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　那岐山の中腹、標高 600mのところにある菩提寺は、
浄土宗知恩院派の寺院で、浄土宗の開祖・法然上人が幼年
時代に修行した寺で、法然上人初学の地として知られてい
る。古びた本堂や素朴な石積みが、うっそうとした杉木立
に囲まれ、千数百年の霊地としての風格が漂っている。
　境内には、法然上人が学問成就を祈願し突き立てた枝
が成長したとされる推定樹齢 900 年の大イチョウがそび
えている。国の天然記念物に指定されており、全国銘木百
選にも選ばれているが、残念ながら2019年 10月の台風
19号接近に伴う広戸風で大規模な枝折れが発生した。

菩提寺
ぼだいじ
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　今年で３回目の開催となる「PRIC フォーラム岡山」が、９月 25日（水）・26日（木）
の二日間、コンベックス岡山で開催されました。
　過去２回の「PRIC フォーラム岡山」は、岡山市内の第一セントラルビルで開催し
ていましたが、出展者のご意見や要望からコンベックス岡山での開催となりました。
　今回のイベントには、賛助会員企業から 19 社の出展があり、22 ブースに印刷機
材関係や情報などが展示されました。
　また、岡山県印刷工業組合の青年部会は独自に印刷の楽しさ等を PR するコーナー
を設けていました。
　初日は、午前９時より開会式が行われ、協議会を代表して大塚泰文会長から開会の
挨拶、出展者を代表して、内外インキ中国販売株式会社の横溝洋治郎社長の挨拶があ
り、開場となりました。
　開場時間には、まだ来場者はまばらでしたが、第１回目のセミナー開始時間間近に
は来場者も増え、午後の第２回目のパネルディスカッション開始前は会場がにぎわっ
ていました。
　初日の来場者は、151名でした。
　二日目の 26 日（木）は、午前中の来場者は少なくセミナーが始まる頃から来場者
は増え、会場は賑わいを見せました。
　２日目は、午後３時閉場という事もあり、来場者は 93名でした。
　「PRIC フォーラム岡山 2019」の総来場者数は 244 名と当初計画していた 300 名
を下回りましたが、大きな会場でのイベントとしては成果がありました。

印刷の未来を築く、学びと新たなネットワークの構築

出展企業一覧
� 順不同
・東洋インキ中四国㈱
・コダック合同会社
・デユプロ株式会社
・岡山県洋紙商連合会
・㈱グラフィックサポート
・日本シーマ㈱
・篠田商事㈱
・リコージャパン㈱
・合同印刷機材㈱
・DIC グラフィックス㈱
・㈱ SCREENGPジャパン
・富士フイルムGGS㈱
・ホリゾンジャパン㈱
・富士ゼロックス岡山㈱
・インターテクノ㈱
・㈱ムサシ
・内外インキ中国販売㈱
・グラフィック機材㈱
・ダイヤミック㈱
� 19 社

大塚会長挨拶 横溝洋治郎社長 開会式参加者 開会式参加者

■ 開催日：９月 25 日（水）・26 日（木）　■ 会場：コンベックス岡山
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出展者コーナー、会場の写真
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　フォーラムの共催事業として、岡山県印刷工業組合・岡山県製本工業組合主催のセミナーが開催されました。

〈９月 25日（水）〉
１）演　題：「労務管理と働き方改革のポイント」　　AM11：00～ 12：00
　　講　師：社会保険労務士　穐田恒雄氏
　　内　容：�有給制度の規定が変更され、2020 年から中小企業も残業規制が始まる。

これらの労働条件変更を正しく理解し対策を学ぶ。
　　参加者：22社　40名

２）パネルディスカッション　　PM１：30～３：00
　　演　題：印刷はオモロー
　　　　　　�「私たちが進む先には、明るい未来が待っている」
　　パネリスト：�藤原正樹、友野宏史、大森茂樹、千葉　実、

