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平成３０年度事業計画　基本方針・実施事業

第１回常任理事会・拡大理事会開催

2018印刷産業夢メッセ　第３回三役会開催

平成３０年度通常総会・関連業界懇親会

「知らなかったでは済まされない……」最終版

お知らせ 【全印工連メールマガジンから】

事務局だより　●組合の動き

　梅雨時になると、青やピンク色のあじさいが咲いているのをよく
見かけます。最近では５月に入ると「西洋アジサイ」がスーパーや
花屋さんに、母の日の贈り物としてカーネーションをしのぐ勢いで
置いてあります。見栄えが良く大きい花なので贈り物には最適です。
　しかし、可愛い花にも毒があり、料理に葉っぱを飾りに使われて
いたのを食べてしまって病院に運ばれたことがあるとのことです。
　そして、あじさいは、万葉集、俳句、小説、絵画などで使われて
おりますが、特に歌謡曲には多く使用されています。
　また、あじさいは日本のいたるところに名所があり、特にあじさ
い寺は各地にあります。広島県の名所では、康徳寺 ( 世羅 )、国営
備北丘陵公園 ( 庄原 )、広島市植物公園 ( 佐伯区 )、観音寺 ( 佐伯区 )、
神宮寺 ( 府中市 )、中央森林公園 ( 本郷 )、三景園 ( 本郷 ) などがあ
ります。
　また、府中市と安芸高田市は市の花と制定されています。

「６月の花　あじさい」
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【社会情勢】
　日本経済は、昨年今の景気回復が「いざなぎ景気」を越えた後もアベノミクス景気の景気拡張局面が続き、2018
年 12 月にはいよいよ戦後最長である「いざなみ景気」の 73 カ月連続に並ぶ可能性があるといわれています。しかし、
米中貿易摩擦の懸念後退、国内の少子高齢化による人口減少問題、次々に噴出するスキャンダルによる内閣支持率の
低迷など、今後も目まぐるしい環境変化が予測されます。
 
【広島県工組テーマについて】
　広島県印刷工業組合は昨年「『つながり』という未来づくり」をテーマに掲げました。AI や IoT などの活用を耳に
する機会が増え私たちの暮らしも自動化が進んでいますが、そんな時代だからこそ今一度、人としての役割とあるべ
き姿を自覚し、有意義なつながりを広げていかなければなりません。このような意思を込めて、今年度も「『つながり』
という未来づくり」を引き継ぐことを決めました。
 
【夢メッセについて】
　今年で 14 回目となる「印刷産業夢メッセ」を 10 月 26 日・27 日に開催する予定です。今年は初めて夢メッセの
テーマを組合員から募集し、投票によって「印刷の価値を共有しあって人づくり」に決まりました。今年度から実行
委員会とは別に開設した「夢メッセ組織委員会」が事務局窓口をはじめ準備および運営を担当。会場は広島ガーデン
パレスに移し、心機一転、より良い夢メッセを目指して取り組んでまいります。人々が未来に夢を見出し、印刷業界
が夢のある産業として発展していくきっかけとなれば幸いです。
 
【賦課金について】
　長い間、賦課金について協議できていなかったため「賦課金検討委員会（仮称）」を立ち上げ、全組合員にご協力
いただいた上で組合員台帳を整理し、賦課金改定について協議します。
 
　本年度も昨年同様、組合員との連携を通じて印刷産業の持続的な発展に向け精一杯頑張ってまいります。今後とも
組合へのご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

平成 30 年度　事 業 計 画　

～　基 本 方 針～
「つながり」という未来づくり

１．産業戦略デザイン事業の推進
　　（１）印刷業経営動向実態調査への協力
　　（２）「全印工連 2025 計画」の普及・啓発

２．印刷関連産業との連携強化
　　（１）印刷関連業界全体の向上、発展に向け連携強化
　　（２）資機材情報をはじめとする各種印刷関連情報の受発信

３．経営革新マーケティング事業の推進
　　（１）「事業承継ガイドブック」の周知  
　　（２）経営イノベーション事業の推進  
　　（３）マーケティング事業の推進  
　　（４)「全印工連 2025 計画」の普及・啓発

４．環境労務事業の推進
　　（１）GP（グリーンプリンティング）認定制度の普及推進
　　（２）環境推進工場登録の普及推進  
　　（３）環境マネジメントシステムの推進  
　　（４）環境関連情報の収集・提供  
　　（５）「全印工連 2025 計画」の普及・啓発   
   
