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黒島ヴィーナスロード
くろしまヴィーナスロード

瀬戸内市牛窓沖の黒島では、潮がよく引く日の干潮
時前後に黒島、中ノ小島、端ノ小島の３つの島が弓形
につながり歩いて渡ることができる約 800m の砂の道
が現れ、
「黒島ヴィーナスロード」と呼ばれている。黒
島には黒島古墳、黒島１号墳などの古墳が存在してお
り、
黒島古墳からは埴輪や須恵器が出土している。また、
黒島周辺を含めた牛窓沖の夕景は夕日百選にも選ばれ
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令和４年度上期

中国地区印刷協議会
定時総会開催
日

時：令和４年６月 24 日（金）

会

場：鳥取市「鳥取シティホテル」

去る６月 24 日（金）
、鳥取市「鳥取シティホテル」
に於いて中国地区印刷協議会の総会が、中国地区の各
県工組役員など 37 名の出席により開催された。

中国地区印刷協議会定時総会会場

当協議会は中国地区５県工組の持ち回りで開催され
ており、本年度の総会は鳥取県工組が設営を担当。午
後１時 30 分からの全体会議では、広島県工組の西村事
務局長の進行により、地元工組の田村鳥取県工組理事
長の歓迎挨拶、中本中国地区印刷協議会会長（広島県
工組理事長）が挨拶、そして全印工連の瀬田副理事長
の挨拶があり、会議が始まった。
瀬田副会長

全印工連の青柿事業課長より全印工連の令和４年度

中本会長

議が行われた。

の事業計画の概要、官公需における随意契約と一般競

午後４時 20 分に再び全体会議が行われ、４分科会

争入札に関するアンケート結果の要点、全印工連特別

の報告と情報交換が行われた後、午後６時から懇親会

ライセンスプログラム事業の実績報告と新規募集につ

の開演となり、２年振りにリアル開催された本会では、

いて説明があった。

各県工組の役員間の懇親・交流が深まったと言える。

また、全印工連フォーラム（９月 30 日（金）於 名

岡山県工組からは、大塚理事長以下副理事長、専務

古屋東急ホテル）と CSR サミット（９月 29 日（木）
）

理事の６名が参加した。

の告知も行われた。
中国地区協議会の西村事務局長から、令和３年度収
支報告並びに令和４年度収支予算案の報告・説明があ
り、全員賛成で承認された。また、令和４年度下期中
国地区印刷協議会の開催地について、岡山県工組が担
当することも了解された。
全体会議の終了後、午後３時から４時まで６会場に
分かれて理事長会、４分科会（経営革新、環境労務、
組織共済、教育研修）が開催され、それぞれ活発な協
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令和４年度「岡山県印刷関連産業協議会総会」開催
＊開催日時：令和４年７月８日（金）17 時～
＊開催場所：アークホテル岡山

大塚泰文会長

総会

参加者

「新型コロナウイルス感染症」の関係で、令和２・３年度は
総会は開催されず書面議決で事業計画や予算について決定して
きましたが今年度はコロナ対策を充分に取り開催することが出
来ました。
総会は午後５時から開催され、第１号議案 「令和３年度事
業報告及び収支決算報告」第２号議案「令和４年度経費の賦課
金及び徴収方法の件」第３号議案「令和４年度事業計画案及び
収支予算案」第４号議案「令和４年度役員改選の件」について
審議され、全ての議案は全員賛成で可決しました。
大塚泰文会長は開会挨拶で「協議会の総会や新年互礼会がコ
ロナの影響で２年間開催できませんでしたが、今年は万全の体

穐田社会保険労務士

勢をとり３年振りに開催できました。コロナ禍で業界は大変に
厳しい状況にありますが、今日は総会の後に懇親会を開催しま
す。懇親を深めて頂ければ幸いです。
」と挨拶がありました。
総会後、
「働き方改革セミナー」が穐田恒雄社会保険労務士
を講師に開催され、演題は「ハラスメント防止研修」～居心地
の良い職場環境を目指して～
総会参加者と賛助会員皆さんが熱心に聴講されました。
懇親会は、コロナ対策が採られたテーブルで久し振りの宴会
を楽しみ、
情報交換が行われました。
（参加者は会員企業 25 社、
25 名、賛助会員 20 社 33 名）

懇親会
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岡山県中小企業団体中央会

大塚泰文理事長「組合功労者」として県知事表彰受賞
６月 27 日（月）に開催された岡山県中小企業団体中
央会の「第 67 回通常総会」で組合の運営を通じて中小
企業の発展に貢献されたとして、大塚泰文理事長と他２
名の方が組合功労者として伊原木県知事から表彰状が贈
呈されました。
大塚理事長は「組合功労者として県知事表彰を頂いた
ことは大変に光栄に思います。
この受賞は、組合役員の方々や組合員皆様のご指導と
ご協力の賜として感謝致します。
」と抱負を述べられま
した。

～知事から表彰される大塚理事長～

〈組合功労者表彰受賞者〉

＊岡山県印刷工業組合

理事長 大塚 泰文氏

＊協同組合テクノパーク総社

理事長 多々野 勝志氏

＊備中織物構造改善工業組合

理事長 黒木 立志氏

生産性向上支援訓練事業

令和４年度「印刷営業講座」開催
＊開催日：７月 13 日（水）
、14 日（木）
、20 日（水）、
21 日（木） ４日間
＊会

場：アークホテル岡山

＊受講者：９社 19 名

＊講師：高見隆登氏

宮本泰夫氏

昨年はコロナ禍で中止にしましたが、今年度はコロナ対策を取
り開催しました。参加者は長時間の研修に熱心に取り組み 15 名
が修了書を交付されました。
講座風景

～受講者の感想～

印刷の世界に飛び込み９年ですが、新たな気づきや発見の連続で充実した
４日間でした。
（株）廣陽本社 井戸設雄

日頃の営業活動で、意識する点、改善する点を今一度確認することが出来ま
した。有意義な時間を過ごせました。
シンコー印刷（株）太田真行

印刷の営業について詳しく学ぶことが出来ました。
これからの営業活動に役立てていきたいと思います。
コーホク印刷㈱ 佐藤日和
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～労働環境整備の為に～

