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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度５月定例役員会報告

［日時］平成28年５月11日水 16：00～　［会場］エイト会館
■出席者：岸支部長、大和副支部長、矢吹副支部長、西山副支部長、前田副支部長、岡部委員

長、五十嵐（事務局）
■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

①平成28年度札幌支部新執行部役員について

経営・革新マーケティング事業委員会

・・・矢吹副支部長

札幌支部収益事業「くみたて～る」事業推進

環境・労務事業委員会・・・大和副支部長

ＣＳＲ、ＧＰ等の啓蒙啓発

教育・研修事業委員会・・・西山副支部長

プリンティング札幌企画、編集、発行

組織・共済事業委員会・・・前田副支部長

福利親睦事業（パークゴルフ、ボウリング大会）・会

計監査

青年部事業委員会・・・岡部委員長

青年印刷人フォーラム・全青協ブロック協議会開催

②「くみたて～る」事業について

札幌市内132園の私立幼稚園を対象に配布する情

報誌。協賛企業より、情報誌本体の広告と広告チラシ

や企業のペーパークラフトを制作し同封することで広

告料金をいただきそれを「くみたて～る」の製作費、運

営費に充てる。

６月３日㈮ １３：００～より

参加企業による説明会開催

3.その他

①組合で取得できる国家資格、資格について

印刷営業士、印刷生産士、オフセット印刷技能検定、

ＤＴＰ検定など

②アドビのライセンスプログラムについて

③９月「印刷の月」事業について

④平成28年度役員会日程について

4.月次決算報告／五十嵐

平成28年度予算、印刷文化典旭川大会分担金入金状

況報告

次回予定：６月22日13時半より開催
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第１回くみたて〜る事業説明会の報告

平成28年度全道合同委員会のお知らせ

平成28年度全道合同委員会を下記により開催します。組合員皆様の多数のご出席をお願い

します。

日　時：平成28年７月８日㈮
午後１時／研修会・合同委員会

午後５時／情報交流会

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）

６月３日金曜日に第一回『くみたて～る』説明会を行いました。

参加者は幡本印刷様、大輝印刷様、プリントハウス様、成瀬商会様、正文舎様、ホクラミ

の６社７名でした。

初めての説明会なのでまず『くみたて～る』って何？というところで事業の概要説明を行

い趣旨を理解して頂き、次に色々な取り決めや参加するメリットについてお話させて頂きま

した。

少人数という事もあり質問、意見が多く前向きな話し合いが出来ました。

この事業をきっかけに参加者同士の絆が深まり、各社の利益に繋げて頂ければと思います。

【概要】
札幌市内約25,000人いる幼稚園児全員にペーパークラフトやぬり絵を無料配布し作る喜び

や達成感を体験してもらう。

組合員へのメリット
くみたて～るを作る為に企業に広告を募集します。ター

ゲット広告になる為企業によっては非常に有効な広告となり

組合員しか紹介出来ない為、競合との差別化となる。

また、同封する広告の印刷は紹介した組合員が行い、さら

に紹介料も支払います。

この事業は組合として行いますのでルールを設けてありま

す。説明会参加者以外はくみたて～るの広告募集は控えて下

さい。説明会は定期的に行いますが個別でも対応致しますの

でご興味ある方はご連絡下さい。
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北海道印刷工業組合と一般社団法人日本印刷産業連合会は、「印刷産業における化学物質
リスクアセスメントセミナー」を、７月13日かでる2.7で開催します。

本年６月１日から労働安全衛生法施行令別表第９に掲げる640の化学物質について、それ
らを取扱うすべての事業所で、それらを扱う際のリスクアセスメントを実施することが義務
付けられました。
（一社）日本印刷産業連合会は、この義務化に対応するため、特に中小の事業者が、簡便に

