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北海道印刷工業組合札幌支部
平成26年度11月定例役員会　役員会報告

［日時］平成26年11月26日木 13：30～　［会場］エイト会館

■出席者：岸支部長・加藤委員長・大和委員長・矢吹委員長・岡部委員長・郡司分区長・五十嵐
■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.支部長挨拶／岸支部長

2.報告及び協議事項

①PODメーカーショールーム見学ツアー報告／加藤委
員長

平成26年11月11日㈫34名出席。大変わかりやす
いプレゼン、しかけありきのハード＆ソフト面のお話
等大変すばらしいツアーだった。懇親会にはＰＯＤメー
カー４社も加わり約70名参加し意見交換交流ができ
た。次回についてはアンケートを基に検討したい。

②優良工場等表彰式結果報告／五十嵐
平成26年11月19日㈬10：00～パークホテルに

て開催。札幌支部推薦の小南印刷㈱ 鈴木茂実氏を含
め５社１団体８名の方々が表彰された。

③北海道印刷関連業協議会平成27年新年交礼会につ
いて／岸支部長
平成27年１月９日㈮17：00～札幌グランドホテルに
て開催。

④平成27年新春経営者研修会の件／岸支部長
平成27年１月９日㈮14：45～16：15

「事例から学ぶ経営強化のポイント」
～診断結果から見えた企業の現状～
講師　千葉労務経営事務所　中小企業診断士・社会

保険労務士　千葉俊幸氏
⑤「印刷道」実践セミナーの開催について／岸支部長

平成27年１月31日㈯13：30～16：30
ガーデンシティ札幌駅前
会費５,０００円

⑥合同分区会開催の準備について／各担当
平成27年２月13日㈮18：00～20：00
札幌東急イン
組織共済事業委員会、各分区長で企画運営

⑦メールアドレス登録状況報告／五十嵐
11月30日現在11社登録　12月１日より開始予定

⑧その他

3.委員会報告／各委員長

・経営革新･マーケティング委員会／加藤委員長
教育・研修委員会と進めているＭＵＤ検定について

経過報告
・環境・労務委員会／大和委員長

ウエスの処理等産廃用の処理についてのアンケー
ト結果をもとにプリンティング札幌に注意事項、処理
方法などを掲載する。

・組織・共済委員会／山委員長：欠席
・教育・研修委員会／矢吹委員長

経営革新・マーケティング委員会と進めているＭＵＤ
検定について経過報告。平成27年６月11日～13日の
北海道情報・印刷産業展開催時にＭＵＤ研修会を行い
７月に検定実施予定。

チラシ、ポスター等も作成し周知する。
・青年部委員会／岡部委員長

11月22日㈯高知県民文化センター　全青協正副
議長会議報告。東京で行った「勝ち残り合宿ゼミ」には
13名参加。来年は名古屋で開催予定。

4.分区報告／分区長

・東分区／河口分区長：欠席
・西分区／磯野分区長：欠席（代理／大和副支部長）

11月13日㈭クロスホテル「アゴーラ」にて７社７名
出席。ＰＯＤメーカーバスツアーに参加すればよかった
という声が多数出た。

・南分区／山分区長：欠席
・北分区／郡司分区長

1１月１３日㈭ 炙りやにて１１社１３名出席。

5.月次決算報告／五十嵐

未収金状況報告。分区長を通して通達する。

6.その他

①「プリンティング札幌12月号」の件

役員会兼忘年会：12月４日㈭　18：00～
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平成 26 年度札幌市優良工場等表彰式が 11 月 19 日㈬午前 10 時より札幌パークホテ

ル１階ザ・テラスルームにて行われ受賞者の方々、また上田市長はじめ市役所関係者、

報道関係者多数が参加して行われました。今年で 66 回目を迎えるこの表彰は 1953（昭

和 28）年に制定された表彰制度で、「商工業の振興を奨励し、且つ、工場、店舗およびそ

の従業員で特に優良なものは、この規則の定

めるところにより市長がこれを表彰する」と

の趣旨で設けられ、毎年勤労感謝の日の時期

に行われております。札幌支部で推薦しま

した、工場従業員の部で北分区所属　小南印

刷㈱（代表取締役・小南富子氏）の鈴木茂実

氏が表彰されました。上田市長より直接症

状を手渡されたのち、上田市長の挨拶、記念

撮影と続きました。この度の受賞、おめでと

うございます。

平成26年度

札幌市優良工場等表彰
平成26年度

札幌市優良工場等表彰

受賞者の声
平成26年
札幌市優良従業員
表彰を受賞して
小南印刷㈱　
鈴　木　茂　実

この度、優良従業員表彰をいただき、

大きな喜びと戸惑いを感じています。人

生の中で突然の幸、不幸は誰にでも起き

得る事ですが、今回私が経験したこの受

賞はあまりにも想定外でした。軽印刷の

主流だったタイプ印刷の時代から営業と

してスタート、数年後から印刷オペレー

ターとして 37 年目。何かを成し遂げた

のであればこの受賞も納得ですが、年は

取ったけれど仕事の中身はまだまだ！ま

だまだ！しかし毎日当たり前に働いて来

た結果、周りの人や地域社会に少しでも

貢献出来ていたのなら、喜んでこの賞を

お受けしたいと思います。いままで私を

支えてくださった皆様に大変感謝してお

ります。誠にありがとうございました。
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2014 全日本印刷文化典京都大会報告

