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藤公園

ふじこうえん

和気町で生まれた和気清麻呂の誕生 1250 年を記念し
て昭和 60 年に開園した和気町を代表する観光地。広さ
7,000 平米の園内には全国各地から 100 種類ほどの藤が
集められており、藤の品種数は全国屈指。園内にある幅
７m、総延長 500m の巨大な藤棚は、その下が通路となっ
ており藤を仰ぎながら散策することができる。
４月下旬〜５月上旬の花の見頃期間には、紫・ピンク・
白、花房の長いものや八重のものなど様々な色や形の藤
が咲き競い、訪れた多くの人々の目を楽しませている。
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政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」
令和２年２月 25 日「新型コロナウイルス感染症」対策本部決定

＜新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の重要事項＞
～国民・企業・地域等に対する情報提供～

①国民に対する正確で分かりやすい情報提供や呼びかけを行い、冷静な対応を促す。
・発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供
・手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底
・発熱等の風邪症状が見られる場合の休暇取得、外出の自粛等の呼びかけ
・感染への不安から適切な相談をせずに医療機関を受診することは、かえって感染するリスクを高
めることになること等の呼びかけ

等

②患者・感染者との接触機会を減らす観点から、企業に対して発熱等の風邪症状が見られる職員等へ
の休暇取得の奨励、テレワークや時差出勤の推進等を協力に呼びかける。
③イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、専門家会議から
の見解も踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、
感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請する。
④感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切な情報提供、支援を行う。
⑤国民、外国政府及び外国人旅行者への適切かつ迅速な情報提供を行い、国内での感染拡大防止と風
評対策につなげる。


以上
標記の発表を受けて、岡山県印刷工業組合は多人数の集まる会議・セミナー（第４回理事会・労務

管理セミナー等）の中止又は延期をしています。
ご協力の程よろしくお願いいたします。
尚、
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」経済産業省の各種支援について
パンフレットを送付しています。
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「中国地区印刷協議会」開催
■ 令和２年２月 21 日（金） ■ 広島ガーデンパレス

令和元年度下期中国地区印刷協議会が広島市の広島ガーデンパレスで開催されました。会議には中国五県から 48 名
の役員が参加。
また、全日本印刷工業組合連合会から滝沢光正副会長、池田幸寛常務理事、池尻淳一専務理事が出席されました。
最初に、中国地区印刷協議会の中本俊之会長が「消費税が 10％に改正され、経済成長率が少し鈍化傾向になり低迷
しているように思う。
一方では「働き方改革関連法」の施行で、中小企業は大変厳しい状況にある。今日の協議会の議論が今後皆さん方
の経営に役立つように積極的な意見交換と情報収集していただきたい。」と抱負を述べられました。
池田常務理事は、
「幸せな働き方改革 STEP4」についての説明が、スライドを使って行われました。
池尻専務理事からは、全印工連が取り組んでいる事業内容について説明がありました。
中国地区の事務局からは、令和２年度「上期中国地区印刷協議会」開催地について、７月３
日に島根県工組の担当で松江で開催される報告がありました。
全体会議の後、各分科会に分かれて各委員会の事業についてや各組合の情報交換が行われま
した。
岡山県工組からは、理事長、副理事長、専務理事が各委員会へ出席しました。
・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

中本会長

西尾源治郎副理事長

・教育研修委員会

池上鎌三郎副理事長

・環境労務委員会

味野浩一副理事長

廣野貴大副理事長

・組織共済委員会

栗平靖彦専務理事

友野宏史青年部会長

大塚理事長

全体会議

懇親会

3
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PRINT NEXT2020 で銅賞受賞
友野印刷株式会社 友野宏史

今回の企画発表の共通テーマは「秋田県」でした。

２ 月 15 日（ 土 ） に 秋 田 県 で 開 催 さ れ た イ ベ ン ト

結構悩みましたが、私達は秋田県を知ってもらう方法

「PRINT NEXT 2020」に参加してきました。

を印刷会社のノウハウで何が出来るかを考え企画発表

「PRINT NEXT 2020」とは、全国の印刷会社から若

するという事にしました。

手メンバーが集まり、これからの印刷業界の未来を考

色々考えたあげく、中国地方の企画タイトルは「秋

えるイベントで２年に１度開催されます。

田を飛び出せきりたんぽ」で、専門学校や高校とのコ

参加者は 500 名超えの大きなイベントとなります。

ラボ企画です。
企画の目的は、
「県外の方に秋田県を知り興味を持ってもらう、県内の
若者は改めて郷土に誇りや魅力を持つ事を目指す」
その方法として秋田県の「食」を切り口に中国地方
で考えた「きりたんぽ料理」を秋田県外の方に向けて、
印刷物や SNS を通じて情報発信し認知度を UP させる
事にしました。
取り組み内容①～④
①オリジナルきりたんぽ料理作り
②リアル体験（調理、試食、投票）
③インスタグラムで人気投票
④広報用ポスター作成
①オリジナルきりたんぽ料理作り
中国地方５県の素材を選定し西日本調理製菓専門学
校様でオリジナル料理を作っていただきました。普段
使わない食材ですが、生

銅賞受賞について

徒の皆さんが真剣な眼差
しで一生懸命取り組んで

プログラムの中に「企画発表」というものがあります。

くれました。

全国を８つの地域に分け、共通のテーマに沿い企画し
た内容を発表し審査があります。
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結果発表

