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北海道印刷工業組合札幌支部
平成27年度８月定例役員会報告

1.委員会報告／各委員長

・環境・労務委員会／大和委員長

全印工連ＣＳＲ認定制度のツースター認定企業12

社発表。ワンスター認定企業７５社と

合わせて87社が認定企業となった。最上級のス

リースター認定は2017年開始予定。

今後も業界のＣＳＲ啓発に力を入れていく。

・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）

報告。セミナー90名、懇親会25名の参加。一般の

方も懇親会まで参加して頂き組合員と交流をもてま

した。回収したアンケートは集計し協賛いただいた

モリサワさんに情報提供する予定。

・青年部委員会／岡部委員長

北海道ブロック協議会・青年印刷人フォーラム開催

10月３日㈯ 13：00～17：00

（中央区南１西１ 松崎ビル2Ｆ Ａ会議室）　

８月22日㈯ 松本市にて全青協正副議長会議報告

・ブロック協議会開催内容ついて協議

・全印工連60周年記念行事の前に全青協各県青年

会代表者会議を開催する。 

・勝ち残り合宿ゼミ参加申込状況…8/28～29日開

催 20社の参加

・PRINTNEXT2016進捗状況報告

2.月次決算報告／五十嵐

７月脱退組合員報告（２社）８月現在46社加盟

3.その他

①「プリンティング札幌９月号」の件

次回予定：９月25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８月支部例会
 MUD セミナー報告

８月 18 日札幌支部８月例会として北海道 CUDO 様

と株式会社モリサワ様にご協力頂いて MUD セミナー

を開催致しました。

今回の例会では MUD を広めたいとの考えから外部

の方も参加できるオープン例会としたところ印刷組合

員 33 名、関連業参加者 12 名、一般参加者８名、学生

37名、計 90 名と多数の参加を頂き一時席数が足りなくなる程の大盛況に終わりまし

た。

セミナーの内容は第 1 部として北海道 CUDO の谷越

理事長、栗田副理事長に色弱についての話からカラーユ

ニバーサルデザインの必要性や実例をお話頂き、第２部

として株式会社モリサワ澤村様に UD フォントやフォン

トが出来るまでのお話を頂きました。

懇親会では一般の方や学生の参加もあり講師も交えて

新鮮で有意義な懇親会になりました。

今回の例会で外部の方にも喜んで頂き印刷工業組合の活動に共感頂けた事。組合員

と外部の方との交流の場に出来た事

が特に良かったと感じました。

ご参加、ご協力頂いた皆様ありがと

うございました。
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北海道印刷工業組合札幌支部10月例会
見える化セミナーのご案内

謹啓貴社益々ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格段のお引き立てを賜り心より御礼申し上げます。
さて、インターネット技術を基盤とする新たなビジネスモデルやプラットフォームが次々と登場し、一般消
費者及び企業の情報発信やコミュニケーションの手段はめまぐるしいスピードで変化、多様化し続けていま
す。このように、印刷業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いており、印刷業の経営者様におか
れましては引き続き大変難しい経営の舵取りを迫られているものと拝察致します。
弊社では、このような大変難しい時代における印刷業経営の参考にしていただきたいとの思いから、この度
北海道印刷工業組合札幌支部の共催を頂戴しまして「高付加価値化による収益構造の改善」をテーマとして
「見える化セミナー」を北海道印刷工業組合札幌支部10月支部例会として開催させていただくことになりま
した。
ご多忙のところ恐縮ではございますが、何卒ご来駕賜りたく、ご案内申し上げます。

謹　白
平成 27年６月

北海道印刷工業組合札幌支部支部長　岸　昌 洋
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

記

■ 主催　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
■ 共催　北海道印刷工業組合　札幌支部
■ 内容　「ゼロから始める見える化」
　　　　 －ホワイトカラーのコスト意識開拓・付加価値生産性向上のために－
　　　　　 講師　作道印刷株式会社　代表取締役社長　作道孝行 氏

■ 日時　平成27年10月29日㈭
　　　　 午後 15時30分　開場・受付開始
　　　　 午後 16時　　　 開会
　　　　 午後 17時30分　終了予定
　　　　 ※セミナー終了後　１８時３０分から
　　　　　 懇親会を予定させていただきます。

■ 会場　札幌市中央区大通西６－１
　　　　 富士フイルム札幌ビル
　　　　 富士ゼロックス北海道 2Fセミナールーム

【お申込み】
弊社営業担当者に直接お申し込み頂くか、申込書に
必要事項を記入の上、FAXにてお申込み下さい。
受講票をFAXにて返信いたします。※定員６０名

【アクセス】
■ 地下鉄大通駅１番出口徒歩１分
※駐車場のご用意がありません。
恐れ入りますが公共交通機関をご利用頂けます様お願い申し上げます。

i-Communication Management Seminar 2015

講師プロフィール　作道孝行 氏　株式会社 作道印刷　代表取締役社長
昭和12年に大阪市東区に創業した作道印刷株式会社。平成13年作道孝行氏が社長に就任。
平成26年８月に太陽光発電、電気の見える化、全照明LED対応の先進的な新社屋を建設、
その後もUV５色機を導入し価値ある印刷物を創り出す新規事業開発に取組むと共に、将来
への布石として人材育成に取組んでいる。
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全印工連ＣＳＲ認定制度プレス発表を開催
（Yahooニュース掲載） 