リスクアセスメントが実施できるように工夫したアセスメントシートを、厚生労働省に協力
して作成しました。

この普及に向けた「印刷産業における化学物質リスクアセスメントセミナー」を開催しま
す。

１．日　時：平成28年７月13日㈬　13：30〜15：30
２．会　場：かでる2.7 10階 1050会議室

（札幌市中央区北２条西７丁目　TEL011-204-5100）
３．参加費：無料

【テーマ／内容／講師】
⒈　労働者の健康障害防止に向けた労働安全衛生法改正の留意点について

13：40〜14：30
北海道労働局健康安全課　木村課長
平成28年６月１日から労働安全衛生法に定められた文書交付対象物質640の化学物質に

ついて、印刷業をはじめ全ての事業所で、それらを扱う際のリスクアセスメントを実施すること
が義務付けられました。

そこで、労働安全衛生法改正のポイントとして、ラベル表示の改正点とSDSの活用方法、並
びにリスクアセスメントの概要を説明します。

⒉　印刷事業所におけるリスクアセスメントの提案
14：30〜15：15

（一社）日本印刷産業連合会　企業行動委員会　労働安全衛生WG委員・CIH労働衛生コ
ンサルタント　岡田賢造氏

平成28年６月１日から義務化された化学物質のリスクアセスメント方法について、今回作成
したアセスメントシートを中心に、中小零細の印刷業で行う簡便なリスクアセスメント手法の提
案を行います。

⒊　オフセット印刷工場用「VOC警報器」について
15：15〜15：30
新コスモス電機㈱　担当者
オフセット印刷作業場のVOC濃度を監視する「VOC警報器」について紹介します。

詳細は、下記ホームページ（北印工組）をご覧ください。
http://www.print.or.jp/training/training20160519.html

「印刷産業における化学物質リスクアセスメントセミナー」のご案内
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札幌支部7月例会は、富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ様ご協力のもと

『drupa2016セミナー』を開催いたします。

富士フイルムは、『Value from Innovation』のスローガンのもと、「インクジェット」「省資源」の２

大イノベーションを軸に、数々の新技術・ソリューションを発表します。その全容をいち早く皆さまにご

紹介するべく、『FFGS drupa2016セミナー』を企画いたしました。富士フイルムブースの注目製品

を詳しく解説するとともに、drupa2016全体の技術動向・トレンドについても、最新情報をたっぷりと

お伝えいたします。

⒈　日　　時：平成28年７月22日㈮　16：00　セミナー
18：30　懇親会

⒉　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2Ｆ
TEL 011-241-9325）

⒊　セミナー：第1部　drupa 2016のトレンド報告と今後の方向性
〜出展各社の最新情報と今後の市場の方向性〜

第２部　drupe2016で注目を集めた「FUJIFILM Inkjet Technology」と
FFGSソリューションの紹介

⒋　懇 親 会：会場をホテルサンルートニュー札幌に移して開催します。

※受講申し込みは、ア）７月22日drupaセミナー申込、イ）会社名、ウ）郵便番号・住所、エ）電話番号、

オ）FAX番号、カ）部署・役職名、キ）氏名、ク）E-mailを記入し、FAX011-241-9326へ申し込みく

ださい。

※お問い合わせは、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

電話011-241-9325までお願いします。

札幌支部７月例会のご案内
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「全印工連CSR第14期ワンスター認定募集」のご案内

