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吉備津神社
きびつじんじゃ

岡山市西部、吉備の中山の北西麓に鎮座し、主祭神
に当地を治めたとされる大吉備津彦命を祀り、命の一

新年のご挨拶

2

新年のご挨拶

3

平成 26 年度

「第３回理事・監事合同会議」開催

族を配祀している。本殿は比翼入母屋造（ひよくいり
もやづくり）という特殊な造りで、吉備津神社でしか

平成 27 年

「労働環境向上事業」事業計画について

見られないため別名「吉備津造り」とも呼ばれている。
創建について詳しいことは不明で、現在の本殿及び拝
殿は 1425 年（応永 32 年）に室町幕府三代将軍・足利
義満が再建したものとされており、本殿・拝殿ともに
国宝に指定されている。
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新年のご挨拶
岡山県印刷工業組合
理 事 長

大 塚 泰 文
今年の活動としましては「従業員意識調査」の結果

新年明けましておめでとうございます。

をも考慮しながら「労働環境向上事業」を中心に活動

旧年中は、組合運営に格別のご支援、ご協力を賜り

を活発化させて参ります。

厚く御礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い

また、今年は地震や風水害などの万が一の災害に備

申し上げます。
昨年５月の総会で理事長を拝命してから、あっとい

えて新たに BCP（Business Continuity Planning）事

う間に半年が過ぎ、新たな年を迎えました。皆様のご

業継続計画について、組合員の皆さんに知っていただ

協力のお陰をもちまして、まずまずのスタートを切る

く機会をつくり、組合として出来ることから取り組ん

事が出来たと感じています。改めまして、皆様のご支

で行きたいと考えています。
そして今年は岡山県印刷工業組合は、創立 60 周年を

援とご厚情に感謝申し上げます。
情報伝達媒体のデジタル化傾向は、相変わらず進行

迎えました。節目の年を迎えるに当たり、50 周年から

しており、昨年は全印工連からも中小印刷振興議員連

の 10 年間を今一度振り返り、新たな軌跡を描いて参り

盟に対して、教科書の電子化に対する考えを具申し、

たいと考えています。

紙の教科書の使用が継続されるよう求めるなどの活動

私たち中小企業を取り巻く環境は大変に厳しい状況

も行われました。併せて、
「GP」
「CSR」
「MUD」など

におかれています。今年こそはと年初には希望を託す

引き続き啓蒙活動が行われました。

のですが、どのような状況になっていくのでしょうか。
引き続き大きな期待をすることなく、見守っていくし

今年は「7Keys5Doors」の見直しもされるという話

かないのでしょうか。

も聞いています。

是非とも経済成長が地方都市や中小企業においても

昨年、岡山県工組は厚生労働省の助成金事業「中小

実感できる年にしてほしいものです。

企業労働環境向上事業」に取組み、セミナーや研修会

最後になりましたが、皆様にとって本年が最良の年

を活発に開催いたしました。中でも「MUD セミナー」

になりますよう祈念いたします。

「MUD３級検定試験」そして「印刷道セミナー」を開

本年も組合員各位の積極的な組合活動への参加をお

催しそれぞれの企業に於ける今後の方向付けの勉強を

願い申し上げて新年のご挨拶とさせていただきます。

いたしました。また、全組合員企業の従業員の方を対
象に「従業員意識調査」や「印刷探検隊」DVD 製作な
どの事業を行いました。
官公需対策につきましては、委員会活動を活発化さ
せてまいりました。
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新年のご挨拶
全日本印刷工業組合連合会
会

