うしん
おかやまいんさつ
つ
Printing Journal Okayama
URL: http://www.opia.or.jp/ e-mail: okakumi351@yacht.ocn.ne.jp

岡山県印刷工業組合 〒 700–0826 岡山市北区磨屋町 10–20
TEL（086）223-6351

磨屋町ビル 6F

2022 年１月発行

390

No.

FAX（086）233-6504

CON TEN TS

岡山神社

おかやまじんじゃ

後楽園の旭川東岸に鎮座し、その名の如く岡山市の
総鎮守で延命長寿、商売繁盛、社運隆昌、交通安全、
縁結びの神として古来から霊験あらたかである。清和
天皇貞観年中（860 年）の創建で、かつては岡山城本
丸の地に鎮座していたが、天正元年（1573 年）宇喜
多直家が岡山城を築くにあたり現在の社地に遷座した。
昭和 20 年６月の岡山大空襲で随神門ほか末社数社を残
す他を焼失し、昭和 36 年の本殿の造営に始まり、昭和
50 年に拝殿幣殿を造営、昭和 63 年に社務所と参集殿
を新築し現在の姿となった。
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新年のご挨拶
岡山県印刷工業組合
理 事 長

大 塚 泰 文
新型コロナウィルス感染者が日本で確認されてから

睦事業、また人数制限や書面議決で対応をして参りま

早いもので２年の月日経ちました。まだまだ窮屈な状

した通常総会なども行う事が出来るよう爆発的な感染

況が続く中ですが新年を迎えるに当たり、組合関係者

症拡大が再燃しない事を祈るばかりです。
また今年２月に広島で行われます中国地区印刷協議

の皆様に謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
昨年も新型コロナ感染症拡大の影響から思う様な活

会も無条件とはいかないかもしれませんが、参加され

動が出来ず、組合員の皆様方には多大なるご迷惑とご

る方々と直接お会いして開催できるのではないかと思

心配をおかけする事になりました。謹んでお詫び申し

います。一度延期になっていた長野県での全国大会は

上げます。この様な状況下においても組合活動に対し

昨年には中止となりましたが、来年 10 月に広島で行わ

まして皆様には平素より大変ご尽力頂き心から敬意を

れる全印工連フォーラム・全日本印刷文化典は今のと

表し深く感謝申し上げます。

ころ開催の方向で準備が進んでおります。広島県での

昨年末に向けて新規感染者の確認数は全国的にも急

開催ではありますが中国地区印刷協議会の主催であり

激に減少致しましたが、新たな変異株の出現でまだま

ますので、岡山県印刷工業組合としても出来ることが

だ予断を許さない状況が続きそうです。新型コロナ禍

あればしっかりとサポートをしてまいります。

の収束も未だ見えて来ない中、相も変わらず国内の経

まだまだ厳しい現状が続きそうですが、今年度も引

済は大きく揺らいでおり、生活様式だけではなく新た

き続きのご支援、ご協力の程よろしくお願い致します。

な経済様式の構築も引き続き必要ではないかと感じざ
るを得ません。これからも元に戻す事ばかりを考える
のではなく、今まで行ってきた慣習や考え方なども見
つめ直し、これを機に様々な変革に取り組み、新たな
事へ挑戦して参りましょう。
組合活動としては昨年は印刷営業講座の中止などは
ありましたが、支部単位や個別訪問での働き方改革の
講習や個別相談、また三役会を主体としてＤＸ推進研
究会を立ち上げ、青年部を中心としたメンバーでの研
修会の実施など一昨年と比べて少しずつではあります
が活動が行えた年ではなかったかと思います。今年は
新年互例会をはじめ、研修会やセミナー・講演会、親
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新年のご挨拶
全日本印刷工業組合連合会
会