三澤　新、竹本健司
　　司　会：池上鎌三郎
　　内　容：�青年部会主催で４月に開催した「印刷オモロー

展」を題材に、賛助会員のメンバーと共に印刷
業界の進むべき道を探る。

　　参加者：25社　56名

〈９月 26日（木）〉
　　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
　　内　容：�印刷会社と製本会社との受発注協業体制の在り

方と現状の課題解決について、トラブル回避の
ための作業指示・加工見本などの作成を学ぶ。

　　参加者：17社　45名
　以上、３講座は大変に好評でした。

～出展者の評価と今後の要望について～（主な内容）
　・会場が広くなって良かった。また、ブースのスペースも広くスムーズな接客が出来た。
　・日頃お付き合いのない会社様にもアピールできた。
　・コンベックスは搬出入がスムーズで良い。
　・セミナー会場が同一会場で賑わいがあって良かった。
　・中国デザイン専門学校のような学生も参加されて良かった。
　・開催時期は、９月が良い。
　・２日間開催で、十分な対応ができた。
　・集客対策を出展者も考えていかなければならない。
　・もう少し機械の展示がほしい。
　・今後も続けてほしい。

「PRIC フォーラム岡山 2019」共催セミナー開催
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岡山県の最低賃金は時給額 833円（26円アップ）

　厚生労働省は、すべての都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した、令和元年度の地域別最
低賃金の改訂額を公表した。10月２日から発効される。
　中国地方における最低賃金額は、広島県が 27 円引き上げ 871 円、山口県が 27 円引き上げ 829 円、島根県が 26
円引き上げ 790円、鳥取県が 28円引き上げ 790円となっている。

　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支
払う制度になる。岡山県では最低賃金について「雇う上でも、働く上でも、最低のルール。使用者も、労働者も、必ず確認、
最低賃金」として次のように案内している。

（１）�岡山県最低賃金は岡山県下の事業者で働くすべての労働者に適用される。最低賃金の適用は、常用、臨時、派遣、
パート、アルバイト、委託などの就労形態は問わない。また、労働者であれば年金受給者であっても適用される。
なお、特定の産業の事業場で働く労働者については「岡山県最低賃金」ではなく「特定（産業別）最低賃金」が
適用される場合があるので注意が必要。

　 ＊派遣労働者は派遣先の地域（特定）の最低賃金を適用
（２）�使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはならない。最低賃金額より低い賃金を労

使合意の上で定めても法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。
（３）�最低賃金の対象となる賃金は、労働時間、労働日に対応する賃金に限られる。
　 　�具体的には、支払賃金額から「①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）②１ヶ月を超える期間毎に支払われる

賃金（賞与など）③時間外労働・休日労働に支払われる賃金、④深夜労働に対する割増賃金、⑤精皆勤手当、通
勤手当及び家族手当を除いた賃金額」が、最低賃金額以上でなければならない。

（４）�賃金が時間給以外で定められている場合（月給・日給など）、賃金を１時間当たりの金額に換算して、岡山県最
低賃金と比較する。

（５）�最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者がいる場合、支払っている賃金を改正する必要がある。精神や身
体の障害により著しく労働能力の低いもの、断続的に労働に従事する者などは、最低賃金の減額の特例許可制度
がある。この許可を受けている場合には、賃金額を改正後の最低賃金額に認可書記記載の減額率を乗じて得た金
額を改正後の最低賃金額から控除した金額以上にする必要がある。

事業場内最低賃金の引き上げ支援制度「業務改善助成金」

　岡山労働局では、事業場内最低賃金を引き上げるための助成金として、「業務改善助成金」制度を設けている。この
制度は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、事業場内最低賃金引き上げを目的とした制度になる。
～助成金の概要～
　事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げ、設備投資（機械設備、POS システムなどの導入）などを行った場合、そ
の費用の一部が助成される。

（例）コース：30円コース、引き上げる労働者数：１～３人、助成額：50万円
「留意点」
◆業務改善助成金を受給したことがある事業場であっても、助成対象になる。
◆「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象になる。

