
1

おかやまいんさつつうしん
Printing Journal OkayamaURL: http://www.opia.or.jp/　e-mail: okakumi351@yacht.ocn.ne.jp

岡山県印刷工業組合　〒 700–0826 岡山市北区磨屋町 10–20  磨屋町ビル 6F

TEL（086）223-6351　FAX（086）233-6504

2014 年 6 月発行

No.No.350350350350Printing Journal Okayama350Printing Journal OkayamaPrinting Journal Okayama350Printing Journal Okayama

　高梁市中心部の市街地北端にそびえる臥牛山の山頂、
標高約 430 メートルに築かれた山城が備中松山城です。
日本三大山城の一つとされ、現存天守を持つ山城として
は最も高い所にあります。城跡が国の史跡に指定され
ており、江戸時代に建造された二層二階の天守、二重櫓、
土塀の一部が国の重要文化財に指定されています。平
成６年度からはこれら重要文化財を中心に本丸の復元
整備が行われています。９月下旬から４月上旬の早朝
にかけては雲海が出る日が多く、雲海に天守が浮かぶ
姿が幻想的で「天空の城」として人気を集めています。
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理事長就任あいさつ

大 塚 泰 文  

　この度、岡山県印刷工業組合 10代目理事長を拝命い
たしました。親子３代にわたっての理事長就任となり、
改めてその重責を実感している次第です。経験も知識
もまだまだ未熟ではございますが、折角このような機
会を頂きましたので、ご賛同いただきました組合員の
皆様のご期待に添えるよう、精一杯頑張らせていただ
きます。
　何卒、ご支援、ご協力の程よろしくお願いいたします。
　さて、消費増税前の駆け込み需要の反動を肌で感じ
ておりますが、岡山においても多少投資機運が高まっ
てきているように聞いております。設備の買い控えも
ひと段落し、印刷機の販売台数もUV機を中心に若干
の伸びを見せているようです。
　一方では教育機材のタブレット化による紙離れへの
不安、多品種小ロット化、オンデマンド化の加速を見
越したデジタル印刷機の更なる進化など、業界を取り
巻く環境も変わりつつあり気の抜けない状況に変わり
はございません。
　このような状況においてこそ、組合としての良さも
発揮できるのではないかと思います。組合からの情報
発信もさることながら、委員会活動や支部会などを通
じての情報交換、若手育成のための青年部会への支援、
講習会や研修会の開催、各種共済制度の利用など、組
合の事業をもっと活用頂ければと思います。
　また、引き続き個別訪問事業を始め「中小企業労働環
境向上事業」を重点的に取り組むとともに、「労働安全
衛生に関する事業」や「官公需入札制度改善」に向け

ても岡山県や岡山市への働きかけをするなど、社会的
地位の向上や広く世間に対して印刷業そのものをもっ
と知って頂くための活動も続けてまいります。
　また、MUD、CSR（企業の社会的責任）、BCP（事
業継続計画）等も行ってまいります。
　今まで以上に組合員の皆様方に「興味を持って」「参
加して」「活用して」頂ける組合活動に取り組んでまい
りますので、ご指導、ご鞭撻頂けますことをお願いし
まして、就任のご挨拶とさせていただきます。
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　平成 26年度の通常総会が、５月 30日（金）午後５
時からアークホテル岡山で開催された。総会の出席者
数は、組合員数 74名の内、本人出席者 29名、委任状
出席者 24名、計 53名の出席で総会が始まった。
　冒頭、安井理事長より新年度の方針が述べられ、総
会が始まった。議長には、事務局提案で橋本清行氏が
選任され、各議案説明は栗平専務理事が提案説明を行っ
た。

提案された議案

１号議案　�平成 25年度事業報告及び収支決算報告の件
２号議案　�平成 26年度賦課金の額及び徴収の時期方法

の決定の件
３号議案　�平成 26年度事業計画案及び収支予算案の件
４号議案　�平成 26年度借入金の最高限度額及び借入金

融機関決定の件
５号議案　�理事・監事全員任期満了につき改選の件
　尚、平成 25年度決算については、友野昌平会計監事
より監査報告が行われ、いずれも正確かつ適正に処理
されていたとの報告がなされた。
　各議案とも質問・意見もなく全議案全会一致で承認
された。
　総会終了後、「20年以上勤続優良従業員表彰」が行
われ、安井理事長から表彰状と記念品が一人一人に手
渡された。
　今年度の受賞対象者は、15社 48名が表彰された。
　表彰式の後、受賞者も含めて懇親会が行われ、午後
８時に全て終了した。

　平成 26 年度　「通常総会」開催
■平成 26 年５月 30 日（金）  ■ アークホテル岡山

安井理事長あいさつ

大塚新理事長あいさつ 総会参加者
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労働環境向上事業報告｜３月～５月

労働環境向上検討委員会開催

開催日：３月６日（木）、４月 10日（木）、
　　　　５月８日（木）
場　所：レストラン西川１階会議室
出席者：安井理事長、副理事長６名、栗平専務理事、
　　　　穐田恒雄社労士
内　容：各月の事業計画検討及び反省