吉備高原学園高等学校様で実際に「調理、試食、投票」

厳正な審査の結果、中国地方が８ブロック中３位と

をし、学生さんの生の声を聞くことができました。

なる「銅賞」を受賞しました。

審査員コメント

きりたんぽ１本に絞った事や秋田名物をいじった事は
思い切っている。学生の巻き込みや SNS 活用もあり面白

③インスタグラムで人気投票

い。真面目なプレゼンだったが、上手くまとまっていた。

投票にはインスタグラム
も活用して人気投票を募り

今回の企画で実感したこと

ました。

私たちは、この企画を通じて、多くの方に純粋に秋
田県に興味を持ってもらうことができたと実感していま
す。
これからは、その方たちから発生する「最強のマーケ

④広報用ポスター作成

ティング」である「口コミの反響」を期待したいところ

SNS とのメディアミック

です。

スとしてポスターも作成し

その他にも、SNS の反響の凄さや学校や異業種との繋

ました。

がり、印刷会社の出来る幅広さを知ってもらえたのでは
ないかと感じています。
そして、私たち自身も自分たちができることの可能性
を実感でき、とても貴重な体験となりました。
今回は「食」の切り口で取り組み
ましたが、それ以外にも印刷会社の
幅広い技術・知識・人脈をフルに活

ちなみにオリジナ

用し、チャレンジしていきたいと

ル料理の投票結果は

思います。

こちらになりました。

発想力次第で、私たちにできる
こと無限大。
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Q & A ??
社会保険労務士

穐田

恒雄

インフルエンザ等による就業制限について

Q

インフルエンザやノロウイルスなどの病気にかかった従業員を強制的に休ませることができま
すか？

A

インフルエンザ等で会社が出勤停止命令を出せるのは、どのような場合が該当するかを考えた
いと思います。

下表にある１類～３類までの感染症および新型インフルエンザは、法律に基づく出勤停止となります。ただし、４
類および５類は出勤停止となりません。
インフルエンザとノロウイルスは５類に位置付けられます。そのため季節性インフルエンザやノロウイルスの場合、
従業員を強制的に休ませる法的根拠はなく、
会社命令で休ませる場合「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、
休業手当を支払う必要があります。
また年次有給休暇は、労働者の申請により取得するものですから会社が強制して取らせることはできません。
会社としては、強制的に休ませるのではなく、有給休暇を使用してもらうよう働きかける言い方にされることをお
勧めいたします。
（出勤停止命令を出せる傷病）
１類
２類
３類
他

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウ
イルスであるものに限る）
、鳥インフルエンザ（H5N1）、鳥インフルエンザ（H7N9）
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
新型インフルエンザ、ノロウイルス

出典：厚生労働省

感染症法に基づく医師の届出のお願い

また、新型コロナウイルスについて厚生労働省の見解は、「新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行
う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当しないと考
えられますので、休業手当を支払う必要はありません。」とあります。
（新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け））
そのため、都道府県知事が行う就業制限が発令されていない場合は、休業手当の支払いが必要となりますので、同
じく有給休暇を使用してもらうよう働きかけられることをお勧めいたします。
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News

新春恒例「第 13 回親睦ボウリング大会」開催
令和２年１月 26 日（日）に岡山ヤングボウルで「第 13 回親睦ボウリン
グ大会」が開催されました。
参加者は、10 社 35 名と多数の参加をいただき、楽しい一時を過ごしま
した。
競技は２ゲームの合計点（女性は 20 点加点）による熱闘が繰り広げられ
ました。
競技終了後、表彰式が行われ大塚泰文会長から賞品が授与されました。

優勝者の襟立氏と大塚会長

〈上位入賞者〉敬称略
優勝

襟立

祐敬（シンコー印刷）
 	

２位

瀧本淳一郎（友野印刷）
		

338 点

３位

金山

保美（サンコー印刷）

326 点

４位

藤沢

忍（藤沢印刷）
		

311 点

５位

藤井

芳恵（PCK 高速印刷）

356 点

308 点

参加者全員

支 部 ニ ュ ー ス
岡山東・北支部会

岡山東（橋本支部長）岡山北（西尾支部長）の合同
支部会が２月 26 日（水）に一楽で開催されました。
議題は２月に開催された中国地区印刷協議会の報告
を西尾副理事長が行い、全印工連の事業内容について
説明がありました。また、
「新型コロナウイルス感染症」
についても情報交換を行い、各社がどのような影響を
受けているかなど話し合いました。
そして、各社が感染症対策を行っているかの情報交
換も行い、万が一の時にはお互いに連絡しあう事も確
認しました。（三村）
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編 集 後 記
昨年 12 月に中国で発症した「新型コロナウイル
ス感染症」は年が明けて、日本や韓国など東南アジ
アから、現在では全世界にその被害は拡大している。
そして、日本政府の緊急対策の呼びかけで、中国・
韓国からの入国制限が旅行業者や観光地の宿泊、お
みやげ店、飲食関係に売り上げ低迷という大変な状
況になっている。
また、音楽関係のイベント、スポーツ関係などの
中止もいろいろな関係機関に影響している。
印刷業界は、すべての業界との繋がりで営業活動
を行い、業績を確保してきたが、現状の全てが縮小
傾向になり、その影響は先が見えないだけに厳しい
状況が続くことが予測される。
今は、自社の従業員が「感染症」にかからないよ
うに、十分な対策をとることが、会社を守ることに
繋がるのではないかと思う。

（K）
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