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鯉ヶ窪湿原
こいがくぼしつげん

岡山県新見市の標高 550m の高原にある西日本屈指
の湿原。
「西の尾瀬」とも形容される湿原で、北方系や
満鮮系の残存植物をはじめ 300 種を超える多彩な湿生
植物が自生しており、
「鯉ヶ窪湿性植物群落」として
1980 年に天然記念物に指定されている。湿原の面積は
約 3.6 ヘクタール、遊歩道は一周約 2.4km でゆっくり
歩いてひとまわりすると大自然を満喫しながら約 60 分
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のウォーキングを楽しむことができる。
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新年度のごあいさつ
岡山県印刷工業組合
理 事 長

大 塚 泰 文
ます。こういう異常な事態下であるからこそ是非とも

新年度を迎えて緊急事態宣言は解除されたとは言え

組合を有効にご利用いただければと思います。

未だ収束の行方が見えない新型コロナウイルス感染。
街中では人影がまばらとなり、お客様からは訪問厳禁

全印工連においても４月にはオフセット印刷業他５

と言われ打合せは電話やメール、FAX を余儀なくされ

業種がセーフティネット保証５号の指定業種に追加さ

何とか営業を継続させている様な現状です。また会社

れる様後押しを行い、更に自民党、中小印刷産業振興

への来訪者も制限をお願いせざるを得なくなっており

議員連盟を通じ「新たな補助金・助成金等の創設と審

ます。

査の迅速化」
「各種の税、社会保障費の免除・減免・納

全国規模での様々な自粛の結果、受注消失も後を絶

税猶予等」「各種制度の緩和措置」「優遇措置」「終息後

たず、その煽りを受けての雇用崩壊も深刻な事態となっ

の速やかな V 字回復プランの発信や中小企業のための

ております。組合員の皆様も大変なご苦労を強いられ

積極的な景気刺激策の実施」などの要望書を提出する

ておられる事と思います。

など他にも様々な働きかけや施策がなされております。

また BCP においても全国規模で受注消失が起こるの

すべての情報を迅速に、また、均等に発信していく

ですから従来の考え方・手法だけで事業継続を考えて

事が中々出来ていないかもしれませんが可能な限り組

いたのでは対応出来ないと痛感させられました。如何

合員の方々のお役に立てる様に励んで参ります。
一方本来の全印工連の活動として新たに「全印工連

に今までの考え方が甘かったのかと言わざるを得ませ

DX（デジタルトランスフォーメーション）プロジェク

ん。
また感染症拡大への対応は人の命に関わる事ですか

ト」が立ち上げられ、印刷市場が縮小する中、供給過

らスピードとの勝負です。全国の現状、政府や各自治

剰の解消と印刷産業全体の生産性向上を両立する“令

体の方針発表などを受け速やかに対策の実施を迫られ

和版構造改善事業”に着手する事が発表されました。

る事は今までの日常ではあまり経験する事のない状態

その全貌についてはまだよく知らされてはいないので

ではないかと思います。

すが漸次明らかになってくるものと思います。

６月に入り自粛機運も若干和らぐとの期待もありま

官公需対策も含め経済再生対策については我々も出

すが、油断は禁物です。ワクチンや治療薬の開発がな

来る事から行ってゆかなければなりません。ワクチン

されていない今、気の緩みを起こさない事が最も重要

や治療薬の開発が待たれる今、今年度はセミナーやイ

であろうと思います。受注消失により資金繰り等経営

ベントの開催は大人数では難しいかも知れません。し

の維持も重大な課題です。岡山県印刷工業組合として

かし委縮しすぎない様に前向きに粛々と組合活動を続

も出来る限りではございますが各種助成金や補助金等

けて参ります。今年度も引き続きのご支援、ご協力の

の情報提供、また申請等に対する相談にも応じており

程よろしくお願いいたします。
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「通常総会」開催
■ 令和２年５月 29 日（金） ■ アークホテル岡山

