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　倉敷市児島の味野商店街の中にあり、旧野﨑家住宅
から野﨑の記念碑までを結んだ 400 メートル程のスト
リートです。国産ジーンズ発祥の地「児島」の PR と商
店街のにぎわい再生を目指して地元ジーンズメーカー
のショップが多数出店しており、個性あふれるジーン
ズ製品が揃います。ジーンズ以外にも魅力的なショッ
プが多数あり、新たな観光スポットとして注目を集め
ています。

児島ジーンズストリート
こじまじーんずすとりーと

CONTENTS

2018 全日本印刷文化典 2
プリンテックフェア 2018 in 岡山 開催 3

「プリンテックフェア 2018 in 岡山」協賛セミ
ナー開催 4

「生産性向上支援訓練セミナー」
～生産現場の問題解決～開催 5

労務問題 Q&A 6
第２回「労務管理セミナー」開催 / 
協議会ニュース / お知らせ 7

編集後記 8



2018 年 11月 No. 376

2

おかやまいんさつつうしん　Printing Journal Okayama

　「2018 全日本印刷文化典・高知大会」（主催：全日本
印刷工業組合連合会・四国地区印刷協議会・高知県印
刷工業組合）が 10 月５日・６日の２日間、「土佐で語
ろう　印刷の未来」をテーマに高知市の「三翠園」で
開催され、全国各地から 540 名が参加した。
　初日の５日には、記念式典があり、全印工連の臼田会
長が今年度の活動方針について「全印工連では「Happy 
Industry 人々の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」を
ブランドスローガンに掲げ、印刷産業の向かうべき方
向性を共有し、人々の幸せを作り続ける印刷産業を実
現するための諸事業に取り組んでいる。
　少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護
の両立など、働き手のニーズの多様化、長時間労働の

是正に向けた生産性の向上など、働きがいのある人々
を惹きつける印刷産業の確立は急務であり、全印工連
ではプロジェクトチームを立ち上げ、「幸せな働き方改
革」への取り組みを進めることにした。
　「幸せな働き方改革」は、組合員企業の従業員がやり
がいを持ち、安心して働き続けられる職場づくりによっ
て、新たな付加価値を創造し、顧客満足度を高め、ひ
いては組合員企業の業績向上につなげることが目的で
ある。高知の地において「Happyness Company」を
目指してほしいと願っている。」と式辞の中で参加者に
訴えた。
　その後、記念講演会では、高知県出身の直木賞作家
である山本一力氏が講演した。

2018 全日本印刷文化典
土佐・高知に 540 名が参加「Happy Industry」へ

記念式典

会場風景

臼田会長挨拶

岡山県工組参加者

　翌６日は全国理事長会、全国事務局研修会、全青協
各県青年代表者会議の後、全印工連フォーラムが行わ
れ、また、社会保険労務士の菊池加奈子氏による「幸
せな働き方改革」について講演があった。
　岡山県工組からは、大塚理事長、廣野副理事長、味

野副理事長、藤原副理事長、廣野（貴）副理事長、池
上副理事長、藤原青年部会長、栗平専務理事が参加した。
　次回の「全日本印刷文化典」は、2020 年 10 月に長
野県軽井沢プリンスホテルで開催されることが決定し
た。
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　岡山県印刷工業組合、合同印刷機材株式会社共催で、
第４回「プリンテックフェア 2018 in 岡山」がコンベッ
クス岡山で開催されました。このイベントは隔年ごと
に開催され、今年は４回目を迎えました。
　印刷関連機材関係は、合同印刷機材株式会社が担当、
講演会セミナーは岡山県印刷工業組合が主催して開催
されました。
　印刷機材関係の出展者は 30 社、コラボレーション参
加企業は 13 社出展し各参加企業の特徴ある機材・製品
が展示されました。
　初日、23 日はオープニングセレモニーが開催され、
共同開催の岡山県印刷工業組合の大塚理事長、合同印
刷機材㈱の畑井社長の開会挨拶の後、参加者代表によ
るテープカットで開場しました。
　２日間の来場者は、平日の開催でしたが 560 名の来
場がありました。
　また、岡山県印刷工業組合が主催しましたセミナー
は、23 日（火）はタケミ株式会社の柴崎武士社長を講
師に「印刷現場も営業現場」と題して開催。24 日（水）
は全日本印刷工業組合連合会の池尻淳一専務理事によ
る「身近な事例から学ぶ印刷会社の著作権」と題して
開催されました。

