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「新型コロナウイルス感染症」が、岡山でも増加傾向にあります。
・3 密（密閉・密集・密接）を避けましょう。
・こまめに、手洗いをしましょう。

CON TEN TS

井倉峡・井倉洞
いくらきょう・いくらどう

新見市井倉にある、高梁川流域のカルスト台地であ
る阿哲台を中心とする風光明媚な景勝地域。井倉峡は
カルスト台地である阿哲台を高梁川が V 字に削ってで

令和２年度上期 「中国地区理事長会」開催
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滝澤光正新会長挨拶要旨
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令和２年度 「第２回理事会」開催

4

「新型コロナウイルス感染症」対策

きた渓谷で、高さ 240m にもおよぶ石灰岩の絶壁は圧

岡山県・岡山市へ要望

巻の景色。鍾乳洞・井倉洞は、その高さ 240m の石灰

労務問題 Q&A

岩の絶壁に入り口があり、全長 1,200m、高低差 90m

5
6

「雇用調整助成金申請セミナー」開催 /
「日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）
」 7
講習会開催 / 組合からのお知らせ

の洞内には３つの滝をはじめさまざまな鍾乳石が存在
し自然の神秘を体感できる。井倉洞入り口のすぐ横に
は、断崖を流れ落ちる高さ約 70m の井倉の滝がある。
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「中国地区理事長会」開催

～上期中国地区印刷協議会は中止～
令和２年度上期中国地区印刷協議会は、７月
３日（金）に松江市で開催される予定でしたが、
コロナ禍のために中止になりました。
その代わりに、Web 会議が開催され、中国
地区理事長会が７月３日午後３時より開催さ
れ、全印工連から滝澤光正新会長池尻淳一専務

廣野副理事長

理事、瀬田章弘・鳥原久資・浦久保康裕各副会
長と中国５県の各組合の理事長、役員、事務局長が参加しました。

最初に、中本中国地区会長の挨拶、滝澤全印工連会長の挨拶があり、会議がはじまり、午後４時 40 分に終了しました。
〈会議次第〉

〈議事〉

中国地区印刷協議会会長挨拶

中本俊之

・新型コロナウイルスの影響による全印工連の組織運営について

全印工連会長挨拶

滝澤光正

・令和元年度収支報告、令和２年度予算の報告

池尻淳一

・中国地区協の令和２・３年度役員（案）

全印工連事業説明

専務理事

・その他

中国地区印刷協議会役員（令和２・３年度）
以下の通り新役員が決まりました。
会

長

中本

俊之

広島県・理事長

副 会 長

大塚

泰文

岡山県・理事長

同

藤田

良郎

山口県・理事長

同

谷口

博則

島根県・理事長

同

田村

仁美

鳥取県・理事長

環境労務副委員長

渡邊

学

島根県・副理事長

同

教育研修委員長

廣野

景治

岡山県・副理事長

同

組織共済委員長

竹田

圭佐

山口県・副理事長

同

経営革新マーケティング委員長

細川

俊介

広島県・副理事長

環境労務委員長

中川

隆

広島県・副理事長

教育研修副委員長

宇都宮公徳

広島県・副理事長

幹

事

監

事
同
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滝澤光正新会長挨拶要旨
全日本印刷工業組合連合会
新 会 長

