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　県北の真庭市にある温泉で湯量が多く、良質で肌ざわり
もなめらか。湯郷温泉、奥津温泉とともに美作三湯と呼ば
れている。 湯原ダムの下流、旭川沿いに宿泊施設が約 20
軒を連ねる温泉街が広がり、四季折々の風情が楽しめるこ
の温泉には湯治客の姿が絶える事はない。湯原ダム下にあ
る露天風呂「砂湯」は、高さ約 73m もの湯原ダムの堤防
を見上げ、四季折々の自然美が楽しめる野趣たっぷりで、
全国露天風呂番付で西の横綱にランクされている湯原温泉
を代表する名勝である。

湯原温泉
ゆばらおんせん
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岡山印刷産業の成長を目指して
岡山県印刷関連産業協議会　会長　大塚　泰文

　関係各位のご協力のもと、第３回目となる「PRIC フォーラム岡山 2019」を開催する運びとなり
ました。
　「働き方改革関連法」も施行されるなど、世の中の変化に対してこれからの印刷業界はどう変わっ
ていくべきなのか、変化する時代にあわせて我々も多くを学んでいかなければなりません。
　そこで協議会の賛助会員のご協力により展示会を開催するとともに、様々なセミナーも企画いたしました。本フォームを
機に、賛助会員の皆様とともに相互協力し、業界全体で岡山の印刷産業の成長を目指して参りたいと思います。
　つきましては、フォーラム開催趣旨をご理解いただきまして、一人でも多くの方の展示会とセミナーへの参加を心よりお
待ち申し上げます。

～開催セミナーのご案内～
＜９月 25日（水）＞
　NO １：11 時～ 12 時  ～セミナー～

　　　演題：「労務管理と働き方改革のポイント」

　　　講師：あきた労務管理事務所  社会保険労務士

穐田恒雄氏

　NO ２：13 時 30 分～ 15 時  ～パネルディスカッション～

　　　テーマ：私たちの進む先には明るい未来が待っている

　　　パネリスト： 富士印刷㈱  藤原正樹、

　　　　　　　　　友野印刷㈱  友野宏史、

　　　　　　　　　富士ゼロックス  大森茂樹、

　　　　　　　　　富士 GGS ㈱  千葉　実・三澤　新、

　　　　　　　　　高田洋紙店㈱  竹本健司

＜９月 26日（木）＞
　NO ３：13 時 30 分～ 14 時 30 分

　　　演題：聞けばワカル！製本トラブルの原因

　　　講師：㈱オータニ  大谷頼史氏

　岡山県印刷関連産業の成長と未来を切り開くための自己研鑽を目的とした参加型のセミナーをはじめ、時代の流れ
に即した各種講座をご用意し、賛助会員の皆様からは新商品や新技術の情報発信もして頂く展示会を今回も開催いた
します。この機会を通じて、組合員皆様へ多くの学びの場を提供し、会員相互の新たなネットワークの構築を目指し
ます。
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　第２回理事・監事合同会議が、７月 25 日（木）午後２時からサン・ピーチ OKAYAMA で開催された。
　事務局から出席理事の報告の後、大塚理事長か議長を努め議事が進められた。以下、各議案が事務局から説明・報
告が行われ、審議が行われた。
議案１　「令和元年度上期中国地区印刷協議会」報告について
　６月 21 日（金）に鳥取で開催された「上期中国地区印刷協議会」で審議された内容について、出席者各委員（副理
事長）から報告がなされた。
＜各委員会報告内容＞
　１、経営革新マーケティング委員会　報告者　西尾源治郎副理事長
　　１）事業承継支援事業について　２）事業承継推進における課題について
　　３）「共創ネットワーク通信」について
　２、環境労務委員会　報告者　味野浩一副委員長
　　１）時間外労働上限規制について　２）中小規模事業安全衛生サポート
　　３）環境マネジメントシステム認証・認定について
　３、組織共済委員会　報告者　栗平専務理事
　　１）各共済制度の加入状況について　２）今年度の共済キャンペーン計画について
　　３）組合員台帳調査結果報告
　４、教育研修委員会　報告者　池上鎌三郎副理事長
　　１）印刷営業講座・印刷営業技能認定試験について
　　２）全印工連特別ライセンスプログラムの周知について
　以上のような内容について、各委員から説明が行われ今後の事業計画とすることとした。
議案２　「PRIC フォーラム岡山 2019」計画について
　９月 25 日（水）26 日（木）の２日間、コンベックス岡山で開催される「PRIC フォーラム岡山 2019」について具
体的な計画内容を確認し、動員を図ることとした。
議案３　その他
　１、「印刷営業講座」の開催報告について
　２、各種共済制度の募集キャンペーン計画について
　３、新規組合加入募集計画について
　以上の内容について、報告説明があり各事業を積極的に行うことを確認し終了した。
　尚、理事会の後、下記の内容の講演会が行われ、全員が聴講した。
　テーマ：中小企業等のための消費軽減税率制度の概要について
　講　師：税理士　中野隆志氏

