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今年は、5名の新しい仲間が島津印刷に加わりました。入社して半年以上が経ち、そろそろ仕事にも慣れてきた頃。
実際に働いてみて仕事に対する思いなどをインタビューしてみました。

新入社員紹介

畝目 涼平／印刷課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

RYOHEI UNEME

MAYU OTANI

確かに働いて大変なことやわからないようなこと
もありましたが、そのときは先輩がやさしく教えて
くれるのでとても充実しています。

今は印刷の補助が中心ですが今後は、自分で印
刷をしていくので、印刷技能士1級の取得を目指
して努力していきたいと思います。

03 久保田 芙妃／経営管理部

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

FUKI KUBOTA

気さくで、格好良く、楽しい方が沢山いました。い
ろんな社員さんと話してみたいと思える会社だ
なと感じます。

出来る業務を増やし、経営管理部の一翼を担え
るようになりたいです。新人のうちに、分からない
事は遠慮せず聞こうと思います。

05 倉嶋 志保 ／製本課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

SHIHO KURASHIMA

入社して約半年がすぎ周りの方々と協力しなが
ら楽しく仕事をしています。

もっといろんな機械のことを学んで成長していき
たいなと思っています。

02 大谷 真優／企画制作課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

入社後半年以上が経過しましたが、毎日楽しく仕
事をしています。得意な分野で力を活かすことが
でき、充実感を感じています。

一刻も早く基本的な仕事内容を覚え、さらに自分
の力を活かせるように日々先輩方から積極的に
学んでいきたいです。

KAZUKI OBAYASHI04 大林 和生／印刷課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

仕事をするうえで人とのコミュニケーションが大
切だと思いました。先輩社員や同期との関わりを
自ら進んで持てるようになりたいです。

日頃、行っている作業の効率化や印刷への知識
を増やしていきたいと思っています。そして自分
のノルマを着実に達成していきたいです。
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第三工場

プレミアムハイタッチ

おかげさまで
島津印刷株式会社は
創立70周年を迎えました。
昭和24年、新発田市の地に石版印刷業を開業してから70年。
昭和から平成、そして令和へと時代は移り変わりました。
100年企業を目指して、これからも地域の発展のために、島津印刷は邁進していきます。

SHIMAZU PRINTING
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平成21年 第三工場建設

