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鶴山公園

かくざんこうえん

津山藩・森忠政が 12 年の歳月をかけて 1616 年に完
成させた平山城。明治６年の廃城ですべて取り壊され
たが、広大な敷地に通路を迷路のように複雑に入り組
ませた石垣は、高さ 10m 前後もあり、遠くから見ると
何層にも重なり合う雄大さである。明治 33 年城郭は鶴
山公園として津山町の管理となり、昭和 38 年に国の史
跡に指定された。2005 年には城内最大規模の櫓である
『備中櫓』が再現された。春は西日本有数の桜の名所と
して知られ、石垣をバックに桜が乱れ咲く光景は圧巻
である。
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■ 岡山県印刷関連産業協議会
平成 28 年

「新年互礼会」開催
■ 平成 28 年１月 15 日（金） ■ アークホテル岡山
岡山県議会副議長、吉本けんじ岡山市会議員の皆様か

岡山県印刷関連産業協議会主催の「新年互礼会」が、

らご挨拶をいただきました。

１月 15 日（金）にアークホテル岡山で開催されました。

そして、ご来賓の方々による鏡開きの後、土師副会長

当日は、岡山県印刷工業組合、岡山県製本工業組合、ジャ
グラ岡山県支部の組合員と賛助会員（印刷関連産業）

の乾杯の音頭で互礼会が始まりました。そして、協議

の方々 170 名が集い盛大に開催されました。

会の企画委員会メンバーによる抽選会が行われるなど、

最初に、参加者全員による国歌斉唱を行い、続いて

最高に盛り上がった新年互礼会でした。最後に、大谷

主催者を代表して大塚泰文会長が開会の挨拶を行いま

副会長から今年１年がお互いに良い年になるようにと

した。ご来賓の方からは、片山虎之助参議院議員、石

祈念して、力強い１本締めで閉会しました。

井正弘参議院議員、山下たかし衆議院議員、佐藤真治

協議会会長

鏡開き

参議院議員

片山虎之助 氏

衆議院議員

山下たかし 氏

岡山市議会議員 吉本けんじ 氏

岡山県議会副議長 佐藤真治 氏

会場風景

2

大塚泰文 氏

No.

361
平成 27 年度下期

おかやまいんさつつうしん

Printing Journal Okayama

2016 年 3 月

「中国地区印刷協議会」開催
■ 平成 28 年２月 19 日（金） ■ リーガロイヤルホテル広島
工組からの分科会出席者は以下の通りです。

平成 27 年度下期「中国地区印刷協議会」が、広島で

・理事長会

開催されました。

大塚泰文理事長

・経 営革新マーケッティング委員会

会議には、中国地区５県から 48 名の役員が参加。全

西山隆三郎副

理事長

印工連からは、島村博之会長、生井義三専務理事が出

・環境労務委員会

味野浩一副理事長

最初に喜瀬 清会長の開会挨拶が「今、日本経済は目

・組織共済委員会

三村康彦副理事長

まぐるしく動き、円高やマイナス金利など年が明けて

・教育研修委員会

西尾源治郎副理事長

席されました。

景気は少しずつ悪くなっているように思える。印刷業
界も同じ状況が続いている。アベノミクスに対する期
待感も薄れてきている。そのような状況の中で、今こ
そ我々は業態変革に取り組まなければいけないと思う。
生き残るためにどうするか。お客様に認めていただけ
る会社になるには何をしなければならないか。自分の
会社を変える。一人でやることは難しい。仲間を作っ
てやることが必要。競争の時代から共創ネットワーク

中国地区印刷協議会 会長

作りが今こそ必要。目の前にあることを大切に実行す

喜瀬 清

る。今日の会議で一つでも参考になることを持ち帰っ
て、実行していただきたい。
」と挨拶がありました。
島村博之会長から、今期で全印工連の会長職を退く
との挨拶があり、会長としての４年間、取り組んでき
た事業についての成果と反省について語られた。
生井専務理事からは、現在、全印工連が取り組んで
いる事業内容について説明がありました。主な項目は

全日本印刷工業組合連合会 会長

以下の通りです。
＊用 紙等諸資材価格動向および官公需問題に関する
調査結果に基づく要望
＊第９回 MUD コンペティションの結果
＊印刷業経営動向実態調査の実施
＊オフセット印刷工場用 VOC 警報機のご案内
＊技能検定製版職種 DTP 作業の実施準備状況
等の報告がありました。
全体会議の後、各分科会が開催されました。岡山県

