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北海道印刷工業組合札幌支部
平成31年度通常総会

［日時］平成31年４月19日金　［会場］TKPガーデンシティ札幌駅前

《開会の辞》
司会の岡部副支部長が開会を宣言され、平成31年
度通常総会が開催されました。

《支部長挨拶》
＜岸支部長＞

皆様、こんばんは。ゴールデンウイーク前の大変お
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。平成最後の通常総会となります。皆さんの慎重な
ご審議のほどよろしくお願いいたします。

《定数報告》

組合員総数　　　３５社
議決権総数　　　３５社
出　席　数　　　２１社（委任状１４社）
有効議決権　　　３５社
議決権に対して１００％

過半数を超えております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》
大輝印刷㈱
西山代表取締役

第１号議案
平成30年度事業報告に関する件

＜岸支部長＞

平成30年度の事業を報
告させていただきます。本
年は印刷用紙をはじめとす
る諸資材の値上げなどで、
我々印刷産業を取り巻く環
境は厳しさを増すばかりで
した。また、社会情勢や経
済構造の変化により、益々
既存需要の縮小が進み、
ペーパーレス化が加速しま

した。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。本年も展示会のみならず数多くのセミナー
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
「HOPE2018」を運営・開催いたしました。二月に
は支部例会を開催し、懇親と交流の場といたしまし
た。また、用紙の値上げ、用紙不足に関しては支部
長の立場として、各関係官公庁や関係各団体、各金
融機関の皆様へ説明に出向き、ご理解とご協力を求
めて参りました。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、３ページ
から５ページまで記載しておりますのでご覧いただ
ければと思います。６ページからは各委員会報告と
なりますので、各委員会委員長よりご報告させてい
ただきます。まずは経営・革新マーケティング委員
会の岡部委員長からよろしくお願いいたします。

北海道印刷工業組合札幌支部の平成31年度通常総会が、４月19日㈮午後５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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《各委員会報告》
経営革新・マーケティング事業委員会

＜岡部委員長＞

記載の通り、事業承継支
援センターの周知、事業承
継ガイドブックの周知・販
売、共創ネットワーク通信
の周知、勝ち残り合宿ゼミ
の開催。こちらは２月22
日、23日に大阪で開催させ
ていただきました。

組織・共済事業委員会

＜前田委員長＞

こちらも記載されている
通りでございますが、平成
29年度分会計監査を行いま
した。第17回親睦パークゴ
ルフ大会は、組合員・家族
併せて11社23名で行いまし
た。第１回札幌支部夏祭り
は懇親会ですけれども、21
社25名で行いました。札幌

支部大忘年会、これは札幌青年印刷人の会が属して
いないところとタイアップをして札幌支部からは22
社30名の参加で行いました。第32回親睦ボウリング
大会は、１月に組合員・賛助会員併せて10社20名の
参加で行いました。平成31年札幌支部例会を今年２
月に行いました。

教育・研修事業委員会

＜西山委員長＞

１番、ＤＴＰ技能検定を
募集致しましたが残念な
がら受験者はいませんで
した。次にペットボトル
キャップの収集は総重量
21.2㎏、個数にして9,116
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

＜矢吹委員長＞

全青協正副議長会議、年
２回参加。第24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。また全青協各県
青年会代表者会議、また第
32回全国青年印刷人協議会
全国協議会に僕と東和プリ

ントの斉藤君で参加してきました。

第２号議案
平成30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30年度収入支出決算報告書、財産目録とい
たしまして、資産の部、現金12,368円、預金当座
普通定期４行合わせて1,839,223円、未収金38,200
円、電話加入権130,784円、差入敷金169,800円。
資産合計2,190,375円。負債の部、差引正味財産
2,190,375円。続きまして８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９ページ、
損益計算書ですが、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す。10
ページ目、平成30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。１．賦課金
収入。予算額8,261,400円に対し決算額8,506,200
円。２．入会金収入。予算額20,000円に対し決算
額40,000円。３．事業収入。予算額2,400,000円に
対し決算額2,027,000円。４．事業外収入。事業外
収入ですので予算額は立ておりませんので予算額0
円に対し決算額31,780円。５．寄付金収入。予算
額、決算額ともに０円。合計が予算額10,681,400円
に対し決算額が10,604,980円となっております。
続きまして11ページの支出の部です。事業費。予
算額1,800,000円に対し決算額1,968,014円。続き
まして２番負担金。予算額4,779,800円に対して決
算額4,120,048円。事業間接及び一般管理費。予算
額4,051,600円に対して決算額4,120,048円。４番
法人税及び消費税。予算額が50,000円に対して決
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算額209,131円。小計、予算額10,681,400円に対
して決算額11,196,993円。当期損失金が592,013
円。合計が予算額10,681,400円に対して決算額が
10,604,980円となりました。

監査報告

＜今井監査役＞

平成31年４月５日、島津監査とともに札幌支部事
務所にて支部長より提出されました平成30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報告いた
します。