平成23年 大阪営業所（改称）新大阪に移転

平成24年 株式会社アステージ創業

平成25年 本社・工場、ジャパンカラー標準印刷認証取得
 株式会社北都をグループ企業化

平成26年 島津ホールディングス株式会社設立

平成27年 ドローンによる空撮ビジネスを開始 
 プレミアムハイタッチ導入

平成 2年 事務所棟、倉庫、社員食堂完成

平成 9年 新社長に代表取締役　島津延明就任 

平成10年 第二工場増築、最新型輪転機と入替
 社員駐車場完成 

平成13年 倉庫棟増築
 ISO14001審査登録
 ISO9001審査登録 （平成23年4月登録返上）

平成16年 関西事業部開設  

平成19年 仙台営業所開設   

平成18年 製品倉庫増設
 中綴じ製本ライン新設  

昭和24年 新発田市上町で島津憲一石版印刷業を開業 

昭和30年 島津印刷にオフセット第１号機導入 

昭和38年 島津印刷株式会社に法人化
 新発田市中央町4丁目11の21に工場を建設 

昭和45年 新潟市津島屋7に新潟工場を建設

昭和50年 新発田市富塚1419に工場建設、完成に伴い移転

昭和52年 新発田市中央町4丁目11の21より
 新発田市富塚1419に本社を移転

昭和55年 本社工場増築により
 新潟工場を新発田本社工場に統合

昭和57年 新潟に事業部を開設
 （新潟市津島屋7）

昭和62年 第二工場建設

昭和63年 東京事業部開設

Continue to the future

ハイデルベルグ社製
１号機

活字が山のようにあった時代
昭和40年頃

創業当時の島津印刷（昭和24年）

中綴じ機

 新潟工場を新発田本社工場に統合

旧中央町工場

創業時使用の石版石

shimazu historyth70
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創立
70周年

記念イベント
家族で 楽しもう！

家族向け 工場見学＆

   バー ベキュー
家族向け 工場見学＆

   バー ベキュー

　先日、会社の創立70周年記念として社員の家族も参加し、総勢約120名によ
る「家族向け工場見学＆バーベキュー」記念イベントが開催されました。
　参加された家族は、社内のいろいろな仕事の様子を見てまわり、工場内では見
たことのない大型機械に驚いたり、中綴じ加工の様子に興味津々のようでした。
　工場見学の後は、みんなお待ちかねのバーベキュー！お肉や焼きそばをたくさ
ん食べて、お腹も大満足！子供たちからは「またあるなら来たい!」「次はいつ？」な
どと言う声も聞こえ、家族の楽しい思い出になり、社員同士も会話がはずみ、大
いに盛り上がりました。
　継続してこのようなイベントが行えるよう、全力で仕事に励みたいと思います！

工場見学
ドキドキの

お腹減ったよ～

9：30　受付

10：00　工場見学

11：00　バス出発

11：30　バーベキュー
（会場　WILD BLANCE）

待ち時間にはキッズコーナーで遊ぶ子供たち

みんなで食べるバーベキューはひと味違うおいしさ！！

START
工場の中は

どうなって

いるのかなぁ？

GOAL

がんばって

歩いた

ご褒美があるよ！
広くて

迷いそう～

ノートが

どんどん出てくる！

おもしろ～い！！

Kids コーナ
ー

一番人気は射的！
行列ができるほどで
した。魚釣りも魚が足
りなくなりそうなくら
い大盛況でした。

射的

わなげ

ボーリング魚釣り
ぬりえ

バーベキュー
お腹も満足

超

きもちいい～！

おいしく

できました♪

パパ、

作るの上手
肉…

まだかな…

完食！！

おかわり

しようかな

おなか
いっぱい…

14：00　バス帰路

14：30　解散



チーズガーデン那須

那須りんどう湖レイクビュー

チーズガーデン那須

那須りんどう湖レイクビュー
四季彩一力四季彩一力

華鳳華鳳

新 年 会
2019島津ホールディングス

研 修 旅 行
2019島津印刷

2019年１月12日、新潟グランドホテルにて
島津ホールディングス合同新年会が行われました。

旅館でありながらも、都市ホ
テルの機能と快適性を実現
した20世紀の旅館の完成
形と言われた自慢の施設。

御用邸チーズケーキをはじめ
とした定番のケーキや焼菓子
はもちろん、チーズガーデンが
セレクトした日本・世界のチー
ズ、ワインなどのグロッサリー
も充実しています。

お子様から大人の方まで楽し
める！アトラクション・動物ふれ
あい・手作り体験をりんどう湖
でチャレンジ！

雄大な自然に抱かれた湯の
郷・磐梯熱海温泉。季節の旬
が香るお料理をはじめ、心身を
優しくつつむ出湯が魅力。

2019年6月7日～8日、島津印刷70周年記念を踏まえて、
島津ホールディングス設立以降、初の島津印刷のみでの旅行となりました。
よって、例年2～3班に分かれて行っていた旅行が社員一同の参加となり、

より思い出深い旅行となりました。

総勢およそ300人

2日目
チーズガーデン那須本店でお買い物をした後、
那須りんどう湖レイクビューでさまざまなアトラク
ションや動物たちと触れあい、お昼はステーキや
牛乳料理がおいしいブッフェを頂きました。

定年者花束
贈呈式の様子。
島津印刷からは
坂井部長。

今年は高校卒業生
を含む15人の

新入社員が仲間入り。

1日目
お昼から月岡温泉「華鳳」で豪華な料理を
頂き、その後、福島県へ移り、夜は磐梯熱
海温泉で再び和食会席を楽しみました。
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日頃思っていることや

悩みなどを

楽しくおしゃべり

しましょう!

●積極的な有給休暇取得の推進（記念日休暇、リフレッシュ休暇）
●セミナーに参加し、働き方改革委員会の事例発表を行う

　３月31日、アステージにて島津ホールディングス入社式が行われ
ました。今年はホールディングス全体で15名の新入社員を迎えるこ
とができました。社長からの辞令交付を受け、晴れて社会人としての
スタートをきりました。令和となり、島津ホールディングスに新しい風
を吹き込んでくれることでしょう。
　ここでは島津印刷株式会社入社の新しい5名をご紹介します。