全印工連 CSR 推進専門委員会（池田幸寛委員長）では、去る８月６日㈭東京・日本印刷会館にて CSR 認

定プレス発表を開催しました。プレス発表の模様は、Yahoo ニュースに掲載されましたので、下記のホーム

ページでご覧ください。 

◆ Yahoo ニュース「ＣＳＲ認定制度プレス発表」 

 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150806-00010002-alterna-bus_all

環境・労務委員会より

[ＣＳＲ]印刷業界のＣＳＲ認定制度、12社がツースター認定へ

全国の中堅印刷業者 5090 社が加盟する全日本印刷工業組合

連合会（東京・中央）は８月６日、「全印工連 CSR 認定制度」の

ツースター認定企業を発表した。ツースター認定を受けたのは、

日進堂印刷所（福島市）や大川印刷（横浜市）など 12 社。ワンス

ター認定企業 75 社と合わせて、87 社がＣＳＲ認定企業となっ

た。（オルタナ副編集長＝吉田広子）

「全印工連 CSR 認定制度」は、全国初の業界別 CSR 認定制度

として 2013 年に始まった。CSR 研究の第一人者である横浜市

立大学の影山摩子弥教授の監修のもと、CSR 取り組み項目チェックリストを策定し、その基準の達成度を認

定している。 

同制度には、ワンスター認定（標準認定）、ツースター認定（上位認定）、スリースター認定（最上位認定）の

３段階がある。ワンスター認定取得から２年毎に更新審査が行われるが、その際に上位認定を取得すること

ができる。これは、「CSR は経営戦略」という考えから、継続性・発展性を重視しているためだ。 

全印工連の島村博之会長は、「CSR 認定制度を設けたことで、信頼できる企業であることが明確になった。

印刷業界だけでなく、他業種にも CSR を推進していきたい」と話す。 

最上位のスリースター認定は、2017 年に開始する予定だ。全印工連は、CSR マガジン「shin」を発行する

など、業界の CSR 啓発に力を入れている。 
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環境・労務委員会より
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平素は、全青協ならびに青年部事業委員会の運営に格別のご理解ご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。 

さて、第 21 回北海道青年印刷人フォーラならびに平成 27 年度全国青年印

刷人協議会北海道ブロック協議会を下記により開催します。 

今期も事業推進テーマを「グローカル」として、地域の様々なグローカルな

取り組み事例を探っています。 

今回のフォーラム・協議会では、7 月にフランスで開催されました JAPAN 

EXPO の報告をはじめ、各地から集めたグローカル事例をご紹介する「グロー

カルセミナー―インバウンド・ビジネス編―」、ワークショップなどを予定し

ています。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、是非、ご出席くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、参加申込書を９月 18 日㈮までに事務局へ FAX（011-562-6072）に

てお送りくださいますようお願い申し上げます。 

記 

⒈　開催日時　平成27年10月３日㈯ 
フォーラム　13：30～17：00（受付13：00～） 
懇 親 会　18：00～20：00（会場は当日案内します） 

⒉　開催場所　松崎ビル ２階 研修室 
（札幌市中央区南１条西１丁目２番地 電話 011－242－1516） 

⒊　プログラム　⑴ 全青協議長挨拶 
⑵ JAPAN EXPO報告 
⑶ グローカルセミナー「インバウンド・ビジネス」編 
⑷ ワークショップ・ディスカッション 
⑸ 質疑応答 

⒋　会　　費　フォーラム　2,000円（レジュメ代・運営費）※当日申し受けます。 
懇 親 会　6,000円　　　　　　　　　　　　　  〃 

⒌　返 信 先　北海道印刷工業組合　FAX 011-562-6072

第21回 北海道青年印刷人フォーラム 
平成27年度 全国青年印刷人協議会
北海道ブロック協議会の開催について

第21回 北海道青年印刷人フォーラム 
平成27年度 全国青年印刷人協議会
北海道ブロック協議会の開催について
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「Adobe Creative Cloudについて」開催のご案内
Adobeテクニカルセミナー秋の陣

