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　正式名称は「最上稲荷山妙教寺」。明治の神仏分離令
の際、特別に「神仏習合」の祭祀形態が許された仏教
の流れを汲む稲荷であるため、お寺でありながら鳥居
や神宮形式の本殿があるなど神仏習合時代の形態を数
多く残しています。仁王門はインドの殿堂様式で建造
された石造りの珍しいもので、平成 21年（2009）に
登録有形文化財に指定されています。
　伏見・豊川に並ぶ日本三大稲荷の一つとして数えら
れており、初詣シーズンには毎年岡山県下最大の参拝
客（約 60万人）で賑わいます。
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　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、組合運営に格別のご支援、ご協力を賜り
厚く御礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。
　永い間、低迷していた日本経済は、安倍政権の経済
政策「アベノミクス」が登場して、日本の景気は回復
基調になったと言われています。上場企業の業績も過
去最高の業績で、従業員の給与やボーナスの上方修正
も行われようとしています。また、雇用関係について
も各社新規採用する企業が増えており、雇用面でも大
幅な改善がなされています。
　ただ、課題とすれば中国・韓国を中心とする外交問
題・TPP 問題などが政治課題として残された１年で
あったと言えます。
　一方、印刷関連業界は、日本経済の回復基調にはほ
ど遠く、特に、中小印刷業界にとっては、厳しい１年
でありました。
　平成 24年の全国の「出版・印刷・同関連産業」の製
造品出荷額は、5,473,573 百万円で、10 年前の平成
14年の出荷額 7,411,140 百万円と比較して約２兆円
の減少となっています。その要因としては、景気の低
迷が長く続いたこともありますが、何と言っても、イ
ンターネット関連の発達により、紙媒体の大幅な減少
が余儀なくされていることでしょう。

新年を迎えるにあたり

　平成 26 年の日本経済は、何と言っても４月から消
費税が３％上がって８％になることでしょう。昨年来、
好調に推移してきた景気回復も、消費税アップにより
低迷していく可能性があります。中小印刷業にとって
は、ただの３％といっても大変な問題です。
　また、取巻く環境としては、インターネット関連の
益々の機能強化で、広告媒体や情報通信機能が、紙媒
体から移行していくスピードも速くなってくると思わ
れます。
　そのような状況の中で、全印工連は昨年末「印刷道
～ソリューション・プロバイダーへの深化～」を発表
し、これからの中小印刷業のあり方を指針として提案
しました。
　各社各様の経営、営業方針があると思いますが、是非、
ご一読いただき参考にしていただいたらと思います。
　今年も組合としまして、従来にも増して組合員の皆
様に的確な情報提供を行うと共に、活動を通じての仲
間づくり、「競争から共創」の関係づくりの事業を行っ
てまいります。この１月から厚生労働省「中小企業労
働環境向上助成金」事業に１年間取り組んでまいりま
す。例年にも増して多彩な事業を行いますので、積極
的に参加していただきますようお願いします。
　今年は、皆様にとって良い年になりますよう祈念し
て、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

岡山県印刷工業組合

理 事 長

安 井 英 規
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　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜り
ましたことを厚くお礼申し上げますとともに、本年も
一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、昨年は富士山の世界遺産登録、2020 年の東
京オリンピックの開催決定、アベノミクスによる景気
回復傾向など、日本全体が活気づくニュースが相次ぎ、
漸く薄日が差し始めましたが、印刷業界におきまして
は、資機材の値上げ問題、消費税率の引き上げに向け
たカルテルの準備など、引き続き環境変化への対応を
迫られた年でした。
　このような中、全印工連では、昨年 10月に開催され
た全印工連フォーラムにおいて、2020年までの印刷産
業の将来像を予測し、今後の発展を期するための指針
とする「印刷道～ソリューション・プロバイダーへの
深化～」を発表し、その中で、印刷業が進化し得る方
向性として、地域活性プロモーター、特定業界スペシャ
リスト、メディアプロダクトメーカー、パーソナルメ
ディアショップ、印刷製造スペシャリストの６つのカ
テゴリーを提案しました。
　これまでも、印刷産業は社会・文化の一翼を担う非
常に重要な役割を果たしてきました。「情報」と「感性」
を様々なメディアを通じて提供し、人々の生活を彩り、
暮らしを豊かにする誇り高い仕事というアイデンティ
ティは今日においても受け継がれており、私たちはこ
れを次世代に引き継いでいかなければならない責任が
あります。