滝 澤 光 正
ソリューション・プロバイダーを目指すということで、

始めに、新型コロナウイルスですが、一時、感染拡
大が落ち着いたやに見えましたが、また昨日今日、東

単なる請負型製造業から脱却した新しい課題解決業と

京では 100 名を超え、大変心配な状況が続いておりま

しての模索、成長が続いてきましたが、今後のウイズコ

す。また、全国の皆さんの声を伺いますと、当然ですが、

ロナ、アフターコロナの社会を考えるときに、ますま

この経済が止まったことにより、需要減、大幅な売り

すその取り組みの重要性が増していくものだと考えて

上げの減少に見舞われているということは、承知をし

います。全印工連では、従来から「Happy industry 人々

ているところです。こうした状況で、組合が果たすべ

の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」のグランドスロー

き使命は、やはり、連帯・共済・対外窓口という基本

ガンのもと、様々な事業を行ってきましたが、私もそ

機能に尽きるもので、１社では解決できない共通の課

れをしっかり引き継いで、引き続き社会において、こ

題に対して、力を合わせて皆さんで解決を図っていく、

の印刷産業の役割というものが大きくなるように努め

そのことが、組合の役割であります。目下のこの状況

てまいりたいと思います。さらに今年度から、この新

では、まず経営に有用な情報の収集と、いち早い組合

しい社会経済においても、私たち産業の成長を目指す

員の皆さんへの発信に努めているところですが、さら

上で、印刷産業の構造改善が必要であり、その一環と

に組合員の皆さんからのお声を集め、組合として行政

して、生産性向上のためのデジタルトランスフォーメー

や議会にしっかりと要望して、私たちの経営改善に資

ションの導入を図りたいということで、事業計画の基

する施策の実現に努めたいと思います。

本方針に掲げさせていただきました。
全国の組合員の皆さんには、引き続き厳しい環境で

先般、６月 18 日に、自民党の中小印刷産業振興議員
連盟の総会が行われ、その際、私どもから印刷業の現状、

ありますが、こういった環境であるからこそ、組合に

そして新たな要望を申しました。詳しくは、既に業界

積極的に参加いただき、仲間同士の志を共にして、引

紙等にも掲載されており、ご承知の方もあろうかと思

き続き、印刷産業 Happy industry として未来につな

います。

いでいきたいと思っています。どうか皆さまのご理解
とご協力をよろしくお願い申し上げまして、私の冒頭

また、これからの新しい生活様式として迎える、新し

のご挨拶とさせていただきます。

い社会ですけど、今まで経験したことのない社会経済
環境であることが予想されます。従来から、私たちは
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「第２回理事会」開催
■ 令和２年７月 30 日（木）14：00 ～ ■ サン・ピーチ OKAYAMA

令和２年度の「第１回理事会」はコロナ対策として、書面議決方式で開
催されましたが、今回は会場を広げて３密対策をとり開催されました。当
日の出席者は、理事 14 名、監事１名

計 15 名の出席でした。

最初に、大塚理事長から「新型コロナウイルス感染症」が緊急事態宣言
解除後も感染者が増え続き、通常の業務への影響が大変に大きい。
コロナウイルスの終息は定かではないが、組合として年初計画の事業を
進めるとともに、
組合員への情報提供をきめ細かく行って行きたい。今日は、
忌憚のないご意見を頂きたい。と挨拶がありました。
審議された議案は、以下の通りです。
１．令和２年度上期中国地区印刷協議会開催報告について
 当初、島根県工組の担当で松江市で開催される予定であったが、コロナの関係で７月３日にテレビ会議方式で
中国５県の理事長会に変更された。
（内容は、前記のとおり）
２．今年度の重点事業計画の進め方について
１）
「働き方改革」法案施行に伴う組合員企業の労務管理実態調査について
・計画通り、あきた労務管理事務所の協力のもと、９月に実施することとした。
２）BCP「事業継続計画」の取組について
・自然災害が多発する中で、今回のコロナ問題も含めて会社・従業員・お客様を守る対策を計画する必要があり、
組合員への普及を行うこととした。
３．岡山県・岡山市との「官公需懇談会」開催報告について
 コロナウイルス対策として、７月９日に岡山市、７月 14 日に岡山県の担当者との懇談会を開催。特に、一般受
注の減少の中、岡山市・岡山県が発注する印刷物を県内印刷会社への発注をお願いした。この懇談会へは、吉本
市議会議員、小倉県議会議員も同席していただき、協力を要請していただいた。
４．その他報告事項として、７月に開催予定であった「岡山県印刷関連産業協議会」総会の中止の経緯、今年 10 月
に開催予定の「全日本印刷文化典」長野大会が延期の報告があった。
それぞれの議案に対して質疑が行われたが、特に異論はなく、コロナ対策を各自これまで以上に取ることを確認し
て終了した。
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「新型コロナウイルス感染症」対策

岡山県・岡山市へ要望



官公需対策委員会

■ 岡山市との懇談会：７月９日（木） ■ 岡山県との懇談会：７月 14 日（火）
「新型コロナウイルス感染症」に対する緊急事態宣言が発令され、各種イベントの中止をはじめ、観光・飲食・小売
業界などの営業縮小に伴う印刷物の大幅な減少が、中小印刷業界にとって多大なマイナス影響が出ています。
全印工連と全日本印刷産業政治連盟は、６月 18 日に自由民主党中小印刷産業振興議員連盟と会議を開き、新型コロ
ナウイルス感染症対策について６項目の要望を行いました。
その要望の中に、今回のコロナウイルス対策の国や県が発注する印刷物が、県内の印刷会社ではなく、大手印刷会
社へ一括発注されている実態があり、政治連盟として地元印刷会社への受注を促進するよう要望されました。
このような実態を受けて、岡山県工組の官公需対策委員会は、岡山県については、小倉弘行県議会議員、岡山市に
ついては、吉本賢二市議会議員を通じて「官公需懇談会」を開催しました。
懇談会の内容は、県内中小印刷会社は現状のコロナウイルス感染症の影響で、売上高の大幅な減少傾向が続いてい
る説明（組合アンケートを基に）を行い、現在のコロナ対策として県や市が発行する印刷物や一般の印刷物について、
県内印刷会社への発注を強く要望しました。岡山県・岡山市共に、一般の印刷物については県内の印刷会社への発注
をしているとの回答でありました。ただ、担当窓口を経由しない随意契約印刷物についても、県内印刷会社への発注
をお願いしました。
今後も「官公需対策懇談会」は継続的に開催することを確認し終
了しました。
１．岡山市との「官公需懇談会」
（１）開催日時：７月９日（木）10：30 ～ 11：30
（２）開催場所：岡山市市議会会議室
（３）出 席 者

