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　笠岡湾干拓地一面に広がる西日本屈指の花畑では、
春は菜の花、ポピー、夏は 100 万本のひまわり、秋は
コスモスと、四季折々の花々が楽しめる。記念撮影や
花畑の中の散策も人気で、毎シーズン訪れるファンも
多い。隣接する道の駅「笠岡ベイファーム」には笠岡
港直送の鮮魚や地元の朝どれ野菜、ひじきや灰干しな
ど笠岡諸島の特産品を販売する直売所があり、地元の
食材を使用したランチバイキングも好評。

笠岡湾干拓地
かさおかわんかんたくち
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　平成 30年度通常総会が、５月 18日（金）午後５時
からアークホテル岡山で開催され、平成 29年度事業報
告、同収支決算を承認し、平成 30年度事業計画・同収
支予算などを決定しました。

　総会は開会宣言の後、事務局から本日の出席者数 56
名（本人出席 25名、委任状出席 31名）で、総会が成
立する旨の報告があり、総会が始まりました。
　最初に、大塚泰文理事長より新年度を迎えるに当た
り抱負と基本方針が示されました。
　総会の議長には、事務局からの提案で味野浩一副理
事長が承認され、議事が進行されました。
　各議案の提案は事務局の栗平専務理事から説明が行
われ、全議案が全員賛成で承認されました。

審議された議案

第１号議案　�平成 29年度事業報告及び決算書類承認の
件

第２号議案　�平成 30年度賦課金の額及び徴収の時期方
法決定の件

第３号議案　�平成 30年度事業計画案及び収支予算案承
認の件

第４号議案　�平成 30年度借入金の最高限度額及び借入
金融機関決定の件

第５号議案　役員改選の件
　以上の５議案が提案され、承認されました。
　また、第５号議案の役員改選に伴い、理事長・副理
事長・専務理事を選任するための臨時理事会が開催さ
れ、新三役が決定しました。（別記）
　総会閉会後、「20年以上勤続優良従業員表彰」が行わ
れ、大塚理事長から表彰状と記念品が授与されました。

　平成 30 年度「通常総会」開催
■ 平成 30 年 5 月 18 日（金）　■ アークホテル岡山

平成 30 年度事業計画・収支予算を決定
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―― 理事長に大塚泰文氏が就任 ――
　岡山県印刷工業組合は、５月 18日（金）、平成 30年度通常総会を開催し、任期満了による役員の改選を行い、新
しく理事 22名と監事２名を選出した。
　これを受けて、臨時理事会を開催し、理事長に大塚泰文氏（協同精版印刷㈱）を選出した。また、副理事長に西尾
源治郎氏（西尾総合印刷㈱）廣野景治氏（㈱ i プランニングKOHWA）味野浩一氏（シンコー印刷㈱）池上鎌三郎氏（㈱ファ
ビオ）藤原�守氏（㈱印刷工房フジワラ）廣野貴大氏（㈱廣陽本社）の６名と専務理事に栗平靖彦氏（専従）を再選した。

理 事 長� 大塚　泰文（協同精版印刷㈱・南）
副理事長　経営革新マーケティング委員長� 西尾源治郎（西尾総合印刷㈱・北）
副理事長　組織共済事業委員長� 廣野　景治（㈱ i プランニングKOHWA・南）
副理事長　環境労務事業委員長� 味野　浩一（シンコー印刷㈱・西）
副理事長　教育研修事業委員長� 池上鎌三郎（㈱ファビオ・南）
副理事長　官公需対策委員長� 藤原　　守（㈱印刷工房フジワラ・東）
副理事長　環境労務事業委員� 廣野　貴大（㈱廣陽本社・津山）
専務理事� 栗平　靖彦（専従）
理　　事� 山西　隆文（山陽印刷㈱・東）
理　　事� 藤原　直樹（富士印刷㈱・東）
理　　事� 安井　英規（コーホク印刷㈱・北）
理　　事� 橋本　清行（㈱橋本印刷所・東）
理　　事� 西山隆三郎（㈱中国シール印刷・西）
理　　事� 三村　康彦（活文堂印刷㈱・南）
理　　事� 十川　宜登（㈲ソガワ印刷・南）
理　　事� 佐古　　徹（研精堂印刷㈱・西）
理　　事� 小山　壱也（ノーイン（株）・西）
理　　事� 三村　理秀（サンコー印刷㈱・北）
理　　事� 大西　真司（㈱大西商店・東備）
理　　事� 夏井　勝将（㈱コーセイカン・西）
理　　事� 武内　元則（㈱あさひ印刷・倉敷）
理　　事� 片岡　孝文（作陽印刷工業㈱・真庭）
監　　事� 田中　敏彦（岡山印刷㈲・北）
監　　事� 長尾　研一（㈱創文社・西）

