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　美星天文台は井原市美星町の吉備高原の高台に位置
し、360 度の展望が開けた全天で光害防止条例で守ら
れた美しい星空を見ることができます。中国地方最大
規模の公開天文台で、誰でも気軽に望遠鏡で星を見る
ことができ、初めて望遠鏡にふれる人や家族連れはも
ちろん、アマチュア天文家の高度な天体観測にも利用
されています。

美星天文台
びせいてんもんだい
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　岡山県印刷工業組合設立 60 周年、岡山県印刷関連産業協議会設立 10
周年事業として「PRIC フォーラム岡山 2015」が開催されました。
　主催は岡山県印刷工業組合、協賛は岡山県印刷関連産業協議会・岡山
県製本工業組合・ジャグラ岡山県支部・岡山県洋紙商連合会の協力を頂
き開催されました。
　開催主旨は、印刷業界を取り巻く環境が大きく変化している状況の中
で、組合員企業や印刷関連企業の方々が、未来を切り拓くための自己研
鑽を目的に、参加型の講座を開催。
　協議会の賛助会員からは、新しい商品・新技術の情報発信のフォーラ
ムを開催。
　併せて、地域の一般の方、県内大学生、専門学校生の皆さんにも印刷業界を PR することを目的に開催されました。
　午前 10 時からの開会式は、廣野副理事長の司会進行で行われました。当日、大塚理事長が全印工連の会議出席で不
在のため、岡山県印刷関連産業協議会の大谷 博副会長が開会の挨拶、賛助会員代表として岡山県洋紙商連合会の高田
正彦会長の挨拶があり、フォーラムがスタートしました。
　今回のフォーラムには、12 社の賛助会員の皆さんが出展していただき、それぞれの印刷関連商品の紹介や実演など
の会場構成で、午前 11 時から見学会が始まりました。
　また、セミナー関係は３講座が午後１時から開催されました。
　今回のフォーラムは、昨年から組合や協議会の企画委員会で検討してきましたが、印刷・製本組合の青年部会の若
い方々の協力と賛助会員の皆さんの協力で初めて開催することができました。
　当日の参加者は、セミナー講座へは 102 名、展示会へは約 100 名、計 202 名でした。
　短時間の開催や狭い展示会場でしたが、盛り上がったフォーラムではなかったかと思います。（事務局：栗平）

「PRIC フォーラム岡山 2015」開催
～学びと新たなネットワークの構築～

■ 開催日　平成27年10月17日（土）　■ 会場　第一セントラルビル１号館 ５階

大谷副会長 高田会長
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〈フォーラム出展企業と内容〉
＊岡山県洋紙商連合会
　 伝統と創造、和紙と現代の技術を繋ぎ、新しい表現を模索
＊合同印刷機材㈱
　 「Windows データを印刷可能なデータに一発変換」「このような紙も POD

で OK」「封筒大革命少量印刷からビジネスチャンス」
＊㈱小森コーポレーション
　 印刷に関するオフセット、デジタルや資材、機材等の提供を通じて、印刷

の新たな可能性、最新情報を提供
＊㈱中国インキ商会
　①ユーザー様のご好評の資材を厳選し紹介 
　②コダック無処理版の展示 
　③中古機材売買の斡旋
＊デュプロ㈱
　 紙折機 DF ー1200／ エアーサクション給紙を採用し重走検知機能も標準装

備搭載　アート・コート紙にも対応
＊東洋インキ中四国販売㈱
　 カラーユニバーサルデザイン支援ツール、環境調和型枚葉インキ、高機能

ＵＶ硬化型インキ及びコートニス
＊日宝綜合製本㈱
　 PUR 製本の実例サンプルと極小ロットに対応するデジタル印刷のハードカ

バー製本を紹介
＊ハイデルベルグ・ジャパン㈱
　 ハイデルベルグの推奨消耗品群「Saphira」及び IGAS 情報提供
＊富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
　 独自のソリューション「FUJIFILM SUPERIA」を提案、利益に繋がる省資

源サポート
＊リコージャパン㈱
　 ホワイトトナーによる次世代プリンティングと紙とデジタルの融合による

印刷新規開拓方法の紹介
＊サカタインクス㈱
　 印刷インキ関連、POD、デジタル印刷関連、工場備品周辺資材を紹介
＊内外グループ
　 パウダーレスインキ ／ 宛名プリンタ メンテナンス等の各種セミナー案内 /

DTP
　デジタルプレス オンデマンド印刷 以上 12 社

〈セミナー・講座関係〉
＊講座ー１
　タイトル： 古くて新しい「紙」と言うメディアの活用方法～新規受注のキー

ワード～
　講師：百合 智夫 氏　CAMROCK SYSTEMS
　内容： 情報伝達の進化を踏まえ、新しい技術やノウハウを使って、最終的

には POD や印刷に落とし込んでいく方法を事例として紹介。
＊講座ー２
　タイトル： 不景気な市場だからこそ、印刷現場で「売上」と「利益」を上

げる
　講師：稲葉 徹 氏　タケミ株式会社
　内容： オフセット印刷機のメンテナンスと技術指導から、印刷現場のあら

ゆる問題と課題を解決。現場力は営業力
＊講座ー３
　タイトル：進化・新化・深化する製本技術
　講師：寺見 晃一 氏　他２名
　内容：① 進化する製本 糊綴じ・DM 加工の最新技術を紹介
　　　　② 新化する製本 クライアントの課題を解決する新しい製本方法
　　　　③深化する製本 製本会社の枠を越えた製本

