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北海道印刷工業組合札幌支部
２０２１年度定例役員会報告
［日時］2021年６月21日月 13：30～
岸支部長、矢吹委員長、西山副支部長、前田副支部長、岡部副支部長
事務局 五十嵐
委員会報告／各委員長
・青年部委員会／矢吹委員長

月次決算報告／五十嵐
財務状況報告。

6月26日青森にて正副議長会議開催予定
6月21日青年部部会でプリントネクストについての打

その他

ち合わせ予定
9月25日全青協協議会開催予定
9月印刷の月事業はモエレ芸術花火2021に協賛予
定。
・組織・共済委員会／前田委員長
状況報告。新型コロナウイルス感染症の感染状況を見
ながら今後の行事を検討する。
・教育・研修委員会／西山委員長
プリンティング札幌７月号について
・経営革新・マーケティング委員会／岡部委員長
現状報告
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次回予定：7月19日13時半より開催

【全印工連】教育動画サイト
『印カレ～全印工連の学んで得するＴＶ～』
を開設
教育研修委員会では昨年度、都道府県印刷工業組合の組合員が気軽に視聴できるプ
ラットフォームづくりに取り組み、
この度、経営者・社員向け教育コンテンツ動画の視聴が
可能となる教育動画サイト
『印カレ～全印工連の学んで得するＴＶ～』
を開設いたしました。
『印カレ』
は、
コロナ禍で教育動画へのニーズが高まる現状において、経営・マーケティ
ング・営業などのジャンル別に動画を公開しておりますので、全国の組合員の皆さまには
より簡単に見たい動画をご視聴いただけます。
スマートフォンやタブレットでも視聴が可
能となり、
いつでもどこでも見たいときにご視聴いただけますので、社内勉強会に活用する
など社員のスキルアップや自己啓発等にご活用ください。
▼詳しくはこちらから

https://printing-college.com/
※教育動画サイト
「印カレ」
は、都道府県印刷工業組合の組合員のみを対象としており、
ログインの際は、
ご自身のメールアドレスとパスワード(kyoiku)の入力が必要となります。

全印工連組合員支援セミナー
「幸せな働き方改革」各STEPセミナーの動画を配信
「幸せな働き方改革」
のSTEP2～5は、
組合支援セミナーとして企画しておりますが、
全印
工連教育動画サイト
『印カレ～全印工連の学んで得するＴＶ～』
で視聴することができます。
既に組合員の皆様に配布している各STEPの冊子と併せてご活用ください。
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全印工連ＣＳＲ認定のご案内
－第 34 期ワンスター認定募集（2021 年７月 30 日〆）－
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。
（2
2021 年４月現在ＣＳＲ認定企業は 126 社）

応募資格
全印工連 CSR 認定規格が定める CSR の取り組みを行う企業

募集期間
2021 年５月６日（木）～７月 30 日（金） ※ 2021 年９月認定登録（予定）

申請書類
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）

認定の概要
ワンスター認定は CSR 認定の標準認定であり、審査機関の CSR＆ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ
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。
ﾜﾝｽﾀｰ認定
認定取得後は２年毎に
CSR ﾏｰｸ
⑤認定登録
④審査報告
②審査委託
更新審査を行い、上位
①認定申請
認定であるツースター
③書類審査
認定を取得することも
認定申請企業
CSR&ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨｾﾝﾀｰ
可能です。

CSR 認定証

（横浜市立大学 CSR ｾﾝﾀｰ）

P-00000

認定費用
（単位：円・税込）
従業員数

1～9

10～19

20～29

30～39

40～49

50～99

100～199

200～299

300～

組 合 員

55,000
110,000

60,500
121,000

66,000
132,000

77,000
154,000

88,000
176,000

99,000
198,000

110,000
220,000

121,000
242,000

132,000
264,000

組合員外

※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。

お問合せ
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
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検索

自宅やオフィスから、いつでも受講・受験可能！
2021年 2 月1日スタート！
オンライン オフィス文書のユニバーサルデザイン講座

受講 & 受験

MUD アドバイザー検定

MUD 教育検定 3 級アドバイザー
より名称変更

特定非営利活動法人 メディア・ユニバーサル・デザイン協会（MUD協会）は、2021年2月1日
より「オフィス文書のユニバーサルデザイン講座」
「MUDアドバイザー検定」
（旧MUD教育検
定3級アドバイザー）をパソコン、スマートフォン、タブレットで受講・受験できる「オンライン受
講・受験」をスタートしました。

Online
2021 年 2 月 1 日
（月）
～8 月 31 日
（火）
の期間中

金
特別料
ーン
キャンペ
実施中！

オフィス文書のユニバーサルデザイン講座

11,000円【税込】▶
ＭＵＤアドバイザー検定

受講料

7,700円【税込】

受験料

18,150円【税込】
6,600円【税込】▶ 6,050円【税込】

一般：19,800円【税込】▶
学生：

オフィス文書の
ユニバーサルデザイン講座
オフィス文書を正しく伝えるための理論や手法を解説。特に、
学 校 や 職 場 な ど で 一 般 的 に 使 わ れ る 文 書 に つ い て、
Microsoft 社製の Word、Excel、PowerPoint を実際に
使いながら、配慮できるように解説していきます。また、
障害者差別解消法の合理的配慮の一例としてとても有効で
す。また色選択ソフト「カラーパレット（特許取得済）
」も
ご利用いただけます。

