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全印工連が「中小印刷業界に対する新型コロナウイルスワクチン職域接種の早期実施」の要望書提出

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」のご案内

北印工組「団体扱給油事業」のご案内

オフィス文書のユニバーサルデザイン講座、ＭＵＤアドバイザー検定オンラインで受講・受験のご案内

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内

「7月20日は中小企業の日」のご案内

業界のうごき

おくやみ

北海道の印刷

北海道印刷工業組合
〒062-0003 札幌市豊平区美園3条5丁目1番15号 原ビル
TEL.011-595-8071／FAX.011-595-8072

［Website］http://www.print.or.jp���［E-mail］info@print.or.jp
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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。

《北海道遺産》

宗谷丘陵の周氷河地形
（稚内市）

氷河が刻んだ壮大な造形美
宗谷丘陵に見られるなだらかな斜面は、約1万年前まで続いた氷河期の寒冷な気候のもと、地盤の凍結と融解の繰り返しによって土がゆっくりと動くことでつくられたといわれ
ており、周氷河地形と呼ばれる。周氷河地形は北海道に広く分布するが、宗谷丘陵では山火事によってその独特な地形が際立っている。日本最北端のこの丘陵には広大な肉
牛牧場が広がり、夏季には豊かな自然に育まれた健康な黒牛が放牧されている。 （北海道遺産公式サイト https://www.hokkaidoisan.org/ より引用）
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全日本印刷工業組合連合会は、6月18日、池尻淳一専務理事が、内閣府河野国務大臣室を訪問し、河野
新型コロナワクチン接種推進担当大臣あてへの「中小印刷業界に対する新型コロナウイルスワクチン
職域接種の早期実施について」の要望書を、大臣室参事官補佐に説明し、手渡した。

要望書は、職域接種の実施にあたり「置き去り」になっている中小印刷業界（中小企業）に対し、早期実施が
実現するよう関係諸官庁、地方自治体、中小企業関係団体への働きかけを要望した内容となっている。

「中小印刷業界に対する
新型コロナウイルスワクチン職域接種の

早期実施について」を要望
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「印 カレは」、全国の組合員がより簡単に見たい
動画をいつでも視聴でき、スマートフォンや

タブレットでも視聴でき、社内勉強会など社員のスキ
ルアップや自己啓発に活用できる。

動画サイト「印カレ」の概要は次のとおり。
①アクセスのしやすさ

全国組合員企業のみが閲覧でき、1度ログインす
ると、IDとパスワードの保存機能を使い、次回以降
のログイン操作を省略してアクセスが可能となって
いる。

②�多様な動画コンテンツ
開設時の「新着動画」は、「幸せな働き方改革

シリーズ2～5」で、幸せな働き方改革を推進する各
ステップの達成プロセスを解説している。

委員会の枠を超えた動画の公開サイトである一
方、教育研修委員会では、各地区委員がオリジナル
動画を作成中で、中央から地方へだけでなく、地方
からの動画配信集積サイトの役割も担っていく。

③�全印工連メールマガジンとの連携と新着動画の更
新頻度

新しい動画は、毎月2回定期的にアップロードす
る計画となっている。

④�全国のセミナー・イベント開催情報をニュース欄で
お知らせ

全印工連主催の講演会・セミナーの開催情報、
各県工組が主催するセミナーや研修会など、さまざ
まなイベント情報を一元的にチェックできる。東京
開催のセミナーにオンラインで参加が可能となる。

⑤「ITテクノロジー」ジャンルの新設
ITテクノロジーの基礎的な知識を分かりやすく解

説した動画を掲載している。

【「印カレ」配信動画】
■新着動画
○幸せな働き方改革2
○幸せな働き方改革3
○幸せな働き方改革4
○幸せな働き方改革5

■経営
○決算書の読み方と月次決算
○未来経営塾「印刷業の生き残り戦略」1
○未来経営塾「印刷業の生き残り戦略」2
○未来経営塾「印刷業の生き残り戦略」3
○未来経営塾「印刷業の生き残り戦略」4
○ランチェスター経営セミナー

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」

のご案内
全日本印刷工業組合連合会は、組合員の教育コンテンツ動画の視聴を促進するため、これまでの動画
配信サービスV-CUBUに代わり、新しく「印カレ～全印工連の学んで得するTV」を開設した。
「印カレ」は、コロナ禍による教育動画へのニーズの高まりに対して、新着動画・経営・マーケティング・
営業・事業継続などジャンル別に動画を公開している。
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■マーケティング
○マーケティング入門1
○マーケティング入門2
○�デジタル×紙×マーケティングデータから読み解く販
売促進事例