　時代は移り変わっても、「印刷」のアイデンティティ
は普遍です。今回のビジョンの発表にあたり、あえて「印
刷道」という言葉を使ったのは、「印刷」の原点に立ち
返り、これからも社会から必要とされ、社会を支える
産業としての大きな可能性を追い求め、それを確実に
摘み取る道を歩む宣言をするためです。
　ユーザーやクライアントが求めている、また、これ
から求められるであろう様々なソリューションを提供
し得るのは、あらゆる産業界に通じている印刷産業に
他なりませんし、私たちはそれに応えていかなければ
なりません。
　全印工連では、全国の組合員の１社１社が明確なビ
ジョンを掲げ、その達成に向けて着実な前進を図るた
めのサポートを、全力を挙げて力強く支援していく所
存です。
　結びに、2014年が皆様にとって明るく希望に満ちた
素晴らしい一年となりますよう心から祈念いたしまし
て、念頭のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

全日本印刷工業組合連合会

会 　 長

島 村 博 之
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■ 平成 25 年 11 月 27 日（水）  ■ 県立図書館会議室

　「第３回理事・監事会」が、11月 27日（水）午後２
時から県立図書館会議室で開催されました。安井理事
長が所用で欠席のため、西尾副理事長が議長として議
事が進められました。
　以下の議案が提案、報告されました。

１．平成 25年上半期事業報告及び収支報告について
　栗平専務理事から、４月から９月末までの上半期の
事業報告及び収支報告が行われた。特に質問・意見も
無く了承されました。

２．「中小企業労働環境向上助成金」事業について
　今年度、厚生労働省が行う「中小企業労働環境向上
助成金」事業の申請を、岡山労働局へ 10月提出、11
月初めに事業計画が承認された経緯について説明が行
われました。平成 26年１月から 12月までの１年間の
事業について、費用の３分２の額が支給されることに
なり、最大 600万円の助成金が支給されます。
　事業としては、教育セミナー、見学会、講演会、展
示会などの事業、組合員意識調査業界 PRのためのポス
ター、新聞広告なども事業として取り組むことになり
ます。
　組合員への周知は別途計画書を作成してお知らせす
ることとなりました。

３．�「中小規模事業場安全衛生サポート事業」計画につ
いて

　厚生労働省の事業を中央労働災害防止協会が行う事
業で、事業場の労働安全衛生の指導を無料で実施する
もので、組合を通じて申し込み指導を受けることが出
来ます。
　既に、岡山県工組の組合員３社が、工場内のチェッ

クを受けて改善に取り組んでいます。希望の組合員は、
事務局へお問合せ下さい。

４．その他
（１）新年互礼会について
（２）「ジクロロプロパンの規制強化」について
（３）�全印工連「CSR 認定」「メールアドレス登録」に

ついて
　以上の内容で「第３回理事・監事会」が開催され、
午後４時に修了しました。

説 明 普 及 会

　理事会の前に下記の内容の説明普及会が開催されま
した。
１．テーマ　「VOC排出抑制のための自主取組について」
２．説明者　�中国経済産業局　環境・リサイクル課　

課長　中村　実氏
　尚、内容については次号に掲載いたします。

　平成 25 年度　「第３回理事・監事合同会議」開催
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　中国５県の青年部 28名が、鳥取に集まり中国ブロッ
ク協議会が開催されました。
　大会のテーマは「もう一つの選択価値創造をめざし
て～私たちのブランド戦略・実践～」をもとに、全国
青年印刷人協議会の安平健一副議長の講演「もう一つ
の選択軸創造を目指して～私たちのブランド戦略・実
践編～」に始まり、実践報告、グループ討議など積極
的な意見交換が行われました。
　印刷業界は、「コストダウン競争による低価格販売か
らの脱却」を図らなくてはならない状況にあります。
早く低価格競争から脱却し、価格に頼ることなくお客

様から選ばれる「商品づくり」「サービスづくり」「企
業づくり」が急務になっています。新しい時代の変化
に適応した独自の「新しい企業価値」を構築し、社内・
社外の係わる人全てに向けて「価値」を浸透させてい
く「ブランディング活動」を実践しなければいけない
と思います。青年部の各メンバーも実践に向けて取り
組んで行きます。� （池上鎌三郎）

岡山県工組からの参加者
池上鎌三郎、三村理秀、二階堂勝、橋本宗憲の４名

■ 平成 25 年 11 月 16 日（土）  ■ 鳥取県立図書館会議室

　第 25 回全国青年印刷人協議会　「中国ブロック協議会鳥取大会」開催

　㈳日本印刷産業連合会（足立直樹会長）は、「消費税
の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を
阻害する行為の是正等に関する特別措置法」（平成 25
年法律第 41号）に基づき 12月５日、公正取引委員会
に消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係わる共同行
為（カルテル）の実施届出書を提出し、受理された。

