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　津山市北部の落合川上流、標高 830m にある、黒
岩高原一帯の水を集めて落合渓谷に流れ落ちる落差約
50m の滝。滝の斜面は玄武岩の柱状節理となっており、
この岩肌を水が斜めに流れ落ちる様子が白い布を晒し
ているように見えるところから布滝（のんたき）の名
が付いた。滝つぼの周囲にはヤマボウシやカエデが多
くあり、春は新緑、秋には紅葉が美しい。付近には白
髮滝（しらがたき）と大滝（おおたき）の二つの滝も
ある。

布滝
のんたき
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　令和４年度「通常総会」は、５月 26 日（木）にアークホテル岡山で委任状を含めた出席者数 51 名の出席で開催さ
れました。
　開催に当たり、大塚泰文理事長の挨拶で「昨年度の通常総会はコロナ感染症の緊急事態宣言下で、書面議決に変更
し議案の賛否を問いましたが、今年度はコロナ対策を取る中で組合員皆様に出席頂き開催出来ました。本日は各議案
に対して積極的なご意見を頂きますようお願いします。」と開会の挨拶がありました。
　各議案の進行役を務める議長には、味野浩一氏が選任され議事進行を行いました。
　提案された議案は以下の通りで、全議案とも全員の賛成で承認されました。
第１号議案　令和３年度事業報告書及び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４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４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４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　理事・監事全員任期満了につき改選の件

～令和４年度重点事業計画について～
　今年度も新型コロナウイルス感染症の対策を行いながら事業を行って参ります。
１、「働き方改革関連法」実施に伴う法令改正の普及と個別訪問等による支援事業
　　（１）支部毎の「労務管理セミナー」開催及び相談会
　　（２）社会保険労務士による「個別訪問相談会」の実施
　　（３）アンケート調査による実態調査と対応　　　　等
２、人材育成のための各種セミナーの開催
　　（１）「印刷営業講座」７月開催 「印刷営業士認定試験」９月開催
　　（２）その他、全印工連の教育研修事業の内容を検討し実施
３、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けた取り組み
　　（１）「DX 研究推進委員会」を中心に一般組合員への普及活動を実施
　　（２）組合ホームページへ相談窓口コーナーを設置し組合員への理解を深める
４、官公需対策への取り組み
　　（１）岡山県・岡山市との定例的な懇談会を開催し、課題解決に努める
　　（２）最低制限価格制度・知的財産権などの改善を行う

　令和４年度「通常総会」開催
　　　　　　　～議案は賛成多数で可決承認される～

■ 令和４年５月 26 日（木）　■ アークホテル岡山
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―― 理事長に大塚泰文氏が就任 ――
　令和４年度通常総会で任期満了に伴う役員の改選を行い、新しい理事 20 名と監事２名を選出しました。
　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月の理事会により承認、総会で決定しました。
併せて、副理事長４名、専務理事１名も決定しました。

 （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 西尾源治郎（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　　守（㈱印刷工房フジワラ・東）
専務理事　組織共済事業委員長             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（株）・北）
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                                 日下　　真（㈲弘文社・津山）
理　　事                                 西山隆三郎（㈱中国シール印刷・西）
理　　事                                 三村　康彦（活文堂印刷㈱・南）
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                                 三浦　信彦（㈱三浦印刷所・南）
監　　事                                 田中　敏彦（岡山印刷（有）・北）
監　　事                                 十川　宣登（㈲ソガワ印刷・南）

令和４年・５年度「理事・監事」決まる

　 役　員  

令和４年度「20年以上勤続優良従業員表彰」受賞者（敬称略）

・シンコー印刷㈱     太田　　恵　　高島　宏誠

・協同精版印刷㈱     北浦　拓朗　　岡本　　壮

・㈲藤原印刷       石井　リエ

・㈱あさひ印刷       大森　和子

・西尾総合印刷㈱     谷口　　宏

・㈱玉島活版所       山下隆太郎

・㈱廣陽本社         井上　喬文

 以上７社９名
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　岡山県印刷関連産業協議会と合同印刷機材㈱の共催による印刷関連総合フェア「第
５回プリンテックフェア 2022 in 岡山」が４月 13 日、14 日にコンベックス岡山
で開催されました。このイベントは 2012 年以来、隔年で開催されてきましたが、
2020 年は新型コロナの蔓延により中止となりました。４年ぶりの開催となった今回
は展示会に 35 社、印刷コラボレーションに８社が出展し新型コロナウイルス感染症
防止対策が敷かれる中で開催されました。
　初日 13 日の開会式では、協議会会長の大塚泰文会長、合同印刷機材㈱の畑井健一
社長、出展社を代表して富士フイルム GGS の前田弘毅大阪支社長の挨拶があり、テー
プカットの後開場になりました。
　機材展示では、出展各社から小ロット・省力化に対応した POD 機器や製本・加工
機をはじめ環境対応・生産性向上の機材などが展示されました。
　印刷コラボレーションでは印刷関連企業が自社の得意とする印刷物を展示していま
した。

協賛セミナー・講演会を開催　２階バンケットホール
　岡山県印刷関連産業協議会は協賛としてセミナー、講演会を２日間実施しました。
　（１）４月 13 日（水）13 時～ 14 時 30 分
　　・講師：森戸裕一氏（日本デジタルトランスフォーメーション推進協会）
　　・演題：「共創で実現するデジタルトランスフォーメーションの進め方」
　（２）４月 14 日（木）13 時～ 14 時 30 分
　　・講師： 藤原加奈氏（㈱フジワラテクノアート代表取締役副社長）
　　・演題： 「社員が輝く企業経営の実践から未来志向の会社」
　各講演会には 50 数名の参加があり、盛況に開催出来ました。

