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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周年記念事業開催概要

新春経営者研修会（BCP研修会）開催される

全国青年印刷人協議会第33回全国協議会開催される

事業継続力強化計画認定制度（道内事業者向け）の案内
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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。

日本で最後、北海道で唯一の和式城郭
江戸時代の日本で最後に築城された城郭で、箱館戦争では旧幕府軍と官軍の戦場となった。城の北側には道内唯一の近世的な寺町があり、龍雲院、法源寺、法幢寺など5つの
寺や松前藩主松前家墓所が現存している。また、城と寺町の一帯は北海道でもっとも早く見ごろとなる桜の名所でもある。松前町の歴史を知ることは開拓以前の北海道の歴
史を理解する上で重要。 （北海道遺産公式サイト https://www.hokkaidoisan.org/ より引用）

《北海道遺産》

福山（松前）城と寺町
（松前郡松前町）
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僕は1997年に草野球チームを創り今に至っています。
もちろん草野球ですから趣味の範囲ですが、強い時期もあれば現在の様に楽しい時期もあり
ます。
2019年の開幕戦は5月12日で、しかも草野球の聖地美香保球場！
監督をしていますが、近年は年に数試合しか行けずモヤモヤしていました。
そして当日の朝、起きてすぐに異変に気付いた！
具合が悪い・・心臓がバクバク早い！気が遠のく感じで喋ると吐き気もする！ん？
あまりにも楽しみにしていたせいで童心の様に高揚しているのか？
いや、違う！やはり具合が悪い・・仲間に連絡を入れ、行けない旨を伝えて、昼くらいまで横になっ

てインターネットを見ていました。
その日はそれで治り、翌日からの月・火と普通に仕事が出来、やはり気のせいかと思っていると
水曜日にまた心臓がバクつく！
そんな2、3日良くて、またバクつく日を20日間くらい過ぎて、メンタル的にもいつなるか不安に
なっているので、病院に行き、24時間心電図を付けてもらい調べると、24時間のうち3分の1は不整
脈になっていると言われ、通常1分間に60～90の脈らしいのですが、僕は220を計測！
直ぐに大きい病院を紹介され、薬で落ちつかせることも出来るが、年齢的に手術をした方が良い

のではとドクターから言われ、二の足を踏んでいると、またドクターから一生薬を飲み続けますか？
の問い掛けに首を横に振り手術を決心しました。
お客様から励まされながら、6月25日に入院、26日に手術、28日に退院と一般的にはポピュラー
な手術みたいです。
それでも採血の注射ですら恐怖で血圧が上がるので、とても怖くて・・手術の次の日が一番幸
せで・・
病名は【心房細動】けっこういるみたいですが、分で200を超えると脳梗塞やら他の弊害がで

るみたいです。
その少し前にダイエットをしようと心掛けて、GWに92キロでしたが、途中、不整脈もあり、いまは
76キロになり身体的には楽になりました。
よく聞く話ですが、健康第一をつくづく感じて、また日頃の慣れ親しんだ行動全てが嬉しく感謝
です。
2020年はバランス良く健康で仕事、趣味そして人生を楽しもうと思っています。

北海道印刷工業組合理事 前 田 憲 之
株式会社パスカル・プリンティング　常務取締役

2019年があって2020年
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5月29日㈮ 会場／札幌パークホテル（札幌市中央区南10条西3丁目 電話011-511-3131）

北海道印刷工業組合令和2年度通常総会
13：00～14：20 会場／パールルーム（2階）

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

14：30～15：30 ◎記念式典　会場／パークホールA（3階）

15：45～17：15 ◎記念講演　会場／パークホールA（3階）
　テーマ：北海道経済の現状と展望
　講　師：日本銀行札幌支店長　小髙　咲氏

〈講演概要〉
日本銀行は、わが国の中央銀行として通貨を発行し、人々がその通貨を安心して使

えるよう、金融政策の運営や円滑な決済システムの提供などを通じて、「物価の安定」
と「金融システムの安定」に努めています。こうした下で、日本銀行本支店では、銀行
業務に加え、企業ヒアリング等を通じて地域の金融経済情勢を丹念に調査しています。
このたびの記念講演では、日本銀行札幌支店の調査活動により得た情報等を踏まえつ
つ、北海道経済の現状と今後の展望についてお話します。

