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　新見市の草間カルスト台地に存在する鍾乳洞で、岡
山県指定天然記念物。名前の由来は昭和４年にこの地
を訪れた歌人与謝野晶子が「奇に満ちた洞」と詠んだ
ことから言われるようになった。洞穴は平面に発達し
た迷路のようになっており、総延長は 450m、最大幅
25m で、洞内は数々のつらら石・カーテン・洞穴サン
ゴなどの鍾乳石がライトアップされ幻想的な雰囲気が
楽しめる。

満奇洞
まきどう
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　岡山県印刷工業組合、島根県印刷工業組合、鳥取県
印刷工業組合は、東日本大震災以降日本各地で起きる
自然災害を踏まえ、昨年から災害が起きたときの対応
を協議してきました。今年３月の各組合の理事会で協
定の条文について検討し、５月の通常総会で決定しま
した。協定内容については、基本的な条項のみの内容
ですが具体的な取り組みについては、今後３組合で検
討することとしました。
　調印式には、組合員を始め印刷機材関係者の方々 70
名が出席、最初に岡山県工組の大塚泰文理事長が「自
然災害が多い中、島根県工組、鳥取県工組と災害支援
協定を締結することになり、お互いの連携をさらに強
めて組合員同士の交流も深めていきたい。」と挨拶があ
り、調印式に入りました。各理事長が調印に使用した
ボールペンは、岩手県の被災地から取り寄せた「一本
松の絵柄」のボールペンを使用しサインをしました。

　調印式には、ご来賓として以下の方々にご出席いた
だきました。
　岡山県議会副議長　佐藤真治氏　
　岡山県産業労働部次長　内田二三雄氏
　岡山市議会議員　吉本賢二氏　
　岡山市経済局統括審議官　堤 修治氏
　岡山県中小企業団体中央会専務理事　黒住敏行氏
　岡山県産業振興財団経営支援部マネージャー　
 福原俊樹氏
　ご来賓のご挨拶は、佐藤真治様、吉本賢二様、内田
二三雄様、堤 修治様から頂きました。調印式の後、㈱
小森コーポレーション サービス企画部 川名茂樹様から

「東日本大震災」直後の東北地区の印刷会社の被災の状
況、そして支援態勢をどう取ったか、具体的な講演を
いただきました。

「災害時における支援協力に関する基本協定」締結
岡山県印刷工業組合・島根県印刷工業組合・鳥取県印刷工業組合

■ 期日　平成 27 年７月２日（木）　　■ 会場　アークホテル岡山

松田恒勇理事長・大塚泰文理事長・谷口博則理事長

義援金募金にご協力ありがとうございました。
募金額 33,465 円　東北地区印刷協議会へ送金させていただきます。

大塚理事長

会場風景
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調印式ご来賓の方々

県議会副議長
佐藤真治 氏

市議会議員
吉本賢二 氏

岡山県産業労働部次長
内田二三雄 氏

岡山市経済局統括審議官
堤 修治 氏

３工組理事長とご来賓の方々

懇親会風景

岡山県印刷関連産業協議会三団体も「災害支援協定」締結
　岡山県印刷工業組合・岡山県製本工業組合・ジャグラ岡山県支部は、６月 15 日の役員会で、「災害支援協定」を締結し、
県内での災害時支援協力を行うことに決定しました。

左から土師支部長、大塚理事長、大谷理事長
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　平成 27 年度上期「中国地区印刷協議会」が、山口県工組の担当で周
南市で開催された。 会議には、中国地区５県の組合から各理事長以下
45 名が参加。全印工連からは、島村会長、池尻事務局長が出席。
　最初に、山口県工組の藤田良郎理事長から開会の挨拶があり、次に中
国地区印刷協議会の喜瀬 清会長から「業態変革を進めて今年で 10 年
になるが、印刷業界を取り巻く環境変化の方がスピードが速く、我々印
刷業界の業態変革は中々進んでいかない。今日の会議では、各委員会の
報告とか意見交換があると思うが、一つでも良いから各県工組や皆さん
方の会社へ持ち帰り、具体的に取り組んで欲しい。」と挨拶と要望があっ
た。
　島村会長、池尻事務局長からは、全印工連が取り組んでいる事業計画
について説明があった。その後、分科会に各委員が別れて参加した。

〈分科会〉議題と参加者
１．経営革新・マーケティング委員会　　西山副理事長
　・経営イノベーション支援の研究・情報発信について
　・勝ち残り合宿ゼミの開催について
　・マーケット創造の研究について
２．環境・労務委員会　　味野副理事長
　・ GP 認定制度について  ・環境マネジメントシステムの研究と推進
　・セミナーの企画・開発支援について　他
３ ．組織・共済委員会　　廣野副理事長、橋本副理事長、三村副理事長
　・各種共済制度の加入状況について
　・平成 27 年度政策要望について
　・全印工連創立 60 周年記念行事について　他
４．教育・研修委員会　　西尾副理事長
　・経営情報の「見える化」による収益改善の啓発について
　・制度教育事業の継続、改訂の検討について
　・MUD 活動の推進　等
　以上の分科会での報告検討があり、全体会議で報告され会議は終了し
た。