吉本賢二市議会議員

岡 山 市：脇本財務部長、植木契約課長、大木契約係長
組

合：大塚理事長、廣野副理事長、味野副理事長
藤原副理事長、栗平専務理事

岡山市との懇談会

２．岡山県との「官公需懇談会」
（１）開催日時：７月 14 日（火）10：00 ～ 11：00
（２）開催場所：岡山県庁県議会会議室
（３）出 席 者：小倉弘行県議会議員
岡 山 県：村上経営支援課課長、高原経営支援課参事
組

合：大塚理事長、廣野副理事長、味野副理事長
岡山県との懇談会

藤原副理事長、栗平専務
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Q & A ??
社会保険労務士

穐田

恒雄

「新型コロナウイルスへの労務対応」
Q1

 型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的
新
に休む場合は、給与を支払わなければなりませんか？

A1

 常の病欠と同様に欠勤として取り扱います。もし、労働者が年次有給休暇の取得を希望し、
通
会社が認める場合は、年次有給休暇とする事も出来ます。

Q2

 が 37.5 度以上ある場合、労働者に休むように指示しています。この場合休業手当を支払う
熱
必要がありますか？

A2

以下の４つのパターンごとに対応が異なります。
①労働者が新型コロナウイルスに感染した場合
都
 道府県知事が行う就業制限による休業となりますので、給与の支払い義務はありません。
②行政側から要請や指示による休業の場合
事業者には責任がありませんので、給与の支払い義務はありません。
③熱等の症状があり、感染の疑いがある労働者を会社の自主判断によって休業または自宅待
機をさせた場合
労働者に熱等の症状があるため労務の提供ができないのであれば、給与の支払い義務はあ
りません。
④社内の感染予防のために、会社の自主判断によって労働者を休業または自宅待機をさせた
場合
事業者の不可抗力には該当しませんので、労働基準法 26 条に基づき、休業手当（平均賃金
の 60％以上）を支払う義務があります。

Q3

本人及び同居の家族に感染が疑われる場合、直ちに報告を求めることが出来ますか？

A3

 社には安全配慮義務があります。同居の親族に感染者がでた場合等に報告させることは問
会
題ありません。会社でも感染者が出る前から、感染者や濃厚接触者が出た時の対応方法につ
いて、方針を発表しておくことが望ましいです。

Q4

流行地域に出張した労働者が感染した場合、労災保険の適用はありますか？

A4

 災になるかどうかは、感染リスクにより判断されます。単に流行地域に出張するだけをもっ
労
て労災とはなりません。出張先での会議の場所で、
集団「クラスター」が発生した場合などは、
労災認定を受けられる可能性はあります。
6
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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）13：30 ～ 16：30 ■ サン・ピーチ OKAYAMA
環境労務委員会は、
「新型コロナウイルス感染症」拡大を原因とする事業縮小や休業により、従業員に対する休業手
当などの企業負担増が懸念されるため、国は企業に対する支援策の柱となる「雇用調整助成金」の活用を特例措置の
拡大を図り実施しています。
この説明会と申請手続きについてセミナーを開催しました。
当日は、20 人未満の事業所と 20 人以上の事業所に分かれてあきた労務管理事務所の社会保険労務士・穐田恒雄氏
を講師に 12 社が参加し、具体的な申請手続きを学んだ。

「日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）」講習会開催
■ 令和２年７月 17 日（金）13：30 ～ 15：00 ■ 第一セントラルビル ５階研修室
毎年１回開催される「JPPS」講習会は、当初４月に開催される予定であったが
「コロナウイルス感染症」の緊急事態宣言下であった為に、７月に開催となった。
講師は、全印工連の専任講師の金子一美講師で、
「2020 JPPS 中間更新講習会」
のテキストを基に、７社の組合員が受講した。

らせ
お知

組合からのお知らせ

１．令和２年「組合員台帳調査」実施について
２年に１回全印工連が実施している「組合員台帳調査」が、以下の通り行われます。
既に、調査表が組合員企業へ届いていますが、提出期限９月 30 日までに、同封の返信用封筒にて、返送願
います。
２．
「働き方改革アンケート」調査実施について
本年度の事業計画「働き方改革」実態調査のアンケートを第一弾として行います。
国が進める「働き方改革」に対応するために、９月に実施します。
このアンケートは、あきた労務管理事務所の協力を得て、秘密を厳守して行います。
全組合員のご協力をお願いします。
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編 集 後 記
今年は、梅雨時の大雨による被害が九州地区そし
て東北地区などで起きた。
梅雨明けが平年より大幅に遅れたが、その反動か
７月中旬からの 35 度を超える酷暑となり、コロナ
対応から熱射病対応が必要になった。
いつまで続く二つの狂気、早く基へ戻ってほしい。
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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

8

TEL.292-5131

TEL.222-0216

TEL.255-6788
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