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　総社市南部のアカマツにつつまれた丘陵地のほぼ中
心部に位置する備中国分寺は、聖武天皇の発願によっ
て諸国に建立された国分寺のひとつ。建物は南北朝時
代に焼失したと伝えられ、現在の建物は江戸時代中期
以降に再建されたもの。境内にそびえる五重塔は県内
唯一のもので、吉備路のシンボル的な存在となってい
る。
　周囲の田畑には季節によって菜の花、レンゲ、ひま
わり、コスモスなどが咲き、五重塔をバックに絶好の
撮影スポットとして知られている。

備中国分寺
びっちゅうこくぶんじ
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　平成 26年度下期「中国地区印刷協議会」が、岡山で
開催されました。
　会議には中国地区５県の組合から 43 名の役員が参
加、全印工連からは島村博之会長、池尻純一事務局長
が出席されました。
　最初に、開催県の大塚理事長の開会挨拶があり、続
いて中国地区印刷協議会の喜瀬会長から「今日の会議
での情報やお互いの情報交換を持ち帰り、組合活動に
活かして欲しい。」と挨拶がありました。
　続いて、池尻事務局長から全日本印刷工業組合連合
会が行っている最近の事業報告について説明がありま
した。
　最後に、全印工連が行った「平成 25年度印刷業経営
動向実態調査の結果」について、島村会長から１時間
の報告講演がありました。平成 25年度から調査方法が
従来の手書き、郵送から、Web調査に変更され大幅に
簡素化され、集計分析も短時間になり、今後も全国の
全組合員に協力いただきたいと最後に要望されました。
　全体会議の後、分科会が開催され各委員会毎の事業
計画について討議されました。
　岡山県工組から各委員会へ参加した役員は以下の通
りです。
　・理事長会　大塚泰文理事長
　・�経営革新マーケティング委員会　西山隆三郎副理

事長、栗平靖彦専務理事
　・�環境労務委員会　味野浩一副理事長、三浦信彦青

年部会
　・�組織共済委員会　橋本清行副理事長、三村康彦副

理事長、三村邦彦理事
　・�教育研修委員会　西尾源治郎副理事長、三村理秀

青年部会
　各分科会の後、分科会報告と質疑があり会議は終了

しました。
　次回、平成 27年度中国地区印刷協議会は、山口県工
組の担当で６月 12日に周南市で開催されることになり
ました。

大塚理事長

喜瀬会長

島村会長

　平成 26 年度下期　「中国地区印刷協議会」開催
■ 平成 27 年２月 20 日（金）  ■ アークホテル岡山
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　岡山県印刷関連産業協議会主催の「新年互礼会」が、
岡山県印刷工業組合、岡山県製本工業組合、ジャグラ
岡山県支部の各組合員と賛助会員（印刷関連産業）の
皆様が集い開催されました。
　毎年恒例になりました記念講演会は、岡山県産業振
興財団 BCP推進マネージャーの福原俊樹様、㈱奥野組�
代表取締役�奥野一三様による「お互い様BCP連携」と
題して講演をいただきました。
　講演会の後、新年互礼会が開催されました。国歌斉
唱の後、主催者を代表して協議会会長�大塚泰文氏が開
会の挨拶を行いました。

　続いて、ご来賓の皆様から新年のご挨拶をいただき
ました。
　ご挨拶をいただいたご来賓の方は、片山虎之助参議
院議員、石井正弘参議院議員、山下たかし衆議院議員、
大森雅夫岡山市長、佐藤真治岡山県議会議員、吉本け
んじ岡山市議会議員の皆様でした。
　来賓の方々による鏡開きの後、土師副会長の音頭で
乾杯して懇談に入りました。
　今回の参加者は 170 名で、今年１年がお互いに良い
年になるよう祈念し、最後に大谷副会長の力強い１本
締めで閉会しました。

