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矢吹副支部長挨拶

役員会報告

第８回MUDコンペティションの実施について

環境・労務委員会より　有機溶剤とは

組織・共済委員会より　第13回パークゴルフ大会

経営革新・マーケティング委員会より 「共創ネットワーク」へのご参加のご案内
教育・研修委員会より　「印刷の月」事業報告

「2014北海道情報・印刷産業展｣のご案内

2014北海道情報・印刷産業展公式セミナーのご案内
第20回 北海道青年印刷人フォーラム」のご案内

ハイデルベルグ・ジャパン＆RICOH共催セミナー
ハイデル・フォーラム21 第53回 北海道地区会セミナー開催のご案内

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社主催
「i-Communication経営セミナー2014」のご案内

キヤノンマーケティングジャパン株式会社主催　「iPカレッジin札幌」のご案内

「北海道よろず支援拠点」のご案内
「2014 年夏季の省エネルギー対策」のご案内
「2014 職業能力開発推進者講習」のご案内

「仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主への助成金」のご案内
「パートタイム労働法改正」のご案内

「補助金」のお知らせ
「主婦インターンシップ」のご案内
「健康管理手帳」のご案内

「経営者保証に関するガイドライン」のご案内
「労働安全衛生法改正」のご案内
「北海道すきやき隊（子育て応援団）」のご案内

「短時間正社員導入・運用改善支援セミナー」のご案内
「平成26年度 ダイバーシティ経営企業100選募集」のご案内

暑中広告

組合員紹介

業界動向／編集後記

モエレ沼芸術花火大会
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ご

挨

拶

北海道印刷工業組合
札幌支部
副支部長

矢 吹 英 俊

このたびの役員改選にて札幌支部の副支部長兼、教育・研修事業

委員長を仰せつかりました株式会社ホクラミ矢吹と申します。

北海道印刷工業組合に参加させて頂きまだ 1 年半と経験が浅い中で

のこの大役に不安も大きいですが、岸支部長を中心に変化と勢いのある

役員会に参加させて頂ける事に楽しさも感じております。

若輩ではございますが組合の趣旨に則って組合員の皆様のお役に立

てるよう努力して行きたいと思います。

まずは見える化、ものづくり助成金のセミナーやライセンスプログラム事

業等、全日本印刷工業組合連合会や北海道印刷工業組合が進めてい

る組合員が受けられるメリットが多数ありますのでそちらを札幌支部の皆

様に有効活用して頂けるよう情報発信を行い、MUD等の資格取得の為

の研修会や社員教育研修の企画、開催を進めて組合員の皆様が競争

の激しい印刷業界の中で勝ち残っていく為のお手伝いをさせて頂きたい

と考えております。

また、印刷の月事業を通して印刷工業組合の札幌市民への貢献活動

や北海道情報・印刷文化典札幌大会等の取り組みの中で少しでも札

幌支部の PRになるよう活動して行きたいと思っております。

経験が浅い為、今までのやり方から外れた事をしてしまうかもしれませ

んが皆様温かい目を持ってご指導ご協力宜しくお願いいたします。

株式会社ホクラミ

矢吹　英俊
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「第８回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」募集要項

■開催趣旨
各産業界および個々の企業の社会的責任が重要視されている現在、印刷業においてもその責

務を果たすためのコンプライアンス活動が求められています。全日本印刷工業組合連合会では
それを踏まえて、すべての人に優しく、誰もが快適に利用できることを目的としたユニバーサ
ルデザインの考え方に準じ、デザインや文字など、より多くの人に伝わる情報を提供する「メ
ディア・ユニバーサルデザイン（MUD）活動」に、取り組んでいます。

この取り組みをより強固なものとするために、一般社会に対してMUD活動の意義と必要性
を広くアピールし、印刷業界においては印刷技術の向上に貢献することを目指して、本年も「第
８回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」を開催します。

コンペには創意工夫の凝らされた作品が数多く集まり、回を重ねるごとにレベルは向上して
います。今回も一般の方だけではなく、高齢者・障がい者や子ども、外国人などすべての人に
対して優しいデザインの実現を目的とする、斬新なアイデアに富んだ作品を募集します。

■主　催
全日本印刷工業組合連合会

■後　援〔予定・順不同〕
経済産業省
国際ユニヴァーサルデザイン協議会
読売新聞社
朝日新聞社
日本経済新聞社
一般社団法人日本印刷産業連合会
一般社団法人日本プロモーショナル・マーケティング協会
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
公益社団法人日本パッケージデザイン協会
日本図書設計家協会
NPO法人 メディア・ユニバーサル・デザイン協会
NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構

■協　力〔予定・順不同〕
東洋インキ株式会社
株式会社イワタ
ＥＩＺＯ株式会社
株式会社モリサワ
全国印刷緑友会
一般社団法人日本グラフィックサービス工業会・
SPACE-21
日本青年会議所 メディア印刷部会

