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この印刷物は、CSRに取り組む印刷会社が製作した印刷物です。

美しいアーチは川のまちのシンボルとして
「いくつもの時代と思い出を刻みながら、人々の暮らしをみつめてきた橋があります」 ─『旭橋』という名の豆本の書き出しである。 旭橋は道北の中心都市旭川を流れる石狩
川に架かる橋で、1892（明治25）年、現在の位置に土橋が架けられたのに始まり、1932（昭和7）年、鋼鉄製のアーチ曲線を描く橋が、当時の最新技術をもって竣工した。川の
まち・旭川の象徴。 （北海道遺産公式サイト https://www.hokkaidoisan.org/ より引用）

《北海道遺産》

旭橋
（旭川市）
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新型コロナウイルス感染症が、世界的な流行、「パンデミック」だと発表され世界で大規模な

問題になっています。

私も当初、そのうちに収まるだろうと簡単に考えていました。

しかし、感染は日増しに増え、その為に自粛政策が取られ、色々な問題が社会に生じています。

世界規模で大変な問題ですが、我々、印刷業界にも多大な影響を及ぼしています。

この時期、年度末で仕事が多い時期ではありますが、内容を見てみると官公庁の仕事はある

ものの、一般の仕事はイベントの中止、外出の自粛等により大幅に減少しています。

これがいつまで続くのか、先の見えない不安感を抱えてしまいます。

印刷業界でいう閑散期にこの状態だったらと考えると恐ろしく思え、しかし、この状態が収拾

しないと現実的な問題となってしまいます。

「仕事をください。」という話ではありません。その仕事が発生しないのですから。

国の政策も色 と々考えられていますが、個人消費の問題ではないと思います。

我々、中小企業等を支援する案を早急に打ち出さないと、『コロナ倒産』が溢れていくと考え

られます。

無利子でお金を借りても返さなくてはなりません。それよりも企業単位での消費税減額、

法人税の減額と企業の支出を抑える政策をと、私は一個人として考えてしまいます。

いずれにしても毎年厳しいと頭を悩ませますが、今年は本当に大変な年になりそうです。

印刷業界だけの話ではなく、日本経済がこれをどのように立て直し、お金を含む全ての流通を

円滑に行っていくのか問題が山積みです。

早く事態が終焉し、景気回復の為に一気にイベントが行われ、我々の仕事も大忙しとなる事を

期待するばかりです。

……どうか、4月に旭川で行われる『リトグリ』のコンサートが中止になりませんように！

北海道印刷工業組合監事 細 木 俊 明
株式会社プリコム旭川　取締役社長

パンデミック



北海道印刷工業組合　理事長　岸　昌洋

北海道の印刷 第767号4

第32回北海道情報･印刷文化典札幌大会
北海道印刷工業組合創立80周年記念事業

第32回北海道情報･印刷文化典札幌大会ならびに北海道印刷工業組合創立80周年記念事業を、
5月29日・30日、札幌パークホテルをメイン会場に同時に開催します。
全道の組合員が一堂に会し、直面する課題を討議し、研鑚を重ね、
経営基盤の安定強化を図り、親睦を深め、連携をより強固にし、

情報技術が変革するなかでの印刷産業の方向性を見出す契機にして参ります。
併せまして、本組合は、昭和15年1月の設立以来、

先達のご努力とご尽力により、今年で創立80周年を迎えました。
この偉大な歴史を引き継ぎ、偉業と伝統を次代に託し、

新しい時代にさらなる発展を期して参ります。
どうか多くの皆さまのご参加をお願い申し上げます。
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HOPE2020　ご出展ならびにセミナーご出講のお願い
印刷資機材・情報機器製造ならびに販売各社の皆様には、平素から道内印刷関連業界に対しまして格別の

ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
HOPE（HOKKAIDO PRINT EXPO）は、セミナーと展示会を組み合わせた学びと情報発信の場として、
2016年から開催して、今年が第5回となります。
お蔭様で多くの方々から高い評価をいただいています。
今、印刷産業は、取り巻く環境が様変わりし、未曽有の転換期にあり、勝ち残っていくためには、新しい印刷産業

へのリ・デザインが求められています。
そのためには、ハードとソフトの両方に着目をして、新しい目線で印刷産業を捉え、印刷産業が発展を遂げられる

ようにしていかなければなりません。
第5回となります「HOPE2020」を、9月4日㈮・5日㈯の2日間、札幌市白石区のアクセスサッポロで開催します。
今年の「HOPE2020」は、過去4回の成果と反省点を踏まえ、さらに工夫を凝らし、学びと情報発信の場として、