喜瀬 清会長

島村博之会長

　平成 27 年度上期　「中国地区印刷協議会」開催
■ 平成 27 年６月 12 日（金）  ■ ホテルサンルート徳山

会議風景
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中小企業労働環境向上事業

労働環境向上事業報告｜６月

「モデル企業訪問見学会」の開催

期　　日：平成 27 年６月 12 日（金）
訪問企業：赤坂印刷株式会社　周南市馬神 854 －１　代表取締役社長　赤坂徳靖
訪　問　者：大塚理事長、西尾副理事長、橋本副理事長、廣野副理事長、
　　　　　三村副理事長、味野副理事長、西山副理事長、栗平事務局長

1

「印刷業における労働安全衛生」研修会

期　　日：平成 27 年６月 19 日（金）
場　　所：アークホテル岡山
講　　師：中央労働災害防止協会　中国四国安全衛生サービスセンター　
　　　　　衛生管理士　高橋 淳、光吉宏司 
参　加　者：22 社　34 名

2

雇用管理マニュアル

「労務管理編」「面接・採用編」作成、配布
　・労働基準法を始め、高年齢者等雇用安定、育児・介護休業法、
　　などの労働者保護対応について説明
　・採用時の面接から採用までの流れに従ってポイントを解説
　・冊子が必要な方は、組合事務局までご連絡下さい。

3

お知らせ
「個別労務問題相談会」～無料～

　労働環境向上事業では、労務問題について個別に訪問してご相談に応じています。
　相談には、穐田社労士が会社を訪問して当たります。ご希望の方は、組合事務局までご連絡下さい。
　　　TEL（086）223 － 6351
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

Q マイナンバー制度について、分かりやすい資料があれば教えてください。

　内閣府では、マイナンバーの広報・啓発を促すため動画を作成しています。この動画は、ダウンロードが可能で、マ
イナちゃんが制度についてわかりやすく教えてくれます。動画には比較的短い時間で、たくさんの情報が入っています。
ご参考になさってください。

・動画で見るマイナンバー（一般の方または従業員向け）
　http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/kojin.html
 （14 分 33 秒の映像です）

・動画で見るマイナンバー（事業者・人事給与担当者の方向け）
　http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/jigyosya.html
 （20 分 54 秒の映像です）

　また、以下のホームページでもいろいろな情報を得られます。ご参考になさってください。

A マイナンバー広報用動画がお勧めです。

特別セミナーのお知らせ

「社会保険・税番号制度（マイナンバー）」
概要説明会の開催

■ 開催日：８月 20 日（木）　14：00 ～

■ 会　場：アークホテル岡山

　 講　師：あきた労務管理事務所　穐田恒雄氏
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4 月
９日（木） 労働環境向上検討委員会

23 日（木） 第１回理事・監事会

７日（木） 労働環境向上検討委員会

5 月 20 日（水） 協議会役員会

22 日（金） 通常総会

２日（火） 労働環境向上検討委員会

6 月 12 日（金） 上期中国地区印刷協議会

15 日（月） 協議会役員会

２日（木） 協議会「通常総会」

7 月 ７日（火） 労働環境向上検討委員会

30 日（木） 第２回理事・監事会

Report

平成 27年度「生命共済加入促進」キャンペーン
～わずかな負担で大きな保障・従業員の福祉向上に！～

＊募集期間　平成 27 年８月～平成 28 年３月

　岡山県印刷工業組合は、「生命共済」の加入促進増強キャンペーンを実施しています。共済ならではの割安
な掛金、迅速でフレキシブルな対応が魅力です。経費の節約、従業員の福祉向上に是非お役立て下さい。

「生命共済」の概要
　◇死亡・高度障害はもとより、不慮の事故による傷害や入院も 24 時間保障します。
　◇保障額は 100 万円から 1,000 万円までの 11 コースから、必要な金額をお選びいただけます。
　◇ 企業が掛金を負担する場合、掛金は全額損金または必要経費となりますので、弔慰金・見舞金等従業員

の福利厚生制度として役立ちます。
　◇ 35 歳の男性が 100 万円の保険に加入した場合　月々の掛金 359 円
　　＜保障内容＞
　　・死亡保険金 100 万円
　　・不慮の事故で死亡したとき（災害保険金）200 万円　～例えば交通事故等～
　　・入院給付金１日につき 1,500 円（不慮の事故で５日以上入院した時）
　◇加入は、従業員の何人かでも可能ですし、役員の方々も加入できます。
　◇「生命共済制度・ライフピア」のパンフレットを参考にしていただき、ご検討下さい。
　■お問い合わせ先　組合事務局共済担当の仙田迄　TEL（086）223 － 6351

◆事務局日誌（４月～７月）
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大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号大阪支店/〒543-0033
TEL.06-6771-5568　FAX.06-6772-9661

岡山県洋紙商連合会
㈱石 本 洋 紙
 岡山市北区大内田 769-5 TEL.292-8500

岡 山 紙 商 事㈱
 岡山市北区富田 53-1 TEL.225-5151

㈱高 田 紙 店
 津山市東新町 25 TEL. （0868）23-2154

㈱高 田 洋 紙 店
 岡山市南区米倉 72-3 TEL.244-1234

㈱ペーパーックス岡山
 岡山市北区大内田 715-2 TEL.292-5131

㈱丸 加
 岡山市北区岡南町 2-2-36 TEL.222-0216

㈱光 畑 紙 店
 岡山市北区北長瀬本町 13-3 TEL.255-6788

　岡山・島根・鳥取県の３組合で「災害時支援協定」
が締結されました。
　今後、具体的な支援方法や３組合員の交流会など
検討します。
　また、岡山県工組は支部組合員間の連絡網の整備
などに取り組みます。
　まずは、災害が無いことを祈るばかりです。
 （Ｋ）

 編 集 後 記