５．組織共済事業の推進  
　　（１）組織運営強化 ( 組合加入促進 )　  
　　（２）共済制度の推進 ( 生命共済事業の推進・各共済制度加入促進 ) 
　　（３）広報事業 ( いんさつ広島の発行、ホームページの充実  
　　　　　印刷の月ＰＲ活動 )　  
　　（４）支部長会議の開催　  
　　（５）組合員台帳調査の実施　  
　　（６）「全印工連 2025 計画」の普及・啓発

６．教育研修事業の推進  
　　（１）制度教育事業の普及 ( 印刷営業講座・印刷営業士認定試験 ) 
　　（２）技能検定「プリプレス職種 ( ＤＴＰ作業 )」の実施 
　　（３）全印工連特別ライセンスプログラム事業の推進 
　　（４）ＣＳＲ事業およびＭＵＤの推進
　　（５）「全印工連 2025 計画」の普及・啓発

 ７．ダイバーシティ事業の推進   
　　（１）印刷業におけるダイバーシティの取組み  
　　（２）女性の多様化した働き方の研究  
 
８．賦課金検討委員会  
　　（１）平成８年４月改定以降 22 年間現行のままなので、データを
　　　　収集し検討 
　　（２）改定の場合は総会 ( 臨時も ) をもって定める
           
９．総務事業の推進  
　　（１）いんさつ広島の充実  
　　（２）青年部会活動の支援  
　　（３）永年勤続従業員表彰の実施
　　（４）新年互礼会の開催
　　（５）印刷優勝野球大会の主催  
　　（６）中国地区印刷協議会との連携強化  
　　（７）第 14 回 2018 印刷産業夢ﾒｯｾ実行委員会事務局

実　施　事　業
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「役員会レポート」

「夢メッセレポート」

　４月 25 日 ( 水 ) 広島印刷会館２階会議室で午後２時
30 分から常任理事会を、理事長、副理事長、常任理事
及び理事顧問６名が、続いて４時から拡大理事会が、理
事、監事 13 名が加わり 19 名が出席し開催された。
　まず、中本理事長から、「来月の 18 日に我々県工組
の総会があります。今日はその総会に向けての資料があ
りますので、皆さんの意見指示をよろしくお願いします。
全印工連の方も今週臼田会長１期目最後の役員会が開催
されます。早いもので２年前に喜瀬前理事長と新旧の理
事長２人で行ったことを思い出しました。改選の年なの
でどのような顔ぶれになるかしれませんがどうかよろし
くお願いします」と挨拶があり議題に入った。

　４月 26 日 ( 水 ) 午後１時 30 分からＫＫＲホテル広
島で県工組、中国印刷機材協議会役員 16 名が出席し開
催された。
　中本実行委員長から「先週、今この夢メッセにご協力
いただいているＪＡＧＤＡ広島の「平和ポスター」の発
表がありました。今年も学生さんのポスターの展示のお
願いをしております。皆さんにも広島ガーデンパレスの
二階の広いロビーを見ていただいておりますけど、その
スペースを有効に利用し、今の展示や座学に代わるもの
に利用しようと思っております。また、皆さんのご意見
をいろいろとお聞かせください。そして、今度から「夢
メッセの常設の組織委員会」を創ってこの決定事項とい
うものを決めて、夢メッセをより良いものにしていこう
と思っております。メンバーは機材協、県工組、そして
青印クラブ、福山価値組、青年部などに入っていただき、

議題
１．平成 30 年度通常総会議案書（案）の審議
　　平成 29 年度事業報告と平成 30 年度事業計画（案）
２．「2018 印刷産業夢メッセ」基調講演講師について
　　Sorriso 代表　戸谷　有里子　氏
　　「現状から脱却！働き方改革、活躍推進！」
　　 ～　私たちが出来る新たな取り組み　～
３．その他

必要に応じてこの三役会メンバーにも出席していただく
ことになります。ぜひ、この組織委員会をもって新しい
夢メッセ、そして今までどおりの夢メッセといろいろな
良いところを見つけて創っていけたらなと思います。来
月のこの会議ではいよいよポスターの審査となります。
応募の方もよろしくお願いします」と挨拶があり議題に
入った。
議題 【2018 印刷産業夢メッセ】
１．2 日目の基調講演講師正式決定について
２．出展・広告依頼の進捗状況について
３．その他