印刷関連総合フェア

プリンテックフェア 2018 in 岡山 開催
～価値ある情報が交差する～

■期 日：平成30年10月23日（火）・24日（水）２日間
■会 場：コンベックス岡山

オープニングテープカット
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　岡山県印刷工業組合は、23 日・24 日の２日間コンベッ
クス岡山のバンケットルームで午後１時からセミナー
を開催しました。

〈23日（火）のセミナー概要〉
演題：「印刷現場も営業現場」
　　　�～印刷現場の業務改善によって、まだまだ売上

も利益も伸びる～
講師：タケミ株式会社�代表取締役社長　柴崎武士氏
概要： 印刷現場の業務改善によって、まだまだ売上も

利益も伸ばすことができ「品質が安定しない」「印
刷事故が多発している」「オペレーターが育たな
い」など、多くの経営者・管理者が悩みを抱え
ています。しかしながら印刷現場も同じように
悩んでいる。

　このセミナーでは、経営者、管理者の方々に「印刷
現場の改善」に取り組み「印刷品質の向上」「生産性の
向上」「印刷現場の環境改善」を目指し、その結果「売
上の向上」「収益の改善」に繋げることを目的にしてい
る。

　以上の概要で他社の実例などを挙げながら、基本の
実行や業務改善方法等の説明があった。参加者は 88 名
で実際に印刷現場で勤務している方の参加も多かった。

〈24日（水）のセミナー概要〉
演題：「身近な事例から学ぶ印刷会社の著作権」
講師：全日本印刷工業組合連合会�専務理事　池尻淳一氏
概要： 最近の判例では、印刷会社は「権利問題のプロ」

という見方をされている。
　「知的財産権」の概要、とりわけ印刷業に関係の深い

「著作権」の基本事項について学び、顧客と印刷会社双
方のリスク回避について学ぶ。
　以上、著作権について具体的事例に基づき説明がな
され、また、官公需における知的財産権についてお互
いの信頼関係を構築し法律の順守が大切と説明があっ
た。
　参加者は 79 名で、岡山県用度課・岡山市契約課の担
当者も各２名が参加した。

　「プリンテックフェア 2018 in 岡山」協賛セミナー開催
■ 10 月 23 日（火）～ 24 日（水）　■ コンベックス岡山　バンケットルーム

柴崎武士講師 会場風景
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　教育研修委員会は、岡山職業能力開発促進センターの協力を得て「生産性向上支援訓練セミナー」を開催しました。
　この事業の趣旨は、地域の中小企業等が持続的に成長するためには、労働者一人一人の生産性向上が重要であるこ
とから、岡山職業能力開発促進センターが行っている事業で、その趣旨に則り開催しました。
　講師には、富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱大阪支社の専門家３名により２日間に分けて３講座
開催しました。その内容の概要は以下の通りです。
〈第１回〉生産活動の基本～「生産活動の基本及び現状分析と無駄の発見～��
　研修１：演題　「カラー印刷ができるまで」
　　　　　講師　富士フイルム GGS ㈱大阪支社技術部長　山南信太郎氏
　　　　　内容　 オフセット印刷機の構造と仕組みやワークフロー、カラー

マネジメント等印刷製造に係る基礎を学ぶ
　研修２：演題　「現状分析と無駄の発見、生産現場の改善」
　　　　　講師　富士フイルム GGS ㈱大阪支社営業部部長　佐々木健至氏
　　　　　内容　 印刷会社が直面している現状と課題を解説し、解決する

ための仕組みやワークフロー、デジタル印刷の活用方法
を学ぶ

〈第２回〉生産現場の問題発見と改善
　研修３：演題　「高付加価値　Eco ＆ FastPrinting」
　　　　　講師　富士フイルム GGS ㈱大阪支社技術担当課長　森田　一氏
　　　　　内容　 今、印刷会社に求められている印刷の品質や生産性を解説、問題を改善する手法・手順を学ぶ
　以上の内容で開催されました。参加組合員は８社、参加者は 22 名でした。

