
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催が延期されていた
「JP2020・ICTと印刷展」（主催/JP産業展協会）が11月19・20日の2
日間、インテックス大阪5号館で開催された。
　展示会テーマは「印刷からとび出す印刷展～この流れの先にある
ものは」。今回は、大阪環境局と日本展示会協会のガイドラインに基
づいてインテックス大阪とも協議を重ね、場内放送やサイン看板での
注意喚起、混雑時の入場制限、検温、マスク着用、手指消毒液の
設置、ソーシャルディスタンスの徹底、換気など、徹底した感染防止

対策が実施され、とくに、入場
時の混雑を避けるため、事前
登録制も採用された。
　展示会場では、87社が自社
の製品やソリューションをアピールしたほか、「DX」や「SDGs」をテー
マとした併催セミナーも実施された。
　なお、次回のJP展は、名称を「JP2021 印刷DX展」に変更し、
2021年6月3・4日の2日間開催されることも決定している。
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近畿印刷産業機材協同組合 会報誌　No.51

講師の粕谷香澄氏

　近畿印刷産業機材協同組合は1月27日、
「これからのリモート活用［入門編］」と題して、
Webセミナーを開催した。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、あらゆる社会生活において「非接触」の環
境を強いられる中、新たなコミュニケーション
手段として定着しつつあるリモート（オンライ
ン）ツール。今回は、グロスト舎の粕谷香澄氏
講師のもと、オンラインツールの代表格とも言え
るクラウド型ビデオチャットサービス「Zoom」を
使って、その操作性や機能を体験するウェビ
ナーが開催され、自社での会議や顧客との商
談におけるオンラインシステムの活用を促し
た。
　最初に粕谷氏は、IT活用の概念につい
て、ツールとしての「デジタルIT」、運用の仕組
みをつくる「アナログIT」、使い方を理解する
「マジカルIT」という3つのITがあるとし、とくに

「アナログIT」の重要性を強調。「業務の見
える化」を目指した社内におけるIT活用のル
ールづくりが、業務効率を大きく左右すると訴
えた。
　本題のZoom体験では、ミーティングの設
定をはじめ、画面共有やホワイトボード、チャッ
トなどの各機能を実際に操作しながら解説。

参加者からは、「今までも使っていたが、知らな
い機能もたくさんあり、ぜひ活用したいと思っ
た」「思っていたより音声やビデオ画像がクリ
ア。使い勝手も良い」「会議だけでなく、顧客と
の商談でも使ってみたい」といった声が聞か
れた。

これからのリモート活用［入門編］
Zoomの操作性や機能を体感

Webセミナー

Withコロナ時代の印刷のあるべき姿提示
次回は「JP2021 印刷DX展」に名称変更、2021年6月3・4日開催
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理事会理事会
日　時：令和2年5月19日 13：00～
場　所：WEB会議
出席者：10名

1）令和1年度事業報告並びに決算関係
　書類承認の件
2）70期通常総会開催方法の件
3）令和2年度事業計画案並びに収支予
　算案決定の件
4）70期通常総会提出議案承認の件

1）令和2年度事業概要決定の件
2）正副理事長会議開催報告の件
3）報告事項の件

日　時：令和2年6月10日 16：05～
場　所：坂本造機株式会社
　　　　和泉市テクノステージ3-9-5
出席者：12名

1）代表理事（理事長）、副理事長選任の
件

日　時：令和2年8月4日 15：00～
場　所：WEB会議
出席者：11名

1）正副理事長会議開催報告の件
2）ウエビナー（WEBセミナー）開催の件
3）大阪府組合ビジョン作成支援事業の件
4）報告事項の件

日　時：令和2年9月24日 15：00～
場　所：WEB会議
出席者：10名

1）新年互礼会開催可否決定の件
2）71期通常総会開催日及び会場決定の件
3）年度内会報誌発行可否の件
4）事業承継診断表協力の件
5）WEBセミナー内容決定の件
6）報告事項の件

