
 

【第 1号議案】 

第 57年度事業報告書 

〔概況〕 

 令和3年度の我が国経済は、9月末まで新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言及びまん延防止等

重点措置等が断続的に発出されたことなどから、7-9月期の GDP（国内総生産）がコロナ前の水準を下回った。

10月以降に宣言が解除されると、一旦は景気持ち直しの動きがみられたものの年明けからのオミクロン株の感

染拡大や原材料価格上昇等の影響で、先行き判断が低下した。加えて、ロシアのウクライナ侵攻による国際的な

経済制裁等により、物価上昇が発生しており、景気後退の中でインフレが同時進行するスタグフレーションへの

懸念が広がる年度末となった。 

 

こうした経済情勢を背景に、ジャグラでは「強いジャグラ～逞しく・繊細に～」を掲げ、諸事業を推進してき

た。特に年に一度の全国協議会は、2年ぶりのリアル開催となり、役員、支部長らが久しぶりに顔を合わせて情

報共有を図る場となった。各事業を振り返ると、経営基盤事業では、生産性向上委員会、経営技術研究委員会の

2委員会が、製造や経営といった社内の改善、改革を促すべく、先進企業の事例収集と機関誌「グラフィックサ

ービス」による情報提供に努めた。また、ビジネス拡大事業では印刷物創注委員会とマーケティング委員会が印

刷周辺のビジネスの仕組みを模索し、新たな需要を創出する印刷会社などの事例を収集、分析した。4委員会は

56年度より、1期2年で成果を出すことを目標に活動してきたが、その集大成として、経営基盤・ビジネス拡大

事業報告書「強いジャグラの教科書」を発行した。 

 

継続事業では、年賀状デザインコンテストや作品展、「ジャグラ認定 DTPオペレーション技能テスト」を実施

し、会員企業の企画・デザイン力や技術力等の向上を支援した。ジャグラ BBも一層、コンテンツを充実させ、

業界の教育・情報発信に寄与した。新型コロナウイルス感染症による行動制限下でも、ジャグリストの絆をつな

いでいくため、地協、各支部は「地協活動支援金制度」を活用し、非接触でもコミュニケーションを密にした。

また、会員数は厳しい経営環境でも役員をはじめ、地協会長、支部長、支部役員の尽力を受け、入会 11社、退

会46社（関東複写除く）、総数 771社で推移した。 

青年部のSPACE-21はZoomを活用し、10月にハイブリッドで全国協議会・鹿児島大会を開催し、総勢 100名

が参加。コロナ禍にあっても創意工夫で活発に活動した。今年 2月には印刷関連青年組織による Print 

Next2022の主催団体の一つとして、同イベントを成功させた。 

 

今期、売上拡大と持続可能性を追求するために設置したジャグラ DX（デジタルトランスフォーメーション）

ワーキンググループ（WG）は、会員だけでなく、パートナー企業の協力を得て、次年度に向け足場を固め、具体

的なアクションに移るための準備を整えた。 

以下、個々の事業内容を次の通り報告する。なお、経営基盤事業、ビジネス拡大事業の 4委員会は小冊子・経

営基盤・ビジネス拡大事業報告書をもって事業報告とする。  



 

【事業】 

 

[１]総務・財政 

１．総務委員会 

(１)委員会開催 

総務委員会ではジャグラの総務、財政、文化典、全国協議会、組織拡大、災害対応等について検討を行ってい

る。 

 

回次 日程 場所 

第1回 2021年4月16日(金) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

第2回 2021年6月9日(水) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

第3回 2021年7月28日(水) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

第4回 2021年9月14日(火) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

第5回 2021年11月12日(金) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

第6回 2022年1月28日(金) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

第7回 2022年3月15日(火) ニッケイビル会議室＋Zoom会議 

 

(２)全国協議会開催の件 

  令和3年11月12日に東京ドームホテルにおいて全国協議会を開催した。前半はＤＸワーキンググループの

活動報告と後半は表彰式という構成で実施した。 

次第 時間 

開会 中村会長挨拶 13：00 

ジャグラDXWG活動報告 13：05 

地協報告 14：40 

今井顧問感謝状 15：20 

大会旗伝達と愛知大会PR 15：25 

作品展表彰、年賀状デザインコンテスト表彰 16：00 

業界功労表彰、社会貢献表彰 16：25 

優良従業員表彰 16：45 

閉会 17：00 

 

２．その他 

（１）表彰 

 全国協議会の席上で表彰を行った。 

 ①業界功労 

賞名 受賞者 会社名 支部 

発展功労賞 菅野 潔 ㈱興栄社  東京・城東 

発展功労賞 青木 滋 西武写真印刷㈱ 東京・新宿 

永年協力賞 西野 滋 ㈱文成社 東京・文京 

永年協力賞 鈴木 雅人 博光堂 神奈川県 

 

 ②社会貢献表彰 

賞名 受賞者 会社名 支部 

社会貢献表彰 宮本 誠 ㈱みやもと 栃木県 

 

  



 

 

 ②優良従業員 

会社名 受賞者 支部 

タナカ印刷㈱ 金子 未来 東京・中央 

タナカ印刷㈱ 荒井 衞 東京・中央 

タナカ印刷㈱ 中澤 俊介 東京・中央 

タナカ印刷㈱ 花咲 有祐 東京・中央 

 

（２）今井茂雄顧問から寄付の申し出 

ジャグラの元会長である今井茂雄顧問より 1200万円の寄付を頂いた。10月22日(金)の理事会で使い道につい

て検討した結果、災害引当金として 700万円、「今井茂雄基金」として500万円積み立てすることになった。 

 

（３）日本自費出版文化賞 

① 第24回日本自費出版文化賞 

 第24回日本自費出版文化賞は以下の日程で実施した。 

令和2（2020）年11月１日  公募開始 

令和3（2021）年 3月31日  公募締め切り 

令和3（2021）年 4月～6月 第一次選考 

令和3（2021）年 7月18日  第二次選考 

令和3（2021）年 9月8日  最終選考 

令和3（2021）年 9月15日  記者発表（ニッケイビル） 

令和3（2021）年10月23日 第24回日本自費出版文化賞表彰式（アルカディア市ヶ谷）⇒中止 

第24回日本自費出版文化賞表彰式（アルカディア市ヶ谷）は、コロナ禍の影響により中止。 

式典に代わる特別な冊子「第 24回日本自費出版文化賞誌上表彰式」を制作・配布。 

 

② 第24回日本自費出版文化賞の結果 

 応募総数は812点（地域文化部門 131点、個人誌部門112点、小説部門151点、エッセー部門 146点、詩歌部

門105点、研究・評論部門112点、グラフィック部門55点）の中より、一次選考、二次選考、最終選考を経て、

次の作品が入賞した。 

 

主な入賞作品 

【文化賞大賞】 

部門 書名 著者 

地域文化 

あの戦争さえなかったら 62人の中国残留孤児たち（上）―北

海道・東北・中部・関東編― 

あの戦争さえなかったら 62人の中国残留孤児たち（下）―関

西・山陽・四国・九州・沖縄・中国の養父母― 

藤沼 敏子 

 

  



 

【部門賞】 

部門 書名 著者 

地域文化 粟国島の祭祀 ーヤガン折目を中心にー 安里 盛昭 

個人誌 
鍬の戦士 父・前田定の闘いー満蒙開拓青少年義勇軍に消えた

青春ー 
山本 友美 

小説 ペリーの巣 あいちあきら 

エッセー 味覚喪失～人は脳で食べている～ 元木 伸一 

詩歌 イーハトーブの数式 大西 久美子 

研究・評論 御冠船料理の探求 文献資料と再現作業 鄔 揚華 

グラフィック 土と緑と人間と ー西阿波・祖谷 傾斜地に暮らすー 日浦 嘉孝 

 

【特別賞】 

部門 書名 著者 

地域文化 四國秘境物語 安森 滋 

個人誌 お前の親になったる 草刈 健太郎 

小説 墓仕舞い 荒川 昤子 

エッセー 阿波の福おんな 安部 才朗 

詩歌 峡の畑 －石井美智子句集－ 石井 美智子 

研究・評論 イタイイタイ病と戦争 ー戦後七五年忘れてはならないことー 向井 嘉之 

グラフィック モリノコ 黒瀬 麻美 

 

今回、同賞創設から 20年にわたり選考委員長を努めていただき、2021年９月 7日に亡くなられました歴史家、

色川大吉氏に特別功労賞を贈ることとなった。 

【特別功労賞】 

部門 書名 著者 

地域文化 
不知火海民衆史(上)−論説篇 

不知火海民衆史(下)−聞き書き篇 
色川 大吉 

 

最終審査員（敬称略・順不同） 

 氏名 専門 役職    

鎌田 慧 ルポライター 選考委員長 

中山千夏 作家 

佐藤和夫 哲学思想研究者・千葉大学名誉教授 

秋林哲也 編集者  

藤野健一 編集者 

小池一子 クリエイティブ・ディレクター 

成田龍一 歴史家、日本女子大学名誉教授 

  



 

後援（敬称略・順不同） 

株式会社朝日新聞社 

株式会社小学館スクウェア 

公益社団法人日本図書館協会 

一般社団法人日本印刷産業連合会 

日本自分史学会 

関東複写センター協同組合 

 

協賛（敬称略・順不同） 

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 

株式会社モリサワ 

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー株式会社 

ホリゾン・ジャパン株式会社 

コミカミノルタジャパン株式会社 

株式会社大塚商会 

株式会社ショーワ 

 

