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2

7
8

2016 年 8 月

おかやまいんさつつうしん

Printing Journal Okayama

No.

363

「副理事長」就任のご挨拶
今こそ印刷業界のアピールを
㈱ファビオ

池上鎌三郎
成熟産業と言われて久しい印刷業ですが、ここ数年の業界を取り巻く環境は、多くの変化を見せ始めています。し
かし、個々ではそれらの変化に対応が困難な場合があります。私たち岡山県印刷工業組合には、新しい技術や知恵に
意欲的な技術者や、未来志向型で成長への思いの強い若手世代、豊富な経験と知恵をお持ちのベテラン経営者など、
豊かな人材が揃っています。このパワー溢れる組合を組合員自身が活用しない理由はありません。
岡山県印刷工業組合は、このような多様な組合員が集まる「場」、そして切磋琢磨し合う「場」を提供していくこと。
そして、印刷業が活発な岡山、印刷レベルの高い岡山、また良き社会人としての印刷業界を、組合員企業のお客様を
はじめ、社会へアピールしていきたいと考えます。
今後、皆さまからのご指導、ご支援を頂き、他県工組も羨む参加意識の高い組合活動を目指して参りたいと考えます。

課題解決のためには、組合の活用を
㈱廣陽本社

廣 野 貴 大
津山市内で 60 年余り印刷業を営んでいます㈱廣陽本社の廣野貴大です。
印刷業界は、ＩＴ関連の発達により紙媒体が大幅に減少しています。
そのような環境の中で、これから中小印刷業はどう生き残っていくのか、大変に厳しい課題があります。幸いにも、
中小印刷会社が加入している岡山県印刷工業組合という組織があり、上部団体の全日本印刷工業組合連合会を通じて
課題解決に向けた情報もたくさんあります。
その中で、これからの印刷会社は、印刷という仕事を受けるだけでなく、お客様への提案や課題解決を一緒になっ
て行う事が益々必要になってくると思います。
その為には、個々の会社だけでなく、組合という組織を活用し情報交換や研修会への参加が必要と思います。
副理事長という重責を与えられましたが、自己研鑽に努め、少しでもお役に立てるよう頑張ります。よろしくお願
いいたします。

官公需の課題解決に向けて
㈱印刷工房フジワラ

藤 原

守

この度、副理事長という責任ある立場に就任しました。大変に責任を感じています。
最近の印刷業界は、紙媒体の減少から価格競争が益々激しくなり、中小零細な会社は、大変に厳しい状況にあります。
特に、官公需において価格面の厳しさはもとより、最近、岡山県や岡山市、津山市等の印刷物の発注先が、県外に本
社のある印刷会社へ発注される例があり、大変に大きな問題と考えています。
私は、官公需対策委員会を担当することになりましたが、官公需の課題の中で、特に「岡山県内に本社・工場があ
る印刷会社」へ発注頂くよう、岡山県などへの働きかけを委員会メンバーと一緒に頑張って参りたいと考えています。
皆様方のご協力も併せてお願いいたします。
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「中国地区印刷協議会」開催
■ 平成 28 年６月 24 日（金） ■ ホテルモナーク鳥取
・理事長会

平成 28 年度上期「中国地区印刷協議会」が鳥取市内

大塚泰文理事長

・教育研修委員会

西尾源治郎副理事長

会議には、中国地区５県から 38 名の役員が参加。ま

・組織共済委員会

廣野景治副理事長

た、全日本印刷工業組合連合会からは、臼田真人会長

・環境労務委員会

味野浩一副理事長

のホテルで開催されました。

廣野貴大副理事長

と高橋秀明事務局次長の二人が出席されました。

・経営革新マーケティング委員会

最初に、鳥取県工組の松田恒勇理事長の歓迎の挨拶、

藤原

続いて、中国地区印刷協議会の中本俊之新会長が「今
年度、中地協の会長に就任しました広島県工組の中本
です。長年、喜瀬会長が中国地区の会長として貢献さ
れてきた後を引き継ぐことは、大変に荷が重く感じて
いますが、皆様方のご協力で職務を全うして参りたい
と考えています。よろしくお願いいたします。
」と就任
の挨拶がありました。
続いて、全印工連の新会長に就任された臼田真人会
長が「島村会長の後、全印工連の会長に就任しました

全印工連会長

臼田です。私は、産業戦略デザイン室を担当して、「全

臼田真人 氏

印工連 2025 計画策定プロジェクト」に関わってきま
した。その「印刷産業新成長戦略 2025 計画」を基に
新しい取り組みを行ってまいりたいと思います。また、
官公需問題も全日本印刷産業政治連盟を通じて更に進
めてまいります。
」等、挨拶と決意が述べられました。
高橋事務局次長からは、全印工連の事業概況の説明
があり、その後、議事に入りました。議案としては、

中地協会長

中国地区協の平成 27 年度収支報告並びに平成 28 年度

中本俊之 氏

収支予算案の説明提案があり、全員賛成で承認されま
した。
また、平成 28 年度下期中国地区印刷協議会が岡山で
開催されることも決定しました。
全体会議の後、分科会が開催され、岡山県工組の参
加者はそれぞれの委員会へ参加しました。
会議風景
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■ 協議会ニュース
平成 28 年度

