
貴社に最適な取り組みを診断してみませんか？
【生産性向上/働き方改革編】取り組みチェックシート
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あてはまる課題をチェックして、貴社にとって最適な取り組みを確認してみましょう

カテゴリ 課題 チェック

A 業務が「その人頼み」になっており、ノウハウ共有を進めたい □

B 受注量に応じた最適な設備活用を推進したい □

A 従業員にスキルアップの機会をもっと提供して、高いレベルで標準化したい □

C 付加価値の高い業務にリソースを集中させたい □

C 長時間労働を改善し、働きやすい職場にしたい □

B 小ロット多品種化が進む中でも利益が出やすくしたい □

C 業務の進め方や手順が古いまま放置されており、現状に合ったものにしたい □

B 生産情報や原価情報を精緻にして、損益を正確に算出したい □

A 慢性的な人手不足を解消したい □

A、B、C、それぞれ何個あてはまりましたか？

→次のページで、 A、B、C、のカテゴリ別に取り組みの方向性と事例についてご紹介します。ぜひご確認ください
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取り組みテーマ キーワード 取り組み方向性 事例 関連ソリューション

多様な人材の活
用と技術の継承

設備の有効活用、
稼働率向上によ
る収益性改善

作業の効率化、
作業負荷の分散
と軽減

IT活用による作業標準化、
属人作業の削減

労働時間削減、だれでも働き
やすい環境の整備による従業
員の定着と人材獲得

誰もがフルに能力を発揮でき
る環境の構築

専任オペレータのノウハウを取り込み、作業ワークフ
ロー標準化。スキルレスでの操作、かつ煩雑で繰り返
しの多い業務の解消により、生産性と品質を向上

オンライン作業を活用して無駄な移動時間や待ち時間
を削減。また、在宅勤務により従業員満足度も向上

全社でクリエイティブな環境を構築。1つから簡単に
試作品を作れるようにし、営業やデザイナーを提案型
に変革

作業実績データの活用による
ジョブごとの損益把握

収益性を考慮したオフセット
印刷・デジタル印刷の振り分
け判断

顧客の個別ニーズや、受注量
に対して高い柔軟性を持つ生
産環境の実現

印刷準備・後処理工数も含めた作業実績データの分析
により、印刷工程を可視化し、ジョブごとに工数と原
価を把握

過去の生産実績をもとにオフセット・デジタルの損益
分岐点をシミュレーション。ジョブの特性や受注量に
応じて振り分け基準を明確化

スマートファクトリーを推進することで作業を効率化。
ヒトと設備の可動率を向上し、更に利益を生む工場を
実現

業務プロセスの見直し、IT活
用による付帯業務の工数削減

生産工程管理、状況把握の省
力化

情報共有、テレワーク推進に
よる生産性向上

各種社内帳票の作成・承認プロセスを電子化するこ
とで、各プロセスの所要時間を削減し、生産までの
リードタイムを短縮して生産性を向上

機械の状況と印刷工程の進捗状況を一元で管理・把
握し、業務の品質向上と継続的な業務改善を推進

社内の情報伝達をスピーディーに行うことで、コン
テンツを共有。効率的な情報管理により、無駄・非
効率な作業を削減

Ａ
が
多
か
っ
た
方

Ｂ
が
多
か
っ
た
方

Ｃ
が
多
か
っ
た
方

新生社ホールディングス株式会社様

クライアントの業務負荷を軽減し、働き方改
革に貢献。コロナ禍でオンライン校正が営業
ツールとして大きな武器に

富士特殊紙業株式会社様

小ロット・多品種対応でテストマーケティングや
在庫削減に貢献。現場の省力化も実現し、
誰もが活躍できる職場環境に

サクラグループ様

オフセット／デジタル共存運用で枚葉機に余
力を生み、内製化を推進 現場の意識改革、
部門間の協力体制強化などで 生産基盤を
より盤石なものに

あさひ高速印刷株式会社様

オフセットとPODの運用最適化により生産工
程全体の効率アップを実現。柔軟な設備選
択で時間・人手・コストの削減が図れ、社内
加工高が向上

大阪シーリング印刷株式会社様

効率的かつ高精度な「リモート立ち会い」を実
現。クライアント・営業・現場それぞれに大幅
な時短・負荷軽減などのメリット

コラム

データの共有から管理、保全まで。印刷会社
が抱えるデータのさまざまなお悩みごとにお応
えします！

「Remote活用」で、管理
体制が変わる。「働き方改
革」で、「労働生産性」が高
まる

生産環境の最適化に向
けたデータ分析・シ
ミュレーション

富士フイルムビジネスイノ
ベーションがご提供する
『働き方改革』ソリューション

https://fg-platz.fujifilm.com/case-study/-xmfremote-20211112/?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://fg-platz.fujifilm.com/case-study/6013-20210702140000/?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://fg-platz.fujifilm.com/case-study/pod-20220622/?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://fg-platz.fujifilm.com/case-study/6270-20210901090000/?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://fg-platz.fujifilm.com/case-study/enkaku-20220216/?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://fg-platz.fujifilm.com/column/20220511/?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://biz3.fujifilm.jp/XMF_01.html?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://www.fujifilm.com/fb/solution/ondemand/navigation-ga/workstyle-transformation/sol-all?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
https://www.fujifilm.com/fb/solution/ondemand/navigation-ga/analysis?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei
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各種補助金
/税制優遇

