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　真庭市（旧真庭郡久世町）に 1907（明治 40）年に
建てられた小学校。ルネッサンス様式の完全シンメト
リーのデザインと白亜の外観が印象的な木造建築で、
明治後期の代表的学校建築として 1999 年に国の重要
文化財に指定された。1990年に学校が移転するまで校
舎として利用されていたが、現在は市立文化施設の付
属施設として多目的に利用されており、数々の映画や
ドラマのロケ地としても使用されている。予約をすれ
ば「なつかしの学校給食」を楽しむこともできる。

旧遷喬尋常小学校
きゅうせんきょうじんじょうしょうがっこう
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　第２回理事・監事会は７月 26日（月）にピュアリティまきびで開催されました。
　今回は会議の前に「DXデジタルトランスフォーメーション」について講演会が開催されました。講演会の概要は以
下の通りですが、東京在住の講師とオンラインでの講演会でした。尚、この講演会は岡山県中小企業団体中央会の支
援を受け開催しました。
＜講演会の概要＞
　１）講演テーマ：�逆風をチャンスに変えるデジタルトランスフォーメーショ

ンのススメ
　２）講　師：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
　　　　　　　代表理事　森戸　裕一�氏
　３）講演内容について
　　（１）社会の急速なデジタルシフトと今、起きている構造変化
　　　・終身雇用時代の終焉、年功序列制度の崩壊　・モノ消費～コト消費～ヒト消費
　　　・ホワイトカラーの消滅　・人生 100年時代
　　（２）デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進と変化に強い組織づくり
　　（３）変革の時代のチャンスを活かす連携と共創による新しい価値と事業創造
以上の項目の内容で１時間 30分の講演を頂きました。
尚、この講演会には「DX推進研究会」のメンバーも参加し聴講しました。
講演の内容については、別途冊子にして組合員の皆様に後日お届けします。

～令和３年度「第３回理事・監事会」開催～
　講演会の後、理事・監事会が以下の議案で開催され全議案承認されました。
議案１：令和３年度上期中国地区印刷協議会開催報告について
　６月 18日（金）に理事長、各委員会担当の副理事長がオンライン Zoom会議に参加しました。各委員会の内容は
全印工連の事業計画を中心に説明普及が主な内容でした。
議案２：令和３年度重点事業計画（各補助金支援事業）について
　１）「働き方改革推進支援助成金」事業について�～厚生労働省労働基準局～�別途報告
　２）「印刷営業講座」開催計画について～生産性向上支援訓練事業～
　３）「DX推進研究会」事業�～岡山県中小企業団体中央会～
　以上の三事業についての計画が説明され承認されました。
議案３：岡山県印刷関連産業協議会関係について
　１）令和３年度総会議案の書面議決について
　２）紙断裁機の使用に係る「特別教育」開催について
以上の議案について審議され、４時 30分に閉会しました。

　令和３年度「第２回理事・監事会」開催
■ 令和３年７月 26 日（月）午後 1 時～　■ ピュアリティまきび
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　組合では一昨年から「働き方改革法」施行に対して、実
態調査や戸別訪問、そしてセミナー等を通じて働き方改革
関連法の普及を行ってきましたが、今年度も厚生労働省の
「働き方改革推進支援助成金」を活用して、更に効果ある事
業を行います。
～働き方改革関連法とは～
　働き方改革関連法は正式には「働き方改革を推進するた
めの関係法律の整備に関する法律」と名付けられています。
　この法律の目的は、現代社会において多様化する労働者
の事情に応じて、働き方の選択が出来る社会の実現と働き
方改革を総合的に推進することです。
　そのため、これまで問題となっていた長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正
な待遇の確保など、様々な対策や措置を講じることを記しています。更に、働き方改革の総合的かつ継続的な推進と
して「労働基準法」や「雇用対策法」などの改正を行うための法律としても機能しています。
　そして、国は現行の雇用関係の施策に加えて、次の４つを新たに規定しています。�

＊労働時間の短縮とその他の労働条件の改善
＊雇用形態または就業形態の異なる労働者の間の均衡の取れた待遇の推進
＊多様な就業形態の普及
＊育児や介護、治療など仕事と生活との両立

～働き方改革関連法のポイントは３つ！～
　働き方改革関連法では、労働基準法を含む法律の改正が行われました。
　この法改正後の大きなポイントは以下の３つです。

＊時間外労働の制限規制
＊年次有給休暇の時季指定
＊同一労働同一賃金

令和３年度の具体的な事業計画について
１、改善事業推進委員会の設置
　�　働き方改革関連法に関する内容の理解普及を促進する為に、改善事業推進委員会を設置
２、組織内の実態調査の事業
　�　組合組織として有給休暇取得、時間外規制、同一労働同一賃金、現状の労働時間や賃金水準、就業規則などの実
態調査と改善に向けたマニュアルを作成し環境整備を行う。
３、各支部会に社会保険労務士を派遣し普及と問題点の把握を行う
４、巡回指導、相談窓口の設置
　�　労務管理上の諸問題解決の為に巡回指導と相談窓口を設置する
５、セミナーの開催
　�　実態調査内容を踏まえ、労働法制の理解促進のためセミナーを開催する
６、「労務管理」冊子の作成～総まとめ・Q＆A～
　�　アンケート調査や戸別訪問などの問題点をまとめ、働き方改革関連法を掲載した冊子を作成し、全組合員へ配布
する。

