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近畿印刷産業機材協同組合 会報誌　No.47

　近畿印刷産業機材協同組合（坂本進理
事長）は6月8日、大阪・中央区のKKRホテル
大阪において第68期通常総会を開催。議案
すべて原案通り承認可決され、任期満了に
ともなう役員改選では、坂本理事長の再任
が決議された。
　同協組の新年度は、連携組織としての役
割を果たすべく各種施策を実施。具体的に
は、組合員企業の生産性向上支援訓練の
実施をはじめ、政府や大阪府などが実施す
る補助金・税制事業などに関する情報発信
や説明会開催、また大阪印刷関連団体協
議会加盟の業界他団体との連携を強化し
ていく。新年度予算は1,691万6,000円。
　総会終了後には、組合員企業でもあるア
イマー・プランニング（株）取締役電気統括部
長の山崎憲司郎氏が「最適化への印刷技
術」と題して講演。また、軽減税率制度に関
するセミナーも開催された。
　引き続き催された懇親会の席で挨拶に
立った坂本理事長は、中小企業における人
手不足が深刻化していることに対し、技術投
資による生産性向上に取り組んだ英国の事

例を紹介。「2016年6月にEU脱退を決めた
英国では、その後、欧州大陸からの移民の
出国が急増。1年間で12万人以上が英国を
去った。結果、人手不足が深刻化しはじめ、
それを人材教育や設備強化など、いわゆる
技術投資による生産性向上で乗り切ろうと
する動きが始まり、17年7月から9月の英国の
労働生産性は、対前期比で1%近くも上昇し
た。まさに人手不足こそが、生産性向上のた
めの投資を呼び込み、実質賃金の上昇
の源である生産性向上をもたらした。
ここに大きなビジネスチャンスがあ
るのではないか」と述べ、事業活
動に挙げている生産性向上支援
訓練の実施に理解と協力を求めた。

新役員（敬称略）

▷理事長…坂本進（坂本造機）
▷副理事長…廣瀬安宏（広瀬鉄工）/柳澤
隆司（ベルパック）/木田庄一郎（木田鉄工
所）
▷理事…上野耕治（ウエノ）/加貫泰弘（加

貫ローラ製作所）/野々下進一（ジェピック）/
増田孝浩（富士フイルムグローバルグラフィッ
クシステムズ）/塩見哲也（メディアテクノロ
ジージャパン）/森澤武士（モリサワ）
▷監事…弓倉清（共同精機）/杉山
紘司（丸楽紙業）

生産性向上支援訓練の実施へ
補助金・税制事業の情報発信や説明会開催

第68期通常総会

▲坂本理事長

▲「最適化への印刷技術」学ぶ

◀講師の山崎氏
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理事会報告理事会報告
日　時：平成30年5月8日（火）15:00～
場　所：株式会社モリサワ
　　　　（大阪市浪速区敷津東2-6-25）
出席者：9名

第1号議案
　平成29年度事業報告並びに決算関係
　書類承認の件
第2号議案
　生産性向上支援訓練実施団体募集の件
第3号議案
　第68期通常総会提出収支予算案承認の件
第4号議案
　第68期通常総会提出議案承認の件
第5号議案
　第68期通常総会後講演会の件
第6号議案
　調査事項報告の件
第7号議案
　報告事項の件

日　時：平成30年6月8日（金）18:43～
場　所：KKRホテル大阪
　　　　（大阪市中央区馬場町2-24）
出席者：8名

第1号議案
　代表理事（理事長）、副理事長選任の件

第1号議案
　生産性支援向上訓練の件
第2号議案
　平成30年度事業一部詳細決定の件
第3号議案
　組合創立70周年事業検討委員会の件
第4号議案
　報告事項の件

日　時：平成30年6月29日（金）18:00～
場　所：りき六
　　　　（大阪市天王寺区上汐3-1-3）
出席者：12名

　近畿印刷産業機材協同組合（KPMA、坂本進理事長）は
2月27日、大阪印刷関連団体協議会と共催で「平成29年
度 補正予算補助金説明会」を（株）モリサワ本社4階会議室
において開催し、約60名が参加した。
　今回の説明会は、まず第1部として平成29年度ものづく
り補助金の概要について、近畿経済産業局地域経済課の山
田課長補佐が説明。同事業は中小企業の生産性向上などを
目的に実施しているもので、平成29年度の補正予算案額
は1,000億円。1件1,000万円とすると、1万社が助成金
を受けることができる。
　続いて、第2部として近畿経済産業局製造産業課の芝野
知子課長補佐が、経済産業省が実施しているその他の補助
金について説明。設備投資に対する助成、工場や本社社屋
の建設に対する助成、IT・WEB制作等に使える助成、LED照
明に使える助成、株式公開に向けた諸費用の助成、従業員
のスキル向上等に対する助成など、様々な補助金制度の概
要を説明した。
　最後の第3部では、大阪府中小企業団体中央会の浅岡武
之氏が、ものづくり補助金を受けるための実務面のポイント
として、実際に補助金の助成を受けるための申請書の書き