平成 30 年・31 年度  理事・監事 決まる

　 役　員  

大塚理事 西尾副理事長 廣野副理事長 味野副理事長 池上副理事長 藤原副理事長 廣野副理事長
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　５月 18日（金）に開催された「通常総会」の席で、「20年以上勤続
優良従業員表彰」が行われました。今年度の受賞者は、10社 25 名で
そのうち表彰式には３社９名が参加されました。

20年以上勤続優良従業員表彰

協同精版印刷㈱の受賞者

山陽印刷㈱の受賞者

シンコー印刷㈱の受賞者

懇親会

平成30年度

「20年以上勤続優良従業員表彰」受賞者
� （敬称略）

・山陽印刷㈱　　　高杉晋一郎　吉田松司　杼山智子
・研精堂印刷㈱　　森田健二　村田朋隆　坂本欣久　守谷充厳
　　　　　　　　　山渋正雄
・サンコー印刷㈱　森田真介
・富士印刷㈱　　　荒井恵子
・シンコー印刷㈱　服部俊彦　竹原勇樹　永瀬雅之　山下貴幸
　　　　　　　　　戸城英昭
・㈱岡文館印刷所　林　賢治
・㈱あさひ印刷　　片岡貴志　森脇孝夫
・ワシュウ印刷㈱　問田　聡
・友野印刷㈱　　　頃末博幸　杉原憲彦
・協同精版印刷㈱　三村智宏　小武明子　品川千晶　吉井勝志
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　平成 30年度上期中国地区印刷協議会が周南市のホテルサンルー
ト徳山で開催されました。会議には中国５県から 43名の役員が参
加。また、全日本印刷工業組合連合会から作道孝行副会長、池田幸
寛常務理事、池尻純一専務理事が出席されました。
　最初に、山口県印刷協業組合から藤田良郎理事長の歓迎の挨拶、
中国地区印刷協議会の中本俊之会長が、新しい年度を迎え気持ち新
たに事業に取り組んでいきたいと抱負を述べられました。全印工連
を代表して、作道副会長から「Happy�Industry」の説明、池田常
務理事からは「働き方改革の必要性」について説明がありました。
　池尻専務理事からは、今年度全印工連が取り組んでいく事業内容
の概要について説明がありました。
　中国地区の事務局からは、平成 29年度の収支決算報告、平成 30
年度の収支予算について説明があり、全員賛成で承認されました。
　全体会議の後、分科会に別れそれぞれの委員会の事業計画や各組
合の情報交換が行われました。岡山県工組からは、それぞれの委員
会へ理事長、副理事長、専務理事が出席。
・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　西尾源治郎副委員長、藤原正樹
青年部会長
・�教育研修委員会　池上鎌三郎副理事長、藤原　守副理事長
・環境労務委員会　味野副理事長、廣野貴大副理事長
・組織共済委員会　栗平靖彦専務理事

＊�［Happy�Industry］、「働き方改革の必要性」については、全印
工連から冊子が出ます。

　平成 30 年度上期　「中国地区印刷協議会」開催
■ 平成 30 年６月 29 日（金）　■ ホテルサンルート徳山

中本中国地区協会長

全印工連作道副会長

池上教育研修委員長
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

Q ハローワークには「リクエスト求人」があると聞きましたが、どのような制度で
しょうか。

＜求職者へリクエストの手順＞
　（１）管轄のハローワークに求人票を出します。
　（２）会社の所在地から、通勤圏内と思われるハローワークへ直接足を運びます。
　（３）求人条件に合う休職者リストを出してもらいます。
　（４）休職者リストから求人票を送ってもらいたい人をピックアップして、リクエストを依頼します。
　（５）該当の休職者にハローワークから連絡（求人票）が届きます。
　（６）休職者が興味を持てば、ハローワークからの紹介を通しての応募や直接応募があるかもしれません。