より有効に活用できるように努めて参ります。
印刷資機材・情報機器製造ならびに販売各社の皆様には、ICT時代を切り開く大きな戦力や武器となる最新の

機器・機材・資材等のご出展ならびに企業発展に寄与する経営・技術情報等のセミナーをご出講いただきたくお
願い申し上げます。
印刷関連業の皆様には、自社のコラボレーションビジネス情報発信の場として、ご出展ならびにご出講いただき

たくお願い申し上げます。

2020年4月
HOPE実行委員会
会長　岸　昌 洋
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HOPE2020 開催要領
❶日 時 ：2020年9月4日㈮・5日㈯　午前10時～午後5時

❷会 場 ：アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター4丁目3番55号）

❸テ － マ：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

❹展 示 会 ：Ｄホール　81小間

❺セミナー 会場名 収容人員 10：30～12：00 13：00～14：30 15：00～16：30

9月4日㈮
小 展 示 場 120人 基調講演 ① ④
研 修 室 Ａ 80人 ② ⑤
レセプションホール 80人 ③ ⑥

9月5日㈯
小 展 示 場 120人 特別企画 ⑦ ⑩
研 修 室 Ａ 80人 ⑧ ⑪
レセプションホール 80人 ⑨ ⑫

HOPE2020
出展・セミナー出講の募集開始

HOPE実行委員会は、2016年から装いを新たに開催し、第5回となる「HOPE2020」を9月4日㈮・
5日㈯、札幌市白石区のアクセスサッポロで開催します。
現在、出展ならびにセミナー出講の募集を行っています。

※会場の詳細は、アクセスサッポロのホームページ（http://www.axes.or.jp）をご参照ください。
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出展およびセミナー出講募集要領
1.展示会
　⑴出展料金
　　1小間（間口3,000㎜ ×奥行2,500㎜ ×高さ2,400㎜）
　　110,000円（消費税別）
　　※ 基本装飾（3面パネル・社名板のみ）、基本電

気設営、電気使用料を含みます。
　⑵搬入・設営
　　9月2日㈬　午前10時～午後5時
　　9月3日㈭　午前  9時～午後5時
　⑶撤去・搬出
　　9月5日㈯　午後  5時～午後9時

2.セミナー
　⑴出講料金
　　120人収容会場　180,000円（消費税別）
　　  80人収容会場　160,000円（消費税別）　
　　※ プロジェクター、スクリーン、マイクは実行委員

会で用意します。それ以外のものは各社でご
用意ください。

　⑵開催方法
　　① 2日間で14小間のセミナー枠を設け、うち12小

間を販売します。
　　② セミナー開催費用として、講師の謝金（50,000

円）と交通宿泊費（70,000円）は、主催者で
負担します。それ以上の費用が発生した場合
は、開催会社の負担とします。金額は、消費税
込の金額です。

　　③セミナー受講料は、原則、無料とします。
　　④ 受講者募集の周知は、実行委員会およびセミ

ナー購入会社が協力して行います。
　　⑤ お申込みいただいたセミナー開催希望日は、調

整させていただく場合があります。
　⑶時間　1セミナー　90分

3.申込方法
　 出展・セミナー出講申込書に必要事項をご記入の
上、次へお申込みください。
※出展・セミナー出講申込書は、
　 http://www.print.or.jp よりダウンロードでき
ます。

HOPE実行委員会
　 〒062-0003
　札幌市豊平区美園3条5丁目1番15号　原ビル4階
　北海道印刷工業組合内
　TEL011-595-8071　FAX011-595-8072
　e-mail　hope@print.or.jp

4.申込期日
　2020年5月25日㈪
　 ただし、申込先着順とし、満小間になり次第、募集を
締め切ります。

5.出展・出講料金のお支払
　 募集締切後、請求書をお送りさせていいただきま
す。納入期限は、2020年7月31日㈮とさせていただ
きます。

6.展示会配置図およびセミナー時間割
　7月1日㈬開催予定の「出展社説明会」でお知らせ
します。

7. ポスター、ガイドブックおよびDMハガキ（7月中旬
作製予定）のご希望は、出展・セミナー出講申込書
にご記入ください。なお、配付数については調整さ
せていただく場合があります。

8. 展示会での特別装飾・照明（有料）をご希望の場
合は、出展・セミナー出講申込書にご記入ください。

9. 貸出備品、会場使用の注意事項等については、
　「出展社説明会」でお知らせします。

お問い合せ先
HOPE実行委員会
　 〒062-0003
　札幌市豊平区美園3条5丁目1番15号　原ビル4階
　北海道印刷工業組合内
　TEL011-595-8071　FAX011-595-8072　
　e-mail　hope@print.or.jp
　URL　http://www.print.or.jp