岡山県印刷関連産業協議会「通常総会」開催
■平成 28 年７月８日（金） ■ アークホテル岡山

７月８日（金）午後５時から岡山県印刷関連産業協議会「第
12 回通常総会」が、アークホテル岡山で開催された。
当日の出席者数は、43 名で委任状を含めて会員の過半数
を超え、総会は成立し、賛助会員も参加の中で開催された。
最初に、大塚泰文会長が「昨年度は、協議会のイベントを
賛助会員の皆様方に参加頂き開催することができました。印
刷・製本・ジャグラの三団体だけでなく、賛助会員の皆様を

大塚会長の挨拶

大谷副会長

土師副会長

佐藤真治県議会議員

吉本けんじ市議会議員

懇親会風景

講演される大島社長

総会会議場

含め印刷関連業界全体が発展するための協議会であり、今後
ともご協力を頂きたい。
」と挨拶があり、事務局からの議案
提案により総会が始まった。議長は大塚会長が務め議事進行
が行われた。以下の議案が審議され全議案は全員賛成で承認
された。
上程された議案
第１号議案

平成 27 年度事業報告及び収支決算報告の件

第２号議案

平成 28 年度経費の賦課及び徴収の方法の件

第３号議案

平成 28 年度事業計画案及び収支予算の件

第４号議案

平成 28 年度役員改選

■ 記念講演会の開催
総会の後、
株式会社ベティスミスの大島康弘社長様から「ベ
ティスミスの昨日・今日・明日」と題して講演を頂いた。
㈱ベティスミスは児島のジーンズ会社で、操業 50 年とい
う歴史のある会社。ジーンズが中々普及しない中、大変に厳
しい時代を経て、ここ 10 年前から自社工場の周りにジーン
ズ博物館や公園を作り、一般の方々の見学来場を目的に事業
を展開。地域興しの役割も地元の方々と一緒に行っている。
そして、ジーンズの生地でパンツだけでなく小物や着物を作
り、全国的に販路を広げ業界の活性化に繋げている。等の講
演を頂いた。
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「第２回理事・監事合同会議」開催
■ 平成 28 年７月 21 日（木）14：00 ～ 16：00

■ レストラン西川

に問題提起を行い具体的な改善方法を支援していただ

今年度「第２回理事・監事合同会議」が、７月 21 日

くように事務局で調整をしている。入札価格、著作権

（木）に開催された。

問題等があるが、今年度は「岡山県内に本社・工場の

大塚理事長の挨拶の後、事務局から議案に対する提

ある印刷会社」への発注をするように重点的に取り組

案説明が行われた。

む方針が説明され、了承された。
議

案
４．その他

１．上期中国地区印刷協議会報告について

１）岡 山労働局長指示「オルトートルイジンによる健

６月 24 日（金）に鳥取で開催された、中国地区印刷

康障害防止対策」について

協議会の会議の内容が事務局から報告され、了承され

２）全印工連「環境労務アンケート調査」について

た。

３）「熊本地震」災害義援金募集結果報告について
２．
「プリンテックフェア 2016 IN 岡山」実施計画に
ついて

理事・監事会の開催前に講演会を開催
・演題 「利益を確保するための見える化と生産性向上


８月 26 日（金）
、27 日（土）の２日間、コンベック

の取り組み」

ス岡山で開催される「プリンテックフェア 2016 IN 岡
・講師

山」の実施計画について事務局から説明がなされた。

富士フイルム GGS ㈱
熊谷龍生 氏

このイベントは、岡山県印刷工業組合と合同印刷機
材㈱との共催で開催。
印刷関連機材展と印刷・製本会社のコラボレーショ
ンについては、合同印刷機材㈱が主催、講演会・セミナー
については、岡山県印刷工業組合が担当で開催する。
組合主催の講演会・セミナーは、全印工連元会長の
浅野 健氏、大阪府印刷工業組合副理事長の浦久保康裕
氏、日本プリンティングアカデミー名誉教授の濱 照彦
氏の講演会・セミナーを開催する。
講演会・セミナー受講希望の方は、事前に参加申し
込みが必要等の説明があり、了承された。
３．官公需対策の進め方について
今年度、重要課題として取り組む「官公需」対策に
ついて、事務局から進め方について説明がなされた。
官公需の厳しい実情を、中央会と岡山県産業労働部

講演会
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Q & A ??
社会保険労務士

Q

No.

