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会長挨拶

　秋冷の候、爽やかな実りの季節を迎えられているこ

とと存じます。

　まずは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹

患された方々に謹んでお見舞い申し上げますととも

に、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。現

在、私たちがかつて経験したことのない新型コロナウ

イルスによって、暗く重く深刻な影を社会全体に落と

しています。当会としても苦渋の判断ながら、本年度は

新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み、「通常総会」

の開催は中止とし、書面決議とさせていただきました。

　皆さまのご協力のもと、全ての議案について、正会員

ならびに理事役員全員の賛成をもって可決する事がで

きました。この場をお借りして感謝申し上げます。

　まだまだ、新型コロナウイルスの終息が見えない中、

会員皆様におかれましては、会社運営も大変かとお察

し申し上げます。

　しかし、新型コロナウイルス対策急務の中、ポスティ

ング事業概要 [ 安全性評価制度・管理責任者制度 ] の

拡充へ向けての活動を止めてはならず、この問題につ

いても取り組んでまいります。新型コロナウイルス終

息への道のりを見通せない中、感染防止のために業務

上の制約はあるものの、当協会としては前向きであり

たいと考えています。

　皆が心待ちにしていた「東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック」の開催も延期となり、今年度の全日本ポ

スティング協会年間計画も計画通り実施できるものな

のか、全く先の見えない中での新年度のスタートとな

りました。

　役員一同充分に状況を見極めながら、協会運営に当

たりたいと思いますので、協会会員様のご理解とご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。

                                          　

　　　　　　　　　　　　　　会長　白井正良



新型コロナウイルスの世界的流行、 そして未曽有の緊急事態宣言。

前例もなく正解も見えない状況下、 各社はどのように対応したのでしょ

うか？協会員企業の事例から、 その努力の軌跡を辿っていきます。

コロナ対策事例紹介

　コロナ対応について、まず、最初は緊急事態宣言

発出でしたね。その時、弊社が行ったのは、すべて

のお客様への連絡でした。キャンセルの連絡が入る

前に、同業他社・他業種の動きを説明し、発注の確

認を行いました。これで発令後の仕事量がわかり宣

言間のシフトも安心して作ることができました。

　次は全社員と全配布員へのアンケートです。幸い

社員、配布員のほぼ全員が仕事を希望し、配布能力

を把握。これで休業しないという方針が決まりまし

た。

　次に独居の配布員へのケア、もしコロナになって

も、買物等のサポートを行うことを約束。

　次はマスク、アルコールの確保に配給。ここまでは

必死！

　その後危機管理室の主導のもとでガイドラインを作

成しました。ガイドラインについて大きな点が５点。

　まずは職場を完全に２分割し、もし発症してもどち

らかのグループは動けるようにしました。

　２点目は代役の設定です。管理職クラスが自宅待機

になった場合の代役を指名。

　３点目は自社用の緊急事態宣言書を作成。期間等を

入れるだけで完成するところまで作成しておきまし

た。
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　４点目は休業を強いられた場合の業務協定です。弊

社が配布不可能となった場合、同様の配布能力を持つ

同業他社に全業務と全配布員をその期間のみ移管する

荒業です。運良くご賛同頂けるポスティング会社を見

つけることができ業務協定書も作成しました。

　５点目は段階設定。コロナ患者が営業所の所在行政

に少なくなればルールを緩め、多くなれば厳しくする

ようにしました。

　数ヶ月運用する内に欠点が見つかりました。フロア

が分かれ、最低限のマスク越しの会話、時間差出勤に

リモート･･･によるコミュニケーション不足です。そ

こで工夫したのが２点。朝礼を録音、これを必ず聞く

こと。それとチャットワークです。これで直接メッセー

ジを送れるようになりました。

　昨年末から社長の僕が業務改善等を目的に、毎週 1

エリア分ポスティングに出ていたことはラッキーでし

た。コロナ禍で世の中がどのように変化していくか実

感でき、対応と判断が早かったと思います。

　最後にこの９月末になって、コロナがヒタヒタと背

後まで来たと感じる出来事がありました。パート従業

員の子供の学校でクラスターが発生、子供はＰＣＲ検

査を受け、結果が出るまでは家族は自宅待機という事

態がおきたのです。結果は陰性。正直ホッとしました。

陽性だったらいかに対応するか、ガイドライン、マニュ

アルが現実に通用するのか緊張した次第です。
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　本年２月に当協会第６期が終了いたしました。

