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「全日本ポスティング協会設立の集い」を開催
平成２８年９月９日（金）品川
プリンスホテル「ガーネット３６」
にて全日本ポスティング協会設立
の集いを開催致しました。
名誉顧問の馳浩前文部科学大臣
をはじめ、顧問の小松裕衆議院議
員、経済産業省文化情報関連産業
課長 平井淳生様、日本ポスティ
ング協同組合 高橋亙理事長など
総勢２３０名が集まり、集いを盛
り上げて頂きました。
開会にあたり、協会を代表して
西脇副会長より業界のさらなる発
展を願う心強い挨拶で始まり、馳
浩前文部科学大臣をはじめ御来賓

名誉顧問 馳浩前文部科学大臣 ご挨拶

者からのお祝いのお言葉を頂き、
小松裕衆議院議員より力強いお言葉と乾杯の御発声を頂

業団体の紹介、また「全日本ポスティング連絡協議会」の

いて集いは幕を開けました。

発足、さらに「ポスティング業界を社会認知に足る一つの

しばしご歓談が続く中、「ポスティングを未来へ繋ぐ」
をテーマにＶＴＲを上映し、業界の歴史から業界内の事

業種・業界として創造する為の共同宣言」の宣言文に４団
体代表による調印式が行われた事を報告、続いて協会のポ
スティング・ガイドラインを発表致しました。

グッドポスティングマーク決定
今回の集い最大の行事「安全性評価マーク」の投票が行
われました。このマ－クは当協会が第三者を含め委任した
審査委員会により、厳正な基準をクリアーしたポスティン
グ事業者へ与えられるマークです。
理事会の一次審査で応募作品２６点から５点を選定し、
その中からお集まり頂きました２３０名の方々の投票によ
り、今後使われるマ－クが決定致しました。
選ばれたのは、株式会社ジャストプレゼンテーション
中村晴代様作成の愛称「グッドポスティングマ－ク」とな
りました。
続いて宴たけなわの中、最後に森神副会長より閉会の挨
拶を頂き、全日本ポスティング協会設立の集いは無事に幕
を下ろす事ができました。
愛称【グッドポスティングマーク】表彰式
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会長挨拶

～創刊にあたり～

一般社団法人全日本ポスティング協会は、ポスティング

するお言葉も頂きました。このご支援の基にある期待を裏

業界の発展と課題に取り組むべく皆様のご支援のもと、昨

切らぬよう、間もなく施行される「管理責任者制度」、
「安全

年１０月に設立致しました。

性評価制度」などにより、今後当協会が協会員の事業発展並

昨今ポスティングという業種は広告媒体として需要が高

びに業界発展に貢献できるよう、運営を進めてまいります。

まっていますが、多くの課題を抱えているのが現状です。広

また、総務省における「日本標準産業分類」にポスティン

く社会に認知される業界作りのために乗り越えるべき課題

グ業が掲載されるように、引き続き協会員の皆様に統計数

は、それぞれの会社が個々に取り組むだけでは越えられな

値アンケートなどにご協力頂き、ポスティング業の数値を

いと感じています。

国に提出することにより業界として認知して頂けるものと

当協会は、この業界が抱えている課題に一丸となって取
り組むべく組織されたものです。今年の９月に開催された
「設立の集い」は、多くの皆様の厚いご支援に支えられてい
ると改めて感じる会でありました。

確信致します。一連のご協力をお願いするとともに業界の
発展に精一杯尽くしたいと思います。
「ＰＯＳＴｉＭＥ」発刊に渡り一言ご挨拶申し上げますと
ともに今後ご愛読頂きたくお願い申し上げます。