■応募期間
2014 年９月１日㈪ ～11月28日㈮〔当日消印有効〕

■応募作品〔例〕
・カレンダー　・地図　　・パンフレット　・サイン
・パッケージ　・チラシ　・ポスター　　　・ラベル
・ゲーム（ＵＮＯ、トランプ等）など

■応募資格
一般の部：プロ・アマを問わず、どなたでもご応募い

ただけます。
学生の部：大学・短期大学・専門学校・高等学校に在

籍している学生・生徒。

■応募対象作品
2013年７月以降に制作されたものとします。

■応募方法
作品１点とデータ１点（CD-Rにai ／ eps ／ jpeg ／
pdfいずれかの形式でアウトライン化して保存したもの）
を、出品申込書とともにお送りください。
※入選作品に選ばれた場合、ご提出いただいたデータを

もとに受賞作品集の制作を行います。

■出品料
一般：3,000円（応募作品１点につき）　学生：無料
※2014年11月28日㈮までにお振込願います。

■振込先
口座名義：全日本印刷工業組合連合会

三菱東京UFJ銀行　八重洲通支店　当座預金　9007457

みずほ銀行　　   京橋支店　　  当座預金　0114231

りそな銀行　　   東京中央支店  当座預金　1362911

商工組合中央金庫　本店　　　　  当座預金　2021935

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
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■授与賞
◆一般の部

・経済産業大臣賞（申請中）：表彰状、賞金100,000円
・優秀賞　　　　　　　  ：表彰状、賞金  50,000円
・佳　作　　　　　　　  ：表彰状、賞金  10,000円

◆学生の部
・経済産業大臣賞（申請中）：表彰状、図書カード 30,000円分
・優秀賞　　　　　　　  ：表彰状、図書カード 10,000円分
・佳　作　　　　　　　  ：表彰状、図書カード   3,000円分

■審査日
予備審査日：12月16日㈫
本 審 査 日：12月17日㈬

■審査結果発表日
2014年12月24日㈬
※入選者のみ入選通知書をお送りいたします。

■審査基準
ａ．メディア・ユニバーサルデザインの観点から、見やす

さにおいて優れているもの。
ｂ．斬新な発想とアイデアにより、独自の新規性や工夫・

技法が考慮されているもの。
ｃ．色彩構成だけでなく企画・デザイン・素材などの組み

合わせにより、メディア・ユニバーサルデザインの配
慮がなされているもの。

ｄ．それぞれのメディア（部門）において、実用的かつ機
能的なもの。
以上４点を総合的に勘案し審査を行い、最も優れた作

品を経済産業大臣賞として表彰します。

■審査委員〔予定・敬称略〕
伊藤　　啓

（東京大学分子細胞生物学研究所 脳神経回路研究分野  准教授）

経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課  担当官

古田　晴子
（国際ユニヴァーサルデザイン協議会  理事）

武者　廣平
（NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構  理事長）

土生　英彦（色覚問題研究グループぱすてる  事務局長）

高橋　正実（MASAMI DESIGN）

橋田　規子
（芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科  教授）

日原佐知夫（創造意匠）

伊藤　裕道
（NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会  理事長）

橋本　　博
（NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会  事務局長）

土屋　勝則
（全日本印刷工業組合連合会・教育・研修委員会  委員長）

■表彰式
日　程：2015年２月もしくは３月を予定
会　場：未定

■注意事項
⑴応募期間を過ぎての作品の応募、および振込期限を

過ぎての出品料の振込がなされた場合は、審査およ
び入選対象から除外しますので、ご注意願います。

⑵作品の保管場所や審査会場・展示会場の都合により、
作品のサイズによっては実物による出品の受付がで
きない場合があります。

⑶応募作品およびデータの返却はいたしません。

■知的財産権について
⑴応募作品の知的財産権は、応募者に帰属することと

します。従って、応募者は応募作品に関して、自ら適
切な権利処理を行い、第三者の権利を侵害するもの
でないことを保証するものとします。

⑵応募作品が第三者の権利を侵害していることが判明
した場合、また、類似が認められる場合は、審査対象
からの除外、または受賞を取り消す場合があります。

⑶入選作品は展示・公開され、応募作品は各種の印刷
媒体・ホームページ等に掲載される場合があります。
また、その時に一部の変形及び翻案を行う場合があ
ります。

⑷その他、第三者による権利侵害等の紛争が生じた場
合、応募者が解決することとし、主催者は損害賠償
等の責任を一切負わないものとします。

　
■作品応募先

〒166-8539　東京都杉並区和田1-29 -11
公益社団法人 日本印刷技術協会内

「第8回メディア・ユニバーサルデザイ
ンコンペティション」係

ＴＥＬ：０３－３３８４－３１１１
ＦＡＸ：０３－３３８４－３４８１
※応募作品の提出先が、上記に変わりましたのでご注

意ください。

■お問合せ先
〒104-0041　東京都中央区新富１-16-８

日本印刷会館４Ｆ
全日本印刷工業組合連合会

「第8回メディア・ユニバーサルデザイ
ンコンペティション」係

ＴＥＬ：０３－３５５２－４５７1
ＦＡＸ：０３－３５５２－７７２７
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環境・労務委員会より
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環境・労務委員会より
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組織・共済委員会より
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組織・共済委員会より
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経営革新・マーケティング委員会より

教育・研修委員会より

印刷の月事業のお知らせ

全印工連「共創ネットワーク」へのご参加のご案内
拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、組合事業推移に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、全印工連では、本年度、互いの強みを活かし合うという考えのもと、全国規模で技術・機械・