第１回常任理事会・拡大理事会開催

2018 印刷産業夢メッセ第３回三役会開催
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　県工組の平成 30 年度通常総会は、５月 18 日（金）
午後４時 30 分から、リーガロイヤルホテル広島で組合
員 108 名（うち委任状 61 名）が出席し開催された。
　はじめに出席者全員により、昨年の総会以降物故され
た組合員へのご冥福を祈り黙祷をささげた後、中本俊之
理事長が挨拶を行った。
　続いて、中川隆副理事長が議長
に選任され、本総会の出席者数が、
組合員の過半数出席により総会は
成立したことを宣言。議事に入った。

〔議事〕
第１号議案
　平成 29 年度事業報告承認の件
第２号議案
　平成 29 年度決算報告並びに剰余金
　処分 ( 案 ) 承認の件

　議長は、第１号議案、第２号議
案について、一括上程し事務局に
説明させた後、会計監査報告を河
上誠司監事に報告させた。これの
承認について議場に諮り、全員異
議なく承認された。

第３号議案
　平成 30 年度事業計画 ( 案 ) の件
第４号議案
　平成 30 年度収支予算 ( 案 ) の件
第５号議案
　組合借入金の最高限度額並びに一組合員に対する貸付
　最高限度額 ( 案 ) の件

　議長は、第３号議案、第４号議案、第５号議案につい
て一括上程し事務局に説明させた後、議場に諮り、全員
異議なく承認された。

第６号議案
　役員の任期満了に伴う役員改選の件

　議長は、選任方法と選考委員を議場に諮り、指名推薦
とし、選考委員より役員の指名推薦とした。
　議長は、指名推薦役員の氏名を発表、議長が議場に諮
り全員異議なくこれを役員当選者と可決決定。
　議長は新理事選任者に対し就任の諾否を問い全員これ
を承諾。
　議長は、新理事による理事会を別室で開催し、理事長、
副理事長、常任理事の選任を行うように指示し、理事会
が終了したので総会再開を宣し、次の各氏が選任された
旨報告した。

　この後、中本理事長と新人の室井氏、松本氏、瀬尾氏
が挨拶を行った。また、青木氏が新常任理事となった。

　以上で、総会の議案全てを終了したので、議長は閉会
を宣した。
【長い間役員のお勤めありがとうございました】
小　下　恵　壮　様　（広島印刷㈱）　
兼　重　　　収　様　（中国印刷㈱ )
馬場﨑　　　清　様　（NTT 印刷㈱）

　一昨年、理事長に選任をされ、
１期、２年がたちました。皆さまに
支えていただいて、無事１期を終え
ることができました。本当にありが
とうございました。
　さて、経済のほうですけれども、
緩やかな景気回復という発表があり
ましたが、なかなかその実感が湧かない、一番の原因は、
やはり個人消費の伸び悩みというところであろうかと思
います。それに加えて、人手不足の問題、そして燃料費
や輸送費などの値上げ、そういったものも新たに加わっ
たのかなと思います。
　昨年広島県工組は、「『つながり』という未来づくり」
ということで１年間やってまいりました。人と人がつな
がって、満足やそして感動が生まれます。そして、つな

通 常 総 会平成 30 年度

中本俊之理事長開会挨拶

役　　職 氏  　名  　等
理 事 長  中 本　俊 之
副理事長  中川  隆 ・ 細川 俊介
常任理事  石井 千之 ・ 宇都宮 公徳 ・ 青木 博
理事顧問  喜瀬  清

理　　事

 佐々木 孝朗 ・ 石原 崇宏 ・ 浅田 英史 ・ 重本 正哉 
 花田 一弘 ・ 高山 順子 ・市川 哲也 ・ 田頭 正芳
 丸林 智行 ・ 大田 恒三 ・ 大道 綾彦 ・ 大東 弘典
 大倉 啓司 ・ 宮崎 真 ・ 玉野 佳子 ・ 島田 星平
 田尾 直也 ・ 室井 哲史 ・ 松本 仁志 ・ 瀬尾 淳

監　　事  吉岡 ゆかり ・ 河上 誠司 ・ 蔵田 和雄
相 談 役  田村 治重 ・ 後藤 明義

組　合　役　員　名　簿

松本氏室井氏

中川議長

河上監事

瀬尾氏
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広島県印刷工業組合並びに関連業界懇親会

【中本理事長挨拶】

　総会が終わり、午後６時から会場を変え、「広島県印
刷工業組合並びに関連業界懇親会」が総会、出席の組合
員 40 名と関連業界等からの出席者 45 名、総勢 85 名
が一堂に介し、細川副理事長の司会で開催された。
　まず、中本俊之理事長が挨拶、田岡克彦広島製本工業
組合理事長の乾杯で始まった。
　宴は和やかに進み、約２時間があっという間に終宴を

