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新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり謹んでご挨拶を申し上
げます。

昨年五月、「人を大事にする」ことを原点に掲げ、札幌市長に就任いたしまし
た。百九十四万人が暮らす札幌のかじ取りを担うに当たり、市民・企業・行政
が手を取り合って地域の課題を解決する「徹底した地域主義」によるまちづく
りと、職員一人一人が持つ「市民感覚」を大切にした行政運営を心掛けてまいり
ます。 

十二月には、今後五年間の具体的な取り組みを掲げる「札幌市まちづくり戦
略ビジョン・アクションプラン二〇一五」を策定しました。これは私が描く札
幌の二つの未来「誰もが安心して暮らし、生涯現役として輝き続ける街」、「世
界都市としての魅力と活力を創造し続ける街」を実現するための計画です。 

就任二年目を迎える今年は、この計画を着実に実行に移す一年としてまいり
ます。 

例として、若い世代の雇用の場を確保するため、皆さまが携わる印刷業のほ
か、さまざまな業種にその効果が波及する観光産業の活性化を図ります。市民
のおもてなし意識の醸成や事業者のサービスアップを支援するとともに、増加
する外国人観光客の受入環境の整備やＭＩＣＥの推進に力を注ぎます。

皆さまにおかれましては、今後とも札幌市の経済を支える基幹産業の担い手
として、継続的に革新的なサービス・製品を生み出すとともに、大きな雇用の
受け皿として、経済・産業の発展に向けて益々ご活躍いただきますよう切にご
期待申し上げます。

札幌は、充実した都市機能と豊かな自然を兼ね備え、多くの市民から愛され
る街である一方で、人口減少や都市基盤の老朽化など大きな課題も抱えていま
す。この札幌を、これからの時代に対応した街に変えていくためには、市民・
企業・行政の総力、いわば「市民力」の結集と、北海道や道内市町村との連携が
欠かせません。「オール札幌」、「オール北海道」で課題の解決に取り組み、国内
外から人、モノ、情報を引き付けて、世界都市としての魅力と活力を創造し続
けていけば、必ずやこの難局を乗り越えられるものと確信しております。どう
か、今年も皆さん一人一人のお力添えをお願い申し上げます。

札幌市長

秋　元　克　広

年頭のご挨拶
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北海道印刷工業組合 理事長

板　倉　　　清

平成28年新春を寿ぐ

明けましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、ご壮健で新しい年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
昨年中は、組合運営ならびに事業推進に格別のご協力ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
昨年の経済環境は、政府が発表している月例経済報告では、「緩やか回復基調が続いている」、道内は経

済産業省北海道経済産業局が発表している最近の管内経済概況では「緩やかに持ち直している」という表現
がほぼ通年で使われ景気の浮揚が伝えられています。

一方、道内印刷業界においてはこれらとは隔世の感があるように思える状況が続いているなか、主材料で
ある用紙が為替相場の急激な円安による原料価格の高騰を理由とした値上げが行われ、さらに社会・経済
構造の変化による未曽有の大きな変革への対応が迫られるなど、一層の経営努力が強いられた一年でありま
した。

このような環境下で、北海道印刷工業組合では、組合員企業の繁栄、発展のため、さまざまな活動を行って
参りました。

世の中が大きく変化し、従来の営業スタイルが通用しなくなりつつあるなかで、営業マンが“モノ売りからコ
ト売り”へと販促コンサルタントへ転身していくための「印刷営業セミナー」の開催、今年から運用が始まるマ
イナンバー制度への対応策を習得するためのセミナーの開催など、明日の経営資源としての活用を図って参
りました。

個人情報の取り扱いが企業の存亡に繋がりかねない時代、中小印刷業を対象に策定された“日本印刷個
人情報保護体制認定制度（JPPS）”の取得講習会を北海道で初めて開催し、半年の期間を研修・社内体制
整備等に費やし、12 月に 7 社の組合員が認定企業として登録されました。