営業ツールなどの情報交換のできるネットワーク構築を企画しています。
情報は、メールマガジンで組合員に配信し、全印工連ホームページ内で閲覧できるよう予定していま

す。
つきましては、趣旨をご理解いたき、貴社におかれまして、全国の組合員に発信し、ビジネス交流を

図りたい情報」がありましたら、下記によりお知らせくださいますよう、よろしくお願いします。
敬具

記

⒈ 募集締切日　　平成 26 年８月 20 日㈬　
⒉ 提 出 方 法　　貴社の発信したい情報の内容を 400 字程度でまとめてください。

特にフォームは設けません。
⒊ 提　出　先　　北海道印刷工業組合

〒064-0808　札幌市中央区南８条西６丁目
FAX　011-562-6072
E-mail　info@print.or.jp 
※郵送、FAX、またはE-mailでお送りください。

前年まで４年間「STOP THE DRUG」の冊子を作り市内の学校に配布しておりましたが、期間終了に
伴い今期から新しい企画で事業を行うことになりました。
そこで今期は『モエレ芸術花火2014』に印刷物で協力する事に致しました。

理由としては
⒈　こちらの花火大会が札幌市の中小企業が協力して行っている地域貢献事業である事。
⒉　印刷の月である９月開催である事。
⒊　印刷物での協力が出来る事
⒋　色々な人が集まっているので印刷工業組合札幌支部のPRにもつながる事

これらの理由で今期は『モエレ芸術花火 2014』に協力する事で印刷の月事業とさせて頂こうと思い
ます。

具体的な協力内容ですが、花火大会で当日配付されるプログラムの印刷を印刷工業組合札幌支部で請
ける事になります。こちらの印刷を行っていただける会員様を募集し抽選会を行います。詳細は別紙に
てご案内致しますのでご参照頂き是非、ご応募頂ければと思います。

また、この花火大会は有料制なのでこちらの観覧チケットも印刷工業組合特別価格にて販売致しま
す。今年は札幌で初めて尺玉（豊平川の倍の大きさ）があがります。モエレ沼花火実行委員が薦める綺麗
に見える席を用意しましたので是非ご家族でご覧になって下さい。ただ、数に限りがございますのでお
早めにお申し込み宜しくお願い致します。
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「2014北海道情報・印刷産業展｣のご案内
〜9月4日・5日・6日、アクセスサッポロで開催〜

[2014北海道情報・印刷産業展出展社名]
■製版・画像処理関連機材
ダイヤミック株式会社、株式会社Too、株式会社ピクト
リコ、富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株
式会社、三菱製紙株式会社、 株式会社メディアテクノロ
ジージャパン

■印刷機械
リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー株式会社

■POD機器
キヤノンマーケティングジャパン株式会社、コニカミノル
タビジネスソリューションズ株式会社、富士ゼロックス
北海道株式会社、リコージャパン株式会社、理想科学
工業株式会社

■製本機械
株式会社ウチダテクノ、株式会社勝田製作所、株式会
社正栄機械製作所、デュプロ万博株式会社、株式会社
永井機械製作所、株式会社ホリゾン東テクノ

■情報機器・周辺機器・材料
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社、エディックスシステ
ム株式会社、エプソン販売株式会社、株式会社沖デー
タ、株式会社グラフィックサポー ト、株式会社江東錦精
社、株式会社光文堂、株式会社五色、株式会社コスモ
テック、株式会社サンクレエ、シナジーコミュニケーショ
ンズ株式会 社、株式会社情報工学研究所、株式会社
竹尾、東京ラミネックス株式会社、株式会社ニクニ、株
式会社日研化学研究所、ピーエス株式会社、フォント
ワークス株式会社、株式会社ホクラミ、株式会社ミマキ
エンジニアリング、株式会社ムサシ、武蔵工業株式会
社、メディアコンフォート株式会 社、株式会社モリサワ、
株式会社山櫻、株式会社ヨシダ機材、和幸商事株式会
社

■その他
共同印刷機材株式会社、株式会社フカミヤ、北海道立
札幌高等技術専門学院、北海道印刷工業組合
詳細は、下記ホームページ（北印工組）をご覧ください。

【ホームページアドレス】
http : / /www.pr in t .or . jp /event/ index-
sangyo2014.html

北海道情報・印刷産業展実行委員会（北海道印刷
工業組合、北海道グラフィックコミュニケーション
ズ工業組合、北海道製本工業組合、北海道 フォーム
印刷工業会、一般社団法人日本グラフィックサービ
ス工業会北海道支部、北海道紙器段ボール箱工業組
合、北海道印刷機材販売業者懇話会）は、2014 北
海道情報・印刷産業展を９月４日㈭、５日㈮、6 日
㈯の３日間、札幌市白石区のアクセスサッポロで開
催します。

9 月 4 日㈭に「望まれる印刷・関連企業になるた
めに【第 8 弾】」の公式セミナーを 3 つのテーマで
開催します。

＜開催概要＞
[主催]
北海道情報・印刷産業展実行委員会
北海道印刷工業組合
北海道グラフィックコミュニケーションズ工業組合
北海道製本工業組合
北海道フォーム印刷工業会
一般社団法人日本グラフィックサービス工業会北海道支部
北海道紙器段ボール箱工業組合
北海道印刷機材販売業者懇話会