〈講師略歴〉
北海道出身。昭和61年3月東京大学法学部卒業。4月日本銀行入行、平成10年5月政策委員会室調査役、13
年1月業務局調査役、16年7月業務局企画役、19年7月金融研究所企画役、22年7月金融研究所制度基盤研究
課長、23年7月決済機構局新日銀ネット企画課長、24年4月システム情報局業務システム開発課長、26年6月業
務局参事役、27年10月文書局参事役、29年6月札幌支店長。

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

開催概要
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㈯に札幌パークホテルをメイン会場に開催する。
開催概要は次のとおり。

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。

北海道印刷工業組合　理事長　岸　昌洋
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5月30日㈯

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

◎記念ゴルフ大会

集合時間 6：45　（スタート　7：14）

コ ー ス クラークカントリークラブ　中・西コース
（北広島市三島113　TEL011-377-3131）

参 加 費 5,000円

プレー費 16,000円程度（食事付）〔各自精算ください〕

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

17：30～19：30 ◎記念パーティ
　会場／パークホールB・C（3階）
□会費：12,000円

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周年記念事業開催概要
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●赤 羽講師は、先ず、企業防災の必
要性として、ブラックアウトが

さまざまな産業に打撃、自然災害の
増加、近年発生した主な自然災害、道
東に30年以内に震度6弱以上の確率
急上昇、企業防災への取り組み、防災

協働社会における企業の役割、企業の安全を守る（自
助）、地域の安全に貢献する（共助）について説明
した。
次に、BCP（事業継続計画）の必要性として、企業を

取り巻く事業リスク、企業防災・BCPの必要性、BCPと
は、BCPと防災計画の違い、災害時の課題、印刷業にお
けるBCPの必要性、印刷業においてもBCPは必須、道
内のBCP策定済み12.4％、業種別のBCPを策定してい
る割合、事業継続が困難になると想定するリスク、事業
中断リスクに備えた検討内容、BCP策定の効果、BCP
を策定していない理由について解説した。
さらに、BCP導入効果と事例として、BCP導入効果を
緊急時において中核（重要）業務を継続・早期復旧
し、企業倒産を防ぎ、企業の価値を高めると前置きし、
BCP未策定企業との比較と印刷業2社のBCP事例、東
京ラベル印刷協同組合の連携事例を紹介した。
加えて、BCP策定・運用として、BCP策定・運用の

全体像、緊急時におけるBCP発動フロー、平時におけ
る運用、BCPの策定・運用体制、BCPの策定手順、各
省庁のBCPガイドライン、中小企業BCP策定運用指針
コース、BCP自己診断、BCP自己診断の判定、BCPの策
定手順（入門コース）について解説した。
また、BCP導入の支援制度として、BCP策定促進の
ための融資制度、専門家派遣制度、BCP策定の企業の
登録制度、中小企業強靭化法による支援、事業継続力
強化計画の策定について説明した。
最後に、BCPの必要性について、次のとおりまとめ、
披露した。
●企業同士で助け合う
中小企業では、日常的に業務を分担したり、情報交
換をしたりと助け合いのなかで事業を行っている。

緊急時において同業者組合や取引企業同士、被害の
少ない企業が困っている企業を助ける、そのことが、
結局は自社の事業継続にもつながる。

●緊急時であっても商取引上のモラルを守る
協力会社への発注を維持する、取引業者へきちんと
支払いをする、便乗値上げはしない、こうしたモラル
が守られないと、企業の信用が失墜し、工場や店舗
が直っても事業の復旧は望めない。
●地域を大切にする
中小企業では、顧客が地域住民であったり、経営者
や従業員も地域住民の一人であったりする。企業
の事業継続とともに、企業の能力を活かして、被災者
の救出や商品の提供等の地域貢献活動が望まれる。
●公的支援を活用する
わが国では、中小企業向けに、公的金融機関による
緊急時融資制度や特別相談窓口の開設などの各種
支援制度が充実している。

■いざという時に機能しない残念なBCP
①経営者のBCPへの関与度合いが低い
②適切なBCP推進体制がとられていない
③BCPと言っているが中身は防災計画
④既存のBCPの見直しができていない
・最新の被害想定を参照する
・代替戦略が事業継続の鍵
・本社機能の継続性確保・強化
・グループ企業/取引先との連携
⑤BCPの周知と教育・訓練ができていない
⑥継続的改善の仕組みができていない

