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　備前岡山の南の玄関口として江戸時代から明治にか
けて北前船の出入りで賑わった下津井港は、通りに残
る漆喰塗りの虫小窓や平瓦貼りなまこ壁を備えた家々
が作りだす美しい景観や、明治初期に活躍した回船問
屋を復元した「むかし下津井回船問屋」などが、当時
の繁栄を今に伝えている。豊富な魚介類を誇る漁港は
今も変わらず盛況で、中でも「下津井蛸」が有名で、
港の近くでは 11月頃からは蛸を天日干しした風景が見
られる。

下津井港
しもついこう
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　平成 27年度の通常総会が、５月 22日（金）午後５
時から、アークホテル岡山で開催された。
　開会宣言の後、出席者数 59名（本人出席 23名、委
任状出席 36名）で、総会が成立する旨の報告が事務局
からあり、総会が始まった。
　最初に、大塚泰文理事長より「理事長に就任しまし
て、１年が過ぎました。この１年、印刷業界は大変に
厳しい１年でした。少し、経済情勢の明るさは出てき
たと思いますが、まだまだ中小印刷業にとっては、厳
しい１年になると思います。組合では、今年度も労働
環境向上事業の助成金を受けながら、積極的に事業を
行ってまいります。また、昨年から検討してきました、
島根県・鳥取県工組との災害時に於ける支援協力に関
する基本協定を７月２日に締結する運びとなりました。
詳細につきましては、今後三組合で検討しますが災害
が多い現在、組合員皆様の会社を守るためにご協力を
頂きますようお願いします。」と、挨拶があり大塚理事
長が議長に選任され、議事の審議が行われ全議案が満
場一致で承認された。

審議された議案

第１号議案　�平成 26年度事業報告及び決算関係書類承
認の件

第２号議案　�平成 27年度賦課金の額及び徴収の時期方
法決定の件

第３号議案　�平成 27年度事業計画案及び収支予算案承
認の件

第４号議案　�平成 27年度借入金の最高限度額及び借入
金融機関決定の件

特別報告
「災害時における支援協力に関する基本協定」締結に関
する件
　岡山県印刷工業組合・島根県印刷工業組合・鳥取県
印刷工業組合が締結する基本協定について事務局から
説明があり、７月２日に調印式が開催されることも併
せて承認された。

　総会終了後、「20年以上勤続優良従業員表彰」が行
われ、大塚理事長から表彰状と記念品が一人一人に手
渡された。

大塚理事長挨拶

参加者の皆さん

　平成 27 年度　「通常総会」開催
■ 平成 27 年５月 22 日（金）  ■ アークホテル岡山
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５月 22日（金）に開催された「通常総会」の席で、「20年以上勤続優良従業員表彰」が行われました。
今年度の受賞対象者は、15社 35名でその内表彰式に参加されたのは、７社 13名でした。

20年以上勤続優良従業員表彰

平成27年度「20年以上勤続優良従業員表彰」受賞者（敬称略）
・山陽印刷㈱� 竹永裕司　蜂谷浩道　河原正樹
・シンコー印刷㈱� 田口泰宏　湯川　浩　太田邦夫
・広和印刷㈱� 吉行史生　岡崎　明　細川直樹
・活文堂印刷㈱� 今井正信　田中聖子
・サンコー印刷㈱� 山本一義　池上政義　小林久見子
・㈱ PCK高速印刷� 森末　昌
・協同精版印刷㈱� 武内　秀　長森智彦　岡本真治
・㈱岡文館印刷所� 中谷臣希　石原慎二　片岡信之
・㈱玉島活版所� 東　正博
・㈱廣陽本社� 兼本安子
・㈱津山朝日新聞社� 岩谷厚久
・コーホク印刷㈱� 水田和夫　安井益美　松尾義賢　山崎　一　岩堂裕一郎
・㈱大西商店� 吉田悦子　近馬秀嘉
・研精堂印刷㈱� 高瀬幸治　西谷卓也　笹井千恵　岡本朋子