各県理事長
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経済産業省／税制改正（予算案）

ものづくり・商業・サービス補助金継続へ
新規設備の固定資産税を半減（３年間の時限措置）
経済産業省の 2015 年度補正予算案と 2016 年度予算案・税制改正が決まった。
中小企業関連においては、生産性向上、地域経済の活性化・新陳代謝の促進などを支援する各種施策を講じる。
中小企業の設備投資を促す「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」
（ものづくり補助金、15 年度補正予算案）
は、14 年度とほぼ同額の 1,020 億 5,000 万円を計上した。これは、中小企業の革新的な新商品・サービス開発、生
産性向上のための設備導入を支援するもので、補助率は３分の２、補助上限額は１件当たり 1,000 万円。設備投資を
伴わない小規模な額の取組みは 500 万円。大幅な生産性向上（投資利率５％以上）への取組みは１件あたり 3,000 万
円まで上限額を引き上げる。
省エネを通じた中小企業の生産性向上などを目的とする省エネ設備の導入を支援する事業（中小企業等の省エネ・
生産性革命投資促進事業、15 年度補正予算案）として、442 億円を計上。導入する設備単位ごとの省エネ効果などで
簡易に申請が行える制度を創設。空調、ボイラー、照明など高効率の省エネ設備への更新を重点的に支援。補助率は
３分の１。
販路開拓用のチラシ作成や商品パッケージ製作などの費用を補助する小規模事業者支援パッケージ事業（持続化補
助金等、15 年度補正予算案）には、100 億円を計上。
補助率は３分の２。１件あたりの上限は 50 万円。窓口は各地の商工会、商工会議所になる。
その他、
中小企業経営者の経営課題など相談に応じる窓口「よろず支援拠点」の整備と「専門家派遣」に 59 億 7,000
万円を、また、中小企業の人材対策事業に 18 億 1,000 万円、事業継承、事業再生支援に 56 億 4,000 万円、資金繰
り支援に 966 億 2,000 万円が織り込まれた。
また、税制面においても事業活動を支援する。
中小企業が取得する新規の機械装置に対して、固定資産税（税率 1.4％）を２分の１に軽減する制度を創設する。
160 万円以上の生産性を高める装置が対象になっており、2018 年度末までの３年間の時限措置となる。
特例も延長される。例えば、マイナンバー制度への対応のために、パソコンや金庫、ソフトウエアなど 30 万円未満
の減価償却資産を取得した場合、合計 300 万円を限度に全額損金算入（即時償却）できる。適用期間は 2018 年３月
31 日まで。
生産性向上設備投資促進税制に関しては、
これまで「即時償却」または、
「税額控除５％」の選択制による優遇措置だっ
たが、
４月１日より「特別償却 50％」または「税額控除４％」の選択制に変わる。適用期間は 2017 年３月 31 日まで。
〈お問い合わせ先〉
岡山県中小企業団体中央会 経営・労働支援課

℡（086）224 － 2245
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穐田

恒雄

「キャリアアップ助成金」について、教えて下さい。

この度キャリアアップ助成金が拡充されました。

その中でも、もっとも利用されている正規雇用等転換コースは、６ヶ月以上働いている有期契約労働者を正規雇用
した場合にもらえる助成金です。
若者等を一定期間、有期契約労働者として採用し、業務を経験した後、企業で定めた制度（手続き、要件、実施時期）
に従って無期契約や正規雇用に転換してみてはいかがでしょうか。
細かい要件はありますが、中小企業だと、有期契約から正規雇用にすると、一人当たり 50 万円支給されていたとこ
ろが、60 万円に拡充されました。
金額はいずれも一人当たりの金額で（

）内は改正前の金額です。

○有期雇用から正規雇用：中小企業

60 万円（50 万円）

大 企 業

45 万円（40 万円）

○有期雇用から無期雇用：中小企業

30 万円（20 万円）

大 企 業 22.5 万円（15 万円）
○無期雇用から正規雇用：中小企業

30 万円（30 万円）

大 企 業 22.5 万円（25 万円）
＊改正後の支給額が改正前の支給額を下回る場合は、平成 28 年３月 31 日までの間、改正前の支給額が適用されます。
＊この他、有期・無期雇用の非正規労働者を勤務地限定社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換した場合等
の助成額も拡充されます。
尚、助成金を受給するためには、以下のような一定の条件が必要です。
①就業規則の整備