　更に具体的な手順をご説明します。

　（１）�ハローワークの総合案内で、「リクエスト求人を利用したいです」と言うと、担当部門へ案内して
いただけます。ほとんどが求人部門に案内されますが、ハローワークによっては、番号札を渡され
職業相談部門に案内されることもあります。

　（２）�複数の事業所がある場合は、どの事業所管轄のハローワークに依頼すれば良いか、検討してみて下
さい。

　（３）担当者に「求人票を持ってきましたか？」と聞かれますので、事前に求人票を用意しておきましょう。
　（４）�担当者に休職者リストを作成してもらうのですが、その時の検索条件（地域、経験の有無、資格の

有無等）も事前に用意しておくと便利です。
　　　 �リクエストを出せる数は、ハローワークによって様々です。１つの求人票に対して何人までという

ハローワークもあれば、全ての求人票を合わせて何人までというところもありますのでご注意下さ
い。

　（５）�求人票を送ってもらう際、会社のパンフレットがあれば一緒に送ってもらえますので、ご準備下さい。

　�最後に、ハローワークによって運用面（リクエスト人数、同封出来るもの等）が、異なりますので事前
にご利用のハローワークにご確認下さい。

A ハローワークに求人を出している事業所なら、ハローワークに登録している求職
者に求人票を送付してもらえる制度です。
　求職者に必ず受け入れられるわけではありませんが、リクエストをもらえば興味を持つ
きっかけとなり、「せっかく求人票を送ってきてくれたのだから面接をうけてみよう」と考
える求職者は出てくると思います。
具体的には、以下のような流れになります。
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岡山県印刷関連産業協議会
協議会ニュース

News
　岡山県印刷関連産業協議会の役員会が６月 21日（木）にアークホテ
ル岡山で開催された。議題は、７月６日に開催される協議会の総会へ提
案する①平成 29年度事業報告及び収支決算報告、②平成 30年度の事
業計画案及び収支予算案について審議された。
　また、平成 30年度の役員については、大塚泰文会長を選任し副会長
には、大谷�博氏と土師健嗣氏が選任された。全議案ともに７月６日の総
会で提案され承認される予定。

 支 部 だ よ り

津山支部 「労務管理セミナー」を開催
　津山支部（廣野貴大支部長）は、６月 15日（金）に津山国際ホテル
で労務管理セミナーを開催した。講師には社会保険労務士の穐田恒雄氏
をお招きし、午後６時 30分から８時まで「人材定着と最近の労務管理
のポイント」について受講した。参加者は、支部組合員 10名全員参加
し講義の後、組合員が抱える問題について質疑が行われた。
　事務局からは、栗平専務理事が参加し最近の事業報告や計画について
説明があった。

岡山西支部

　岡山西支部（友野昌平支部長）は、６月１日（金）に新年度の総会を
開催した。総会では平成 29年度の事業報告が友野支部長から説明があ
り、西山副支部長から決算報告があり全員賛成で承認された。
　また、平成 30年度の事業計画や収支予算についても提案通り承認さ
れた。任期満了に伴う支部長については、全員一致で友野昌平氏が選任
された。参加者 10名。

 組 合 員 ニ ュ ー ス

＜社名変更＞　広和印刷株式会社（代表者�廣野景治氏）は、７月１日より
　　　　　　　　株式会社 i プランニングＫＯＨＷＡ�に変更
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大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号大阪支店/〒543-0033
TEL.06-6771-5568　FAX.06-6772-9661

岡山県洋紙商連合会
㈱石 本 洋 紙
 岡山市北区大内田 769-5 TEL.292-8500

岡 山 紙 商 事㈱
 岡山市北区富田 53-1 TEL.225-5151

㈱高 田 紙 店
 津山市東新町 25 TEL. （0868）23-2154

㈱高 田 洋 紙 店
 岡山市南区米倉 72-3 TEL.244-1234

㈱ペーパーックス岡山
 岡山市北区大内田 715-2 TEL.292-5131

㈱丸 加
 岡山市北区岡南町 2-2-36 TEL.222-0216

㈱光 畑 紙 店
 岡山市北区北長瀬本町 13-3 TEL.255-6788

　今年のワールドカップは、予測に反した戦いで本
当に面白い。前回優勝のドイツをはじめ番狂わせの
試合が多く、日本にもチャンスがあるかもしれない。
眠れない夜が続く。
　頑張ればきっといいことが起きることを信じて。
 （K）

 編 集 後 記


