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北海道印刷工業組合札幌支部
2020年度9月定例役員会報告

［日時］2020年9月28日月 13：30～

岸支部、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

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

9月11日に全印工連の経営革新マーケティング委員

会、9月17日に北海道印刷工業組合の経営革新マーケ

ティング委員会がＺＯＯＭにて開催された。

札幌支部以外にもオホーツク支部、本部直轄(稚内、

室蘭)からも参加があり有意義な会議となった。

・青年部委員会／矢吹委員長

9月24日に第一回青年部委員会をＺＯＯＭにて開催。

8名参加した。

10月10日北海道ブロック協議会開催予定。19名参加

予定。他の都府県からはＺＯＯＭで参加予定。

・組織・共済委員会／前田委員長

今後の組織共済委員会の事業について。

・教育・研修委員会／西山委員長

9月4日全印工連教育研修委員会がＺＯＯＭにて開催

された。また9月16日に予定していた北海道印刷工業

組合の教育研修委員会は参加人数が少なく中止となっ

たので全印工連での会議の内容をまとめた資料を作

成し後日メールする。

今年度のＤＴＰ技能検定は10月中旬まで募集。

プリンティング札幌10月号原稿について

月次決算報告／五十嵐

9月中間決算にむけて

その他

①2020年11月6日（金）第32回北海道情報文化典札幌

大会、北海道印刷工業組合創立80周年記念事業参加

状況確認。

②今後の全印工連の各委員会の開催予定について。

③令和３年新年交礼会について。

次回予定：10月26日（月）13時30分より開催
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令和２年度ＤＴＰ技能検定のご案内令和２年度ＤＴＰ技能検定のご案内

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、組合事業推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、厚生労働省の令和２年度技能検定（後期） プリプレス職種「ＤＴＰ作業」が実施されます。

今年度は、実技試験の会場が札幌市と旭川市の２会場が予定されています。

つきましては、貴社ＤＴＰ作業従事者の皆さまへの教育の一環としてご活用くださいますようご案内いた

します。

令和２年度(後期)に実施されるプリプレス職種「ＤＴＰ作業」の主な内容は次のとおりです。

また、技能検定は、新型コロナウイルス感染症予防対策に配慮して運営されます。

敬具　

記

【令和元年度後期技能検定 プリプレス職種「ＤＴＰ作業」】

１．受検申請受付　令和２年 10 月５日（月）～ 16 日（金）

２．実技試験日程　令和３年１月中旬～２月上旬

３．実技試験会場　北海道立札幌高等技術専門学院（札幌市東区北 27 条東 16 丁目）

　　　　　　　　 北海道立旭川高等技術専門学院（旭川市緑が丘東 3 条 2 丁目）

　　　　　　　　 ※受検者数によって会場を移動していただく場合があります。

４．学科試験日程　令和３年２月７日（日）午前

５．学科試験会場　札幌市・旭川市・函館市・滝川市・北見市・苫小牧市・帯広市・釧路市の指定す

　　　　　　　　 る会場

６．実技試験内容　DTP アプリケーションを使用し、提示された指定書により、支給された課題データ

　　　　　　　　 を組版・編集し、カラープリンターにより出力する。

　　　　　　　　 ※使用マシンは Windowsまたは Mac の選択が可能ですが、申込者数によっては

　　　　　　　　 　希望に添えないことがあります。

７．受  検  区  分　１級および２級

８．受 検 手 数 料　実技　１８，２００円

　　　　　　　　　　　 ※３５歳未満の２級受検手数料は９，２００円になります。

　　　　　　　　 学科　  ３，１００円

９．受 検 申 請 先　北海道職業能力開発協会または各地方職業能力開発協会

10．問 い 合 せ 先　北海道職業能力開発協会または各地方職業能力開発協会

技能検定の受検資格、試験免除、免許資格、実技試験等の詳しい内容については、北海道職業能力開発協会また
は各地方職業能力開発協会へお問い合せください。
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「ウィズコロナ、アフターコロナに備える事業承継無料「ウィズコロナ、アフターコロナに備える事業承継無料
オンラインセミナー」の開催オンラインセミナー」の開催(10月26日/組合員限定)(10月26日/組合員限定)