　令和元年度「第２回理事・監事合同会議」開催
■ 令和元年７月 25 日（木）　■ サン・ピーチ OKAYAMA
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　全日本印刷工業組合連合会が「印刷営業士技能認定試験」を前提に計画し開催する「印刷営業講座」を開催しました。
　教育研修委員会では、昨年 11 月から三役会で「印刷営業講座」の開催について検討してきました。三役会では、組
合員のニーズアンケートを実施し、要望が多ければ開催することとし、１月～２月に組合員へアンケート調査を行い
ましたが、要望が多く開催することとしました。
　印刷業界が厳しい状況が続く中、営業担当者を中心とする人材の育成が必要との確認をし、下記の日程で開催しま
した。
　また、この「印刷営業講座」を開催するに当たって、ポリテクセンターの生産性向上支援事業として認定を受け、
一部助成を受けることが出来ました。

「印刷営業講座」の開催内容
 ＊開催日：７月 10 日（水）、11 日（木）、17 日（水）、18 日（木）４日間
 ＊場　所：岡山県立図書館２階研修室
 ＊受講者：８社 25 名
 ＊講　師：全印工連講師  宮本泰夫氏
 　　　　　経済調査会     高見隆登氏
 ＊講義の内容
    ①印刷関連技術の基礎知識
    ②営業活動の基本
    ③コンプライアンス 
    ④セールス & プロデュース
    ⑤見積積算概説・見積演習
以上の内容で、４日間の講座を終了しました。
研修終了後、受講者全員のアンケート調査を行いました。
その結果、受講者全員がこの講座を高く評価していました。

「印刷営業技能審査認定試験」開催
標記の「印刷営業講座」受講者を対象に「印刷営業技能審査認定試験」が開催されました。
＊開催期日：８月 21 日（水）
＊開催場所：サン・ピーチ OKAYAMA
＊受 験 者：17 名

「印刷営業講座」「印刷営業士技能審査認定試験」実施
岡山県印刷工業組合  教育研修委員会
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q
わかりやすく解説！「同一労働同一賃金」とは？
Q1  働き方改革、同一労働同一賃金とは？

A1   同一企業内での、正規社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。言い換えれば、仕
事の内容で差をつけるのはよいですが、正規社員か非正規社員かで差をつけることを禁止しています。つま
り、非正規社員の差別的待遇を禁止する法律です。

Q2  同一労働同一賃金はいつから適用されますか？

A2   大企業は 2020 年４月１日から施行。中小企業は 2021 年４月１日から施行されることになりますので、そ
れまでに対応を検討しなければなりません。

Q3  同一労働同一賃金ガイドラインのポイントは

A3   ①同一企業内での正規社員と非正規社員の間の待遇格差を是正するものです。
 ② 手当ごとに比較します。トータルで正規社員の８割を支給しているから良いと言うような考え方ではあり

ません。

Q4  同一労働同一賃金ガイドラインで示された手当について

A4   ＜仕事の相違に応じた扱いが認められるもの＞

基本給 能力または経験に応じて支払うもの、業績または成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じ
て支払うもの

賞与 会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するもの

＜通常の労働者と同一の扱いが求められるもの＞
各種手当の支給 通勤手当　精皆勤手当　食事手当　単身赴任手当

福利厚生の適用 慶弔休暇　健康診断に伴う勤務免除・有給保障
病気休職　法定外の有給の休暇

　これらのうち賞与が一番大変です。ガイドラインには、「賞与であって、会社への業績等、労働者の貢献に応じて支
給する場合は、貢献に応じた賞与を支給しなければならない。」とあります。通常賞与は、貢献に応じて支給されるの
が一般的です。その場合、正規社員に年間で４ヵ月分とか５ヵ月分の賞与を支給していて、非正規社員へは３万円や
５万円などの寸志では許されません。
　非正規社員に賞与を支払っていない企業は多いと思われます。非正規社員の中には、税法上の扶養や社会保険上の
扶養の範囲内で収入を抑えようとする方もおられますので、働く時間が今より短くなるということも考えられます。
　2020 年４月１日に法律が施行されますので、今から準備を進められることをお勧めいたします。
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　岡山県印刷工業組合は、今年度、全印工連が取り組んでいます各種共済制度に重点的に取り組むことを決定しました。