「第５回プリンテックフェア 2022 in 岡山」開催「第５回プリンテックフェア 2022 in 岡山」開催
■４月 13 日（水）・14 日（木）　■コンベックス岡山■４月 13 日（水）・14 日（木）　■コンベックス岡山

共催：岡山県印刷関連産業協議会・合同印刷機材㈱共催：岡山県印刷関連産業協議会・合同印刷機材㈱
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◊ 職場における「パワーハラスメント」とは？

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるもの

◊ 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置とは？
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません（義務）。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や
指導については、該当しません。

職場において行われる①～③までの要素を全て満たすものをいいます。

令和２年６月１日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和４年４月１日から義務化されました。

労働施策総合推進法に基づく
｢パワーハラスメント防止措置｣が
中小企業の事業主にも義務化されました！

＼中小企業の事業主の皆さま／

事業主の方針等の
明確化および周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、
労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に対応
するために必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラ
に関する事後の

迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること（事実確認ができなかった場合も含む）

併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働
者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労
働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な
取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

◊ 職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取組
以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応をお願いします。
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、単独ではなく
複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと（コミュニケーショ
ンの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等）

職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の対象
者に対しても同様の方針を併せて示すこと
・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者
・労働者以外の者（個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等）

カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと
・相談体制の整備 ・被害防止のための取り組み（マニュアルの作成や研修の実施等）
・被害者への配慮のための取り組み（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）

雇用環境・均等室
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岡山県印刷関連産業協議会
協議会ニュース

News
令和３年度「理事役員会」開催
＊開催日：令和４年５月 31 日（火）  ＊開催場所：サン・ピーチ OKAYAMA
　岡山県印刷関連産業協議会は、コロナ感染症で開催されていなかった「理事役員会」を久しぶりに開催しました。
　今回の開催議案は７月に開催する「総会」へ提案する議案について審議され、決定されました。
＜審議された議案＞
　１、令和３年度事業報告及び収支決算見込について
　２、令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
　３、令和４年度役員改選について
　４、令和４年度「総会」開催計画について
　５、その他
　以上の議案が審議されました。
　令和３年度の事業については、コロナ感染症の影響を避けるために「総会」を書
面議決に、「理事役員会」を中止にするなど対策を取りました。
　令和４年度については、コロナ対策を充分に取りながら事業を計画通り実施することが確認されました。主要事業
としては以下の通りです。
　（１）令和４年度「総会」・開催日：７月８日（金）開催場所：アークホテル岡山
　（２）「PRIC フォーラム岡山 2023」・開催予定 令和５年５月  コンベックス岡山
　（３）令和５年「新年互礼会」 開催予定日：令和５年１月 20 日（金）
　（４）その他
　また、令和４年度の「理事役員」改選にについては以下の通り決定しました。（敬称略）

会　長　大塚泰文　　　　副会長　　安田　透　　土師健嗣
理　事　西尾源治郎　　廣野景治　　味野浩一　　藤原　守　　大橋正禎　　太田　守　　津本　周　　見垣和男
監　事　藤元信一郎　　藤沢　忍

第 32 回親睦ゴルフ大会開催
　＊開催日：令和４年４月 10 日（日）
　＊場　所：東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
　＊参加者：27 名
＜上位入賞者＞（敬称略）
　優勝　喜種秀夫　　２位　桑原哲也　　３位　石井彰一
　４位　小林竜二　　５位　大源順也
　晴天に恵まれ桜が満開のゴルフ場で、楽しい一日を過ごしました。

お知らせ　～岡山県印刷関連産業協議会～
　令和４年度「総会」及び「懇親会」開催
　開催期日：令和４年７月８日（金）午後４時～
　開催場所：アークホテル岡山
　＊詳しくは別途ご案内します。
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日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）更新講習会開催
　　　日　時：令和４年４月 22 日（金）13：00 ～
　　　会　場：第一セントラルビル５階研修室
　　　講　師：金子一美氏
　個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた「保護」と「利活用」
のバランス越境データの流通増大に伴うリスクへの対応等の観点から講習
会が開催された。
　この制度を活用し今回参加した組合員は以下の通りです。
・㈱橋本印刷所　・㈱印刷工房フジワラ　・㈱三浦印刷所　・活文堂印刷㈱
・廣陽本社　・㈱ PCK 高速印刷

岡山県印刷工業組合
青年部会・会員募集のお知らせ
　青年部会では、現在、新規会員の募集を行っています。
　資格は、岡山県印刷工業組合加盟の印刷会社で、満 50 歳まで
の子弟並びに会社の代表者が認める方が対象になります。
　青年部会では、昨年から「DX 推進研究会」で DX（デジタルト
ランスフォーメーション）の研究に取り組んでいます。
　是非とも一緒に事業に取り組んでみませんか。
　詳しくは、岡山県印刷工業組合事務局へご連絡ください。

 訃 報

㈱印刷工房フジワラ　会長　藤原　繁様は２月 ７日にご逝去されました（満 90 歳）
ノーイン㈱　会長　小山博通様は４月 28 日にご逝去されました。（満 79 歳）

　藤原　繁様、小山博通様は組合の理事役員として長年ご活躍頂きました。
　謹んでご冥福をお祈りいたします。

〈今後の予定〉
・６月 24 日（金）　中国地区印刷協議会　鳥取
・７月　８日（金）　岡山県印刷関連産業協議会「総会」　アークホテル岡山
・７月 28 日（木）　第２回理事・監事会　アークホテル岡山
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