山陽印刷㈱の受賞者

シンコー印刷㈱の受賞者

㈱ PCK 高速印刷の受賞者

活文堂印刷㈱の受賞者広和印刷㈱の受賞者

サンコー印刷㈱の受賞者 協同精版印刷㈱の受賞者
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災害時における支援協力に関する基本協定

　昨今、温暖化現象の影響か、毎年、日本中のどこかで自然災害に見舞われ、大きな被害がでています。また、予測
しがたい地震や津波などによる影響は計り知れないものがあります。中国地方でも、いつ起きてもおかしくない予測
不可能な災害が起きる可能性があります。
　それに対応するには、平常時からの準備対応が必要ですし、急がれます。お客様の情報や印刷物を守る、従業員の
命を守る、そして会社を守るという企業の存続の為の手立てを地域を越えて考えなくてはなりません。
　岡山県工組はこの度、島根県工組・鳥取県工組と「災害時支援協定」を締結する運びになりました。協定の内容は
基本的な項目だけですが、調印後に具体的な支援活動について検討します。また、この協定を基に、組合員同士の情
報交換や業務面での協力態勢の構築など、平常時の連携強化もこの協定の目的としています。

岡山県印刷工業組合（以下「甲」という。）と島根県印刷
工業組合（以下「乙」という。）鳥取県印刷工業組合（以
下「丙」という。）は、甲乙丙の管轄内に於いて地震、風
水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合
（以下「災害時」という。）に於ける支援活動について、次
の通り協定を締結する。

（趣旨）
第１条
　この協定は、原則として災害時において、甲乙丙の協力
要請に基づき、相互に協力することにより、甲乙丙組合員
の業務を迅速かつ円滑に遂行できるようにするために、必
要な事項を定めるものとする。

（協力要請）
第２条
　この協定に定める災害時の協力要請は、原則として甲乙
丙が災害対策本部を設置し、書面による要請を行った時を
もって発動する。ただし、書面により難い場合は、口頭で
の要請でも発動するものとし、事後、速やかに書面にて通
知するものとする。

（協力範囲）
第３条
　甲乙丙は、前条による一方からの協力要請に基づき、そ
の組織力や所属する組合員が持つ専門技能並びにネット
ワーク、各種関係団体とのつながり等を最大限に活かし、
状況に応じて次に掲げる協力を行うものとする。
　⑴　�印刷物作成するために必要な甲乙丙組合員の設備、

技術等の情報提供と組合員の紹介の窓口
　⑵　�管内で発生した災害に関する情報収集及び双方の情

報交換
　⑶　その他、甲乙丙協議により定めた活動
２，�甲乙丙の組合員は、それぞれの紹介により、組合員自

身の責任と費用負担にて個別契約を締結し、印刷物作
成の協力を実行するものとする。

３，�前項の場合において、甲乙丙は組合員を紹介するのみで
あって、万一個別契約に関して組合員間で紛争が発生し
たとしても、個別契約に関しては一切の責任は負わない。

（情報交換）
第４条
　甲乙丙は、平常時から相互の連絡体制及び災害発生時の
対応に関する情報交換を行い災害時に備えるものとする。

（協定の普及及び啓発）
第５条
　甲乙丙は、災害発生時の活動を円滑に行うため、平常時
からそれぞれ組合員及び関係機関に対して、この協定の普
及及び啓発に努めるものとする。

（有効期間）
第６条
　この協定は、協定締結の日から効力を発するものとし、
甲乙丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その
効力を有するものとする。

（協議）
第７条
　この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が
生じた時は、甲乙丙が協議して定めるものとする。

