、その時、事務局には僕

を含めて車を運転できる者がいなかった。その後も役員や会員から事務局の無事を確認する電話が鳴り続いた。

オウム真理教による地下鉄サリン事件。13 人が死亡、6,000 人以上が重軽傷を負ったという日本史上もっとも凄惨

なテロ事件。報道では中央官庁の街・霞ヶ関駅が多く扱われていたが、実は死者４人、負傷者約 1,700 人という最大

の被害が出たのが、この小伝馬町駅だった。８時２分ごろ小伝馬町駅に到着した中目黒行き列車から、乗客がサリン入

りビニール袋をホームに蹴り出したという。その後も後続列車数本が小伝馬町駅に到着。さらに小伝馬町駅で運転打ち

切りになった列車が数本あり、サリンが充満したホームに大勢の客が立往生したことが被害を拡大したとされている。

このカルト集団による事件の全容が明らかにならないまま、今年７月、実行犯たちの死刑が執行された。現在、ホーム

上には往時をしのばせるものは何も残されてはいない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局長・鈴木 孝尚）

1995年３月20日

シリーズ 

小伝馬町
こでんまちょう

駅にまつわる話㉑
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クラウドを取り巻く環境と
プライベートクラウド利用の勧め

㈱エースリー（賛助会員）

クラウドとは
クラウドには、大別してパブリッククラウド（インター

ネット環境で利用）とプライベートクラウド（インターネッ

トから分離された自社専用のネットワーク環境で利用）の二

種類があります。

プライベートクラウドの場合は、直接インターネットに接

していないため、かなり安全なクラウド環境と言えますが、

パブリッククラウドを利用する場合は、様々なインターネッ

トの脅威から情報を守るための対策をお客様で実施すること

が必要となります。

パブリッククラウドのリスク
パブリッククラウドは、クラウドベンダーが全てを管理

するサービスでは無く、クラウドベンダーとお客様が責任

を共有するサービスとなります。クラウドサービスの種別

（IaaS、PaaS、SaaS）によって、お客様が自己責任で管理

しなければならない範囲が変わってきます。

例えば AWS（Amazon Web Services）クラウドの場合

は、Amazon が責任を負うのは、コンピューティング、スト

レージ、データベース、ネットワークなどの基盤部分であり、

その上に作成された仮想サーバの OS、アプリケーション、

データ、OS のセキュリティパッチ、ウイルスチェック、バッ

クアップなどはお客様が責任を負うべき範囲となります。

このようにパブリッククラウドのサービスを利用するため

には、お客様自身でインターネットの脅威からデータを守る

対策を施す必要があり、それ相応の知識が必要となります。

パブリッククラウドの情報漏えい事案
・2017年７月21日、Amazon S3上の米大手通信会社の顧

客情報1,400万人分が誰でも閲覧可能な状態で公開され

ました。

・Amazon S3上でダウ・ジョーンズの出版物に対する400

万人分の加入者情報が簡単にアクセス可能な状態で公開さ

れました。

・Dropbox で、パスワード無しに全ユーザがログインでき

る障害が発生しました（４時間）。

サイバーセキュリティに係る規制（EU）
EU では、2018年 ５ 月25日より GDPR（General Data 

Protection Regulation）が施行開始となりました。GDPR

とは、「EU 一般データ保護規制」の略で EU 在住者の個人

情報を保護するための規制となります。

この規制は、EU 域外の企業も適用対象となります。具体

的にはデータが侵害されたら、72時間以内にデータ漏洩を

報告する義務が生じます。漏洩の発生を確認した時点からで

はなく、侵害された時点から72時間以内に監督機関に報告

することを求めています。違反した企業には、「年間総売り

上げの４% か２千万ユーロ（約25億円）のうちいずれか高

い方」の罰金が科せられます。

東京グラフィックス共済会（清水隆司代表幹事・綿貫勝夫幹事長）は、12月１日より KDDI の代理店㈱エースリー
（東京グラフィックス賛助会員）とクラウドサービスの紹介を行うことになりました。最近では、災害時の BCP（事業
継続計画）、情報セキュリティ・個人情報保護の観点からデータバックアップがクローズアップされています。そこで、
共済会では KDDI の有するセキュリティの高い『閉域網』を利用した安全なクラウドプラットフォームにより、各社
が保有する大切な業務データ管理の一助となればと考えております。是非、これからの経営に「情報の安全性」を
担保するこのシステムをご理解ください。なお、ここでは㈱エースリーからクラウドについて、取り巻く環境や活用
の利点について解説の解説と、また今回提案するACPS（Acely Cloud Platform Service）の概略を掲載しております。
１月31日には説明会の開催、個別会員企業への訪問を通じて紹介させますので事務局までご一報ください。

東京グラフィックス共済会「クラウドサービス」のご紹介
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サイバーセキュリティに係る規制（日本）
情報漏洩を防止するための米国のセキュリティ対策基準

「NIST SP800-171」相当の新防衛調達基準の試行導入が、

2019年より日本でも始まります。対象となるのは、防衛省

と取引がある約9,000社の企業ですが、今後、このような規

制が様々な企業に広まっていく可能性が想定されます。

基準を満たしていない企業は、取引ができないことになり

ます。海外の Amazon、Azure などはこの基準を満たしてい

るクラウド事業者となりますが、国内ではまだこのような事

業者は無いのが現状ですが、今後国内大手クラウド事業者も、

基準に準拠したサービスを提供してくると思われますのでセ

キュリティ規制の観点でもデータのクラウドへの移行、バッ

クアップは理に適っていると言えるのではないでしょうか。

KDDI クラウドの定義
KDDI では、クラウドとは接続するネットワークまで含め

た範囲でのサービスで有ると考えています。「広域仮想スィッ

チ」という新しい概念を国内通信事業者として初めて導入し

た新型ネットワークサービス「KDDI WVS」を標準構成と

したクラウドサービスです。インターネットとは分離された

プライベートクラウドの環境をご提供します。

KDDI クラウドの認証
KDDI クラウドは、国際認証（SOC １、SOC ２）を取得

しており第三者保障による高い信頼性を有します。

KDDI クラウドが選ばれる理由
KDDI WVS（プライベートネットワーク）及びインター

ネット接続料込みで利用でき、万が一の際もキャリア品質の

手厚いサポート（能動連絡、原因／対策の明確化など詳細な

障害レポート、NW などを含めた一元保守を提供）で安心で

す。

また、au でも利用している高品質な基盤をリーズナブル

にご提供しています。

KDDI クラウドの柔軟性
KDDI クラウドは、他社パブリッククラウド（AWS、Azure、

GCP）とも KDDI WVS から専用線が直結しており、インター

ネットを経由せずにパブリッククラウドを利用できます。

まとめ
今後、クラウドの利用がますます加速することは間違いな

いことですが、パブリッククラウドを利用する場合は、利用

者の自己責任が伴う部分も発生しますので専門業者に設計・

管理を委ねることも必要ではないでしょうか。

クラウドサービス自体は、安価でも自己責任で準備しなけ

ればならないシステムへの投資が高額となることが想定され

ます。

一方、プライベートクラウドの場合は、クラウドサービス

のコスト的にはパブリッククラウドより高額となりますが、

追加コストの負担が少なく、高いセキュリティ環境でより安

心して簡単にクラウドを利用することができます。KDDI

は、ネットワークまで含めたプライベートクラウドの環境を

ご提供しております。是非ご一考下さい。

●㈱エースリー（賛助会員）

　担当：ソリューション部／中嶋・小島

　TEL.03-6534-0061

東京グラフィックス共済会「クラウドサービス」説明会参加申込書

■日時：平成 31年１月 31日（木）18：00 〜 19：00

■会場：ニッケイビル８F会議室（中央区日本橋小伝馬町７-16）

会社名 参加人数　　　　　　　人

連絡担当者名 連絡先TEL

↓ファクシミリ：03－ 3249 － 0377（東京グラフィックス事務局行き）
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東京の工業全体の状況

事業所数はピークの3割以下に縮小

概　略

東京の工業の概略は表1のとおり。事業所数および従業者

数は、平成2年をピークに減少傾向にあり、製造品出荷額等

と付加価値額は平成3年をピークに減少傾向にある。それぞ

れピーク時と比較すると、事業所数は、3万585事業所（△

73.9％）の減少、従業者数は46万9,946人（△65.1％）の

減少、製造品出荷額等は12兆4,842億円（△61.6％）の減

少、付加価値額は4兆6,670億円（△58.5％）の減少となっ

ており、事業所数はピーク時の3割以下、その他の項目は4割

程度の規模まで縮小しており、平成初頭に比べると隔世の感

がある。

統計調査報告　「東京の印刷業」
平成29年工業統計調査報告（平成28年実績）「2017東京の工業」から

東京の｢印刷・同関連業｣の
縮小が加速

平成29年6月1日現在で「従業者4人以上の事業所」を対象に実施した工業統計調査のうち、東京都分について都が独自に集計・
編集した「2017東京の工業」（平成29年工業統計調査報告〔平成28年実績〕）が、このほど公表された。ここでは、東京の工業
の状況ならびに、東京の「印刷・同関連業」および「印刷業」の状況について、主要な項目について抜粋・報告する。

平成24年の「経済センサス - 活動調査」の創設に伴い、工業統計調査としては全数調査（全事業所を対象とする調査。1983年
以降は2008年まで西暦末尾0、3、5、8年に実施）が廃止された。なお、全事業所を調査対象とする平成23年分の数値の調査に
該当する「平成24年経済センサス - 活動調査」は平成24年2月1日現在で実施され、平成27年分の数値の調査に該当する「平成
28年経済センサス - 活動調査」は平成28年6月1日現在で実施されている。

今回のような「従業者4人以上の事業所」の調査を行う工業統計調査は、平成26年工業統計調査（平成26年12月31日現在で
実施）以来のもので、本文中で「前回調査」とあるのは、平成26年工業統計調査のことを指す。

このように「工業統計調査」自体も集計期間が変更されているうえ、「工業統計調査」と「経済センサス - 活動調査」は、基準日
や集計方法が異なるため統計数値としては連続性を欠いている。平成24年以降については、対前年の増減数や比率はあくまで目
安であり、全体の傾向を把握する参考程度の数値とお考えいただきたい。

なお、平成27年分の数値の調査に該当する「平成28年経済センサス - 活動調査」の東京分をまとめた「2016東京の工業」（平
成30年3月公表）については本誌2018年7月号に掲載したばかりだが、今回の「2017東京の工業」は同7月に公表されたため、
期間をあけずに掲載することになった。

表 1　東京の工業の概略

平成 28 年 平成 26 年 増減数 増減率
事業所数

（全国順位）
1 万 2789 事業所

（４位）
1 万 2,156 事業所

（３位） △ 1,367 事業所 △ 11.2％

従業者数
（全国順位）

25 万 2,315 人
（８位）

26 万 9,815 人
（７位） △ 1 万 7,500 人 △ 6.5％

製造品出荷額等
（全国順位）

7 兆 7,849 億円
（14 位）

8 兆 1,594 億円
（15 位） △ 3,745 億円 △ 4.6％

付加価値額
（全国順位）

3 兆 3,051 億円
（８位）

3 兆 1,932 億円
（８位） 1,119 億円 3.50%
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事業所数（1万789事業所）