北海道印刷工業組合は、Adobe テクニカルセミナー秋の陣「Adobe Creative 

Cloud について」を開催する。

全日本印刷工業組合連合会は、「Adobe 全印工連特別ライセンスプログラム」を

2010 年から推進している。

今般、そのアフターケアとして、実際の実務者へのフォローアップおよびスキル

アップを図るためのテクニカルセミナーを下記により開催する。

今回は、継続する価値を提供し日々進化している「Adobe Creative Cloud 最新

版」について紹介する。

本セミナーでは、「Creative Cloud」の基礎知識および DTP 関連ツールの最新情

報を中心に紹介するとともに、新機能紹介はもとより、一般のセミナーではあまリ

紹介されない互換性に関する情報、出力に関する情報についてもより詳しく解説す

る。

全印工連特別ライセンスプログラムを契約・購入された組合員はもとより、未購

入の組合員も参加が可能となっている。

記

⒈　日時：平成27年11月7日㈯　午後1時～午後5時

⒉　会場：ホテルノースシティ（札幌市中央区南9条西1丁目　電話 011-512 -9751）

⒊　講師：アドビシステムズ株式会社デジタルメディア営業統括本部　シニアビジネスデベロップメントマネージャー　近藤弘彌 氏

⒋　内容：
⑴ 特別ライセンスプログラム事業の説明
⑵ デザインツール最新版セッション：互換性情報／出力に関する情報／IllustratorCCの新機能紹介／InDesignCCの新機

能紹介／TIPSその他
⑶ イメージングツール最新版セッション：PhotoshopCCの新機能紹介／CameraRAW9／Lightroomについて
⑷ CreativeCloudの最新動向：2015リリースについて／CCLibraries／モバイルアプリケーションの活用／フォント関連ア

ップデート：Typekit／その他のアップデート
⒌　定員：50人

⒍　申込締切：平成27年10月20日㈫（申込先着順で、定員になり次第締め切る）

⒎　受講料：
⑴ 全印工連特別ライセンスプログラム購入の組合員

・購入ライセンス数の人数まで／無料
・購入ライセンス数を超える場合／1人1,000円

⑵ 全印工連特別ライセンスプログラム
・未購入の組合員／1人3,000円

⒏　受講料支払：下記口座へ10月20日までに振り込む（振込手数料は参加者負担）
・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
口座名義：ほっかいどういんさつこうぎょうくみあい

⒐　申込方法北海道印刷工業組合ホームページ：
http://www.print.or.jpから
申込書をダウンロードし、北海道印刷工業組合へFAX（011-562-6072）送信する。
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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作品募集

全日本印刷工業組合連合会は、「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」を開催する。

全日本印刷工業組合連合会は、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任を果たすためのコンプラ

イアンス活動が求められていることを踏まえ、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」に取り組んでいる。

この取り組みをより強固なものにするために、一般社会に対しては 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

に貢献すること目指して、「メディア・ユニバーサルデザインコンペティショ

ン」を開催している。

一般の方だけでなく、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

募集している。

主　　　催：全日本印刷工業組合連合会

後　　　援：経済産業省、一般財団法人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

応 募 期 間：2015 年９月1日㈫ ～11月30日㈪

募 集 作 品：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
※既成の作品の改善提案の場合は、知的財産権への抵触に注意すること。

応 募 資 格：［一般の部］プロ・アマを問わず、どなたでも応募可能
［学生の部］大学・短期大学・専門学校・高等学校に在学している学生・生徒

応募対象作品：2014年７月以降に制作されたもの

応 募 方 法：作品1点とデータ1点（CD-Rにai/eps/jpeg/pdfの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送付する。
※入選作品に選ばれた場合、提出いただいたデータをもとに受賞作品集の制作を行う。

出　品　料：応募作品1点につき、一般3,000円　学生は無料
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授　与　賞：
［一般の部］
経済産業大臣賞／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

審　査　日：2015年12月16日㈬

審査結果発表：審査日より1週間後　入選者にのみ入選通知書を送付

審 査 基 準：
■メディア・ユニバーサルの観点から、見やすさにおいて優れているもの。
■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。
■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・ユニバーサルの配慮がなされているもの。
■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。

審 査 委 員：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）
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　道裕（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）
経済産業省 商務情報政策局文化情報関連産業課担当官
一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会担当審査員

表　彰　式：2016年 5月24日㈫　アジュール竹芝（全日本印刷工業組合連合会通常総会席上）

知的財産権：
⑴応募作品の知的財産権は、応募者に帰属することとする。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する。
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る。
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る。また、その時に一

部の変形および翻案を行う場合がある。
⑷その他、第三者による権利侵害等の紛争が生じた場合、応募者自ら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する。

注 意 事 項：
①応募作品およびデータは返却しない。
②作品サイズによっては、作品の保管場所や審査会場・展示会場の都合により、実物による出品の受付ができない場合がある。

作品応募先：公益社団法人日本印刷技術協会
「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」係
〒166-8539　東京都杉並区和田1-29-11
電話 03-3384-3111／FAX 03-3384-3481

問　合　先：全日本印刷工業組合連合会
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8　日本印刷会館4階
電話 03-3552-4571／FAX 03-3552-7727

［学生の部］
経済産業大臣賞／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
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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

編集後記
９月に入りました！　暑かった夏がちょっ

と名残惜しいですが、実りの秋到来です。

９月１１日から大通公園でオータムフェス

トが始まりますね。お誘いお待ちしておりま

～す！

札幌支部　事務局　五十嵐

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。

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/
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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