第３号議案
剰余金処分(案)に関する件

＜岸支部長＞

決算報告をさせていただいた通り、残念ながら当
期損失金として592,013円となりました。組合員を
増やすということと、賛助会員を増やすということ
で固定収入、入会金収入を増やそうとやってきたの
ですが、残念ながらこういう結果になってしまいま
した。前期繰越剰余金から引かせていただいて、次
期繰越金を2,190,375円ということで上程させてい
ただきます。ご審議の程よろしくお願いいたしま
す。

第４号議案
2019年度事業計画(案)に関する件

＜岸支部長＞

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。今年は元
号が変わり、「令和元年」となります。そして４月
からの労基法改正により、働き方改革は待ったなし
です。諸資材は今後も値上がりし続け、消費増税も
控えています。そのような時勢の中、札幌支部とし
ては主に「働き方改革」に関する情報や取り組みを
北印工組、全印工連からキャッチアップして皆さん
にお伝えして参ります。今年度も引き続き、９月６
日から７日の２日間にかけて「HOPE2019」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。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。
続いて各委員会の事業計画案を経営革新マーケ
ティング委員会岡部委員長からしていただきます。
よろしくお願いいたします。

経営革新・マーケティング事業委員会

＜岡部委員長＞

前年度に引き続き、①事業承継の推進ということ
で、事業承継支援センター、ガイドブックの周知・
販売、セミナーの開催をしていきたいと思います。
セミナーについては、５月17日に北印工組の総会の
前に事業承継セミナーを開催することが決定してお
りますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。
次に経営イノベーション支援の推進ということで、
ソリューションプロバイダーへのステップアップガ
イドの販売、セミナー、勝ち残り合宿ゼミの開催。
マーケット創造の推進ということで、共創ネット
ワーク通信の配信拡大を行っていきます。共創ネッ
トワーク通信に関しましては、メーカーベンダーさ
んからも募集をするということで、賛助会員さんに
も周知していきたいと思います。

組織・共済事業委員会

＜前田委員長＞

昨年度と同じく、第18回パークゴルフ大会を７月
６日に開催致します。第33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。前回もプリンティング札幌に記事を掲載した
のですが、その記事を見て参加してくださった会員
さんもいらっしゃるので、皆様ぜひご参加の程よろ
しくお願いいたします。札幌支部例会を２月に開催
したいと思います。札幌青年印刷人の会との合同例
会も年２回程度開催予定です。組合加入促進運動、
共済加入キャンペーンの実施、印刷の月への協力、
未納賦課金回収促進、予算・決算等財務報告、平成
31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＞

プリンティング札幌の発行です。有益な情報をお
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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。また全印工連特別ライセンスプログラム
の普及拡大を行っていきたいと思います。それに伴
いアドビテクニカルセミナーの開催を行います。

青年部事業委員会

＜矢吹委員長＞

第25回青年印刷人フォーラムの開催、全国青年
印刷人協議会北海道ブロック協議会を行います。こ
ちらが10月19日に決まりまして、北海道と東北の
合同開催が決まりました。場所は札幌で行います。
こちらでは今、ハイサービスを行う企業についての
テーマをもとにしてやっておりまして、各地域で新
たなサービスであるとか、今行っているサービスを
さらにブラッシュアップしてこちらで発表する予定
になっております。北海道で３件、東北で３件それ
ぞれ発表し合いまして、勉強していこうという形に
なっております。北海道は十勝支部、旭川支部、札
幌支部それぞれ1件ずつ報告することになっており
ます。また第33回全国青年印刷人協議会全国協議会
への参加していく予定です。

第５号議案
平成31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31年度収入支出予算（案）、
収入の部　賦課金収入、決算額が8,506,200円に対
して、予算額8,496,100円。入会金収入、決算額が
40,000円に対して、予算額20,000円。事業収入、
決算額2,027,000円に対して、予算額1,854,000
円。事業外収入、決算額31,780円に対して予算はみ

ておりません。消費税、決算額はありませんが、予
算額91,600円です。合計、決算額10,604,980円に
対して、予算額10,461,700円です。続きまして17
ページ、支出の部です。事業費、決算額1,968,014
円に対して予算額1,550,000円です。負担金、決
算額4,899,800円に対して予算額4,916,600円で
す。事業間接及び一般管理費、決算額4,120,048
円に対して予算額3,853,500円です。法人税・消
費税、決算額209,131円に対して予算額141,600
円です。小計が決算額11,196,993円に対して予算
額10,461,700円。当期損失金が決算額でマイナス
592,013円。合計、決算額が10,604,980円に対して
予算額10,461,700円となりました。よろしくお願い

いたします。
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組織・共済事業委員会より
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編集後記
平成 31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。
元号も変わり、10連休もあっという間に終

わってしまいました（10日間毎日グラウンド
で過ごしていましたが…）
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
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