産業中分類別にみると、「印刷・同関連業」が1,890事業

所（構成比17.5％）で最多、「金属製品」が1,491事業所（同

13.8％）、「生産用機械」が1,000事業所（同9.3％）。

前回（平成26年）と比較すると、23産業で減少し、1産

業が増加している。

前回と比較して減少数が最も多いのは、「印刷・同関連業」

の346事業所（△15.5％）、次いで「金属製品」の151事業

所（△9.2％）、「繊維工業」の90事業所（△17.8％）となっ

ている。増加したのは、「非鉄金属」の4事業所（3.2％）だけ。

従業者規模別にみると、「4 〜 9人」が5,504事業所（構

成比51.0％）で最も多く、次いで「10 〜 19人」が2,796

事業所（同25.9 ％）、「20 〜 29人」が1,142事業所（同

10.6％）となっており、この3区分で全体の約9割を占める。

前回と比較して減少数が最も多いのは、「4 〜 9人」の

1,146事業所（△17.2％）、次いで「10 〜 19人」の163事

業所（△5.5％）、「20 〜 29人」の45事業所（△3.8％）。

増加したのは、「100 〜 199人」の5事業所（2.7％）となっ

ている。

従業者数（25万3,315人）

産業中分類別にみると、「印刷・同関連業」が4万2,450

人（構成比16.8％）で最多、「食料品」が2万9,610人（同

11.7％）、「電気機械」が2万4,338人（同9.6％）。

前回と比較すると、減少数が最も多いのは、「印刷・同関

連業」の5,604人（△11.7％）、次いで「情報通信機械」の

5,277人（△38.9％）、「電気機械」の3,288人（11.9％）。

表 2 　年次別 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額の状況（従業者４人以上）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等 付加価値額
年　次 実　数 増減数 増減率 実　数 増減数 増減率 実　数 増減数 増減率 実　数 増減数 増減率

事業所 事業所 ％ 人 人 ％ 億円 億円 ％ 億円 億円 ％
平成元年 40,286 -3,389 -7.8% 718,251 -24,640 -3.3% 185,856 11,949 6.9% 72,685 3,513 5.1%

2 41,374 1,088 2.7% 722,261 4,010 0.6% 199,064 13,208 7.1% 78,577 5,892 8.1%
3 38,956 -2,418 -5.8% 705,983 -16,278 -2.3% 202,691 3,627 1.8% 79,721 1,145 1.5%
4 36,415 -2,541 -6.5% 678,379 -27,604 -3.9% 189,308 -13,382 -6.6% 73,030 -6,691 -8.4%
5 36,457 42 0.1% 646,801 -31,578 -4.7% 172,049 -17,259 -9.1% 66,776 -6,254 -8.6%
6 33,289 -3,168 -8.7% 606,691 -40,110 -6.2% 163,236 -8,814 -5.1% 64,523 -2,253 -3.4%
7 33,122 -167 -0.5% 588,207 -18,484 -3.0% 165,434 2,198 1.3% 65,656 1,133 1.8%
8 30,815 -2,307 -7.0% 563,628 -24,579 -4.2% 164,059 -1,375 -0.8% 63,829 1,826 2.8%
9 29,475 -1,340 -4.3% 548,679 -14,949 -2.7% 167,959 3,900 2.4% 63,533 -297 -0.5%

10 32,411 2,936 10.0% 560,094 11,415 2.1% 160,651 -7,308 -4.4% 62,669 -864 -1.4%
11 29,309 -3,102 -9.6% 515,839 -44,255 -7.9% 148,761 -11,890 -7.4% 58,959 -3,710 -5.9%
12 28,682 -627 -2.1% 496,394 -19,445 -3.8% 148,507 -254 -0.2% 57,848 -1,111 -1.9%
13 25,733 -2,949 -10.3% 462,223 -34,171 -6.9% 135,376 -13,131 -8.8% 52,360 -5,488 -9.5%
14 23,051 -2,682 -10.4% 425,625 -36,598 -7.9% 117,498 -17,878 -13.2% 47,473 -4,886 -9.3%
15 23,521 470 2.0% 414,015 -11,610 -2.7% 113,061 -4,438 -3.8% 46,100 -1,373 -2.9%
16 21,035 -2,486 -10.6% 392,609 -21,406 -5.2% 111,990 -1,071 -0.9% 47,834 1,734 3.8%
17 21,296 261 1.2% 382,831 -9,778 -2.5% 108,082 -3,908 -3.5% 46,100 -1,735 -3.6%
18 19,038 -2,258 -10.6% 367,209 -15,622 -4.1% 103,597 -4,485 -4.1% 43,550 -2,549 -5.5%
19 18,681 -357 -1.9% 371,206 3,997 1.1% 106,383 2,786 2.7% 41,137 -2,413 -5.5%
20 19,287 606 3.2% 362,825 -8,381 -2.3% 102,039 -4,344 -4.1% 37,945 -3,192 -7.8%
21 16,469 -2,818 -14.6% 324,995 -37,830 -10.4% 80,236 -21,802 -21.4% 30,611 -7,334 -19.3%
22 15,082 -1,387 -8.4% 310,022 -14,973 -4.6% 82,422 2,185 2.7% 31,356 744 2.4%
23 16,664 1,582 10.5% 321,859 11,837 3.8% 86,993 4,571 5.5% 35,771 4,415 14.1%
24 14,040 -2,624 -15.7% 292,976 -28,883 -9.0% 81,982 -5,011 -5.8% 33,283 -2,487 -7.0%
25 12,780 -1,260 -9.0% 279,770 -13,206 -4.5% 78,518 -3,464 -4.2% 30,483 -2,800 -8.4%
26 12,156 -624 -4.9% 269,815 -9,955 -3.6% 81,594 3,075 3.9% 31,932 1,448 4.8%
27 13,459 1,303 10.7% 269,197 -618 -0.2% 83,742 2,148 2.6% 32,912 980 3.1%
28 10,789 -2,670 -19.8% 252,315 -16,882 -6.3% 77,849 -5,893 -7.0% 33,051 139 0.4%

（ピーク時との比較） -30,585 -73.9% -469,946 -65.1% -124,842 -61.6% -46,670 -58.5%

注 1）「事業所数」及び「従業者数」については、以下の数値である。
・平成 28 年の数値は、平成 29 年６月１日調査期日の平成 29 年工業統計調査
・平成 27 年の数値は、平成 28 年６月１日調査期日の平成 28 年経済センサス - 活動調査
・平成 23 年の数値は、平成 24 年２月１日調査期日の平成 24 年経済センサス - 活動調査
・その他の年次の数値は、各年 12 月 31 日現在の工業統計調査

注 2）「製造品出荷額等」及び「付加価値額」については、上記注 1) に記載のそれぞれの調査で把握したものであり、各年１年間の数値である。
注 3） 平成 23 年の数値は平成 24 年経済センサス - 活動調査、平成 27 年の数値は平成 28 年経済センサス - 活動調査の結果（いずれも工業統計相当集計結果）である。工業統計調査と経済センサス -

活動調査とは、基準日、調査方法等に違いがあり、厳密には接続しないため、比較には注意が必要である。
注 4）平成 13 年以前の数値は、「新聞業」「出版業」を除いた数値である。
注 5）平成 19 年に調査項目の追加があったため、それ以前の製造品出荷額等及び付加価値額の比較には注意が必要である。
注 6）太字・下線付きはピーク時の数値である。
注 7）消費税率は、平成元年から３％、平成９年から５％、平成 26 年から８％となっている。各年において消費税率が異なるため、比較には注意が必要である。
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増加数が最も多いのは、「電子・デバイス」の1,642人

（18.8％）、次いで「生産用機械」の341人（2.1％）、「非鉄

金属」の162人（6.6％）となっている。

従業者規模別にみると、「1,000人以上」が3万8,163人

（構成比15.1％）で最も多く、次いで「10 〜 19人」が3

万7,875人（同15.0 ％）、「4 〜 9人」が3万3,104人（同

13.1％）。

前回と比較して減少した区分のうち減少数が最も多いの

は、「4 〜 9人」の6451人（△16.3％）、次いで「1000人

以上」の5838人（△13.3％）、｢10 〜 19人｣ の2031人（△

5.1％）。増加したのは、「100 〜 199人」の1065人（4.2％）

と「30 〜 49人」の163人（0.7％）となっている。

ちなみに、「印刷・同関連業」の従業者規模別事業所数を

みると、「4 〜 9人」が968事業所（51.2％）、「10 〜 19

人」が465事業所（24.6％）、「20 〜 29人」が181事業所

（9.6％）となっており、30人以下の企業が全体の85.4％を

占めている。

従業者就業形態別構成比をみると、｢正社員・正職員等｣

が74.3％、｢パート・アルバイト等｣ が20.5％、｢出向・派

遣受入者｣ が5.0％、｢個人事業主及び無給家族従業者｣ が

0.2％となっている。

ちなみに、「印刷・同関連業」の従業者就業形態別従業者

数をみると、「正社員・正職員等」が3万5,415人（83.4％）、

「パート・アルバイト等」が5,865人（13.8％）、「出向・派

遣受入者」が1,592人（3.8％）、「個人事業主及び無給家族

従業者」が34人（0.1％）となっている。

製造品出荷額等（7兆7,849億円）

産業中分類別にみると、｢輸送用機械｣ が1兆7,922億円

（構成比23.0％）で最も多く、次いで「電気機械」が8,033

億円（同10.3％）、「印刷・同関連業」が7,739億円（同9.9％）

となっている。

前回と比較して増加額が最も多いのは、「輸送用機械」の

2,429億円（15.7％）、次いで「生産用機械」の558億円

（16.8％）、「電子・デバイス」の408億円（13.6％）。減

少額が最も多いのは、「情報通信機械」の3,002億円（△

34.2 ％）、次 い で「印 刷・ 同 関 連 業」 の2,268億 円（△

22.7％）、「その他」の662億円（△24.5％）となっている。

従業者規模別にみると、｢1,000人以上｣ が2兆9,334億

円（構成比37.7％）で最も多く、次いで「100 〜 199人」

が7,958億円（同10.2％）、「50 〜 99人」が7,385億円（同

9.5％）となっている。

前回と比較して増加額が最も多いのは、「300 〜 499人」

の258億円（5.6％）、次いで「100 〜 199人」の224億円

（2.9％）、「1,000人以上」の169億円（0.6％）。減少額が最

も多いのは、｢200 〜 299人｣ の1,863億円（△42.3％）、

次いで「50 〜 99人」の1,156億円（△13.5％）、「4 〜 9人」

の811億円（△16.5％）となっている。

事業所数の推移（従業者4人以上） 従業者数の推移（従業者4人以上）

製造品出荷額等の推移（従業者4人以上） 付加価値額の推移（従業者4人以上）
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付加価値額（3兆3,051億円）