[後援]
経済産業省北海道経済産業局、北海道、札幌市

[協賛]
株式会社印刷出版研究所、株式会社日本印刷新聞社、
ニュープリンティング株式会社

[会期]
9月4日㈭、5日㈮、6日㈯
午前９時30分から午後5時（最終日は午後4時まで）

[会場]
アクセスサッポロ
札幌市白石区流通センター4丁目3番55号
会場行無料バスは運行されていません。
公共交通機関をご利用の場合は、地下鉄東西線「大谷
地駅」またはJR函館本線「厚別駅」下車が便利です。
自家用車でご来場の方は無料駐車場が利用できます。

[出展機器]
印刷機械、プリプレス機器、製本機械、情報機器、
その他加工機械等総合印刷機器

[出展社・小間数]
49社 153小間
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2014北海道情報・印刷産業展公式セミナーのご案内
「望まれる印刷・関連企業になるために【第８弾】」の公式セミナーを下記、３つのテーマで開催します。
奮ってご参加ください。

《2014 北海道情報･印刷産業展公式セミナー概要》
それをいろいろ事例を交えてお話しします。

３．9月4日㈭　15：00 〜 16：15
リコージャパン株式会社
テーマ：「２つのワンストップから印刷ビジネス拡大を考

える！」〜既存ビジネスの隣に解がある〜
講　師：株式会社バリューマシーンインターナショナル

取締役副社長　宮本　泰夫　氏
印刷市場が縮小する中、印刷会社においてはソリュー

ションビジネス提供型への転換やトータルサービス・ワ
ンストップサービス化を推し進めると いう動きが活発化
しています。

しかしながら、ただやみくもに思いついたことやお客
様から求められた範囲のことを行ってもビジネスとして
根付くのは難しいと考えます。

本セミナーでは、バリューマシーンインターナショナル
オリジナルである「縦のワンストップサービス」および「横
のワンストップサービス」の考え方に焦点をあて、印刷ビ
ジネス拡大のシナリオを考えます。

※「印刷経営・技術研修会」と併催

○日時：平成26年9月4日㈭
※各セミナーにより講演時間が異なります

○会場：アクセスサッポロ 2階 レセプションホール
（札幌市白石区流通センター 4丁目３番 55 号）

○定員：80人
（申込み先着順・定員になり次第締め切ります）

○受講料：無料
○申込方法：別紙、申込書に必要事項を記載の上、FAX
（０１１−５６２−６０７２）へ送信ください。

○申込期限：平成26年8月22日㈮　※事前予約制
○交通案内：自家用車でご来場の方は無料駐車場が利

用できます。
公共交通機関をご利用の場合は地下鉄東西線「大谷地
駅」またはJR函館本線「厚別駅」下車が便利です。（会
場行無料バスは運行していません）

１．9月4日㈭　11：00 〜 12：15
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
テーマ：「キヤノンが考える新しいプリンティングビジネ

スの可能性」
講　師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社ＰＰ

Ｓ企画本部　プロダクションサポートセンター
部長　中野　周行　氏

社会に流通する情報量が爆発的に増加し続け、生
活者が処理できる情報量とのギャップがますます大きく
なってきております。

その中で、生活者にいかに発信する情報に興味を
持ってもらい、購買行動を起こさせるかがマーケティン
グのキーになってきております。

また、テクノロジーの進化により、“マス”から“個”へ、
より精緻なマーケティングアプローチを図ることが可能
になってきました。

本セミナーでは「マーケティング×印刷テクノロジー」
を中心にキヤノンの“課題解決型プリンティングビジネ
スへの挑戦”をご紹介いたします。

２．9月4日㈭　13：00 〜 14：15
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社
テーマ：「印刷会社にこれから本当に求められる

〜想いを形にする仕事〜」
講　師：感動会社 楽通　代表　田村　慎太郎　氏

お客様にとって印刷会社は必要なのでしょうか？答え
はお客様にあります。

例えば、お客様はチラシという印刷物を作りたいので
はなく、そのチラシを見てもらうことによって、見た人が
来店する、商品を買ってもらうとい う効果が欲しくて印
刷物を作っています。

しかし、想いはあってもそれをちゃんとビジュアルに変
えることができないお客様のほうが多いのです。

実はそこに印刷会社のチャンスがあるのです。
お客様のその先のお客様のことまで考え新しい印刷

物の力をどんどん発信するそんな印刷会社にまりません
か。

第20回 北海道青年印刷人フォーラム」のご案内
〜 9月6日、アクセスサッポロで開催〜

　
北海道印刷工業組合青年部事業委員会は、「第20回北海道青年印刷人フォーラム」をグローバルとローカルを合わせた「グ

ローカル」をテーマに 開催します。
詳細は、下記ホームページ（北印工組）をご覧ください。

【ホームページアドレス】
http://www.print.or.jp/training/forumseinen20th.html
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８月28日㈭開催　ハイデルベルグ・ジャパン＆RICOH共催セミナー
ハイデル・フォーラム21　第53回 北海道地区会セミナー開催のご案内

クライアントの視点から見た提案営業のポイント!!
印刷需要が縮小する今、必要なのは「提案営業」。
しかし、提案営業をしようとは言うものの、実態は御用聞き営業になってしまっていることが多
いものです。
それではクライアントに刺さりません。
その一方で、あなたのクライアントは、あなたからの提案を待っているものです。
クライアントもネタに困っているのです。
提案営業は、キレイなパワーポイントで説明することではありません。