　島津印刷で働く女性社員の更なる活躍を促す為、女性社員のみで日々感じている事な

どをランチをしながら話し合い、意見交換などをしました。女性同士話すことは尽きること

なく、皆和気あいあいとした感じでした。最後に行ったアンケートでも「またやってほしい」

など嬉しい声を頂きました。普段はなかなか話す機会がない方とも交流でき、とても有意

義な会でした。

　私たち働き方改革委員会は、2017年２月

に、社員主導で発足いたしました。

　今期は「女性社員も働きやすい職場の実

現」のため、未婚・既婚・子育て中の女性社員

に多く参加してもらい、意見やアイデアを広

く取り入れるためのメンバー構成になってい

ます。毎月１回、ミーティングを行い、従業員

目線で挙げられた問題点を改善するために

取り組んでいます。

　ここでは働き方改革委員会のこれまでの

活動を報告します。

入社式
ご入社おめでとうございます。

島津印刷㈱
印刷課
畝目 涼平さん

島津印刷㈱
経営管理部
久保田 芙妃さん

島津印刷㈱
印刷課
大林 和生さん

島津印刷㈱
企画制作課
大谷 真優さん

島津印刷㈱
製本課
倉嶋 志保さん

SHIMAZU’S  FRESHERS!!

●もう一回やりましょう！いろんな話を聞けてよかったです。他部署の
　悩みを聞けて良かった。私にできることがあったら力になりたいです。

●パート社員さんともお話したいです。

●次回は、いくつかテーマを設けて話したらどうかと思いました。

●他部署の方の困りごと、思っていることを聞けて、
　みんなで「こうしたほうが良い」など良い意見が出るので
　団結力が増すと思います。良い方向に意見が出ると思いました。

●先輩方と日頃の環境について意見交換できてよかった。

2019年度メンバー

2017～2019年活動記録

島津女性社員による
ランチ懇親会

2019年6月15日（土）　参加者/23人

働き方改革委員会

活動記録
ACTIVITY LOG

ランチ懇親会を実施後のアンケート

ランチをしながらの意見交換は楽しく、女性陣の団結力も強まった感じでした

副委員長
田宮主任補

新潟県イクメン応援宣言企業の取材
（企画制作課 水戸主任）

2017年度実績

●新潟県イクメン応援宣言企業に登録
●にいがたヘルスパートナー・新潟市健康経営認定
　（シルバークラス）に認定　※新潟事業部のみ
●社員全員に対して働き方改革アンケート実施

2018年度実績

●働き方改革アンケートを基に、女性ランチ会の開催
●セミナーに参加し、働き方改革の取り組みについての
　パネルディスカッションに登壇

2019年度実績
2019年２月発行

https://niigata-ikumen.jp

もっと詳しく知りたい方は

私たちはイクメン応援宣言企業です！

【業務内容】最先端技術による企画デザイン制作、各種商業印刷、パッケージ印刷、加飾加工をメイン

に、ホームページ制作、ドローン撮影、動画編集、イベント企画などでお客様のお役に立つ企業を目指す。

●所在地：新発田市　●業種：総合印刷業　●従業員：130人

の働き方改革関連法は、少子高齢化による労働力不足への対応が大きな柱となっています。当社では2017年２月にできた「働き方改革委員会」を中心に、多様な問題解決を進めています。　この委員会は社員主導で始まったもので、育児支援、介護支援、残業の軽減、有給休暇取得率UPなどに取り組んできました。育児支援の主な内容は①休日日数の増加（年間105日から108日に）②育児特別休暇の制定（社員の子の入園、小学校入学時に有給の特別休暇）③半日有給休暇の制定などです。　３番目は社員の声を受けて15、6年前に始めたもので、年次有給休暇のうち６日を限度として半日単位に分割して取得できます（年12回）。小学校卒業までの子を養育する社員には男女とも子1人につき９日が上限。つまり年間18回の半日有給休暇を使うことができます。　介護支援でも半日単位の介護休暇を制度化し、１人につき年５回、半日なら年10回利用することができます。当社社員