産業中分類別にみると、「輸送用機械」が8,875億円（構

成比26.9％）で最多、次いで「印刷・同関連業」が3,713

億円（同11.2％）、「電気機械」が3,079億円（同9.3％）。

前回と比較すると、減少額が最も多いのは、「印刷・同関連

業」の971億円（△20.7％）、次いで「電気機械」の463億

円（△13.1％）、「化学工業」の433億円（△20.5％）。増加

額が最も多いのは、「輸送用機械」の1,740億円（24.4％）、

次いで「情報通信機械」の1,079億円（70.7％）、「電子・デ

バイス」の248億円（36.9％）。

従業者規模別にみると、「1,000人以上」が1兆3,562億

円（構成比41.0％）で最多、次いで「10 〜 19人」が2,921

億円（同8.8％）、「100 〜 199人」が2,861億円（同8.7％）

となっている。

前回と比較すると、減少額が最も多いのは、「200 〜

299人」 の707億 円（△48.1 ％）、次 い で「500 〜 999

人」の514億円（△25.1％）、「4 〜 9人」の366億円（△

15.2％）。増加額が最も多いのは、「1,000人以上」の2,161

億 円（19.0 ％）、次 い で「300 〜 499人」 の294億 円

（18.9％）、「50 〜 99人」の227億円（8.7％）となっている。

東京の「印刷・同関連業」の状況

事業所数が2,000社を割る

事業所数（1,890事業所）

東京の「印刷・同関連業」の事業所数は1,890事業所で、

東京全体1万789事業所の17.5％を占めており、産業別の

第1位だが、とうとう2,000社を割り込んだ。平成26年

2,236事業所と比較すると、346事業所（△15.5％）減少し

ている（全産業中ワースト1位）。

「印刷・同関連業」1,890事業所の内訳を産業小分類別に

みると、「印刷業」1,296事業所、「製版業」165事業所、「製

本業、印刷物加工業」406事業所、「印刷関連サービス業」

23事業所。

ちなみに「印刷業」を産業細分類で見ると、「オフセット

印刷業（紙に対するもの）」1,023事業所、「オフセット印刷

以外の印刷業（同）」111事業所、「紙以外の印刷業」162事

業所となっている。

従業者数（4万2,450人）

東京の「印刷・同関連業」の従業者数は4万2,450人で、

東京全体25万2,315人の16.8％を占めており、産業別の

第1位。平成26年4万8,054人と比較すると5,604人（△

15.5％）減少している（全産業中ワースト1位）。

「印刷・同関連業」4万2,450人の内訳を産業小分類別に

みると、「印刷業」2万9,995人、「製版業」6,288人、「製本業、

印刷物加工業」4,963人、「印刷関連サービス業」1,204人。

ちなみに「印刷業」を産業細分類で見ると「オフセット印

刷業（紙に対するもの）」24,322人、「オフセット印刷以外

の印刷業（同）」3,175人、「紙以外の印刷業」2,498人。

「印刷・同関連業」の1事業所あたり従業者数は22.5人

（平成26年21.5人）で、東京の平均23.4人より若干下回る。

小分類の「印刷業」1事業所あたり従業者数は23.1人、「製

版業」38.1人、「製本業、印刷物加工業」12.2人、「印刷関連

サービス業」52.3人。細分類の「オフセット印刷業（紙に

対するもの）」は23.8人（平成24年25.1人）となっている。

製造品出荷額等（7,739億円）

東京の「印刷・同関連業」の製造品出荷額等は7,739億円

で、東京全体7兆7,849億円の9.9％を占めており、平成26

年の産業別第2位から順位を一つ落として第3位となった。

平成26年1兆7億円と比較すると2,268億円（△22.7％）

の大幅減となり（全産業中ワースト2位）、1兆円の大台を

あっさり割った。

「印刷・同関連業」の製造品出荷額等は、平成14年に現在

の産業中分類になって以来、名実ともに東京の地場産業とし

て首位を走ってきたが、平成22年から「輸送用機械」に首

位の座を明け渡し、今回「電気機械」にも抜かれて第3位に

後退した。「印刷・同関連業」は事業所数・従業者数がとも

に東京の工業では最多であるにもかかわらず、製造品出荷額

等が3位、付加価値額が2位に甘んじているということは、

依然として労働集約型の産業形態から脱却しきれていないと

いうことの表れであろう。



2018.122018.1212

「印刷・同関連業」は7,739億円の内訳を産業小分類別に

みると、「印刷業」は6,228億円（平成26年8,449億円・△

26.3％）。「製版業」862億円、「製本業、印刷物加工業」499

億円、「印刷関連サービス業」120億円。

ちなみに「印刷業」を産業細分類で見ると「オフセット印

刷業（紙に対するもの）」5,346億円（平成26年7,761億円・

△31.1％）、「オフセット印刷以外の印刷業（同）」318億円、

「紙以外の印刷業」250億円。

「印刷・同関連業」の1事業所あたり製造品出荷額等は4

億945万円（平成26年4億4,754万円）と前回調査より

3,809万円（9.3％）減少し、東京の工業の平均7億2,156

万円を3億1,211万円（43.3％）も下回る。

1事業所あたり製造品出荷額等を小分類でみると、「印刷

業」は4億8,053万円（平成26年5億5,113万円）と前回

調査より7,060万円（12.8％）減少している。「製版業」5

億2,219万円、「製本業、印刷物加工業」1億2,302万円、「印

刷関連サービス業」6億5,119万円と、東京の工業の平均と

比較していずれも低水準だ。細分類の「オフセット印刷業

（紙に対するもの）」は5億2,256万円（平成26年6億3,046

万円）と前回調査より1億790万円（17.1％）減少している。

「印刷・同関連業」の1従業者あたり製造品出荷額等は

1,823万円（平成26年2,082万円）で、東京の工業の平均

3,085万円を1,262万円（41.1％）も下回る。

1従業者あたり製造品出荷額等を小分類でみると、「印刷業」

2,076万円（平成26年2,398万円）、「製版業」1,370万円、

「製本業、印刷物加工業」1,006万円、「印刷関連サービス業」

1,244万円。細分類の「オフセット印刷業（紙に対するもの）」

は2,198万円（平成26年2,507万円）となっている。

付加価値額（3,713億円）

東京の「印刷・同関連業」の付加価値額は億円で、東京全

体3兆3,051億円の11.2％を占めており、産業別の第2位。

平成26年4,684億円と比較すると971億円（△20.7％）減

少した（全産業中ワースト1位）。

「印刷・同関連業」3,713億円の内訳を産業小分類別に

みると「印刷業」2,837億円（平成26年3,760億円・△

24.6％）、「製版業」484億円、「製本業、印刷物加工業」301

億円、「印刷関連サービス業」90億円。

ちなみに「印刷業」を産業細分類で見ると「オフセット印

刷業（紙に対するもの）」2,389億円（平成26年3,419億円・

△30.1％）、「オフセット印刷以外の印刷業（同）」282億円、

「紙以外の印刷業」167億円。

「印刷・同関連業」の1事業所あたり付加価値額は1億

9,646万円（平成26年2億950万円）で、前回調査から

1,304万円（△6.2％）減少した。東京の工業の平均3億

634万円を1億988万円（35.9％）も下回る。

1事業所あたり付加価値額を小分類でみると、「印刷業」2

億1,891万円（平成26年2億4,530万円・△10.8％）、「製

版業」2億9,355万円、「製本業、印刷物加工業」7,424万円、

「印刷関連サービス業」3億9,235万円。細分類の「オフセッ

ト印刷業（紙に対するもの）」は2億3,348万円（平成26年

2億7,775万円）となっている。

「印刷・同関連業」の1従業者あたり付加価値額は875万円

（平成26年975万円）と前回調査から100万円（10.3％）減

少し、東京の平均1,310万円を435万円（33.2％）も下回る。

1従業者あたり付加価値額を小分類でみると、「印刷業」

946万円（平成26年1,067万円）、「製版業」770万円、「製

本業、印刷物加工業」607万円、「印刷関連サービス業」750

万円。細分類の「オフセット印刷業（紙に対するもの）」は

982万円（平成26年1,104万円）となっている。

「印刷・同関連業」は産業の規模が大きい割に、1事業所あ

たり・1従業者あたりの付加価値額が、比較的低水準である

といえる。また、今回（平成28年）の従業者4人以上の事

業所を対象にした「工業統計調査」は平成26年以来2年ぶ

りとなるが、「印刷・同関連業」の各項目の大幅減少は気に

なるところだ。

表３　印刷・同関連業（産業小分類・産業細分類）の事業所数・従業者数・製造品出荷額等・付加価値額（従業者４人以上）

　産業小分類
　　産業細分類

事業所数（事業所） 従業者数（人） 製造品出荷額等（万円） 付加価値額（万円）
平成 26 年 平成 28 年 対前回調査 平成 26 年 平成 28 年 対前回調査 平成 26 年 平成 28 年 対前回調査 平成 26 年 平成 28 年 対前回調査

 印刷・同関連業 2,236 1,890 -346 -15.5% 48,054 42,450 -5,604 -11.7% 100,070,199 77,385,977 -22,684,222 -22.7% 46,844,384 37,130,970 -9,713,414 -20.7%
 印刷業 1,533 1,296 -237 -15.5% 35,235 29,995 -5,240 -14.9% 84,487,645 62,277,556 -22,210,089 -26.3% 37,604,089 28,370,752 -9,233,337 -24.6%
　 オフセット印刷業（紙に対するもの） 1231 1,023 -208 -16.9% 30,958 24,322 -6,636 -21.4% 77,609,373 53,457,493 -24,151,880 -31.1% 34,191,116 23,885,180 -10,305,936 -30.1%
　 オフセット印刷以外の印刷業（〃） 116 111 -5 -4.3% 1,572 3,175 1,603 102.0% 3,525,449 5,125,506 1,600,057 45.4% 1,934,710 2,817,181 882,471 45.6%
　 紙以外の印刷業 186 162 -24 -12.9% 2,705 2,498 -207 -7.7% 3,352,823 3,694,557 341,734 10.2% 1,478,263 1,668,391 190,128 12.9%
 製版業 212 165 -47 -22.2% 6,800 6,288 -512 -7.5% 9,219,250 　8,616,177 -603,073 -6.5% 5,143,869 4,843,520 -300,349 -5.8%
 製本業、印刷物加工業 468 406 -62 -13.2% 5,459 4,963 -496 -9.1% 5,618,425 4,994,497 -623,928 -11.1% 3,589,084 3,014,283 -574,801 -16.0%
 印刷関連サービス業 23 23 0 0.0% 560 1204 644 115.0% 744,879 1,497,747 752,868 101.1% 507,342 902,415 395,073 77.9%
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表４　東京の「印刷・同関連業」および「印刷業」の事業所数・従業者数・製造品出荷額等・付加価値額の推移（平成以降）（従業者数 4 人以上の事業所）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等 付加価値額

印刷・同関連業 印刷業 印刷・同関連業 印刷業 印刷・同関連業 印刷業 印刷・同関連業 印刷業

西暦 平成 実数 前回調査比 実数 前回調査比 実数 前回調査比 実数 前回調査比 実数 前回調査比 実数 前回調査比 実数 前回調査比 実数 前回調査比

1989 元年 7,397 - 4,187 - 140,622 - 74,903 - 241,734,858 - 191,755,965 - 103,601,923 - 72,116,782 -

1990 2 年 - - - - - - - - - - - - - - - -

1991 3 年 7,186 -2.9% 4,064 -2.9% 116,800 -16.9% 75,326 0.6% 273,738,450 13.2% 218,024,933 13.7% 119,501,884 15.3% 83,768,124 16.2%

1992 4 年 6,807 -5.3% 3,865 -4.9% 115,291 -1.3% 75,234 -0.1% 264,295,942 -3.4% 210,614,076 -3.4% 116,449,788 -2.6% 82,289,432 -1.8%

1993 5 年 - - - - - - - - - - - - - - - -

1994 6 年 6,408 -5.9% 3,678 -4.8% 107,041 -7.2% 70,221 -6.7% 233,557,763 -11.6% 186,638,296 -11.4% 106,824,130 -8.3% 76,683,466 -6.8%

1995 7 年 - - - - - - - - - - - - - - - -

1996 8 年 5,963 -6.9% 3,442 -6.4% 101,917 -4.8% 66,184 -5.7% 237,981,386 1.9% 189,717,755 1.6% 114,130,507 6.8% 81,813,341 6.7%