方を紹介。採択される申請書のポイントとして、（1）基本ス
トーリーを考える（成果までのストーリーが一貫している）
（2）申請書に必要な事項を漏れなく記入（3）審査項目の内
容はすべての項目の小見出しをつける（4）事業課題、達成
目標はできる限り数値で定量的に（5）事業課題（経営課題）
から、補助金事業によって課題が解決（6）事業化見込みを
数値だけでなく簡単に説明するーなどを挙げた。

「平成29年度 補正予算補助金説明会」に60名が参加

　組合員交流の場として恒例となった「ゴル
フコンペ」が4月28日（土）、奈良の法隆寺カ
ントリー倶楽部において開催され、15名が参
加した。
　競技方法はダブルペリア。優勝は小松運
輸㈱の勘田剛史氏（OUT49、IN43、
GROSS92、HDCP16.8、NET75.2）。ベスト
GROSSにはエステック㈱の菅幸男氏
（OUT45、IN43、GROSS88）が輝いた。

恒例のゴルフコンペ

優勝は勘田剛史氏（小松運輸）

▲優勝の勘田氏（右）



KPMA 2018.07  3

■ 大阪商工会議所 東支部 運営委員会議
平成30年2月21日（水）14:20～
ホテル京阪京橋グランデ 7階
出席者：事務局
■ 平成29年度補正予算補助金説明会
平成30年2月27日（火）14:00～
共催：大阪印刷関連団体協議会
株式会社モリサワ　本社4階会議室
出席者数：50名
■大阪府中小企業団体中央会 組合代表
　者並びに事務局責任者合同会議
平成30年3月9日（水）14:00～
マイドームおおさか 8階 第1・2会議室
出席者：坂本理事長
■ プレJP展
平成30年3月12日（月）15:00～
プレミアホテルCABIN大阪
出席者：坂本理事長
■大阪印刷関連団体協議会 事務局連絡
　会議
平成30年3月23日（金）18:00～
大阪印刷会館
出席者：事務局
■ JP2018 ICTと印刷展 会場式
平成30年4月18日（水）10:00～
マイドームおおさか 1階
出席者：坂本理事長
■ JP2018 ICTと印刷展
平成30年4月18日（水）～19日（木）
マイドームおおさか
■印刷インキワニス工業会 創立70周年
　記念式典
平成30年4月26日（木）16:00～
シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間

出席者：加貫理事
■ KPMAゴルフコンペ
平成30年4月28日（土）9:55 OUTスタート
法隆寺カントリー倶楽部
出席者数：15名
■大阪印刷関連団体協議会 平成30年
　度第1回役員会
平成30年5月16日（水）15:30～
太閤園
出席者：坂本理事長
■大阪府グラフィックサービス協同組合 
　通常総会懇親会
平成30年5月22日（火）18:00～
ホテル日航大阪 32階 スカイテラス
出席者：増田理事
■大阪府印刷工業組合 講演会・情報交
　換会
平成30年5月23日（水）16:30～
太閤園
出席者：坂本理事長
■ 一般社団法人全国労働保険事務組合
　連合会大阪支部 支部通常総会
平成30年5月28日（月）16:00～17:00
KKRホテル大阪 3階 銀河の間
出席者：事務局
■ 大阪府ものづくり振興協会 通常総会
平成30年6月7日（木）17:30～
ヴィアーレ大阪
出席者：坂本理事長
■ 第68期通常総会
平成30年6月8日（金）16:30～
KKRホテル大阪 5階 瑞宝の間
出席者数：48人
　　（本人出席28人、委任状出席20人）

■ 講演会
平成30年6月8日（金）17:10～
KKRホテル大阪 5階 瑞宝の間
出席者数：45名
■ 懇親会
平成30年6月8日（金）19:00～
KKRホテル大阪 3階 銀河（東）の間
出席者数：45名
■ 船場緑友会50周年記念式典
平成30年6月12日（火）15:30～
スイスホテル南海大阪 8階 浪華の間
出席者：坂本理事長
■ JP産業展協会「JP2018 ICTと印刷
　展」団体長会議
平成30年6月20日（火）12:00～13:00
プレミアホテルCABIN大阪 2階 
出席者：坂本理事長
■ 大阪府中小企業団体中央会通常総会
平成30年6月21日（木）15:30～
マイドームおおさか 3階
出席者：坂本理事長
■大阪印刷関連団体協議会 通常総会並
　びに祝賀会
平成30年6月26日（火）16:30～
太閤園 2階
出席者：坂本理事長
■大阪商工会議所 東支部 運営委員会
　議並びに経済講演会
平成30年6月27日（水）14:30～17:00
ホテル京阪京橋グランデ 7階 かがやきの
間
出席者：事務局