昨年、全日本印刷工業組合連合会が創立 60 周年を迎え、10 月に記念式典が挙行され、席上、記念特別
表彰が行われ、長年の業界振興や組合発展に貢献した功績が認められ、北海道から7 人の方々が栄えある
受賞に浴されました。

本年は、北海道新幹線開業という道民の長い念願であった明るい話題があります。
加えて、近年のインバウンドの高まりは、観光産業のみに止まらず、知恵を絞ることで印刷需要の底上げ、

新需要の創出が大きく期待できます。
反面、北洋サケ・マス流し網漁の禁止、TPP 大筋合意など北海道の基幹産業に影を落とすような展開も

考慮しなければならない状況もあります。
北海道の印刷業界では、平成 5 年から23 回にわたり開催してきた北海道情報 · 印刷産業展が、本年から

学びに主眼を置き、展示とセミナーを組み合わせた「HOPE（HOKKAIDO PRINT EXPO）」に生まれ変わ
ります。

今、印刷産業は、取り巻く環境が様変わりし、未曽有の転換期にあり、勝ち残っていくためにはソリューショ
ン・プロバイダーへの深化が求められています。

そのためには、ハードとソフトの両方に着眼していかなければならず、新しい目線で印刷産業を捉えられる
「HOPE」に寄せる期待は大きいものがあります。

北海道の印刷産業人が挙って、「HOPE」を育んでいきたいと思っています。
どうかご協力をお願いします。
年明け早々には、「未来を創るセミナー」と題し、印刷物の未来を創るキーワードとされている“マーケティ

ングオーメーション”に焦点を当てたセミナーを開催し、今後の進むべき方向性を模索して参ります。
当組合は、430 社を超える組合員を有していた時代から、社会・経済環境の変遷とも相俟って、現在は

150 社を下回る状況です。
業界全体の分母が減っていることは否めませんが、業界団体は組織率を上げることから行動力が高まります

ので、皆さまのお力添えをいただきながら加入促進運動を強力に進めて参ります。
併せて、関係各位のご理解を賜り、賛助会員の加入促進を推し進めて参ります。
年が改まり、今年一年の抱負を思い描きますが、昨年からの延長線上には未来は無いと言われますので、

今年こそは発想を鮮やかに転換し、大きく躍進できる行動を取るべく精進して参りたいと思います。
最後になりましたが、関係諸官庁、各機関・団体をはじめ関連業界ならびに組合員の皆さまの一層のご理

解とご支援をお願い申し上げ、新しい年が皆さまにとりましてより佳い年となりますようご祈念申し上げ、新年の
ごあいさつとします。
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北海道印刷工業組合札幌支部 支部長

岸　　　昌　洋

平成28年新春を迎えて

新年、明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、ご壮健で新しい年をお迎えのことと心よりお慶び申

し上げます。年頭にあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

昨年中は、支部の運営並びに事業の推進に格別の御協力と御高配を賜り厚く

御礼申し上げます。

昨年は、各委員長が主管し「支部例会」としてセミナーや懇親の場をご用意い

たしました。毎月行われていた各分区例会の代わりにと考え、できるだけ毎月

の開催を目指し運営いたしましたが、懇親の機会が少なかったことを反省して

おります。

しかしながら、経営革新 ･ マーケティング、環境・労務、組織・共済、教育・

研修、青年部委員会とそれぞれの委員長が知恵を絞り支部例会を主管及び運営

して頂いたことに支部長として、この場をお借りし深謝申し上げます。ありが

とうございました。

2 月 12 日には、これまで「合同分区会」と称して行われてきた懇親の場を支

部例会として札幌東急 REI ホテルにて 18 時より開催いたします。皆様、是非

ご列席くださいますようよろしくお願い申し上げます。

本年は、今まで「北海道情報・印刷産業展」として過去 23 年に渡り開催され

てきた展示会が一新され、「Hokkaido Print Expo（HOPE）」と名称を改め内

容を一新し 9 月 2 日より開催されます。従来の各メーカー・ベンダー様に出展

及び展示をいただくのみならず、講演会やセミナーを複数開催しハード面のみ

ならずソフト面でも様々な成功事例をもとに学びと情報提供の場として執り行

われます。

皆様方におかれましても、是非足をお運びいただければと存じます。

結びに皆様の今年一年のご健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶といたし

ます。
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新年あけましておめでとうございます。昨年は支部運営に格別のお引き立て