■営業
○印刷営業士の試験が新しくなった
○印刷営業講座・印刷営業士技能審査認定制度のご案内

■事業承継
○事業承継セミナー1
○事業承継セミナー2
○事業承継セミナー3
○第2回印刷業界のための事業承継・M&A戦略セミナー
○第3回印刷業界のための事業承継・M&A戦略セミナー
○第4回印刷業界のための事業承継・M&A戦略セミナー

■DTPデザイン
○�技能検定プリプレス職種（DTP作業）が収益UPに効く
○�全印工連特別ライセンスプログラムテクニカルセミナー特別編

■パートナー
○�平成生まれ!印刷会社の若手が語る「私たちの未
来」と今のホンネ

○官公需における著作権取り扱いの現状と課題報告会
○幸せな働き方改革ステップ2

■ITテクノロジー
○【インタ―ネットの歴史】
　軍事利用していた？衝撃事実と合わせて10分で解説
○【webサイトの基礎】
　99％の人が知らない基本を10分で解説
○【ムーアの法則】
　�知っている人は1％以下。最新テクノロジーを支え
る重要法則

○【VR・AR】今さら聞けない違いとその未来を10分で解説
○【IoT】を10分で誰でもわかりやすく解説します
○【AI】ソフトバンクの孫正義も注目する技術を10分で解説
� （2021.6.21現在）

「印カレ～全印工連の学んで得するTV」　https://printing-college.com

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」のご案内



北 海道印刷工業組合は、「団体扱給油事業」を、
陸自総合協同組合と提携し、実施している。

この団体扱給油事業は、ガソリンと軽油が対象で、
組合員企業の自動車の給油を団体扱いで取り組むこ
とにより、市販のガソリン・軽油価格より廉価で購入
できることから、組合員企業の経費削減の一助を目的
としている。

また、従業員の自動車も対象になるので福利厚生の
向上にも利用できる。

価格基準は、道内一律価格となっている。
対象製品は、ハイオクガソリン、レギュラーガソリン、

軽油の3種類となる。
給油先は、ENEOS、コスモ、出光の全道のガソリン

スタンドとなり、同一の看板（メーカー）であれば、ど
のスタンドで給油しても契約価格で給油でき、代行手

数料は不要となる。
価格は、資源エネルギー庁石油情報センターの当月

全国平均価格からガソリンは4円引き（コスモは5円
引き）、軽油は同じく7円引き（コスモは8円引き）と
なり、これが基準価格となる。

実際の販売価格は、この基準価格を下回る価格で
取引が行われている。（下表参照）

給油方法は、給油カードを使用し、キュッシュレスで
後払い（口座振替・振込み）となる。
また、利用明細が発行されるため車両管理にも役立

てることができる。
この制度の利用にあたって、出資金10,000円（退

会時に返還）と1法人1,200円の年会費が必要で、加
入にあたっては与信審査がある。

レギュラーガソリン（ＥＮＥＯＳ・出光） （単位：円/１㍑）

年／月
北海道 全　国 陸自総合協同組合 利用差額　Ｅ

D−Ａ
平均価格 平均価格 契約販売価格　Ｃ 販売実績価格　Ｄ

Ａ Ｂ （全国平均−4.0円）※

2021/�5 148.2 151.6� 147.6� 144.2� -4.0
2021/�4 149.0� 150.4� 146.4� 142.1 -6.9
2021/�3 148.2 147.6 143.6 142.5 -5.7
2021/�2 140.8� 140.8� 136.8� 135.9� -4.9
2021/�1 137.5 137.2 133.2 131.3� -6.2
2020/12 135.1 134.7� 130.7 128.2 -6.9

※ COSMO は、全国平均の 5.0 円引きになる。

軽油（ＥＮＥＯＳ・出光） （単位：円/１㍑）

年／月
北海道 全　国 陸自総合協同組合 利用差額　Ｅ

D−Ａ
平均価格 平均価格 契約販売価格　Ｃ 販売実績価格　Ｄ

Ａ Ｂ （全国平均−7.0円）※

2021/�5 131.2� 131.8 124.8 124.2� - 7.0
2021/�4 132.0 130.7 123.7� 122.1 - 9.9
2021/�3 131.1� 127.7 120.7 119.8 -11.3
2021/�2 123.7 121.2 114.2� 113.2 -10.5
2021/�1 120.3 117.7 110.7� 109.2 -11.1
2020/12 117.9� 115.4� 108.4 108.3 - 9.6

※ COSMO は、全国平均の 8.0 円引きになる。

団体扱給油事業（陸自総合協同組合）� 基準価格　資源エネルギー庁石油情報センター
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北印工組独自の共済事業「団体扱給油事業 」のご案内

ガソリン・軽油を廉価で購入し、経費節減！が可能

北海道印刷工業組合は、独自な共済事業として、ガソリン・軽油が市価より廉価で購入できる「団体扱
給油事業」を実施している。
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特別料金キャンペーン　8月31日まで