③ 第25回日本自費出版文化賞 

 第25回日本自費出版文化賞は以下の日程で実施する。 

募集開始 令和3（2021）年12月1日 

締め切り 令和4（2022）年3月31日 

一次選考 令和4（2022）年4月～6月 

二次選考会 令和4（2022）年7月  入選候補作品が決定 

最終選考会（結果発表） 令和4（2022）年9月 入賞作品、大賞、入選作品が決定・発表 

表彰式 令和4（2022）年11月 表彰式（アルカディア市ヶ谷）予定 

 

 

  



 

３．財政(会館含む) 

①会館会計 

 

借入金明細表(令和4年3月31日現在)  

                                   (単位:円) 

金融機関 借入金 前期末 今期返済額 借入金残高 

巣鴨信用金庫 206,500,000 29,340,000 20,640,000 8,700,000 

合計 206,500,000 29,340,000 20,640,000 8,700,000 

 

借入金支払利息(令和3年4月1日～令和4年3月31日) 

                                    (単位:円) 

金融機関 借入金 借入金残高 利率 支払利息 

巣鴨信用金庫 206,500,000 8,700,000 0.80% 157,696 

合計 206,500,000 8,700,000 - 157,696 

 

 

ニッケイビルテナント 

令和4年3月31日 

階層 坪数 テナント名 

9Ｆ/ B 15.08 共用会議室 

9Ｆ/ Ａ 12.34 ジャグラパソコン教室 

8Ｆ 38.48 共用会議室 

7Ｆ 45.83 ジャグラ・東グラ 

6Ｆ 51.40 (株)アイセル 

5Ｆ/ B 32.90 (公財) 医用原子力技術研究振興財団 

5Ｆ/ Ａ 18.50 ㈱re-Right 

4Ｆ 51.40 (株)西村機械製作所 

3Ｆ 55.09 （一社）全国鍼灸マッサージ協会 

2Ｆ 55.09 PETボトル協議会 

1Ｆ 37.14 (株)ドミノ・ピザジャパン 

計 413.25  

 

 

 

 



 

②グループ保険の支部加入状況 

 

グループ保険現在加入数 

2022/3/31現在 

 

支部・地

協 

22.03.31    

会員数 

従業員 21.03.31

加入数 

22.03.31

加入数 

加入増減 支部・地

協 

22.03.31    

会員数 

従業員 21.03.31

加入数 

22.03.31

加入数 

加入増減 

北海道 12 191 22 23 1 岐阜 0 0 0 0 0 

青森 1 12 0 0 0 静岡 4 28 0 0 0 

岩手 20 72 4 3 -1 愛知 48 669 16 16 0 

宮城 19 133 17 17 0 三重 0 0 0 0 0 

秋田 18 109 10 10 0 東海計 52 697 16 16 0 

山形 6 40 0 0 0 滋賀 3 14 4 4 0 

福島 10 218 26 26 0 京都 12 136 37 35 -2 

東北計 74 584 57 56 -1 大阪 67 1,121 130 131 1 

茨城 15 95 18 17 -1 兵庫 18 233 0 0 0 

栃木 11 104 0 0 0 奈良 4 44 10 10 0 

群馬 4 136 1 1 0 和歌山 7 54 0 0 0 

埼玉 4 12 0 0 0 近畿計 111 1,602 181 180 -1 

千葉 15 140 11 11 0 鳥取 1 5 0 0 0 

神奈川 30 489 13 13 0 島根 0 0 0 0 0 

山梨 14 64 25 27 2 岡山 4 18 0 0 0 

長野 15 166 3 3 0 広島 10 60 13 11 -2 

関東計 108 1,206 71 72 1 山口 5 48 2 2 0 

千代田 49 1,724 54 52 -2 中国計 20 131 15 13 -2 

中央 21 231 2 1 -1 徳島 8 61 8 8 0 

港 26 288 3 3 0 香川 14 73 7 7 0 

新宿 54 363 7 7 0 愛媛 13 81 0 0 0 

文京 52 568 19 17 -2 高知 11 102 3 3 0 

城東 26 309 33 34 1 四国計 46 317 18 18 0 

城西 11 144 3 3 0 福岡 19 149 11 11 0 

城南 13 104 6 6 0 佐賀 0 0 0 0 0 

城北 0 0 0 0 0 長崎 0 0 0 0 0 

三多摩 20 160 7 4 -3 熊本 7 54 0 0 0 

JaGra 0 6 6 6 0 大分 11 75 3 3 0 

東グラ 0 5 5 5 0 宮崎 1 21 0 0 0 

東京計 272 3,902 145 138 -7 鹿児島 4 24 2 2 0 

新潟 16 261 0 0 0 沖縄 0 0 0 0 0 

富山 6 24 2 2 0 九州計 42 323 16 16 0 

石川 11 91 0 0 0 関東複写 0 0 0 0 0 

福井 1 1 0 0 0 関複計 0 0 0 0 0 

北陸計 34 377 2 2 0 全国計 771 9,330 543 534 -9 

 

 

  



 

[２]組織拡大・活性化 

１．組織拡大 

（１）組織拡大の活動 

 組織拡大については、前期に引き続き入会金免除と会費３ヶ月免除（入会月を除く翌月から３ヶ月）を実施し

た。その結果、今期は入会11社、退会95社、差し引きマイナス 84社であった。 

 

（２）組織拡大表彰 

 組織拡大の表彰は、それまで入会があり実質増になった支部のほか、入会があった支部を表彰していたが、

2018年より、入会があり実質増になった支部を表彰する。 

今期は東京・港支部、京都府支部、和歌山県支部が対象となった。 

 

（３）従業員規模別入会退会数 

 従業員規模別の入会・退会数は表の通りである。 

 

（４）賛助会員との連携 

 賛助会員とのネットワークを強めるため、例年、全国協議会の懇親会に賛助会員を招いて交流を深めている

が、今期は懇親会が中止となったため実施できなかった。 

 

 

  

従業員規模 1～4 5～9 10～19 20～29 30～49 50～99 100～ 合計 

■入会社数 4 6   1       11 

■退会理由                 

倒産 1             1 

廃業(転業･合併) 8 2 1 1 1     13 

経営不振(事業の縮小･一身上の

都合) 
10 6 3     1   20 

会費滞納 4             4 

メリットなし 2 1           3 

不明･その他   50 4         54 

合計 25 59 8 1 1     95 



 

(５)支部別会員数 

令和4年3月末現在の支部別会員数は表の通りである。 

 

表 支部別会員数(令和3年4月1日～令和4年3月31日) 

支部・地協 21.04.01    

会員数 

入会 退会 増減 22.03.31  

会員数 

支部・地協 21.04.01    

会員数 

入会 退会 増減 22.03.31  

会員数 

北海道 12 0 0 0 12 岐阜 0 0 0 0 0 

北海道計 12 0 0 0 12 静岡 4 0 0 0 4 

青森 1 0 0 0 1 愛知 49 2 3 -1 48 

岩手 21 0 1 -1 20 三重 0 0 0 0 0 

宮城 19 0 0 0 19 東海計 53 2 3 -1 52 

秋田 19 1 2 -1 18 滋賀 4 0 1 -1 3 

山形 6 0 0 0 6 京都 11 1 0 1 12 

福島 10 0 0 0 10 大阪 77 1 11 -10 67 

東北計 76 1 3 -2 74 兵庫 18 1 1 0 18 

茨城 17 0 2 -2 15 奈良 4 0 0 0 4 

栃木 11 0 0 0 11 和歌山 6 1 0 1 7 

群馬 4 0 0 0 4 近畿計 120 4 13 -9 111 

埼玉 6 0 2 -2 4 鳥取 1 0 0 0 1 

千葉 16 0 1 -1 15 島根 0 0 0 0 0 

神奈川 32 0 2 -2 30 岡山 4 0 0 0 4 

山梨 14 0 0 0 14 広島 10 0 0 0 10 

長野 17 0 2 -2 15 山口 6 0 1 -1 5 

関東計 117 0 9 -9 108 中国計 21 0 1 -1 20 

千代田 49 0 0 0 49 徳島 9 0 1 -1 8 

中央 22 0 1 -1 21 香川 14 0 0 0 14 

港 25 1 0 1 26 愛媛 13 0 0 0 13 

新宿 57 0 3 -3 54 高知 14 0 3 -3 11 

文京 52 2 2 0 52 四国計 50 0 4 -4 46 

城東 28 0 2 -2 26 福岡 21 0 2 -2 19 

城西 12 0 1 -1 11 佐賀 0 0 0 0 0 

城南 13 1 1 0 13 長崎 0 0 0 0 0 

城北 0 0 0 0 0 熊本 7 0 0 0 7 

三多摩 20 0 0 0 20 大分 11 0 0 0 11 

東京計 278 4 10 -6 272 宮崎 1 0 0 0 1 

新潟 17 0 1 -1 16 鹿児島 4 0 0 0 4 

富山 6 0 0 0 6 沖縄 0 0 0 0 0 

石川 11 0 0 0 11 九州計 44 0 2 -2 42 

福井 1 0 0 0 1 関東複写 49 0 49 -49 0 

北陸計 35 0 1 -1 34 全国計 855 11 95 -84 771 

 

  



 

[３]ビジネス拡大事業 

１．印刷物創注委員会 

別添報告書「強いジャグラの教科書」に記載。 

 

 

２．マーケティング委員会 

別添報告書「強いジャグラの教科書」に記載。 

 

 

[４]経営基盤事業 

１．生産性向上委員会 

別添報告書「強いジャグラの教科書」に記載。 

 

 

２．経営技術研究委員会 

別添報告書「強いジャグラの教科書」に記載。 

 

 