「クライアントが知りたいポイント」をきちんと伝えてあげるだけのことです。
印刷物の発注側と受注側にいる経験を持ち、ＪＰの「全日本ＤＭ大賞」の審査員も努める講師
が、自身の苦労話なども交えながら、印刷発注者に 「刺さる提案書」を作る３つのポイントを伝
授します。
ご多用中とは存じますが、経営者層のみならず営業担当の皆様にもぜひともご参加賜わります
ようご案内申し上げます。
さらに今回は、ハイデルベルグ・ジャパン、リコージャパンとの共催にて、「本当に伸びるの？
デジタル印刷？」をテーマに、デジタル印刷の新たなビジネスの可能性を探るためのセミナー
を2部構成にて開催いたします。
ぜひ、この機会をお見逃しなく！

［スケジュール］
日時：8月28日㈭

15：00 〜 20：00 （受付開始／14：30）
場所：ロイトン札幌 札幌市中央区北1条西11丁目　
TEL.011-271-2711

⒈HDF21セミナー／15：00～17：00
『なぜ提案がお客様に刺さらないのか？
「刺さる提案」３つのポイント』

　ストラテジー＆タクティクス株式会社
代表取締役社長　佐藤　義典　氏

⒉ハイデルベルグ・ジャパン&RICOH共催セミナー
／17：10～18：30

　プレゼンテーション ①
『どうなっている世界のデジタル？そして、どうなる日
本のデジタル？』

　ハイデルベルグ・ジャパン株式会社
営業本部　プリネクト販売促進部　紀　世志広

　プレゼンテーション ②
　『ビジネス拡大に向けたデジタル印刷のミッション』

リコージャパン株式会社
プロダクションプリンティングサービス事業本部

林　拓也

⒊情報交換会（懇親会）／18：40～ 20：00
会費：HDF21会員および会員企業の社員の方：無料
HDF21 非会員：１名様につき1,000 円（当日受
付にてお支払下さい）

■お申込み：別紙、参加申込書にて
8月25日㈪までにご連絡ください

■お問合せ先：ＨＤＦ21事務局
担当：太田
TEL.03-5715-7373
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富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社は、8 月 29 日に
「i-Communication 経営セミナー 2014」を開催します。

◎ 日　時：8月29日㈮　15：00 〜 17：30

◎ 会　場：富士ゼロックス北海道 2F セミナールーム
　 （札幌市中央区大通西6丁目1 富士フイルム札幌ビル）

◎ テーマ：実践！ 業態変革 次世代を見据えた新しい印刷業のカタチをつくる
 　〜リーマンショック 非常事態宣言から５年IT武装で強い企業を体質作り、

　 更なる業容拡大に取組む〜

◎ 講　師：株式会社アサプリホールディングス　代表取締役社長　松岡祐司 氏

◎ 申し込みは、ア）8月29日セミナー申込、イ）会社名、
 　　　　　　 ウ）郵便番号、エ）住所、オ）電話番号、カ）FAX番号、
　　　　　　  キ）部署、ク）役職名、コ） 氏名を記入し、
　 　　　　　 FAX 011-241-9326へ申し込みください。

◎ お問い合わせ：富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社
担当：堀籠
電話011-241-9325

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社主催
「 i-Communication 経営セミナー 2014」のご案内

〜８月27日、日本生命札幌ビルで開催〜
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、8月27日に「iPカレッジ in 札幌」を開催します。

主催：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社

日時：平成 26 年 8 月 27 日㈬　14：00 〜 16：30
会場：日本生命札幌ビル 22F（札幌市中央区北 3 条西 4 丁目）

キヤノンマーケティングジャパン株式会社セミナールーム

◎ テーマ⒈　『今、広告業・印刷業が参入すれば、業績が上がるマーケットはココだ！』
講師：岩邊  久幸 氏 （株式会社船井総合研究所 チーフ経営コンサルタント）
内容：・これから日本はどうなるのか？

・特に、広告業界・印刷業界はどうなるのか？
・広告業界・印刷業界のジレンマ
・改めて、広告・印刷予算はどうやって作られるのか？？
・広告業・印刷業は、企業の「ヒト」に絡め！！！
・広告業・印刷業の新しいマーケットは、「新卒採用」と「求人マーケット」
・新卒採用支援で、１社当たり受注額 500 円？？
・成果報酬型求人で、営業利益 30％超？！

◎ テーマ⒉  『オンデマンドカラープリンタ 新製品imagePRESS C800シリーズのご紹介』
講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 プロダクションシステム企画部
内容：新製品カラーオンデマンドプリンター、imagePRESS C800/700。

高画質と高生産性を両立し、優れた安定性を実現。
用紙の質感にマッチした光沢を再現するグロスコントロール機能、幅広い用紙への印刷を可能にする柔軟な
用紙対応力、高精度な表裏見当を 実現する新レジストレーション技術。
成果物に求められるクオリティーをスピーディーに実現し、御社のビジネスに強い競争力をもたらします。

※申し込みは、ア）８月27日セミナー「１部申込」「２部申込」「１・２部共申込」
イ）会社名、ウ）部署名、エ）氏名、
オ）電話番号、 カ）FAX番号を記入し、
FAX 011-207-2384 へ申し込みください。

