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　閑谷学校は江戸時代に岡山藩主池田光政によって建
てられた庶民教育のための学校です。建築に 32年の月
日を費やした、他に例をみない手間隙かけた質とスケー
ルを誇り、国宝の講堂をはじめ聖廟や閑谷神社などほ
とんどの建造物が国の重要文化財に指定されています。
樹々や花々が四季折々の彩りを見せ、訪れる人を楽し
ませてくれますが、秋には２本の巨大な楷の木や周辺
のもみじの紅葉が美しく、紅葉の名所にもなっていま
す。
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雑　　感

～創造性の乏しい日本人～
� 岡山県印刷工業組合　　　　　　　

� 副理事長　大　塚　泰　文

　以前より積読（つんどく）していた本のさわりを何
気なく読んでみた。
　「日本人の多くは義務教育・高校・大学の計 16 年、
テストと言うものを受け続ける。出題されるのは答え
が分かっている問題。つまり、過去をどれだけ記憶し
たかが問われる。今の日本人はこれが進み過ぎていて
創造性が乏しくなっている。」
　「日本と言う国には、真に新しい何かを成し遂げると
言う環境が圧倒的に少ない。新しい何かを成し遂げら
れないのは、日本人に創造性が足りないからである。」
　それから、１ヶ月も経たないうちに、別の方の講演
を拝聴する。
　「日本人は社会の要求を見ようとしない。社会・消費
の要因・構造・その変化を見ようとしない。」
　なるほど言われてみると、まさにその通りかもしれ
ない。前述の「創造性の乏しさ」という言葉が頭の中
に思い起こされる。「上手いことを言うよなぁ～」と感
心する。自分自身の何と単純なことか。
　我が社の社訓の一つに「変化への対応」と言う言葉
がある。「創造する」とは、多少異なる気がするが、ど
ちらも必要な事であろうと、同時にどのような時代に
あっても行っていかなければならないことである。
　20 世紀から 21 世紀への移り変わりの中で、印刷
業界に求められる要求の変化も技術革新もかなりのス
ピードで進んで来たように思う。
　その中で、我々はどのように変化を見定め、どう対
応してきたのだろうか。自分自身が考えてきたことは、

過去の延長でしかなかったように思える。何かを付け
足してみたり、真似をしてみたり。オリジナルと言い
ながらモノの本質は何も変えていないし、見えてもい
ない。過去の成功体験からの脱却を目指しながら、結
局はその延長線上をずっと歩んできたに過ぎないのか
もしれない。改めて考えてみると「創造」とはほど遠い。
  無理に何もかも変える必要はない。過去に培ってきた
技術や経験を捨てる必要もない。そこから何か創れる
モノを見つけ出し、もっと広がりを持たせていかなけ
ればと感じる。頭の中ではわかっているのだが…。
　何もしなければ何も産まれないし、何の夢も持たな
ければ何も達成する事もない。
　でもどうすれば良いのだろう。結局は「自分で考える」
しか無いと言う事か。とにかく自分で考えて、がむしゃ
らに進んでいく。あとは、強い信念だけ。今はこの事
だけを考えて、とはいえ時代の流れに逆らうことなく
耽耽と前に進んで行こう。
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2013 年９月印刷の月

　日本印刷産業連合会が創設した「印刷の月」も本年
で 28 回を迎えました。
　印刷産業界のキャッチコピー「Printomorrow ～明
日のいいこと、印刷から～」をスローガンに、今年度
も９月 18 日（水）に東京で記念式典が開催されました。
また、式典では業界や組合の発展に寄与された方々の

表彰も行われ、併せて、「2013 年９月印刷の月アピール」
が行われました。
　また、会員各団体においても全国各地で種々の行事
が開催され、2013 年９月印刷の月開催を契機に、印刷
産業人としての自覚を高揚し、業界が一致団結して活
力あふれた事業活動を展開することが確認されました。

Topic 1 岡山県工組から藤原直樹氏が「印刷振興賞」を受賞

Topic 2 岡山県印刷関連産業協議会主催「９月印刷の月」イベント開催

　記念式典で日本印刷産業連合会表彰が行われ、岡山県工組から、前理事長の藤原直樹
氏が「印刷振興賞」を受賞されました。
　推薦理由として、「全印工連理事、岡山県工組理事長の要職を務めた。この間、全印工
連の組織・情報委員会委員、組織・財政改革特別委員会委員を務め、中国地区の組織強
化ならびに全印工連の財政基盤の向上に果たした功績は大きい。」