日　時：令和2年12月15日 15：00～
場　所：WEB会議
出席者：7名

1）組合ビジョン作成報告書の件
2）監査日程決定の件
3）決算理事会日程決定の件
4）WEBセミナー開催の件
5）71期通常総会開催日及び会場報告の件
6）JP2020収支報告の件
7）報告事項の件

日　時：令和3年3月4日 16：40～
場　所：WEB会議
出席者：9名

第70期通常総会第70期通常総会
日　時：令和2年6月10日 15：30～
場　所：坂本造機株式会社
　　　　和泉市テクノステージ3-9-5
出席者：36人
　　　　（本人出席12人、委任状出席24人）

1）令和1年度事業報告並びに決算関係
　書類承認の件
2）令和2年度賦課金納入方法案承認の
　件
3）理事並びに監事選任の件（別掲）
4）令和2年度事業計画案及び収支予算
　案承認の件

正副理事長会議正副理事長会議
日　時：令和2年5月20日 15：00～
場　所：近畿印刷産業機材協同組合
出席者：4名

1）組合会計収支均衡に向けた具体案の件
2）組合事務所保有リスクとメリットの件

日　時：令和2年7月2日 15：00～
場　所：近畿印刷産業機材協同組合
出席者：4名

1）関連団体への事務所貸し出しの件
2）本年度事業の件
3）組合会計キャッシュフロー改善の件
4）次回理事会開催の件

日　時：令和2年8月31日 15：00～
場　所：近畿印刷産業機材協同組合
出席者：4名

1）新年事業開催の件
2）71 期通常総会開催日程の件
3）関連団体への事務所貸し出しの件
4）理事会開催の件

第71期 通常総会のご案内
近畿印刷産業機材協同組合では、下記の通り「第71期通常総会」の開催
を予定しています。皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、新型コロナウイルス感染状況によって、予定を変更する場合もござ
います。詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきます。

詳細は5月中頃に郵送させていただきます

日時：令和3年6月9日（水）　 場所：リーガロイヤルホテル

理事長 坂本進 坂本造機株式会社
副理事長 廣瀬安宏 広瀬鉄工株式会社
 柳澤隆司 株式会社ベルパック
 木田庄一郎 株式会社木田鉄工所
理事 上野耕治 ウエノ株式会社
 加貫泰弘 株式会社加貫ローラ製作所
 野々下進一 株式会社ジェピック
 池垣英司 株式会社SCREEN GP ジャパン
 前田弘毅 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社
 森澤武士 株式会社モリサワ
監事 弓倉清 株式会社共同精機
 杉山紘司 丸楽紙業株式会社

近畿印刷産業機材協同組合 役員 （敬称略）
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ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための
企業の思い切った事業再構築を支援（中小企業等事業再構築促進事業）
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業
再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援します！

１．申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して
　10％以上減少している中小企業等。
２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付加価
　値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

通常枠　　補助額 100万円～ 6,000 万円　補助率２/３
卒業枠 *　補助額 6,000 万円超～１億円　  補助率２/３

* 卒業枠：400 社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれか
により、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

中小企業

「ものづくり・商業・サービス補助金」がさらに使いやすく！
補助上限1,000万円または3,000万円、補助率１/２（原則）
で新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。

要件①：付加価値額
＋3％以上／年

要件②：給与支給総額
＋1.5％以上／年

要件③：事業場内最低賃金
地域別最低賃金＋30円

※一般型は補助上限1,000万円、グローバル展開型は補助上限3,000万円

また、対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセスの
改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。

補助率２/３（低感染リスク型ビジネス枠）
以下の要件を満たす事業計画（３～５年）を策定・実施する中小企業等なら、どなたでもご応募いただけます。

事業類型
通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

A類型 B類型 C類型
（低感染リスク型ビジネス類型）

D類型
（テレワーク対応類型）

補助
下限額・
上限額

30万～
150万円
未満

150万～
450万円

30万～
450万円

30万～
150万円

補助率 1/2 2/3
補助対象
経費

ソフトウェア、クラウド利用費、
専門家経費等 左記のものに加えPC・タブレット等のレンタル費用が対象

IT導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）

※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5％以上向上」、「事業場内最低賃金が地域
別最低賃金＋30円以上」を満たすこと等を加点要件（一部事業者等については申請要件）とします。

