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北海道印刷工業組合札幌支部
平成27年度６月定例役員会報告
［日時］平成27年６月25木 13：30～　［会場］エイト会館

■出席者：岸支部長、大和副支部長、山副支部長、矢吹副支部長、岡部委員長、事務局＠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.協議事項

①2015北海道情報・印刷産業展について報告

　／岸支部長

平成27年６月11日〜13日開催

来場者　6050人来年度は９月開催予定

②「印刷の月」の事業について／矢吹委員長

今年度もモエレ沼芸術花火大会の冊子協賛。

昨年よりも部数、ページ数が増えた。

７月中に印刷してもらう組合員の抽選申し込み＆抽選

会を行う。案内はプリンティング札幌７月号に同封す

る。

③平成27年度　支部例会スケジュールの確認

７月例会…７月３日㈮　15：00〜19：00

ロイトン札幌（ハイデルフォーラム21 

北海道地区会共催）

８月例会…８月18日㈫　15：15〜18：00

札幌エルプラザ「ＭＵＤセミナー」

（18：30〜懇親会開催）

９月例会…９月17日㈭　16：00〜

富士ゼロックス

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

欠席

・環境・労務委員会／大和委員長

全印工連環境労務委員会に出席。GP工場認定、イ

ンターネットによるISO14000取得、環境推進工場

登録、ストレスチェック（従業員50人以上の企業

対象）等について。抜粋してプリンティング札幌7

月号に掲載する。

・組織・共済委員会／山委員長

７月４日㈯ 第14回親睦パークゴルフ大会申し込み

状況報告。８社28名申込。

・教育・研修委員会／矢吹委員長

８月18日㈫ ＭＵＤセミナー（札幌支部８月例会）

について

・青年部委員会／岡部委員長

６月13日㈯　正副議長会議報告。

10月３日㈯　13：00〜17：00

北海道ブロック協議会開催決定。

７月11日㈯　プリントネクスト全体会議開催。

コンサドーレ札幌社長　野々村氏、ライジングロック

フェスティバル主催のWESSの社長と懇談予定。

4.月次決算報告／五十嵐

未収金回収、賦課金納入状況報告。

5.その他

①「プリンティング札幌７月号」原稿の件

次回予定：７月23日13時半より開催
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北海道印刷工業組合札幌支部 ６月例会
６月12日㈮ 13：00～　アクセスサッポロ レセプションホール

札幌支部６月例会を６月12日㈮ 午後１時より、

アクセスサッポロ レセプションホールにて開催

しました。

今回の支部例会は、北海道印刷工業組合の

「印刷経営･技術研修会」と共催し、リコージャパ

ン株式会社様の協力を得て、講師に株式会社バ

リューマシーンインターナショナル代表取締役

社長の河島弘司氏を招き34社60名の参加をい

ただき開催しました。

テーマは、「新しい印刷サービス立ち上げのた

めの『“キラー”サービス』を創り出す方法」と題

し、北海道初上陸のバリューマシーンインターナ

ショナルが提唱する新しい価値提供の考え方で

ある「キラーサービス」に焦点をあて、印刷ビジ

ネス拡大を目指す内容で講演いただきました。

講師の河島社長は、広告代理店にて地域ブラ

ンディング、国際コンベンション企画プロデュー

ス、新製品マーケティングなど手掛けられ、そ

の後、次世代のマーケティングを実現する戦略

ツールとしてPOD技術の可能性に魅せられ、創

世期からPODメーカー、ベンダー、印刷系ITベ

ンチャーにて商材開発、マーケティング、企業

営業に従事され、2003年にコンサルティング

ファーム、株式会社バリューマシーンインターナ

ショナルを立ち上げ、代表取締役に就任されまし

た。

「新たな収益の柱となる事業を創り、育てたい」、

「新しいサービスを構築したい」そんな想いを持

つ経営者、マネージャーを対象に自社の強み、持

ち味を注入した新たなサービス（キラーサービ

ス）構築にチャレンジしませんか？というお話し

から、自社で発見するのが難しい「強み引き出し」

の方法及びサービス構築のプロセス、ツール活

用法、さらに立ち上げ時のチェックポイントまで事

例をもとにわかりやすく解説いただきました。

講師の河島社長には、懇親会にもご参加いた

だき交流を深めていただきました。
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組織・共済委員会より
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１．日　時
平成27年9月4日㈮
午後5時 ～7時