そして、名誉顧問の馳浩前文部科学大臣、顧問の小松裕衆
議院議員、経済産業省文化情報関連産業課長 平井淳生様、

皆様方のますますのご発展とご健勝をご祈念申し上げま
す。

日本ポスティング協同組合 高橋亙理事長の熱い協会に対

名誉顧問挨拶

会長

白井

正良

顧問挨拶

全日本ポスティング協会会

この度全日本ポスティング

報 誌「ＰＯＳＴｉＭＥ」の 創

協 会 が 設 立 さ れ ま し た こ と、

刊号の発刊を心よりお慶び申

心 か ら お 祝 い 申 し 上 げ ま す。

し上げます。また栄えある創

私も、協会の顧問として皆様

刊号に執筆の機会を頂き、さ

とともに業界の確立発展に努

らには貴協会の名誉顧問を拝

めていくことを嬉しく思って

命いたしましたこと光栄の至

おります。

りに存じます。

さてポスティングは既に社

さて、貴協会は平成２８年９月９日に設立の集いを開催

会のインフラとして必要不可

され産声をあげました。その志は崇高なものです。ポスティ

欠なものであり、社会にとって期待される存在となってい

ング事業の現状を踏まえれば、まさにポスティング事業の

ます。しかしながら新しい業態であるために、業界として

透明化と秩序形成は必須の課題といえましょう。その意味

の共通の活動が後回しになってきたのが現実であります。

で、貴協会の「安全性評価制度事業」と「管理責任者制度事業」

そのため社会の中で認知される業界のルールが確立される

は課題に即応する素晴らしい事業と確信いたしております。

必要性を認識し、この度協会が設立されたことはまさに望

私も、名誉顧問となった以上は、貴協会が目指す「己を律し、

ましいことであります。

社会に堂々と示せる」業界へとの発展に大いに貢献させて
頂きたいと存じます。

今後一層、社会基盤にとって情報伝達の必要不可欠なツー
ルになっていくことが明かなポスティング業界であるから

結びに、公私にわたりお世話になっております白井会長

こそ、社会の中で広く認められ歓迎される業界に成長して

を筆頭に協会関係者の皆様のこれまでのご労苦に深甚なる

いくことを期待しております。私もそのためにともに努力

敬意を表するとともに、貴協会のこれからの発展を心より

していきたいと思います。

祈念申し上げまして、一言お祝いの言葉とさせて頂きます。

前文部科学大臣

衆議院議員

馳

浩

衆議院議員

小松

裕

3

協会趣旨
ポスティング事業は業容的に見れば拡大の方向で進んで

付与する制度です。具体的には管理責任者制度委員会が各種

いるにも関わらず、
「業種」としての認識が希薄であるのが現

資料テキストを用いて全国数ヶ所で定期的に講習会並びに

状です。ポスティング事業者の最大の目標は、事業者自らが

検定試験を行います。上記を経て、要求事項を満たした個人

己を律し、社会に堂々と示せる「ポスティング業界ガイドラ

に「ポスティング管理責任者証」を付与します。

イン」の制定に集約されると考えました。
具体的な活動の方針は、コンプライアンスの周知徹底・自

安全性評価制度は、ポスティング事業者の配布精度や信頼
性、生活者への配慮など事業者単位での取り組みを評価し、

主管理認証制度の確立、そのための「管理責任者制度」並びに

所定の書類を提出頂いた後、審査・認定の旨を示す認定マー

「安全性評価制度」があり、より広く社会に認知される業界作

クを上記の「ポスティング管理責任者」を雇用する事業所に

りを目指します。
管理責任者制度は、ポスティング業務に携わる現場及び管
理担当者などが、協会の定めるポスティング・ガイドライン

付与し、本マークの使用を認める制度です。
この他にも、業界の総合窓口の設置など「業界」としての位
置づけを確固たるものにすべく活動を進めています。

に沿った法令遵守に基づき、講習の後検定試験を経て個人に

「管理責任者制度」
について
管理責任者制度委員会は、業界自主制定の資格認定制度を
実施する事を責務としております。制度資格取得の対象者
は、ポスティングの配布業務に携わる個人であり「ポスティ