補助上限額 補助率 対象企業 申請時期 その他要件 補助対象事業

事業再構築
補助金

2,000万円～
8,000万円

（従業員数によ
る）

2/3
※6,000万円超は1/2

中小企業
第7回：9月30日（金）
第8回：1月頃（予想）

・事業終了後３～５年の付
加価値額平均3.0％/年
・コロナ以前と比較して特
定の割合で売上高が減少し
ていること

思い切った事業の再構築
①新分野展開
②業態転換
③事業・業種転換等取組
④事業再編

1/2 
※4,000万円超は1/3

中堅企業

ものづくり
補助金

750万円
～

1,250万円
（従業員数によ

る）

1/2
中小企業

特定事業者
第10回：8月18（木）
第11回：11月頃(予想)

・賃金1.5%/年アップ
・最低賃金＋30円

事業モデルの革新性
新製品・サービス開発や生産プ
ロセス改善等のための設備投資2/3 小規模事業者

小規模事業者
持続化補助金

200万円 2/3 小規模事業者 第9回：9月20日（火）
商工会/商工会議所とともに計
画を策定すること

販促用途
①販路開拓、
②販路開拓と併せて実施す
る業務効率化の取組

IT導入
補助金

150万円 1/2 中小企業 第4回：8月8日（月）
登録済みのSWのみが補助対
象

ITツールの活用による生産性向上

躍進的事業推
進の為の設備

投資支援
（東京都）

1億円
*小規模事業者で競争力

強化の区分は、3000
万円

2/3
（* 中小企業者で、競
争力強化の事業区分は

1/2）

中小企業
第4回：10月中旬頃(予想)
※書類通過後に面接あり
※提出は事前予約制

東京都内に登記簿上の本店ま
たは支店があり、都内で2年以
上事業を継続していること
※ 都外に設置の場合は、本店が都内
にあること

イノベーション
次の事業計画の為に設備を導入す
る
①競争力強化
②DX推進
③イノベーション
④後継者チャレンジ

明日に
チャレンジ
（東京都）

2,000万円 2/3 中小企業 2023年4月（予想）

東京都内に登記簿上の本店が
あり、都内で2年以上事業を営
んでいること
※ 機器の設置場所が、東京都内及び
神奈川/埼玉/千葉/群馬/栃木/茨城/山
梨であること

B to B受注型対象
自社の技術・サービスの高度化/高
付加価値化の為の技術開発等

印刷会社が活用できる主な補助金情報まとめ
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富士フイルムビジネスイノベーションが提供する経営支援ソリューション

お客様の事業成長をともに考え、パートナーとして貢献するメニュー

激変する環境下で成長を目指すお客様に対して、単なる情報提供とどまらず、お客様と共に経営課題の深堀り、事業計画の策定
から実行までをワンストップで支援します。

経営支援ソリューションの4つの柱

補助金
申請支援

・ものづくり補助金
・事業再構築補助金
・IT導入補助金
・自治体独自の補助金など

税制優遇
申請支援

・固定資産税の減免（先端設備等導入計画）
・法人税の減免（経営力向上計画）

SDGs ・グリーン電力

事業承継 ・事業承継補助金
・会社の見える化
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より詳細な情報についてのご説明・各種計画書の作成は、
弊社担当営業または下記リンクからお問い合わせください。

グラフィックコミュニケーション事業本部

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富⼠フイルム株式会社の登録商標または商標です。
本ドキュメント上に記載・表⽰された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。本書の内容は2022年7月現在のものです。

【個人情報の取扱いについて】ダウンロード時に入力いただいたお客様の個人情報は、弊社およびあらかじめ弊社との間で機密保持契約を締結している関連会社、代理店、業務委託先などにおいて、
（１）電子メール、ダイレクトメール、電話、対面営業による商品･サービスのご紹介、（２）電子メールニュースの送信、（３）弊社が主催するイベントやセミナーのお知らせ、（４）今後のイベントやセミナーを企画
する際の調査・分析のために利用させていただくことがございます。なお、ご提供いただいた個人情報は、法令および弊社内部規則に基づき厳重に管理いたします。

お問い合わせ、ご相談はこちらから

https://biz3-jp.fujifilm.com/fb_form_keiei_contact.html?utm_source=FBHP&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=keiei