会場風景

百合 智夫講師

稲葉 徹講師

寺見 晃一講師
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Information

「日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）」講習会始まる

　平成 17 年４月１日に「個人情報保護法」が施行され、個人情報を取り扱う印
刷業は事業所の大小や取り扱い情報の多少に拘わらず、情報の取得・保存利用に
関する基礎知識や管理体制の整備が必要になりました。
　印刷会社によっては「Ｐマーク」を取得されている会社もありますが、岡山県
工組は、全印工連の「日本印刷個人情報保護体制認定制度」（個人情報保護法に
基づき印刷関連事業所を適用範囲に構築）の第１回の講習会を実施しました。
　この「JPPS」講習会は５回開催（10 月、12 月、１月、２月、３月）
され、４月に認定されます。
　第１回目の講習会は、10 月 23 日（金）に開催されました。
　今回の講習会に参加された組合員企業は以下の通りです。
　 ・㈱ PCK 高速印刷・㈱橋本印刷所・㈱印刷工房フジワラ
　・㈱三浦印刷所・㈱廣陽本社
　・㈱プリントケイ・活文堂印刷㈱・㈱広進社印刷　８社

Information

「戦略的CSRのご提案」セミナー開催
～持続可能な経営を目指すために～

　教育委員会では、「戦略的 CSR のご提案」と題して、セミナーを開催しました。
　・開催日：平成 27 年 10 月 28 日（水）　14：00 ～ 16：00
　・会　場：第一セントラルビル５階研修室
　・講　師：全日本印刷工業組合連合会
　　CSR 委員会委員長 池田 幸寛 氏
　・受講者： 11 社 15 名
　・内　容
　　 池田講師から、CSR の意義、印刷業界の CSR、何故、CSR が必

要かなど地域密着型の中小印刷業界だからこそ CSR（企業の社会
的責任）への取り組みが必要である。地域社会から必要とされる
魅力ある印刷会社になるための CSR について解りやすく提言を
いただいた。
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　岡山県中小企業団体中央会は、創立 60 周年記念大会を開催しました。
　当日は会員組合など約 350 人が出席。武田修一会長が「地域の雇用を支えている中小企業の連携、組織化を一層推
し進め、生産性の向上を図ると共に地方創生の担い手になっていこう」と挨拶され、来賓の祝辞の後、組合での活動
に長年尽力した役職員や団体など 95 人の表彰があり、式典は終了しました。
　現在の会員数は 523 組合（４月１日現在）

　岡山県中小企業団体中央会「創立 60 周年記念大会」開催
■ 平成 27 年 11 月５日（木）　■ 岡山プラザホテル

　岡山県中小企業団体中央会の「創立 60 周年記念大会」で、岡山県印刷工業組合から以下の４名の方が組合功労者と
して表彰されました。
　・全国中小企業団体中央会会長賞　　安井 英規 氏
　・岡山県中小企業団体中央会会長賞　藤原 直樹 氏
　・岡山県中小企業団体中央会会長賞　大塚 泰文 氏
　また、組合事務局専従者の栗平靖彦事務局長に対して、岡山県中小企業団体中央会会長賞が贈られました。
　また、岡山県製本工業組合（大谷 博理事長）は、中央会会長賞を受賞しました。

岡山県印刷工業組合から４名「功労表彰」受賞

会場風景武田会長

安井 英規 氏 藤原 直樹 氏 大塚 泰文 氏
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労務問題 A
社会保険労務士　穐田　恒雄

& ??Q

　キャリアアップ助成金とは、パート・ア
ルバイトなど主に期間の定めのある労働契
約で雇用している従業員（以下、「有期契約
労働者」といいます）を正社員など期間の

定めのない契約に転換した場合に国から支給される助
成金です。
　また、有期契約労働者に対して職業訓練を行う場合
にその間の賃金助成や費用の助成もあり、人材育成に
はお勧めです。

　以下に助成金のポイントをまとめましたので、ご参
考になさってください。

キャリアアップ助成金の種類
 ※（　）額は大企業の額です

【１．正規雇用・無期雇用転換コース】
　有期契約労働者を正規雇用または無期雇用にした場合
　　正規雇用：１人あたり 50 万円（40 万円）
　　無期雇用： １人あたり 20 万円（15 万円）…基本給

を５％以上増額が必要
　無期雇用労働者を正規雇用した場合
　　　　　　　１人あたり 30 万円（25 万円）

■主な受給要件
◦ 有期契約・派遣などの形態で通算６ヶ月以上就業し

ていた従業員、または事業主による有期実践型訓練
を修了した有期契約労働者であること

◦ ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成
し、労働局長の認定を受けること

◦ 作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の
労働者を正規または無期雇用に転換し、６ヶ月雇用
を維持・賃金を支払うこと