共同行為の内容

⑴転嫁の方法の決定に係わる共同行為
　①�協定参加各事業者は、それぞれ自主的に定めてい

る本体価格（消費税増額分を転嫁する前の価格）
に消費税増額分を上乗せするものとする。

　②�消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数

の処理方法の決定は四捨五入とする。ただし、協
定参加各事業者が取引先との間で端数処理の方法
について合意した場合には、当該合意した方法に
従うものとする。

⑵表示の方法の決定に係わる共同行為
　①�協定参加各事業者は「○○円」（税抜き価格）「○

○円＋消費税額」など、消費税が別途課される旨
を明示するものとする。

　②�協定参加事業者は、価格交渉を行う際に税抜き価
格を提示するものとする。

　以上が公正取引委員会に認可された内容です。今後
の各組合員みなさんへの対応については、詳細をご連
絡します。

全印工連ニュース

日印産連、消費増税に関する
共同行為（カルテル）を公取が認可
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　このサイトでは、補助金・助成金などの公的支援が
充実しています。トップページから施策別メニューの
補助金・助成金へとお進み下さい。種類も大変多いので、
該当する補助金・助成金が見つかるかも知れません。
　ただし、補助金・助成金の名称が、「小規模事業者…」
となっている場合、印刷業で従業員 20人以下の企業で
ないと対象になりません。「小規模事業者等…」となっ
ている場合、中小企業に該当していたら申請すること
が可能です。
　また、このサイトでは、補助金・助成金以外にも以
下のような有益な情報が満載です。

①�創業・企業関係
②�人材・採用関係

③�海外展開
④�専門家派遣

　補助金・助成金についてのお問い合わせは、下記へ
お願いします。
　　中小企業庁　経営支援課� 03︲3501︲1763
　　岡山県産業労働部経営支援課� 086︲226︲7353
　　岡山県産業振興財団　中小企業支援課
� 086︲286︲9626

労務問題

Q

A

A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

国や公的機関の支援策を知りたいのですが、お勧めのサイトがあれば教えて下さい。

中小企業庁が開設している「ミラサポ」がお勧めです。
アドレスは、http://www.mirasapo.jp/ です。

　「岡山県最低賃金」は、平成25年10月30日から、
時間額703円に改訂されました。「地域別最低賃金」
は、岡山県内で働く全ての労働者に適用されます。
　使用者も労働者も必ずチェックして正しい運用を
お願いします。

岡山労働局からのお知らせ
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 支 部 だ よ り
岡山南支部

三協紙工の新社屋見学と支部会開催
　岡山南支部（廣野支部長）は、12月９日（月）午後
12時から、三協紙工新社屋の会議室で支部会を開催し
た。支部会では、廣野支部長から理事会の報告と意見
交換が行われた。そして、三協紙工の難波社長から業
務内容の説明、新商品紹介があり、その後に新工場の
見学を行った。会社入り口には、新製品の展示場も開
設されていた。昼間の支部会であったが、出席者は９名、
事務局１名の 10名であった。

 組 合 員 ニ ュ ー ス
MUD教育検定３級合格
㈱三浦印刷所　三浦　信彦�氏（常務取締役）が 11月
に３級検定に合格されまし
た。岡山県工組では、１名
が２級、４名が３級検定に
合格しています。

　現在の印刷関連産業界を取り巻く経営環境は、非常
に厳しい状況にありますが、今後も印刷需要が大幅に
減少することが予測される中で、同じ業界の一部の事
業者によってルールを無視した値下げや取引慣行の悪
化などが大きな問題となっています。
　印刷・製本企業が加盟する協議会として、「お客様」、
「印刷会社」「製本会社」がお互いの立場を理解し、そ
の中での取引慣行の改善について、専門の講師を招き
研修会が行われました。
　講師は、㈱ビジネスコミュニケーション研究所の田
中信一氏をお招きし研修を行いました。
　参加者は 26社、53 名で、印刷会社、製本会社の代
表から取引の現状や問題点を挙げて田中講師より今後
もお互いのコミュニケーションをとり進めて行く必要
を述べられました。

研修会参加者

協議会ニュース

「今こそ印刷関連産業、WIN/WINの
関係づくり」研修会開催

●平成25年11月30日（土）午後５時～  ●後楽ホテル

会社の内容を説明する難波社長
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　新年おめでとうございます。
　今年こそはと思う正月でしたが、やることはいつ
もと同じでした。
　インターネットの普及で生活文化も大きく変わっ
てきていますが、昔から伝わる日本文化は大切にし
ていかねばならないと思います。
　特に、紙の文化、年賀状や手紙はメールの字より
相手の方に心が伝わります。
　もっと紙の暖かさを伝えて行きたい今年です。
 （Ｋ）

 編 集 後 記