2014 全日本印刷文化典京都大会が 10 月 24 日、

ウェスティン都ホテル京都にて参加者約 950 余人が

出席し、「京から始まる印刷業界の新たなストーリー」

をテーマに開催されました。

＜記念式典＞

記念式典、全印工連メッセージと続き、記念講演では半

兵衛麩会長・11代当主 玉置半兵衛氏を講師に迎え、「『先

義後利』梅岩に学ぶ京都商道」をテーマに開催され、３代目

が江戸時代の思想家、石田梅岩の商道徳にほれこみ、「先

義後利」を家訓とし、損得の「利」ではなく、善悪の「義」を

旨とした商道徳を貫いている。子どものころ先代から信じる

顧客や従業員がいるから「儲かる」と漢字の意味を教わった

と説明し、「老舗」は「止舗」「死舗」「私舗」ではなく、「新舗」

新しい発想、「信舗」信用、「清舗」法律を守る、清らかである、

「心舗」思いやりの心、「真舗」正直である、「親舗」親しみ

を感じる、「進舗」プラス志向、「辛舗」しんぼう、「慎舗」ひ

かえめ、「紳舗」紳士を目指すべきとお話しされていました。

その後記念パーティと続き、祝舞から始まり、瀧本正明実

行委員長の歓迎の言葉、山下晃正京都府副知事、西田昌

司参議院議員、前原誠司衆議院議員の 3 人の祝辞のあと、

鏡開きが行われ、石田明 株式会社 SCREEN ホールディン

グス代表取締役会長の乾杯で開宴しました。

アトラクション、販促アイデアグランプリ表彰式、大抽選

会が行われ、次期開催地の福島県印刷工業組合の皆さん

が登壇し、佐久間信幸同理事長が 2016 福島大会のアピー

ル行い、多数の参加

と２年後の再会を呼

び掛け、高橋東作京

都府印刷工業組合副

理事長の閉会の言葉

で記念パーティを終

了しました。

次回開催地　福島県工組による PR

＜印刷文化典宣言＞

社会環境・経済環境・情報環境が大きく変化する中で、

時代は今、大きな転換期を迎え、我々印刷産業もまたその渦

中にある。

急進するIT、メディア媒体の多様化、企業間競争の激化

など、かつてない厳しい経営環境下にあり、我々に求められ

る役割も様変わりしてきている。

今こそ我々は、先達者の努力で築き上げ受け継がれてき

た、時代を彩る印刷文化を、次代に継承発展させるべく、機

動性・柔軟性、そして創造性を発揮して、変化から変革へと

自らの歩みを進めていかなければならない。

我々印刷産業人は、1,200 年を超える歴史の遺産を守
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り続ける京都において、「京から始まる印刷業界の新たなス

