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 １０月１３日、岡山流通会館で生産性向上支援訓練の一

環として、「災害時のリスク管理と事業継続計画」と題し

たセミナーが開催され、団地内企業より８名（６社）が参

加しました。講師には㈱Ｇサポート執行役員で中小企業診

断士の添嶋真人氏をお招きし、昨今関心の高まっている

「BCP（事業継続計画）」の必要性・策定方法などを学びま

した。 

ここ数年頻発している豪雨・地震災害では、交通機関の

麻痺により出社や退社が困難となる、電気・ガス・水道な

どのライフラインが停止するなどのリスクが想定されま

す。また、新型コロナウイルス感染拡大のリスクにおいて

も、社員が感染した際にどのような対応が必要かという点

については、各社とも差し迫った大きな問題です。企業と

してそうしたリスクを事前に把握し、分析する事で、有事

の際の被害を最小限に抑える事が可能となります。 

ＢＣＰの基本的な考えは、災害が起きて自社・社員が被

害を受けた場合や、複数の社員が新型コロナウイルスに感

染して事業の継続が困難になった場合など、①いつまでに、

②どのレベルまで操業度を回復させるかの目標を定め、そ

のために何をすべきかを計画する事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、来年１月に配布予定の「改訂 大規模災害等非常

時ハンドブック」（保存版）にも、今回研修内容であるＢ

ＣＰ（事業継続計画）策定について記載しています。 

上記ハンドブックの内容は、１１月下旬頃から組合ＨＰ

でもご覧いただけますので、内容を参考にして、有事の際

の対応について社員同士で考えてみてはいかがでしょうか。  

２ゲ 

バックスギフト券5000円を、当日賞として25位となっ

た㈱ 
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災害時のリスク管理と事業継続計画セミナー 開催 

ＢＣＰ策定手順 

１．基本方針の策定  ６．対応策 

２．適用範囲の決定  ７．緊急時対応体制 

３．想定被害の決定  ８．文書化・教育訓練 

４．復旧目標の設定  ９．点検・見直し 

５．ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝﾊﾟｸﾄ分析         

https://www.optic.or.jp/ryutuu/
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 コロナの感染拡大をきっかけに導入が進んだリモー

トワークですが、導入時には通勤ストレスが減った、

家族との時間が増えたなど好意的な意見もあったもの

の、利用が進むにつれ「リモート疲れ」に陥り、メ

ンタ不調を訴える人も増えているようです。止まら

ない感 

 

 

 

 

 

 

 