2016全日本印刷文化典 ふくしま大会のご案内

全日本印刷工業組合連合会は、企業としての信頼性や社会的責任が問われるなか、CSR（企業の社会的

責任）研究の第一人者である横浜市立大学の影山教授監修のもと、中小印刷業 CSR 規格を策定し、地域に

密着した CSR に取り組む「全印工連 CSR 認定制度」の第 14 期ワンスター認定募集を、5 月 1 日から７月

31日まで行っています。

詳細は、下記ホームページ（全印工連）をご覧ください。

http://www.aj-pia.or.jp/csr/img/onestar14_201605.pdf

2016 全日本印刷文化典ふくしま大会が、「印刷業界の豊穣なる大地を求めて」をテーマに 10 月 21 日か

ら22 日の 2 日間、福島県郡山市のホテルハマツで開催されます。

10 月 21 日 ㈮

14：00／記念式典

14：45 ／全印工連メッセージ

15：45 ／記念講演会　テーマ「発酵がもたらす福島の復興」

講師：東京農業大学名誉教授　小泉武夫氏

18：30／記念パーティー

10 月 22 日 ㈯

08：00／全印工連理事長会　全国事務局研修会　全青協各県青年会代表者会議

09：15 ／全印工連フォーラム

12：00／エクスカーション　「フクシマ」の現状視察ツアー

　　　　 　　　　　　　　　 ①半日コース　② 1 泊 2 日コース
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平成28年度第１回経営者研修会のご案内
人事評価制度をもたなければブラック企業と呼ばれる時代が来る

平成 28 年度第 1 回経営者研修会が、7 月 8 日に開催されます。

人事評価制度は大企業のものと思われがちですが、中小・小規模企業においても人事評価制度を導入し

たことにより、大きく業績の向上が図られた事例が最近多くに見られるようになってきています。

どの会社にも、代わりのいない優秀な社員が全社員数の 1 割はいるといわれており、事業の根幹を担い、

現場を牽引する社員に辞められては、会社にとって大打撃になります。

なぜ優秀な社員が辞めてしまうのか？その解決のヒントに人事評価制度の運用があります。仕事の評価を

単なる査定で終わらせることなく、評価制度を正しく運用していくことが社員のモチベーションを上げ、定着率

を向上させます。

人事評価制度を正しく運用することが最強の人材育成・マネージメントツールの構築に繋がり、業績向上

へ導くための好循環を作り、企業の人材確保と業績アップを根底からサポートするのが、これからの人事評

価制度であります。

中小・小規模企業の人事評価制度の構築にいち早く取り組み、数多くの中小・小規模企業の人事評価制

度の構築・運用を手掛け、特に中小・小規模印刷会社 20 数社の人事評価制度の構築・運用の実績があ

る株式会社あしたのチーム様に中小・小規模印刷企業としての業績を向上させるための人事評価制度を解

説いただきます。

⒈　日　時：平成 28 年 7 月 8 日㈮　13：00 ～ 14：45

⒉　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19番地 TKP札幌ビル　電話 011-252-3165）

⒊　テーマ：「業績をゼッタイ向上させる『人事評価』」　～中小印刷企業のための人事評価制度～

⒋　講　師：株式会社あしたのチーム　取締役営業本部長　渡邉健太氏

⒌　受講料：無料

⒍　主な内容
　　① 人事関連の時代背景

　　② 中小企業になぜ目標と成果が必要なのか

　　③ 企業防衛策としての人事評価制度

　　④ 人事評価制度を運用する目的と効果

　　⑤ あしたの人事評価ときのうの人事評価

　　⑥ 人事評価による好循環

　　⑦ 限られた給与資源の適正な配分

　　⑧ 印刷業の導入事例

⒎　申込方法：受講申込書（必要事項をご記入の上、FAX 011-562-6072 へ）

受講申込書は、北海道印刷工業組合ホームページに掲載しています

⒏　申込期日：平成 28 年 6 月 25 日㈯
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グリーンプリンティング認定制度説明会のご案内

