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北海道印刷工業組合札幌支部
平成30年度通常総会

［日時］平成30年４月20日金　［会場］TKPガーデンシティ札幌駅前

《開会の辞》
司会の西山副支部長が開会を宣言され、平成30年

度通常総会を開催いされました。

《支部長挨拶》
〈岸支部長〉

皆様、本日は大変お忙しい中お集まりいただきまし

てありがとうございます。本日は札幌支部執行部が昨

年１年間努めて参りました事業のご報告、決算のご報

告、また改選期でございますので、来期に向けた予算

と活動について皆さんにご審議いただければと思いま

す。本日はよろしくお願いいたします。

《定数報告》

組合員総数　　　３７社

議決権総数　　　３７社

出　席　数　　　２０社（委任状１７社）

有効議決権　　　３７社

議決権に対して１００％

北海道印刷工業組合札幌支部規定により３分の２以

上になりましたので本総会は成立いたしますことをご

報告いたします。

《議長選出》
北陽ビジネスフォーム㈱

岡部専務取締役

第１号議案
平成29年度事業報告に関する件

＜岸支部長＞

平成29年度の事業を報告させていただきます。

年々、我々印刷産業を取り巻く環境は厳しさを増す

ばかりで、社会情勢や経済構造の変化により、益々

奇人需要の縮小が進み、本気の変革が求められる一

年だったと思います。こうした中、札幌支部として

様々な機会を作り、またプリンティング札幌等で情

報提供を行い組合員の皆様のお役に立てるよう役

員一同努めて参りました。人材育成の観点からオフ

セット技能検定のみならず、ＤＴＰ技能検定の受験

啓発や数多くのセミナーを併催し、皆様の会社経営

や営業活動、機械メンテナンスのお役立ちができる

ような学びの場として開催した「ＨＯＰＥ2017」等

を運営・開催して参りました。本年2月には支部例

会を開催し、懇親会と交流の場といたしました。ま

北海道印刷工業組合札幌支部の平成30年度通常総会が、４月20日㈮午後４時からTKPガーデンシティ札幌

駅前で開催されました。以下、議事内容を報告いたします。
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た、全印工連「2025計画」は支部長の立場として、