長

島 村 博 之
明けましておめでとうございます。

私たち印刷産業人にとっても、自信と誇りに満ちた場

旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜り

所でなければなりません。さまざまな「情報」をこれ

ましたことを厚くお礼申し上げますとともに、本年も

まで長く養ってきた「技術」と研ぎ澄まされた「感性」

一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

で加工し、
「社会を彩り、潤す」役割が、今後はこれま
で以上に強く求められることになるでしょう。

さて、昨年は 17 年ぶりに消費税率の引き上げが行わ
れ、上半期は経済の回復が期待されましたが、11 月に

本年も、全印工連におきましては、夢のある未来の

発表された２期連続マイナス GDP の影響もあり、年の

業界づくりの実現に向け、全国の印刷工業組合、そし

終盤を迎えた中、衆議院の解散、総選挙が行われ、確

て組合員企業の１社１社と手を携えながら、力強く着

かな経済回復の足音を聞くことが出来ないままの年越

実な歩みを進めて行く所存です。
結びに、2015 年が皆様にとって明るく希望に満ちた

しとなりました。

素晴らしい一年となりますよう心から祈念いたしまし

このような中、
全印工連では、
成長戦略の柱である「社

て、年頭のご挨拶といたします。

会の期待に的確に応え、社会から必要不可欠とされる
企業（ソリューション・プロバイダー）への深化」を
目指して、事業領域拡大に必要となる新しい積算体系
の研究、男女共同参画社会の形成ならびに優秀な人材
確保のための女性活躍推進事業の立案、IT 環境の整備
促進による作業効率向上と利益改善を目指した特別ラ
イセンスプログラム事業の推進、そして、自らの経営
姿勢を見直し、地域社会から信用され、地域社会に貢
献し得る企業になるための CSR への取り組みなど、将
来に向けた様々な準備を着々と進めてまいりました。
成長戦略にも記しましたが、私たちは、
「Insatsu」
が一人ひとりの思いを大切に扱う「当事者のメディア」
として、社会を動かす推進役であるという自覚を持ち、
誠実に時代の要請に応え、未来を自らの手で創造して
行かなければなりません。また同時に、将来の印刷産
業界は、多くの人々の夢と希望を叶える産業として、
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「第３回理事・監事合同会議」開催
■ 平成 26 年 11 月 20 日（木） ■ レストラン西川
需対策委員会」報告と 11 月 14 日に開催された岡山県

第３回理事・監事合同会議が、11 月 20 日（木）午

庁での自由民主党県議団への陳情について説明が行わ

後２時からレストラン西川で開催された。

れた。

事務局より出席理事 18 名の報告があり、大塚理事長

県議団への陳情は「岡山県内に本社・工場がある印

が議長になり議事が進められた。以下の議案が事務局

刷会社への発注及び大手広告代理店が受注するイベン

から提案・報告された。

トの印刷物についても県内の印刷会社へ発注」するよ
１．平成 26 年度上半期事業報告及び収支報告について

う陳情した。

（３月～９月）

陳情に対しての回答は、後日書面で県から組合へ回
答されることになっている。

事業報告については、今年度厚生労働省の助成金事
業「労働環境向上事業」に取組み前年度に比較して「教

４．岡山県印刷関連産業協議会の事業計画について

育・セミナー」関係やイベント関係など多彩な事業が

協議会の企画委員会が計画している事業内容につい

行われた。特に、
「MUD３級検定試験」や７月に開催

て報告があった。

された「プリンティング 2014 IN 岡山」そして、
「印

１）企画委員会による「フォーラム企画」について

刷探検隊」DVD の製作、９月「印刷の月」山陽新聞広

協議会の会員・賛助会員との連携強化を図るた

告などの事業について報告された。

めに平成 27 年秋にフォーラムを開催その計画案

上半期の収支報告については、
「労働環境向上事業」

の説明があった。

の１月～６月に実施した事業の助成金が９月に労働局

２）BCP（事業継続計画）と「災害時に於ける支援

から支給されたため、上半期の収支は黒字計上となっ
た。

協力協定」について

２．平成 26 年下半期「労働環境向上事業」及び平成

と災害時の支援協力協定について検討している

廣野副理事長から、協議会の事業として「BCP」
27 年「労働環境向上事業」計画

旨の説明があった。
両計画共、今後の企画委員会で詳細を検討し、理事

事務局から今年９月～ 12 月に実施した「労働環境向

会へ提案するとのことであった。

上事業」報告と、平成 27 年に計画している「労働環境
向上事業」について説明が行われた。
平成 27 年の計画は、11 月の検討委員会（三役会）
で内容が検討された事業で、今回の理事会で最終決定
し労働局へ申請する事業で、特に意見もなく承認され
た。
３．官公需対策委員会の活動報告について
三村康彦委員長から９月に開催された「第１回官公
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平成 27 年 「労働環境向上事業」事業計画について
（平成 27 年１月～ 12 月）
平成 26 年１月から 12 月までの１年間の「労働環境向上事業」が終了し、新たに平成 27 年１月から 12 月の１年
間の事業計画が岡山労働局から承認されました。
以下、平成 27 年に行う主要事業計画は以下の通りです。

計画概要
事

業

名

１．計画策定事業の実施

事業の実施計画概要
・実施事業や実施方法に関する具体的な内容を検討し、進捗状況等を把
握する。
１．毎月月初に「労働環境向上検討委員会」を開催
２．委員会メンバー：理事長、副理事長、穐田社労士

２．マニュアル・好事例集等の
資料作成配布

・従業員に対して各種の資料を配付することにより、雇用管理改善の必
要性の啓発や従業員の帰属意識の向上を図る事業
１．雇用管理面の事例・法律改正等に基づいた事例集作成
２．各事業所の経営者・管理者向けに作成配布
３．実施時期：平成 27 年３月末

３．各種相談会等の実施

・各社雇用管理責任者を対象に雇用管理上の問題点等について個別の相
談会を毎月実施する。
１．定期的に組合員企業を訪問し、各種労務問題の相談を受ける。
２．相談委員：穐田恒雄社会保険労務士

４．団体広報誌の作成

・組合の事業や組合員企業の紹介等を内容とした冊子を作成
１．組合創立 60 周年事業として、過去 10 年間の振り返りと将来に
向けた内容の冊子を作成
２．発刊予定：５月末

５．業界 PR のための各種催し物の開催

・各種催し物を開催し、地域住民に対して業界を PR する
１．実 施 事 業：MUD・IT を柱に講演会、作品展、セミナー等を開
催
２．開 催 時 期：10 月
３．協賛・後援：岡山県、岡山市、社会福祉協議会、大学

＊以上、主だった事業計画の概要ですが、講演会・セミナー関係はその都度お知らせします。
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Q & A ??
社会保険労務士

Q

No.

