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　「日本のエーゲ海」とも称される瀬戸内市牛窓地区に
ある、西日本でも最大級のスケールを誇るヨット専用
の公営マリーナ。約 460 隻のヨットやクルーザーが停
泊可能で、ここから南の島までセーリングに出かける
方も多く、海の玄関としてにぎわいます。
　瀬戸内海の多島美を望む丘陵には瀟洒なペンション
やホテルが建ち並び、多数の大型ヨットが帆を休めて
いる景観は、さながら異国のリゾート地のたたずまい
です。

牛窓ヨットハーバー （瀬戸内市）
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　岡山県印刷工業組合と合同印刷機材株式会社の共催
で「プリンテックフェア 2014 IN 岡山」が開催されま
した。初日の開場式では大塚泰文理事長から以下の内
容の開会挨拶がありました。
　「今日から２日間、印刷に関わる企業のみならず、平
素はユーザーである一般の方々にも、印刷業界のことを
広く知って頂きたいとの思いから、岡山で機材展とセ
ミナーを開催することにいたしました。メディアの選
択肢の拡大により、情報発信サービスが多様化してい
く中で、従来の印刷業の社会的役割を見つめ直し、よ
り幅広く期待にお応えする事の出来る業態への変革を
目指す一方、社会と如何に融合していくかを考える一
つのきっかけとなれば幸いです。本日から２日間、多
くの方々にご来場いただき、いろいろな技術や知識を

身近に感じていただけたらと思います。」と挨拶が行わ
れました。続いて、合同印刷機材㈱の畑井謙一社長様
からも挨拶が行われました。
　今回の「プリンテックフェア 2014」のイベントは４
部構成から計画され、１階中ホールでは、28 社の印刷
機材関連企業が出展、また、同じ会場では印刷・製本
企業のコラボレーション展示会が 14 社の出展、特別会
場では、「MUD 作品展」、「印刷特殊用紙の展示」「ESD
ユネスコ世界会議」のパネル紹介、そして、「印刷探検隊」
のビデオ放映が行われ、２階バンケットホールでは２
日間セミナー・講演会が開催された。
　開催期間２日間の来場者は 729 名と当初の予測以上
の来場者で成功裡に終わりました。

　プリンテックフェア 2014 IN 岡山　～価値ある情報が交流する～

■平成 26 年 7 月 18 日（金）～ 19 日（土）  ■ コンベックス岡山

大塚理事長　開会挨拶

各代表者によるテープカット

機材展風景

商談
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「セミナー・講演会」開催

第１日目〈18日（金）〉� ２階バンケットホール
■ 11：00 ～ 12：30
演題　「激動するメディア環境」
　　　 ～テレビの事例から学ぶ～
講師　株式会社電通関西支社 
　　　テレビ局局次長
 今谷秀和　氏

■ 14：00 ～ 15：30
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　 富士フイルムグローバルグ
ラフィックシステムズ株式
会社

　　　 ワークフロー事業部販売戦
略部 担当課長

 　熊谷龍生　氏

第２日目
■ 11：00 ～ 12：30
演題　「最新 3D プリンターで何ができるのか？」
　　　～ 3D プリンタービジネスモデルを解説～
講師　株式会社メディアテクノロジージャパン
  事業統括部 新規事業部　脇本純司　氏

■ 14：00 ～ 15：30
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 観光学
科 学科長 インターナショ
ナルセンター長

　　　 山陽放送パーソナリティ
 　濱家輝雄　氏

コラボレーション企業コーナー

〈参加企業〉
・岡山県製本工業組合・協同精版印刷株式会社・株式会
社協同プレス・コーホク印刷株式会社・山陽印刷株式
会社・三和綜合印刷株式会社 ・株式会社中国シール印刷・
株式会社デジプリ・友野印刷株式会社・西尾総合印刷
株式会社・株式会社バリューズ．コム・富士印刷株式会
社・株式会社ポップヒロシマ・モンデン化成株式会社