道内各官公庁や関係各団体、各金融機関、関連各メー

カー・ベンダー様や関連業の皆様へ我々組合の取組み

を広く知っていただく活動を行い、理解と協力を求め

て参りました。今年度は、ＩＧＡＳの関係で例年の9

月初旬ではなく、8月31日から9月1日の2日間にかけ

て「ＨＯＰＥ2018」を開催いたします。今回も各種

印刷機材展示と数多くのセミナーを開催し、皆様のお

役立ちができるような学びの場としてご提供する設え

と致します。今回も皆様の積極的なご参加をお待ちし

ております。皆様のご理解とご協力の程、感謝申し上

げます。会議報告につきましては、議案書に記載の通

りご覧いただければと思います。では次からは各委員

会の報告とさせていただきます。まずは経営・革新

マーケティング委員会の矢吹委員長よろしくお願いい

たします。

《各委員会報告》
経営革新・マーケティング事業委員会

＜矢吹委員長＞

経営革新・マーケティン

グ委員会では、主に「くみ

たて～る」の事業を行って

まいりました。「くみたて

～る」の事業なのですが、

8ページの損益計算書を開

いていただきたいのです

が、収入の部、支出の部と

それぞれ「くみたて～る」事業費ということで、大

変な赤字になって見えるのですが、ここを説明させ

ていただきます。この「くみたて～る」事業をおと

としからやっておりまして、今期、去年の3月に発

行した「くみたて～る」の部分で先に3月中に入金

になった広告料が1社ありまして、その収入が前期

に計上されております。「くみたて～る」事業の第

3号ですね、3月に発行したその部分の支出が今期に

計上されているという部分があります。また、3号

分ので広告料を重複して入金してしまったという企

業が1社あり、それをお返ししたのが、今期でお返

しし、収入は前期に計上されているので実質そこで

100万円くらいの差額になってしまっています。で

すので実際の差額としては40万円くらいマイナスに

なってしまっているという状況です。準備を含めて

3年間やってきたのですが、収益を上げるための事

業として取り組んでまいりましたが、去年、今年と

赤字が続いてしまいましたので、来期以降は「くみ

たて～る」事業自体を、印刷工業組合札幌支部の名

前はそのまま残していただくのですが、やっている

メンバーだけで、別会計にさせていただきまして、

今までマイナスになった部分は、ここから収益を上

げて札幌支部の方へお返ししていくという形をとら

せていただきたいと思います。本当に力不足で大変

申し訳ないのですが、赤字が出ているという状況で

すので、そのような形にしたいと思っております。

経営革新マーケティング委員会として、事業承継

セミナーを行ったり、啓発活動をしております。ま

た全印工連で行っております、共創ネットワークと

いうのも啓発しておりまして、これは僕の事例なの

ですが、共創ネットワーク、全国の印刷組合に加盟

している印刷会社に向けてホームページ、メールマ

ガジンで自社の内容を発表、発信できるというこ

とを行っており、㈱ホクラミでやってみたのです

が、やったその日にすぐ反応がありまして、ノベル

ティについて出させていただいたのですが、3月に

発表して反応があって先週、それが実際に決まりま

して、神奈川県の印刷会社だったのですが、この商

品を神奈川で販売したいということで、向こうにも

広がってまいりました。皆様もぜひ自社製品を共創

ネットワークを使って全国へ向けて発信していただ

けたらと思いますので、こちらの方もよろしくお願

いします。

「印刷の月」への事業の取り組みということで、こ

れは「くみたて～る」とタイアップさせていただいた

のですが、モエレ沼公園で開催されている花火大会に

「くみたて～る」を使って周知をし、「ゆめ花火」と

いう内容なのですが、子供たちに花火の絵をかいても

らってその絵を集めてモエレ沼公園の花火大会で展示

をする。花火大会が終わってからは、東急百貨店と協

力させていただきまして、東急百貨店にパネルを並べ

てその絵を展示させていただきました。そのパネル
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に、北海道印刷工業組合札幌支部と名前を入れて協賛

しているということを外部の方に向けて札幌支部の事

業について発信させていただきました。

環境・労務事業委員会

＜大和委員長＞

環境労務委員会では、支

部の中での活動というより

は、全印工連であったり、

日印産連からの情報をプリ

ンティング札幌の中に載せ

て皆様に情報を発信すると

いうことで2年間周知して参

りました。内容といたしましてはここに書いてある通

り、ＣＳＲ認定制度のご紹介、ご案内であったり、Ｇ

Ｐ認定制度のご紹介などを行ってまいりました。

組織・共済事業委員会

＜前田委員長＞

１番に平成28年度分会計

監査を行いました。２番目

の第16回親睦パークゴルフ

大会は、組合員・家族併せ

て30名ほどの参加で行いま

した。３番目の第31回親睦

ボウリング大会は、1月に組

合員・賛助会員併せて22名の参加で行いました。４

番目の平成30年札幌支部例会を今年2月に組合員・賛

助会員併せて56名の参加で行いました。

教育・研修事業委員会

＜西山委員長＞

ＤＴＰ技能検定というこ

とで実技試験を平成30年１

月27日、学科試験を平成30

年２月４日に開催しており

ます。そのうち1級が1名、

2級が5名で計6名が合格し

ております。ペットボトル

キャップの収集は総重量16.9㎏、個数にして7,267個

分寄付させていただきました。ご協力いただきまして

ありがとうございました。プリンティング札幌を毎月

発行し、情報を発信しております。

青年部事業委員会

＜岡部委員長＞

第23回青年印刷人フォー

ラムと全国青年印刷人協議

会北海道ブロック協議会を

併催させていただきまし

た。④番の全青協各県青年

会代表者会議は10月に全印

工連フォーラムの際に各県

の青年会の代表が集まってそれぞれの地方の状況など

を情報交換しました。⑤番のＰＲＩＮＴ　ＮＥＸＴ

2018ですが、こちらは2年に一回、全国組織の青年団

体が垣根を越えて集まるイベントで、大阪で開催され

600名を超える参加がありました。今回は青年部事業

委員会や札幌青年印刷人の会といった団体に加盟して

いない方を含めた、30代のメンバーをメインに参加

してきました。ＬＧＢＴをテーマにいろいろ勉強しつ

つ最後にセミナーを開催したことを全国に紹介してき

ました。翌日、第31全国青年印刷人協議会全国協議

会に参加してきました。

第２号議案
平成29年度収入支出決算報告に関する件

組織・共済事業委員会

＜前田委員長＞

平成29年度収入支出決算報告書。財産目録。資産

の部、現金32,836円、預金４行合わせて2,338,968

円、未収金110,000円、電話加入権130,784円、差

入敷金169,800円。資産合計2,782,388円。負債の

部、差引正味財産2,782,388円。続きまして7ページ

の貸借対照表ですが、財産目録の写しでありますの

でご覧になっていただきたいと思います。続きまし

て8ページです。損益計算書。この損益計算書につ

きましても次のページの予算対比表で説明いたしま
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す。9ページ目、平成29年度予算決算対比表、収入