②雇用契約書の整備

④タイムカード等が整備されていること

③給与明細があること
⑤残業代をしっかり払っていること

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認下さい。
＜お知らせ＞
労務問題で穐田社労士に聞きたいことがありましたら、事務局へご連絡下さい。
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［

岡山県中小企業団体中央会主催

合同企業見学会〜バスツアー〜開催

］

２月 16 日（火）
、24 日（水）の２日間、中央会主催
による県内大学生・専門学校生を対象にした印刷会社・
製本会社の見学会が開催された。参加者は両日とも 20
名で、印刷会社や製本会社の工場見学、各社の製品が
出来るまでを研修し、若手社員からは就職するまでの
心構えなどを教わった。見学会の会社は以下の通り。
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＊２月 16 日：広和印刷㈱、㈱ブックス、西尾総合印刷
㈱、シンコー印刷㈱
＊２月 24 日：協同精版印刷㈱、コーホク印刷㈱、日宝
綜合製本㈱、山陽印刷㈱

日

㈱

製本

合
宝綜

コーホク印刷㈱

広和印刷㈱
協同精版印刷㈱

山陽印刷㈱

第９回メディア・ユニバーサル
デザインコンペティション 佳作受賞
作品タイトル：外国人観光客の困ったを解決！
指さしコミュニケーション
メ ン バー：中 谷 博之／坂越 生章／武内 繭／
光岡 菜々子／黒江 ひとみ／小原
尚之／前田 紗希／渡邉 菜月
仕
様：Ａ６サイズ／ 16 ページ／中綴じ
近年外国人観光客が増加傾向にあるため、日本旅行
中に使用することを想定した「指さしコミュニケーショ
ンツール」を制作しました。誰にでも読みやすくする
ために文字の大きさに配慮し、直感的に伝えたい内容
がわかりやすくなるように項目ごとに色分けをしたり、
アイコンを活用するなどの工夫をしました。また、サ
イズもかさばらない大きさとページ数を検討し、持ち
運びやすさにもこだわりました。
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〈共済委員会からのお知らせ〉

「生命共済加入促進」キャンペーン実施中

新春恒例「第９回親睦ボウリング大会」開催

岡山県印刷工業組合では、「生命共済」の加入

■ 平成 28 年１月 24 日（日） ■ 両備ボウル

促進キャンペーンを実施しています。

岡山県印刷関連産業協議会主催の「第９回親睦ボウリ

共済ならではの割安な掛金、迅速でフレキシブ

ング大会」が、両備ボウルで開催された。当日は、７

ルな対応が魅力です。経費の節約・従業員の福祉

社 28 名が参加し２ゲームトータルでの試合が行われ

向上に是非お役立てください。

た。女性参加者には 20 ポイントが加算された。試合終
了後、表彰式が行われ、大塚会長から賞品を授与され、
楽しい時間を過ごした。

事務局だより
◆組合のうごき

〈上位入賞者〉
優勝

友国 智（シンコー印刷）
１G 224 点、２G 245 点

２位

13 日（水） 中央会新年祝賀会

有竹正彦（コーホク印刷）
168 点

３位

12 日（火） 三役会

合計 469 点

188 点

合計 356 点

1月

藤井芳恵（PCK 高速印刷）
147 点

156 点

14 日（木） 第３回 JPPS 講習会
15 日（金） 新年祝賀会
24 日（日） 協議会「ボウリング大会」

合計 303 点

26 日（火） 広告協会審査会
５日（金） 第４回 JPPS 講習会
９日（火） 三役会
16 日（火） 中央会バスツアー見学会
2月

17 日（水） 中央会広報委員会
19 日（金） 下期中国地区印刷協議会
24 日（水） 中央会バスツアー見学会
26 日（金） 第５回 JPPS 講習会

◆今後の予定

３月、４月

３日（木） 三役会
3月

11 日（金） 広告協会審査会
24 日（木） 第４回理事会
25 日（金）「JPPS」ヒアリング

4月
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７日（木） 三役会
21 日（木） 第１回理事会
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編 集 後 記
平成 27 年度も３月を残すだけとなりました。
「労働環境向上事業」としての助成金事業も終わ
り、平成 28 年度は新たな計画に取り組みます。も
う一度、
基本に立ち返り印刷業界が「競争」から「共
創」へと進めることができる計画が必要と思います。


（Ｋ）

大阪支店/〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号

TEL.06-6771-5568

FAX.06-6772-9661
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㈱高

田

洋

紙
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㈱ペーパーックス岡山

TEL.292-8500
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㈱丸

TEL.225-5151
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TEL.244-1234
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