「問い合わせ先」
◆岡山労働局雇用環境・均等室　TEL�086－224－7639

「申請先」
◆〒 700－8611　岡山市北区下石井１－４－１　岡山第２合同庁舎３階
　岡山労働局雇用環境・均等室
◆申請期限　�　　令和２年１月 31日

 平成 26 年岡山県工業統計概要（製造業全体・従業者４人以上）各都道府県「地域別最低賃金」が決定
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

Q ハローワークの求人票が変わると聞きましたが、ポイントを教えて下さい。

来年１月からハローワークの求人の仕組みが大きく変わります。

１．求人票の様式がＡ４片面からＡ４両面に変わり、掲載できる情報量が増えます。

　�　具体的には、求人票の様式がＡ４判片面から両面となり、固定残業代制度、職務給制度や復職制度の有無のほか、

残業・休日労働に関する労使協定（36 協定）で、繁忙期等により長い労働時間を設定する特別条項を定めているか

など、登録する項目が追加されます。

　�　また、会社や職場の写真、面接会場の地図や取り扱い商品など、画像情報も登録できるようになるため、より内

容を工夫できるようになります。

２．「求人マイページ」で、会社のパソコンから求人の申込が出来ます。

　�　新しいハローワークインターネットサービスでは、会社が「マイページ」を設けて担当者が会社のパソコンで、

求人内容を変更したり募集停止をしたりすることが出来るようになります。

３�．求職者もマイページを登録することが出来ます。登録した場合、メッセージ機能を使って会社と求職者が直接や

りとり出来るようになるため、求職者からの質問などによりきめ細かな対応ができ、安心感を持って頂けるように

なります。

　新サービスの運用は2020年１月６日からで、既に求人票を登録済みの会社も情報を追加登録する事が出来ますので、

検討してみてはいかがでしょうか。

　＊詳しくは、以下の厚生労働省のHPでご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_0657.html

A

2020 年１月６日から
ハローワークの求人票が変わります。
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　岡山県中小企業団体中央会が主催する「企業魅力発見バスツアー」が、８月 27 日（火）に開催され、岡山県内の大
学生・専門学校生 22名が参加しました。
　参加者は、印刷会社の見学は初めてでデザイン作成や校正、そして印刷工場を興味深く見学していました。
　各社とも、自社の制作物を展示するなど印刷物の説明を行うなど PRに努めていました。
　また、近年入社した若い社員から印刷会社へ入社した動機や、現在担当している仕事について説明を受け、学生か
らの質問に答えるなど相互の理解と交流を深めていました。

合同企業見学会～バスツアー開催
印刷会社 4 社訪問

～訪問企業：協同精版印刷㈱、㈱中国シール印刷、シンコー印刷㈱、友野印刷㈱～

協同精版印刷㈱ シンコー印刷㈱

㈱中国シール印刷 友野印刷㈱

 協 議 会 ニ ュ ー ス

「第 28回親睦ゴルフ大会」開催
　岡山県印刷関連産業協議会主催の「第 28 回親睦ゴルフ大会」が 11 月２日（土）に東児が丘マリンヒルズゴルフク

ラブで開催されました。

　当日は、会員・賛助会員 26名が参加、楽しい一日を過ごしました。

　上位入賞者は以下の通りです。（敬称略）

　優勝　栢野日出男（かやの印刷）

　２位　藤原　直樹（富士印刷）

　３位　西尾源治郎（西尾総合印刷）

　４位　中尾　俊明（SCREEN）

　５位　喜種　秀夫（丸加）
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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

　昨年７月の西日本豪雨に続き、今年も台風 19 号

と豪雨のため、関東・東北の広い地域で大きな被害

がでました。

　地球環境の変化による災害は、誰も予測ができま

せん。

　今後も続くでしょう。

　いざというときの備え。

　企業がこれからの時代を生き残っていく為には、

取り組まねばならない課題の一つではないでしょう

か。 （K）

 編 集 後 記