　昨日、内閣府から 1 月～３月の GDP の速報値が発表さ
れ、四半期で５期連続プラス成長と昨年もこの場で話しを
しましたが、今回は２年３か月ぶりにマイナスに転じたと
いう発表がありました。景気は緩やかに回復をしていると
いうのは変えずに、しかも一時的な減速であるというよう
な強気な見方です。海外経済が順調なおかげでダウンで
しょうけれども、でも、やはり今、アメリカと中国の貿易
摩擦、これが非常に大いに気になるところです。「摩擦」
という言葉、こういう時だからこそ人と人のつながりとい
うものが大切になるのではないでしょうか。
　私ども広島県工組も、今年度「『つながり』という未来
づくり」をテーマに、しっかりと前を向いて進んでいこ
うと思っております。14回目になります「印刷産業夢メッ
セ」もメーカー、ベンダー様にしっかりとご協力をいた
だいて、10 月 26、27 日に場所も新たに広島ガーデン
パレスで開催をする予定です。ぜひとも、また皆さまの
ご協力をいただいて、しっかり成功に導ければなと思っ
ております。
　今年、「夢メッセ」はテーマを夢メッセ三役会の役員に

がることによって人も技術も強くなります。そして、強
いつながりがいろんなかたちで広がりを見せていきます。
そういったことを思い、この１年間事業を進めてまいり
ました。
　そして今年、さまざまなつながりで新しい価値を生み
だそうということで、これは昨年、経済産業省が
「Connected Industries」を発表いたしました。今ま
で対立関係にあったものが融合して変化をする。そして
さまざまなつながりが想定はされますけれども、やはり
忘れていけないのは、人と人のつながりであろうと思い
ます。
　そうしたつながりというものをしっかり意識をして、
本年度、昨年と同じ「『つながり』という未来づくり」を
引き続きテーマとして掲げます。そして全印工連のほう
では、平成 30 年度のスローガンが「Happy Industry」
と決まりました。人々の暮らしを彩り、幸せを創り続け
る印刷産業の実現ということです。臼田会長がやはり同
じく１期、２年終えられて、今の「2025 計画」、これの
実践というのはもとより、今の「Happy Industry」でさ
らなる広報を進めていこう、いわゆるブランディングで

迎え、中川副
理事長の三本
締めで締めく
くった。

募集いたしました。そして投票の結果、「印刷の価値を共
有しあって人づくり」というテーマに決めました。伝え
ることの魅力を十分に発揮して、そして人と人、人と社
会をつなぐ。そういった「夢メッセ」になればなと思っ
ております。引き続きまして、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。
　そして、昨年の 10 月に広島印刷会館が引っ越し、十
日市町から南観音のほうへ移りました。１階が駐車場で、
最大 10 台以上の車が停められます。そして、２階が事
務所になっておりますが、約 70 畳の畳の部屋が会議室
に使用できます。ぜひ、「ああ、ここか」というところで、
皆さんお近くにお越しの際は寄っていただきたいですし、
もしセミナーとかで使いたいよということがありました
ら、ぜひ、事務局のほうにご一報いただければ、と思っ
ておりますのでよろしくお願いいたします。
　そして、今年も我々県工組は、しっかりと前を向いて
皆さまの期待にこたえるべく、いろんな事業を進めてい
こうと思っております。引き続きまして、皆さまのご支援、
ご指導のほどをお願いいたしまして、そして、今日のこ
の懇親会が非常に楽しい会になりますことを祈念申し上
げまして、挨拶とさせていただきます。