[５]コミュニケーション事業 

１．地協・支部支援 

(１)地協活動支援金制度 

地協活動支援金制度は会員減少や活動資金不足で地協活動ができない地協を応援するための制度で、①上限 10

万円として今後も継続するものと②今期スポットで地協に支払うものと 2種類実施した。 

①地協活動支援制度として、「地方協議会活動支援金規程」に従い、地協で行うセミナーや事業等の活動費に充て

るというもの。１地協に対して上限 10万円まで支払う(事前の承認、領収書必要)。ただし特例措置として、前年

度10万円を使っていない地協については、前年度と今年度合わせて20万円まで申請することを可能とした。今

年度は東北地協、関東地協、東京地協、近畿地協、中国地協、四国地協、九州地協から申請があった。 

 

②1回限りの支援金として、地協活性化の目的で 2021年4月に振り込みを行った。領収書や計画書は不要。総額

400万円の内、332万円を11地協に配分した。残り 68万円を災害見舞引当金に充当した。その後、関東複写地協

は辞退するとの連絡があり、振り込みは実施していない。 

 

□地協活動支援金の配分 （2020年12月会員数） 

地協名 会員数 金額(万円) 地協名 会員数 金額(万円) 

北海道 12 15 東北 77 30 

関東 118 36 東京 278 60 

北陸 37 25 東海 54 25 

近畿 120 36 中国 21 25 

四国 50 30 九州 44 25 

関東複写 50 25 合計 859 332 

 

(２)地方協議会活動支援金規定 

（目的） 

第1条 本規程は一般社団法人日本グラフィックサービス工業会が設置した、地方協議会の活動を推進するため、

地方協議会活動支援金（以下「支援金」という。）について必要な事項を定める。 

（対象） 

第2条 支援金の対象はジャグラ地方協議会とする。 

（支援金の基準と期間及び額） 



 

第3条 支援金の支給基準は、地方協議会の総会、幹事会、講演会やセミナー、その他地方協議会活動に係る費

用を対象とする。  

2 支援金の上限の額は一年間で 10万円とする。 

（申請） 

第4条 支援金の交付を受けようとする地方協議会は、別に定める地協活動支援金申込書を提出しなければなら

ない。 

（交付の決定） 

第5条 前条の規程により地協活動支援金申込書の提出があったときは、会長はその内容を審査し支援金の交付

額を決定する。 

2 会長は、前項の規程により支援金の額を決定したときは、速やかに当該地方協議会に通知しなければならな

い。 

（支援金の交付） 

第6条 支援金の交付は、速やかに指定口座に振り込む。 

（改廃） 

第7条 本規程の改廃は、総務委員会にて行う。 

附則 

本規程は、令和 3年2月22日から施行する。 

 

２．マスターズクラブ 

マスターズクラブは、ジャグラ役員 OBにて構成する組織で、平成 29年6月盛岡の準備大会を経て、平成 30

年6月福岡において結成大会を開催した。ジャグラは現役世代の役員・後継者世代のＳＰＡＣＥ－21・OB世代

のマスターズクラブの３世代融合による叡智の結集を期待して活動を支援している。しかし、今年度は、コロナ

禍の影響ですべての活動が中止となった。 

 

３．ＳＰＡＣＥ－２１ 

(１) 活動一覧 

【2021年】 

4月6日 全国キャラバンミーティング（ネット） 

4月9日 正副代表幹事ミーティング（ネット） 

4月14日 全国キャラバンミーティング（ネット） 

4月17日 総会＆全国キャラバン（リコージャパン名古屋事業所＋ネット） 

4月28日 30周年記念事業ミーティング（ネット） 

5月25日 30周年記念事業ミーティング（ネット） 

5月27日 全国キャラバンミーティング（ネット） 

6月16日 30周年記念事業ミーティング（ネット） 

7月2日 幹事会（ネット） 

8月20日 全国キャラバンミーティング（ネット） 

8月27日 30周年記念事業ミーティング（ネット） 

9月6日 幹事会（ネット） 

9月21日 全国キャラバンミーティング（ネット） 

9月25日 全国キャラバン in大阪（ネット） 

10月9日 全国協議会鹿児島大会（鹿児島国際交流センター＋ネット） 

11月9日 正副代表幹事ミーティング（ネット） 

12月13日 幹事会（ネット） 

  



 

【2022年】 

1月12日 幹事会（ネット） 

2月12日 PrintNext2022（イイノホール＆カンファレンスセンター＋ネット） 

2月13日 幹事会（ジャグラ本部＋ネット） 

3月9日 幹事会（ネット） 

 

(２)総会の開催 

4月17日（土）リコージャパン（株）名古屋事業所様のご協力を得て、総会及び全国キャラバンを開催し

た。ジャグラ愛知青年部愛青会が運営を担当し、設営を行った。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によ

りリアル会場は一部の運営スタッフに限定し、リモート主体による開催となった。 

 

(３)地方幹事会の開催 

全国組織として各地青年部との交流を目的に、夏の幹事会を東京以外の地域で開催している。今年は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により開催を見送った。 

 

(４)全国キャラバンの開催 

・4月17日 全国キャラバン in愛知（リコージャパン（株）名古屋事業所＋ネット） 

・9月25日 全国キャラバン in大阪（ネット） 

・2022年4月8日 全国キャラバン in東北（岩手県盛岡市）⇒延期 

 

(５)全国協議会の開催 

10月9日（土）鹿児島県鹿児島市のかごしま国際交流センターにて全国協議会鹿児島大会を開催した。新型

コロナウイルス感染症対策として、リアル会場は人数制限を行い、ネットによる配信を行うハイブリッド形式と

した。 

メインコンテンツは、（株）昭和書体の代表取締役会長坂口茂樹氏、代表取締役社長坂口太樹氏 2名による講

演であった。同社は、人気アニメ「鬼滅の刃」に使用され一躍有名となった「昭和書体」を開発、販売するフォ

ントメーカーである。参加者は計 102名。 

 

(６)広報「SPACE-21ニュース」の発行 

ジャグラ青年部SPACE-21をより知っていただくため、不定期で「SPACE-21ニュース」を発行している。ジャ

グラ機関誌に封入し全国ジャグラ会員＋賛助会員に配布した。以下、発行実績。 

・2021年4月号  SPACE-21総会＆全国キャラバン in愛知のご案内 

・2021年12月号 SPACE-21全国キャラバンin大阪報告 

・2022年3月号 Next-Oita12月セミナー開催 

・2022年3月号 SPACE-21総会「福岡開催決定」 

 

(７)活性化事業 

活性化事業として、非会員や元会員などの加入促進活動への助成を行っている。2021年度は実績なし。 

 

(８)プリントネクスト 

2022年2月12日、イイノホール＆カンファレンスセンターにて PrintNext2022を開催した。テーマは「印刷

を再定義-時代を彩る印刷のチカラ-」運営委員長は青木允氏（全青協）、実行委員長は稲満信祐氏（SPACE-21

副代表幹事）。当日は 507名の青年印刷人が集まった。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、ココカラ市場 by PrintNext2022は4月 29日（祝）に延期となっ

た。 

 

  



 

[６]広報事業 

１．広報委員会 

(１)機関誌の定期発行 

 機関誌の定期発行に向けて、毎月一回、広報委員会を企画ベースにて開催している。 

・令和3年4月号：「緊急座談会を誌上再現～ウィズコロナ・アフターコロナ時代～我々はどう生き残る

か！②第二部 印刷物にこだわり地域密着にこだわりお客様の笑顔にこだわる 5社に聞く」「我が社の自費

出版事情⑥(株)北斗プリント社（京都）営業部 相生隆久」 

・令和3年5月号：「デジタル印刷に関するアンケート調査～2020デジタル印刷市場の現状～」「グラフ

ィックサービス産業の未来をどう描くか？ 斎藤成」 

・令和3年6月号：「印刷業界の DXを考える 宮本泰夫」「我が社の自費出版事情⑦中西出版(株)（北海

道）編集部 佐藤香」 

・令和3年7月号：「ビジネスチャンスだ！ GP×SDGs」「ジャグラ版DX始動！①」 

・令和3年8月号：「年賀状デザインコンテスト 入賞作品を決定！」「ジャグラ版 DX始動！②」 

・令和3年9月号：「中小印刷業の働き方改革を考える①(有)高橋紙工所（愛知）」「ジャグラ版 DX始動！

③」 

・令和3年10月号：「ジャグラ作品展入賞作品決定」「ジャグラ版 DX始動！④」 

・令和3年11月号：「日本自費出版文化賞受賞作品決まる」「ジャグラ作品展大臣賞受賞者にきく①」 

・令和3年12月号：「全国協議会 2年ぶりにリアル開催」「JIPDEC『2020個人情報の取扱いにおける事故

報告』集計結果より」 

・令和4年1月号：「新春座談～ジャグラが見据えるニューノーマル“絆”をカタチに」「デジタル印刷機

を活用したDXによる生産性向上～前編～」 

・令和4年2月号：「『電子帳簿保存法』改正スタート」「デジタル印刷機を活用した DXによる生産性向上 

～後編～」 

・令和4年3月号：「page2022 見てある記～「リセット・ザ・フューチャー」を継承しその役割を再定義

～㈱バリューマシーンインターナショナル 宮本泰夫」「2011.3.11東日本大震災から 11年～岩手・(有)

大船渡印刷・熊谷雅也」 

 

(２)機関誌の発行が遅延 

 機関誌の印刷を受託している印刷会社は、編集を再委託しているが、その担当者が急病にて救急搬送され令和

3年12月号の編集作業がストップした。 

 印刷会社と善後策を協議し、編集作業を継続したが、データの共有ができていなかったため、作業期間が延び

たため発行に遅延が生じ、令和 3年12月号、令和4年1月号の2号に影響があった。 

 その後、ジャグラ・印刷会社・再委託先と協議し、データを共有することで再発防止を図っている。 

 