２．会　場
かでる2.7　7階 710会議室

（札幌市中央区北2条西7丁目 TEL011-204-
5100）

３．テーマ
「印刷営業マンの売上が4.5倍になった
＂販促プランナー変身術＂」

４．講　師
株式会社U.S.P　代表取締役　加藤洋一 氏

５．主な内容
①売上が4.5倍になった営業マンの成功事例
②これからの印刷営業マンは、モノ売り（印刷

の請負）からコト売り（業績アップの請負）へ
③折込チラシのデザイン費を4万円から40万

円にして感謝された提案の仕方
④印刷営業マンが簡単にできた中小企業の業績

の上げ方（USPマジカルシートの使い方）⑤
「〇〇君に相談したいことがあるのだけど」と
頼りにされるクライアントとの関わり方

６．受講料
3,000円

７．受講料支払
下記口座へ8月20日までに振込む

（振込手数料は受講者負担）
北洋銀行　東屯田支店　普通預金0212497
北海道銀行　本店　普通預金　1169217口座
名：北海道印刷工業組合

記

８．受講申込
80人

９．申込期日
平成27年8月20日㈭

〔申込先着順で、定員になり次第締め切り〕

【講師紹介】

株式会社U.S.P
　代表取締役
　加　藤　洋　一　氏

小さな会社を短期間で業
績を上げるマーケティング
コンサルタント。

業績アップをさせる手法の一つに、USP（その
人・会社・商品ならではの売り）を軸にしたマーケ
ティング戦略および営業改革手法がある。

日本で唯一、USP専門書を執筆。第一人者であ
る。法人セールス一筋22年の経験を持ち、特にコ
ンサルティング型の営業を得意として、商品・サー
ビスを高く売ることには定評がある。
「凡人が最強セールスマンになる魔法のセールス

トーク」認定トレーナー、「一般社団法人日本コン
サルタント協会」マスタービジネスコンサルタン
ト、「公益社団法人日本印刷技術協会」講師。

受講申込は、http://www.print.or.jpからできます。

「印刷営業セミナー」のご案内
～印刷営業マンの売上が4.5倍になった“ 販促プランナー変身術”～

2015印刷の月

北海道印刷工業組合では、＂モノ売り＂から＂コト売り＂へと印刷営業マンが販促コンサルタントへの転身が図れ
るよう「印刷営業セミナー」を開催します。
印刷ビジネスは多様化し、これからの印刷営業マンは、モノ売り（印刷の請負）からコト売り（業績アップの請
負）へ、意識とスキルをシフトしなければならなりません。
そのためには、営業マンから販促コンサルタントへ役割を高度化させる必要があります。
本セミナーでは、小規模企業の業績を短期間で上げるマーケティングコンサルタントの加藤洋一氏を講師に
迎え、販促コンサルタントとして必要なヒアリング能力、潜在ニーズを引き出すトーク術など、即実践で活用でき
ることを学びます。
　さらに営業マンの意識も変え、
　「何か印刷物ないですか？」
　「うちに見積りさせてもらえませんか？」
　「よその見積りいただけませんか？安くやりますので…」
　もし、営業マンがこんな台詞を言っていたら、是非この研修を受講し成績アップに結び付けてください。

業績アップをさせる手法の一つに、USP（その
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「勝ち残り合宿ゼミ」のご案内

印刷の月事業のお知らせ

全日本印刷工業組合連合会は、「勝ち残り合宿ゼミ」と称し、組合員の
50％以上にあたる中小規模の印刷会社の皆さんとともに「なぜ苦しいの
か？」、「なぜ儲からないのか？」を具体的な数値管理と客観的な分析の方法
を学ぶため、合宿形式のセミナーを開催する。

このゼミでは、厳しい状況下で苦労されながら
も、「将来の見通しは不安だが頑張る」、「他地区
であればお互いに情報交換をしたい」という若手
経営者もしくはそれに準じる次世代の経営者候補

北海道印刷工業組合札幌支部の印刷の月事業として作年に引き続き『モエレ芸術花火2015』に印刷物で
協力する事に致しました。

今年度も花火大会で当日配付されるプログラムの印刷を行って頂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、たくさんのご応募お待ちしております。

