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北海道印刷工業組合札幌支部
令和元年度８月定例役員会報告

［日時］2019年度８月26日月 13：30～

■出席者：岸支部長、岡部副支部長、西山副支部長、前田副支部長、矢吹委員長、事務局五十嵐

■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.委員会報告／各委員長

・経営革新･マーケティング委員会／岡部委員長
2019年12月13日㈮～14日㈯埼玉県さいたま市に
て勝ち残り合宿ゼミ開催予定。（定員20名）

・組織・共済委員会／前田委員長
８月９日㈮第３回札幌支部夏祭り（キリンビール園
アーバン札幌店）開催報告。大変盛況で定期的に開催
し、組合員、賛助会員との懇親を深めていきたい。
今後の行事の日程確認（ボウリング大会・札幌支部例
会等）

・教育・研修委員会／西山委員長
DTP技能検定の募集案内について
プリンティング札幌９月号について

・青年部委員会／矢吹委員長
「くみたて～る」について進捗状況報告。また、９月の
「印刷の月」は「くみたて～る」の中に同封してあるモ
エレ芸術花火2019の「ゆめはなび」という企画とタイ
アップ。園児に花火のデザインを書いて応募してもら
い入賞した作品はモエレ沼芸術花火会場と東急百貨
店に掲載される。
８月24日㈯～25日㈰に三重県で全青協正副議長会
議開催され、ブロック協議会、プリントネクスト2020
等について話し合われた。また札幌の青年部としては

８月21日に企画会議を開催した。

2.月次決算報告／五十嵐

財務状況報告。

3.その他

①９月６日、７日開催のHOPEの件
各セミナーの申し込み状況、当日の流れ等について
②札幌市の契約課と商工会議所と最低価格、知的財産
権の確保等について意見交換した。現状は札幌市に
本社がない企業も入札に参加している。

次回予定：10月2日㈬13時半より開催
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印刷の月事業の報告印刷の月事業の報告
北海道印刷工業組合札幌支部の印刷の月事業として昨年同様『モエレ沼芸術花火

2019』と『くみたて～る』のコラボ企画『ゆめはなび』を行いました。

『くみたて～る』とは札幌市内135箇所の市立幼稚園へペーパークラフトやぬり絵の

冊子を無料配布し、幼稚園児に紙に触れてもらう事と想像力や発想力を養ってもらお

うという事で2016年からスタートした事業です。

モエレ沼芸術花火は2012年に始まり昨年は地震の為中止となってしまいましたが今

年で７回目になる市民主導の花火大会です。年々規模を拡大し北海道を代表する花火

大会となっています。

今回もこの『ゆめはなび』企画で幼稚園児に花火の絵を描いてもらい、集まった絵

を㈱東急百貨店札幌店様にご協力頂き、８月７日～８月28日まで１階北口にて展示を

して頂きました。その後９月７日㈯『モエレ芸術花火2019』当日に現地にて展示致

しました。

今年も幼稚園児の描く自由な花火をたくさんの人にご観覧頂きました。
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北海道印刷工業組合札幌支部例会北海道印刷工業組合札幌支部例会
（第３回夏祭り）（第３回夏祭り）

昨年に続き今年も札幌支部例会（第３回夏祭りが8月9日㈮18時30分よりキリン

ビール園アーバン札幌店）にて開催されました。組合員、賛助会員合わせて19社24

名ご出席いただきました。情報交換、親睦の場として大変盛大に開催できたと思いま

す。来年も開催予定です！ぜひ来年もたくさんのご参加お待ちしています！

生ジンギスカン、とってもおいしかったです！
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ﾜﾝｽﾀｰ認定 

CSR ﾏｰｸ 
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CSR は、企業が社会から信頼され魅力ある会社となるための企業戦略・成長戦略であり、地域密着型

の中小印刷業においては優秀な人材の確保や企業ブランドの確立、顧客や金融機関による企業評価の向

上等につながり、持続可能な経営に寄与するものです。 

全日本印刷工業組合連合会（以下、全印工連）では、CSR 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、企業の CSR 認定に取り組んでいますので、これから

CSR に取り組む企業様も既に取り組まれている企業様も CSR 認定をご活用くださいますよう、ご案内

申し上げます。（22001199 年年６６月月現現在在ＣＣＳＳＲＲ認認定定企企業業はは 111199 社社） 
 

 