協議会会長　大塚泰文 氏 参議院議員　片山虎之助 氏 参議院議員　石井正弘 氏

岡山市議会議員　吉本けんじ 氏

衆議院議員　山下たかし 氏

岡山市長　大森雅夫 氏 岡山県議会議員　佐藤真治 氏

鏡開き

会場風景

■ 岡山県印刷関連産業協議会

　平成 27 年　「新年互礼会」開催
■ 平成 27 年１月 16 日（金）  ■ アークホテル岡山
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BCP は「経営論」
　BCP（Business�Continuty�Plan）は、組織が地震
などの特定の災害や事象に関わらず、原因は何であれ、
ビジネス環境の変化により重要なビジネス活動が停止
もしくは大幅な中断及び売上・収益の低下や信用不安
等に見舞われた際に、全ての事業の中から重要な事業
のみを絞り込み、優先的に継続する体制、仕組み等の
事業継続（生き残り）戦略を事前に取り決めた手順書
であります。従って、BCP は地震対策ありきで、その
延長線上として捉えるのではなく、最初から経営戦略
の視点で BCPを捉え、この経営視点に基づく利益向上
のための事業継続戦略こそが真のBCPです。

なぜ BCP に対する誤解・認識ギャップが生まれたか
　我が国のBCPは米国から導入されましたが、「BCPは
Disaster（ディザスター）におけるBusiness�Continuity
（事業継続）」と規程されており「ディザスター」の一
般的翻訳が「災害」であることから災害対策基本法に
BCPの策定・運用が記述されたことにより、BCPは災
害時の対応計画、特に重大な災害リスクである「地震」
を想定した BCPの考え方が広く普及しました。しかし
ながら、BCP業界における「ディザスター」の定義は、
顧客の納期を上回る事業の中断が「ディザスター」で
あり、下回る場合「混乱」とされており、災害とは別
次元のものです。

目指すべき BCP の方向性
　平成 23 年３月に発生した東日本大震災等の教訓か
ら、内閣府の事業継承ガイドラインが「企業の減災と
災害対応の向上」から「あらゆる危機的事象を乗り越
えるための戦略と対応」に平成 25年８月に改訂されま
した。取引先や顧客からの外圧があることから、単に
大規模地震に備える必要があるからと言った理由では

なく、「自社や業界を取り巻く環境が大きく変化する時
代に、ビジネスを継続するには変化に対応しなければ
生きていけない。」との経営者の強い信念の下、岡山は
災害が少ないからBCPは必要ないと考えるのではなく、
「事業を継続するための戦略」として BCP に取り組ん
でいく必要があります。

岡山県の BCM 推進事業について
　岡山県の BCM推進事業は、BCP を「紙」作りに終
わらせることなく、経営環境の変化（災害も経営環境
の急激な変化の一つ）に対応する経営戦略と連動した
「儲かるBCP」「お互い様BCP連携」による事業競争力
の強化を目標に企業活動における実践による「儲かっ
た企業」の排出に取り組んでいます。

　１月の新年互礼会で講演を頂きました岡山県産業振
興財団の福原俊樹様に BCPについて寄稿していただき
ました。
　岡山県印刷工業組合は新年度の事業として「お互い
様BCP連携」に取り組みます。

経営者のためのBCP（事業継続計画）とは！
 岡山県産業振興財団
 経営支援部 マネージャー　福 原 俊 樹
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調査のポイントを以下にまとめました。
指摘されないように、日頃から準備をし
ておいて下さい。

労働基準監督署の調査事項
１．36協定を毎年、労働基準監督署に届けていますか？
　１日８時間、若しくは１週 40時間を超えて勤務させ
る場合又は、法定休日に勤務させる場合は、36協定を
労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていま
す。届け出ていない状態で、残業（１日８時間、又は
１週 40時間を超える勤務）、休日勤務をさせていると、
労働基準法違反になってしまいます。
　また、36協定の限度時間を超えて過重労働になって
いる場合も指導があります。