　この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙
丙記名押印の上、各自１通を保持するものとする。

平成 27 年７月２日

甲　岡山県岡山市北区磨屋町 10-20
　　岡山県印刷工業組合
　　理事長　大塚泰文

乙　島根県松江市黒田町 424-1
　　島根県印刷工業組合
　　理事長　谷口博則

丙　鳥取県鳥取市徳尾 125-14
　　鳥取県印刷工業組合
　　理事長　松田恒勇

「災害時における支援協力に関する基本協定」締結について
岡山県印刷工業組合・島根県印刷工業組合・鳥取県印刷工業組合

■ 期日　平成 27 年７月２日（木）　　■ 会場　アークホテル岡山
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特別セミナーのお知らせ
「社会保障・税番号制度（マイナンバー）」概要説明会の開催

■ 開催日　８月 20 日（木）14：00 ～　■ 会場　アークホテル岡山
■ 講師　あきた労務管理事務所　穐田　恒雄 氏

　平成 25年５月、衆参両院において「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」（番号法）が可決、成立しました。この法律に基づく社会保障・税番号制度がいわゆる「マイナンバー
制度」です。本年 10月から、住民票を有する国民全員に個別番号（マイナンバー）が記載された「通知カー
ド」が送付され、平成 28年１月から利用開始になります。
　マイナンバー制度は、社会保障分野・税分野・災害対策分野に適用されるため、行政民間の区別を問わず
全ての事業所において、全従業員・家族の個人番号を収集し、厳格に管理する義務があり、個人情報漏洩な
どの法令違反が発生した場合は、厳しい罰則が科されることになります。
　そのため、関連する業務を担う経理・人事部門においては「マイナンバー制度」及び「特定個人情報の適
正な取り扱いに関するガイドライン」の概要を熟知し、利用開始に向けて制度への対応準備を早期に始める
必要があります。

BCP（事業継続計画）策定支援セミナーを開催
　BCP（Business�Continuty�Planning）とは、自然災害などの不測の事態に備えて、事業の継続のために、
平常時から行うべき行動や緊急時における事業継続の方法・手段等を取り決めておく計画のことです。
　岡山県印刷工業組合では、７月２日（木）に島根県工組・鳥取県工組と「災害時支援協定」を締結するに当たり、
「BCP事業継続計画」策定の支援セミナーを開催します。
　巨大地震等が予想される中、BCP策定は各企業において喫緊の課題であります。

岡山県印刷工業組合主催「BCP 事業継続計画」策定支援セミナー
　■開催日：７月 22日（水）13：00～
　■会　場：第一セントラルビル
　■講　師：細坪信二氏（危機管理対策機構�事務局長）
　■参加費：無料　　■お問い合わせは、組合事務局（086）223-6351

岡山県産業振興財団主催「中小企業 BCM 推進実践塾」開催
　岡山県産業振興財団主催の「BCP策定」セミナーは、下記の日程で開催されます。
　■開催日：７月 21日（火）、８月 21日（金）、９月 18日（金）、10月 23日（金）
　■会　場：テクノサポート岡山（岡山市北区芳賀 5301）
　■参加費：無料　　■お問い合わせは、岡山県産業振興財団中小企業支援課
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

課税される
所得金額

加入前の税額 掛金月額ごとの加入後の節税額

所得税 住民税 掛金月額
１万円

掛金月額
３万円

掛金月額
５万円

掛金月額
７万円

200 万円 104,600 円 205,000 円 20,700 円 56,900 円 93,200 円 129,400 円
400万円 380,300 円 405,000 円 36,500 円 109,500 円 182,500 円 241,300 円
600万円 788,700 円 605,000 円 36,500 円 109,500 円 182,500 円 255,600 円
800万円 1,229,200 円 805,000 円 40,100 円 120,500 円 200,900 円 281,200 円
1,000 万円 1,801,000 円 1,005,000 円 52,400 円 157,300 円 262,200 円 367,000 円