事業承継はコロナ時代においても企業にとって大きな課題となることから全印工連では「ウィ
ズコロナ、アフターコロナに備える事業承継無料オンラインセミナー」を開催いたします。本セミ
ナーでは親族・役員・従業員への事業・株式の承継、資本の譲受・譲渡、廃業・転業の検討など、
アフターコロナに備えた事業承継への取り組み方を初歩から紹介します。

後継者に悩まれている方、M&Aの初期検討をされている方はもちろんのこと、喫緊の必要性を
感じていない方でも、事業承継はかならず訪れる課題であり、準備が早すぎるということはありま
せん。承継、M&A、経営資源を残す策の三部構成ですので、多くの方々がお聞きいただける分か
りやすいオンラインセミナーです。是非ご参加ください。

▼詳しくはこちらから
http://www.aj-pia.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/withcoronaseminar.pdf

「全印工連テクニカルセミナー2020 夏の陣」一般向け配信を開始！「全印工連テクニカルセミナー2020 夏の陣」一般向け配信を開始！

クリエイティブの楽しさをすべての人に、Adobe MAX 2020 のご案内クリエイティブの楽しさをすべての人に、Adobe MAX 2020 のご案内

８月７日に開催された「全印工連テクニカルセミナー2020　夏の陣」は、８月21日より全印工
連特別ライセンスプログラムに加入された会員限定でアーカイブ配信しておりましたが、一般向け
にもアーカイブ配信を開始いたしました。

▼ご視聴は、以下のURLより
https://is.gd/mjlSuo

2020年10月21日から23日の３日間に渡り、クリエイターやクリエイティブを愛する幅広い方々
を対象とした オンラインイベント「 Adobe MAX 2020 」が開催されます。

例年米国ロサンゼルスで開催し、世界中からクリエイターが集まる Adobe MAX ですが、今
年は56時間にわたるオンラインイベントとして開催いたします。日本はもちろん、世界中からアイ
デアや制作テクニックが集まり、インスピレーションと学びの機会を詰め込んだ、どなたでも無料
でご参加いただけるイベントです。第一線で活躍するクリエイターたちの講演、SNEAKS(未公開
テクノロジーの先行公開)に加え、著名人の出演やミュージックパフォーマンスなど、見逃せないプ
ログラムが満載です。

AdobeMAX は今年もクリエイティブの楽しさをすべての人にお届けします。
(参加費無料・事前登録制)

▼事前登録は、下記Web サイトからご登録ください
https://maxjapan.adobe.com/
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340 mm