を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年は支部例会としてのセミナーの開催を行うなど、新しいスタイルへチャ

レンジする一年となりました。皆様にとって有益となり得る情報を発信してい

くこと、新しいことへの気づきの場を提供できるよう、支部長を筆頭に知恵を

絞ってまいりました。至らない点も多々あったかとは思いますが、今本年も皆

様にとって必要とされる情報の発信に努めてまいります。

本年も何とぞ昨年同様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健勝と各社様の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

北海道印刷工業組合札幌支部 副支部長

大　和　繁　樹

新年のご挨拶
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新年明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、ご壮健で新しい年をお迎えのことと心よりお慶び申

し上げます。

年頭にあたり謹んでご挨拶申し上げます。

昨年中は札幌支部事業推進に格別のご協力、ご高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

昨年は各委員会でメーカー様のご協力を頂きセミナー主体の支部例会を運営

して参りました。分区会が無くなり寂しくなった一面もありますが多くの方と

親交を深める事ができ、旧分区の方とお会いした時は前以上に親近感がわくよ

うになりました。

また、分区が無くなった事により旧分区会員で集まったり、委員会活動が活

発になったりと自主的に集まる機会を作る動きもありました。

本年は９月の北海道情報・印刷産業展が「HOPE（HOKKAIDO PRINT 

EXPO）」と生まれ変わります。これからの印刷業界で生き残っていく為に、

日々進歩する技術やアイディアに触れる事、他地域での実例や販売戦略を聞く

事は組合員の皆様にとっても有益なものとなると思います。

2016 年、印刷工業組合員の皆様が益々ご繁栄されるよう微力ではあります

が尽力致しますので皆様のご理解、ご協力よろしくお願い致します。

結びに皆様のご健勝を祈念いたしまして新年のご挨拶とさせて頂きます。

北海道印刷工業組合札幌支部 副支部長

矢　吹　英　俊

新年のご挨拶



7JAN, 2016

札幌支部合同例会のご案内

拝啓　厳寒の候、皆様方には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃は、当支部運営に多大なご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、当支部恒例の｢合同例会｣を下記の要領で開催いたします。

ご多忙のことと存じますが、ぜひご出席下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

◆日程：平成28年２月12日㈮
◆会場：札幌東急REIホテル（中央区南４条西5丁目　電話５３１−０１０９）
　　　　（旧札幌東急イン）

　・受付開始　17：30～
　・懇 親 会　18：00～20：00
　　　　　　楽しい催しものを企画しております。乞う御期待！

◆会費：8,000円（当日会場にて申し受けます）
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平成28年度（第15回）印刷産業環境優良工場表彰のご案内

（一社）日本印刷産業連合会は、平成28年度（第15回）印刷産業環境優良工場表彰を行う。応募要領は次
のとおり。

⒈目的
印刷産業の環境に配慮した環境優良工場の表彰制度を実施することにより、企業規模、業態にかかわら

ず企業の環境問題に対する取り組みを推進するとともに、印刷産業関連工場の環境の改善及び印刷企業
に対する社会の一層の理解の獲得を図り、もって我が国印刷産業の振興に資することを目的とする。
⒉応募資格

① （一社）日本印刷産業連合会の会員である10団体傘下の会員企業であること。
② 平成28年２月１日において、工場稼動後３年以上経過していること。
③ 最近５ヵ年以内に環境法令等に基づき操業停止等の行政による処分を受けていないこと。
④ 第２次審査への応募は1企業1工場に限る。