MUD アドバイザー検定

（旧 MUD 教育検定 3 級アドバイザー）

M U D アドバイザー検定は、老眼や白内障の中・高齢者や
色覚障がいの方々などにもわかりやすい印刷物、Web、サ
インなどを、制作・発注できる知識・技術を習得すること
を目的にしています。受験対象者は、
印刷関連業者に限らず、
印刷デザインを発注する企業や、デザインを学ぶ学生など、
広く一般の方々を対象にしています。

メディア・ユニバーサルデザイン（MUD) とは
MUD(Media Universal Design) とは、さまざまな情報が高齢者・障がい者・色覚障がい者、外国
人などにも、見やすく、伝わりやすくするための配慮手法です。情報発信者やデザイン・制作者が
MUD 配慮を行うことで、
より多くの方々にわかりやすく情報が伝わる安全な社会を目指しています。
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オンライン 受講 & 受験
名

料

称

金

オフィス文書の
ユニバーサルデザイン講座
受講料
11,000 円【税込】
▶7,700 円【税込】

特別料金キャンペーン実施中！ (8/31 まで）

会

場

お好きな場所で受講・受験いただけます

日

時

お好きな日時で受講・受験いただけます

動作環境

MUD アドバイザー検定

（MUD 教育検定 3 級アドバイザーより名称変更）

受験料
一般：19,800 円【税込】
▶18,150 円【税込】
学生： 6,600 円【税込】
▶ 6,050 円【税込】

特別料金キャンペーン実施中！（8/31 まで）

■ブラウザ
Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge Chromium
■ブラウザ設定
Cookie 及び JavaScript 有効化

※いずれも最新安定版

表示倍率 100%

オンライン受講・受験のお申し込み方法

1

MUD協会ホームページ（https://www.media-ud.org/）からお申し込みください。

2

受講料入金確認後、3 営業日以内にテキストをレターパックにて
ご指定住所に発送いたします。

3

テキストを参照しながらオンラインで受講していただきます。

4

「MUDアドバイザー検定」は、同検定のweb講座を受講後、web上で検定を受験できます。
合格者は「MUD アドバイザー」資格が得られます。

※対面型教育の
「オフィス文書のユニバーサルデザイン講座」
「MUD アドバイザー検定」
も
開催しています。
ホームページでご案内しています。
お問い合わせ先
内閣府認証 特定非営利活動法人

メディア・ユニバーサル・デザイン協会 事務局

〒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内

ホームページ : https://www.media-ud.org/
E-MAIL: info@media-ud.org
メディア・ユニバーサル・デザイン（MUD) 協会とは
中高年や色覚障がいの方にもわかりやすく、配慮された情報を伝えることを目的に、
2008 年 1 月に設立されました。
主な活動は、
・全国の印刷関連団体、官公庁自治体、一般企業に対するセミナー
・印刷物などの情報媒体のメディア・ユニバーサルデザイン コンサルティング、
製品認証
・全国対象の「メディア・ユニバーサルデザインコンペディション（全日本印刷工業組合連合会及び、各地方組織主催）」の援助など幅広く活動しています。
メディア・ユニバーサル・デザイン協会は、メディア・ユニバーサルデザインアドバイザー検定などを通じ、よりわかりやすく伝えられる社会を創造するこ
とを目標にしています。

6

VOL.547

Jul, 2021 7

編集後記
あっという間に 2021 年も半分が過
ぎました。残り半分は明るいニュースが
たくさんありますように！！
札幌支部

可能性を
カタチにする。

最大 7 色の
スペシャルカラー
による多彩な表現力。

スペシャルカラー

GOLD
ゴールド

&

SILVER

シルバー

札幌市北区北 7条西 2-8-1 札幌北ビル TEL : 011-700-5505 FAX : 011-700-5532
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事務局

五十嵐

広域（東京）
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印刷産業がデジタルトランスフォーメーション（DX）で
世の中をより便利にする

展示会

×

セミナー
8 セッション

日

2021年

時

9月3日 金･4日 土
午前10時00分～午後5時00分

アクセスサッポロ
主 催：HOPE

会

場

札幌市白石区流通センター4丁目3番55号

実行委員会

北海道印刷工業組合 ・ 北海道グラフィックコミュニケーションズ工業組合 ・ 北海道製本工業組合
北海道フォーム印刷工業会 ・ 北海道紙器段ボール箱工業組合

後 援：経済産業省北海道経済産業局 ・ 北海道 ・ 札幌市 ・ 北海道中小企業団体中央会
札幌商工会議所 ・ 北海道中小企業家同友会

（予定）

協 賛：㈱印刷出版研究所 ・ ㈱日本印刷新聞社 ・ニュープリンティング㈱

Printing Industry makes the world more convenient by Digital Transformation ( DX )
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