２．�割増賃金を計算するときの基礎単価はどのように
計算していますか？

　月給を１ヶ月の所定労働時間で割って１時間当たり
の賃金を計算します。これが、基準単価になります。
なお、割増賃金の計算の基礎から除外できる賃金は次
の７つだけです。①家族手当　②通勤手当　③別居手
当　④子女教育手当　⑤住宅手当　⑥臨時に支払われ
た賃金　⑦１ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金
〈計算例〉従業員Aさんの月額賃金の内訳
　・ �基本給 130,000 円、職務手当 30,000 円、資格

手当 20,000 円、皆勤手当 10,000 円、家族手当
20,000 円、住宅手当 10,000 円の場合

　割増賃金計算上の賃金総額＝基本給＋諸手当
　�基本給 130,000 円＋職務手当 30,000 円＋資格手当
20,000 円＋皆勤手当 10,000 円＝ 190,000 円
　割増賃金を計算するときの基礎単価
　（平均所定労働時間が 170時間の場合）
　�190,000÷170＝ 1,118 円（端数計算は会社により
ます。）

　家族手当 20,000 円と住宅手当 10,000 円は割増賃

金を計算するときの賃金総額に含めなくてもかまいま
せん。
　但し、諸手当の名称が住宅手当や家族手当、通勤手
当等（前記①から⑦）となっていても、従業員に一律
で支給している場合は、割増賃金を計算するときの賃
金総額に含めなければなりません。

３．�従業員数が 10人以上の場合、就業規則を労働基準
監督署に届け出ていますか？

　パートタイマー等も含めて従業員数が 10人以上の場
合は、労働基準法により就業規則を届け出することが
義務付けられています。

４．定期健康診断を受けていますか？
　労働安全衛生法により雇い入れの際、及び１年に１
回以上定期健康診断を行う必要があります。

５．最低賃金以上の賃金になっていますか？
　岡山県の現在の最低賃金は、１時間当たり719円です。

６．賃金台帳の記載事項は大丈夫ですか？
　記入事項で、労働日数、労働時間数、時間外・休日・
深夜労働時間数、賃金の一部を控除した場合にはその
額について漏れが多いのでご注意ください。

７．労働条件通知書を交付していますか？
　労働条件通知書の明示事項には以下の項目が必要で
す。
　＊�契約期間、就業場所、業務内容、始業終業時刻、

所定労働時間の有無、休憩、休日、休暇、交替制
の場合はその内容、賃金の決定・計算・支払い方法、
退職に関する事項（解雇の事由を含む）

　上記の項目を意識して改善されると、労働基準監督
署の調査に対応出来るだけでなく、法令を遵守したよ
り良い会社になることができます。頑張ってみてくだ
さい。

労務問題

Q

A

A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

労働基準監督署の調査では、どのようなことを尋ねられるのでしょうか？
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全国印刷人協議会「第 28回全国協議会」開催
■�期日：平成 27年２月７日（土）　■�会場：東京台場　ホテルグランパシフィック

　岡山県工組から、池上鎌三郎青年部会長、三村理秀副会長の２名が参
加されました。
　以下、池上会長の参加報告です。
　�　全青協の今期のテーマは「グローカル」。グローカルとは、グローバ
ルとローカルを併せた造語で、全青協では「地域の資源を最大限に活
用し日本全国、世界をマーケットに捉え、地域活性プロモーターとし
て行動していく」と定義しました。
　�　東京一極集中を背景に、地方を活性出来るのは印刷業であります。何故なら、私たち印刷産業は、地域
に密着した地場産業であり、地域が活性しなければ仕事が減り続けていきます。地域密着産業ならではの
視点や感性と共に、印刷産業が持つ「情報発信力」を使えば、私たちが先頭に立って地方を活性すること
ができます。そして、その活性の結果、私たち自身も新たな仕事づくりに繋がり活性していきます。
　�　従って、私たちの住む岡山においても、地場産業を県外へそして世界へアピールし、また、県外から世
界から人を引き込むことが出来るのは、私たち岡山の印刷業界となります。私たちの新しい取り組みが岡
山の地域産業を発展させ、その結果、印刷産業も発展できるような、そんな取り組みをしていかなければ
と感じました。