「生産性向上支援訓練セミナー」～生産現場の問題解決～開催
～印刷現場の問題を解決し、生産現場の問題を発見、解決できる知識・技能習得～

■ 10 月 12 日（金）・11 月２日（金）２日間　■ アークホテル岡山
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

Q ハローワークの効果的な求人票の作成について
当社では、人材不足が深刻化しています。求人を出しても、採用どころか応募す
らありません。ハローワークの効果的な求人票の作成について教えてください。

A 採用バブルの影響で、人材不足や採用難が深刻化しています。厳しい状況の中、
人材を確保するためのポイントをいくつか紹介いたします。

１．職種欄は、丁寧に記載してください。
　厚生労働省所管の独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、ハローワークの求人票では、賃金よりも「職
種」の欄が一番見られているようです。職種欄には、最大 28 文字まで、記載することが出来ます。
　例えば、「制作」を「チラシ・パンフレットなど紙媒体の印刷物のデザイン」または、「企画・デザイン・制作担当、
自分の可能性が広がります」「印刷作業全般」を「封筒印刷・宛名印刷・封入作業などの軽作業」などと具体的に記載
することで、他社との差別化が出来ます。
　また、仕事のイメージが湧きやすくなるため、応募の確立が上がることがあります。
２．〈求職者自身にメリット〉が感じられるような記載をしてください。
　以下のような文言は、会社側から求職者に対して要求していることに過ぎないため、あまり効果的ではありません。
　①　やる気がある人求む！
　②　ガッツある人を求めています！
　③　前向きな人を希望します！
　④　自己管理できる人
　⑤　人と接することが好きな人、あつまれ
　⑥　率先して働く人、ぜひご応募下さい
〈求職者自身にメリット〉が感じられる記載例とは
　①　様々な業務がこなせるようになりますので、自分の可能性が広がります。
　②　自分の作ったものに対してお客様からの反応が感じられます。
　③　 朝はお子様を保育園に送ってこられてから、会社に出てきて、夕方はお迎えに間に合うように帰ることが出来

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
第２回「企画委員会」開催
　10 月 30 日（火）午後６時からアークホテル岡山で
企画委員会が開催された。出席者は企画委員７名。
　会議は、「プリンテックフェア 2018 in 岡山」の開催
結果報告、来年１月開催の「新年互礼会」の運営につ
いて、そして「PRIC フォーラム岡山」の計画について
協議された。
　特に、「新年互礼会」については、組合員の参加を増
やすこと、そして、参加者に各組合の事業内容を知っ
てもらう事を重点に協議した。この内容は各組合の役
員会で検討し、協議会理事会で決定することとした。
　また、「PRIC フォーラム岡山」については、来年の
秋にコンベックスで開催する方向で今後検討すること
とした。

　今年２回目の「労務管理セミナー」を９月 20 日に開
催。講師は、社会保険労務士の穐田恒雄氏で今回は最
近話題になっている「ハラスメントの防止と働き方改
革」について実例を挙げて説明がありました。
　岡山労働局管内でも３年連続労働相談件数増加傾向
にありその対応が各企業に求めれれているとのことで
した。
　また、働き方改革を推進するための関係法律が来年
度から具体的に施行されることになり、特に「長時間
労働」「年次有給休暇」などについて、具体的な説明と
対応について講義がありました。
　参加者は 10 社 13 名でした。

　第２回「労務管理セミナー」開催
■ ９月 20 日（木）14：00 ～ 16：00　■ サン・ピーチ OKAYAMA

平成 31 年「新年互礼会」開催のご案内
＊開催日：平成 31年１月 18日（金）午後６時
＊会　場：アークホテル岡山　　　　　　 　　

お 知 ら せ
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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

　平成の年号があと半年になった。平成年を振り
返ってみると、昭和のバブル景気後の年になり、経
済成長も低迷したが、IT 関連の発達で世の中の仕
組みが大きく変わった時代になったことであろう。
 （K）

 編 集 後 記