出典：中小機構・小規模企業共済制度（平成 26年）

Q 1   「小規模企業共済」とは？

A 1 　国が運営する「経営者のための退職金制度」の
ことです。個人事業主や会社役員の方が、あらかじめ掛
け金を積み立てることで、退職または廃業されたときに、
その後の生活や事業を再建させるためのお金として受け
取ることができます。

Q 2   「小規模企業共済」のメリットは？

A 2
①月々の掛け金が、全額所得控除になります。
　月額最大の 70,000 円の掛け金で積み立てた場合、
年間 840,000 円の所得控除を受けることができます。
②�受け取った共済金（退職金）は、退職所得または雑
所得として扱われます。
　一括での受け取りの場合は、退職所得として扱われ
ます。分割での受け取りの場合は、公的年金等の雑所
得として扱われます。

③掛け方、受け取り方を選ぶことができます。
　掛け金は、月額 1,000 円から 70,000 円の範囲内で、
自分で設定することができます。受け取り方は、一括
受け取り、分割受け取り、一括と分割の併用での受け
取り、を選択することができます。
④満期がありません。
　小規模企業共済には、定期預金や個人年金とはこと
なり、満期はありません。退職または廃業されたとき
に受け取ることができます。
⑤受け取る共済金が掛け金を超えます。
　今現在、上乗せされる利率は 1.0%（2014 年８月現
在）と高いため、銀行の利子率に比べると有利です。
⑥小規模共済の加入条件について。
　常時使用する従業員数が、20人（商業とサービス業
では５人）以下の個人事業主と会社役員です。
＊�なお、印刷業については従業員数が、20人以下であ
れば可能です。
⑦節税額については下の表をご確認ください。
⑧�詳しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構の以下
のホームページでご確認ください。

　http://www.smrj.go.jp/skyosai/

Q 国が運営する、経営者のための退職金制度
「小規模企業共済」について

掛金の全額所得控除による節税額
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 支 部 だ よ り

岡山西支部

　岡山西支部（友野昌平支部長）は、５月 29日（金）
に支部会を開催、平成 26年度の事業会計報告と今年度
の事業計画について報告がなされた。また、「災害時支������
援協定」や「マイナンバー」についての報告と意見交
換がなされた。

岡山南支部

　岡山南支部（廣野景治支部長）は、４月 30日（木）に、
支部会を開催した。
　廣野支部長から、理事会報告、災害支援協定などの
報告と、秋に予定している研修旅行の提案（IGAS）に
ついて話し合われた。

岡山県印刷関連産業協議会
協議会ニュース

News
「JP2015 情報印刷産業展」見学会
　５月 16日（土）に、インテックス大阪で開催されて
いる「JP2015 展」の見学会が開催され、５社 17名が
参加した。
　当時は、８時に岡山を出発、11 時から午後３時ま
で見学会としてそれぞれ個々に会場内の機材展やセミ
ナーへ参加した。

 組 合 員 の 動 き
〈社名変更〉
　岡山県農業印刷株式会社（小山壱也社長）は、６月
１日付けで社名を「ノーイン株式会社」と変更されま
した。

［ 色上質紙を幼稚園に寄贈 ］
　岡山県印刷工業組合の青年部会（池上鎌三郎
会長）は、組合員企業へ使用予定のない残紙（色
上質紙）の提供を呼びかけ、約 125,000 枚の
提供を受け、岡山県私立幼稚園連盟に加盟する
幼稚園に５月に贈呈しました。幼稚園では、園
児達が笑顔で迎えてくれ「ありがとう」と元気
な声で感謝の気持ちを表していました。
　池上会長は「これからも地域社会と共生し、
地域社会と良いコミュニケーション・繋がりを
創るよう努めます。」と提供してもらった組合員
に対しても感謝していました。
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　梅雨に入り、今年も自然災害が心配な時期になり
ました。
　組合では、島根・鳥取県工組と「災害支援協定」
を締結します。もしもの時に、お互いに助け合おう
という協定です。そのような事態にならないことを
祈るばかりです。
 （Ｋ）
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