1997 9 年 5,725 -4.0% 3,307 -3.9% 100,155 -1.7% 66,269 0.1% 242,693,113 2.0% 194,726,886 2.6% 107,353,772 -5.9% 76,558,781 -6.4%

1998 10 年 - - - - - - - - - - - - - - - -

1999 11 年 5,917 3.4% 3,437 3.9% 97,615 -2.5% 63,247 -4.6% 213,797,762 -11.9% 168,695,946 -13.4% 98,549,579 -8.2% 68,970,113 -9.9%

2000 12 年 - - - - - - - - - - - - - - - -

2001 13 年 5,122 -13.4% 3,060 -11.0% 89,650 -8.2% 58,779 -7.1% 201,492,015 -5.8% 162,720,568 -3.5% 91,575,347 -7.1% 66,025,750 -4.3%

2002 14 年 4,713 -8.0% 2,913 -4.8% 86,059 -4.0% 57,647 -1.9% 191,196,587 -5.1% 155,589,008 -4.4% 87,913,268 -4.0% 64,341,879 -2.6%

2003 15 年 4,785 1.5% 2,963 1.7% 83,708 -2.7% 56,040 -2.8% 181,882,999 -4.9% 148,804,226 -4.4% 82,125,556 -6.6% 60,606,054 -5.8%

2004 16 年 4,284 -10.5% 2,656 -10.4% 77,874 -7.0% 51,942 -7.3% 174,578,861 -4.0% 142,212,728 -4.4% 75,816,999 -7.7% 55,155,746 -9.0%

2005 17 年 4,223 -1.4% 2,643 -0.5% 75,670 -2.8% 50,743 -2.3% 167,274,021 -4.2% 136,659,717 -3.9% 71,201,281 -6.1% 51,837,717 -6.0%

2006 18 年 3,802 -10.0% 2,390 -9.6% 70,755 -6.5% 48,330 -4.8% 161,172,284 -3.6% 129,989,296 -4.9% 68,997,130 -3.1% 48,809,377 -5.8%

2007 19 年 3,723 -2.1% 2,356 -1.4% 71,054 0.4% 46,758 -3.3% 157,978,485 -2.0% 123,117,193 -5.3% 66,476,046 -3.7% 45,642,209 -6.5%

2008 20 年 3,776 1.4% 2,421 2.8% 68,857 -3.1% 45,393 -2.9% 152,751,819 -3.3% 121,051,539 -1.7% 64,857,277 -2.4% 46,174,128 1.2%

2009 21 年 3,303 -12.5% 2,136 -11.8% 64,149 -6.8% 44,202 -2.6% 132,218,975 -13.4% 107,700,528 -11.0% 55,350,585 -14.7% 41,640,495 -9.8%

2010 22 年 2,962 -10.3% 1,936 -9.4% 58,237 -9.2% 41,259 -6.7% 123,375,491 -6.7% 102,868,279 -4.5% 50,727,624 -8.4% 38,304,864 -8.0%

2011 23 年 3,109 5.0% 2,117 9.3% 58,619 0.7% 43,149 4.6% 118,716,315 -3.8% 100,980,517 -1.8% 56,934,283 12.2% 46,596,026 21.6%

2012 24 年 2,600 -16.4% 1,750 -17.3% 55,499 -5.3% 40,342 -6.5% 108,391,901 -8.7% 90,295,454 -10.6% 52,822,997 -7.2% 41,813,864 -10.3%

2013 25 年 2,403 -7.6% 1,638 -6.4% 51,373 -7.4% 37,292 -7.6% 101,413,251 -6.4% 84,497,650 -6.4% 48,935,259 -7.4% 38,751,074 -7.3%

2014 26 年 2,236 -6.9% 1,533 -6.4% 48,054 -6.5% 35,235 -5.5% 100,070,199 -1.3% 84,487,645 -0.0% 46,844,384 -4.3% 37,604,089 -3.0%

2015 27 年 2,290 2.4% 1,610 5.0% 46,507 -3.2% 34,510 -2.1% 96,507,802 -3.6% 81,457,680 -3.6% 44,695,368 -4.6% 35,688,348 -5.1%

2016 28 年 1,890 -17.5% 1,296 -19.5% 42,450 -8.7% 29,995 -13.1% 77,385,977 -19.8% 62,277,556 -23.5% 37,130,970 -16.9% 28,370,752 -20.5%

ピーク時との差と増減率 -5,507 -74.4% -2,891 -69.0% -98,172 -69.8% -45,331 -60.2% -196,352,473 -71.7% -155,747,377 -71.4% -82,370,914 -68.9% -55,397,372 -66.1%

注 1） 平成 23 年度の数値は、「平成 24 年経済センサス - 活動調査」の結果を集計し直した数値である。事業所数及び従業者数は、平成 24 年２月１日現在の数値である。製造品出荷額等及び付加価値
額は、各年１年間の数値である。「工業統計調査」と「経済センサス - 活動調査」とは、基準日、調査方法等に違いがあるため、単純には比較できない。

注 2） 平成 27 年度の数値は、「平成 28 年経済センサス - 活動調査」( 平成 28 年 6 月１日 ) の結果を集計し直した数値である。「工業統計調査」と「経済センサス - 活動調査」とは、基準日、調査方法
等に違いがあるため、単純には比較できない。

注 3） 平成 28 年度の数値は、「平成 29 年工業統計調査」( 平成 29 年 6 月１日＝平成 28 年実績 ) の数値である。「工業統計調査」と「経済センサス - 活動調査」とは、基準日、調査方法等に違いがあ
るため、単純には比較できない。

注 4）平成 2 年、5 年、7 年、10 年、12 年については、全数調査のデータしか得られなかったため空欄とした。従って翌年の「前回調査比」の数値は、一昨年前の数値との比較である。
注 5）平成 13 年以前の数値は、「新聞業」「出版業」を除いた数値である。
注 6）平成 19 年に調査項目の追加があったため、平成 18 年以前の製造品出荷額等及び付加価値額との間に不連続が生じている。
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部下を持つ人に贈る言葉

■「報・連・相」はお互い様
部下からの適切な「報・連・相」（報告・連絡・相談）は、

待っているだけではこないし、強制するほど事実から遠くな

る。適切な「報・連・相」を望むなら、まず上司が部下に対

して率先して「報・連・相」をすることでお手本を示さなく

てはならない。正しい「報・連・相」とはどういうことかを

部下が理解できれば、自然に適切な「報・連・相」ができる

ようになる。あなたは部下に「さすが…」と言われる適切な

「報・連・相」をしているか。

■よい報告と悪い報告
「よい報告」は黙っていても結論を先に言うものだが、「悪

い報告」は言い訳が先にきて結論が後になる。どうせ怒られ

ると思えば、相談せずに自分で処理しようとするので、余計

問題が大きくなる。

あなたが上司なら「悪い報告」も我慢して最後まで聞くこ

とだ。そうすれば事実・実体が分かり、適切なアドバイスや

解決策を導けるものだ。部下は、報告すれば支援される、助

けてくれると思えば、積極的に報告するだろう。報告すれば、

自分が「得」をするからだ。

■あなたは部下にとって “得する ”存在なのか
部下から積極的に同行を依頼されるようになって、初めて

部下の信頼を得ていると言える。部下は上司に同行してもら

うと自分が得をすると思った時、積極的に同行を依頼するだ

ろう。ここ一番の時に頼りになるとか、もう一押しで何とか

受注にこぎつけそうだとか、という場合である。

反対に、同行されるとせっかくの関係が台無しになる、手

柄を横取りされると思った時には、何かと理由をつけて同行

を頼むことはない。

あなたは今年何回同行を依頼されたか？　あなたは自分の

部下にとって「得になる」存在なのだろうか…。

■使いものにならない成功体験
営業管理者や経営者は、長い経験の中で多くの「成功体

験」を持っているものだ。しかし過去の成功体験が今でも通

用するかしないかの分かれ目は、その体験が “ 偶然 ” だった

か、“ 意図的 ” だったかによるのだと思う。もちろん “ 意図

的 ” で、そこから “ 学習した ” 成功体験はいつまでも通用す

るが、“ 偶然 ” の繰り返しは、その成功体験がいくら大きい

ものだったとしても通用することはない。交通事故に合った

ようなものだからだ。

あなたには一体どんな成功体験があるのか、その体験は今

でも通用するのか…。部下はあなたの「自分はかつてこう

やって成功した…」との自慢話を聞きたいのではなく、今、

目の前にある “ やるべき ” ことを成功したいのだ。

■部下はあなたの能力を写す鏡
部下が “ 育たない ” と嘆く管理者や経営者が多いが、実は

管理者や経営者に問題のあることが多い。“ 育たない ” ので

はなく、“ 育てていない ” のである。

部下は管理者や経営者を手本にする。管理者や経営者が部

下を見ている以上に部下はあなたの一挙手一投足を見てい

る。部下の今の能力は、あなたの能力をそのまま写す鏡であ

る。部下の育成計画も大切だが、その前にあなたが日々どん

な仕事をしているかを点検してはどうだろうか…。

ここ
ろときめく

リーダーシップとマネジメントの基本

この素敵な仕事に贈ります

営業のための道しるべ
♥

㈱ビジネスコミュニケーション研究所　代表取締役　田中　信一

第 回21
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安心価格

データの不備を可能な
限り見つけてアドバイ
スいたします。修正も
可能な範囲で対応いた
します。

ニス引き印刷や PP 貼、
折り加工や各種製本加
工に幅広く対応します。

「間に合わない」と思う
前にご相談ください。
ご要望に沿って尽力い
たします。

薄紙から厚紙印刷まで
幅広く対応いたします。

カラーマネジメントシ
ステムの確立で高品質
な印刷が可能に。

製本加工はもちろん、
仕分・配送まで一括で
承ります。

通常のカラー印刷は環
境に優しい植物由来の
インキを使用。

明確なお見積り明細を
迅速にご提出致します。

短納期 各種用紙
に対応

植物性インキ
使用

カラー
マネジメント

DTP

お見積り
迅速対応

仕分・配送
まで一括で

各種後加工
対応

安心価格
価格表を明示。本格オ
フセット印刷で納得の
低価格を実現しました。
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部数が少なくて頼みづらい？そんなことはありません！小ロット大歓迎です。お気軽にどうぞ。

価格表を明示。本格オ
フセット印刷で納得の
低価格を実現しました。



リスクマネジメントと個人情報保護・BCP
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11月号に引き続き、国の個人情報保護委員会から公表さ