れらの基盤となる事を目的としております。
また、資格取得者の雇用条件や待遇向上につながるよう推
奨していきます。

ングテキスト」に基づいた講習の後に検定試験を実施し、そ

更に本制度を核として業者・企業を対象とした安全性評

の合格者を「ポスティング管理責任者」として認定する制度

価制度が実施されることにより、配布業務品質の最低基準を

です。

確立するとともに向上を推し進めます。

現状において、ポスティング業界は顧客・地域生活者つま

ひいては業界内においても、また社会からも配布業務品質

りは社会に対して配布業務のルール・マナーを含め品質の

を判断する具体的な尺度を示す事に繋がるよう目指してお

基準を示す事ができておりません。本制度による資格取得者

ります。

を事業所ごとに１名以上配置する事を推進し、顧客に対して
は信頼性を、地域生活者には安心・安全性の向上を目指しそ

現在、当委員会はポスティングテキストを協議作成中で
す。

「安全性評価制度」
について
個人を対象とした「管理責任者制度」に対し、事業者を対象
に評価するのが「安全性評価制度」です。
当制度は、第三者を含めて協会が委任した審査委員会が、
「管理責任者制度」の有資格者の有無を始めとした厳正な基
準をクリアーしたポスティング事業者に「安全性評価マーク
（グッドポスティングマーク）」を付与し、ポスティング事業
活動に関して本マークの使用を認める制度です。事業者の信

頼性を客観的に評価、認定、公表することで、顧客がより信頼
性の高い事業者を選びやすくするとともに、生活者に対して
も正当な事業者であることの判断基準になるよう環境整備を
図り、ポスティング事業の社会的認知度の可視化に寄与する
ことを目指すものです。
来年度中の運用開始を目標に、現在その原案作りに取り組
んでいます。
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第1回ポスティングカップ結果報告！
平成２８年１０月２０日（木）、成田市のキャスコ花葉本
コースにて開催致しました。
当日はさわやかな秋晴れのなか、２９社３７名の方にご参
加頂き、親睦を兼ねて楽しくラウンドすることができまし
た。結果は別表のとおりです。
第２回を平成２９年４月頃に静岡県のかんなみスプリン
グスカントリークラブで予定しております。今回参加されて
いない方も是非ご参加の程、宜しくお願い致します。
順位
1
2
3
4
5

会社名
㈱メルポス・サンデック
㈱ワールドポストネット
㈲ミッド
㈱アルカ
OSO㈱

夏目
片岡
武田
宮本
鈴木

氏名
佳和
博幸
貴之
淳史
闘志也

リンドウ

シバザクラ

44
39
47
41
46

41
42
45
43
43

グロス ハンディ ネット
85
13.2
71.8
81
8.4
72.6
92
19.2
72.8
84
10.8
73.2
89
15.6
73.4

インフォメーション
協会ホームページのご案内
全日本ポスティング協会のホームページを開設致し
ました。
活動方針、組織図、会員会社一覧、活動報告など幅
広く協会を紹介する内容になっています。
情報を随時更新してまいりますので、広報誌
「ＰＯＳＴｉＭＥ」とあわせて定期的にご確認をお願
い致します。
なお、協会ホームページＵＲＬを携帯電話・スマー
トフォンから認識できるＱＲコードを作成しました。
カメラで読み取ることで、簡単にホームページにアク

URL：http://posting.or.jp/
全日本ポスティング

セスすることができます。

編集後記

告」ですが、この度HPだけでなく紙面でもお届けできる
体制が整いました。

皆さま初めまして。会員普及・広報・渉外委員会担当理

今後は四半期毎に、できる限り濃い情報を分かりやす
くお届けしたいと思っております。

事の川井慎太郎と申します。
激動と呼ぶに相応しい１年でしたが、いかがお過ごしで

これからも、協会へのご理解・積極的なご参加をお願
い致します。

しょうか。

記：川井 慎太郎

以前より皆さまからご希望の多かった「協会の活動報
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