1100 mm

A3 SIZE

わかりやすさ
３

ベースデザイ
ン

２

サインの形を
方向を表す矢

印の形に。

さらにサイズ
も現在のA3

サイズと比べ
て

1050×340
と大きくとし

たため、

広い園内でも
見つけやすく

なった。

ベースカラー
に白色を用い

ることで、

自然の多い園
内でも目立つ

ようになって
いる。

サイズと形

子供でも読め
るように

動物の名前は
すべて平仮名

・カタカナ表
記に。

また日本人以
外にも理解が

できるよう

すべてのサイ
ンに英語表記

を取り入れた
。

文字表記

文字の読めな
い人でもイラ

ストを見ただ
けで

どの動物か理
解できるよう

、

それぞれの特
徴を

なるべくシン
プルに表現し

た。

可愛らしく、
親しみが持て

るよう

全体的に丸み
を帯びた線を

用いた。

イラスト

ユニバーサルデザイン

１

ユニバーサルカラーどんな人にもわかりやすく設定された

ユニバーサルカラーを使用。特にメインカラーは、
色弱の人から見てもっとも変化の少ないブルーに設定。
使用したのは、明度差のある３色。

コントラストがあり、
離れたところからも見やすくなっている。

P型
D型

T型

C型（一般型色覚と呼ばれる）

ユニバーサルフォント
明朝体

サインのフォントは、
ユニバーサルフォントを使用。
他のフォントに比べて
線と線の間のスペースが広く、

線の太さや角度などが考慮されているため、

視認性、可読性が高くなっている。

ユニバーサルフォント

ZOOPIC GUIDE SIGN誰にでも、どんな人にでも動物園を楽しんでもらいたい。

そんな思いからこのサインは完成しました。

修正前

　  E D I A
　  N I V E R S A L
　  E S I G N
 C O M P E T I T I O N

　 第 14 回　メディア・ユニバーサルデザインコンペティション　　

第 13回　経済産業大臣賞　一般の部　
商品企画部門

「COOL　YOURSELF ～熱中症を考えよう～」

大阪シーリング印刷株式会社　　
久保祐大、中原聡美、中嶋健一郎、籠谷昌典
池田　恒、岡田智子、町田愛子、白川　舞
満　　洋、佐々木崇也

第 13回　経済産業大臣賞　学生の部　
商品企画部門

「ZOOPIC　GUIDE　SIGN」

静岡文化芸術大学　　　　　　　
増田梨沙　ほか８名

M
U
D 募集要項

Applicant Guidelines

The14th
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　全日本印刷工業組合連合会では「すべての人に優しく、誰もが快適に利用できること」を目的と
してデザインや文字など、より多くの人に伝わる情報を提供する「メディア・ユニバーサルデザイ
ン（ＭＵＤ）活動」に取り組んでいます。この取り組みをより強固なものとするために、今年も
「第14回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」を開催し、高齢者・障がい者や子ど
も、外国人などに対して見やすさ・伝わりやすさに配慮したアイデアに富んだ作品を募集します。

「第 14 回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション

2020年９月１日（火）～11月30日（月）〔当日消印有効〕募集期間

高齢者・障がい者や子ども、外国人などに対して、見やすさ・伝わりやすさに配慮した
デザイン手法を用いて制作されたもの。
　〔例〕・カレンダー　・地図　・パンフレット　・サイン　・パッケージ
　　　　・チラシ　・ポスター　・ラベル　・カードゲーム　など

募集作品〔例〕

①グラフィックテクニック（ＤＴＰ）
　　文字、組版、図表、イラスト、色使いなどを工夫した作品
②商品企画
　　種別、分野は自由でＭＵＤを活用したオリジナル作品
③製本、加工技術
　　折、製本、形態など後加工で使いやすさに工夫をした作品

※自社制作の成果物として既に流通している製品でも応募可能です。
　※ 既成の自社作品について、ＭＵＤに配慮し再制作した“before and after”の作品でも構い

ません。
　※既成の作品の改善提案の場合は、知的財産権への抵触にご注意ください。

募集部門

一般の部：プロ・アマを問わず、どなたでもご応募いただけます。
学生の部：大学・短期大学・専門学校・高等学校に在籍している学生・生徒。応募資格

2019年７月以降に制作されたものとします。応募対象作品

作品１点とデータ１点（CD-R、DVD、USBメモリ等の記録媒体にai／eps／jpeg／
pdfいずれかの形式でアウトライン化して保存したもの）を、出品申込書とともにお送
りください。
　※受賞作品に選ばれた場合、ご提出いただいたデータをもとに受賞作品集の制作を行います。

応募方法

一般の部：3,000円（応募作品１点につき）　　学生の部：無料
　※2020年11月30日（月）までにお振込願います。出品料

口座名義：全日本印刷工業組合連合会
　　　　　三菱ＵＦＪ銀行　　　八重洲通支店　当座預金　9007457
　　　　　みずほ銀行　　　　　京橋支店　　　当座預金　0114231
　　　　　りそな銀行　　　　　東京中央支店　当座預金　1362911
　　　　　商工組合中央金庫　　本店　　　　　当座預金　2021935
　　※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

振込先

◆一般の部　　 ・経済産業大臣賞　：　表彰状、賞金100,000円
・優秀賞　　　　　：　表彰状、賞金 50,000円
・佳　作　　　　　：　表彰状、賞金 10,000円

◆学生の部　　  ・経済産業大臣賞　：　表彰状、図書カード30,000円分
・優秀賞　　　　　：　表彰状、図書カード10,000円分
・佳　作　　　　　：　表彰状、図書カード 3,000円分

授与賞
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❖ 主　催
　 全日本印刷工業組合連合会

❖ 後　援〔予定・順不同〕
　 経済産業省
　 一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会
　 読売新聞社
　 朝日新聞社
　 一般社団法人日本印刷産業連合会
　 一般社団法人日本プロモーショナル・マーケティング協会
　 公益社団法人日本パッケージデザイン協会
　 一般社団法人日本図書設計家協会
　 NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会
　 NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構
　 全日本製本工業組合連合会