トーリー」のテーマのもと、全日本印刷工業組合連合会が

提唱している「印刷道～ソリューション・プロバイダーへ

の深化」の具現化に向けて印刷産業が持つ自らのアイデン

ティティを再定義し、研鑚を重ねて未来へ向かって前進する

ことを誓う。

企業の社会的責任を全うし、有益な印刷製品・サービス

を供給し、国民生活および文化を支える産業として、社会に

貢献することをここに宣言する。

平成 26 年 10 月 24 日

2014 全日本印刷文化典京都大会

＜全印工連表彰＞

2014 全日本印刷文化典京都大会記念式典にて、長年

にわたり業界の指導・育成に尽力し、振興発展に大きく貢

献した方々の全印工連表彰が行われ、札幌支部から印刷産

業発達功労者顕彰を岡部康彦氏、組合功労者顕彰を板倉

清氏が受賞されました。

〔印刷産業発達功労者顕彰〕

岡 部  康 彦　氏

北陽ビジネスフォーム株式会社代表取締役会長

全日本印刷工業組合連合会参与

北海道印刷工業組合顧問

〔略歴〕
平成 16 年に北海道印刷工業組合理事長に就任。その

後、10 年間にわたって北海道中小印刷業界の振興発展に

尽力した。また、（一社）日本印刷産業連合会においては、

平成 18 年から26 年まで、監事、理事、常任理事を歴任し、

中小印刷業界の枠を超えた幅広い業界活動を担い、平成

21 年には日印産連印刷功労賞を受賞した。

全日本印刷工業組合連合会にあっては、平成 16 年から

常務理事、北海道地区印刷協議会会長を務め、この間、組

織・財政問題検討特別委員会委員、組織・財政改革特別

委員会委員として、全印工連の機構改革ならびに財政基盤

の強化に努め、さらには、平成 24 年に開催した「2012 全

日本印刷文化典北海道大会」を成功に導き、全国と地場の

双方に大きな成果を残すなど、業界の振興発展に尽くした

功績は多大である。

〔組合功労者顕彰〕

板 倉  　 清　氏

北海道印刷工業組合理事長

株式会社アイテックサプライ代表取締役
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経営革新・マーケティング委員会より
北海道印刷工業組合札幌支部主催

「PODメーカー４社見学会＆
プレゼンテーションバスツアー｣開催

北海道印刷工業組合札幌支部経営革新・マーケティング委員会主催の「POD メーカー

4 社見学会＆プレゼンテーションバスツアー」が、『最新のプリントオンデマンド技術を利用

したビジネスモデル構築』をテーマに、11 月 11 日、32 人が参加して開催されました。

同ツアーは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、富士ゼロックス株式会社、コニカ

ミノルタビジネスソリューションズ株式会社、リコージャパン株式会社のご協力のもと、4 社

のショールームを巡回し、最新オンデマンド印刷機の実演見学、サンプル製品の紹介に加

え、各社からPOD を利用した成功事例に基づくセミナーが行われました。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、プロダクションシ

ステム販売課の荻原圭介課長代理より広告媒体の変化の状況と今

後の方向性としてネットとリアルを併用するオムニチャネルの活用が

説明され、東京・日本橋の印刷会社が「販促代理店宣言」をキーワー

ドに POD を導入し、付加価値提案に結び付けている事例が紹介さ

れました。

実演では、imagePRESS C800 を使用し各種の用紙対応、表裏見当の精度の高さなどが披露

されました。

富士ゼロックス株式会社は、プロダクションサービス営業本部

マーケティング部の杉田晴記部長から「コミュニケーション価値生

産ファクトリーへ」をテーマに地域の活性化、ソーシャルメディアと

印刷物の関係、NTT タウンページを利用したマーケティング手法な

どが説明され、京都の印刷会社のフリーペーパーを用いた地域活
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性モデルが紹介されました。

実演では、Versant2100Press を使用し、生産性・画質・効率性の高さ、市場用途の柔軟な

対応性などが披露されました。

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社は、PPG 事

業推進部の小山直仁部長より同社製品の特長、スペックなどが説

明され、東京・文京区の外国人をターゲットにした旅館のマーティ

ングの事例、集客・増客に結びつくカレンダーの事例などが紹介さ

れました。

実演では、bizhubPRESS C1070 を使用し、高生産性、画像品質、作業効率の向上などやカ

ラーとモノクロ混在の頁物印刷物のコスト低減ソフトなどが披露されました。

リコージャパン株式会社は、PPS 事業本部マーケティング戦略

室の大津英明氏から「お役立ちファクトリー」として同社が POD 導

入や導入後のフォローとして発行している POD サクセス、PODレ

シピブックなどが紹介され、「売上拡大を実現するビジネスモデル」

としてアパレルショップやホームセンターなどへの提案事例が紹介

されました。また、web toprintと、そこから派生するプリントビジネスの事例も紹介されました。

実演では、Pro C5100S を使用し凹凸紙への対応、紙厚・紙種に対応した印刷速度、白紙混

在検知などが披露されました。

見学会終了後、会場をサッポロビール園に移し POD メーカー各

社の方 も々参加し、懇親会を開催しました。闊達な情報交換を行い

親睦を深め、印刷業界の未来を語り合い、将来展望を模索する絶

好の機会となりました。
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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

第28回 親睦ボウリング大会開催のご案内

第28回 親睦ボウリング大会参加申込書

拝啓　師走の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃は、当委員会事業推進に格別のご理解を賜り厚くお礼申し上げます。

つきましては、恒例になりました札幌支部組合員並びに社員家族を含めて

楽しい語り合いの場として、ボウリング大会を開催致しますので奮って

ご参加くださいますようご案内申し上げます。

記

日　　時：平成27年１月22日㈭　午後５時45分集合（厳守）
　　　　　　　　　　　　　　    午後６時00分開始
場　　所：ディノスボウル札幌中央（旧スガイボウル）
　　　　　　　　　　　　　　　  札幌市中央区南３条西１丁目
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （電話 ２５１-９００５）
参加資格：組合員及び社員、家族
人　　数：30名（定員になり次第締切致します）
ゲ ー ム：２ゲーム　トータル点
費　　用：ゲーム料　1,000円　シューズ代は札幌支部負担
　　　　　　　　　 （シューズ持参の方は事務局までご連絡下さい）
　 賞　 ：男女各々優勝、準優勝をはじめ各賞の用意をしております。