(３)印刷会社の入札 

①入札の案内 

 機関誌令和4年3月号にて令和 4年7月号～令和5年6月号まで（一年延長条項あり）の入札の案内を掲載し

た。 

 

(４)ウェブでの情報発信 

 機関誌での情報提供のほかウェブでの情報発信を図った。 

 

・2021年4月1日 ジャグラ年賀状デザインコンテスト 2022 4月1日より募集開始 

・2021年4月7日 グラフィックサービス 2021年4月号（No.833） 

・2021年5月6日 グラフィックサービス 2021年5月号（No.834） 

・2021年5月14日 ジャグラ作品展募集延長！ 

・2021年5月19日 【ジャグラ会員の皆様】中古 iMac特別譲渡の抽選について 

・2021年5月19日 電話回線混雑のお知らせ（2021年5月19日午前9時30分） 

・2021年5月24日 【ジャグラ会員の皆様】中古 iMac特別譲渡当選者発表 

・2021年5月28日 【ジャグラ会員の皆様】ジャグラ定時総会ネット配信のお知らせ 

・2021年6月4日 セールスフォース社のクラウド製品での権限設定に関する注意喚起 

・2021年6月9日 グラフィックサービス 2021年6月号（No.835） 



 

・2021年7月1日 JaGra認定DTPオペレーション技能テスト 7月1日より第2期受験申し込み受付開始 

・2021年7月9日 グラフィックサービス 2021年7月号（No.836） 

・2021年7月21日 ジャグラ 2022年 寅年・年賀状デザインコンテスト入賞作品決定！ 

・2021年8月6日 【JIPDECからのお知らせ】プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシ

ステム構築・運用指針の公表について 

・2021年8月6日 【会員の皆様】優良従業員表彰の申請を受付中です（9月6日必着） 

・2021年8月11日 グラフィックサービス 2021年8月号（No.837） 

・2021年8月17日 【会員の皆様】第 29回SPACE-21全国協議会 鹿児島大会のご案内 

・2021年9月6日 2022年4月からの「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム

構築・運用指針」審査項目が変更に 

・2021年9月8日 グラフィックサービス 2021年9月号（No.838） 

・2021年10月7日 令和 2年度ジャグラ作品展入賞作品決定！ 

・2021年10月8日 JIPDEC主催 新規申請を目指す事業者のためのプライバシーマークセミナー2021

「PMS構築ポイント編」のご案内 

・2021年10月8日 グラフィックサービス 2021年10月号（No.839） 

・2021年10月28日 【重要】ジャグラ BBサーバーメンテナンスのお知らせ 

・2021年11月9日 グラフィックサービス 2021年11月号（No.840） 

・2021年11月11日 全国協議会にともなうジャグラ本部事務局休業のお知らせ 

・2021年11月17日 【会員の皆様】SPACE-21全国協議会 鹿児島大会のご報告 

・2021年12月20日 【会員の皆様】月刊グラフィックサービス発行遅延のお詫びとお知らせ 

・2021年12月27日 グラフィックサービス 2021年12月号（No.841） 

・2021年12月27日 【2021～2022】ジャグラ本部事務局年末年始休業のお知らせ 

・2022年1月19日 ジャグラ作品展募集中！締切 3月31日まで 

・2022年1月19日 【会員の皆様】個人情報保護セミナー～改正個人情報保護法の概要と Pマーク審査新

基準説明のご案内 

・2022年1月25日 【JIPDECからのお知らせ】プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシ

ステム構築・運用指針を公表 

・2022年1月27日 【会員の皆様】優良従業員表彰の申請を受付中です（4月5日必着） 

・2022年1月28日 グラフィックサービス 2022年1月号（No.842） 

・2022年2月8日 グラフィックサービス 2022年2月号（No.843） 

・2022年3月4日 グラフィックサービス 2022年3月号（No.844） 

・2022年3月31日 グラフィックサービス 2022年4月号（No.845） 

・2022年3月31日 2022年版 印刷業界の個人情報保護ガイドブック 第7版刊行のご案内 

 

 

２．ジャグラBB委員会 

（１）委員会の目的 

・会員企業の人材育成支援動画配信 

・会員企業への映像による情報提供 

・会員コミュニケーション活性化 

・ジャグラ事業・委員会活動等の情報配信 

・ジャグラの一広報媒体であるジャグラBBの強化 

 

（２）ねらい 

・自前の教育リソースを持たない会員企業に利用を促し人材育成の一端を担う 

・会員外へジャグラ BBの利用する機会を設けジャグラの魅力を伝え会員獲得につなげる 

・会員の各社の動向等を配信することによる会員企業の活性化 

 

（３）委員会の開催 

・4月13日  第1回委員会 出席者6名＋事務局2名 

・5月11日  第2回委員会 出席者6名＋事務局2名 



 

・6月15日  第3回委員会 出席者6名＋事務局2名 

・7月13日  第4回委員会 出席者6名＋事務局2名 

・9月8日  第5回委員会 出席者6名＋事務局2名 

・10月20日 第6回委員会 出席者4名＋事務局2名 

・11月17日 第7回委員会 出席者6名＋事務局2名 

・12月15日 第8回委員会 出席者6名＋事務局1名 

・1月19日  第9回委員会 出席者6名＋事務局2名 

・2月16日  第10回委員会 出席者5名＋事務局2名 

・3月18日  第11回委員会 出席者5名＋事務局2名 

 

（４）番組の制作、配信（2021年4月1日～2022年3月31日までの実績） 

2021年度は、合計113タイトルの番組を制作し配信した。（累計 385タイトル） 

 

◆経営◆ (17タイトル) 

やさしい事業承継のすすめ part.１ 

やさしい事業承継のすすめ part.2 

やさしい事業承継のすすめ part.3 

やさしい事業承継のすすめ part.4 

やさしい事業承継のすすめ part.5【最終回】 

「補助金」って！？・・・いまさら聞けない？！（初級編） 

いま話題！「事業再構築補助金」を知りたい【中級編】 

よし！「事業再構築補助金」申請にチャレンジ！！【上級編】 

知っておきたい…いま募集している「補助金」【特集編】 

【事業再構築補助金】ここがポイント！電子申請＆事業計画書作成 

【事業再構築補助金】第3回公募要領公表！これまでとの”異同点”を解説します 

要注意！何よりも先ず”経営力向上計画”認定取得を！【事業再構築補助金（関連）】 

固定資産税減免にもつながる『先端設備等導入計画』もお忘れなく！【事業再構築補助金（関連）】 

早期経営改善計画支援事業「ポストコロナ持続的発展事業計画」補助金活用して策定～会社を強くできます！

【事業再構築補助金（関連）】 

２０２２年１月スタート！電子帳簿保存法改正のポイント【前編】 

２０２２年１月スタート！電子帳簿保存法改正のポイント【後編】 

インボイス制度のポイント～消費税対応は事業者登録から～ 

 

◆教育と技術◆ (16タイトル) 

web知識講座２「WordPressとは？」ウェブ・テーマ・プラグインの基礎知識、メリットデメリット解説 

Acrobat & PDFベーシックトレーニング(step-2 基本操作） 

web知識講座3「Webサイトアクセス解析」を理解しよう！ 

Acrobat & PDFベーシックトレーニング(step-3 業務知識/操作） 

DTPに関する資格試験・検定制度-DTPエキスパート認証試験 計算問題解説-（全７巻）一部改訂 

Photoshopベーシックトレーニング（全６章＋作例） 

Acrobat & PDFベーシックトレーニング(step-4 効率化/Tips） 

みんなで知ろう会社のしくみ（MC:美空 講師：新井輝明）教育ツールとしていかがですか？ 

入稿データのチェックポイント～Adobe Illustrator編～ 

入稿データのチェックポイント～Adobe InDesign編～ 

入稿データのチェックポイント～Adobe Photoshop編～ 

入稿データのチェックポイント～Adobe PDF編～ 

重要！Type1フォントのサポート終了って何？～（2021年12月版） 

Illustratorベーシックトレーニング 

電子帳簿保存法対応に向けて～電子取引のための Adobe Sign活用法～（2022年2月版） 



 

いまさら聞けない印刷業のDX基礎用語 

◆セミナー◆ （8タイトル） 

オンライン勉強会「印刷DX ～ サプライヤーの視点と提供価値」（主催：日本印刷機材協議会） 

印刷業界におけるプリントとマーケティングの DX化【パネルディスカッション】 

すべてのデザイナーや制作オペレーターへ「仕事の幅が広がる毛筆書体」（SPACE-21全国協議会鹿児島大会

より） 

“ヒト”なくして印刷DXは語れない！ ～ DXはそもそも何故必要なのか？ 誰のために実施するのか？～

【パネルディスカッション】 

印刷会社のSDGs導入事例（栃木編）～もう、あなたの会社は SDGs活動を始めています！～ 

私たち中小企業・グラフィックサービスの DXは何処から始める！？（主催：東京グラフィックス IT研究会） 

変わらなければ負けるのではない、死ぬのだ ～幾度となく倒産の危機に瀕した印刷会社の歴史～ 

電子帳簿保存法改正「何を・どこから・どう始める！？」猶予期間にやるべきことを学ぶ（東グラ教育技術委

員会セミナー） 

 

◆ニュース◆ （48タイトル） 

ジャグラニュース vol.416(2021.4.5) 

ジャグラニュース vol.417(2021.4.15) 

ジャグラニュース vol.418(2021.4.25)（今週の支部長：東京千代田支部 金子支部長） 

ジャグラニュース vol.419 (2021.5.10) ※JP展は８月に延期となりました 

ジャグラニュース番外（2021.5.19) 

