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年頭にあたり謹んでごあいさつを申し上げます。
昨年九月の北海道胆振東部地震により、被災された方々へ心よりお見舞いを

申し上げるとともに、多くの支援をいただいた全ての方々に、心より感謝申し
上げます。 

さて、私は就任以来、安心して子どもを生み育てられる社会の実現、女性が
活躍できるまちづくり、そして、経済活性化に力を入れてきました。昨年は、こ
れまでの取り組みが結実し、新たな課題の解決に向けた道筋を付ける一年とな
りました。

今年は、「2019 ワールドパラノルディックスキーワールドカップ札幌大会」
が開催され、国内外から多くの選手や関係者が訪れます。これらの大会で成功
を収めることで、2030 冬季オリンピック・パラリンピックの招致実現にもつ
なげていきたいと考えております。9 月には、世界中が注目する「ラグビーワー
ルドカップ 2019」が開催され、欧米圏の方々にも、豊かな自然や食といった札
幌の魅力を発信する絶好の機会としたいと考えております。大会の開催に向け
て官民一体となって気運の醸成を図るなど、訪れる観戦者を温かくお迎えでき
るよう万全の態勢を整えてまいります。

印刷業がこのような国際的なイベントを含め、本市の取組みを進める上で必
要不可欠であることは言うまでもありません。特に現在、札幌は、経済団体や
国、道などと力を合わせ、力強く札幌・北海道の魅力を国内外に発信し、地震
の影響を払拭することで、ヒト・モノ・コトを引き付け、元気な札幌を取り戻
そうとしているところです。

私も市長就任時に掲げた「人を大事にする」ことを忘れることなく、市民の皆
様一人一人が安心して笑顔で暮らせるまちづくりを第一に、道都・さっぽろの
未来の姿「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」の実現に向けて、残りの任期に全精力を注
いでまいります。どうか皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

結びに、皆さまのこの一年のご健勝を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

札幌市長

秋　元　克　広

年頭のご挨拶



3Jan, 2019

北海道印刷工業組合札幌支部 支部長

岸　　　昌　洋

平成31年新春を迎えて

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。
昨年の北海道は、2 月の平昌オリンピックでのカーリング女子チームの活躍

と“そだね”の明るい話題で北海道命名 150 年のスタートを切りましたが、9
月には大型台風の本道上陸、北海道胆振東部地震、全道全域が停電になるブラ
ックアウトにより、道民生活・産業活動に大きな支障を来たしました。

改めまして、被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げますと
ともに一日も早い復旧をお祈りいたします。

本年は 31 年続いた平成が終わり、新しい元号が始まります。
新しい時代へ夢と希望を大いに抱きたいところですが、4 月からは働き方改

革関連法が順次施行され、10 月には消費税増税が予定されており印刷業界に
おいては、全日本印刷工業組合連合会（全印工連）をはじめ当組合は「断固反対
の立場」を取っていますが、主要原材料であります洋紙の価格改定が行われる
予定です。

これらは、組合員各社の事業経営に大きな影響を及ぼすことが懸念されます
ので、早い対応策が必要となります。

全印工連では、全国の組合員の力を結集して組合員企業が持続的な発展を遂
げられるよう「Happy Industry ～人々の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」
をテーマに掲げ、各種の事業メニューを用意しています。

これら様々な事業を組合員の皆さまに知っていただき、利用いただくことに
よって皆さまがメリットを享受できることになります。

組合員の皆さまに事業の詳細をお伝えし、メリットを享受していただくため
に北海道地区印刷協議会において、各種事業の「見える化」に取り組んで参りま
す。

是非、一人でも多くの組合員の皆さまに年 2 回開催いたします「北海道地区
印刷協議会」へご参加いただき、事業を理解し、メリットを享受し、各社の持続
的な発展・繁栄のための糧としていただきたいと存じます。