尚、準備の都合上参加される方は12月22日㈪までに
FAX（５３１−４８５３）にてお申し込み下さい。

会社名：
参加者氏名 参加者氏名

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

性別 性別年令 年令
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平成27年 新春経営者研修会のご案内

平成27年 新年交礼会のご案内

道内印刷業界を取り巻く環境は、未だに政府の経済政策の恩恵が実感できなく人口減少等

による社会環境の変化、需要構造の変化によるペーパーメディアの流出、業際化など、これま

で経験したことのない大きな変革への対応が迫られています。

このような環境下で勝ち残っていくためには、経営体質の強化が不可欠です。

企業が強い経営体質にするためには何が必要か？

全道で多数の企業の経営診断を行い、アドバイス・指導を行っている中小企業診断士の千

葉俊幸氏を講師にお迎えし、さまざまな業種を通して「事例から学ぶ経営強化のポイント」

～診断結果から見えた企業の現状～をテーマに『平成 27 年新春経営者研修会』を下記により

開催します。

日　時：平成27年 1月9日㈮　午後 2 時 45 分～午後 4 時15分
会　場：札幌グランドホテル

札幌市中央区北 1 条西 4 丁目　電話 011-261-3311
テーマ：「事例から学ぶ経営強化のポイント」

～診断結果から見えた企業の現状～
講　師：千葉労務経営事務所

中小企業診断士・社会保険労務士  千葉　俊幸　氏
受講料：無 料
定　員：100人

※申込先着順で定員になり次第締め切ります

北海道印刷関連業協議会の平成 27 年新年交礼会が下記により開催されます。

日　時：平成27年 1月9日㈮　午後 5 時

会　場：札幌グランドホテル
札幌市中央区北 1条西 4丁目　電話 011-261-3311

会　費： 8,000 円
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「『印刷道』実践セミナー」のご案内
～それぞれの企業に則した印刷道の展開を目指して～

2015 北海道情報·印刷産業展 開催日のお知らせ

全印工連は昨年、印刷産業の今後を予測しソリューション・プロバイダーとして持続可能

な成長を果たして未来を創る印刷産業へと進化を遂げるための指南書として、「『印刷道』～

ソリューション・プロバイダーへの深化」を発刊しました。

同書には、印刷業が進化し得る戦略の方向性を示した「ソリューション・プロバイダーの

6 類型」が収録されており、各社の強みを活かした戦略を立てることが可能となっています。

そこで、ソリューション・プロバイダーの 6 類型の理解を深め、自社に適合する戦略を選

択し、実践に繋げる計画書を策定する「『印刷道』実践セミナー」を札幌にて開催します。

日　時：平成27年1月31日㈯　13：30 ～16：30

会　場：ガーデンシティ札幌駅前
札幌市中央区北2条西2丁目 TKP 札幌ビル
電話 011-252-3165

内　容：「印刷道」およびソリューション・プロバイダーの意義や目的を理解した
うえで、それぞれの企業の実情に則した課題を抽出し、実践に繋げる計画
書の策定を行うワークショップを実施する。

講　師：株式会社ビジネスコミュニケーション研究所
代表取締役　田中　信一　氏

受講料：5,000 円 ／1人

申込期日：平成27年 1月15日 ㈭

北海道情報 · 印刷産業展実行委員会は、例年 9 月初旬に開催している「北海道情報 · 印刷

産業展」を平成 27 年は 9 月に IGAS2015 が行われるため、平成 27 年（2015 年）に限り開

催日を6月11日㈭から13日㈯までの期間、アクセスサッポロにて催行すると発表しました。



16 VOL.468

セミナーのご案内
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編集後記
師走ですね！気持ちばかりが焦ってしまう今日この

頃です。

先月行われたＰＯＤメーカー見学ツアーに参加させ

て頂きました。メーカー４社の心のこもったおもてなし

に本当に感激しとっても充実した１日を過ごすことがで

きました。またいろんな方 と々の交流の場に参加した

いと思います！まずは自分磨きから始めなくては、、、、

札幌支部　事務局　五十嵐

業界動向
▷株式会社北海道機関紙印刷所が移転

株式会社北海道機関紙印刷所は、このたび新社屋が落成し移転した。
〔新住所〕〒006-0832 札幌市手稲区曙2条3丁目2番34号
電話011-686-6141 ／ FAX011-676-6684

▷富士フイルムビジネスサプライ株式会社 札幌営業所長に山賀 義徳 氏
富士フイルムビジネスサプライ株式会社 札幌営業所（札幌市中央区大通西6丁目1番地 富士フイル
ム札幌ビル）は、このたび小林雅宏所長に代って新しく所長に山賀義徳氏が就任した。