　それに伴い、４月に会員総会を予定しておりました

が、今年は新型コロナウイルス感染のリスクがあるこ

と、政府からの集会等の自粛要請等を鑑み、総会の開

催について、やむなく「中止」となりました。

　この為、総会での決議事項に関しましては 2020 年 

６月１８日付にて書面により提案された下記議案事項

に同意し、 定款第２２条の定めに従った「書面決議」

にて行わせて頂きました。

　会員各社の御協力を賜り、無事に両議案が可決致し

ました事をご報告させて頂きます。

　その他、理事・監事、任期満了による留任・退任・

新任の件につきましても書面にてお知らせ致しました

通りです。

通常総会・組織図・理事異動

　本年度は新型コロナウイルスの影響で、残念ながら

管理責任者検定試験の開催が見送られております。

　平成３０年１１月に名古屋で開催致しました「第６

回管理責任者検定」合格者の更新試験を本年１０月に

実施し、８社１２名の方々が更新されました。

　次回の更新は令和元年９月に東京で開催致しまし

た、「第７回管理責任者検定」合格者の方が対象にな

ります。来年７月頃に事務局から順次、案内文を郵送

致します。宜しくお願い致します。

第１号議案　第６期事業報告並びに決算報告承認、

　　　　　　監査報告

第２号議案　第７期事業計画並びに予算案承認

決議事項
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　現在青年部会では、新型コロナウイルスの感染拡大

防止を目的として、大勢を集めてのミーティングは控

えております。しかしながら、進行中の事業として管

理責任者制度の更新・イメージキャラクターの公募な

どもあり、役員や各事業の委員長のみで協会事務局に

集まったり、オンラインでミーティングを行なったり

して進めております。

　また、この機会に青年部会ではオンラインミーティ

ングの環境を強化し、遠方の方でも参加しやすいよう

にしてまいります。是非青年部会へのご参加をお待ち

しております。

　また、参加してみたいけれどオンラインミーティ

ングの方法がわからないなどございましたらお気軽

にご相談くださいませ。

青年部会 活動報告

青年部会長 就任挨拶

 　この度、青年部会長に就任いたしました株式会社

ニュースター楽器の植原と申します。

　本来であれば総会において皆様の前で直接ご挨拶

させていただくのですが、新型コロナウイルスの感

染拡大防止の観点から総会の開催が難しい現状を踏

まえ、本紙上にて失礼いたします。

　新型コロナウイルスの影響で、政府や有識者から

は「新しい生活様式」というものが推奨され、世間

でも浸透してきたように思われます。

　今までの常識に捉われず自由な試みや新しいこと

へのチャレンジというものは、まさに青年部会の意

義・役割と合致するものです。

　現状を悲観的に考えず、将来に対する“種まき”で

ある青年部会の活動を通して、協会のみならずポス

ティング業界全体の発展や活性化を若い力で牽引して

いければと思っています。

　今後は 1 ヶ月に 1 回の定例会だけではなく、勉強会

や親睦を深めるイベントなども開催していく予定で

す。

　青年部会では一緒に業界を盛り上げてくれる人材を

募集しています。「とりあえず定例会に参加してみた

い」「どんな活動をしているのか見てみたい」などきっ

かけは何でも大丈夫です。

　一緒に業界を盛り上げていきましょう！

青年部会長　植原 健介

（株式会社ニュースター楽器）
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全日本ポスティング協会全日本ポスティング協会

株式会社トーカンエクスプレス  片柳様

ぽすちょ
株式会社あおぞらポスト

最優秀賞

優秀賞

目録授与

マスコットキャラクターマスコットキャラクター
決定 !!