の平均年齢は41歳。育児支援も介護支援もより力を入れていきます。またTBシート（業務や課題を分類、細分化し、一目で達成状況が分かる目標達成計画書）による業務の「見える化」を進めた結果、残業時間が大幅に減りました。現在約30％にとどまっている有給休暇の取得率を上げようと、社員への働きかけやポスター掲示なども行なっています。　長く働いていただく以上、育児や介護と仕事の両立は欠かせません。一方で、子育て世代の社員だけを厚遇し独身社員が不利益を感じないよう、委員会では今後、広く意見を集めるため社員アンケートを企画しています。現代社会の現状に合わせて会社の仕組みを変えるのは当たり前のことですから。　10年以上前から折に触れて社員に言う言葉があります。家庭を持ってください、家を持ってください、子どもに恵まれ、その子どもが望めば、最高学府まで学べるようにしてくださいと。私は、この会社をそういう会社にしたいと思っているのです。そのため、育児支援施設や介護施設を併設した工場の建設も考えているところです。

国

使いやすい
半日有給休暇
子どもが小学校を卒業するまで年に上限18回使える「半日単位の有給休暇」

1 2 3

　長女が生まれた時は育児休業を取りませんでした。男性が育児休業を取るという発想が自分になく、ま

た会社も今のような「男性社員も育児休業を積極的に取りましょう」という雰囲気ではありませんでした。

　２人目を授かった時は上司に相談して育児休業を申請しました。その頃は会社が「イクメン応援

宣言企業」に向け取り組んでおり、県の「少子化対策モデル事業５型」で補助金もいただけること

に背中を押されました。
　妻が里帰りから自宅に戻ったタイミングで育児休業に。もともとやっていた家事全般を引き受

け、遊びたい盛りの上の子の相手を全力でしました。朝から晩まで子どもたちと向き合い、成長を自

分の目で見られたことが嬉しかったですね。妻からは「精神的にも助かった」と言われました。

　今は週末ごとに家族で出かけており、年の近い社員と公園情報などを交換しています。夫婦で子

育てをするのが一番ですが、妻が不在でも家事育児を任せられるのがイクメンかもしれませんね。

子どもと24時間向き合った２週間。育児休業を取ってよかった。

新潟県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりに積極的に
取り組む企業を「イクメン応援宣言企業」として登録しています。

業務の「見える化」で残業時間大幅軽減社員のライフワークバランスを見据えたTBシートを作成

みんなの働きやすさを目指し、社員の声を収集独身社員にも配慮、不公平感の軽減に努め、社員アンケートも検討

にいがたイクメン応援宣言

イクメン社員
水戸 健太郎 さん（35歳）

社員主導の働き方改革委員会が会社の仕組みを変え成果を見える化。
こんな取組を
推進しています！

島津印刷（株）
代表取締役社長  島津 延明 さん

委員長 水戸主任 （企画制作課）
副委員長 田宮主任補 （NP事業部）
 畠山課長 （特販課）
 野田美穂 （本社営業部）
 横野次長 （生産管理課）
 大倉主任 （企画制作課）
 荒井早苗 （企画制作課）

小山美樹 （企画制作課）
羽二生梢 （画像処理課）
小林部長 （生産部印刷課）
後藤　舞 （製本課）

坂井部長 （生産管理部・生産部）
和田部長代理 （NP事業部・生産部）

顧問
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今は印刷の補助が中心ですが今後は、自分で印
刷をしていくので、印刷技能士1級の取得を目指
して努力していきたいと思います。

03 久保田 芙妃／経営管理部

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

FUKI KUBOTA

気さくで、格好良く、楽しい方が沢山いました。い
ろんな社員さんと話してみたいと思える会社だ
なと感じます。

出来る業務を増やし、経営管理部の一翼を担え
るようになりたいです。新人のうちに、分からない
事は遠慮せず聞こうと思います。

05 倉嶋 志保 ／製本課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

SHIHO KURASHIMA

入社して約半年がすぎ周りの方々と協力しなが
ら楽しく仕事をしています。

もっといろんな機械のことを学んで成長していき
たいなと思っています。

02 大谷 真優／企画制作課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

入社後半年以上が経過しましたが、毎日楽しく仕
事をしています。得意な分野で力を活かすことが
でき、充実感を感じています。

一刻も早く基本的な仕事内容を覚え、さらに自分
の力を活かせるように日々先輩方から積極的に
学んでいきたいです。

KAZUKI OBAYASHI04 大林 和生／印刷課

■島津印刷で働いてみてどうですか？

■今後の目標を教えて下さい。

仕事をするうえで人とのコミュニケーションが大
切だと思いました。先輩社員や同期との関わりを
自ら進んで持てるようになりたいです。

日頃、行っている作業の効率化や印刷への知識
を増やしていきたいと思っています。そして自分
のノルマを着実に達成していきたいです。
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