す。そういったものを進めていこうということで、まさ
しくスタートを切られます。我々広島県工組も全印工連
とタッグを組んで、この１年間、前を向いてしっかりと
事業を進めていくつもりでございます。
　そして今年、14 回目となります「2018 印刷産業夢メッ
セ」は、10 月 26、27 日に開催する予定です。既にご
案内をしていますが、会場も広島ガーデンパレスに移し
ます。開催場所が変わるのをきっかけに、ぜひまた新し
い「夢メッセ」を作っていければと思っております。そ
して今回新たに、そういった印刷業界が夢のある産業と
してさらに発展をしていくということを願って、夢メッ
セ組織委員会というものを開設いたします。さらにレベ
ルアップをした「夢メッセ」を目指して、皆さんとさら
なる協議を重ねていこうと思っております。ぜひ、皆さ
まのご協力をよろしくお願いします。
　今年いろんなかたちでお世話になろうかと思います。
引き続きまして、皆さまのご指導、ご鞭撻をお願いいた
しまして挨拶とさせていただきます。
　本日は、よろしくお願いいたします。
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本　　社 〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8 TEL 03-5715-7377

www.jp.heidelberg.com/
広島営業所 〒731-0121 広島市安佐南区中須1-1-12-1301号 TEL 082-846-4180

人事考課制度を導入するとうまくいく？  
•賃金設計をやり直せばうまくいく訳ではありません。
•会社の経営方針や理念にそった働き方ができていますか。  
•時間外労働の多い部署や特定の人物等の状況調査を  
 行う事が必要です。

（対策）
⇒業務分析と業務遂行方法の見直し 
＊２時間の時間外労働で従業員の業務効率はどうでしょうか。 

必要のない業務を創設してしまっている管理職は
いませんか。 
•帰りたくない症候群のメンバーはいませんか。 

（対策） 
⇒時間外労働の本当の理由を追跡してみましょう！ 
＊その業務本当は何時間で終わる業務ですか。時間外労 
　働申請、今日やらなければならない業務ですか。 

「知らなかったでは済まされない　労働法と労働基準法改正案」セミナー　最終版
3.人事考課制度導入前に 労務管理とコンプライアンスがキーワードになります！ 

事業主が、生産性向上のための人事評価制度と２％以上の賃金アップを含む賃金制度(以下「人事評
価制度等」と標記)の整備、実施した場合に制度整備助成(５０万円)を支給。

「人事評価改善等助成金は」は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性向上、賃金アッ
プ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的としています。

人事評価改善等助成金 助成金申請においてはコンプライアンスに更に注意が必要です。 

賃金のアップが含まれることにも注意が必要です。離職率も加味されます。制度整備助成 ： ５０万円

Ａに加え、１年経過後に人事評価制度等の運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の２％以上のアッ
プ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(８０万円)を支給

制度整備助成 ： ８０万円　

割増率（50%以上）について 
施行予定日： 2022年4月1日 
月60時間超えの時間外労働に係る割増賃金率につい
て、中小企業への猶予措置を廃止する。
 
　　　　　　必須課題となる時間外労働の削減生産性向
　　　　　上への着手

年次有給休暇の取得  
施行予定日： 2019年4月1日 
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対
し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならない。 

　　　　　 年次有給休暇の付与方法について、制度の見
　　　　　直しが 必要となる。

月６０時間超の時間外労働 年次有給休暇の時季指定付与

助成金の概要

A

B
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本　　　　　社
東京都江東区福住2-2-9 〒135-0032 TEL（03）3643-1131

〒532-0012 TEL（06）6308-6651

〒501-3733 TEL（0575）35-2551

〒810-0001 TEL（092）741-2672

大 阪 営 業 所
大阪市淀川区木川東3-1-31
中 部 営 業 所
岐阜県美濃市3951
九 州 営 業 所
福岡市中央区天神5-5-8

〒116-0011　東京都荒川区西尾久4-25-3
〒540-8520　大阪市中央区和泉町2-2-2
〒460-0002　名古屋市中区丸の内2-4-20
〒060-0041　札幌市中央区大通り東3-1
〒816-0053　福岡市博多区東平尾1-18-54

（株）内田洋行グループ企業

認証取得企業ISO14001
ISO  9001

070606

www.utecs . co . jp

☎03（5901）2171
☎06（6920）2460
☎052（220）5270
☎011（241）2825
☎092（624）9988

紙枚数計数機

AT-twin
カウントロン

めくりクセがつかない計数機に
ダブルヘッド型が新登場

用紙端２ｹ所の同時計数により
精度向上と時間短縮を実現

NEW

参考とした資料等

•「働き方改革実行計画(概要）」H29.3.28（首相官邸HP)
•「同一労働同一賃金ガイドライン案」H28.12.20 (厚生労働省HP) 
•「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 （厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署）H29.3
•はじまります、「無期転換ルール」 （厚生労働省 都道府県労働局）H29.８ 
•「時間外労働の上限規制について(事務局案）」（首相官邸HP)
•しっかりマスター 労働基準法 パンフレット（東京労働局） 
•障害者の法定雇用率引き上げになります。 （厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署）H29.6 
•「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案要綱」 答申 (厚生労働省 HP 報道発表資料） H29.9.１５ 
•「時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について」 （基監発0731第1号 H29.7.31） 