⒊応募方法
所属する会員団体を経由して応募するものとする。

⒋応募の手続き
① 第１次審査…次の書類を1通提出する。

 ア 印刷産業環境優良工場表彰応募票
―第１次審査用―
② 第２次審査…次の書類を正1通、副2通提出するものとする。

 ア 印刷産業環境優良工場表彰候補工場応募票
―第２次審査用―

 イ 工場全体、各作業場、環境関連施設及びその他記入項目に関する写真（別綴じ）
③ 応募書類は、（一社）日本印刷産業連合会のホームページ（http://www.jfpi.or.jp）から

 ダウンロードする。
⒌応募期間

第１次審査 … 平成27年12月１日 ～ 平成28年１月29日
第２次審査 … 平成28年２月22日 ～ 平成28年４月22日

⒍表彰の種類
経済産業大臣賞
経済産業省商務情報政策局長賞（小規模事業所振興部門あり）

（一社）日本印刷産業連合会会長賞（小規模事業所振興部門あり）
（一社）日本印刷産業連合会奨励賞（小規模事業所振興部門あり）
※上記賞以外に表彰に値する工場（継続性、業界貢献等）には特別賞を授与する。
※局長賞、会長賞、奨励賞は部門別に審査する。

⒎表彰の方法
表彰該当工場に賞状および記念品を授与する。

⒏表彰式
日時：平成28年９月14㈬
会場：ホテルニューオータニ（東京都千代田区紀尾井町4-4）
※「2016印刷の月・記念式典」にて表彰（予定）
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⒐審査基準
⑴次の各号を満たしている工場を表彰の対象とする。（大臣賞、局長賞、会長賞）

①工場の周辺環境対策※１が同業種内の他の工場に比較して高水準にあること又は近年における環
境改善が著しいこと。

②広域的な環境対策※２が同業種内の他の工場に比較して高水準にあること又は近年における環境
改善が著しいこと。

③工場内における作業環境※３が同業種内の他の工場と比較して高水準に管理されていること。
④環境管理体制が整備されており、環境対応が明確に企業経営の中で位置づけられていること。
⑤環境対応が企業経営の上で具体的効果をもたらしていること。
※⒈周辺環境対策（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、景観などから総

合的に判断されるもの）
※⒉広域的な環境対策（地球温暖化防止、環境汚染物質の削減、化学物質管理、省資源、廃棄物処

理、リサイクル等）
※⒊作業環境（労働衛生、労働安全、清掃・整理整頓などから総合的に判断されるもの）

⑵奨励賞は上記によらず、特に努力及び改善が認められる工場に授与する。
⑶上記によらず、表彰に値する工場には特別賞を授与する。

１０.選考の方法
①小規模事業所振興部門への応募工場は、同部門内で審査を行う。（局長賞、会長賞、奨励賞）
②（一社）日本印刷産業連合会·印刷産業環境優良工場表彰選考委員会の審査による。
③大臣賞、局長賞の工場は、審査委員会による現地審査※４６月１日～６月24日の期間内を必須要件

とする。
※⒋応募書類の内容の実施状況等（労働災害状況等含む）の確認審査

１１.事後の報告
会長は、受賞工場から工場環境について、適宜報告を求めることができる。

１２.留意事項
①選考にあたっては、環境負荷が高い業種、企業規模の小さい工場、設立後の年数が経っている工場等

が不利にならないよう、環境配慮に努力しいている点を評価する。特に印刷産業の大半をなす小規模
事業所の環境改善活動を振興するため、小規模事業所部門を設置した。

②過去に本表彰を受賞した工場については、その上位の賞に限り選考の対象とする。
１３.問合せ先

一般社団法人日本印刷産業連合会　環境表彰担当
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8
電話03-3553-6051　FAX03-3553-6079

［E-mail］info.dm＠jfpi.or.jp
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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/

【編集後記】

新 年明けましておめでとうございます。

本 年もどうぞよろしくお願いいたします。

新しい 年が 皆 様にとって素 晴らしい 年でありますように！

札幌支部　事務局　五十嵐
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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