 
 

全印工連 CSR 認定規格が定める CSR の取り組みを行う企業 
 

 

 
 

2019 年８月１日（木）～10 月 31 日（木） ※ 2019 年 12 月認定登録（予定） 
 

 

 
 

応募申込書の到着後、全印工連より申請書類をお送りいたしますので、次の①～⑤を提出して下さい。 

① ＣＳＲ取り組み項目チェックリスト ② 法令遵守宣誓書（所定様式） 

③ 納税証明書（税務署が交付した証明書） ④ 過去３年の行政処分がないことの宣誓書（所定様式） 

⑤ 添付書類（ＣＳＲ取り組み項目チェックリストでチェックした項目を証明する書類） 
 

 

 
 

ワンスター認定は CSR 認定の標準認定であり、審査機関の横浜市立大学 CSR 

センターが書類審査を実施し、外部の有識者で構成する全印工連 CSR 認定委 

員会において認定します。認定企業は、CSR マークを自社の名刺やホームペ 

ージ、顧客の印刷製品に表示する 

ことができます。 

認定取得後は２年毎に 

更新審査を行い、上位 

認定であるツースター 

認定を取得することも 

可能です。 
 
 

 

 

           （単位：円・税別） 

従業員数 1～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～99 100～199 200～299 300～ 

組 合 員  50,000  55,000  60,000  70,000  80,000  90,000 100,000 110,000 120,000 

組合員外 100,000 110,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 
 

※認定費用は従業員規模により異なります。従業員数には従業員のほか役員も含まれます。 
 

 

 
 

 

全印工連 CSR 認定事務局 TEL 03-3552-4571  e-mail csr@aj-pia.or.jp 

  詳細はホームページをご覧ください  全印工連 CSR   検索  

 全全印印工工連連ＣＣＳＳＲＲ認認定定ののごご案案内内  
－－第第 2277 期期ワワンンススタターー認認定定募募集集（（22001199 年年 1100 月月 3311 日日〆〆））－－  

応応募募資資格格  

申申請請書書類類  

認認定定費費用用  

認認定定のの概概要要  

募募集集期期間間  

 

 
認定申請企業 

①認定申請 

⑤認定登録 ④審査報告 

 

横浜市立大学 CSR ｾﾝﾀｰ 

③書類審査 

CSR 認定証 

 

②審査委託 

おお問問合合せせ  
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全国青年印刷人協議会 北海道・東北合同全国青年印刷人協議会 北海道・東北合同
ブロック協議会のご案内ブロック協議会のご案内

季夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素より全青協の運営に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記により令和元年北海道・東北合同ブロック協議会を開催致したく存じます。ご多忙のお

り誠に恐縮とは存じますが、是非ご出席いただきますようお願い申し上げます。

今回の事業テーマは『ハイ・サービスの実践』です。昨年ハイ・サービス300選企業を調査し印刷

業界の「ハイ・サービス」についてディスカッションを行いました。今年はそれを活かしてハイ・

サービスを実践してみようというテーマで北海道ブロック、東北ブロックがそれぞれハイ・サービス

を実践し、ブロック協議会で発表致します。

発表後は行った内容について協議し、より理解を深めて各社の取組みに繋げて頂きたいと思いま

す。

また、懇親会も用意しておりますので発表で語られなかった苦労話を語り合い、地域を越えた絆を

作って行きましょう。

つきましては、９月30日㈪までにご都合を㈱ホクラミまでメールはhokurami.hy@h-ls.com 

FAXは（011-512-4289）までお知らせくださいますようお願い申し上げます。

記

１．開催日時　令和元年10月19日㈯　協議会13：30～17：30（受付13：00より）

懇親会18：00～

２．開催場所　TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前

住所：北海道札幌市中央区北4条西6丁目１番　毎日札幌会館５F

電話：011-798-4763

URL: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-sapporo-akarenga/access/

３．会　　費　会議無料　懇親会費5,000円

※懇親会費は当日ご持参いただき、お支払いください。

　　　　　

４．返 信 先　株式会社ホクラミ　担当 矢吹　Tel：011-512-3378　Fax：011-512-4289
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編集後記
９月６日～９月７日にアクセスサッポ

ロで開催された「ＨＯＰＥ２０１９」には

たくさんの方々にお越しいただきありが

とうございました。

札幌支部　事務局　五十嵐