今谷秀和　氏

熊谷龍生　氏

濱家輝雄　氏

特　設　会　場

・「印刷の役割と未来」～印刷探検隊～のビデオ映写
・メディアユニバーサルデザイン（MUD）作品展  
・印刷特殊用紙展示
・2014 秋開催「ESD 世界会議」紹介パネル展示
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労働環境向上事業報告｜７月～８月

労働環境向上検討委員会開催

開催日：７月３日（木）
場　所：レストラン西川
出席者：大塚理事長、副理事長６名、栗平事務局長、穐田社労士
内　容：① 上半期（１月～６月）事業のまとめ
　　　　② 下半期（７月～ 12 月）事業計画について
　　　　③ 一部事業変更について

1

「従業員意識調査アンケート集計結果」冊子の配布

「2014 プリンテックフェア IN 岡山」開催

３月に全組合員企業の従業員を対象に実施した「意識調査アンケート」の集計結果の冊子を各組合員企業の
代表者へ１冊ずつ送付
送付日：６月 30 日

開催日：７月 18 日（金）、19 日（土）２日間
場　所：コンベックス岡山
内　容：共催 岡山県印刷工業組合 合同印刷機材株式会社
　　　　① 印刷関連機材展　② 印刷・製本企業コラボレーション　
　　　　③ セミナー講演会　④ 特設会場（イベントホール）
来場者：729 名

2

3

　岡山県印刷工業組合は、２月１日（土）に「MUD セミナー」を開催。そして、５月 17 日（土）に「MUD 教育検定３級」
（認定機関／特定非営利法人メディア・ユニバーサルデザイン協会）試験を実施。その結果以下の組合員企業が資格を
取得した。

＜企業名＞
・㈱あどりえ、ぼう・㈱津山朝日新聞社・岡山県農協印刷㈱・西尾総合印刷㈱・活文堂印刷㈱・㈱橋本印刷所・協同精
版印刷㈱・㈱ PCK 高速印刷・広和印刷㈱・富士印刷㈱・コーホク印刷㈱・㈲藤原印刷・サンコー印刷㈱・㈱三浦印刷所・
シンコー印刷㈱ 以上 15 社

MUD「メディア・ユニバーサルデザイン」

メディア・ユニバーサルデザイン（ＭＵＤ）
資格取得企業について
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調査結果の特徴　～その１～

①　�自分の能力や工夫を活かす余地があると感じてい
る従業員が多い。

　Ｑ３で「職場では、自分の能力や工夫を活かす余地
があると思いますか」との質問に対して「まあまあある」
が 42.6％、「ある」が 18.8％でした。
　全体的には、仕事のやりがいについては前向きな意
見が多くありました。

②　�賃金についての満足度は、高くないが数値的には
平均的な数値だった。

　Ｑ 11 で「今の賃金体系に満足していますか」との質
問に対して「満足していない」が 69.2％でした。
　ただ、文部科学省「2011 地域の生活環境と幸福感
に関するアンケート」によると賃金の満足度について、
100 人未満の企業の場合、「全く満足していない」が
25％「あまり満足していない」が 38.3％とのことです。
今回の調査結果と同程度の数値になっています。賃金
については、全体的に満足度は高くないようです。

③　能力や実績に応じた賃金の支払いを希望している。
　Ｑ 12 で「今後の賃金体系についてどのような考えを
お持ちですか」との質問に対して「能力や実績を重視
し、年功も加味する方式が良い」が 1,094 人中 600 人

（54.8％）で、次に「能力や仕事の実績を重視する方式
がよい」との回答が 243 人で（22.2％）でした。従業
員の７割超の方が、何らかの形で能力や実績に応じた
賃金の支払いを希望しているようです。