ジャグラニュースvol.420（今週の支部長：和歌山県支部 松下支部長） 

ジャグラニュースvol.421 新キャスター登場！（今週の支部長：奈良県支部 安達支部長） 

ジャグラニュースvol.422 （今週の支部長：栃木県支部 高橋支部長） 

朗読「巻頭言・今いるところで咲けばいい」（ジャグラニュース番外） 

ジャグラニュースvol.423 （今週の支部長：千葉県支部 尾形支部長） 

ジャグラニュースvol.424 （今週の支部長：徳島県支部 山中 前支部長） 

ジャグラニュースvol.425（今週の支部長：東京文京支部 浅野支部長） 

ジャグラニュース vol.426 (2021.7.30) 

ジャグラニュース vol.427 (2021.8.10) 

ジャグラニュース vol.428 (2021.8.23)ジャグラ高知特別インタビュー！（ほぼノーカット！） 

朗読「巻頭言・私のストレス発散方法」（ジャグラニュース番外） 

ジャグラニュース vol.429 (2021.9.1) 

ジャグラニュース vol.430 (2021.9.9) 

竹平晃子のタイトル未定！（ジャグラニュース番外編） 

ジャグラニュース vol.431 (2021.9.28) 

ジャグラ事業報告 経営技術研究委員会（2021年8月30日） 

ジャグラニュース vol.432 (2021.10.11) 

工場探訪 菁文堂株式会社 

ジャグラニュース vol.433 (2021.10.22) 

朗読「巻頭言・東京オリンピックで思うこと」（ジャグラニュース番外） 

ジャグラニュース vol.434 (2021.11.15) 

朗読「巻頭言・2020オリンピックと消防団」（ジャグラニュース番外） 

朗読「巻頭言・もし村上春樹が、終電間際の地下鉄に乗ったら」（ジャグラニュース番外） 

ジャグラニュース vol.435 (2021.11.24) 

ジャグラニュース vol.436 (2021.12.10) 竹平キャスター最終回 

令和３年ジャグラ全国協議会・表彰式（令和 3年11月12日） 

ジャグラニュース vol.437 (2021.12.17)新キャスター初回！ 

【JNアーカイブス】第５８回ジャグラ文化典北海道大会(2016) 

朗読「「青銀共創」の実現でジャグラの絆をカタチに」（ジャグラニュース番外） 



 

ジャグラニュース vol.438 (2021.12.25) 

ジャグラニュース vol.439 (2021.12.30) 

ジャグラニュース vol.440(2021年最終回) 

ジャグラニュース vol.441(2022年1月) 

ジャグラニュース vol.442(2022.1.25) 

ジャグラニュース vol.443(2022.2.13) 

ジャグラニュース vol.444(2022.2.27) 今週の支部長 神奈川県支部露木支部長インタビュー！！ 

ジャグラニュース vol.445(2022.3.10) 今週の支部長 兵庫県支部小倉支部長インタビュー！！ 

朗読「「あなた」のお話」（ジャグラニュース番外） 

朗読「第64回ジャグラ文化典愛知大会 ジャグラの新章はここから始まる!」（ジャグラニュース番外） 

ジャグラニュース vol.446(2022.3.21) 

ジャグラニュース vol.447(2022.3.29) 今週の支部長 秋田県支部松原支部長インタビュー 

ジャグラニュース vol.448(2022.3.31) 今週の支部長 栃木県支部 宮本前支部長インタビュー 

 

◆BBネットワーク◆ （24タイトル） 

ビジネスマッチングサロン・オンライン（第 8回）東京グラフィックス提供 

近畿地協主催 会社報告会（株）ニシキプリント宮﨑社長講演 提供：近畿地方協議会【投稿動画】 

JaGra神奈川令和4年新年初顔合わせ会オンライン（ダイジェスト版） 

Web新時代のPRツール『動画』の活用方法を考える(東京グラフィックス教育・技術委員会セミナー) 

【BTube】美しい奈良の風景 奈良市田原の茶畑（奈良県：共同プリント（株）住田幸一様 投稿作品） 

【BTube】美しい奈良の風景 十津川村果無集落（奈良県：共同プリント（株）住田幸一様 投稿作品） 

【BTube】中華風レタス包み（兵庫県：交友印刷（株）杉本浩康様 投稿作品） 

【BTube】ガリ版伝承館（兵庫県：交友印刷（株）杉本浩康様 投稿作品） 

【BTube】はりまや橋から又川がお届けします（高知県：西村謄写堂様 投稿作品） 

【BTube】アンジェラ・アキコのサロンへようこそ（高知県：西村謄写堂様 投稿作品） 

【BTube】バンカーショット（東京城南支部：原田大輔様 投稿作品） 

【BTube】転写シール＆ボディシールをご紹介します（高知県：西村謄写堂様 投稿作品） 

【BTube】特殊紙「スチームワールド見本セット」をご紹介します（高知県：西村謄写堂様 投稿作品） 

【BTube】印刷ほろ酔い談義 in土佐-Vol.1（高知県：ジャグラ高知様 投稿作品） 

【BTube】印刷ほろ酔い談義 in土佐-Vol.2（高知県：ジャグラ高知様 投稿作品） 

【BTube】美しい奈良の風景 日本の滝百選 奈良県十津川村の笹の滝（奈良県：共同プリント様 投稿作品） 

【BTube】九州ツーリング（東京都：株式会社ケイスイ小林様 投稿作品） 

【BTube】★になった珍しい金魚たち（東京都：NS印刷製本株式会社中村盟様 投稿作品） 

【BTube】印刷ほろ酔い談義 in土佐-Vol.3（高知県：ジャグラ高知様 投稿作品） 

【BTube】Mitsuwa × Drone（千葉県：みつわ様 投稿作品） 

【BTube】ジャグラ文化典北海道大会懇親会で…（東京都：ジャグラ事務局 投稿作品） 

【BTube】お城EXPO行ってきた（東京都：株式会社ケイスイ小林様 投稿作品） 

【BTube】新入社員が行く！オフ輪工場見学会～印刷物ができるまで～（栃木県：みやもと様 投稿作品） 

【BTube】今更聞けない！企業 Facebookの始め方（栃木県：みやもと様 投稿作品） 

 

（５）広報 

・ジャグラBBの利用促進を目的としてジャグラ機関誌に「HOTNEWS」を掲載している。 

・ジャグラBB全番組表の2021年版を発行した。機関誌に同封して全会員に配布した。 

・SNSでの周知を行っている。Twitterは新着番組情報を、Facebookでは、委員による口コミ情報を発信した。 

 

  



 

[７]コンテスト事業 

１．作品展 

昨年、新型コロナの感染拡大により延期したジャグラ作品展は、募集期間を平成31年1月より令和2年12月

までに完成した作品を対象に開催することにした。その結果、下記のとおり入賞作品が決定した。 

 表彰式は、11月12日に東京ドームホテルにて開催する全国協議会の席上にて執り行った。 

（１）入賞作品 

【出版印刷物】 

順位賞 作品名 社名 支部名 

経済産業大臣賞 仏画集 第四集 ㈱リーブル 高知県 

経済産業省商務情

報政策局長 
東京大学・十九世紀ミラビリア博物誌 秋田活版印刷㈱ 秋田県 

全国中小企業団体

中央会会長賞 
日本産蚊全種検索図鑑 富士リプロ㈱ 東京都 

一般社団法人日本

印刷産業連合会会

長賞 

Baby in Me 「わたしのカラダ絵本」 惠友印刷㈱ 東京都 

一般社団法人日本

グラフィックサー

ビス工業会会長賞 

街道でめぐる滋賀の歴史遺産 サンライズ出版㈱ 滋賀県 

印刷時報株式会社

賞 
谷口徳蔵の記「おかげさま」 ㈱五六堂印刷 岩手県 

株式会社印刷出版

研究所賞 
邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 ㈲一粒社 愛知県 

作品展審査会委員

長賞 
ありがとう くるまのおいしゃさん ㈱北斗プリント社 京都府 

佳作 てらふら ㈱ウイング 和歌山県 

 

【宣伝印刷物】 

順位賞 作品名 社名 支部名 

経済産業大臣賞 稔りゆく自然、移りゆくアート ㈱洋文社 東京都 

経済産業省商務情

報政策局長賞 

東京大学先端科学技術研究センター要覧

2019 
㈱トライス 兵庫県 

全国中小企業団体

中央会会長賞 

多言語ガイドマップ（タイ語・ベトナム

語） 
長瀬印刷㈱ 福島県 

公益社団法人日本

印刷技術協会会長

賞 

社会福祉法人三條会様 高校生向けパン

フレット 
㈱ニシキプリント 広島県 



 

一般社団法人日本

グラフィックサー

ビス工業会会長賞 

世田谷区玉川地域観光マップ（5 言語対

応版） 
㈲プロテックス 東京都 

株式会社日本印刷

新聞社賞 

四コマしおりと印刷業界マンガ「凸凹印

刷所」 
㈱イナミツ印刷 東京都 

作品展審査会委員

長賞 
紀州の玉子せんべいずかん ㈱ウイング 和歌山県 

 

【業務用印刷物部門】 

順位賞 作品名 社名 支部名 

厚生労働大臣賞 TANTツール箱 望月印刷㈱ 東京都 

全国中小企業団体

中央会会長賞 

KAAT「ドクター・ホフマンのサナトリウ

ム」パンフレット 
㈱野毛印刷社 神奈川県 

日本印刷機材協議

会会長賞 
「シュルレアリスムとダリ」展図録 陽光社印刷㈱ 福島県 

一般社団法人日本

グラフィックサー

ビス工業会会長賞 

中外化成７７周年の軌跡 日々を新たに

日々に進む 
㈱文伸 東京都 

株式会社ビバン賞 趣味の染色 富士リプロ㈱ 東京都 

印刷タイムス株式

会社賞 
パピヨン・ドゥ・ギンザ 化粧箱 2種 キング印刷㈱ 福島県 

作品展審査会委員

長賞 
宇都宮市プレミアム付商品券事業印刷物 ㈱井上総合印刷 栃木県 

 