お問い合わせは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社札幌支店東日本プロダクション営業開発課
担当：馬場・井上
電話 011-207-2389 までお願いします。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社主催
「iPカレッジin札幌」のご案内
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〜北海道中小企業総合支援センターに設置〜
公益財団法人北海道中小企業総合支援センターは、経済産業省北海道経済産業局の委託を受け、本年４

月から中小企業・小規模事業者に対する、木目細やかな経営支援を行う拠点「北海道よろず支援拠点」を設

置しました。

「よろず支援拠点」は、各都道府県に1 箇所設置され、６月２日から全国一斉にスタートしました。

北海道は、札幌本部の他、地域にサテライト拠点（函館・帯広・釧路・旭川・北見・室蘭の６拠点）を配置し、

全道域を網羅した支援体制が確立され ました。

「よろず支援拠点」には、コーディネーター（１名）とサブコーディネーター（８名）が配置され、事業者の

相談や課題解決に向けて、各支援機関とも連携し、課題に応じて適切なチームを編成するなどして、既存の支

援機関では十分に解決できなかった総合的・先進的経営アドバイスを行うとともに徹底したフォローアップを

行います。

詳細は、下記ホームぺージ（中小企業総合支援センター）をご覧ください。

【ホームページアドレス】

 http://www.hsc.or.jp/yorozu/index.htm

〜北海道電力管内は、７月１日から９月30日まで節電協力要請〜
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議において、５月16日に「夏季の省エネルギー対策につ

いて」が決定されました。

これにより、経済産業省から「平成 26 年夏季の省エネルギー対策について」が発表されました。

北海道電力管内は、7月1日から9月30日まで節電の協力要請が行われています。

詳細は、下記ホームページ（道経産局）をご覧ください。

【ホームページアドレス】

http://www.hkd.meti.go.jp/hokpp/setsuden/index.htm

〜第１回 10月７・８日、北海道職業能力開発支援センターで開催〜
近年の経済社会の構造的な変化、特にグローバルな経済競争が激しくなっている今日において、人口減少

社会の問題や団塊世代の引退による技能承継や人材確保の問題など企業を取り巻く環境は大きく変化してお

り、事業主の方々にはそれに対する支援が強く望まれています。

このため、国は、職業能力開発推進法で事業所ごとに職業能力開発推進者を選任することとし、従業員の能

力開発におけるキーマンとしての役割を期待しています。

北海道職業能力開発協会は、厚生労働省の委託を受け、事業所における職業能力開発推進者および教育

訓練担当者の方に、従業員に対する効果的な能 力の開発および向上を行うための知識等を習得していただく

ことを目的に「2014 職業能力開発推進者講習」を本年度２回開催します。

詳細は、下記ホームページ（道職能協会）をご覧ください。

【ホームページアドレス】

http://www.h-syokunou.or.jp/04/pdf/H26suisin1.pdf

「北海道よろず支援拠点」のご案内

「2014年夏季の省エネルギー対策」のご案内

「2014職業能力開発推進者講習」のご案内
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〜職場意識改善助成金〜
厚生労働省は、仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主に、助成金を支給しています。

職場意識改善助成金（職場環境改善・改善基盤整備コース）

年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などに取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。

平成26年度からは、助成額の増額、助成対象の拡充、申請期間の延長など、より利用しやすくなりました。

［対象となる事業主］

雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が９日未満、または月間平均所定外労働時間数が

10 時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主

［対象となる取組］

・労働者に対する研修、周知・啓発

・就業規則・労使協定などの作成・変更

・労務管理用機器の導入

・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入など

※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど

［支給額］

対象となる経費の合計額※ × 補助率（１/ ２〜３/ ４）

※謝金、会議費、通信運搬費（郵便料等）、機械装置の購入費など

詳細は、下記ホームページ（厚労省）をご覧ください。

【ホームページアドレス】

http://krs.bz/roumu/c?c=9957&m=28009&v=394e8207

「仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主への助成金」のご案内

〜差別的取扱い禁止の範囲を拡大、雇入れ時の事業主による説明義務を新設〜
厚生労働省は、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするた

め、「パートタイム労働法」を改正しました。

＜改正のポイント＞

(1) 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大

(2) パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務を新設

施行日は、改正法の公布の日（平成 26 年 4 月 23 日）から起算して 1 年を超えない範囲内で政令で定め

る日とされています。

詳細は、下記ホームページ（厚労省）をご覧ください。

【ホームページアドレス】

 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605 -1.html

「パートタイム労働法改正」のご案内
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「中小企業新戦力発掘プロジェクト」は経済産業省が実施する企業側の負担なしで育児や介護などで退
職した方を２週間〜３ヶ月間インターンシップ （実習生）として受け入れることができる事業です。

実習期間中は経済産業省が実習生への助成金を支給します。
詳しくは下記リンクからご覧ください。
【ホームページアドレス】　http://www.aj-pia.or.jp/welcome/hojyokin/shinsenryoku.html