の部。大きいところだけまず読み上げます。そのし

たにそれぞれの内訳が書いてございます。１．賦課

金収入。予算額9,325,000円に対し決算額9,224,800

円。２．入会金収入。予算額50,000円に対し決算額

10,000円。３．事業収入。予算額7,300,000円に対し

決算額5,244,830円。４．事業外収入。予算額0円に

対し決算額44,601円。５．寄付金収入。予算額、決

算額ともに0円。６．文化典収入。予算額500,000円

に対し決算額348,000円。合計が予算額17,175,000

円に対し決算額が14,872,231円となっております。

続きまして10ページの支出の部です。大きいところ

だけ読ませていただきます。支出の部、1番事業費。

予算額6,710,000円に対し決算額6,299,103円。続き

まして２番負担金。予算額5,412,200円に対して決

算額5,334,300円。3番事業間接及び一般管理費。予

算額4,502,800円に対して決算額4,620,573円。4番

法人税及び消費税。予算額が50,000円に対して決算

額310,193円。5番北海道情報・印刷文化典旭川大会

諸経費。予算額が500,000円に対して決算額559,552

円。小計、予算額17,175,0000円に対して決算額

17,123,721円。当期損失金がマイナス2,251,490

円。合計が予算額17,175,000円に対して決算額が

14,872,231円となりました。

監査報告

＜林下監査役＞

平成30年４月６日、支部長より提出されました平

成２９年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益

計算書及び決算書の各事項の調査をいたしましたとこ

ろその結果すべてにおいて正確かつ適正であることを

認めます。

第３号議案
剰余金処分(案)に関する件

＜岸支部長＞

平成29年４月１日より平成30年３月31日までで

す。当期未処分剰余金といたしまして、前期繰越

剰余金が5,033,878円、先ほどご説明させていただ

きました通り、当期損失金が2,251,490円、合計で

2,782,388円。こちらを次期繰越金として上程させて

いただきます。

第４号議案
平成30年度事業計画(案)に関する件

＜岸支部長＞

平成30年度事業計画案を皆様にご提出させて頂き

ます。今年度も引き続き、組合員の皆様に有益かつ実

効性のある情報のご提供に努めて参ります。「2025

計画」の普及・訴求は、組合員皆様の経営革新のお

役立ちができるよう啓発活動を継続して進めて参りま

す。また、ＤＴＰ技能検定やオフセット技能検定、印

刷営業士の各種検定制度も人材育成の一助となるよう

受験啓発に努めて参ります。

そして、組合独自の事業である各種共済制度やアド

ビ・ライセンスプログラムの有効活用を皆様に丁寧

にご説明して参ります。時代の変遷に伴い「働き方

改革」や労働人口の減少による人材不足が深刻化する

中、ＭＩＳの活用による生産管理の見直しや人事評価

制度の導入による働き方の多様化などの先進事例を各

メーカー・ベンダー様のお力をお借りし、ご紹介し

ていきたいと考えております。これらの情報をプリン

ティング札幌やホームページを通じて、皆様へ情報を

できるだけスピーディーにお伝えできるよう努めて参

ります。我々執行部が、微力ながら皆様の会社経営の

一助になれば幸いです。引き続き皆様のご理解とご協

力の程、どうぞよろしくお願いいたします。
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経営革新・マーケティング事業委員会