　次回は、職場環境や自己啓発等について報告いたし
ます。今回の従業員アンケート調査結果を、今後の組
合員各社の改善策の参考にしていただけたらと思いま
す。

社会保険労務士　穐田　恒雄

〈中小企業労働環境向上事業〉

「従業員意識調査」
アンケート分析結果からの報告

　岡山県印刷工業組合は、平成 26 年３月に「中小企業労働環境向上事業」の一環として、全組合員企業の従業員を対
象にアンケート調査を実施しました。
　　・ 調査対象組合員企業　74 社　　　・対象従業員数　2,122 名
　　・回答者数　　　　　1,090 名　　　・回答率　　　  　51.4 ％
　この集計結果から見える調査結果の特徴について、今回から２回に分けて報告します。
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PR ビデオ制作

「印刷探検隊…文化と文明を次代へ」

　岡山県印刷工業組合では、中小企業労働環境向上事
業の一環として印刷業界の PR ビデオを制作しました。
　製作目的は、幅広く印刷業界のことを知っていただ
くことを目的に、印刷文明を次世代に伝え、印刷物を
世の中に流布伝播させることで社会貢献に取り組んで
いることを知って頂くために作製しました。
　製作は６月１ヶ月間、岡山県立大学デザイン学部の
学生さんのご協力を得て撮影されました。
　組合員の皆様には、各社１部づつ無料でお届けいた
します。従業員の研修、新入社員の募集などにご利用
下さい。
　尚、無断での転載は厳禁とさせていただきます。

是非ご活用下さい

無料労務相談会のご案内

　組合では、中小企業労働環境向上事業の一環として
「無料労務相談会」を実施しています。是非ともご活用
下さい。

〈実施要領〉
①　 貴社へお伺いして、個別に具体的な対応をさせて

いただきます。
②　守秘義務が守られます。
③　 日程については申込み後、調整させていただきま

す。
④　 訪問者は、穐田社会保険労務士と栗平事務局長の

２名です。
⑤　相談例
　 ・年金問題・60 歳以降の賃金・雇用契約・就業規則・

不良社員・労働災害・退職金・厚生年金基金・メン
タルヘルス不調・就業禁止・再雇用制度・採用・解雇・
外部労働組合　等

⑥　お問い合わせ先　岡山県印刷工業組合 
　　　　　　　　　　℡（086）223－6351
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　今年度、厚生労働省の助成金事業「労働環境向上事業」を活用して、組合事業を行っていますが、上半期（１
月～６月）の事業も無事終えました。事業としては「MUDセミナー」を初め「MUD３級検定試験」を行った結果、
岡山県工組の組合員 15社の従業員の皆さんが合格されました。岡山県工組は今後の活動の柱に「MUD」活動を
積極的に社会貢献活動として取り組んでいきます。

 編 集 後 記

Information

平成 26 年度「組合員台帳」調査について、ご協力下さい。
　全日本印刷工業組合連合会では、２年に１回「組合員台帳調査」を行っています。
　前回は、平成 24 年に行われましたが、岡山県工組の提出率は 75％と高い協力をいただきました。今年度
は 100％の提出をお願いいたします。
・提出期限　９月 30 日
・提出先　　岡山県印刷工業組合

Information

全印工連からのお知らせ
９月は「印刷の月」

　わが国活版印刷の先覚者・本木昌造翁の威徳を偲び「９月印刷の月」が制定され９月１日から 30 日の１ヶ
月間、PR やイベントを集中的に展開し一般社会の印刷産業への認識を深め、社会的地位の向上と印刷が情報・
文化・生活価値を通じて、いかに社会に貢献しているのかを理解してもらう啓蒙普及期間です。
　今年のテーマは「人と人の間に、印刷はある。」
　～人と人の間にある見えない想い。印刷はその想いを形にすることで、人と人とを繋いできました。文化
を越えて、時代を超えて。印刷技術で繋がる世界は、これからもっと広がります。人と人の間に、伝えたい
想いがある限り、印刷はあり続けます。～

Information

第８回メディア・ユニバーサルデザインコンペティッションについて
　今年も MUD の啓発・推進を目的に下記の通り開催されます。岡山県工組には３級検定試験合格者が多数
おられます。是非とも出品しましょう。
・応募期間　９月１日～ 11 月 28 日
・応募要領は、組合事務局にお問い合わせ下さい。資料をお送りします。
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