令和４年度「働き方改革推進事業」推進計画について
働き方改革推進委員会
組合では厚生労働省の「働き方改革推進助成金」の
支援を受け、令和２年度から改善事業推進委員会を設
置し「働き方改革関連法律」に関する理解普及に取り
組んできました。今年度も働き方改革関連法案の施行
の周知と、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
規則の作成」など実態調査を踏まえ、労務管理等の向
上に向けた環境整備を実施します。
〈今年度の具体的実施事業計画〉
１，改善事業推進委員会の設置
働き方改革関連法案に関する内容の理解普及を促進

改善事業推進委員会

するために、改善事業推進委員会を設置し取り組む。
２，組織内の実態調査の事業
昨年来、働き方改革関連法案の施行を組合員に周知
してきたが、その徹底を図るために実態調査を行い、
昨年との比較を行う。
３，支 部会を開催し「働き方改革関連法案」の普及と
問題点の把握を行う。
（岡山地区４支部・津山支部）
４，戸別訪問による巡回指導を行う。
昨年好評だった戸別訪問による巡回指導を訪問出来
ていない組合員を中心に、穐田社会保険労務士と巡回

戸別訪問による相談会

指導を行う。
また、事務局へ相談窓口を設置し労務環境の整備を
行う。
５，労務管理セミナーの開催
実態調査から見えてくる問題・課題を踏まえ労働法
制の理解促進に向けて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 ～
今回の事業の総まとめとして、アンケート調査によ
る問題点と対応、Q ＆ A、など関連法案を掲載した冊
子を作成し、全組合員に配布する。

労務管理セミナー

尚、具体的な事業計画については、推進委員会で検
討し組合員の皆様にお知らせします。
この事業に積極的な参加をお願いします。
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Q & A ??
社会保険労務士

穐田

恒雄

ハローワークの直接リクエスト制度について
Q

	ハローワークインターネットサービスに追加された「直接リクエスト」とはどのような制度
でしょうか。

A 	1.「直接リクエスト」とは
	 会社が、ハローワークに登録している求職者を検索し、入社してほしい人に直接求人情報
を送れるサービスです。ハローワークに行くことなく、オンラインでもできるようになりま
した。
2.「直接リクエスト」のメリット
	 今までは、ハローワークに求人したら応募を待つだけでしたが、これからは、自社に合い
そうな求職者に直接アピールできるようになりました。
3.「直接リクエスト」の注意点
①リクエストできる人数は、１件の求人につき 10 人までです。
②リクエストした日の翌日から起算して７日間経過して応募がなかった場合、辞退扱いと
なります。
③同じ求職者へのアプローチは１回のみです。
4.

利用方法

	 ハローワークインターネットサービスに会社登録をしていて、現在有効中の求人があるこ
とが必要です。「求人者マイページホーム」画面の「現在有効中または申し込み中の求人」項
目にある「求職者情報検索」から利用できます。
詳しい内容は、下記のハローワークのリーフレットからご確認ください。
［PDF 形式：610KB］https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000901326.pdf
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「官公需対策懇談会」開催
＊開催日：７月 12 日 ( 火 ) 14：00 ～ 16：00
＊会

場：アークホテル岡山

＜出席者＞（敬称略）
・一般財団法人 経済調査会 高見隆登氏
・岡山県印刷工業組合 官公需対策委員会
大塚泰文、藤原 守、三村康彦、田中敏彦、栗平靖彦
「印刷営業講座」講師の高見隆登氏（見積積算概要担当）と官公需対策委
員会が官公需の課題について情報交換を行った。
高見氏からは、
経済調査会が行ったアンケート調査の内容（印刷物の発注、
仕様書作成、印刷費積算、印刷物入札の最低制限価格制度）について報告があった。
官公需対策委員会からは、岡山県・岡山市・津山市に於ける官公需の実情について説明を行った。
高見氏からは、経済調査会としてもアンケート調査結果を自治体にフィードバックし、また、全印工連の官公需対
策協議会へも情報を共有し改善を促したいと説明があった。

〈お知らせ〉

令和４年度「組合員台帳」調査について ～８月末配布～

１、目的
この調査は、工業組合として組合員台帳を整備するため、全国 47 の都道府県印刷工業組合が全組合員を対象
として隔年で全国一斉に実施しているものです。各企業にご記入頂いた数値は厳重に管理し、個票の公表は一切
いたしません。是非ともご協力ください。
２、提出期限   令和４年９月 30 日（金）（岡山県印刷工業組合事務局へ返送）
３、記入要領
■必須調査項目
（１）就業人員：令和４年８月１日現在の就業人員を記入してください。
（２）年間純加工高：
令和４年８月１日現在の最も近い事業年度の決算書又は売上台帳を基に記入してください。
■任意調査項目
（１）年間売上高、年間加工高：８月１日に近い事業年度の決算書
（２）印刷機械の保有：令和５年３月末までの見込み台数
＊お願い
お手元に調査用紙が届きましたら、ご記入頂き組合事務局へ返送願います。
ご不明な点は組合事務局へお問い合わせください。
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岡山県洋紙商連合会
岡
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㈱高

田

洋

紙
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TEL.225-5151

岡山市北区大内田 715-2
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TEL.（0868）
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㈱光

TEL.244-1234
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