令和２年度事業計画・収支予算を決定
令和２年度「通常総会」が、５月 29 日（金）午後４時からアーク
ホテル岡山で開催されました。
今年度の総会は「新型コロナウイルス感染症」対策として、理事・
監事の方々を中心に出席いただき、開催されました。一般組合員の方
については、事前に「書面議決」方式を採らせていただき、総会まで
に各議案の賛否を採る形式で参加いただきました。
総会は、開会宣言の後、事務局から本日の出席者数 49 名（本人出
席 18 名、委任状出席 31 名）で総会が成立する旨の報告があり、総
会が始まりました。
最初に、大塚泰文理事長より新年度を迎えるに当たり、抱負と基本
方針が示されました。
総会議長には、事務局からの提案で廣野貴大氏が承認され、議事が
始まりました。
各議案の提案は、事務局の栗平専務理事から説明が行われ、全議案
が全員賛成で可決されました。
審議された議案
第１号議案

令和元年度事業報告書及び令和元年度決算関係書類並び
に剰余金処分案承認の件

第２号議案

令和２年度賦課金の額及び徴収の時期方法決定の件

第３号議案

令和２年度事業計画案及び収支予算案承認の件

第４号議案

令和２年度借入金の最高限度額及び借入金融機関決定の
件

第５号議案

定款の変更

第６号議案

理事・監事全員任期満了につき改選の件

以上の議案が提案され、承認されました。
また、「20 年以上勤続優良従業員表彰」は、今年度は総会での表彰
式は中止とし、後日、各会社での表彰式を行うこととしました。
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決まる

―― 理事長に大塚泰文氏が就任 ――
岡山県印刷工業組合は、５月 29 日（金）令和２年度通常総会を開催し、任期満了による役員の改選を行い、新しく
理事 22 名と監事２名を選出した。
選任に当たっては、
理事役員推薦委員会を２月に設置し、３月・４月の理事会（書面議決）により承認、総会で決定した。
併せて、副理事長５名、専務理事１名も決定した。