染や長引く外出自粛に加え、猛暑など様々なスト 

▼編集後記レス要因がありますが、嫌なことばかり 

 Go to と名の付くキャンペーンをよく耳にするよ

うになりました。with コロナの時代において、近場

で経済を回していくより他ないのは世界共通なよう

で、他国でも似たような事業が行われていますが、

イギリス等で新規感染者数が増加していることを考

えると、進んでは立ち止まりの繰り返しとなるかも

しれません。その時々の感染状況を注視しながら一

歩ずつ進んでいくしか他ないようです。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

自粛する動きが出ていますが、こんな時だからこそ、花を愛で 

  て、心を癒したいものです。今は家で花見ができるよう桜の切 

  枝等も多数販売されているそうです。今年は家でゆっくりと花 

   見をしてみてはいかがでしょうか。 

１ ○日  スポーツ観戦（ＶＳ ジェフユナイテッド千葉） 

２ 月 理事会 

３ ○火 文化の日 

４ 水  

５ 木  

６ 金 インフルエンザ予防接種（第２回） 

７ ○土   

８ ○日  スポーツ観戦（ＶＳ ＦＣ町田ゼルビア） 

９ 月  

10 火 インフルエンザ予防接種（第３回） 

11 水  

12 木  

13 金 インフルエンザ予防接種（第４回） 

14 ○土   

15 ○日  スポーツ観戦（ＶＳ ジュビロ磐田） 

16 月 金融財務委員会 

17 火 インフルエンザ予防接種（第５回） 

18 水 総務委員会 

19 木  

20 金  

21 ○土   

22 ○日   

23 ○月 岡山市優良勤労者表彰式 

24 火 事業委員会 

25 水 インフルエンザ予防接種（第６回） 

26 木  

27 金  

28 ○土   

29 ○日   

30 月  

 11 月の行事予定  ○は組合事務局休日   お知らせ  

インフルエンザ予防接種を受けられる方へのお願い 

インフルエンザ予防接種にお申込みいただいた方  

は、当日朝に検温をしてきていただき、問診票  

も全てご記入いただいた上で 

お越しください。会場は岡山  

流通会館です。よろしくお願い 

します。 
 

病院ごとに問診票が異なりますので、 
お間違いないようお気を付け下さい。 

日常英会話初級教室 受講者募集 

令和２年度後期英会話教室が開講しました！回数

が多い分、短期間でリスニング力・スピーキング力

を鍛えることができます。是非お知り合いの方も

誘ってご受講下さい。体験は１回無料です。 

★場 所：岡山流通会館２階 

★時 間：毎週水曜日１７：４５～１９：４５ 

     （入退室の時間は自由） 

★受講料：１，０００円／回 

本   社  〒550-0013 大阪府大阪市西区新町３-８-３     TEL 06-6538-7371㈹ 

岡山営業所  〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田７６３番地１  TEL 086-292-5501 

伝統の力と燃える情熱。 

そして時代を読む豊富なデーター。 

それが私たち三和鋼管の姿です。 

より優れた品質 

より信頼ある製品を 

 

三和鋼管株式会社 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571882163/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE2LzAyL2Jsb2ctcG9zdF8xMTcuaHRtbA--/RS=^ADB6XWIIX9vbvDCOF7RLGP3qHinTg4-;_ylt=A2Rivc0ys69dIQYAIC6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571882163/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE2LzAyL2Jsb2ctcG9zdF8xMTcuaHRtbA--/RS=^ADB6XWIIX9vbvDCOF7RLGP3qHinTg4-;_ylt=A2Rivc0ys69dIQYAIC6U3uV7
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 １０月１７日（土）、吉備カントリークラブで親睦ゴ

ルフコンペを開催し、７名（２組）が参加しました。 

 当日は生憎の雨天となりましたが、ドラコン賞やニ

アピン賞等の特別賞も設け、一年振りとなる親睦ゴル

フコンペを楽しみました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

１０月２０日、団地内企業から３１２名（１２２社）

が集まり、団地内美化のため、朝８時より一斉清掃を

行いました。当日は少し肌寒かったですが、多くの方

にご協力いただき落ち葉 

やゴミを拾い、団地内を 

綺麗にしていただきまし 

た。ご参加いただいた皆 

様及び幹事の皆様、あり 

がとうございました。 

 