オフィス文書のユニバーサルデザイン講座
M

（MUD教育検定3級アドバイザーより名称変更）
UDアドバイザー検定

オンライン受講&受験

特定非営利活動法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会は、オンラインで全国どこからでもいつで
も受講・受験できる「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」（MUD教
育検定3級アドバイザーより名称変更）を、本年2月1日㈪より行っています。

●オフィス文書のユニバーサルデザイン講座とは
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
た色選択ソフト「カラーパレット（特許取得済）」も利用いただけます。

●MUDアドバイザー検定とは（MUD教育検定3級アドバイザーより名称変更）
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。

オンライン受講・受験の概要
名 称 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

料 金

キャンペーン特別料金実施中！（8/31まで）
受講料
11,000円【税込み】→7,700円【税込み】

キャンペーン特別料金実施中！（8/31まで）
受験料
一般：��19,800円【税込み】→��18,150円【税込み】
学生：　6,600円【税込み】→　 6,050円【税込み】

会場・日時 お好きな会場で、お好きな日時に受講・受験いただけます。
※�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。
　ホームページで案内しています。

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

北海道印刷工業組合

メールマガジン
配信登録受付中
メールマガジンの配信希望は、

北海道印刷工業組合のHPから申込受付を

行っています。

［URL］

http://www.print.or.jp
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人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内
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福井きくを氏（福井商会株式会社前代表取締役社長／札幌支部）は、4月26日、ご逝去されました。94歳。
告別式は4月28日、札幌市白石区のハート倶楽部白石記念斎場でしめやかに執り行われました。

川村金二郎氏（株式会社特殊印刷代表取締役社長／札幌支部）は、6月9日、ご逝去されました。74歳。
葬儀は、6月17日、札幌市豊平区の北海斎場でしめやかに執り行われました。

西山恒夫氏（大輝印刷株式会社取締役会長・北海道印刷工業組合顧問／札幌支部）は、6月13日、ご逝去されまし
た。87歳。通夜は6月14日、告別式は15日、いずれも札幌市豊平区のディアネス豊平でしめやかに執り行われました。

7月20日は中小企業の日
中小企業の日とは
中小企業・小規模事業者の存在意義や魅力等に関する正しい理解を

広く醸成する機会を国民運動として提供していくため、定められた期間に
おいて、官民で集中的に中小企業・小規模事業者に関連するイベント等
を開催する取組です。

実施時期
中小企業基本法の公布・施行日である7月20日を「中小企業の日」、

7月の1ヶ月間を「中小企業魅力発信月間」とします。

内容
関係省庁（中小企業庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省）や、関係団体（日本商工会議所、全国

商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業家同友会全国協議会）の協力の
下、地域の中小企業・小規模事業者に関わるイベント（シンポジウム、セミナー、商工祭等）を開催します。

ロゴマークの意味
日本経済を支えている多くの中小企業・小規模事業者を柱に見立て、矢印で「企業の成長」を表現しています。

昭和、平成、令和と時代が移りゆくなかで中小企業はいつの時代も日本経済を支え続けています。さらに日本を元
気にするために“ホップ、ステップ、ジャンプ”と令和時代にさらに飛躍することの期待を込めつつ、中小企業庁のロ
ゴにもある楕円の線とその先端の丸いオブジェクトを配し、不変の支援を続けていく決意も表現しました。

▶㈱井田印刷工房社長に井田修平氏
株式会社井田印刷工房（旭川市1条通11丁目左4号）は、井田多加夫社長が会長に就任し、新しく代表取締役
社長に井田修平氏が就任した。

▶㈱北診印刷社長に岡部信吾氏
株式会社北診印刷（札幌市豊平区豊平6条3丁目6番22号）は、このたび、岡部康彦社長が代表取締役会長に
就任し、新しく代表取締役社長に岡部信吾氏が就任した。

▶㈲成瀬印刷が㈱ネクストソリューションズに組織・社名を変更
有限会社成瀬印刷（成瀬和之社長／旭川市5条通16丁目左9号）は、このたび、組織および社名を株式会社ネク
ストソリューションズに変更した。

▶北海道洋紙代理店会長に鈴木一広氏
北海道洋紙代理店会（札幌市中央区北2条西2丁目　リージェントビル）は、このたび、笹島久義会長に代わり、
新しく会長に鈴木一広氏（新生紙パルプ商事株式会社札幌支店執行役員支店長）が就任した。

業 界 の う ご き

お く や み



日　時

2021年9月3日金･4日土
午前10時00分～午後5時00分

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

主催：HOPE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
（予定）

：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

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㈱

日　時

展示会

セミナー
8セッション

×

2021

Printing Industry makes the world more convenient by Digital Transformation (DX )
印刷産業がデジタルトランスフォーメーション印刷産業がデジタルトランスフォーメーション（DX）（DX）でで

世の中をより便利にする世の中をより便利にする


