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神庭の滝
かんばのたき

「平成から令和へ」

真庭市神庭にある神庭の滝は、高さ 110m、幅 20m の

Printing is Fun「印刷オモロー展」開催

中国地方随一のスケールを誇る名瀑で「日本の滝百選」に

「全印工連事業承継支援センター」のご案内

も選ばれている。断崖絶壁を流れ落ちる滝の景観は圧巻。

～事業承継に不安や悩みのある方は相談を～

滝の中央には黒い岩が突起し、落下する水しぶきに逆らっ

労務問題 Q&A

てのぼる鯉に似ていることから「鯉岩」と呼ばれている。

2
4
5
6

協議会ニュース /「PRIC フォーラム岡山 2019」
開催のご案内 / 岡山県印刷関連産業協議会「総 7
会」のご案内

周辺は県立自然公園に指定されており、渓谷内には種々
の樹木が繁り、四季を通じて美しい景観を楽しむことがで
きる。

編集後記

また、周辺には昭和 32 年に大阪大学により餌付けされ
た野生のニホンザルが生息しており遊歩道で目にすること
ができる。
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「平成から令和へ」
岡山県印刷工業組合
理 事 長

大 塚 泰 文
2019 年５月１日（水）０：00

1994 年（平成６年）：36 歳

平成から令和へと

協同精版印刷株式会社入社（１月４日）印刷業界人

時代が変わりました。単に元号が変わったと言うだけ

としての人生始まる、いや始める。

でなく、我々も将来に向けてこれまで以上に変化を受

当時はまだバブルの余韻が残る。私は印刷業界にな

け入れなければならないと言う事ではないでしょうか。

じむ前に会社の事を覚えることに必死。取り敢えず自

ところで、平成には何が起きていたのでしょうか。

分なりに楽しむ。後悔無し！

個人的に振り返ってみます。

青年部会に入会したのは多分この頃。この頃から、
1989 年（昭和 64 年・平成元年）
：30 歳（当年とって

夜の飲み会の数日後に眼鏡が新調されることが幾度と

の満年齢、以下同）

なく発生。若かった──。
＊週 の労働時間が原則 40 時間に（４月１日）、オ

平成の始まり（１月８日日曜日）
岡山県印刷工業組合は西尾

リックスのイチローが安打数を 210 に伸ばす

治５代理事長。組合員

（10 月９日）

数は 120 社。
岡山県内の狭義の印刷業の従業員数は初めて 4,000

1998 年（平成 10 年）：39 歳

人台にのる。

全印工連の全国大会を岡山（ホテルグランヴィア岡

また、翌平成２年には全国の印刷物出荷額は初めて

山）で開催。

８兆円の大台にのる。

安井昇二第６代理事長の時。青年部会長は活文堂印

昭和から平成へ。デジタル時代の幕開け。

刷㈱三村康彦社長。

私は、歯科医師として天狗になっている真っ只中。

青年部として、岡山駅旧在来線改札前付近で「五感

印刷業のことは頭の片隅にもなし。ただひたすら、目

に訴える印刷」をテーマに展示会を開催。展示物の一

の前の患者さんと向き合うのに必死だった頃。

部盗難に遭う。グーテンベルグ活版印刷機のレプリカ

元号の移り変わりは気にも留めていなかったと記憶。

をお借りして実演を行う。大盛況。

＊３％の消費税導入（４月１日）
、100 系グランド
ひかり登場

＊新「民主党」結成（４月 27 日）

岡山東京間３時間 46 分（３月 11

日）、北京天安門事件（６月４日）
、ベルリンの
壁崩壊（11 月９日）
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2004 年（平成 16 年）
：45 歳
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2019 年（平成 31 年）：60 歳（本厄）