【開発・開拓部門】 

順位賞 作品名 社名 支部名 

厚生労働大臣賞 
「第26回いたばし国際絵本翻訳大賞」英

語部門・イタリア語部門最優秀 2作品 
惠友印刷㈱ 東京都 

全国中小企業団体

中央会会長賞 
神津の桑和紙行燈 ㈱興栄社 東京都 

学校法人日本プリ

ンティングアカデ

ミー賞 

大河ドラマ放映に先駆けた関連企画の展

開 明智光秀関連イベント・情報誌・書籍・

ガイドブック 

サンライズ出版㈱ 滋賀県 

一般社団法人日本

グラフィックサー

ビス工業会会長賞 

私の自分史年表 -記憶から記録へ- ㈲一粒社 愛知県 



 

ニュープリンティ

ング株式会社賞 

「栃木の武将「藤原秀郷」をヒーローに

する会」 
㈱みやもと 栃木県 

作品展審査会委員

長賞 
壁に飾る一輪挿し”花一輪” (資)高田商会 熊本県 

 

（２）審査の経緯 

①募集 

 平成31年1月1日より令和2年12月31日までに印刷（完成）された作品を対象に、令和2年1月1日より令和3年7月

31日まで募集した。部門は次の４部門とした。 

 途中、令和元年度は、募集はかけたが新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発出のため、作品展審

査会は中止となった。 

 

部

門 
出版印刷物部門 宣伝印刷物部門 業務用印刷物部門 開発・開拓部門 

対

象

作

品 

単行本、文芸書、教

科書、学術参考書

専門書、法規集､写

真集、雑誌、ハンド

ブック、自費出版、

定期刊行物､復刻

版など 

カタログ類、ポスタ

ー、ダイレクトメー

ル、リーフレット、

チラシ、ＰＯＰ、パ

ンフレット、カレン

ダー、ＰＲ誌、各種

案内書など 

研究報告書、文集､記念誌、

機関誌、便覧、手引書、名

簿、会議資料、大会等資料、

会報、年報、リスト、パー

ソナルユース(年賀状、レ

ターヘッド、ハガキ、名刺､

など)など 

新商品、新機器・新手法・新技

法による作品、販促成功例、商

品、活路開拓・需要拡大商品、

未来ビジネスへの足掛かり商

品､自社企画による印刷物、印

刷物以外の商品、間接的に生産

された印刷物､ソフト・サービ

スCD-ROM等のマルチメデイア 

概

要 

いわゆる出版物と

言われる印刷物 

宣伝的要素の強い

印刷物で、主として

カラー印刷物や凝

った印刷物 

斯業が主流としてきた印

刷物。また商業印刷物のう

ち、モノクロ印刷物も含む 

拡印刷を目指す技術・商品の開

発・新技術の開発、営業要素が

強い作品(全工程外注の作品)・

サービスなど 

 

②応募作品数 

 2年の応募 30年の応募 29年の応募 28年の応募 

[Ａ]出版印刷物部門  25 25 25 

[Ｂ]宣伝印刷物部門  13 13 24 

[Ｃ]業務用印刷物部門  22 22 25 

[Ｄ]開発・開拓部門  16 16 25 

合計 104 98 76 99 

※2年は中止となったので、部門分けはしていないので、合計作品数のみの記載 

 

  



 

③ジャグラ作品展（第一次・第二次審査委員、最終審査委員）審査委員名簿 

【第一次・第二次審査員】 

 氏名  役職  役職  会社名 都道府県  区分  

岡澤 誠 委員長 理事 (有)中溝グラフィック 神奈川県 業界委員 

中村 耀 委員 会長 NS印刷製本(株) 東京都 業界委員 

大橋邦弘 委員 理事 (有)大橋印刷商会 宮城県 業界委員 

尾形文貴 委員 理事  (株)みつわ 千葉県 業界委員 

高橋亮太 委員 栃木県 (有)高橋平版社 栃木県 業界委員 

谷口美保 委員 東京都 (株)アイト 東京都 業界委員 

上澤宏史 委員 神奈川県 (株)クリエイト横浜 神奈川県 業界委員 

川井信良 委員 自費出版 (株)文伸 東京都 業界委員 

岩根順子 委員 自費出版 サンライズ出版(株) 滋賀県 業界委員 

沖 敬三 委員 専務理事 JaGra 東京都 業界委員 

 

【最終審査員】 

 機関   役職 ご芳名      

経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課 課長補佐 冨田  智 殿 

厚生労働省能力評価担当参事官室  （ご欠席） 

全国中小企業団体中央会 副参事 久米 舞美 殿 

一般社団法人日本印刷産業連合会 専務理事 小野 隆弘 殿 

公益社団法人日本印刷技術協会 研究調査部係長 石島 暁子 殿 

日本印刷機材協議会 会長 幅  和弘 殿 

学校法人日本プリンティングアカデミー 事務局長 石原 智子 殿 

株式会社印刷出版研究所 取締役編集部長 金澤 克明 殿 

株式会社日本印刷新聞社 取締役 新井 秀夫 殿 

印刷タイムス株式会社  （ご欠席） 

株式会社ビバン 編集長 時田  清 殿 

ニュープリンティング株式会社 代表取締役 楠本 英夫 殿 

印刷時報株式会社 取締役東京支社長 松村 雄司 殿 

 

④審査基準 

A.企画     ：企画の視点・狙い 

B.編集       ：全体の構成・取材・執筆など 

C.造本設計   ：書籍全体のデザイン・製本・用紙選択など 

D文字組版   ：難易度が高い・禁則ルールなど 

E.印刷の仕上がり：オフセット印刷・デジタル印刷・その他 

F.開発・開拓  ：開発・開拓の視点・狙いなど 

Gその他 

 

 

２．年賀状デザインコンテスト委員会 

回次 日程 場所 

第1回 7月2日(金) ニッケイビル会議室 

第2回 2月8日(火) Zoom会議 

(１)第9回寅年年賀状デザインコンテスト 

 第9回年賀状デザインコンテストを実施した。令和3年4月1日より募集を開始し、会員企業 49社より306

点、学生 17校より289点で合計 595点の応募があった。 



 

 募集部門は「カラー部門」、「モノクロ部門」、「学生部門」、「喪中部門」の 4部門で実施した。これらの作品の

中から、カラー部門会長賞を(株)ニシキプリント（広島県支部）、モノクロ部門会長賞を(株)エンジュ（新潟県

支部）、学生部門会長賞を日本アニメ・マンガ専門学校の平井湖子氏が受賞した。会長賞の受賞者は 11月12日

に開催する全国協議会で表彰式を執り行った。 

 また、協賛企業賞、優秀賞、作品賞など合計 100点(賞金総額 70万円)を受賞作としてホームページおよび機

関誌8月号で発表した。 

 受賞作で見本帳（A3判両面×2頁）を作成し、機関誌9月号に同封し、8月20日より会員企業がダウンロー

ドして、無償で商用利用できるようにした。ダウンロードする年賀状データは PDFと IllustratorCC、CS6、

PDF、JPEG形式の４種類を用意した。さらに見本帳データは IllustratorCC、CS6、PDF、面付PDFの4種類用意

した。また、「年賀状承ります」のポスター2パターン（PDF、JPEG、Illustrator）、「喪中はがき印刷承りま

す」のポスターやカラー、モノクロ（Illustrator 、PDF、JPEG）文例サンプ（Illustrator、PDF）のデータも

ダウンロードできるようにした。 

 賛助会員を中心に、協賛申し込みを募った。協賛企業は、富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ

(株)、コニカミノルタジャパン(株)、(株)ショーワ、ダイヤミック(株)、富士フイルムビジネスイノベーション

ジャパン(株)、(株)ムサシ、(株)モリサワ、リコージャパン(株)、リョービMHIグラフィックテクノロジー(株)

の合計 9社であった。 

 

【上位受賞者リスト】 

受賞 支部 企業名・学校名および氏名（敬称略） 

カラー部門 会長賞 広島 (株)ニシキプリント 

モノクロ部門 会長賞 新潟 (株)エンジュ 

学生部門 会長賞 新潟 日本アニメ・マンガ専門学校 平井湖子 

FFGS賞 岩手 (株)一関プリント社 

ショーワ賞 東京 (株)金精社 

コニカミノルタ賞 長野 (株)第一印刷 

モリサワ賞 北海道 (株)あいわプリント 

リョービMHI賞 岩手 (株)一関プリント社 

FFビジネスイノベーション賞 長野 (株)第一印刷 

リコージャパン賞 岩手 (株)五六堂印刷 

ムサシ賞 東京 (株)双文社 

ダイヤミック賞 広島 (株)ニシキプリント 

 

(２)第10回卯年年賀状デザインコンテストの募集 

 2022年4月1日より募集を開始する。募集部門は「カラー部門」、「モノクロ部門」、「学生部門」、「喪中部

門」で実施する。募集対象はジャグラ会員およびデザイン専門学校の学生のほか、ジャグラ会員と取引があるデ

ザイナーで、募集締め切り6月19日(日)、結果発表7月22日(金)、ダウンロード開始 8月22日(月)、表彰式

11月11日(金)東京ドームホテルで開催する。 

 賛助会員を中心に協賛企業から協賛金を募集する。賞金 70万円で受賞作品は100点を集める。 

 応募状況により点数が増減するため、目安とする。 

会長賞カラー部門 1点×5万円 

会長賞モノクロ部門 1点×5万円 

会長賞学生部門 1点×3万円 

協賛企業賞 10点×1万円 



 