翌 2020 年は、当組合が昭和 15 年の設立から数えて 80 年の節目を迎えま
すので本年はその記念事業の実施に向けての準備の年として参ります。

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
にとりましてより良い一年となりますことをご祈念申し上げ、新年のごあいさ
つといたします。
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新年あけましておめでとうございます。輝かしい平成 31年の新年

を迎えられたものと心よりお慶び申し上げます。皆様におかれまし

ては日々の仕事と併せ、印刷発展に向け多大なご尽力をされているこ

とに対して、改めて敬意と感謝を申し上げる次第です。

昨年を振り返りますと３月の大雪、９月の台風、そしてその翌日に

発生した北海道胆振東部地震により尊い命が失われ未曾有の被害が

発生し、道内全域が停電となる「ブラックアウト」になり断水など今

までに経験したことがないことが起こりました。

それにより生活はもとより、道内の製造・輸送等とあらゆるものに

影響が出ました。被害のあった企業様には１日も早い復旧・復興に向

け微力ながら支援に取り組んでいるところであります。

また、本年も「ＨＯＰＥ」を開催します。皆様の多様な価値観やニー

ズに対応出来る運営の展開を検討してまいります。活動拡大として

賛助会員様のご意見の把握にこれまで以上に取り組んでまいります。

結びとなりますが、今年の干支は己亥（つちのとい）です。亥には

「無病息災」や「安定した状態で始動を待つ準備期間」の意味があるよ

うです。今年はこの亥年にあやかり、災害がなく、そして皆様の苦労

が報われる実り多い一年となりますよう心よりご祈念申し上げ、新年

にあたってのご挨拶といたします。

北海道印刷工業組合札幌支部 副支部長

前　田　憲　之

新年のご挨拶
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新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えの事とお喜び申し上
げます。また、平素より札幌支部の活動にご協力とご支援、ご鞭撻を
賜り、感謝申し上げます。
昨年９月の北海道胆振東部地震により、被災された方々へ心よりお
見舞いを申し上げますとともに一日も早い復旧をお祈りいたします。
組合の推進事業として教育研修委員会を担当しています。教育研
修員会では、セミナーの企画・啓発、制度教育事業の推進、制度教育
事業の再構築に向けた検討、技能検定「プリプレス職種(ＤＴＰ作業)」
の普及啓発、遠隔教育システムのコンテンツ開発、全印工連特別ライ
センスプログラムの周知・普及や総合求人サイト「イーアイデム」特
別プランの周知・普及などを行っています。組合員の皆さまに、委員
会の事業内容の詳細をお伝えするため、北海道地区印刷協議会を開催
しています。一人でも多くの組合員の皆さまに北海道地区印刷協議
会へご参加いただきと存じます。
組合員の皆さまとコミュニケーションが取れていない部分もある
かと思いますが、勉強会や懇親会、さらには関連業者の皆様と交流を
図り、さまざまな有益な情報を提供できますよう活動していく所存で
す。
皆様にとりまして、更に充実した良い一年になりますことを祈念致
しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

北海道印刷工業組合札幌支部 副支部長

西　山　　　真

新年のご挨拶
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札幌支部合同例会のご案内

札幌支部例会（忘年会）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31年２月15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）

12月17日㈪18：30よりグランド居酒屋富士すすきの店で昨年に引き続き第２回大忘年会
を開催致しました。雪の舞う中、また師走な多忙時期にお集り頂き誠に感謝の言葉しか出ま
せん。ありがとうございます。

北海道印刷工業組合札幌支部、札幌青年印刷人の会、賛助会員様、また団体に関係なく参
加して頂きましたパートナーズ企業様のご協力のもと大盛況に終わりました！44社54名（事
務局３名含）でスタートした大忘年会は時間が足りないくらい盛り上がった様に感じていま
す。

また来年も年一行事として開催します。お集りになって意見を交わしこの業界を盛り上げ
たい旨、宜しくお願いします。 

本当にありがとうございました。
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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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