長

滝 澤 光 正
あけましておめでとうございます。

るなど、新しい事業にも着手しました。このほか、幸

旧年中は当連合会に格別のご支援とご協力を賜り、

せな働き方改革事業、環境労務対策、各種共済制度の

厚く御礼申し上げます。本年も引き続きご指導を賜り

加入促進、動画教育サイト「印カレ～全印工連の学ん

ますようお願い申し上げます。

で得する TV ～」の運営、CSR 普及活動、官公需対策、
事業承継支援など、共通の経営課題解決に努めてまい

昨年は新型コロナウイルスの終息が見通せない中、当

りました。

連合会でも、予定していた全日本印刷文化典長野大会
の中止や CSR サミットの延期、各種会議・セミナーの

日々目まぐるしく変化する経営環境のもとではあり

リモート運営など、一昨年に引き続き難しい組合運営

ますが、全印工連では今が好機と捉え、これまでの枠

を強いられました。秋以降はワクチン接種が進み、感

を超えたさまざまな角度と視点から新しいネットワー

染者が減少し緊急事態宣言が解除されるなど、わずか

クの構築と価値の創造を目指して諸事業を進めてまい

ながら明るい兆しが見えましたが、その一方で、原材

ります。しなやかで、そして力強い全印工連であり続

料コストや物流費の上昇を理由として、印刷用紙をは

けるために、本年も各都道府県印刷工業組合ならびに

じめとする印刷関連諸資材の価格改定が相次いで発表

全国の組合員企業の皆様のご理解とお力添えを心より

されるなど、中小印刷業界のみならず産業界全体にお

お願い申し上げます。
本年が皆さまにとって明るい希望に満ちた素晴らし

いて今しばらくは厳しい環境への対応を求められる年

い一年となりますよう祈念いたしまして、年頭のご挨

となりました。

拶といたします。

このような状況の中、全印工連では生産性向上と高
付加価値化を目指す DX 事業について、組合員同士の
生産連携をはかるための DX プラットフォームシステ
ム「DX-PLAT」の全国９地区におけるトライアルの実施、
本格稼働に向けた具体的な制度設計の取り組み、各メー
カーデバイスとのインターフェイス構築、システム改
修とファシリティの整備など、着実な歩みを進めまし
た。また、国際公約となった 2050 年カーボンニュー
トラルへ向けて、印刷産業全体のイメージアップを図
り、併せて組合員各社の経営改善に資することを目的
とする再生可能エネルギー事業への取り組みを決定す
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令和３年度「第３回理事・監事会」開催
■令和３年 11 月 29 日（月）午後２時～

■ アークホテル岡山

第３回理事・監事会は 11 月 29 日（月）にアークホテル岡山で開催されました。
会議は新型コロナウイルス感染症が全国的に感染者が減少傾向にあるなか、３密を守るなどの対策を取り、15 名の
理事役員の出席のもと開催されました。
会議では以下の議案が審議されました。
１、DX 推進研究会の活動経過と今後の進め方について
１）活動経過報告及び推進委員の感想について
２）全組合員に対して「DX アンケート」調査の実施
３）来年度の「DX 推進研究会」の計画について
＊ DX 推進研究会が取り組んできた事業について報告がなされた。
来年度については、アンケート調査の結果を踏まえて事業計画を
策定することとし、了承された。
２、
「働き方改革推進委員会」事業の経過報告について
１）各支部を対象に「労務管理セミナー」を開催
２）戸別訪問実施の経過報告と課題について
３）アンケート調査について
４）今後の進め方について
＊厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」を活用した事業につ
いて報告。今年度中に各事業の結果報告を冊子にして組合員へ報
告・普及することとし了承された。
３、岡山県印刷関連産業協議会の今後の事業計画について
１）令和４年「新年互礼会」開催について
＊コロナの対策を取り、各社出席者を２名以下にすることで開催
２）
「PRIC フォーラム岡山」計画について
＊合同印刷機材㈱の機材展開催が計画されており、来年度は中止とする。
３）新春「ボウリング大会」については、１月に開催
４、その他
１）全印工連「第３回理事会」報告
２）印刷資材の値上げに対する取引先への要望について
３）令和４年度理事・監事役員改選に伴う「理事役員候補推薦委員会」設置について
＊「理事役員候補推薦委員会」設置については、賛成多数で承認された。
尚、推薦委員には現在の三役（理事長・副理事長・専務理事）が任命された。
以上の議案が審議され各議案とも承認されました。
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令和３年度「勤続 30年 永 年 勤 続 表 彰 」
～受賞者の皆さまおめでとうございます～

勤続 30 年表彰は、滝澤光正全印工連会長名で 11 月に表彰されました。
今後も引き続き健康に気をつけて頑張ってください。
受賞者は次のとおり 18 名の方です。