岡山県印刷工業組合 50 周年（８月）

図らずも「令和」第１号の理事長となる。

記念誌（平成 22 年発刊）では若手として座談会に参

ついに還暦を迎える年となり、絶対に来ないと思っ

加。傍から見るとまだ真剣みが足りなかった頃。定年

ていた 60 歳台が現実となる。

で青年部を卒業。暫く組合活動から離れる。今から思

子供の頃は、明治・大正・昭和の３元号を生きてこ

うと残念な期間。

られた方は、すごいお年寄りと思っていた。まさか、

＊新 潟県中越地震（10 月）
、ダイエーが産業再生

自分が３元号をまたぐことになろうとは・・。ある意

機構に支援要請（10 月）

味良い経験。
４元号にならないことを願う。

2008 年（平成 20 年）
：49 歳

平成回顧。この間 30 年、何となく生きてきたことに

協同精版印刷㈱社長に就任（10 月）
。何故、このタ

気が付く。

イミングで・・・しかし、リーマン・ショック意に介せず。

＊新元号「令和」発表（４月１日）、天皇陛下退位（４

＊「iphone」
国内販売開始
（７月）
、
リーマン・ショッ

月 30 日）、新天皇陛下即位（５月１日）


ク（９月）

2018 年の「紙の本」の推定販売金額がピーク時
（1996 年）の半分を割り込んだと発表される（１

2014 年（平成 26 年）
：55 歳

月）

第 10 代理事長に就任。２期で交代するという強い思
いを持つ・・・が既にかなわず。岡山県印刷工業組合

平 成 か ら 令 和 へ。 デ ジ タ ル か ら 通 信 へ。IT・IoT・

60 周年（８月）

AI・・・そしてさらにその先へ。時代の変化の中で「こ

記念誌では、理事長として座談会参加。５年前の記

れからの印刷業界はどうなるのか」ではなく「令和だ

念誌では「若手」だったのに・・・

からこうあるべき」に捉われず「令和をどのような時

＊消費税率８％に引き上げ（４月）
、
御嶽山噴火（９月）

代にするのか」という事を改めて考え直す機会と考え
ています。
「どうあるべきなのか、どうすべきなのか」

2018 年（平成 30 年）
：59 歳（前厄）

とにかく頭を動かし、かつ直観も働かせなければなり

７月の西日本豪雨では幸い組合員に大きな被害がな

ません。

く安堵。組合として支援金寄付。

過去の経験や技術・知識を大切にしながらも、尚且

豪雨の影響で新幹線のダイヤ乱れる。東京から自宅

つ時代の変化を楽しみながら組合活動を推し進めて参

まで帰るのにおよそ 10 時間。

ります。

理事長も３期目に突入。予定ではこの年で退任・・・

今後とも組合活動へのご協力、ご参加の程何卒よろ

のはずたっだ。
＊西日本豪雨

しくお願い申し上げます。
平成最悪の豪雨被害（７月）
、


北海道地震（９月）
、安室奈美恵引退（９月）
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■ 岡山県印刷工業組合青年部