「第３回官公需対策協議会・全国大会」開催
■�平成 27年２月４日（水）　■�会場：東京　日本印刷会館

　全日本印刷工業組合連合会主催の「第３回官公需対策協議会・全国大会」が開催されました。全国の各県
工組から 25工組の担当者が出席、岡山県工組からは、三村康彦官公需対策委員長と片岡孝文副委員長の２
名が出席しました。
　会議は、最低制限価格制度、地元優先発注など、４つのテーマに基づいた事例発表とテーブルディスカッ
ション形式による意見・情報交換を行い、各県工組の取り組みにつ
いて情報を共有しました。官公需対策協議会では各地区の現状を知
り、お互いの課題やメリットを共有することが目的であると白子議
長の挨拶がありました。
　三村康彦委員長は、「参加して情報交換が出来、勉強になりました。
今後、岡山県工組の取り組みは、地元優先発注を中心に岡山県や各
市への要望を行っていきたい。」と抱負を述べられました。
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　２月６日（金）午後４時から、岡山県立大学で岡山
県印刷工業組合として、初めて「出前講座」を開催し
ました。
　岡山県立大学デザイン学部の山下明美教授のゼミの
学生さん 50名を前に、廣野景治組織担当委員長による
「印刷のしごと」と題して、印刷に関する内容を講演し
ました。また、昨年製作した「印刷探検隊」のビデオや、
同大学出身の武内繭さん（広和印刷）の印刷会社での
仕事についての経験談などの話があり、参加者は興味
深く聞いていました。
　最後に、廣野委員長からデザインを勉強するにあたっ
て、「デザインはその時代を映し出すものであり、日常
生活の中で、政治・経済・社会・文化など毎日の新聞
を必ず読んで世の中の動きに敏感であってほしい。」と
要望して、約１時間の講座は終了しました。
　組織委員会では、これを機会に県内の大学への出前
講座を計画することにしています。

 支 部 だ よ り

岡山西支部 　親睦研修旅行

　岡山西支部（友野昌平支部長）は、２月６日（金）～
７日（土）にかけて「出雲・玉造方面」へ親睦研修旅

行を行いました。参加者は６社６名と少人数でしたが、
快晴に恵まれ冠雪の大山も、この時期にしては珍しく
山頂まですっきりと見ることが出来ました。
　「安来節演芸館」では支部員２名も舞台に上がり「ド
ジョウすくい体験」をして笑いを誘っていました。また、
日本一美しいとされる「足立美術館」の名園や「横山
大観」の名画も堪能し、最後は、縁結びの神でもある「出
雲大社」へ参拝し、有意義な親睦研修旅行となりました。

岡山県印刷関連産業協議会
協議会ニュース

News
新春恒例「第８回親睦ボウリング大会」開催
　１月 25日（日）岡山ヤングボウルで、恒例のボウリ
ング大会が開催されました。
　当日は、９社 40名が参加、大塚会長の開会挨拶の後、
競技はスタートし、２ゲームトータルで（女性は 20ピ
ンのプラス）勝敗を決めました。
　優勝は㈱ PCK 高速印
刷の藤井芳恵さんでし
た。尚、２位は大塚泰文
会長でした。

岡山県立大学で［　　　］「出前講座」開催

優勝者の藤井さんと大塚会長
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　東日本大震災からもう４年が過ぎました。
　それからも、日本では自然災害が多発しています。
　組合では、今年７月に島根県工組、鳥取県工組と

「災害時における支援協力協定」を締結する準備を
進めています。事業継承や従業員の生命を守ること
が今こそ求められています。
 （Ｋ）

 編 集 後 記