れた『個人情報保護法ガイドライン（通則編）』に基づいた

安全管理措置について記す。ここでは、基本方針の策定と取

扱い規律、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的

安全管理措置、技術的安全管理措置の５項目について、通則

編の条文と整備するポイント、参考事例を紹介するので参考

とされたい。

個人情報の基本方針策定と取扱い規律の整備

個人情報保護法ガイドライン（通則編）
８-1　基本方針の策定

個人情報取扱事業者は、個人データの適正な取扱いの確保

について組織として取り組むために、基本方針を策定するこ

とが重要である。

具体的に定める項目の例としては、「事業者の名称」、「関

係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事

項」、「質問及び苦情処理の窓口」等が考えられる。

８-２　個人データの取扱いに係る規律の整備
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい

等の防止その他の個人データの安全管理のために、個人デー

タの具体的な取扱いに係る規律を整備しなければならない。

（整備する上でのポイント）
・個人データの利用目的及び利用状況を把握したうえで基本

方針等を策定しているか？

・個人データを取り扱う上でのリスクは何か？そのリスクは

管理可能か？

【考えられるリスク】情報漏えい（外部攻撃、内部犯行）、

目的外利用、情報の不適正取得、業務委託先から漏えい、etc

・業務委託先にも同等レベル以上の管理体制を求め、その状

況を確認しているか？

・個人データが漏えいした場合の対処方法もルール化してい

るか？

≪参考事例≫
●顧客情報と従業員情報、企業情報を「情報資産」と位置付

け、情報資産の重要性に応じた区分を設け、区分ごとに適

正な取得、活用、廃棄等の取り扱いルールを定め管理して

いる。

●情報の誤廃棄等のミスが発生した際に、情報漏えいが業績

に及ぼす影響や会社の信用、悪評を回復するのに必要なコ

ストを当該ミスによる損失額として仮算定し周知し、全役

職員に情報の安全管理について重要性を意識させている。

●不正アクセス攻撃を受けて顧客のカード情報を漏えいさせ

てしまった経験を踏まえ、カード情報の管理ノウハウをも

つ信頼できる決済専門の業者に委託した。

●法令等の改正や経営方針又は業務運営方法が変更された場

合、その都度、個人情報保護に関する基本方針や規律の見

直しを行っている。

≪悪い事例≫
●情報漏えいが発生した場合の体制を整備しておらず、報道

発表や顧客対応が後手に回り、信用を失った。

組織的安全管理措置
情報は思わぬところから漏れる！

個人情報保護法ガイドライン（通則編）
８-３　組織的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、組織的安全管理措置として、次に

掲げる措置を講じなければならない。

（１） 組織体制の整備〜　安全管理措置を講ずるための組織

体制を整備しなければならない。

（２） 個人データの取扱いに係る規律に従った運用〜　あら

かじめ整備された個人データの取扱いに係る規律に従っ

て個人データを取り扱わなければならない。なお、整備さ

れた個人データの取扱いに係る規律に従った運用の状況

を確認するため、システムログ又は利用実績を記録するこ

とも重要である。

個人情報取扱要領と安全管理措置について （続）

第55回



リスクマネジメントと個人情報保護・BCP

2018.122018.12 17

（３） 個人データの取扱状況を確認する手段の整備〜　個人

データの取扱状況を確認するための手段を整備しなけれ

ばならない。

（４） 漏えい等の事案に対応する体制の整備〜　漏えい等の

事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対

応するための体制を整備しなければならない。なお、漏え

い等の事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の

発生防止等の観点から、事案に応じて、事実関係及び再発

防止策等を早急に公表することが重要である（※）。

（５） 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し〜　個人デー

タの取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び

改善に取り組まなければならない。

（整備する上でのポイント）
・個人情報を管理する最高責任者及び統括管理部署が決まっ

ているか？

・統括管理部署に個人情報の取扱い状況が全て報告され、全

てを管理できているか？

・情報漏えいや誤廃棄等の事故情報は、統括管理部署に全て

報告されているか？

・最高責任者等は、事故情報を受けて何をすべきか決まって

いるか？

・安全管理措置の適切性について、外部機関の評価を受けて

いるか？

≪参考事例≫
●情報漏えいが発生したときの体制や対応マニュアルを作成

し、大規模漏えいを想定した訓練を行っている。

●情報の重要度、必要性に応じて、役職員による情報へのア

クセス権限を管理している。

●社内横断的組織は P（Plan）、D（Do）、C（Check）、A

（Act）サイクルにより、問題や課題の改善を図っている。

●部署ごとに業績評価において、情報漏えいを起こした部署

にマイナス点を付けている。

≪悪い事例≫
●業務委託を打ち切った先が当社の顧客情報を廃棄しておら

ず、漏えい事故を起こしてしまい、被害者から当社の委託

先の管理責任を問題として損害賠償請求された。

人的安全管理措置
安全管理措置の基本はヒトづくりから！

個人情報保護法ガイドライン（通則編）
８-４　人的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、人的安全管理措置として、次に掲

げる措置を講じなければならない。また、個人情報取扱事業

者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、法

第21条に基づき従業者に対する監督をしなければならない

（３-３-３（従業者の監督）参照）。

○従業者の教育〜　従業者に、個人データの適正な取扱いを

周知徹底するとともに適切な教育を行わなければならない。

（整備する上でのポイント）
・情報漏えいや誤廃棄、誤送信などをゼロにするため、全役

職員に事故防止を意識させているか？

・全役職員が、必要な範囲で個人情報の取り扱い方法を理解

していることを確認しているか？

≪参考事例≫
●情報漏えいや誤廃棄、無断持ち出し等の事故について、業

績評価の減点項目とする。

●個人情報保護に関する研修や規定の改正を行ったあと、周

知状況を確認するためのテストを実施し、正答率の低い部

署には改善策を求め、実行させる。

≪悪い事例≫
●個人情報の取扱い方法や漏えい事故発生時の対応を現場任

せとし、組織として一貫した方針に基づく研修等を実施し

ていない。

個人情報取扱要領と安全管理措置について （続）

※＜対応の詳細＞
①事業者内部における報告及び被害の拡大防止：責任ある立場の

者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚
時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる。

②事実関係の調査及び原因の究明：漏えい等事案の事実関係の調
査及び原因の究明に必要な措置を講ずる。

③影響範囲の特定：上記②で把握した事実関係による影響の範囲
を特定する。

④再発防止策の検討及び実施：上記②の結果を踏まえ、漏えい等事
案の再発防止策の検討及び実施に必要な措置を速やかに講ずる。

⑤影響を受ける可能性のある本人への連絡等：漏えい等事案の内
容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点か
ら、事実関係等について、速やかに本人へ連絡し又は本人が容易
に知り得る状態に置く。

⑥事実関係及び再発防止策等の公表：漏えい等事案の内容等に応
じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実
関係及び再発防止等について、速やかに公表する。
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物理的安全管理措置
情報を持ち出せる環境が事故や窃取を招く！

個人情報保護法ガイドライン（通則編）
８-５　物理的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、物理的安全管理措置として、次に

掲げる措置を講じなければならない。

（１） 個人データを取り扱う区域の管理〜　個人情報データ

ベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重

要な情報システムを管理する区域（以下「管理区域」と

いう。）及びその他の個人データを取り扱う事務を実施す

る区域（以下「取扱区域」という。）について、それぞれ

適切な管理を行わなければならない。

（２） 機器及び電子媒体等の盗難等の防止〜　個人データを

取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防

止するために、適切な管理を行わなければならない。

（３） 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止〜　個人

データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、

容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じな

ければならない。

なお、「持ち運ぶ」とは、個人データを管理区域又は取扱

区域から外へ移動させること又は当該区域の外から当該区域

へ移動させることをいい、事業所内の移動等であっても、個

人データの紛失・盗難等に留意する必要がある。

（４） 個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄〜　個

人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子

媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行わなけれ

ばならない。

　また、個人データを削除した場合、又は個人データが記録

された機器、電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃

棄した記録を保存することや、それらの作業を委託する場

合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証

明書等により確認することも重要である。

（整備する上でのポイント）
・個人データを保存する場所や機器を決め、入退室や取り扱

いできる者を明確に定めているか？

・パソコン等はワイヤ―鍵で机に固定し、持ち運びできない

ようにしているか？

・個人データを管理場所から持ち出す場合は暗号化し、仮に

紛失しても、参照できないようにしているか？

・内部職員の不正による漏えい事故の場合、１件当たりの漏

えい件数が多く、また、カード情報等２次被害の可能性が

ある情報が狙われることを理解しているか？

≪参考事例≫
●データセンターにおいて、不正持ち出しを防止するために

携帯電話や電子媒体の持ち出しを禁止し、X 線装置と金属

探知機によるチェックを行っている。

●個人データに係るオペレーション室、通信機器室、サーバ

室等の区画を明確に分け、各区画への入退室を社員の ID

カードで管理している。IC カードには、当該社員が許可

された区画のみ入退室できる権限が付されている。

●データを保存している媒体には、すべて IC タグを付け、

無断で持ち出そうとした場合、出口に付けたセンサーによ

り、警告音を発する仕組みを導入している。

●働き方改革で、職場のパソコンを自宅でも使用できるよう

にするため、パソコン内にデータが残らない方式のシンク

ライアントに改めた。

●渉外や営業社員が持ち歩く端末にセンサーを付け、社員か

ら一定以上離れると、社員が持つ警報機が鳴り、置き忘れ

等がないようにしている。

≪悪い事例≫
●私有の USB メモリを学校のパソコンで使えるようにして

いたが、教師が自宅で作業しようと生徒の情報を USB メ

モリに保存して持ち帰っていたところ、メモリを入れた鞄

を盗まれてしまった。また、保存された生徒情報は暗号化

されていなかった。

技術的安全管理措置
技術進歩は速く、これで充分というゴールはない！

個人情報保護法ガイドライン（通則編）
８-６　技術的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、情報システム（パソコン等の機器

を含む。）を使用して個人データを取り扱う場合（インター

ネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。）、技術的

安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならな

い。

（１） アクセス制御

担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
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するために、適切なアクセス制御を行わなければならない。

（２） アクセス者の識別と認証

個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が

正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に

基づき認証しなければならない。

（３） 外部からの不正アクセス等の防止

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アク

セス、又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、

適切に運用しなければならない。

（４） 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止

情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止す

るための措置を講じ、適切に運用しなければならない。

（整備する上でのポイント）
・個人データを扱う機器や、その機器を操作できる担当者を

決め、不要なアクセスを防いでいるか？

・個人データを扱う機器のユーザー認証機能を使い、当該機

器を使用する担当者を識別、認証しているか？

・オペレーティングシステムやセキュリティ対策ソフトを常

に最新の状態にし、外部からの攻撃に備えているか？

・個人データを含むファイルを外部へ送信する場合、当該

ファイルにパスワードを設定しているか？

・アクセスログ等を定期的に分析し、不正アクセス被害を受

けていないか検知する体制を整えているか？

≪参考事例≫
●パソコンに仮想ブラウザを導入し、インターネットの閲覧

により、端末がマルウエアに感染することを防いでいる。

●外部からの不正アクセス対策として、専門業者に24時間

の監視を委託している。

●役職員が外部にメールを送信する際は、管理者のチェック

を受けないと送信できないシステムとしている。

●個人データを扱うシステムは、インターネット等の外部と

つながる環境から隔離している。

●サイバー攻撃の情報や対策を常に収集し、必要なシステム

の修正を行っている。

●私有 USB メモリをパソコンに挿しても認識しないように

設定し、万一無許可で挿した場合、情報システム部門に検

知される仕組みを導入している。

≪悪い事例≫
●システムに脆弱性が発見されたため、補正するパッチが配

信されているのに、これを放置してしまった結果、不正ア

クセス攻撃を受け、個人データが大量に流出した。

●アクセスログ等を保存していなかったため、不正攻撃を受

けたのかどうか判別できない。

●システム更改を行った際に脆弱性が生成（顕在化）され、

不正アクセス攻撃を受け、情報が窃取された。
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経営者の皆様にとって、社員はどのような存在でしょう