報 告 事 項

　夏の恒例行事となっております「組合員・従業員交流ビアパーティ」を
今年も8月31日（金）に開催致します。会場は、夏の夕暮れに映える大川の
川面を眺めながら詩情あふれるゆったりした憩のひとときを楽しんでいただ
きたく、八軒家浜の大阪キャッスルホテル3階の錦城閣となっております。会
社全体や職場の飲み会としてご利用いただきましても結構ですので、従業
員の方 も々お誘いの上、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
　また、今年はビアパーティ開催前に少々お時間をいただき、平成30年度
臨時総会も併せて開催致します。ご了承のほど、よろしくお願い致します。

日　　時：平成30年8月31日（金）
場　　所：大阪キャッスルホテル 3階 錦城閣
　　　　　大阪市中央区天満橋京町1-1
　　　　　電話　06-6941-2185　
　【臨時総会】17:50～
　　第1号議案：理事1名辞任に伴う役員選任の件
　【ビアパーティ】18:00～
参加費用：ビアパーティ参加者 ¥3,000（1人当たり）
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　（一社）日本印刷産業機械工業会（JPMA、宮腰巌会長）とプリプレス&デジタルプリンティン
グ機材協議会（プリデジ協、辻重紀会長）の主催による国際総合印刷テクノロジー&ソリュー
ション展「IGAS2018」が7月26日から31日までの6日間、東京ビッグサイトにおいて開催される。
統一テーマは、「Venture into the Next－変わる印刷、変える未来－」。印刷に関連する最新
技術やサービスなどが紹介されるほか、今回は、印刷会社の顧客であるブランドオーナー視点
に立ち、印刷およびクロスメディアにおけるテクノロジーとソリューションを提案していく。

　前回のIGAS2015から3年ぶりの開催となるIGAS2018では、東京ビッグサイト・東1ホールから6ホ
ールまでを使用し、出展社数319・小間数2,702の規模で開催される。
　統一テーマは「Venture into the Next!－変わる印刷、変える未来－-」。とくに今回のIGAS2018
では、印刷会社の顧客であるブランドオーナー視点に立ち、印刷およびクロスメディアにおける最新
のテクノロジーとソリューションを提案していく。また、インターナショナルな展示会の位置付けから、ア
ジアをはじめとした海外来場者数を大幅に増やしていく。
　主なイベントとしては、「PANEL DISCUSSION&SEMINAR」「TOUR」「THEME ZONE」
「SMALL START ZONE」「JAPAN PRINTING EXHIBITION（JPEX）」などを企画。
　「PANEL DISCUSSION&SEMINAR」では、様 な々テーマのもと、ブランドオーナー視点でのパネルディスカッションおよびセミナーなどを開
催する。最新印刷技術の動向や印刷およびクロスメディアなどに関わるマーケティング、業態変革、新規事業など、ビジネスに直結するテーマを
取り上げていく。
　「TOUR」は、IGASにおける見どころを解説する見学ツアーとして、数千人規模での実施を予定。現時点では、「スタンダードコース」「トータ
ルトレンドコース」「テーマフォーカスコース」の3つのツアーを企画している。
　「THEME ZONE」は、フレキソゾーン、東京都中小企業振興公社ゾーン、大学研究機関などの次世代印刷技術を展示する研究・教育ゾ
ーンとして設置。また、「SMALL START ZONE」は、主に中小印刷会社を対象に、小ロット化が進む市場に対応した小型で安価な製品を中
心に、ユニークな技術や製品が出展される。
　「JAPAN PRINTING EXHIBITION」では、（一社）日本印刷産業連合会と、その傘下10団体において実施されているカレンダー、カタロ
グ、造本装幀、パッケージ、シール・ラベル、メディアユニバーサルデザインなどの各種コンテスト受賞作品を一堂に公開するとともに、日本の印刷
産業の取り組みなどを紹介していく。
　なお、主催者側では会期6日間で、57,000人の来場を見込んでいる。

ブランドオーナー視点で技術・ソリューションを提案
統一テーマは、「Venture into the Next!－変わる印刷、変える未来－」

7月26日から31日までの6日間、東京ビッグサイトで開催

会　　期：2018年7月26日（木）～31日（火）
開催時間：10時～17時（開催初日のみ11時～17時）
入 場 料：2,000円（事前登録で無料）
会　　場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）
出展社数：319
小 間 数：2,702
来場者数：57,000人（見込み）
公式HP：https://www.igas-tokyo.jp