　ここ数年、日本各地で豪雨災害が起こっていますが、幸いにも岡山県工組の組合員の方々に大きな被害に遭われた

方はいませんが、「備えあれば憂いなし」のことわざのように、その対策は必要です。

　全印工連の「生命共済」は、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 24時間保障する共済制度

です。75 歳まで保障が継続されます。また、掛金の個人負担加入や配偶者の加入も可能です。

＜生命共済のメリット＞

☆ 割安な掛金で大きな保障が得られます。掛金は月額男性 357 円・女性 296 円から（15 歳～ 35 歳、死亡保険金 

100 万円の場合）。

☆保険金は災害で最高 2,000 万円、不慮の事故による障害や入院についても 24 時間保障します。

☆加入期間を満了された場合は、長寿祝い金が贈られます。

☆�企業が掛金を負担する場合、掛金は全額損金または必要経費となりますので、弔慰金・見舞金等従業員の福利厚生

制度として役立ちます。

☆制度の剰余金から、毎年配当金が還元されます。（平成 30年度実績掛金の 49％）。

☆ 本制度はいわゆる「掛け捨て」の商品です。「掛け捨て」と言うと一般的には敬遠されがちですが、「掛け捨て」で

ない保険は、その分高い保険料を支払うことになります。予定利率の引き下げなど低金利が続く現在の情勢では、

保障と貯蓄は区別して考えるべきであり、保障のみに限定した本制度はむしろ有利な商品と言えます。

＜加入促進キャンペーン＞

  □キャンペーン期間：令和元年 10 月～ 12 月

  □キャンペーン内容：①未加入組合員の方へ訪問説明（第一生命担当者）

  　　　　　　　　　　②理事役員企業の方々を中心に加入促進を図る。

 　この機会に、是非とも加入頂きますよう、ご検討下さい。

全日本印刷工業組合連合会
令和元年度「生命共済制度」加入促進キャンペーン
期間：９月～令和２年３月末

岡山県印刷工業組合  組織共済委員会
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 支 部 だ よ り

岡山東・北合同支部会

　岡山東・北合同支部会を８月 21 日（水）に「えいえ
いじゃろう」で開催しました。参加組合員は８名。今
回の支部会は、社会保険労務士の穐田恒雄先生をお招
きして「働き方改革と人材確保」について講演を頂き
ました。
　中小企業にとって、労務管理問題は緊急の課題であ
り、参加者は熱心に聴講しました。講演の後は、食事
をしながら各参加者が抱えている問題について質問し
て理解を深めました。 （橋本）

岡山西支部

　岡山西支部は、９月６日（金）に「西川荘」で、今
年度２回目の支部会を開催しました。
　参加組合員は６名といつもより少なかった支部会で
したが、今回は、社会保険労務士の穐田恒雄先生をお
招きして「働き方改革」関連の講演を頂きました。
　約１時間の講演は、参加者にとって身近な問題が多
くあり熱心に聴講しました。
　一般的なセミナーよりも身近に講師を交えての勉強
会は、参加者にとって大変に勉強になりました。次回
もぜひ継続して穐田先生のお話を聞きたいとの要望が
ありました。 （友野）

 協 議 会 ニ ュ ー ス

令和元年度「第１回理事役員会」開催
　本年度「第１回理事役員会」が８月 22 日（木）午後６時からアークホテル岡山で開催されました。
　今回の議案は、９月に開催される「PRIC フォーラム岡山 2019」の最終確認会議で、計画内容・収支予算内容・当
日の運営計画などを検討確認しました。
　今後の課題は、来場者をどう増やすかを各組合に持ち帰り検討し、来場者を増やすこととした。

 訃 報

シンコー印刷㈱　前代表取締役社長　藤村百三様が４月 21 日にご逝去されました。　（享年 95 歳）
㈱ i プランニングKOHWA　取締役会長　廣野絢士様が８月３日にご逝去されました。　（享年 91 歳）
富士印刷㈱　前取締役社長　藤原幹夫様が９月４日にご逝去されました。　（享年 92 歳）

　藤原百三様、廣野絢士様、藤原幹夫様は、組合の理事役員として長年ご活躍いただきました。謹んで、ご冥福をお
祈りいたします。
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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

　岡山県の印刷業界を支えて来られた３名の方がお

亡くなりになり、業界にとっては大変に寂しく、ま

た大きな財産を失った気がします。

　昭和・平成と印刷業界は、成長期にありました。

　このすばらしい遺産を、我々は守っていかなけれ

ばなりません。

　組合の事業も新しい時代を担う事が求められてい

ると言えます。 （K）

 編 集 後 記