Printing is Fun「印刷オモロー展」開催
■ 平成 31 年４月 16 日（火）、17 日（水） ■ 富士ゼロックス岡山㈱展示場
〈開催の目的〉

青年部会は、富士ゼロックス岡山株式会社と共催で

・紙の良さや印刷技術の価値に興味を持ってもらう

「印刷オモロー展」を開催しました。この企画は、印刷

・印刷や紙の可能性を高めて創造を広げてもらう

業界が低迷する中で、印刷会社を一般の方や学生に知っ

・印刷業界のイメージの向上

て頂くことを目的に計画しました。例えば、学生と話

〈展示品の内容〉

をすると印刷会社は「印刷機を回して印刷物を作って

・印 刷会社の紹介パネル・活版印刷機体験・段ボー

いる会社」という認識で、恐らく学生に限らず一般の

ル什器・ムダに面白いノート

方も同じだと言えます。

・県 内観光地写真ポストカードプリント・ドローン

印刷会社は紙への印刷に限らない表現や、印刷の前

による実画像

段階のコンテンツ制作など様々なことをしていますが、

・色 々な紙で作成した印刷物やパッケージ製品の展

一般的には知られていません。

示

印刷会社が紙を媒体に表現している制作物や、紙以

来場者は２日間で 350 名、組合員企業の社員の方や

外の表現方法などをこのイベントで知って頂くことと

専門学校生、デザイナーの方々など多数来場いただき、

しました。

「印刷」のことを知って頂けたと思います。

展示会のコンセプトは、
印刷のプロが「真面目」と「お

今後も、このようなイベントを開催し印刷業界の PR

ふざけ」を印刷・製本会社独自の技術力を示し、参加
者に自由な発想を広げてもらい、そして、業界の認知

を行いたいと考えています。

度を高めイメージを向上させることとしました。
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「全印工連事業承継支援センター」のご案内
～事業承継に不安や悩みのある方は相談を～
全日本印刷工業組合連合会は、事業の将来性や後継者の問題などさまざまな課題を抱えている組合員の課題解決の
糸口として、長年にわたり数多くの企業の事業承継を支援してきた山田ビジネスコンサルティング株式会社と業務提
携を行い、同社内に「全印工連事業承継支援センター」を開設している。
なお、相談内容は遵守され、全印工連はもとより他の組合員・外部には一切でない。
＊サービスの対象者
（１）後継者に円滑に引き継ぐにはどうすべきか悩んでいる方
〈例〉相続税・贈与税の仕組みを知り、一番賢いやり方で後継者に承継したい。
（２）自身に明確な後継者がいない方
〈例〉経営幹部か従業員にと思うが引き受けてくれるかどうか解らない。
（３）会社の将来について不安のある方
〈例〉事業環境が厳しくなっており、後継者に承継しても良いか迷っている。
（４）将来的な成長のための、他社との提携や買収を模索したい方
〈例〉周辺が廃業するのを眺めているのではなく、対象会社の営業権を得たい。
＊相談の流れ
（１）相談の予約
・相談を希望する方は、
「相談シート」に必要事項を記入し FAX するかフリーダイヤル（0120－901－807）へ連
絡する。
（２）相談
・電話または面談で、現在の状況や相談内容をヒアリングした上で、提案を希望する場合は準備する資料を後日
案内する。
（３）提案
・提案までは、資料を提出後約１週間～１ヶ月程度を目安とする。正式な見積や支払い方法は提案時に案内する。
（組合員価格にて提案）

詳しくは下記へお問い合わせ下さい

全印工連「事業承継支援センター」 0120－901－807
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社会保険労務士

A

379

Q & A ??

労務問題

Q

No.

穐田

恒雄

残業時間の「罰則付き上限規制」について教えてください。
中小企業の場合 2020 年４月１日以降、期間のみを定めた 36 協定（時間外労働・休日
労働に関する協定）から、残業時間の罰則付き上限規制が適用されるようになります。
2020 年３月 31 日を含む期間について定めた 36 協定については、その協定から１年間
は引き続き上限規制は適用されません。

時間外労働上限のポイント
改正の背景
１．強制力がありませんでした。
今までは、残業時間の上限については法律ではなく告示であったため、強制力がありませんでした。
２．事実上は残業時間の上限は無制限でした。
今までは、36 協定の「特別条項」に関しては、事実上時間外労働の上限に制限がありませんでした。
３．長時間労働を直接規制する法的根拠がありませんでした。
今までの労働基準法には、長時間労働を直接規制する法的根拠がないために、監督指導にとどまっていました。

改正後は、
１．新労働基準法第 36 条２項に法律として記載されました。
２．時間外労働の上限規制を罰則付きで規定されます。
（６ヵ月以下の懲役または、30 万円以下の罰金）
３．特別条項についても、上限が設けられました。
具体的内容について
①原則、１ヵ月 45 時間

１年 360 時間

（１年単位の変形労働時間制の場合は、１ヵ月 42 時間

１年 320 時間）

②特別条項の上限
時間外労働と休日労働の合計は、年間 720 時間以内

１ヵ月 100 時間未満

時間外労働が月 45 時間（42 時間）を超えるのは、年６回までとなります。
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News

岡山県印刷関連産業協議会

協議会ニュース

「第 27 回懇親ゴルフ大会」開催
平成 31 年４月 27 日（土）に東児が丘マリンヒルズゴルフクラブで
「第 27 回懇親ゴルフ大会」が開催された。
当日は、晴天に恵まれ参加者は 26 名、楽しい１日を過ごした。
〈上位入賞者〉敬称略
優勝

喜種

秀夫（丸加）

２位

中尾

俊昭（SCREEN）

３位

栢野日出男（かやの印刷）

４位

友野

宏史（友野印刷）

５位

石原

充弘（山陽メディアネット）

参加者

優勝者の喜種氏と大塚会長

「PRIC フォーラム岡山 2019」開催のご案内
隔年で開催されています「PRIC フォーラム岡山」は、今年度で３回目になりますが、
以下の日程・会場で開催されますのでお知らせいたします。
■開催日：９月 25 日（水）、26 日（木）２日間
■会

場：コンベックス岡山

■内

容：印刷関連資機材の展示、各種セミナーの開催

等

詳細は、７月中にご案内いたします。

らせ
お知

岡山県印刷関連産業協議会「総会」のご案内
標記の「総会」が下記の通り開催されます。各組合員の方、賛助会員の方々の参加をお願いします。
■開催日：７月５日（金）午後５時～

■会

場：アークホテル岡山

当日は、総会の後に社会保険労務士の穐田恒雄先生の講演を予定しています。
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編 集 後 記
新しい年号が「令和」になりました。
平成年は印刷業界にとって、大変に環境変化の激
しい 30 年でした。
迎える「令和」は、業界にとって、明るい年を期
待したいですね。

（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

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

山

紙

商

事㈱

岡山市北区富田 53-1

㈱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

㈱丸

TEL.225-5151

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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