　以上、具体的な事業計画内容ですが、少子高齢化や新規採用難など厳しい状況を踏まえて働きやすい安全・安心な
職場づくりを目指してこの事業に積極的に参加しましょう。

「働き方改革推進事業」計画について
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　２月同様コロナ禍により令和３年度上期中国地区印
刷協議会が６月 18日（金）、Zoom会議により開催さ
れた。当初は周南市で予定していたが、リアル会議は
３回連続で中止となった。
　会議は、午後１時 30分より開催され、全印工連から
鳥原久資副会長、瀬田章弘副会長、池尻惇一専務理事、
福田浩志常務理事が参加、中国地区の各工組から理事
長、役員、事務局長など 45人が参加した。
　始めに、中本会長挨拶、鳥原全印工連副会長挨拶等
があり、会議が始まった。
会議次第
　・中国地区印刷協議会会長挨拶　中本俊之
　・全印工連会長挨拶�副会長　鳥原久資
　・全印工連事業説明�専務理事　池尻淳一

　・�「INSATSU未来トランスフォーメーション」の説明
　　副会長�瀬田章弘
　・各委員会報告（中国地区各委員長）
　・令和２年度収支報告、令和３年度予算（案）の件
　＊�次回開催場所�令和４年２月 18日（金）広島市
　以上の項目で開催された。

　DX推進研究会は、８月５日（木）13時から友野印
刷㈱の会議室で異業種交流会を開催した。
　異業種として参加頂いた会社は
　・�株式会社フジワラテクノアート�経営企画室　頼�純英氏
　・晃立工業株式会社�代表取締役社長� 福廣匡倫氏
　また、DX推進研究会のメンバーは
　�・友野宏史（友野印刷）・橋本宗憲（橋本印刷所）
　�・�岡部憲一郎（岡文館印刷所）・原�詢子（玉島活版所）
　の４名
　司会は岡山県中小企業団体中央会イノベーション推
進課課長　岡崎�健氏
　以上のメンバーで異業種交流会が開催された。
　最初に異業種として参加頂いた２社から、自社を取
り巻く環境が大きく変わる中DX（デジタルトランス

フォーメーション）を活用した経営改革に取り組んだ
経緯と成果について発表いただいた。
　２社の発表の後に研究会メンバーからの質問を受け
るなど積極的な意見交換がなされた。
　この交流会の内容については、議事録としてまとめ
今後の参考資料とすることとした。

令和３年度上期  中国地区印刷協議会開催
～コロナ禍により Zoom 会議～

「第２回 DX 推進研究会」報告
異業種交流会開催
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　新型コロナウイルス変異株の猛威によって、日本全
体が今、過去最大の感染の危機に直面しています。中
国５県は医療提供体制の確保等に取組みますが、感染
急拡大を何としても食い止めるため、県民の皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。
〇�県境をまたぐ不要不急の帰省や旅行などは、原則中
止や延期とし、県外の親族・友人等にも来県を控え
るよう呼びかけましょう。
〇�どうしても県境をまたぐ場合は、行先では感染しな

い、広げない対策を徹底し、事前の PCR検査も活用
しましょう。
〇�会食する場合であっても、少人数・短時間で、感染
対策が十分に講じられた店舗を利用し、マスク会食
を徹底しましょう。
〇�ワクチン接種後も決して油断せず、マスク着用や手
洗い等の感染防止対策を徹底し、風邪症状がある場
合は早期に受診しましょう。
� 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

新型コロナウイルス感染症対策
中国地方知事会メッセージ ８月４日

　岡山県印刷関連産業協議会（協議会）は、紙断裁機の使用業務に係る「特別教育」を開催した。参加者は会員企業
が 10社 25名、賛助会員企業が１社４名、合計 29名が受講した。
　講師は中央労働災害防止協会・中国四国安全衛生サービスセンターから２名の講師が派遣され講義が行われた。
　「特別教育」の法的依拠は、「労働安全衛生法第 59条第３項」
　事業者は危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる時は、省令で定めるところにより、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。
　また、「労働安全衛生規則第 36条第２号」（特別教育を必要とする業務）
動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲い
の取り付け、取り外し又は調整の業務
と関連法律で定められており、法律に沿った特別教育を受講者は熱心に聴講した。

　紙断裁機の使用業務に係る「特別教育」を開催
■ 令和３年８月４日（水）午前８時 30 ～午後５時 30 分　■ アークホテル岡山
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