＜岡部委員長＞

①事業承継セミナーの開催、②経営イノベーション

の支援、③マーケティングセミナーの企画・立案、⑤

共創ネットワークの周知を主にやっていきたいと思っ

ております。

組織・共済事業委員会

＜前田委員長＞

1番目に第17回パークゴルフ大会を7月14日に開催

致します。2番目に第32回親睦ボウリング大会を組合

員及び従業員家族で1月に開催致したいと思います。

3番目に札幌支部例会を開催したいと思います。4番

目に札幌青年印刷人の会との合同例会を昨年は2回実

施しましたが、今年も札幌青年印刷人の会と合同で、

また札幌支部単独で親睦を図るためにここには書いて

おりませんけれども、私は考えております。5番目に

組合加入促進運動、6番目に共済加入キャンペーンの

実施、7番目に印刷の月への協力、8番目に未納賦課

金回収促進、9番目に予算・決算等財務報告、10番目

に平成29年度分会計監査を行いたいと思います。

教育・研修事業委員会

＜西山委員長＞

はじめにプリンティング札幌の発行です。有益な情

報をお伝えしていきたいと思います。また、ＤＴＰ技

能検定の実施・運営を引き続き行っていきたいと思っ

ております。

青年部事業委員会

＜矢吹委員長＞

①第24回青年印刷人フォーラムの開催、②全国青

年印刷人協議会北海道ブロック協議会の開催、③第

32回全国青年印刷人協議会全国協議会への参加、ま

た印刷の月事業につきましては今年も私の方で引き続

きやらせていただきたいと思っております。

第５号議案
平成30年度収入支出予算(案)に関する件

組織・共済事業委員会

＜前田副支部長＞

第５号議案、平成は30年度収入支出予算（案）、

収入の部　１、賦課金収入、決算額が9,224,800円

に対して、予算額8,261,400円。２、入会金収入、

決算額が10,000円に対して、予算額20,000円。３、

事業収入、決算額5,244,830円に対して、予算額

2,400,000円。４、事業外収入、決算額44,601円に対

して予算はみておりません。５、寄付金収入、決算額

予算額ともにみておりません。６、文化典収入、決

算額348,000円に対して、今期はありませんので予算

額0円です。合計、決算額14,872,231円に対して、予

算額10,681,400円です。続きまして１６ページ、支

出の部です。１、事業費、決算額6,299,103円に対し

て予算額1,800,000円で大きく違うのは「くみたて～

る」事業を切り離したということです。２、負担金、

決算額5,334,300円に対して予算額4,779,800円で

す。３、事業間接及び一般管理費、決算額4,620,573

円に対して予算額4,051,600円です。４、北海道情

報・印刷文化典旭川大会、決算額559,552円に対して

今年はありませんので予算額はみておりません。５、
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法人税・消費税、決算額310,193円に対して予算額

50,000円です。小計が決算額17,123,721円に対して

予算額10,681,4000円。当期損失金が決算額でマイナ

ス2,251,490円。合計、決算額が14,872,231円に対

して予算額10,681,400円です。

第6号議案
任期満了による支部長選出に関する件

＜大和副支部長＞

支部長推薦委員会を立ち上げまして、メンバーとい

たしましては私と、西山副支部長、前田副支部長、

矢吹副支部長、岡部委員長の5人で支部長推薦委員会

を立ち上げました。昨年の12月18日、今年の1月17

日、2月14日の3回開催致しまして現支部長でありま

す、㈱正文舎の岸社長のほうに引き続き次期の支部長

をお願いできないかということで再任のお願いをさせ

ていただきました。ご本人のほうからも承諾をいただ

きまして現支部長であります岸社長を推薦させていた

だきます。

第７号議案
任期満了による監査選出に関する件

＜岸支部長＞

昨年度もお願いしておりました（有）プラスメディア

の島津社長に引き続き監査をお願いしたいと思います。

それと新しく展文社総合印刷㈱の今井社長に監査をお願

いしたいと思います。

第８号議案
副支部長承認に関する件

＜岸支部長＞

て第8号議案、副支部長承認に関する件でございま

すが、現執行部、西山副支部長、前田副支部長、矢吹

副支部長、岡部委員長を引き続き再任をさせていただ

きます。

第９号議案
任期満了による北海道印刷工業組合
理事・監事推薦に関する件

＜岸支部長＞

第9号議案、任期満了による北海道印刷工業組合理

事・監事推薦に関する件ですが、監事に関しましては

北印工組の総会が来月18日にございますのでそれまで

に決めるということでご承認を頂ければと思います。
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環境・労務事業委員会より



9May, 2018

組織・共済事業委員会より
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編集後記

平成３０年度札幌支部通常総会も無事終了

いたしました。ありがとうございました。

まだまだ寒暖の差が激しいですが、皆様体調

等崩さないようにお気を付けください！

 札幌支部　事務局　五十嵐

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
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。
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