か？　経営者も人間です。中には相性の良い社員も、悪い社

員もいることと思います。組織の中で良い社員に育てば人材

は強力な武器になります。前回に引き続き、今回のテーマは

“ 人材 ” を “ 人財 ” に変える育成についてです。

「個性より重視するもの」

現代社会は個の時代と言われています。当然企業の中で働

く社員も適切な自覚があれば、個を発信することが当たり前

の時代です。企業の中で社員の個性をどこまで尊重するか！　

経営者としては悩ましい問題ではないでしょうか。

その一つが身だしなみ。制服がない企業や服務規程がない

企業では、社員の服装や身だしなみは基本的には社員の自覚

に任せているのが現状です。明らかにオフィスに不適切な服

装で出社してきた場合には注意をするのでしょうが、「ちょっ

とその服装はどうかな？」くらいの微妙なニュアンスの服装

で出社してきた社員に対して、あるいは身だしなみが整って

いない清潔感のない社員に対して、職場はどのような対応を

しているでしょうか？

ご存知のように CA には制服があります。CA だけではな

く、航空会社ではお客様と直接接する部署は制服着用が義務

付けられています。制服は英語で “UNIFORM”。“UNI” は

統一、“FORM” は型という意味です。制服を着用する者は

一つの統一した型をなさなければいけません。改ざんした

り、気崩したりしてはいけないのです。

制服着用の基準に個性は必要とされません。私も25年の

CA 現役時代に４回制服が変わりましたが、それぞれの制服

に厳しい制服着用基準がありました。ブラウスの襟はジャ

ケットから出してはいけない、とかスカート丈は膝の真ん中

に合わせるなど細かい規定がたくさんあります。その中で唯

一自由だったのが、スカーフの結び方です。もちろんスカー

フの結び方にも、ネームバッジにスカーフのすそがかかって

はいけないという禁止事項はあったのですが、基本的には結

び方は自由でした。唯一個性が出せるアイテムだったので

す。しかし現在の制服はスカーフの結び方も一つに決められ

ているようです。蝶々結びの蝶々の部分を右肩にくるように

結ぶということまで規定されているのです。数年前よりも厳

格に個性を排除する規定です。

制服は企業の顔です。表舞台に立つ社員は定められた制服

を定められた基準で着こなさなければいけません。服装、身

だしなみは個性よりも重視されることなのです。

では、制服のない企業はどうでしょうか？　乱れた服装、

“人材”を“人財”に変える力 （2）9

乱れた服装、身だしなみは、心の乱れです
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株式会社TFSマナー＆EDUCATION　代表取締役　山本洋子

ファーストクラスに乗る人の

Style
元CAが教える

「エグゼクティブ　　　  」Style
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身だしなみは、心の乱れです。まずは服装と身だしなみを

キチンと整える。身だしなみとおしゃれの違いを徹底的に叩

き込む。すべてはここから始まります。身だしなみに関して

は、なかなか指摘しにくいものです。

特に異性に指摘する際には細心の注意が必要なのですが、

見て見ぬふりをしてしまうとなし崩しになるのが身だしなみ

です。CA のように毎回のフライト前に頭の先からつま先ま

でチェックをする必要はないですが、社員がきちんと身だし

なみを整えて仕事をしているオフィスはそれだけで気持ちの

いいものです。心の乱れを起こさないよう、身だしなみを整

える職場環境を作ることが “ 人財 ” 育成の第一歩でもあるの

です。

「アメとムチ」

JAL には褒める文化があります。CA として一番の功労者

は、与えられたフライトを確実に遂行する人です。フライト

業務は想像以上に過酷です。昼夜逆転の生活、時差との闘い、

不規則な生活等 CA 経験者でないとわからない身体的にも精

神的にも厳しい仕事です。CA には日々の健康管理が求めら

れます。季節が変わるごとに体調を崩したり、過労で腰を痛

めたりして与えられたフライトを遂行できない CA が多いと

運航に支障が出ます。JAL の安全運航は健康な乗務員で支

えられているのです。ですから、年間を通じて日頃の健康管

理を怠らず、一年間あたえられたフライトをきちんと遂行す

る CA を表彰するのです。少し自慢になりますが、私は25

年間のフライト人生の中で、体調不良でフライトができなく

なったのは２回だけです。風邪もひかず腰痛もなく、健康最

優良児が功を奏しほぼ毎年表彰されておりました。

CA として大成するには、１に健康、２に健康なのです。

褒賞は健康優良児に対するものだけではありません。機内

サービスにおいて、最高のパフォーマンスをした CA も表彰

されます。お客様から寄せられるグッドコメントが褒賞の対

象です。一年間でお客様からいただくグッドコメントの数と

コメントの内容が厳密に精査され、社長から表彰されるので

す。乗務員の対応がお客様にどのように評価されたのかが

ポイントです。そして表彰された CA とその対応は、全社員

に共有されます。表彰されることを目標にするのではなく、

日々のフライト業務に対してお客様からお褒めをいただき、

それを会社から評価されるということは CA にとってこの上

ない喜びです。

褒賞制度はこれだけではなく、機内販売売上やマイレージ

カード獲得実績に応じた表彰など多数の表彰があります。営

業成績を競い合わせるのではなく、頑張った人にご褒美をあ

げるという文化が根付いています。これらの表彰は多くの社

員の前で盛大に行われます。人を褒めるのは大勢の面前で、

人を指導するときは個別に、が鉄則です。

一方でムチも用意されています。CA は一人ひとりが客室

乗務員として求められる技量や姿勢を数値化したグレード

を持っています。そのグレードによって、サービスできるク

ラスが決まるのですが、そのグレードが会社の求めるレベル

を下回ると、厳しい教育に入ります。サービスの手順からク

レーム対応、身だしなみ、制服の正しい着こなし方、表情の

作り方等細部に渡って指導されるのです。

人は頑張って達成したことに対し正当に褒められることに

喜びを感じます。特に接客業はお客様に喜んでいただいたこ

とが仕事の遣り甲斐でもあります。それが自分の仕事の評価

につながることで喜びも倍増するのです。

特に褒められて育ってきた若い世代の育成には、正当に褒

めるということが必要です。

大切な社員を人材で終わらせるのか、会社の財産としての

存在に育てるのかは、経営者の手腕が問われるところです。

会社全体に人を大切にする風土があれば、人は “ 人財 ” とな

り大きく実をつけます。決して目立つことはないけれど、コ

ツコツ地道に努力を重ねている社員に目を向け、ねぎらいの

言葉をかけてみてはいかがでしょうか？

そんな愛ある言葉を掛けられた社員さんは、社長が想像す

る以上に嬉しいものなのですよ。

山本 洋子
㈱ TFSマナー &EDUCATION
代表取締役

25年間大手航空会社にて勤務。チーフ
パーサーとして世界中のVIPを接客し、
教官として1200名以上のCAを育成、
サービスアドバイザーとして6000名の
CAの指導を行う。その後外資系保険
会社で FPとして営業に携わる。一流の接客マナーと営業経験に
基づいた独自のメソッドで実践的かつ効果的な研修を行う。
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問

答

手術後の食事で気をつけることは？
64歳になる主人は、胃がんが発見されて手術を受けること

になりました。幸い早期発見であったため、部分切除で済む

ようでホッとしているのですが、医師から、術後しばらくは

食事に気をつけるよう言われました。胃がん手術後の食事は、

どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。

1回の食事量を減らし、よく噛んで
まず、胃の役割を説明します。胃は食べた物を一時的に貯

え、胃酸などをまぜて消化、殺菌を行い、少しずつ十二指腸

へと送り出します。そうすることで消化吸収をスムーズに行

うことができます。胃を切除すると、それらの機能も失われ

てしまうため、様々な症状が出ます。

例えば、食べた物が一時貯蔵されずに、急に小腸へと流れ

込むことにより、ホルモンや神経のバランスが崩れて、食後

30分後くらいに動悸やだるさ、頭痛、腹痛、吐き気などの症

状が出ることがあります。また、糖分の吸収が急激に起こる

ため、食後2 〜 3時間後には血糖値も急上昇します。すると

体が反応して、インスリンという血糖を下げるホルモンが急

激に分泌され、逆に血糖が下がりすぎる症状が出ることもあ

ります。これらの症状をダンピング症状と言います。

逆に胃を切除したことで、周囲の神経も切断され、胃の動

きが少し弱くなり、食べた物を胃から腸へうまく送り出せな

くなることもあります。また、胃と食道の繋ぎ目部分には、

食道へ食べたものが戻らないような逆流防止機能が備わっ

ています。胃の切除術を行うと、その機能が弱まり、胃の中

の物が食道に逆流して、逆流性食道炎を起こしやすくなりま

す。その他にも、消化酵素である胆
たんじゅう

汁や膵
すい

液
えき

なども逆流を起

こし、胃へ流れ込んで粘膜を傷つけることもありますので注

意が必要です。食事の後、すぐに横になると逆流しりやすく

なるので控えるようにします。

これらの障害を防ぐためにも、食事のとり方はとても重要

です。手術後は１回の食事量を少なくし、よく噛んで食べる

ことが大切です。よく噛むことで食べものが細かくなり、同

時に唾液がたくさん分泌されて消化されやすくなります。

また食事中に水分をとりすぎると、食べた物が胃から腸へ

早く流れ出てしまうので、食事中の水分摂取は少なめにし、

代わりに食事と食事の間にこまめな水分補給をするようにし

ます。さらに、食事をとるリズムも大切です。１回の食事量

を減らす一方、１日の食事回数を増やします。術後は、どう

しても食事量が減って、やせる傾向があります。栄養価の高

いもの、たんぱく質をしっかりとる必要があります。肉、魚、

卵、チーズ、豆腐などをしっかり食べてください。

アルコール類は、術後、吸収が早くなり酔いやすくなるこ

とがあるので、主治医と相談のうえ飲酒を始める時期を決め

て、かつ少量から慣らしてください。また炭酸を含んだ飲み

物はお腹が張って食事量がさらに少なくなってしまうことが

あるので、なるべく控えた方が良いでしょう。生野菜や海藻

類、コンニャクなどは消化しにくいため、よく噛んで食べる

か、あるいは細かく切って調理してください。

もう一つ注意が必要なのは、術後は貧血を起こしやすくな

るということです。胃は血液を作るのに必要な鉄分やビタミ

ン B12の吸収に重要な役割を果たしていて、胃を切除すると、

それらが体から不足し、貧血が起きやすくなります。場合に

よっては内服薬や注射で補うことも必要なので、主治医と相

談をして貧血の数値などを注意深く見る必要があります。

多くの注意点がありますが、術後、半年から１年くらいで

だんだんと体が慣れてきて、やがては元通りに戻ることもあ

りますので、ご主人とともに頑張ってください。

胃がん手術後の食事の注意点

69

医療法人社団 同友会 理事長

健 康 プ ロ ム ナ ー ド
医療法人社団 同友会 編（東京グラフィックス賛助会員）

髙谷典秀先生のなんでも健康相談髙谷典秀先生のなんでも健康相談
医療法人社団 同友会 理事長
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リ フ レ ッ シ ュ ・ タ イ ム

胃がん手術後の食事の注意点 近年注目されている筋力と健康との関係――筋力が高いと、健康度も高いということが分かってきています。
今回は、自宅でできる膝周りの筋力トレーニングを紹介します。膝に軽い痛みがある人や違和感のある人におすすめです。

椅子を使った膝のトレーニング

【脚上げ体操】 【膝下の筋力強化】

❷ひざを伸ばしたまま床から10cmゆっくり上げる。
脚を上げたまま5秒間止め、ゆっくり下ろす。

　これを20回繰り返す。　＊左右行う。

90°

❶いすを持って浅く腰
かける。片方のひざ
は曲げ、もう片方は
足首を直角に曲げる。

❶足の裏が床につく状態で座
り、片脚ずつ爪先をゆっくり
上下に動かす。

❷左右10〜20回行う。

の部分を鍛えます。







東京グラフィックス青年部 FACE
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東京グラフィックス青年部 FACE（稲満信祐会長）が所属