家族や子供たちの写真をカレンダーにプリント
　岡山県印刷関連産業協議会（岡山県印刷工業組合・岡山県製本工業組合・ジャグラ岡山県支部）は、９月８
日（日）岡山市表町の天満屋岡山店前で「印刷の月」のイベントを開催した。三団体の青年部を中心に役員
20 名が参加した。
　イベントの内容は、2014 年のカレンダーに家族や子供たちの写真をプリントをして贈り、そのカレンダー
には、来年秋開催される「ESD ユネスコ岡山会議」のシールも印刷され PR も行った。
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■ 平成 25 年９月 19 日（木）午後２時～  ■ 岡山県立図書館２階セミナー室

「助成金と労務の話」労務管理セミナー開催

　魅力のある地域企業を発掘し、大学・専門学校の学
生と就職担当者への情報発信と見学企業と各学校の情
報交流を目的に実施されました。この事業は、地域事
業の人材確保・定着を促進するため、「地域中小企業の
人材確保・定着支援事業」の一環として実施され、業種・
業界や地域ごとに訪問企業を選定し、貸し切りバスを
利用して企業訪問を行い、企業の経営方針や事業活動
の研究、製造現場の見学、入社５年以内の先輩社員か
らのメッセージなどを聞くことで、学生の企業に対す

るイメージ向上と地域企業の魅力発信に繋げることが
目的でした。今回は、９月４日（水）に県下の７大学
から 15 名の参加があり、朝９時から中国シール印刷、
友野印刷、シンコー印刷の３社を訪問、それぞれの会
社で経営方針や印刷現場の見学、先輩社員の話を聞き、
午後４時 30 分に散会しました。
　参加した学生からは「地元に根付いた企業の魅力を
発見し、心打たれた。」等の意見があり、次回の開催を
期待する声もありました。

中国シール印刷 友野印刷 シンコー印刷

岡山県中小企業団体中央会主催

地域中小企業の人材確保・定着支援事業合同企業見学会
西支部の印刷会社３社を訪問

～中国シール印刷、友野印刷、シンコー印刷～

　恒例の「労務管理セミナー」が穐田恒雄社会保険労務士を講師に開
催されました。
　今回は、最近特に問題になっている中小企業での労務問題について、
ＱアンドＡ形式で分かりやすく解説、また、厚生労働省の中小企業を
対象にした助成金事業について詳しく説明をいただきました。今回の
セミナーには 21社 24名の参加がありました。

知って
得する！



2013 年 11 月No. 347

5

おかやまいんさつつうしん　Printing Journal Okayama

　会社で最も低い時間給を計画的に 800 円
以上に引き上げる中小企業に、業務改善経
費として、年最大 100 万円が支給されます。

１．支給の要件は？
　　①　 会社内で最も低い時間給を４年以内に 800 円

以上に引き上げる計画を定めます。
　　②　 １年当り 40 円以上の賃金引上げをし、就業規

則等に規定します。
　　③　 賃金引上げのための業務改善として経費を支

給します。

２．支給額は？
　　上記③の経費の２分の１（上限は 100 万円です）

３．支給回数は？
　　 最低時給を１時間当り 40 円以上引き上げることと

業務改善の経費を支出した年度に支給されます。

４．業務改善助成金の対象となる経費とは？
　　・ 会議費：必要な会議の会場借用料等
　　・ 雑役務費：新設備の導入に伴い必要とされる労

働者への操作研修費用等
　　・ 印刷製本費：研修用資料、マニュアル等の作成

費用

　　・ 備品費：業務効率改善に資する備品購入に要し
た費用

　　・ 原材料費：業務効率改善のための設備製作等に
要した原材料費の購入費用

　　・ 機械装置等購入費：新設備の購入等に要した費用
　　　 印刷の高速化を目的に四色印刷機の購入、高速

度、高画質のレーザープリンターの購入等
　　・ 造作費：店舗改装、機械装置据付等に要した費用
　　・ 委託費：調査会社、システム開発会社等への業

務委託費用
　　・謝金：労務コンサルタント等への相談費用等

業務改善助成金のお問合せ、ご相談は、
岡山県労働局労働基準部賃金室へ
� TEL（086）225-2014

労務問題

Q

A

A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

「業務改善助成金」について教えて下さい。
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　全印工連の CSR（企業の社会的責任）は、従業員数
が 20 名以下の企業が 75％を占める小規模企業でも取
り組みやすいように、CSR を体系的にまとめてガイド
ラインに基づいて申請のためのチェックリストを策定。
ガイドラインでは中小印刷業の特質を踏まえ８つの領