役

員

（敬称略）

理 事 長

大塚

泰文（協同精版印刷㈱・南）

副理事長

経営革新マーケティング委員長

西尾源次郎（西尾総合印刷㈱・北）

副理事長

教育研修事業委員長

廣野

景治（㈱ｉプランニング KOHWA・南）

副理事長

環境労務事業委員長

味野

浩一（シンコー印刷㈱・西）

副理事長

官公需対策委員長

藤原

副理事長

組織共済事業委員長

廣野

貴大（㈱廣陽本社・津山）

専務理事

栗平

靖彦（専従）

理

事

藤原

直樹（富士印刷㈱・東）

理

事

安井

英規（コーホク印刷㈱・北）

理

事

三村

康彦（活文堂印刷㈱・南）

理

事

池上鎌三郎（㈱ファビオ・南）

理

事

山西

隆文（山陽印刷㈱・東）

理

事

橋本

清行（㈱橋本印刷所・東）

理

事

西山龍三郎（㈱中国シール印刷・西）

理

事

橋本

由也（研精堂印刷㈱・西）

理

事

小山

壱也（ノーイン㈱・西）

理

事

山野

睦治（㈱コーセイカン・西）

理

事

武内

元則（㈱あさひ印刷・倉敷）

理

事

片岡

孝文（作陽印刷工業㈱・真庭）

理

事

三村

理秀（サンコー印刷㈱・北）

理

事

十川

宣登（㈲ソガワ印刷・南）

理

事

大西

真司（㈱大西商店・備前）

監

事

田中

敏彦（岡山印刷㈲・北）

監

事

長尾

研一（㈱創文社・西）

守（㈱印刷工房フジワラ・東）

令和２年度「20年以上勤続優良従業員表彰」受賞者（敬称略）
・㈱ブックス

石田

裕人

渡邊

・友野印刷㈱

山田

哲嗣

古川知恵子

一馬

・協同精版印刷㈱

柴原

貴文

三好

潤

・富士印刷㈱

古武

真

・㈱中国シール印刷

笹井

美幸

・㈱あさひ印刷

小野カオリ

・サンコー印刷㈱

新井

美樹

・シンコー印刷㈱

黒瀬

歩未

後藤

剛治



加賀

次男

杉原

範好

平岡

義貞
以上８社 15 名
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■ 岡山県印刷工業組合

新型コロナウイルス感染症への対応について
昨年 12 月に中国で確認された「新型コロナウイルス感

３月 26 日（木）に計画していた第４回理事会、４月

染症」は、２月には日本でも感染が確認され、３月４月

23 日（木）に計画していた令和２年度第１回理事会

には全国に感染者が広がりました。

を「書面議決」方式に切り替え、審議資料を理事役

全日本印刷工業組合連合会では、全国の加盟組合に対

員に送付し、賛否をハガキにて連絡してもらう方式

して感染症の拡大防止に向けた対応、岡山県印刷工業組

にした。両理事会は令和２年度の通常総会へ提案さ

合は岡山県からの要請内容について、逐次組合員の皆様

れる重要な議案であったが、全員の賛成で可決され

に連絡し協力を求めました。併せて、３月、４月、５月

た。また、５月 15 日（金）に開催予定の「通常総会」

に計画していた会議・セミナー関係も中止や書面議決に

を５月 29 日（金）に変更して開催する計画が、コロ

切り替え実施しました。対応内容については、以下の通

ナウイルス感染症緊急事態宣言の解除が見込めない

りです。

ために、総会は理事・監事（22 名）のみの出席として、

１，全 日本印刷工業組合連合会「新型コロナウイルス感

一般組合員へは書面議決方式をとり、全体で３分の

染症の拡大防止策」について

２の賛成で全ての議案が承認された。
４，
「新型コロナウイルス感染症」拡大に関する実態調査

 会議・セミナー等開催に関するガイドラインを下
記の通り定めた。

実施

①一般（組合員企業の社員を含む）の参加を含む場合、

 「新型コロナウイルス感染症」拡大に関する実態調

原則中止または延期とする。

査を５月７日に組合員へ調査票を送付し５月 14 日に

②参加者が明らかに 20 人を超える場合は中止及び延

締め切り、33 社の組合員から調査票が返送された。

期とする。

 回答内容では、業績は大変に厳しく国や県の助成制

③参加者が 20 人以下の場合、十分な配慮の上で開催

度の活用を検討しているといった回答が大半であっ

する。

た。また、従業員の労働環境については、テレワー

 また、感染拡大防止策として組合員へ以下の内容

クや時差出勤、交代勤務、有給休暇取得などの対応

をお願いした。

が見られた。
５，セミナー関係の中止・延期について

①石鹸やアルコール消毒による手洗いやうがいの徹底
②正しいマスクの着用を含むエチケットの徹底

①４月 17 日（金）JPPS 講習会

③３密（密集・密接・密閉）の回避

②４月 22 日（水）
「労務管理セミナー」中止

２，岡 山県からの「緊急事態宣言」発令を受けた対応の
協力依頼

延期

③７月 14 日・15 日・21 日・22 日「印刷営業講座」

４月 24 日

延期

 岡山県より、ゴールデンウイーク期間中の往来自

＊但 し「雇用調整助成金申請セミナー」を６月４日

粛に関する協力のお願いが中央会を通じて組合にあ

（木）に開催

り、組合員へ４月 24 日に要請文を FAX し協力をお
願いした。

以上、「新型コロナウイルス感染症」の今までの対応で

３，３月、４月「理事会」を書面会議に変更、令和２年度「通

すが、これから先まだ終息の気配がありません。今後と

常総会」延期開催

も緊張感をもって対応していきます。

 岡山県工組は、国や岡山県、全印工連の方針に従い、
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岡山県警察本部よりお願い