する、ジャグラ青年部 SPACE －21（本村豪径代表幹事）は

10月27日（土）午後２時から、熊本県熊本市のくまもと県

民交流館パレアにおいて幹事会を開催した。出席者は16名。

同幹事会には FACE からの出向役員として、稲満副代表幹

事、笹井幹事が出席した。

まず先日の全国協議会山梨大会について、地元山梨の若林

幹事より大会成功の御礼と反省があった。また他幹事より

感想や意見があった。温泉宿での開催ということで、温泉を

満喫でき、懇親会とも楽しめたという意見が多かった。

来期の全国協議会は東北仙台での開催が予定されている

ことから、準備に向けて担当の佐藤幹事から進捗状況につい

て報告と説明があった。９月に地元で例会を開き打ち合わ

せをおこない、そこで２〜３案の企画候補に絞り進めていく

ことになった。11月に隣県の青年部も集まって協議し、直

近の山梨大会の感想や反省点を参考にしながら運営をする。

主な企画内容は４月の SPACE －21総会で発表できる予定。

SPACE －21では山梨大会で新ロゴを発表した。ロゴデザ

インは SPACE －21メンバーから公募し、得票数の多かった

ものが選ばれた。ロゴ活用について先行して旗を作成し、旗

以外のアイテムは今後検討することとなった。

SPACE －21は2020年に設立30周年を迎える。周年行

事は挙行することが決定しているが、同年は東京オリンピッ

ク開催と重なるので、東京での開催は難しいことが予想され

る。そこで同年の全国協議会を鹿児島で開催することから、

30周年行事を併催という形で進めることになった。ほか同

年２月には SPACE －21が参画している PRINT　NEXT

が予定されている。

広報活動については、SPACE －21ニュースを不定期で発

行し、ジャグラ機関誌と同封し各県支部の青年部活動状況を

会員の手元に送っている。

SPACE－21熊本幹事会

あいさつする本村代表

幹事会のようす

懇親会で乾杯
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【平成30年度賛助会員懇談会】団体諸事業の報告と懇談で交流を深める
東京グラフィックス（菅野潔会長）は総務委員会主管（中

村盟担当副会長、大瀧敏裕委員長）で11月19日（月）午後

６時から、千代田区の喜山倶楽部において平成30年度賛助会

員懇談会を開いた。参加者はホスト役の東京グラフィックス

役員、委員含め70人。同懇談会は年１回、賛助会員を招き、

団体諸事業について説明、報告をするとともに役員、委員と

の交流を深める場として設けられている。

会は予定通り定刻にスタート。事業報告会の司会は林敬太

委員が務めた。冒頭、菅野会長からあいさつがあった後、ま

ず今期事業について各所管委員会、部会から説明と報告が

あった。総務委員会では所管の今期ビジコン2018について

説明があった。秋以降、募集を開始してから一次審査、二次審査を経て11月12日には、選出、入選した９アイデアのプレゼン大会

（１社辞退）がおこなわれた。当日、プレゼン後に合議制による最終審査がおこなわれ、東京都知事賞、同産業労働局長賞、審査委

員長賞、東京グラフィックス会長賞、佳作の各賞を決定し、プレスリリースをした。二次審査では、東京グラフィックスフェスタ会

場内で一般投票が実施され、投票結果も加味されている。ビジコン運営については賛助会員各社から毎回協賛金等について協力を

仰いでいる。総務関連ではほか、機関誌発行、賛助会員懇談会、新春賀詞交歓会、社団定時総会等の運営を所管し、都度、内容、運

営方法を検討し事業にあたっている。

広報・組織委員会（早坂淳担当副会長）では、昨年までの危機突破プロジェクトの流れを受け、主に組織拡大について具体策を

検討している。今期は９月に大塚商会が主催する機資材展示会「POINT2018」に東京グラフィックスとしてブース出展した。

同ブースでは団体パンフレットや、機関誌、案内チラシ等を配布したほか、POINT出展に合わせて制作したPR動画を放映した。

飯田橋の大塚商会本社で開催された展示会には東京グラフィックスのほか、会員企業も複数出展し自社PRをおこなった。

委員会では入会促進マニュアル及び手順書の作成をした。具体的には会員企業１社１社が組織拡大のための営業電話をかけるた

めのツールの一環として作成されたもので、架電のための流れをマニュアル化したもの。架電リストはキヤノンプロダクションプ

リンティングから提供を受けている。同リストに基づき、従業員規模等を絞り込んで、各支部が担当する地域に架電する仕組み。

会員がみな営業マンとなって組織拡大に関わり、会員数を増加させたい考え。新春賀詞交歓会でキックオフし、以降、実際に架電

作業に移る。

青年部FACE（稲満信祐会長）は、月１回の定例会を軸に諸活動をおこなっている。ジャグラ青年部SPACE－21や、都内印

刷関連団体青年部の集まりである印刷産業青年連絡協議会への役員、委員派遣もおこなっており、関連団体活動への協力も積極的

にしている。また今期は東京都中小企業団体中央会

の青年部にも加盟した。今期は特に前身である次世

代の会から数えて30年になることから、５月に平安

閣で青年部設立30周年記念祝賀会を挙行した。

事業報告会に続いて懇談会がひらかれた。懇談会

司会は大塚宜輝委員が担当した。前年から東京グラ

フィックス役員、賛助会員を交えての着席形式にし、

より交流を深める場とした。途中、参加賛助会員か

ら会社紹介があった。

事業報告会のようす

日印機協・幅会長の発声で乾杯
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第３回　共済会常任幹事会

■日時：10月24日（水）18：00 〜 19：30

■場所：ニッケイビル８F 会議室

■出席（敬称略）：清水、綿貫井上（冨）、松田、西岡、佐藤、

山下（英）、田中、林（泉）、小林（隆）、武川（ス）

　〔斎藤、八木田〕

＜議　事＞

○KDDIのクラウドサービスの説明（㈱エースリー）

①事業報告

・秋季イベント→中止

養老渓谷や鴨川シーワールドなど家族でも参加できるコー

ス設定をしたが、目新しさもなく、紅葉の時期からもズレて

いたため参加者が集まらなかった。また、アナウンスも足り

なかったのではないか。

また、秋季イベントの代替案として、２月頃に文京支部で

健康を考える会のハイキングがあるので、そこに便乗しては

どうか？ との意見があった。支部主催の企画のため、支部助

成金事業として行うことも含め検討する。

②今後の事業について

・業界諸先輩感謝の集い（11月２日（金）・神田明神）司会：

田中常任幹事

・ゴルフ大会（11月３日（土）・トムソンカントリー倶楽部）

参加者：22名／担当：松田、林、小林

・ボウリング大会（２月１日（金）・東京ドームボウリング

センター）担当：西岡、長谷川、山下（昭）

毎年同じ人に賞品が渡るため、それを解消するために次年

度よりハンデを取り入れるなどのルール変更することとなっ

た。細かいルールについては、担当幹事で検討していく。

また、パーティ会場を銀蔵からリラッサに変更するにあた

り、一人当たりの料金が増えることから（6,600円→7,800

円）、参加費を3,500円に変更する。その他の差額について

は、賞品で調整することとした。

③新春賀詞交歓会について

・司会：井上常任幹事

・アトラクション予算：10万円

アトラクションについては、田中常任幹事を中心に検討す

る。また、アトラクションとは別に印青連の「印刷体操」を

発表したいという要望があった。

④その他

・KDDI のクラウドサービスを共済会事業として行うこと

を決定した。

・各行事の予算を明確にして欲しいとの要望があった。共済

会の会計処理の問題もあるため、変更できるかどうかも含

めて今後検討していく。

（報告作成：八木田）

第５回　総務委員会

■日時：11月15日（木）18：30 〜 20：00

■会場：ニッケイビル８F 会議室

■出席（敬称略）：中村（盟）、大瀧、林（敬）、榎本、宮地、

大塚、只野、田中、篠崎、比嘉〔斎藤、鈴木、吉野〕

＜議　事＞

①「ビジコン！2018」について

11月12日にファイナルプレゼン大会と最終審査会を開催

した。１名辞退により、７人９作品を最終審査。

・最優秀賞１点、優秀賞２点、会長賞２点を選出。

・表彰式は、新春賀詞交歓会の席上、執り行う

・被表彰者（社員のみ）と審査員２名は、無料招待する。

・プレゼンの模様は、本人確認のうえ、ジャグラ BB（会員

専用コンテンツ）で公開するとともに、機関誌に採録する。

②賛助会員懇談会の運営確認

・日時：11月19日（月）18：00 〜

・場所：喜山倶楽部

・事業説明会司会：林委員

・懇親会司会：大塚委員

③新春賀詞交歓会について

チラシ、チケットデザインを決定した。

支部忘年会に間に合うように、各支部へ販売目標数ととも

に送付する。

④東京グラフィックスHP「支部」のページについて

・支部ページについては、共通デザインのトップページを用

意する（CMS で支部が編集できるようにする）。

・支部所在地、100文字程度の支部キャッチフレーズ、支部

役員一覧（掲載範囲は支部判断）とし、独自のホームペー
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ジがある支部はリンクを張る。