 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

１０月２２日（木）、全国卸商業団地協同組合連合会（商

団連）との共催で、有期雇用労働法施行に伴う、社内制度

の見直し等に焦点を当てた労務対策セミナーを開催しま

した。講師には㈱おかやま人事ネット２１ 社会保険労務

士の中野花都江氏をお招きし、団地内企業の１２名（９社）

が受講しました。 
 

 【 セミナー内容（一部要約）】 

今年４月に、非正規社員であっても正社員と同じ労働

時間、同じ職務内容であれば同じ賃金を払わなければな

らないことを義務付けたパートタイム・有期雇用労働法

が施行され、来年４月からは中小企業も実施対象となり

ます。有期労働法が平成２５年４月に改正され、有期雇用

者が５年継続雇用された上、本人の希望があれば会社は

無期雇用とする義務があります。そこで会社がやってお

くべきことは、正社員と非正規社員の職務内容や人材活

用の比較し具体的に点数化することです。例えば正社員

を１０点とした場合、非正規社員の点数は何点になるの

か、業務内容、責任の程度、転勤、出向、配置転換などそ

れぞれの項目で自社の判例を作っておくことが重要です。

それがあれば非正規社員の方から待遇の違いの説明を求

められても説明がしやすいと思います。 

  また待遇に関しては雇入れ時や契約更新時に「雇用契約

期間」「更新基準」「退職・解雇」「昇給の有無」「退職手当

の有無」「賞与の有無」「相談窓口」などを記載した労働条

件通知書を交付し、本人確認の上、出来れば署名して判を

押して貰っておいたほうがいいと思います。 

定年後再雇用者方については、定年前とほとんど変わ 

らない職務内容でありながら賃金が低下している現状が

あります。高年齢雇用継続給付金も今後は廃止されるこ

とになりますので、定年前の８０％ぐらいの賃金を払う

のが望ましいのではないでしょうか。 

令和２年度親睦ゴルフコンペ 開催 
労務対策セミナー開催 

～同一労働同一賃金と定年後の雇用条件を考える～ 

令和２年度第３回 団地内一斉清掃 実施 

 

【 ゴルフコンペ結果 】   （敬称略） 
 

優 勝  中野 克彦（㈱あらた） 

準優勝  木村 容治（㈱エルジオ） 

第３位  髙谷 昌宏（㈱サンヨープレジャー） 
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◆◇ 会議等報告 ◇◆ 

理事会報告 

◎第６回              １０月５日 

◇国道二号線高架整備早期実現要望の内容について

検討し、了承されました。流通センター周辺道路の整 

◇親睦ゴルフコンペの開催要項案について検討し、了

承されました。 

 
 
 

委員会報告 

◎金融財務委員会（正副理事長会）  １０月１９日 

◇１０月分の金融事業貸付を審議し、借入申込みの２

社総額１億１６００万円貸付を決定しました。 

 １０月末の金融事業貸付残高は１０社で１１億７

８００万円。 

◇周辺道路要望結果について報告しました。 

場所：吉備カントリークラブ 
 

◎総務委員会            １０月２１日 

◇本紙の編集内容を検討しました。 

◇映画チケット割引販売の内容について検討し、了承

されました。 
  

 申込期間：令和２年１０月２３日～１１月１３日 

 利用施設：MOVIX倉敷・イオンシネマ岡山 

 販売価格：１組２枚 １，８００円 

 利用期間：令和２年１２月～令和３年５月末 

 ※応募者数が187名を超えた場合は抽選。 

 
 

◎事業委員会            １０月２７日             

◇１０月分のガソリン・軽油等販売価格について。 

【１０月の組合員特別販売価格】税込み  円／Ｌ 

（ ）は前月価格 

 レギュラーガソリン１２３.１円（１２３．５円） 

 ハイオクガソリン １３３.６円（１３４．０円） 

軽油        ９８.１円（ ９８．５円） 

◇９月分販売実績及び８月分ＳＳ収支について報告

し、了承されました。 

 

 

 

 

 

◎青年部役員会          １０月６日 

◇令和２年度下半期の活動について検討しました。 

◇令和２年度通常総会について、書面議決により

行われることに決定しました。 

 

   

 

 
                 

                   

  

 

    

 

 

 

 

 

１０月１６日、木村理事長他８名が、岡山県及び岡山市を

訪れ、平成３０年度事業化が決定している「都市計画道路

箕島矢部線」下庄跨線橋の拡幅工事が早期実現するよう要

望し、岡山県・岡山市ともに令和６年度の完成を目指して

努力するとの回答がありました。 

また岡山市に対しては、渋滞の要因となっている交差点

の狭隘化の改善を求めて、国道２号下り線及び箕島斜路橋

交差点の拡幅整備についても要望し、令和４年度の整備を

目指して進めていきたいとの回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

流通センター周辺 道路整備に向けて 

～岡山県・岡山市へ改善要望を行いました～ 

販売開始
①ディズニー年賀 

④無地 ⑥無地（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ） ⑦無地（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ写真用） 

②絵入り[寄付金付]全国版 ③絵入り[寄付金付]岡山県版 

お買い求め・お問合せは岡山流通センター簡易郵便局まで 

（TEL 086-292-5551） 

関係団体会議報告 