～特殊詐欺被害抑止に対する協力依頼について～
時下、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、警察業務各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、県警察におきましては、特殊詐欺対策を治安上の最重要課題に位置付け、
「だまされんのじゃ岡山県・
県民運動」と銘打ち、各種対策を実施中であります。
こうした中、令和元年中における県内の特殊詐欺の認知件数・被害額については、102 件、約２億 1,860 万
円であったところ、本年４月末では、29 件、約２億 4,520 万円と、既に昨年１年間の被害額を上回るという
憂慮すべき状況にあります。
特殊詐欺には、電話、はがき、メール等、様々な犯行手段がありますが、先般、他県において、印刷事業者
に対して特殊詐欺の犯行に使用すると思われる「はがき」の印刷が大量発注されるという事案がありました。
今後、岡山県内の印刷業者に対しても、同様の発注等があることも予想されます。
つきましては、このような発注等があった際には、次の通りご対応をいただき、特殊詐欺被害の抑止にご協
力をいただきますようお願い申し上げます。
１、予想される発注等
 公的機関からの発注であると偽ったり、電子メールやインターネット応募フォームでの申し込みにより、
はがき等のデザイン（文面）を添付の上、印刷の見積もりを依頼又は発注したりしてくることが予想され
ます。
２、特殊詐欺のはがきの例
別添をご覧ください。
３、発注等があった際の対応
⑴相 手方からのメール等の記録
を削除することなく、最寄り
の警察署まで通報し、相談す
るようお願いします。
⑵警 察に相談した結果、特殊詐
欺の犯行に使用するはがきと
認められた場合は、このよう
な発注のメールは無視するな
ど適切な対応をしてください。


以上
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■ 環境労務委員会

「雇用調整助成金申請セミナー」開催
■ 令和２年６月４日（木） ■ サン・ピーチ OKAYAMA
申請手続きを進めるとのことでした。

「新型コロナウイルス感染症」
対策の一環として、政府の企業

環境労務委員会の味野浩一委員長は、今後もコロナ

に対する支援策の柱となる「雇

対策の情報を適宜組合員の皆様へお知らせしていきた

用調整助成金」の申請手続きに

いと述べられていました。

ついてのセミナーが開催されま
した。
講師は、あきた労務管理事務
所 社会保険労務士 穐田恒雄氏にお願いし、第１部は従
業員 20 人未満の事業所（参加者６社９名）第２部は従
業員 20 人以上の事業所（参加者５社５名）に分けて開
催されました。
第１部・第２部ともに「雇用調整助成金支給申請マ
ニュアル」を基に詳細に説明を受け、参加者は正式に

支 部 だ よ り
岡山西支部

令和２年度総会開催

岡山西支部（友野昌平支部長）は、
６月５日（金）アークホテル岡山で、
令和２年度の総会を開催した。最初に、友野支部長から開会の挨拶があ
り、続いて栗平専務理事から、令和２年度通常総会の報告、コロナ対策
の状況等について説明報告があった。
支部会では、友野支部長から事業報告と今年度の事業計画の説明があ
り、了承された。
また、西山会計担当から収支報告があり、併せて了承された。最後に、
友野支部長から支部長交代の提案があり、新しく味野浩一氏が支部長に
就任した。
その後は、現状のコロナ対策についての情報交換が行われ、支部会は
終了した。
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編 集 後 記
昨年 12 月に中国武漢で発生した「新型コロナウ
イルス感染症」は年が明けた１月、２月に全世界に
広がり生命や経済に大きな打撃を与えている。日本
は、他国に比べて感染者・死亡者は少ないが、日本
経済に与える影響は、大小問わず産業界に多大なダ
メージを与えている。
日本政府は、緊急事態宣言を発令し種々の制約を
国民に求めたが一方では、企業に於いて在宅勤務な
ど新しい対応が始まるなどの動きが出てきた。
「新型コロナウイルス感染症」は、いつ終息する
かは定かではないが、国や県・市の支援を受けるな
どの対応を検討して、何とか現状を打破していきた
い。
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