モエレ芸術花火２０１５は有料チケット制ですが１発でも綺麗で大迫力の尺玉花火とモエレ沼公園の綺麗
な地形を利用した演出で金額以上の感動を与えてくれます。そして今年は去年よりもさらにグレードアップ
しており是非組合員の皆様にも体験頂きたいと思います。

印刷の月事業としてモエレ芸術花火に協力する理由
はこちらです。

１、 こ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。

２、 印刷の月である９月開催である事。

３、 印刷物での協力が出来る事。

４、 たくさんの人が集まるので印刷工業組合札幌支
部のPRにもつながる事。

の方々に、業界を取り巻く厳しい環境変化にも耐え
得る自社の正確な立ち位置の把握と経営にとって
最も必要な利益計画に基づく経営計画を講義と演
習で学ぶことができる。

日　時：平成27年８月28日㈮〜29日㈯　28日13：00　　集合／29日15：00 解散
会　場：愛知・ホテルプラザ勝川（愛知県春日井市松新町1-5）
参加費：35,000円（テキスト・宿泊・懇親会費、税込）
対　象：従業員数40名までの企業の経営者もしくはそれに準じる次世代の経営者候補の方で、年齢が満50
歳未満の方
定　員：20人
※詳細・参加申込は、http://www.aj-pia.or.jp/pdf/katinokori4.pdfを参照。
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環境・労務委員会より

ストレスチェック制度の概要

平成26年６月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実
施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にそ
の結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させ
るとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげ
ることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高
い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取
組です。（平成27年12月1日施行）

ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。

※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。

※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。

・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。

・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の
3領域を全て含める予定です。
どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として
「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 　」を推奨する予定としています。

・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけませ
ん。

面接指導の実施
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者
から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、
就業上の措置を講じる必要があります。

集団分析の実施
・職場の一定規模の集団（部、課など）ごとのストレス状況を分析し、
　その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になる予定です。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する

検討会報告書（平成26年12月17日）に基づいた内容を含みます。

労働者に対する不利益取扱いの防止

・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。

・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、
　高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益
　な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけな
　いとすることが想定されています。
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環境・労務委員会より
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日　　時 平成27年7月28日㈫ 12：08スタート
コ ー ス 滝のカントリークラブ東・西コース
会　　費 5,000円
プレイ費 8,500円（ロッカーフィ含）

申 込 先 各所属団体または北海道印刷関連業協議会
（TEL011－562－6070）

開　催　要　領

第28回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会のご案内

　第28回北海道印刷関連業協議会ゴル
フ大会が開催されます。
　このゴルフ大会は、印刷関連業界のさ
らなる協調・連帯・親睦の輪を広げるた
め開催されており、今年で28回目とな
ります。

/

札幌市北区北7条西2-8-1 札幌北ビル
TEL： 011-700-5505　FAX： 011-700-5532

リコージャパン株式会社

ビジネスを変革する
この表現力
ホワイトやクリア印刷を可能に
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▷ソーゴー印刷㈱がジャグラ作品展で
経済産業大臣賞受賞
ソーゴー印刷株式会社（高原淳社長／帯広市西 26
条北１丁目 25 番地）は、同社が昨年発行した「北海
道移住の本」（中国語版）が、日本グラフィックサービ
ス工業会主催の「2014 年度ジャグラ作品展」の出版
印刷部門で最高賞の経済産業大臣賞を受賞した。
「北海道移住の本」は、同社が発行する季刊誌「スロ
ウ」で取り上げた道内移
住者の特集で、北海道観
光に関心を持つ台湾の出
版社が翻訳して、再編集
し、昨年１月と９月に発
行された。

業界動向

▷北海道シール印刷協同組合理事長に
在原常貴氏
北海道シール印刷共協同組合（札幌市中央区大通西
18丁目２番８号 ファミール大通 809）は、このたび、
大和 誠 理事長が退任し副理事長になり、新しく理事
長に在原常貴氏（北海シーリング株式会社）が就任し
た。

編集後記
今年も早いもので半年が過ぎました！夏本番？と

言いたいところですが肌寒い日が続いております
ね。大通公園のビアガーデン、花火大会と夏のイ
ベントも始まるのに～

太陽のご機嫌を損ねないように元気一杯過ごし
たいです！

札幌支部　事務局　五十嵐