域に分けてチェックリスト形式で列挙してあり、取り
組みやすい。
　全印工連では、認定普及拡大を図り、各企業の成長・
発展に寄与したいとしている。

全印工連ニュース

CSR認定制度　第２期 20社を認定
岡山県工組から広和印刷・研精同印刷２社が取得

　全印工連は、９月１日から全国の加盟組合員に対して、共済制度の普及と加入を促進するために、来年３月末
までキャンペーンを行っている。

〈生 命 共 済 制 度〉　前年度契約額の 10％以上の新規加入
〈総合設備共済制度〉　前年度加入数の 10％以上の新規加入
〈医 療 共 済 制 度〉　各工組の役員数の 10％以上の新規加入
　尚、岡山県工組では、生命共済を中心に加入促進を積極的に行います。

平成 25年度　共済キャンペーンを推進
平成 25 年９月～平成 26 年３月

　現在、全印工連では、加盟全組合員のメールアドレスの登録受付を、各県工組を通じて行っています。今後、
全印工連全体の情報提供網の強化、並びに各種アンケート調査事業等実施への利用を目的として、基本情報の
一つとして新たに取り扱うことになりました。
　岡山県工組も全組合員に登録要請をしています。未登録の方は 11月末迄にお願いします。

全印工連全組合員メールアドレスの登録に協力のお願い
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　中国シール印刷（西山隆三郎社長）は、2012 年９月
に開催された「第 24 回世界ラベルコンテスト」で最優
秀賞を受賞されました。今回のベスト・オブ・ベストは、
通常の全 22 部門を５部門に絞り、全優秀作品（世界一）
の中から、５部門における最も優れた作品に贈られる
賞で、９月 24 日にベルギー・ブリュッセルで開催され
た授賞式で最高賞「Best of Best」を受賞されました。
受賞部門は「レタープレス部門」
　西山社長は「今後もデザインや技術力を高めていき
たい」と抱負を述べられました。

 支 部 だ よ り

JGAS2013 視察と霊峰富士山旅行�～岡山南支部～
　10 月５日（土）
南 支 部 の メ ン
バーは、廣野支
部長引率のもと、
新しい業界の流
れを体感すべく、
JGAS2013 の視
察をおこないま
した。オフセット印刷機展示の縮小傾向の中、大型デ
ジタル印刷機が各社こぞって出展されていました。た
だ、展示会も東館の半分と少し物足りなさを感じる展
示会場でした。（視察記：三村信彦）
　JGAS の見学を終え東京で一泊。翌日、バスで一路富
士五湖へ。田沢湖での宿泊は露天風呂から富士山を一
望できると期待しましたが、残念ながら雲に覆われ何
も見えませんでした。次の日、五合目での観光タイム、
天が味方したのか、一瞬頂の雲が掻き消えて、念願の
霊峰の頂との対峙がかないました。
　２泊３日の研修旅行、参加者全員束の間の楽しい時
間を過ごすことができました。
〈JGAS視察・富士山ツアー参加者〉
廣野景治、十川宣登、難波弘之、野村京太郎、味谷剛志、
三村信彦、大塚泰文、大田　守、池上鎌三郎、廣野 Jr、
藤原　学、三村康彦

第24回世界ラベルコンテストで

最高賞受賞中国シール印刷
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 組 合 員 の 動 き
〈代表者変更〉
岡山南支部　石井印刷所㈲
　　　　　　代表取締役社長　石井泰次 氏
　　　　　　平成 25 年９月
〈訃　　　報〉
　　　　　　㈱中野コロタイプ
　　　　　　相談役　中野　奎三 様（享年 76 歳）
　　　　　　平成 25 年９月９日