Q１ 　会社は、職員に接種の勧奨（勧めること）をしてもよいのでしょうか？
Ａ１ 　 ワクチン接種を職員に対して勧奨（勧めること）することは大丈夫です。
�
Q２ 　 ワクチン接種について、法律ではどのように規定されていますか？
Ａ２ 　「ワクチンの接種は、国民の努力義務」とされています。接種するかどうかは最終的には個人の判断となります。
�
Q３ 　接種の勧奨にあたり配慮すべき人とはどのような人ですか？
Ａ３ 　 厚生労働省のサイト「新型コロナワクチンQ&A」によると、対象となるのは次のような方々とされています。

接種ができない方や注意が必要な方に対して接種勧奨を行い、その結果として健康障害等が発生した場合は、「安
全配慮義務違反」としてその責任が問われる可能性が考えられますので、ご注意ください。

ワクチン接種ができない方 ワクチン接種に注意が必要な方
•明らかに発熱している（通常 37.5℃以上）
•重い急性疾患にかかっている
•ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏
症の既往歴がある

•�このほか予防接種を受けることが不適当な状態にある

•過去に免疫不全の診断を受けた
•近親者に先天性免疫不全の方がいる
•心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患が
ある

•過去予防接種を受けて２日以内に発熱や全身性の発疹など
のアレルギーが疑われる症状が出たことがある

•過去にけいれんを起こしたことがある
他

�
Q４ 　 採用面接の際、ワクチン接種の有無を尋ねても大丈夫ですか？
Ａ４ 　 採用面接にあたり、ワクチン接種の有無について質問することや、ワクチン接種を採用条件とすることは不適

切とされる可能性があります。
�
Q５ 　接種証明書の提示を求めることは可能ですか？
Ａ５ 　 接種証明書の提示を義務づけることは適切でないと

されています。接種の有無は個人情報の中でも特に
配慮されるべき情報に該当します。義務化ではな
く、接種証明書のコピーを会社に提出してくれた方
に「ワクチン接種奨励金 3,000 円」を支給する等の
方法であれば大丈夫です。

ワクチン接種に関する労務問題Ｑ＆Ａ

ワクチン接種券及び接種証明書
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 支 部 ニ ュ ー ス

津山支部 　「労務管理セミナー」開催
　津山支部（廣野貴大支部長）は、８月５日（木）18
時から津山鶴山ホテルで働き方改革事業の一環として
「労務管理セミナー」を開催した。
　講師には、あきた労務管理事務所の穐田恒雄氏を招
き受講した。
　津山支部からは組合員 10名が参加した。
　講義内容は、「コロナ禍における働き方改革関連法の
ポイント」と題して第１部は働き方改革への具体的な
対応（１）残業時間の「罰則付き上限規制」（２）「割
増賃金率」の中小企業猶予措置廃止（３）有給休暇取
得義務化のポイント
　第２部は新型コロナウイルスに関する具体的対応、
などについて説明を受け講義の後、質疑応答で積極的
な意見交換があり２時間のセミナーは修了した。

＊�８月に開催予定でした「印刷営業講座」は、新型コロナウイルス感染症の東京地区での感染拡大に伴
い、２名の講師派遣が困難になり 10月に延期となりました。
＊�働き方改革推進委員会では、「働き方改革法」の普及と課題解決の為に下記の日程で支部会を開催し
ます。
　１，岡山南支部：９月 10日（金）17：30～�アークホテル岡山
　２，岡山西支部：９月 17日（金）12；00～�アークホテル岡山
　尚、両日とも社会保険労務士の穐田恒雄氏による講義・相談会です。

お 知 ら せ

＜組合員の動き＞
＊�株式会社玉島活版所（倉敷市船穂町船穂 2095 － 11）は、中藤�収社長が会長に就任し、新しく代表取締役社長に
原�絢子氏が就任した。
＊�ササべ印刷株式会社（倉敷市西阿知町西原 1353 －９）は、雀部中男社長が会長に就任し、新しく代表取締役社長
に板倉昌美氏が就任した。
＊�株式会社プリント・ケイ（代表取締役社長木村邦彦）は、株式会社アネストと社名変更し、新しく代表取締役社長
に浅野常昭氏が就任した。
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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

　「新型コロナウイルス感染症」のまん延拡大の勢いが益々強くなり、その感染者も 20代、30代、40代の若い人への拡
がりが収まらず今後が大変に心配である。
　一方で、100年に１回という豪雨が九州地区・中国地区に１週間以上も続き、各地に大きな被害をもたらしている。
　災害に強いと言われてきた日本も、毎年のように起きる災害（同じ地区）にどう対応していくのか、住民にとっては大き
な心配事である。
　印刷業界は情報産業の一役を担ってきたが、現在の IT 関連の発達により情報伝達の方法が簡易になり、印刷業界の在り
方が問われている。
　今年度「DX推進研究会」を立ち上げ、今後の中小印刷業界の進むべき方向について研究を進めているが、組合の重要な
課題として取り組まねばならないと考えている。� （K）
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