1

リーダー研修会

開催日：４月 22日（火）
場　所：アークホテル岡山
内　容：「会社組織を強くする人財育成法」
講　師：㈱オーディエル　堀江龍一�氏
参加者：10 社 30名
＊�新入社員を迎えるに当たって、その指導方法など
について

5

MUD検定３級試験開催

開催日：５月 17日（土）午前９時～午後５時
場　所：県立図書館研修室
講　師：MUD協会３講師
内　容：MUD色覚・文字組版について
参加者：17 社３大学 64名

6

JP2014 見学会

開催日：５月 17日（土）
場　所：インテックス大阪
内　容：印刷機材展・各種セミナー
参加者：８社 26名
〈見学会報告〉
　今回の展示会について思うことは、最新の印
刷機製本機、ARをはじめデジタルに関するハー
ド、ソフトあるいは共闘できる提案営業支援ツー
ル等が昨年より精査され、格段にわかりやすく
洗練された物になっていると感じた。
　展示会の規模は問題ではなく、出展内容は参
加各社の現状や実情・目標に応じ持ち帰るに相
等しいヒントが十分にあった展示会だった。
� （企画委員会　三村邦彦）

7

労務管理セミナーの開催

開催日：３月 19日（水）
場　所：アークホテル岡山
内　容：労務管理上の問題点と改善策
講　師：穐田恒雄社会保険労務士
参加者：７社 13名

2

従業員意識調査表の回収と分析依頼

２月末に全組合員企業の従業員を対象に「意識調査」
を実施。無記名で組合員企業を通じて事務局へ提出。
３月末を締切にして回収。
分析をあきた労務管理事務所へ委託した。

4

労働安全衛生・
5S運動ポスターの作製配布

期　日：３月 26日（水）に全組合員に配布
内　容：�職場の安全管理及び 5S 運動についての啓

蒙ポスター

3
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平成25年度「中小規模事業場安全衛生サポート事業」を終えて
� 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
� 専門役　安全管理士　真 鍋 博 司

　中災妨中国四国安全衛生サービスセンターの安全管
理士の真鍋です。
　昨年度は、国が支援する「中小規模事業場安全衛生
サポート事業」では、お世話になりありがとうござい
ました。
　集団支援では、平成 26年２月 15日にアークホテル
岡山にて、10事業場より経営者・管理者・監督者の皆
さん 27人に出席していただきました。資料やリスクア
セスメントに関するテキストをもとに「印刷業におけ
る安全衛生上の問題点とその対策」について研修をさ
せていただきました。
　個別支援では、依頼のあった 10事業場で現場確認と
講習会を組合せ、労働災害防止のための情報提供を行
いました。現場確認後は、その際に撮影した数枚の写
真に問題点とその解決方法などのコメントを付した報
告書を提出させていただきました。その結果、即時に
対策を取られた事例がありました。一方、対策実施に
期間や経費のかかる事例については、集団支援で学ん
だリスクアセスメントで優先順位を付けた対策の実施、
残留リスクの明確化などを安全衛生委員会などにおい
て検討する方法を提案しました。尚、今回の現場確認
では、胆管がんに端を発した有機溶剤の代替えは大半
で完了していました。また、火災発生時の初期消火が
確実にできるよう、消火器の設置や表示は出来ていま
した。
　多くに共通する主な問題点は、
　①�有機溶剤関係：呼吸用保護具の管理、作業主任者

の職務の履行、換気、作業環境測定などの実施が
不十分

　②�フォークリフト：フォークリフトの作業計画がな
く、安全通路の確保が不十分

　③�断裁機や印刷機等：可動部の露出による挟まれ巻
き込まれ

　④腰痛：紙類の運搬作業による腰部への負担
　⑤熱中症：工場内の温湿度管理
　⑥�その他：分電盤、コンセントの火花など防火に対

する設備対策と教育
などでした。
　講習会では、全員に小冊子を配布し、「不安全な状態
と不安全な行動」で発生する労働災害を予測し、予測
した労働災害が発生する前に対策を行うことが重要で
あることを学んでいただきました。これからも、安全
第一をモットーに労働安全衛生に取り組んでいただき
たいと思います。

■ お 知 ら せ ■

平成26年度
「中小規模事業場安全衛生サポート事業」のご案内

　今年度も、知識・経験豊富な安全衛生の専門官
があなたの職場にお伺いし労働現場や作業の問題
点を明らかにして改善のアドバイスを行います。
　費用の負担はありません。
　個別支援をご希望の方は、岡山県印刷工業組合
へお申し込み下さい。
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社長（役員）が健康保険の被保険者であ
る場合、下記の要件を満たせば傷病手当
金を受けることができます。