穐田

恒雄

地域産業保険センターについて教えて下さい。

従業員数が 50 人未満の事業場に対して、
無料で以下の産業保険サービスの提供を

詳しくは、以下にお問い合わせ頂くか、ホームペー
ジでご確認下さい。

行ってくれる公的機関です。
（岡山県内
に８カ所）

http://www.okayama-sanpo.jp/01-ke.html
岡山産業保険総合支援センター

◆健康診断の結果、異常の所見があった方については、

TEL 086︲212︲1222

■ 岡山労働局からのお知らせ ■

医師等による意見を聞かなければなりません。（労働
安全衛生法第 66 条４）

岡山県

この意見聴取を無料で行ってもらうことができます。

最低賃金

719 円

（要予約）その際は健康診断結果を持参して下さい。
◆長時間労働者への面接指導

時間額

平成 26 年 10 月５日から変更になりました。

長時間労働をしている従業員から事業者へ申し出が

年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを

あった場合、医師等による面接指導を実施しなけれ

含め、労働者に適用されます。
賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみ

ばなりません。この面接指導の支援を行ってくれま
す。なお、長時間労働者とは以下の条件を越えた方

ましょう。

です。

～必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も～

＊時間外・休日労働時間が１ヶ月当たり 100 時間を
超えた方
＊時間外・休日労働時間が会社の基準を超えた方

■報

告 ■
ESD ユネスコ世界会議に協賛のお礼

上記以外にも、脳・心臓疾患のリスクのある方や、

昨年秋、岡山市で開催された「ESD ユネスコ世界

メンタルヘルスに不調のある方についても医師等によ

会議」協賛に対し、大森雅夫市長から協議会大塚会長

る面接指導を受けることができます。

へ協賛（シール、ポスター）の礼状をいただきました。
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支部紹介シリーズ 2
▶岡山東支部の紹介
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３

位

三村明彦

活文堂印刷

４

位

浦山信一

合同印刷機材

５

位

見垣和男

みがき栄伸堂

岡山東支部は岡山市内の西川よ
■ 平成 26 年度「第１回役員会」開催

り東に位置する現在 13 社の組合員

＊日

で構成されています。ここ数年の

時：平成 26 年 11 月 18 日（火）
午後６時～午後８時

間、社長交代などがあり、２代目・

支部長

橋本清行

2015 年 1 月

３代目の若いメンバーも多くなり

＊場

所：アークホテル岡山

ました。

＜議

案＞

１．平成 26 年度事業計画について

例会は、偶数月に年６回開催し

（１）協議会組織役割・機能の再構築

ています。時間的には、仕事が終

（２）企画委員会「フォーラム企画」計画

わって午後６時 30 分開始で約２時間行っています。

（３）「新年互礼会」実施計画

例会では、県工組の事業報告や、時には講師として

（４）「BCP」取組について

印刷関連業者の方をお招きした勉強会や、穐田社労士
さんに来ていただいて労務問題などの勉強会を行って

■ 第３回企画委員会開催

います。
現在は、岡山北支部と合同例会を行い、情報交換と
親睦を深めています。
春には、毎年、後楽園で夜桜を楽しむ花見会を開催

＊日

時：平成 26 年 12 月 17 日（水）

＊場

所：レストラン西川

＜議

案＞

１．新年互礼会の実施計画について

するなどして楽しんでいます。

２．「フォーラム企画」の具体化
岡山県印刷関連産業協議会

協議会ニュース

３．「BCP」計画の進め方について

News

支 部 だ よ り

■「第 18 回懇親ゴルフ大会」開催

津山支部

＊開催日：11 月８日（土）
＊場

所：岡山カントリークラブ「桃の郷コース」

労務管理セミナー開催

11 月 17 日（月）午後６時から津山国際ホテルで「労

＊参加者：30 名

務管理セミナー」が開催された。

午前６時 30 分集合と早

出席者は津山支部組合

い時間のスタートで、天気

員 10 名が参加、講師は

にも恵まれ楽しい懇親ゴル

穐田社会保険労務士で、

フでした。上位入賞者は以

１時間の講義が行われ

下の通りです。

た。

優勝の岡野さん

優

勝

岡野博之

モリサワ岡山出張所

２

位

竹田晴昭

岡山紙業
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