BCPの概要・必要性～災害などの緊急事態にどのように備えるべきか！

令和2年新春経営者研修会
（BCP研修会）開催される

令和2年新春経営者研修会（BCP研修会）が、1月8日午後2時15分から、札幌市中央区の札幌グランドホテ
ルで、講師に戦略経営ネットワーク協同組合代表理事の赤羽幸雄氏を迎え、約40人が出席して開催された。

赤羽幸雄 氏
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●18 ～19期の2年間議長を務めた青木議長の挨拶
から始まり、来賓には全日本印刷工業組合連合

会臼田会長、滝澤副会長、全青協直前議長の恵氏を迎
え2年間の活動報告を行いました。
今期はテーマに掲げた「エンゲージメント」そして

そのための「ハイサービス」を、各ブロックで活動して
きたので、ブロック毎にハイサービス実践事例報告を
行いました。
北海道ブロックは札幌で行った「飲食店オープン

キットカタログ」を報告してきました。
飲食店がオープンする時の忙しさを緩和するため、

あらかじめ必要になりそうなものを絞ってカタログに
し、要・不要を分けるチェックリストや、納期、入稿期
限を可視化出来るようフローチャートを付けているも
のです。
とても好評で発表後、各地の印刷会社がこのカタロ
グが欲しいと持って帰って頂きました。
今回報告した事例は、他の各ブロックの事例ととも

にエンゲージメントの説明からハイサービスの必要性
もまとめて冊子になりました。
この冊子は、各地域へ配布されますので、お手元に
届きましたら是非、御一読ください。
こうして青木議長の活動に区切りをつけ、改選期の
ため、次期議長に東京ブロックの今井孝治氏（今井印
刷㈱）が推薦され、承認されました。

それに伴い各地の担当副議長も新メンバーとなり引
き継ぎを行いました。
北海道は、引き続き矢吹が担当します。
今井新議長より新たなテーマとして「四方よし」と

発表がありました。
「三方よし」の考え方（自社、顧客、地域）に、未来
（継続）という時間軸を付け加えて、四方よしのビジ
ネスモデルをデザインして行こうという内容でした。
具体的な内容はこれからですが、このテーマを基に
青年部はこれから2年間活動していくことになります。
このテーマからどのようなものが生まれるかはまだわ
かりませんが、引き続きご協力よろしくお願い致します。
 （青年部委員長　矢吹英俊　記）

全国青年印刷人協議会
第33回全国協議会開催される

全国青年印刷人協議会第33回全国協議会が、2月16日（日）、秋田キャッスルホテルで開催された。
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災害に負けない、“事業継続力”の災害に負けない、“事業継続力”の
強化を応援します！強化を応援します！

「事業継続力強化計画」認定制度
（道内事業者向け）のご案内

自然災害は年々増加
地域の経済活動やサプライチェーンを支える企業として、いざという時に従業員の命や雇用を守
り、地域や顧客との関係を維持・発展させていくことが必要です。
実効性のある計画を策定し、災害に負けない“事業継続力”を強化させましょう。

─ 災害発生に伴う数々のリスク ─

事業活動停止のリスク
⒈営業再開が遅れ、
　取引先が発注先を替えてしまう。

⒉営業停止期間中、
　経営上の損失が生じ続ける。

⒊営業停止期間中に、
　 得られたはずのビジネスチャンスを
逃してしまう。

ヒト（人員）
連絡網等を準備していなかった
ため、一部従業員の所在が掴め
ず、人手の確保ができない!

モノ（建物・設備・在庫等）
大雨で浸水し、倉庫にあった在
庫が全て販売不可になってし
まった!

カネ（資金繰り）
保険に入っていなかったため、
設備の復旧に必要な資金の目
途が立たない!

情報（顧客データ等）
データのバックアップを保存し
ておらず、重要なデータをすべ
て喪失してしまった!

●まずは自然災害によるリスクを想像し、対策に向けて一歩を踏み出すことが重要です。

期
待
さ
れ
る
取
組
事
例

生花小売
冷蔵ショー
ケースの電
源を高 所
に配置して
いたため、
店舗は水
没したが、早期に営業を再開。

酒造業
工場が水没
して大きな
損害が発生
したが、事
前に水災保
険に加入し
ていたため、設備の復旧費用の
多くを補填し、新しい設備を早
期に導入。

プレス加工業
自社被災地
の代替生産
協定を同業
他社と締結
し、協定先
に金型を提
供できる体制を整備。
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「事業継続力強化計画」認定制度（道内事業者向け）