HOPE2020出展・セミナー出講募集開始
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公募締切　令和2年5月（第2次）、8月（第3次）、11月（第4次）、令和3年2月（第5次）

令和元年度補正予算
ものづくり・商業・サービス生産性向上

促進補助金（ものづくり補助金）公募受付中

経済産業省は、「令和元年度補正予算 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづく
り補助金）」の一般型の公募を行っている。
本年度は、通年公募となり、3ヵ月毎に締切が設けられる。

事業概要
同事業は、中小企業・小規模事業者が今後複数年

にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や
被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）
に対応するため、中小企業・小規模事業者が取り組む
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の
経費の一部を補助し支援する。

補助対象者
日本国内に本社および補助事業の実施場所を有す

る中小企業者および特定非営利法人。

公募期間
通年公募とし、約3ヵ月おきに締切。（予定）
第2次 令和2年 5月
第3次 同 8月
第4次 同 11月
第5次 令和3年 2月
（第1次は3月に終了）

申請類型
1.一般型
⑴概要
中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス
開発」または「生産プロセス・サービス提供方
法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援
する。
⑵補助金額
100万円～1,000万円
⑶補助率
中小企業者1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
⑷設備投資
単価50万円（税抜き）以上の設備投資が必要
⑸補助対象経費
機械装置、システム構築費、技術導入費、専門家経
費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外
注費、知的財産等関連経費
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令和元年度補正予算 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）公募受付中

補助対象事業の要件
❶ 交付決定日10ヵ月以内の事業実施期間に、発注・
納入・検収・支払等のすべての事業手続きがこの
期間内に完了する事業であること。

❷ 以下の要件をすべて満たす3～5年の事業計画を
策定し、従業員に表明していること。
① 事業計画期間において、給与支給総額を年率平
均1.5％以上増加

② 事業計画期間において、事業場内最低賃金（事
業場内で最も低い賃金）を、地域別最低賃金
＋30円以上の水準にすること。

③ 事業計画期間において、事業者全体の付加価値
額を年率平均3％以上増加

❸ 応募申請時点で補助事業の実施場所（工場や店
舗）を有していること。

問い合わせ先
北海道地域事務局
〒060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目
 プレスト1･7  5階
TEL 011-522-9300
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平成30年北海道工業統計速報発表される

DTP技能士
おめでとうございます

印刷・同関連業の出荷額1,038億85百万円、前年比2.0％増

平成30年工業統計速報（4人以上の事業所）が、このほど、北海道総合政策部情報統計局統計課から
発表になった。
印刷・同関連業の出荷額は、1,038億85百万円で前年比2.0％増となった。

令和元年度DTP技能検定の合格者が、この
ほど発表になった。
組合員企業の合格者は次のとおり。

●平 成30年の印刷・同関連業は、事業所数が314事業所で前年に比べ1社が減少（▲0.3％）している。従業
者者は6,881人で前年に比べ188人増加（2.8％増）している。製造品出荷額は1,038億85百万円で前年

に比べ2,018百万円増加（2.0％増）している。

北海道工業統計
（印刷・同関連業）

年　度
事業所数 従業者数 製造品出荷額等

事業所 前年比（％） 人 前年比（％） 百万円 前年比（％）
平成30年 314 99.7 6,881 102.8 103,885 102.0 
平成29年 315 98.4 6,693 97.6 101,866 95.1
平成28年 320 84.8 6,861 95.8 107,148 100.3
平成27年 377 106.2 7,156 100.8 106,756 97.6 ※
平成26年 355 95.9 7,096 90.3 109,393 89.0
平成25年 370 98.6 7,855 101.6 122,878 102.2
平成24年 375 88.7 7,724 108.0 120,167 110.4
平成23年 423 103.9 7,154 89.7 108,854 85.7 ※
平成22年 407 96.6 7,973 97.6 126,776 96.7
平成21年 421 88.8 8,162 88.3 130,986 89.4
平成20年 474 96.1 9,243 94.1 146,374 89.8
平成19年 493 91.8 9,827 98.4 162,878 98.3
平成18年 537 92.9 9,985 95.5 165,645 94.6
平成17年 578 96.6 10,449 97.6 175,062 104.6
平成16年 598 89.5 10,699 96.3 167,323 96.5
平成15年 634 104.4 11,110 97.9 173,286 99.5
平成14年 625 11,347 173,995

※経済センサス活動調査

新 規 加 入 賛 助 会 員

会社名 代表者 住　所 電　話 FAX 加入日

有限会社Ｋ･Ｓ･Ｅ 酒井博幸 〒007-0837
札幌市東区北37条東28丁目6番1号 011-768-7425 011-768-7426 令和2年4月1日

2　級 井 戸 孝 章（中村印刷㈱・旭川支部）
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