≪ 歴史的変革の時期にどう生き残っていけばよいのか ≫

これまでと同じアプローチでは、人員確保も出来ず
今後の変化にも対応しきれない。

現状は少数派だが、必ず変化する

若年層は意識改革をして、社会人になってきている

本気の生産性向上 根本が変わらなければ生き残れない

今回のセミナーの中ではあまり触れられませんでしたが、１番大切なのはやはり職場環境です。作業環境改
善と安全の確保は、特に有機溶剤の取扱いのあるわれわれ印刷業界では、しっかりと取り組みたい課題です。 

＜働き方改革を実現し、企業の発展にむけて＞ 
事業継続には優秀な人員確保に向けて、より早い対応が望まれるところです。 
今回の働き方改革における法改正に対応する為に、企業は業務の抜本的な改革と労働者活用の見直しを迫られてい
ます。 
より早い段階で対策して行く事がビジネスチャンスへつながっていきます。 

ま と め
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◎ 組合のうごき
青年部会総会16日

18日

20日
27日

25日

広島県印刷工業組合通常総会

第６１回 広島県印刷優勝野球大会
１日目・２日目

常任役員会・通常総会

2018印刷産業夢メッセ第４回三役会

環境労務委員会

経営革新マーケティング委員会

産業戦略デザイン室会議

29日

1日

23日

29日

メルパルク広島
リーガロイヤル
ホテル広島

印刷会館

東　京

東　京

北海道

周　南

全青協正副議長会

中国地区印刷協議会(上期)

５
　
月

６
　
月

太田川Ｇ

アジュール竹芝

事務局だより

【１】「厚労省】　「働き方改革推進支援センターを開設」
　厚生労働省は、働き方改革の実現に向けて、特に中小
企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応す
るため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進
支援センター」を、平成 30 年 4 月より 47 都道府県に
開設。
▼詳細・お申込みはこちらから
http://www.mhlw.go. jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000198331.html

【２】「I 財務省」　「平成 30 年度税制改正」パンフレット
　生産性向上特別措置法や中小企業における所得拡大促
進税制の改正、中小企業の集中的な代替わりを促すため
の、事業承継税制（10 年間の特例措置）等について説明。
▼詳しくはこちらから
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/
brochure/zeisei18.htm

【３】「厚労省」　　「公正な採用選考」について
　厚生労働省では、就職の機会均等を確保するために、
応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施す
るよう事業主に協力と努力をお願いしています。公正な
採用選考の考え方を理解し、差別のない公正な採用選考
の実施にむけて積極的な取組みをお願いします。
▼詳しくはこちらから
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

【全印工連】　オンデマンドセミナー配信中】
 ※全印工連では遠隔教育（オンデマンド）セミナーの配
信を開始しました。当面無料にてご利用いただきますの
で、下記よりぜひご覧ください。
http://www.aj-pia.or.jp/welcome/what's_new/
whatsnew_v-cube.html

【全印工連】　「DTP ＆印刷 スーパーしくみ事典」組合員
価格は 6 月 1 日 ( 金 ) まで
　ＤＴＰに関する多くの事柄を網羅した、新人教育に最
適な㈱ボーンデジタル発行「ＤＴＰ＆印刷スーパーしく
み事典 2018」の組合員価格提供は 6 月 1 日 ( 金 ) まで。
　2018 年版はファンシーペーパーや箔、最新デジタル
印刷機の印刷サンプルなどの綴じ込みサンプル付です。
通常価格 4,104 円 ( 税込 ) を組合員特別価格 3,694 円
( 税込・送料無料 ) で販売。
▼詳しくはこちらから
http://www.aj-pia.or.jp/pdf/20180228DTP_shikumi.pdf

【お知らせ】

全印工連メールマガジンから

中元組合融資のご案内
平成 30 年度の中元組合融資を取り扱います。
融資をご希望の方は県工組事務局までご連絡ください。
融資条件等は次のとおり
・融　資　額　：　100 万円
・申込締切日　：　６月８日（金）
・融資予定日　：　７月２日（月）
・連　絡　先　：　県工組事務局
　　　　　　　　　　TEL082 － 293 － 0906