「事業継続力強化計画」認定制度
防災・減災対策に取り組む中小企業を応援する新しい制度です！

経済産業省では、中小企業・小規模事業者の方々が、防災・減災に
向けて取り組む計画を認定します。
計画の認定を受けた中小企業の皆様は、下記の支援策（優遇制度）
をご活用いただけます。（一部条件がある支援策があります）

～認定企業への支援策～

～申請方法～　※主たる事務所が北海道内に所在する場合。

認定ロゴマーク

❶ 日本政策金融公庫による低利融資（設備投資資金）
❷ 信用保証枠の追加
❸ 防災・減災設備に対する税制優遇
　 災害時に役立つ設備（自家発電設備、制震・免震ラック、止水板等）を導入した場合に特別償却（20%）が可能
❹ 補助金の優遇措置
❺ 本制度と連携いただける企業・団体からの支援
❻ 認定ロゴマークの使用

⑴ 「事業継続力強化計画」の策定
中小企業庁や北海道経済産業局ホームページに掲載している「策定の手引
き」を参照いただき、事業継続力強化計画を策定ください。

⑵ 申請・認定
計画策定後、北海道経済産業局に申請書および必要書類をご提出ください。
申請後、認定まで約45日かかります。

⑶ 計画の開始
計画が認定された場合、北海道経済産業局から認定通知書が交付されます。
認定後は、計画に記載した項目を実施ください。
※計画認定後に、上記支援策をご活用いただけます。

経済産業大臣
（北海道経済産業局）

中小企業・小規模事業者
事業継続力強化計画

申  請 認  定

■中小企業庁ホームページ
　https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

■北海道経済産業局産業部中小企業課（相談窓口）TEL:011-709-1783
　https://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/kyoujinka.htm
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●来 賓として秋田県副知事や秋田市長も来られ、約
400人が集まり大盛況で始まりました。

基調講演では経済産業省中小企業庁長官の前田奏
宏氏が「0次産業革命とは」をテーマに力強くお話頂
きました。
次にメインの企画発表では開催地である「秋田」を

テーマに全国8ブロックが自由に発想し活動してきた
内容を発表しました。
トップバッターを務めた北海道ブロックは、㈱総北
海の片山氏を中心に「大人の修学旅行」というテーマ
で、中学生の頃に行った秋田へ、大人になってから同級
生や気の合う仲間ともう一度行って、大人だからこそ
味わえる違った秋田を発見しようと提案すること、そし
て印刷会社としてしおりや旅行アルバムを作成するこ
とで、旅行のワクワク感を増幅させ、楽しかった思い出
を保存するという活動を報告させていただきました。

賞には入りませんでしたが、企画を提案した旅行代
理店には喜ばれ、一緒に活動してきたチームの結束が
強まりました。
各地域面白い企画が上がる中、優勝したのは中部ブ

ロックの「独立国あきた」でした。
人口流出が多い秋田県が、もし独立したらという発

想で、秋田を元気にするアイディアをたくさん出しつ
つ、パロディドラマを作ってしまうという、かなり大胆な
ものでした。
懇親会の表彰式では、優勝した中部ブロックと準優
勝の東京ブロックが部門賞を総ざらいして行き、どちら
が優勝かと盛り上がっていました。
そして次回Print Next2022は、東京の青木氏が実
行委員長となることが発表され、大盛況のまま幕を閉
じました。
 （青年部委員長　矢吹英俊　記）

▶ オホーツク支部長に伊藤正人氏
オホーツク支部は、2月14日午後5時からホテル網走湖荘で組合員7社（委任状含む）が出席して、臨時総会を
開催し、松井支部長に代わって新しく支部長に伊藤正人氏（北海民友新聞社）を選出し、支部規約の改定、ブ
ローカー排除に関わる議決を行った。

▶ 日東印刷㈱社長に疋田量子氏
日東印刷株式会社（小樽市相生町6番4号）は、このたび、疋田紀子社長に代わり、新しく代表取締役に疋田
量子氏が就任した。

業 界 の う ご き

Print Next2020開催される
業界青年団体合同イベントである「Print Next2020」が、2月15日㈯、秋田県の秋田市文化会館で開催

されました。

支 部 長 伊藤正人（株式会社北海民友新聞社） 監 査 山市喜雅（株式会社ソーゴー）
副支部長 横田康裕（横田印刷株式会社） 同 伊藤友彦（有限会社丸瀬布印刷）
幹 事 松井　丈（株式会社北研社）