《実施のルール》

申し込み条件：①中小企業・小規模事業者
・製造業その他：資本金３億円以下または従業員300人以下
・卸売業：資本金１億円以下または従業員100人以下
・小売業：資本金５千万円以下または従業員50人以下
・サービス業：資本金５千万円以下または従業員100人以下
※中小企業の振興に資する事業を行うNPO法人も対象

②育児等のための短時間勤務を可能とする就労規定を採用時までに定める予定があること
実習期間：２週間〜最大３ヶ月（２週間・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月の中から設定）
実習時間：１日４時間〜８時間（４時間・５時間・６時間・７時間・８時間の中から設定）
実習日数：月12日〜21日（週３日・４日・５日の中から設定）
職場実習開始期限：平成26年９月30日まで（開始されている職場実習は平成26年12月31日までで終了）
問い合わせ先：中小企業新戦力発掘プロジェクト事務局　TEL.03-6435-5217

【ホームページアドレス】　h t t p : / / s h i n s e n r y o k u . j p /

中小企業新戦力発掘プロジェクト「主婦インターンシップ」のご案内

〜エネルギー使用合理化等事業者支援事業〜
補助対象者：小規模事業者　−製造業等その他は従業員20人以下−
補助対象事業：トップランナー基準を満たす業務用エアコンディショナー等の導入に要する経費を助成
補助額：50万円（補助率1/3）
補助事業期間：電力量計測器を設置し、機器更新後から平成26年12月末までの電力使用量を実績報告時

に添付
申請受付期間：平成26年９月19日まで
申請書提出先・問い合わせ等：環境経済株式会社

【ホームページアドレス】　http://kankyo-keizai. jp/energy_service

【注意点】　※機器の更新とともに設置する、「電力量計測器」も補助対象経費です
※更新前の機器が 2004 年以前製造であること
※交付決定後 1ヶ月以内に工事を完了させること

【補助金のお知らせ】

〜印刷業などで「1.2ジクロロプロパンを取り扱っていた従業員の方へ〜
印刷会社などで、1.2 ジクロロプロパンを取り扱う業務に従事していた方は、離職時または離職後に「健康

管理手帳」の申請をすることができます。
健康管理手帳の交付を受けると、6 ヵ月に 1 回、指定された医療機関で健康診断を無料で受けることがで

きます。
詳細は、下記ホームページ（厚労省）をご覧ください。

【ホームページアドレス】

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/140619-1a.pdf

「健康管理手帳」のご案内



21AUG, 2014

〜6月25日公布、労働災害を未然に防ぐための仕組み充実〜
改正「労働安全衛生法」が６月25日に公布されました。
改正法では、化学物質が原因で胆管がんを発症したり精神障害による労災認定件数が増えていることなど

最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の 安全と健康を確保し労働災害を未然に防ぐ仕組みを規定してい
ます。
＜改正法のポイント＞
⒈化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務に（平成 28 年６月までに施行予定）特別規則の対象

となっていない化学物質のうち、 一定のリスクがあるものについては事業者にリスクアセスメント（危険性や
有害性などの調査）を義務付ける。

⒉ストレスチェックの実施等が義務に（平成 27 年 12 月までに施行予定）医師、保健師などによるストレス
チェック（労働者の心理的な負担 の程度を把握する検査）の実施を事業者に義務付ける。（従業員 50 人未
満の事業場については当分の間は努力義務）
事業者は、ストレスチェックを受けた労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施し、その結果、医
師の意見を聴いた上で、必要な場 合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。

⒊受動喫煙防止措置が努力義務に（平成 27 年６月までに施行予定）受動喫煙防止のため、事業者・事業場
の実情に応じて適切な措置を講ずる ことを努力義務とする。

⒋重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度の導入（平成 27 年６月までに
施行予定）
重大な労働災害を繰り返す企業に対しては、厚生労働大臣が改善計画を作成させ改善させる仕組みを創設
する。計画作成指示や変更指示など に従わない場合は、厚生労働大臣が勧告を行う。それにも従わない企
業については、企業名を公表する。

⒌外国に立地する検査機関などへの対応（平成 27 年６月までに施行予定）
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造する際などに受けなければならない検査などを行う機関のうち、
外国に立地する企業・機関につい ても検査・検定機関として登録できるようにする。

⒍規制・届出の見直しなど（平成 26 年 12月までに施行予定）
・建設物や機械などの新設・移転などを行う場合の事前届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

詳細は、下記ホームページ（厚労省）をご覧ください。
【ホームページアドレス】　http://krs.bz/roumu/c?c=10064&m=28009&v=2b6a9644

「労働安全衛生法改正」のご案内

〜金融庁・財務局が、参考事例集を発表〜
金融庁・財務局では、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重

要であると考えており、その一環とし て今般、ガイドラインの活用に関して広く実践されることが望ましい取組
みを事例集として取りまとめ、公表しています。

詳細は、下記ホームページ（金融庁）をご覧下さい。
【ホームページアドレス】　http://www.fsa.go.jp/status/hoshou_ j irei/ index.html

「経営者保証に関するガイドライン」のご案内

〜道民みんなで作ろう子育て支援の輪〜
北海道は、社会全体で子育て支援をする環境づくりの一環として、地域の子育てボランティア団体「せわず

き・せわやき隊」の設置を市町村の協力 を得て、働きかけていくとともに子育て支援の輪をさらに社会全体
に広げていくために北海道にある企業や団体の方々にも子どもを生み育てやすい 環境づくりのためにできるこ
とから取り組んでいただこうと、「北海道すきやき隊（子育て応援団）」を結成して少子化対策に取り組んでい
ます。