・希望する支部には、本部サーバーの容量を割り当てる。（そ

のための手続き方法を要確認→支部へ通知）

⑤機関誌の企画について、他

〇機関誌制作委託先選定のための入札

・12月中旬：機関誌入札説明会（事務局で行う）

・１月：機関誌入札・印刷委託先の決定（次回委員会で開札）

〇機関誌の企画

・４月号からの新連載企画は「駅にまつわる話」「私のこだ

わり」「ストリート」のどれかを執筆者が選択する。

・執筆は、支部の持ち回り（千代田支部から）とする。支部

長が書くのではなく、支部で人選して執筆を依頼する。

・新企画の執筆謝礼は、1000円（図書カード）とする。

（報告作成：鈴木、吉野）

第４回　教育・技術委員会

■日時：11月16日（金）18：30 〜 19：45

■会場：ニッケイビル８F 会議室

■出席（敬称略）：笹岡、金子、小林（昭）、水野、浅野、林田、

落合〔鈴木、渡部〕

＜議　事＞

①第４回「ビジネスマッチング・サロン」の運営確認

・開催日：11月29日（木）

・司会進行：落合副委員長

・プレゼンター：㈱エムツークリエイト（港）、㈲長岡通商

（港）、㈱向陽デジタルワークス（文京）、菁文堂㈱（文京）、

㈱ホリゾン東テクノ（賛助）

今回、プレゼンターの確保に難航。以前、プレゼンをして

くれた方からは、10分間だと足りないという意見も出てい

た。今後、３社15分（＋賛助１社）という方法も考慮すべし。

②今後のセミナー企画等の企画

●ワード組版

〔影山先生への依頼内容について〕

・開催候補日：１月22日（火）、23日（水）、25日（金）、

28日（月）

・テーマ：POD 出力に適したワード組版の作成方法

・時間：90分

●次年度事業：断裁機従事の「特別教育」

・会員へのアンケート等は行わず、「４月●日開催・最小参加

人数●人」等で企画を立てる。

・賛助会員の㈱ホリゾン東テクノに講師を打診する。

・例えば、座学はニッケイビル、機械操作はホリゾンで行う

という方法も検討する。

・手ごたえが得られれば、レギュラー企画化も。

③「IoT／ ICT研修会」について

・座学は11月に入門編、12月に応用編を開催する。

・１月に、FFGS・ゼロックスの協力を得て、同社ショールー

ムにて事例・実機デモなどを見学。

④その他

●団体課題別人材力支援事業

・12 〜２月にも、集合研修が開催される。誰でも参加可能

なので、支部で呼びかけられたい。

・キャリアカウンセリングに、まだ空きが多数ある。菅野会

長の企業も受けたところ、社員から好評で職場の雰囲気も

よくなったと報告あり。ぜひ積極的に活用されたい。

（報告作成：鈴木）

第５回　広報・組織委員会

■日時：11月20日（火）18：30 〜 20：00

■会場：ニッケイビル８F 会議室

■出席（敬称略）：鈴木（將）、原田（大）、武川

〔斎藤、鈴木、吉野〕

＜議　事＞

①入会促進マニュアル・手順書の活用方法

原田委員から、別紙・委員会資料の通り「入会促進マニュ

アル案」並びに「手順書」について説明があった。

・4900件のリスト精査にあたって、従業員100名未満の会

社まで対象とし、セミナー案内等を配信する。

・マニュアルとガイダンスを一体とし、資料編を加える。

・案内メールのテンプレートを用意する。→ WEB メールを

利用し、アカウントを１つ加える。

・表紙は小伝馬博士を利用。

・200 〜 300部を用意。

〇今後のスケジュール確認

・年内：支部忘年会で呼びかけ

・2018.1.21：新年会でキックオフ

・2018.1.23 〜 1.25（13：30 〜 15：00）：事務局７F にて、

架電のレクチャー

（報告作成：吉野）



■日　　時：平成 31年 2月 1日（金）
　集合 18：15 ／競技開始 18：30 ／表彰式・懇親会 20：00～
■会　　場：東京ドームボウリングセンター（文京区後楽 1-3-61）
■参 加 費：一人 3,500 円（プレイ代、貸靴代、懇親会費込み）
■競技方法：個人戦（2ゲーム・ハンディ戦）
■賞　　品：優勝・準優勝・ハイゲーム賞・飛び賞など
■募集定員：50名

■申込方法：①会社名、②連絡担当者、③連絡先 TEL、
④参加者氏名（フリガナ・性別）を明記のうえファ
クシミリにてお申し込みください
※コンピューター打ち込みのためフリガナは必須

■申込締切：平成 31年 1月 18 日（金）
■申込・問合先：東京グラフィックス共済会
　TEL：03-3667-3771　FAX：03-3249-0377

東京グラフィックス共済会  ボウリング大会のお知らせ

東 グ ラ 伝 言 板
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入 会 退 会入 会 退 会

変 更 異 動変 更 異 動

　（平成30年9月～ 12月分）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●入　会●
◆ニッポー印刷㈱（城西）
代表者：笠原良三

〒158-0081　世田谷区奥沢６-３-９　㈲ドゥ・プラン内

TEL：0865-64-6260　FAX：0865-64-6266

◆㈲ねころのーむ（文京）
代表者：高久真澄

〒169-0075　新宿区高田馬場４-３-７-104

TEL：03-5348-8892　FAX：03-3371-2466

◆㈱ポスメディア（城南）
代表者：関根多優美

〒105-0013　港区浜松町２-10-６　第一小林ビル８Ｆ

TEL：03-6432-4400　FAX：03-6432-4401

◆㈱エースリー（賛助）
代表者：小野塚勝英

担当者：ソリューション部・中嶋　渉

〒231-0023　横浜市中区山下町74-１　大和地所ビル３Ｆ

TEL：03-6435-0061　FAX：03-6435-0063

●退　会●
㈱みづほ（城東）／㈲申申閣（城南）

入 会 退 会入 会 退 会

変 更 異 動変 更 異 動
　（平成30年9月～ 12月分）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆㈱加藤文明社印刷所（千代田）
代表者変更：加藤文男

◆㈲コッピイ社（千代田）
所在地変更：〒101-0032　千代田区岩本町２-８-15

井桁ビル３F

TEL：03-5846-9485　FAX：03-5846-9486

◆惠友印刷㈱（新宿）
代表者変更：萬上孝平

◆ニッセイエブロ㈱（文京）
所在地変更：〒105-0003　港区西新橋１-18-17

明産西新橋ビル６F

TEL：03-5157-1271　FAX：03-5157-1276

◆㈱イナミツ印刷（港）
代表者変更：稲満信祐

◆壮光舎印刷㈱（城東）
所在地変更：〒116-0002　東京都荒川区荒川８-20-１
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10月1日
◆城東支部会

☆東政連自民党都連要請
12：30〜　自民党本部
出席／笹岡、武川、斎藤

10月2日
●機関誌編集打ち合わせ
17：30〜　ニッケイビル
内容／新企画について
出席／比嘉、只野〔鈴木〕

●第４回総務委員会
18：30〜　ニッケイビル
議題／①「ビジコン！2018」②東京グ
ラフィックスフェスタ③賛助会員懇談会
について、他
出席／中村（盟）、大瀧、林（敬）、榎本、
中川、宮地、大塚、只野、田中、篠崎、
比嘉〔吉野、鈴木、斎藤〕

10月5日
●東京グラフィックスフェスタ設営
13：00〜　台東館
〔鈴木〕

10月6日
●東京グラフィックスフェスタ
10：00〜　台東館
出展／20社　パネル展示／４社
合同説明会参加／10社
来場者／203人（学生85、一般27、
学校関係５、出展者・コンソーシアム関
係80、報道６）〔事務局全員〕

■日本自費出版文化賞表彰式
12：30〜　アルカディア市ヶ谷

10月9日
◆文京支部会

◎プライバシーマーク現地審査
アロータイム〔渡部、斎藤〕

10月10日
●第３回教育・技術委員会
18：30〜　ニッケイビル
議題／①次回「ビジネスマッチング・サ

ロン」②今後のセミナー企画③団体課
題別人材力支援事業の報告、他
出席／笹岡、金子、神崎、水野、西野、
浅野、郡司、落合、武川
〔渡部、鈴木〕

10月11日
★青年部FACE定例会
18：30〜　ニッケイビル

10月12日
☆ショーワ会総会・創立90周年
ホテルメトロポリタンエドモント

10月13日
◆新宿ゴルフコンペ・親睦会
ゴルフ＝07：00〜　セントラルゴルフ
クラブ
親睦会＝18：30〜　東京新宿温泉テ
ルーマ湯

10月15日
☆認定個人情報保護団体連絡会
14：00〜　個人情報保護委員会

10月17日
■プライバシーマーク審査会
11：00〜　ニッケイビル
内容／付与・更新審査
出席／清水〔吉野、渡部、斎藤〕

●東京都 ICT支援事業プレゼン
15：30〜　都庁
出席／笹岡、笹井〔斎藤〕

10月19日
◆城西・城南支部会

◎プライバシーマーク現地審査
ベストプリンティング〔吉野、渡部〕

10月22日
●団体課題別人材力支援事業中間報告
会
13：00〜　東京都トラック総合会館
東京グラフィックスからの参加／25人
〔鈴木、斎藤〕

◆東京グラフィックス支部長会
18：00〜　青山カフェラントマン

10月24日
●第３回共済会常任幹事会
18：00〜　ニッケイビル
議題／①事業報告②今後の事業③新
春賀詞交歓会について、他
出席／清水、綿貫、井上（冨）、松田、西
岡、佐藤、山下（英）、田中、林（泉）、小
林（隆）、武川（ス）〔八木田、斎藤〕

☆東京小森会総会
13：30〜　ホテルイースト21東京
出席／菅野

◎プライバシーマーク現地審査
いろは堂〔吉野、渡部〕

★悠遊クラブ幹事会
16：00〜　ニッケイビル
出席／今井、添田、吉岡、谷、川井、金森
（延）、森田、井上（冨）〔斎藤〕

10月25日
◎プライバシーマーク現地審査
東京リスマチック〔渡部、斎藤〕

10月27日
◆城東支部レガッタ体験会

10月29日
◆中央支部会
19：00〜　ニッケイビル

10月30日
●東グラ出版会設立準備会
18：30〜　ニッケイビル
議題／①お助け隊の役割②設立の可否
出席／清水、早坂、谷口（美）、比嘉、綿
貫〔斎藤〕

☆中央・城北職業能力開発推進協議会
10：00〜　同センター
出席／斎藤

10月31日
◎プライバシーマーク現地審査
ヤマノ印刷〔吉野、斎藤〕



 

◇ 板橋区立美術館のご案内 ◇
〒175-0092　東京都板橋区赤塚5-34-27
http://www.itabashiartmuseum.jp/

TEL.03-3979-3251　FAX.03-3979-3252

板橋区立美術館蔵
※本作品は現在展示されていません。

野崎真一「富士・三保松原図」

表紙の絵

■発行日　平成30年12月15日

■発行人　清水　隆司

■編集人　中村　盟

■発行所　東京グラフィックサービス工業会共済会
http://www.tokyographics.or.jp
〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町7-16
TEL.03-3667-3771　FAX.03-3249-0377

■年間購読料　12,960円（税・送料込み）

■印刷・製本　㈱文栄社（中央支部）
・組版ソフト：InDesign cs6, Illustrator cs6
・RIP（表紙）：Kodak トレンドセッター400
・RIP（本文）：SCREEN EQUIOS Ver.4.50 EQ019 EQ1

SCREEN Trueflow SE Ver7.30 TF359
・CTPセッター（表紙）：Trendsetter400Ⅱ QuantumAL
・CTPセッター（本文）：PT-R8900S
・CTP版（表紙）：FUJIFILM XP-F 19-03 633525
・CTP版（本文）：FUJIFILM XP-F 19-01 631943
・印刷機（表紙）：RMGT7 790
・印刷機（本文）：SpeedMaster SMK2-2P
・用　紙（表紙）：ブライトーン菊判62.5kg
・用　紙（本文）：b7バルキーA判38.5kg
・インキ（表紙）：女神インキ工業株式会社
・インキ（本文）：DICグラフィックス株式会社
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【本誌の無断転載を禁ず】

【お知らせ】
当館は、2019年6月頃まで改修工事のため休館します。

2018.122018.1232



�����������������������������

����������������
	�������

���������� ��������������

�������� �������� ��������� ����������

�������������
�

����������������	������

�� ������������������ �������������������

	� ���������	�����������������������������


�������� �����������

� ��
�� ���

��������������������
������������
�����������
�����	���������
��
��������	�����
��������������

�����������������

 �������������������
���������

����������
��
�����	������������

��������� �¡�¢

�����������������
�
	�����

���

�������������������
�������
	�������

������

新年を寿ぎ、会員企業の益々のご発展と業界の隆盛を祈念し、会員相互がより一層の親睦・交流
を深める場として、2019 年東京グラフィックス新春賀詞交歓会を開催いたします。
東京グラフィックス会員および賛助会員の皆様のご参加を、心からお待ち申し上げます。

■日　時：2019 年１月 21 日（月）
受付開始　午後５時 30 分
開　　宴　午後６時

■会　場：東天紅　上野本店
〒 110-8707
東京都台東区池之端１- ４- １
TEL.03-3828-5111・代表

■参加費：お一人様 12,000 円（消費税含む）

■お申込み
　会員の皆様：所属支部の支部長または本
部事務局へお申し込みください。

　賛助会員の皆様：東京グラフィックス事
務局へお申し込みください。

■主　催：�公益社団法人
東京グラフィックサービス工業会
（TEL.03-3667-3771）

公益社団法人東京グラフィックサービス工業会

2019年 新春賀詞交歓会 のご案内
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