「勤続30年永年勤続表彰」受賞者（敬称略）

令和３年度
・コーホク印刷株式会社



梶原

ゆみ

惣田

祐子

藤原

知広

田中

美保

斉藤

咲男

坪井

克郎

嶋村

康晴

藤森

和朗

・協同精版印刷株式会社

迫田

順一

源

正美

中野

浩二

富田

利信

・株式会社廣陽本社

磯田

浩治

赤木由美子

芦田

博

河本

義和

太田

伸二

古中

義則

「DX 推進研究会」事業推進状況の報告について

DX 推進研究会

今年度の重点事業である「DX 推進研究会」は７月 26 日（月）に開
催された講演会をスタートとして研究会を進めてきました。取り組ん
で来た事業は以下の通りです。
＊「異業種交流会」開催
・開催日：８月５日（木）13：00 ～
・会場：友野印刷（株）会議室
・異業種の会社：
（株）フジワラテクノアート、晃立工業（株）
＊「第１回ワークショップ」開催 ～東京とオンラインによる研修会～
・開催日：８月 25 日（水）13：00 ～
・会場：友野印刷（株）会議室
・講師：森戸裕一氏
・演題：DX 実践のためのワークショップ
＊「第２回ワークショップ」開催 ～東京とオンラインによる研修会～
・開催日：９月９日（木）13：00 ～
・会場：友野印刷（株）会議室
・講師：森戸裕一氏
・演題：DX の次のステップ
＊「第３回ワークショップ」開催  ZOOM 会議
・開催日：９月 24 日（金）13：00 ～
・講師：森戸裕一氏
・演題：新しいビジネスモデルを考える
以上、４回の講義を受け研修をしてきました。
今後の活動としては、全組合員対象にアンケート調査を行いその結果を基に具体的な取り組みを来年度に向けて計
画することとしました。
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令和３年度  
「働き方改革推進事業」報告
～働き方改革推進委員会～
組合では今年度、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」を活用して、各種事業を行い「働き方改革」に関す
る普及を行ってきました。
労働環境が厳しいと言われる中小企業の現状把握や関連法の普及を行いました。
具体的には、
（１）各支部会へ社会保険労務士を派遣し普及と相談会を実施
（２）戸別訪問による労務管理の実態調査・相談会
（３）
「アンケート調査」による調査
（４）令和３年度「働き方改革推進事業」総まとめ冊子作成（令和４年１月）など
の事業を行いました。
１、各支部でのセミナー開催
＊講師：穐田恒雄社会保険労務士
＊演題：
「コロナ禍における働き方改革関連法のポイント」
（１）津山支部 ８月５日（木）参加者９名 津山鶴山ホテル
（２）岡山西支部 ９月 17 日（金）参加者７名 アークホテル岡山
（３）岡山南支部 10 月 26 日（火）参加者 10 名 アークホテル岡山
２、戸別訪問による実態調査と相談会の実施
＊穐田恒雄社会保険労務士と事務局が「実態調査表」を基に面談実施
①岡山・総社地区 10 月 13 日（水）
・サンコー印刷㈱ 総社市駅南１－１－５
・いわゐ荷札印刷㈱ 岡山市北区下伊福上町５－１
・㈱三浦印刷所 岡山市北区奥田１－４－７
②倉敷・岡山地区 10 月 22 日（金）
・㈱あさひ印刷 倉敷市老松町２－８
・㈱コーセイカン 倉敷市下庄 1126
・㈱印刷工房フジワラ 岡山市北区丸の内２－ 11
③津山地区 10 月 29 日（金）
・㈱美成 津山市平福 177 －２
・㈱廣陽本社 津山市田町 22
・㈱津山朝日新聞社 津山市田町 13
④備前・岡山地区 11 月 19 日（金）
・㈱大西商店 備前市西片上 62
・㈱橋本印刷所 岡山市北区舟橋町７－ 15
以上 11 社を訪問し各社の労務管理状況及び課題について聴取しました。
委員会としては、戸別訪問による実態調査と相談会は継続して行います。
また、アンケート調査のまとめを行い「働き方改革の課題と対策」冊子を今年度
中に全組合員へ配布するとともに、この事業を来年度も継続して行います。
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News

第 31 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ゴルフ大会が 11 月 23 日（火・祝）に東児
が丘マリンヒルズで開催された。
当日の参加者は 27 名で、秋晴れの中、懇親を深めた。
＜上位入賞者＞
優勝 小林

竜二

優勝
OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

44

42

86

15.6

70. 4

２位 山野

睦治

45

44

89

18.0

71.0

３位 友野

宏史

45

44

89

16.8

72.2

４位 西尾源治郎

45

48

93

19.2

73.8

５位 大源

43

42

85

9.6

75.4

順也

小林竜二さん

懇親会
＜組合員の動き＞
＊株式会社美成（津山市平福 177 －２）は、畝岡潤治社長が会長に就任し、新しく代表取締役社長に畝岡孝一氏が就
任した。
らせ
お知

～労働局からのお知らせ～
岡山県最低賃金改正のお知らせ
岡山県最低賃金（地域別最低賃金）は令和３年 10 月２日から時間額 862 円（28 円アップ）
（１）岡山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
（２）月給額、日給額、時間給制全てに「時間額」が適用されます。
（３）次の金額は、最低賃金に算入されません。
①皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②臨時に支払われる賃金
③１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

＜事務局の動き＞

９月

10 月

９日

三役会

17 日

岡山西支部会

24 日

DX ワークショップ

13 日

戸別訪問 総社地区

22 日

戸別訪問 倉敷地区

26 日

岡山南支部会

29 日

戸別訪問 津山地区

11 月

12 月

7

11 日

第３回働き方改革推進委員会

18 日

全印工連第３回理事会 ZOOM

19 日

戸別訪問 東備地区

29 日

第３回理事監事会

２日

三役会

13 日

中国地区理事長会
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編 集 後 記
「新型コロナウイルス感染症」
も昨年 10 月頃から少し落ち着いてきたが、
また新変種株オミクロンの拡大が懸念されている。
印刷業界は「新型コロナウイルス感染症」が発症する前から厳しい状況が続いていたが、コロナ禍で更に状況が悪くなっ
た。ここ最近はデジタル化の進展で社会の仕組みも大きく変わろうとしている。
組合は若手経営者（青年部）を中心に DX 推進研究会を立ち上げて、専門家による指導を受け研究を始めた。一方で組合
員企業の DX に対する関心度を調査し来年度の事業に反映させることとしている。
現状維持ではこれからの印刷業は成り立っていかないのは明らかであり、意識改革が必要である。
今年もコロナの影響があると思うが、今こそ組合の機能を発揮し、業態変革の取り組みが必要である。
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