詳細は、下記ホームページ（北海道）をご覧ください。
【ホームページアドレス】　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/homepage/

　　　　　　　　　　　homepage/Do- sukiyakitai-kessei.htm

「北海道すきやき隊（子育て応援団）」のご案内
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〜応募締切、8月20日〜
経済産業省は、女性、外国人、高齢者、障がい者など多様な人材を活かす「ダイバーシティ経営」によって

企業価値の向上を果たした企業を募集し ています。
「優れたダイバーシティ経営企業」として選定されると、来年 3月に表彰されるほか、その取組内容がベスト

プラクティス集として刊行されます。
なお、今年度がこの事業の最終年度となります。

＜募集対象＞ ⑴「ダイバーシティ経営企業100選」
多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーション
を生み出し、価値創造につなげている企業

⑵「ダイバーシティ促進事業表彰」
企業の「ダイバーシティ経営」をサポートしている事業・プログラムを提供している企業

＜応募締切＞ ８月20日㈬
詳細は、下記ホームページ（厚労省）をご覧ください。

【ホームページアドレス】　http://krs.bz/roumu/c?c=10039&m=28009&v=94deef4f

「平成26年度 ダイバーシティ経営企業100選募集」のご案内

〜 9月4日、札幌コンベンションセンターで開催〜
厚生労働省は、「短時間正社員導入・運用改善支援セミナー」を全国５都市で開催します。

「短時間正社員制度」は、育児や介護などさまざまな事情により、働き続けることができない、あるいは働く機会
を得られない人に対して、多様な 働き方を実現させる仕組みです。

企業にとっても、労働力人口が減少しつつある現在、意欲や能力のある人材を定着させ、活用していくため
の方法として期待されています。

厚生労働省では、さらなる「短時間正社員制度」の普及を図るため制度導入・運用改善における基礎知識
や留意点を解説するセミナーを開催します。（要申込み・参加無料）
＜札幌会場の開要項＞
日時：平成 26 年 9月4日㈭
会場：札幌コンベンションセンター（札幌市白石区東札幌 6 条 1丁目1-1）
セミナー内容　＜午前の部＞　導入編

・時間：10：00〜12：30
・対象：「短時間正社員制度」の導入を検討している方
・内容：制度導入する上で必要な基礎知識や導入手順について解説

⑴「短時間正社員制度」導入のメリット
⑵ 人材活用上の課題に応じた「短時間正社員制度」の活用
⑶「短時間正社員制度」の制度設計・導入手順

＜午後の部＞　運用改善編
 ・時間：13：30 〜16：00
 ・対象：「短時間正社員制度」を既に導入し、運用改善を検討している方
 ・内容：制度運用上の課題や改善策について解説

⑴「短時間正社員制度」の活用動向
⑵「短時間正社員制度」の主な運用上の課題と改善策
⑶ 事例に基づく運用改善のポイント

※午前の部（導入編）、午後の部（運用改善編）で別々の申し込みとなります。
「午前・午後」「午前のみ」「午後のみ」でお申し込みいただけます。

詳細・申し込みは、下記ホームページ（厚労省）をご覧ください。
【ホームページアドレス】　http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/seminar26_02/

「短時間正社員導入・運用改善支援セミナー」のご案内
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札幌支部では、組合員企業に有益な情報を配信するために本誌、「プリンティング札幌」の誌面やファク

シミリ等で研修会のご案内、事業のお知らせ等 を行っておりますが、有益な情報をより即時にご提供する

ために貴社のメールアドレスのご登録をいただきたくお願い申し上げます。

何卒、主旨をご理解いただきまして、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが別紙の申込用紙に必要事項をご

記入いただき、メールもしくはＦＡＸにて組合事務局までご返信くださいますようお願い申し上げます。

業界動向

北海道印刷工業組合札幌支部　メールアドレス登録のお願い

▷新規加入組合員
北斗徽章株式会社　代表取締役　奈良　伸一
〒062-0934札幌市豊平区平岸4条9丁目2番3号　TEL：011-823-8393　平成26年7月1日加入

▷株式会社ヒロミ産業代表取締役に大和繁樹氏
株式会社ヒロミ産業（札幌市西区発寒14条2丁目2-21）は、このたび大和誠社長が退任し取締役会長と

なり、新しく代表取締役社長に大和繁樹 氏が就任した。

編集後記
大通公園のビアガーデンがオープンしましたね！

　海水浴、夏休み、花火大会、キャンプにバーベ

キューなどなど夏のイベントが目白押しですが、９月

５日の北海道情報印刷文化典札幌大会の記念パー

ティーの余興も決まったようですよ！　札幌支部が

一致団結して素晴らしい「 お・も・て・な・し」で

大会を盛り上げましょう！ 

 札幌支部　事務局　五十嵐
北海道印刷工業組合 札幌支部

バナー広告の掲載のお願い
会社のホームページに北海道印刷工業組合札

幌支部のバナー広告掲載のご協力をお願いいた
します。

バナーは、当組合ホームページよりコピーを
お願いいたします。

[ホームページアドレス]

http://sapporo.print.or.jp/