第29回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会のご案内

一般社団法人日本印刷産業連合会（日印産連）と北海道印刷工業組合は共催で「グリーンプリン

ティング認定制度説明会」が、６月28日に開催されます。

環境問題に対する社会的要求が高まり、印刷産業も環境に配慮した製品作りが求められていること

から、平成13年に印刷産業界の業界自主基準「オフセット印刷サービスグリーン基準」を日印産連が

制定しました。

グリーンプリンティング認定制度（略称：GP認定制度）は、同基準を達成した工場・事業所を認定

し、環境経営に積極的な印刷関連企業とし推奨するとともに同基準に適合した印刷製品にグリーンプ

リンティングマーク（GPマーク）を表示することにより、環境に配慮した印刷製品の普及を図ってい

ます。

現在、全国で352工場・事業所が認定を受けており、国等の環境物品等の調達の推進に関する基本

方針にも同基準が盛り込まれています。

このグリーンプリンティング認定制度を理解いただくための説明会を下記により開催いたします。

⒈　日　時：平成 28 年 6 月 28 日㈫

　　第 1 部／ 13：00 ～ 14：15　GP 制度の概要説明会

　　第 2 部／ 14：30 ～ 17：00　更新申請を中心とした申請方法説明会

⒉　会　場：エイト会館（札幌市中央区南 8 条西 6 丁目 1036 番地　電話 011-562-6070）

⒊　講　師：GP 認定審査員　小野里憲氏　「GP 制度の概要説明会」

GP 認定審査員　須田治樹氏　「申請および更新説明会」

第29回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会が７月28日に開催されます。

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29回目となります。

開催要領は次のとおりです。

⒈　日　時：平成 28 年 7 月 28 日㈭　12：36 スタート

コース：滝のカントリークラブ東・西コース

⒉　会　場：5,000 円

⒊　プレイ費：8,500 円（ロッカーフィ含む）

⒋　申込先：各所属団体または北海道印刷関連業協議会（TEL 011-562-6070）
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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主催

「FFGS経営セミナー2016」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は、「FFGS経営セミナー2016」を、７月８日、富

士フイルム札幌ビルで開催します。

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 と々登場し、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目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、印刷業の経営は大変厳しい舵取

りを迫られています。

同社では、このような大変厳しい時代における印刷経営の参考の一助にと、印刷業の経営者が自ら取り組

んだ経験に基づいた講演により、印刷業界を元気にしていくため、「FFGS経営セミナー2016」を開催します。

⒈　日　時：平成 28 年 7 月 8 日㈮　14：30

⒉　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2Ｆ　TEL 011-241- 9325）

⒊　テーマ：「シンプル・合理的な仕組みで効率が良く、競争力の高い会社にする」

〜業態変革と企業再生で実力派印刷会社となった服部プロセスグループの取組み〜

⒋　講　師：服部プロセス株式会社 代表取締役社長 服部晴明氏

※受講申し込み及びお問い合わせは、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

　電話 011-241-9325までお願いします。
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組織・共済事業委員会より
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編集後記
６月だというのに雪が降るなんて！！　６月はＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り、北海道神宮祭そして

私の誕生月（笑）。まさにお祭りの季節です。景気よく行きたいものですね～
札幌支部　事務局　五十嵐

▷ 北海道洋紙代理店会会長に笹島久義氏
北海道洋紙代理店会（札幌市中央区北２条西２丁目１番５号　リージェントビル）は、このたび筌口康史会長に代わって、
新しく会長に笹島久義氏（新生紙パルプ商事株式会社札幌支店）が就任した。

▷ 北海道洋紙同業会会長に森田伸介氏
北海道洋紙同業会（札幌市中央区北２条西２丁目１番５号　リージェントビル）は、このたび記田正三会長に代わって、新し
く会長に森田伸介氏（エイチケイエム紙商事株式会社）が就任した。

▷ 北海道フォーム印刷工業会会長に渡辺淳也氏
北海道フォーム印刷工業会は、このたび西智樹会長に代わって、新しく会長に渡辺淳也氏（株式会社恵和ビジネス）が就
任した。

▷ 株式会社小森コーポレーション北海道営業所が一時移転
株式会社小森コーポレーション北海道営業所（金田朋生所長）は、社屋改修工事のため６月20日から11月中旬まで一時
移転する。

〔移転先〕〒060-0061札幌市中央区南19条西11丁目２番24号 ビレッジ11
　　　　電話：011-512-6060　FAX：011-512-6071

業界動向
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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