穐田

恒雄

面接時の注意点について教えてください。

A

１．はじめに
面接は、地元の方に会社を見てもらえる
絶好のチャンスです！面接官らしい服装、
会社を代表する者としての紳士的な態度で接しましょ
う。面接中は出来れば携帯の電源は切って、明るい態
度で接しましょう。
最初の質問は緊張している場合があるため、答えや
すい内容のもので質問してください。

・あなたの家は借家ですか。それとも持ち家ですか。
・あなたの家の財産はどのくらいあると思いますか。
④思想信条に関すること
・信仰はお持ちですか。
・支持政党はありますか。
⑤雇用均等に違反すること
・結婚後も働きますか。
・いくつぐらいで、結婚したいですか。

２．聞いてはいけないこと
本人の適性や能力を見極めるのに必要なこと以外の
ことを質問したり、基本的人権を侵害したり就職差別
につながることにもなり、控えなければなりません。
例えば次のようなことが該当します。
①本籍などに関すること
・本籍（出身地）はどこですか。
・あなたのご両親はどこで生まれましたか。
②家族状況に関すること
・両親はどのような仕事をしていますか。
・あなたのご兄弟は何をしていますか。
③家族環境に関すること

３．健康情報の調査について
健康状態についての質問は、業務の目的達成に必要な
範囲内では可能とされています。メンタル面の病歴は
聞いてはいけないものであるように思われがちですが、
精神疾患を含めた過去の病歴を確認することは、原則、
認められています。
採用選考においては、就職差別につながらないよう
注意は払いつつ、過去２年間など、一定期間を区切っ
た上で、健康状態の確認を実施することをお勧めしま
す。
但し、「HIV」「B 型・C 型肝炎」等の情報収集は禁じ
られていますのでご注意ください。

■ お知らせ ■

「プリンテックフェア 2016 IN 岡山」開催

・開催期日 ８月 26 日（金）、27 日（土）
・会
場 コンベックス岡山
（内容）１、最新の印刷機材展示会
２、印刷・製本会社のコラボレーション
３、講演会・セミナー開催
参加費無料、但し、講演会・セミナーは事前の申し込みが必要です。
お問い合わせは、岡山県印刷工業組合事務局迄 （086）223 － 6351
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「熊本地震」災害義援金のご報告 ご協力ありがとうございました
４月 14 日に熊本県を中心に発生した「熊本地震」は、現在も余震が続いています。
岡山県印刷関連産業協議会で４月 22 日に会員・賛助会員の皆様に災害義援金のご協力をお願いし、５月 20 日に締
め切らせていただきました。
ご協力いただきました義援金総額と企業団体は以下の通りです。
１．義援金総額

490,000 円

２．ご協力頂いた企業・団体
企業：30 社

団体：３団体

〈企業名〉敬称略
・㈱橋本印刷所

・富岡印刷㈱

・ワシュウ印刷㈱

・㈱ PCK 高速印刷

・㈱谷野帳簿工業所
・㈱藤井印刷所

・㈱オータニ

・㈱富士製本

・研精堂印刷㈱

・グラフィック機材㈱

・西尾総合印刷㈱

・㈱ブックス

・協同精版印刷㈱

・㈱美成

・ヤスクニ㈱

・活文堂印刷㈱

・山陽印刷㈱

・いわゐ荷札印刷㈱

・㈱印刷工房フジワラ

・小野研磨所

・㈱廣陽本社

・友野印刷㈱

・㈱大西商店

・ノーイン㈱

・サカタインクス㈱

・㈱創文社
・㈲大学製本

・㈲妹尾商店

・シンコー印刷㈱

・㈱中国インキ商会
〈団体〉
・岡山県印刷工業組合倉敷支部

・同津山支部

・岡山県洋紙商連合会

３．義援金の送り先
協議会の役員会で協議した結果、全日本印刷工業組合連合会の募金活動へ協賛して熊本県・大分県の各県工組に送
金させていただきました。

〈ご案内〉

印刷組合の共済制度に加入しましょう
～共済制度加入促進運動展開中～
岡山県工組は、各種共済制度へ組合員の方々を対象に加入促進運動を行っています。
■ 生命共済制度（ライフピア）
死亡・高度障害の他、不慮の事故による障害や入院についても 24 時間保障する制度です。
■ 総合設備共済制度（せつび共済）
印刷設備をはじめとする機械設備の事故による損害を補償する共済制度です。
風水害の他コンピューターのプログラム・ソフトウエア・データの被害も保障されます。
お問い合わせは、組合事務局までご連絡ください。
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編 集 後 記
今年の夏は、異常なほどに暑い日が続いている。
夏は暑いのが当たり前であるが、今年は例年にな
くおかしい。
そんな中、岡山では高校総体が開催され、全国か
ら集まった高校生が毎日、炎天下の中頑張っている。
若いと言うことは、本当にいいな。と思う日々。


（Ｋ）

大阪支店/〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号

TEL.06-6771-5568

東京都板橋区板橋 1丁目 53‑2 TM21 ビル 3F
〒173‑0004 TEL 03‑3963‑0511

FAX.06-6772-9661

岡山県洋紙商連合会
㈱石

本

洋

岡山市北区大内田 769-5

岡
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㈱高

田

津山市東新町 25

㈱高

田

洋

紙
紙

岡山市南区米倉 72-3

紙

店
店

㈱ペーパーックス岡山

TEL.292-8500

岡山市北区大内田 715-2
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岡山市北区岡南町 2-2-36

㈱光

23-2154
TEL. （0868）

畑

紙

加
店

岡山市北区北長瀬本町 13-3

TEL.244-1234
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