※ 対象労働者の合計人数は１事業者につき１年度 10 名
まで（平成 26 年３月１日～平成 28 年３月１日は１
事業所につき１年度 15 名まで）

■申請方法
　正社員などへ転換してから６ヶ月分の給与支払いを
行った日の翌日から２ヶ月以内に事業所の所在地を管
轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。

【２．人材育成コース】
　有期雇用労働者などに対して OJT または一般職業訓
練（Off-JT）を行った場合
OJT１人あたり： 賃金助成 １時間あたり 800 円（700

円）
　＊１人あたりの助成時間数は、680 時間が限度
Off-JT１人あたり： 賃金助成 １時間あたり800円（500

円）
　＊１人あたりの助成時間数は 1,200 時間が限度
　　および経費助成 上限 10 万円（７万円）/ １人あたり
 （訓練が 100 時間未満の場合）

■主な受給要件
◦ 申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用する

労働者が対象であること
◦ ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成

し、労働局長の認定を受けること
◦ 職業訓練計画届を提出し、認定を受けること
※ 訓練計画届は、申請する事業所がいつ、どこで、ど

んな訓練を行うかを記載した計画書になります。

■申請方法
　「職業訓練期間の終了日の翌日」から２ヶ月以内に事
業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する
必要があります。

　その他にも【処遇改善コース】、【健康管理コース】、
【短時間正社員コース】、【パート労働時間拡大コース】
等があります。
　詳しくは、お近くのハローワークでお尋ねください。

Q
A

最近よく耳にする、キャリアアップ助成金について教えてください。
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 支 部 だ よ り

岡山南支部

「IGAS2015」視察と名古屋・岐阜旅行
　９月 11 日（金）南支部旅行を兼ねて４年に一度に
開催される「IGAS2015」を視察。大型印刷機の出展
が減少する中で、デジタルプリントをはじめデジタル
サイネージ、販促グッズなど様々な分野の出展があり、
会場は東南アジア諸国からの見学者でにぎわっていま
した。夜は、東京湾での屋形船の懇親会を満喫。
　２日目は、普段は通り過ぎる名古屋で名物を食する
観光。そして、宿泊地の岐阜長良川温泉では、観光コー
スでは体験できない鵜飼の様子を見聞。翌日は、国宝「犬
山城」の見学、そして広大な敷地に多くの明治時代の
重要文化財が立ち並ぶ「明治村」をまさにタイムスリッ
プしたような感覚で散策。
　今回も視察を兼ねた南支部旅行。東京では早朝に震
度４の地震に遭遇し、まさに BCP の必要性を感じなが
ら無事に帰ることができました。
 （南支部長 廣野景治）

◆新刊紹介「印刷白書 2015」発刊
　日本印刷技術協会は、「印刷白書 2015」を発刊しま
した。この白書は３部構成になっており、１部「特集」
では、デジタルマーケティング手法を取り入れていか
に費用対効果の高いメディア提案するかなどの課題に
取り組んでいます。２部「印刷・関連産業の動向、技
術トレンド」３部「印刷産業の経営課題」が解りやす
く説明されています。
○ 価　格　組合員：8,300 円（税込み）
　　　　　一　般：9,900 円（税込み）
○申込み　岡山県印刷工業組合

◆事務局報告
中国地区「事務局研修会」岡山で開催
　中国５県の印刷工業組合事務局員を対象にした「事
務局研修会」が、11 月６日（金）岡山県工組の担当で、

「せとうち児島ホテル」で開催された。
　この会議は、毎年秋に持ち回りで開催する会議で、
５年振りに岡山で開催された。
　会議は、各県工組が取り組んでいる事業などについ
て情報交換を行ったり、事務局の抱える問題について
話合いを行った。
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大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号大阪支店/〒543-0033
TEL.06-6771-5568　FAX.06-6772-9661

岡山県洋紙商連合会
㈱石 本 洋 紙
 岡山市北区大内田 769-5 TEL.292-8500

岡 山 紙 商 事㈱
 岡山市北区富田 53-1 TEL.225-5151

㈱高 田 紙 店
 津山市東新町 25 TEL. （0868）23-2154

㈱高 田 洋 紙 店
 岡山市南区米倉 72-3 TEL.244-1234

㈱ペーパーックス岡山
 岡山市北区大内田 715-2 TEL.292-5131

㈱丸 加
 岡山市北区岡南町 2-2-36 TEL.222-0216

㈱光 畑 紙 店
 岡山市北区北長瀬本町 13-3 TEL.255-6788

　今年も残り１ヶ月余りとなった。
　組合設立 60 周年を迎えた本年、来年から新たな
年が始まる。
　政治・経済・社会環境の変化が激しい昨今、どう
対応していくか、
　来年も課題が多い年になりそうである。
 （Ｋ）

 編 集 後 記