喪中案内部門 2点×5,000円 

優秀賞 7点×1万円 

作品賞 78点×5,000円 

作品点数合計 100点賞金合計70万円 

 

 

[８]クロスメディア事業 

１．ジャグラコンテスト委員会 

(１)委員会の開催 

ジャグラコンテスト委員会は、2021年5月18日、7月26日、12月23日、2022年 2月22日に、Zoomで委員

会を開催した。 

問題作成・採点等を行うジャグラコンテスト専門委員会議は、2021年4月13日、7月13日、12月9日、

2022年2月8日、3月11日に、Zoomで会議を開催した。 

 

(２)委員会の目的 

本委員会は、ジャグラコンテストおよび JaGra認定DTPオペレーション技能テスト（JCST）の企画・運営・普

及に関わるすべての活動を担うことを目的とする。 

 

(３)活動内容 

①ジャグラコンテストの開催 

・今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ジャグラ本部にて実施する第 2次審査実技

試験の開催が難しいとの判断から、昨年度同様、開催を見送ることとした。 

・来期ジャグラコンテストの運営について話し合った結果、2022年度中にジャグラコンテスト第 6回を開

催することが決定し、2022年3月18日の理事会で提案、承認された。2022年 5月9日より募集を開始

する予定で進めている。 

②JaGra認定 DTPオペレーション技能テスト（JCST）第2期の実施 

・JCSTとは、課題をもとに制作された DTPデータをスコア評価し、印刷物制作現場で即戦力として活躍で

きるDTPオペレーション技能を有する人物を認定するとともに、自身のオペレーション技能レベルを数

値化することで今後強化すべきポイントを把握することができる試験制度である。 

・JCST第2期受験者を 2021年7月1日（木）～8月10日（火）に募集した結果、会員内外より 92名の応

募があった。 

・JCST第2期のテスト科目は、InDesignのみとした。 

・9月30日を課題提出締切日とし、92名中80名より課題が提出された。 

・10～11月にて課題を採点し、12月23日付で全応募者にスコア表を返却した。 

・出題した課題は全4問。各問題 125点満点、合計 500点満点中各問題認定基準点の合計点 350点以上取

得した33名を「JaGra 認定オペレーター」として認定し、スコア表とともに認定証を送った。 

・JCST第2期の協賛企業を募集し、賛助会員のアドビ㈱、モリサワ㈱、富士フイルムグローバルグラフィ

ックシステムズ㈱、㈱ショーワの 4社に協賛いただいた。 

 

２．DTP教室 

(１)委員会の開催 

DTP教室はジャグラコンテスト委員会（ジャグラコンテスト専門委員を除く）が兼任し、ジャグラコンテスト

委員会会議中に議題として検討された。 

 

(２)委員会の目的 

本委員会は、ジャグラDTP&Webスクールについて、企画・運営・集客に関わるすべての活動を担うことを目的

とする。 

 



 

(３)DTP関連講座 

｢DTP入門｣｢Illustratorベーシックトレーニング｣｢Illustrator実務必須テクニック｣｢Illustrator実践講座

～作図・描画編｣｢Illustrator実践講座～文字組み・レイアウト編｣｢Photoshopベーシックトレーニング｣

｢Photoshop実務必須テクニック｣｢InDesignベーシックトレーニング｣｢InDesign実務必須テクニック｣「Acrobat

ベーシックトレーニング」「DTPのためのPDF」 

 

(４)Web関連講座 

｢ゼロから学ぶウェブサイト制作基礎知識講座｣「HTML+CSS入門」｢HTML+CSS実務必須テクニック｣｢jQueryで

はじめる JavaScript入門｣「はじめての Googleアナリティクス講座」「アクセスアップにつなげる SEO基礎講

座」 

 

(５)ビデオ関連講座 

｢ゼロから学ぶ映像制作実習講座」「Premiere Proベーシックトレーニング」「Premiere Proステップアップ講

座」｢After Effectsベーシックトレーニング」「DaVinci Resolveベーシックトレーニング」 

 

(６)貸し教室および専門教育受託関連 

DTP系研修…3件、ビデオ系研修…3件、ウェブ系研修…2件、その他…1件 

 

(７)東北芸術工科大学の必修科目を受託 

東北芸術工科大学（山形市）のデザイン工学部一年次後期必修科目「デジタル表現演習」について、建築・環

境デザイン学科の計 1クラスに講師と講師アシスタントを派遣した。また、文芸学科二年次通年選択必修科目

「DTP演習初級・上級」について、講師と講師アシスタントを派遣した。 

 

(８)公益社団法人日本広報協会の研修を受託 

公益社団法人日本広報協会からの依頼で、協会会員向け集合研修を受託した。受託講座は、①DTPセミナー②

イラストレーターセミナー③フォトショップセミナー④映像制作セミナーの 4講座で、設備貸しと講師による指

導を請け負った。受講者は自治体広報担当者、医療業界広報担当者等。今年度はコロナの影響で 11月を除き開

催中止となった。 

 

(９)新型コロナウイルス対策 

スクール会場内ソーシャルディスタンス確保の観点から、10名定員の教室を5名定員で継続運営している。

また、「手指用消毒液設置」「PC等機器のアルコール消毒」「定期的な換気」「講師のマスク着用」の徹底を継続

している。 

 

(10)オンライン講座の開催 

コロナ禍で来場形式のスクールへの参加者が減少しているため、4月よりオンライン講座を開催しているが、

定期的な開催オンライン対応講座は、Photoshop、InDesign、Acrobat、Premiere Pro、After Effects、Webの

各種講座。 

 

(11)Yahoo!検索広告の運用 

コロナ禍で来場形式のスクールへの参加者が減少しているため、収益性の高い企業研修の見込み客獲得を目指

し、7月よりYahoo!検索広告のテスト運用を開始した。その後、フォームからの企業研修問い合わせが継続的に

発生しているため、広告の効果があると判断し、その後も継続運用することとした。 

 

 

  



 

[９]個人情報保護 

１．個人情報保護 

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会「個人情報保護体制組織規程」第15条に定めにしたがい、令

和3年4月1日より令和4年 3月31日までの個人情報保護活動（委員会業務、苦情）について報告する。 

 

(１)個人情報保護委員会とプライバシーマーク審査会の体制について 

 一般社団法人日本グラフィックサービス工業会と公益社団法人東京グラフィックサービス工業会（清水隆司会

長）は、合同で個人情報保護委員会とプライバシーマーク審査会を運営している。 

 

 

個人情報保護委員会 名簿 

 役職 区分 氏名 役職 その他           

委員長 業界 樋貝 浩久 ジャグラ理事 (有)東和プリント社 

委員 外部委員 清水 良二 弁護士 清水弁護士事務所 

委員 外部委員 福長 恵子 （公社）日本消費生活 

   アドバイザー・コンサル 

   タント協会 常任顧問 

委員 外部委員 東 吉彦 工学博士 東京工芸大学工学部准教授 

委員 外部委員 山口 友康 富士フイルムビジネス 

イノベーション(株) IT専門職 

委員 業界 鈴木 將人 ジャグラ理事 (株)東京技術協会 

委員 業界 沖  敬三 ジャグラ専務理事 ジャグラ 

 

個人情報保護委員会監査人名簿 

 役職 区分 氏名 役職 その他          

監査人 業界 野田 晃司 東京都支部 (株)ジェーピークリエイト 

 

審査会名簿 

 役職 区分 氏名 役職 その他           

会長 外部委員 清水 良二 弁護士 清水弁護士事務所 

委員 外部委員 福長 恵子 （公社）日本消費生活 

   アドバイザー・コンサル 

   タント協会 常任顧問 

委員 外部委員 東 吉彦 工学博士 東京工芸大学工学部准教授 

委員 外部委員 山口 友康 富士フイルムビジネス 

イノベーション(株) IT専門職 

委員 業界 樋貝 浩久 ジャグラ理事 (有)東和プリント社 

委員 業界 鈴木 將人 ジャグラ理事 (株)東京技術協会 

委員 業界 沖  敬三 ジャグラ専務理事 ジャグラ 

 

(２)プライバシーマークの普及 

受付合計 116社（前年実績 99社）（累計件数 1569社） 

 新規申請 10社（前年実績 8社） 

 更新申請 105社（前年実績 91社） 

 合併申請 1社（前年実績 1社） 

  



 

 

 
全国 ジャグラ 東グラ 

合計 新規 更新 合計 新規 更新 合計 新規 更新 

受付数 116 10 116※1 55 5 50※1 61 5 56 

現地審査数 103 6 97※1 51 5 45※1 52 1 51 

認定数 98 11 87※1 47 3 44※1 51 8 43 

打切・辞退数 0 0 0       

※1＝合併1を含む 

 

プライバシーマーク付与事業者数（開催回別） 

 新規 更新 合併 小計 打切・辞退 備考 

03年5月 1 11   12   

03年7月 0 14   14   

03年9月 1 16   17   

03年11月 0 7   7   

03年12月 2 21   23   

04年1月 1 15 1 17   

04年3月 1 6   7   

年度合計 6 90 1 97 0  

※参考 ジャグラ会員におけるプライバシーマーク付与事業者会員数は、令和 4年3月31日現在200社で

ある 

 