１．傷病手当金の支給要件
　　①　�業務外の事由による疾病又は負傷の為に療養

中であること（自宅療養含む）
　　②　�労務に服することができないこと＝仕事がで

きないこと
　　　　＊�傷病手当金支給申請書に医師の証明欄があ

りますので、その欄に記入してもらいます。
　　③　�３日間連続して労務に服することができなく

なった場合、４日目から支給されます。
　　　　＊�待期の３日間には、日曜・祝祭日も含まれ

ます。
　　④　�給与（役員報酬）の支払いがないこと（ただ

し、給与の一部を受けることが出来る場合に
は、給与額が傷病手当金の額より少ないこと）

　　�　今回の場合、④の給与（役員報酬）の支払いがポ
イントになります。社長（役員）の場合、欠勤があっ
ても通常は役員報酬が支払われています。その場
合には④の要件をみたさなくなりますので、傷病
手当金は支給されません。しかし、取締役会で「私
傷病による欠勤がある場合には役員報酬を減額又
は不支給とする」旨を決議し、議事録を別途添付
することで、申請を行うことができます。

２．傷病手当金の額
　　休業１日につき、標準報酬月額の３分の２
　　例：標準報酬月額が 30,000 円の場合
　　　　30,000 円× 2/3 ＝ 20,000 円
　　　　これが傷病手当金の日額です。
３．傷病手当金をもらえる期間
　　�　傷病手当金をもらい始めてから最大で１年６ヶ

月支給されます。途中で傷病手当金の受給を中断
した場合であっても、もらい始めてから、カレン
ダーの暦日で１年６ヶ月間以上は支給されません
ので、ご注意下さい。

　＊詳しくは、以下でご確認下さい。
　　　全国健康保険協会　岡山支部
　　　岡山市北区本町６-36　第一セントラルビル８階
　　　TEL（086）803-5780

労務問題

Q

A

A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

当社の社長（役員）が私傷病（業務外）で２週間ほど入院することになりました。医師から労働不
能と診断されれば、社長（役員）でも、健康保険の傷病手当金がもらえますか？

■ お 知 ら せ ■
　岡山県印刷工業組合は、「中小企業労働環境向上事
業」の一環として、個別訪問による無料労務相談会
を開催しています。社会保険労務士の穐田恒雄氏が
会社訪問して相談を受けます。ご希望の方は組合事
務局へ申込み下さい。
相談例：�年金問題、60歳以降の賃金、助成金補助金、

雇用契約、就業規則、労働災害、退職金、
メンタルヘルス、再雇用制度　等
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 支 部 だ よ り

岡山西支部 　岡山西支部会開催

　西支部（友野昌平支部長）は、３月 28日（金）に「か
どや」で年度末の支部会を開催した。
　新年度を迎えるに当たって、
穐田社会保険労務士による勉
強会を開催、労務管理上の問
題点について指導を受けた。

岡山南支部 　岡山南支部会開催

　南支部（廣野景治支部長）は４月 11日（金）に支部
会を開催。
　組合本部より安井理事長、栗平専務理事も出席し、
安井理事長から挨拶があり、
廣野支部長からは理事会報告
やMUD検定試験について説
明があった。

協議会ニュース

「第 17 回懇親ゴルフ大会」開催

　●開催日　４月 26日（土）
　●場　所　東児が丘マリンヒルズGC
　●参加者　40名

　初夏を思わせる好天に恵まれ、第 17回懇親ゴルフ大
会が開催された。
　優勝者は中国インキ商
会の富田秀樹氏でアウト
49、イン46、グロス95
　準優勝はモリサワの岡
野博幸氏、３位は PCK
高速印刷の小松義一氏

■ お 知 ら せ ■

プリンテックフェア2014�IN�岡山　開催
～価値ある情報が交流する～

展示会・セミナーのご案内
　会　期　平成 26年７月 18日（金）、19日（土）
　会　場　コンベックス岡山
　　　　　岡山市北区大内田675　TEL（086）292-6111
　共　催　岡山県印刷工業組合　合同印刷機材株式会社
　後　援　�岡山県製本工業組合　日本グラフィック

ス工業会岡山県支部　岡山県グラビア印
刷協同組合　岡山県洋紙商連合会　鳥取
県印刷工業組合　福山価値組委員会　岡
山県印刷関連産業協議会

　内　容　１．印刷機材展　27社出展
　　　　　２．印刷コラボレーション　14社出展
　　　　　３．セミナー・講演会　２階セミナー室
　18 日（金）
　・午前の部　演題：「激動するメディア環境」
　　　　　　　　　　テレビの事例から
　　　　　　　講師：㈱電通大阪支社�テレビ局次長
　　　　　　　　　　今谷秀和�氏
　・午後の部　演題：�成果を挙げよう！最新ワークフロー

による小ロットソリューション
　　　　　　　講師：�富士フイルムGGS ㈱�販売戦

略担当課長　熊谷龍生�氏
　19 日（土）
　・午前の部　演題：�最新 3D プリンターで何がで

きるか？�3D プリンタービジ
ネスモデルを解説

　　　　　　　講師：�㈱メディアテクノロジージャパン
新規事業部　脇本純司�氏

　・午後の部　演題：�“ことばの力”コミュニケーショ
ン能力が企業を変える

　　　　　　　講師：�倉敷芸術科学大学�教授
　　　　　　　　　　濱家輝雄�氏
� 山陽放送パーソナリティ
　新しい魅力いっぱいのイベント、是非お越し下さい。安井理事長から

賞品を受け取る富田氏
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