ＰくんＰくん

全日本ポスティング協会 マスコットキャラクター募集にたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。

応募総数１５作品の中から厳正な審査の結果、最優秀賞１作品、優秀賞２作品が選ばれました。
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—受賞した感想をお聞かせください。

片柳 （以下省略） ： 大変うれしく光栄に思います。 この

歳になって何かの賞をいただける機会はあまり無いの

で、 正直なところ少し恥ずかしくもあります （笑）。

—デザインするにあたって、 こだわった点はどういったと

ころでしょうか？

親しみやすいデザインにすることはもちろんですが、 一

番こだわった点は 「汎用性」 です。 今後、きぐるみやグッ

ズ展開、 その他様々な媒体で使用されていくことをイメー

ジして、 汎用性のあるデザインにしました。

—Ｐくんの特技は？

もちろんポスティングですね。

—Ｐくんの好きな食べ物 ・ 苦手な食べ物はなんでしょう？

考えてなかったです…好きな食べ物は 「ピーナッツ」、

苦手な食べ物は 「ピーマン」 にしてください （笑）。

—協会キャラクターとして今後のＰくんに期待することは

何ですか？

ポスティング業界の発展に貢献してほしいと思っていま

す。 こちらは協会さん次第ですが、 デザインの利用やカ

スタマイズはある程度フリーにしていただいて、 会員企

業様がホームページや資料等で気軽にＰくんを利用して

いただければ嬉しい限りです。

—片柳様、 ありがとうございました。 今後、Ｐくんには協

会発展のお手伝いを頑張ってもらいます♪

　

目録授与

株式会社パワフルコム ( パワフルポスト）優秀賞

目録授与

Ｉ　Ｎ　Ｔ　Ｅ　Ｒ　Ｖ　Ｉ　Ｅ　Ｗ
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発  行

　コロナ禍により、感染拡大を予防する「新しい生活様式」が求められる中、各社の運営においても少なからず影響がで

ていることと推察いたします。そのような状況下でも協会の活動を続けていただき、本年度初のポスタイムを発刊する

ことができたことに深く感謝いたします。まだまだ先が見通しづらい状況ではありますが、コロナ収束を切に願いつつ、

皆様のご自愛をお祈り致します。

編 集 後 記

事務局だより

記  川井・岡田

　こんにちは。広報委員の川井です。今回は新しく協会事

務員として入社された岩田さんにお話を伺います。

川井 ( 以下省略）　岩田さん、こんにちは。

岩田 ( 以下省略）　よろしくお願いします。

—まずは皆さんに自己紹介と入ったきっかけを教えて下

さい。

　皆さま、 はじめまして。岩田敦子と申します。 全日本ポ

スティング協会様が入っているビルの受付をやっていまし

たが、 ちょうど辞めるタイミングで武田専務理事にお誘い

頂きました。

—そんな偶然あるのですね。

　本当ですよね。自分でも驚いてます。

—まだこの業界の事は知らない事だらけかと思います

が、ポスティングの印象とかってありますか。

　近所の方でポスティングのアルバイトをしている人が多

くてダイエットに成功した人や、 子供と一緒に楽しみなが

ら、 ポスティングしているお母さんがたくさんいます。この

チラシは、 あの人が入れてくれたのかな？と考えたりしま

す。

　たまに自分には必要ないなぁと思うチラシもあります

が、 近所に出来た新しいお店の情報などは有難いです

し、 必ず全員に必要ではないかもしれないけど、 絶対無く

ならない業界だろうなってイメージを持っています。　

　昔はグチャと入っていたり、 夜中にポストが開いて怖い思

いもしましたが、 最近は無くなりましたね。これも、 協会が

しっかりしているからと改めて認識しました。

　ネット社会の今、 一軒ずつ配るチラシ、ＤＭに企業努力が

見える所がポスティングの魅力だと思っています。飲食店

のチラシは必ずストックしてしまいます。 

—ポスティングユーザーなのですね。そういう話を聞くと、

私も嬉しい気持ちになりますよ！最後に全国の皆さんに向

けて一言お願いします。

　長きに渡り受付のお仕事をしておりました。人とお話する

のが大好きです。 事務のお仕事を一日でも早く覚えられる

よう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

　今回は岩田さんの紹介でした。引き続き協会の活動にご

理解ご協力をお願いします！