❖ 協　力〔予定・順不同〕
　 東洋インキ株式会社
　 株式会社イワタ
　 EIZO株式会社
　 株式会社モリサワ
　 全国印刷緑友会
　 一般社団法人日本グラフィックサービス工業会・SPACE-21
　 日本青年会議所メディア印刷部会

❖ 協　賛〔予定・順不同〕
　 リコージャパン株式会社
　 コニカミノルタジャパン株式会社
　 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社
　 富士ゼロックス株式会社
　 株式会社山櫻

❖ 審査日
　 予備審査：2020年12月15日（火）
　 本 審 査：2020年12月16日（水）

❖ 審査結果発表日
　 本審査日より１週間後
　 ※入賞者のみ入賞通知書をお送りいたします。

❖ 審査基準
　 ａ． メディア・ユニバーサルデザインの観点から、見やすさ

において優れているもの。
　 ｂ． 斬新な発想とアイデアにより、独自の新規性や工夫・技

法が考慮されているもの。
　 ｃ． 色彩構成だけでなく企画・デザイン・素材などの組み合

わせにより、メディア・ユニバーサルデザインの配慮が
なされているもの。

　 ｄ． それぞれのメディア（部門）において、実用的かつ機能
的なもの。

　   以上４点を総合的に勘案し審査を行い、最も優れた作品を経
済産業大臣賞として表彰します。

❖ 審査委員〔予定・敬称略〕
寺井　剛俊（金沢美術工芸大学 視覚デザイン研究室 教授）
一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会 担当審査員
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 担当審査員
土生　英彦（色覚問題研究グループぱすてる 事務局長）

高橋　正実（MASAMI DESIGN）
小浜　朋子（静岡文化芸術大学 デザイン学部 デザイン学科 准教授）
武田　一孝（一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会 専務理事）
竹綱　章浩（きづきデザインラボ）
伊藤　裕道（NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会 会長）
橋本　　博（NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会 事務局長）
浦久保康裕（全日本印刷工業組合連合会 CSR推進委員会 委員長）

❖ 表彰式
　 2021年２月に東京都内での開催を予定しています。

❖ 注意事項
  （１） 応募期間を過ぎての作品の応募、および振込期限を過ぎ

ての出品料の振込がなされた場合は、審査および受賞
対象から除外しますので、ご注意願います。

  （２） 作品の保管場所や審査会場・展示会場の都合により、作
品のサイズによっては実物による出品の受付ができな
い場合があります。

  （３）応募作品およびデータの返却はいたしません。

❖ 知的財産権について
  （１） 応募作品に関わる知的財産権は、各権利者に帰属する

こととします。従って、応募者は応募作品に関して、
自ら適切な権利処理を行い、第三者の権利を侵害する
ものでないことを保証するものでなければなりません。

  （２） 応募作品が第三者の権利を侵害していることが判明した
場合、また、類似等が認められる場合は、審査対象か
らの除外、または受賞を取り消す場合があります。

  （３） 受賞作品は展示・公開され、また応募作品は各種の印刷
媒体・ホームページ等に掲載される場合があります。
また、その時に一部の変形及び翻案を行う場合があり
ます。

  （４） その他、第三者による権利侵害等の紛争が生じた場合、
応募者自らが解決することとし、主催者は損害賠償等
の責任を一切負わないものとします。

● 作品応募先 ●

　  〒166-8539
東京都杉並区和田１－29－11
公益社団法人　日本印刷技術協会内

  「第14回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」係
   TEL：03-3384-3111　　FAX：03-3384-3481

● お問合せ先 ●

　  〒104-0041
東京都中央区新富１－16－８　日本印刷会館４Ｆ
全日本印刷工業組合連合会

  「第14回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」係
   TEL：03-3552-4571　　FAX：03-3552-7727
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編集後記

10 月に入りだんだん日も短くなり秋が

駆け足で通り過ぎていく季節となりました。

季節の変わり目、皆様も体調を崩さないよ

うにしてください。

札幌支部　事務局　五十嵐
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無料