(３)プライバシーマーク付与事業者（会員事業所）の個人情報事故について 

事故の報告は10件あった。 

①メールの宛て先（To）に全宛て先を入れて送信した（漏えい＝48）＝欠格レベル 2 

②メールを送信する際、似たアドレスの別人に送信した（漏えい＝1）＝欠格レベル 1 

③受託情報を家族に話し、家族から洩れてしまった（漏えい＝1）＝欠格レベル2 

④メールを送信する際、似たアドレスの別人に送信した（漏えい＝1）＝欠格レベル 1 

⑤メールを送信する際、似たアドレスの別人に送信した（漏えい＝1）＝欠格レベル 1 

⑥DM発送の際、宛て先と内容物を違って封入し発送した（漏えい＝1518）＝欠格レベル 2 

⑦DM発送の際、宛て先と内容物を違って封入し発送した（漏えい＝21）ただし、発注元の原稿が違っていた

＝欠格レベル0 

⑧DM発送の際、宛て先と内容物を違って封入し発送した（漏えい＝1518）＝欠格レベル 2 

⑨メールを送信する際、BCCではなくCCにて送信した（漏えい＝600）＝欠格レベル 3 

⑩印刷物を郵送にて納品する際、別人あての内容物を郵送した（漏えい＝2）＝欠格レベル 1 

いずれも欠格レベルを判定し、事業者、JIPDECに連絡した。 

 

(４)調査依頼 

今年度、調査依頼はなかった。 

 

(５)苦情について 

苦情件数 0件 

 

(６)PMS構築相談室の開設 

平成21年12月より、PMS構築相談室を開設している。 

今期の相談件数＝0件 



 

(７)個人情報保護の推進 

①「印刷業界の個人情報保護ガイドブック 第7版」の作成 

「印刷業界の個人情報保護ガイドブック 第7版」を作成し、令和 4年3月に完成した。配布は令和 4年４

月に全会員に配布した。 

 

②個人情報保護研修会の開催 

単位 月日 場所 

東京 3月10日(木) ニッケイビル＋収録・ジャグラ BBでの配信 

【内容】 

・改正個人情報保護法の概要 

・2022年プライバシーマーク付与審査について 

・JIPDECによる新たに策定した「構築・運用指針」の解説 

 講師：JIPDECプライバシーマーク推進センター 戸田洋平氏 

 

③機関誌 

機関誌にて、情報提供を図った。 

・令和3年6月号：「『デジタル改革関連法』可決、個人情報保護法等を統合」 

・令和3年7月号：「テレワーク下での『営業秘密』保持を見直す」 

・令和3年12月号：「個人情報の取扱いにおける事故の傾向と対策～JIPDEC2020年度調査報告書より～事

故事業者減も件数は増」 

・令和4年3月号：「『印刷業界の個人情報保護ガイドブック』第 7版、3月末完成」全会員に配布 

 

④WEB 

WEBにて、情報提供を図った。 

・セールスフォース社のクラウド製品での権限設定に関する注意喚起（2021年 6月4日） 

・プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針の公表について

（2021年8月6日） 

・2022年4月からの「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指

針」審査項目が変更に（2021年9月6日） 

・JIPDEC主催 新規申請を目指す事業者のためのプライバシーマークセミナー2021「PMS構築ポイント

編」のご案内（2021年10月8日） 

・プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針を公表（2022年1月

25日） 

・【会員の皆様】個人情報保護セミナー～改正個人情報保護法の概要と Pマーク審査新基準説明のご案内

（2022年1月19日） 

・『2022年版 印刷業界の個人情報保護ガイドブック』第 7版刊行のご案内（2022年3月31日） 

 

 

  



 

[10]ジャグラDXワーキンググループ 

(１)目的 

中小印刷業（ジャグラ会員）の DXを推進し、売上拡大、生産性向上を支援する。デジタル社会に適応した企業

文化、業務プロセスを再構築するために必要な人財、技術、継続性の不安を払拭するための具体的なツールや事

例提供を目指した。 

 

(２)開催日時 

第0回 5月7日15：45～ Zoom 

第1回 6月14日10：00～ Zoom 

第2回 7月16日11：00～ 広島・Zoom 

第3回 8月16日15：10～ Zoom 

第4回 9月14日15：00～ 東京・Zoom 

第5回 10月29日16：30～ 札幌・Zoom 

第6回 11月17日10：00～ Zoom 

第7回 12月16日10：00～ Zoom 

第8回 1月14日10：00～ Zoom 

第9回 2月16日10：00～ Zoom 

第10回 3月8日15：00～ Zoom 

 

(３)活動報告 

①意志統一 

WGメンバー内で政府の推進する DX（デジタルトランスフォーメーション）、ジャグラ（会員企業）が目指すべ

きDXについて意見交換と見解の意識共有を図った。 

 

②推進方法の検討 

ジャグラが目指す DX（以下、ジャグラ DX）の推進方法について検討。DX をツールとして、会員企業の売上拡

大、生産性向上を実現するため、「業態進化」「地域活性化」「生産性向上」の 3つの柱を軸に、具体的なツール、

事例等を提供してく方向で決定した。ツールに関しては原則、会員限定で無償提供し、メーカー、ベンダー等に

は費用面の負担ではなく、知恵やノウハウを提供してもらいながら、印刷業の顧客からともに収益を得るよう協

力を要請していく。ツール開発等の具体的な活動は次年度以降実施し、今年度は「ジャグラ DX」の考え方につい

て、機関誌、全国協議会を通じて発信していくこととした。 

 

③機関誌寄稿 

2021年7月号 ワーキンググループ発足の背景と役割は？DXはまず顧客を知ることから 

2021年8月号 競争優位性を確立する DX～ジャグラ版 DXの本格議論の前に～ 

2021年9月号 絆をカタチにするジャグラDX 知恵を結集して『業態進化』 

2021年10月号 地域活性化と DXの融合（前編） 

2021年11月号 地域活性化と DXの融合（後編） 

2022年1月号 デジタル印刷機を活用したDXによる生産性向上について（前編） 

2022年2月号 デジタル印刷機を活用したDXによる生産性向上について（後編） 

 

④全国協議会 

11月12日開催の全国協議会で中間発表を実施した。 

ジャグラDXWG発足経緯から総論、業態進化、地域活性化、生産性向上の 3つのテーマで事例を発表。 

【タイムスケジュール】 

13：05～13：10 経緯説明  

13：10～13：20 WG 総論  

13：20～13：40 生産性向上 正文舎 デジタルスマートファクトリー 

13：40～14：00 地域活性化 クイックス 健診 Assist 



 

14：00～14：20 業態進化 クイックス DM活用のマーケティングオートメーション施策 

14：20～14：30 まとめ  

14：30～14：35 質疑応答 

 

⑤記者会見 

 DXWG の検討事項から、次年度本格スタートするジャグラコンパクト DX 事業について、4 月に記者会見を開く

ことを決めた。会見では、次年度の新事業について発表するほか、パートナー企業にも同席してもらい、業界全

体の取り組みであることをアピールする。 

 

⑥愛知大会発表について 

 ジャグラコンパクトDX事業について、会員に対し、2022年6月4日に名古屋観光ホテルで開催のジャグラ文

化典愛知大会の記念式典後、発表会を開くこととなった。 

 

⑦名称について 

・WG内の正式名称は「ジャグラＤＸ」とする。(×ジャグラ版ＤＸ) 

・「業態変革」を「業態進化」に改める。 

・次年度からの事業名称を「ジャグラコンパクト DX～みんなでレボリューション～」とする。 

 

⑧事業推進体制の検討 

WGは6月の愛知大会で解散となることから、次年度以降の推進体制について検討した。 

次年度からは本事業となることから、「生産性向上委員会」「MIS研究委員会」「地域活性化委員会」「業態進化委

員会」の 4委員会体制とする。DXWGメンバーはそれぞれ 4委員会に分かれて所属し、公募・派遣等による新た

なメンバーと事業を推進していく。 

 

 

  



 

[11] 公益法人改革 

(１)公益法人改革 

①公益目的支出計画実施報告書の記載修正 

 ジャグラは、平成26年4月 1日より一般社団法人日本グラフィックサービス工業会として活動している。 

 これに伴い、毎年度終了後、内閣府に所要の報告をしているが、平成 31年令和元度公益目的支出計画実施報

告書を提出した。記載修正依頼があり対応した。 

 

②公益目的財産額と公益目的支出計画 

 公益目的財産とは、これまで公益法人として税制等の利益を享受し蓄積してきた財産は公益目的に利用するこ

とを要請されているもので、一般社団法人に移行した前日の財産がこれに相当する。 

 ジャグラは、公益目的財産を利用する公益事業としては「個人情報保護の推進とプライバシーマークの資格審

査業務」「印刷技術向上等のためのジャグラ BBによる情報配信事業」「DTPスクールの運営事業」の 3事業を計

画して申請している。 

 これまでの公益目的財産額の推移は次のとおりである。（単位：円） 

年度 
移行申請時の計画 

（収入－支出） 

毎年の計画 

（収支予算） 

毎年の実績 

（決算書） 
公益目的財産残額 

平成26年3月31日    257,431,570 

平成26年度 18,306,160 30,064,208 19,322,560 238,109,010 

平成27年度 18,306,160 28,254,684 16,724,557 221,384,453 

平成28年度 18,306,160 28,096,297 23,223,362 198,161,091 

平成29年度 18,306,160 33,434,152 24,977,900 173,183,191 

平成30年度 18,306,160 31,703,761 23,126,553 150,056,638 

平成31令和元年度 18,306,160 32,653,319 28,104,052 121,952,586 

令和2年度 18,306,160 31,837,874 22,322,815 99,629,771 

令和3年度 18,306,160 37,229,496 27,619,722 72,010,049 

 

 なお、今後の注意点として、公益目的支出計画の 15年間（令和 11年3月末まで）より早く公益目的支出計

画が終了する場合は「届け出」だけですむが、15年より遅くなる場合は、改めて事前に変更計画を申請して

「承認」を得る必要があることに留意したい。 

（この項目は毎年、掲示して、誤解のないようにしていきたい） 

 

  