バックオフィス業務の効率化やデータを活用した顧客獲得など生産性向上に繋がるITツールの
導入を支援します
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■通常総会
令和2年6月10日（金）15：30～
坂本造機株式会社　会議室
参加者数36人
（本人出席12人、委任状出席24人）
■大阪府組合ビジョン作成支援事業ヒアリ
ング
令和2年9月7日（月）15：00～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合事業活性化支援事業
（WEB活用）ヒアリング
令和2年9月23日（水）14：50～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合ビジョン作成支援事業第1
回検討会
令和2年10月6日（火）15：45～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合事業活性化支援事業
（WEB活用）第1回検討会
令和2年10月14日（水）15：30～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合ビジョン作成支援事業第2
回検討会
令和2年11月5日（木）16：00～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所

■大阪府組合事業活性化支援事業
（WEB活用）第2回検討会
令和2年11月16日（月）15：35～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合事業活性化支援事業
（WEB活用）第3回検討会
令和2年12月15日（火）15：30～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合ビジョン作成支援事業第3
回検討会
令和2年12月16日（水）15：30～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■WEBセミナー
令和3年1月27日（水）15：30～
近畿印刷産業機材協同組合よりWEB配信
講　師：粕谷香澄氏
　　　（WEB活用検討会担当）
テーマ：初心者からのWEB活用セミナー
参加者数8名
■大阪府組合ビジョン作成支援事業第4
回検討会
令和3年2月4日（木）15：30～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府組合ビジョン作成支援事業第5
回検討会

令和3年3月4日（木）15：30～
近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■大阪府ものづくり振興協会 通常総会
令和2年6月18（木）15：30～
ヴィアーレ大阪
■大阪印刷関連団体協議会 通常総会並
びに表彰式
令和2年6月23（火）17：00～
太閤園　「ゴールデンホール」
■高野山業界物故者追悼法要
令和2年8月22日（土）11：30～
高野山大霊園内 大阪印刷産業人物故者
納骨塔前
主催団体：高野山印刷産業人納骨塔前
奉讃会
■大阪府ものづくり振興協会 運営委員会
令和2年8月27（木）15：30～
大阪産業創造館
■JP2020・ICTと印刷展
令和2年11月19（木）、20日（金）
インテックス大阪5号館
主催団体：JP産業展協会
■「JP2020・ICTと印刷展」開場式
令和2年11月19（木）10：00～
インテックス大阪5号館 会場前

報 告 事 項

　（一社）日本印刷産業機械工業会（日印
機工、森澤彰彦会長）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）は、2022年11月24日から11月
28日までの5日間、東京ビッグサイトを使用し
て「IGAS2022（国際総合印刷テクノロジー
&ソリューション展）」を開催することを発表し
た。
　前回のIGAS2018から4年ぶりの開催とな
るIGAS2022では、印刷会社の顧客である
ブランドオーナー視点にたち、印刷及びクロ
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。とくに今回は、リアルとバー
チャルを融合したハイブリッド展示会を効果
的に開催することによりIGASの魅力を国内
外に広くアピールしていく。
　主なイベントとしては、P A N E L 

DISCUSSION&SEMINAR、TOUR、
THEME ZONEなどを、さらにバージョンア
ップして開催する。
　PANEL DISCUSSION&SEMINAR
では、デジタルトランスフォーメーション、スマ
ートファクトリーなどの様 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、セミナーなどを開催する。最新印刷技術
の動向や印刷及びクロスメディアに関わるマ
ーケティング、新規事業等のビジネスに直結
するトピックスをとりあげていく。
　TOURでは、会場内を実際に見学するツ
アーを数千人規模で実施する。来場者にと
って展示会全体の概要を俯瞰して見ること
ができるツアーコースを用意。また、出展者に
とっては、自社の製品、技術、サービスをPR
する絶好の機会となる。

　これに加え、THEME ZONEとして、最先端
のテーマや従来とは異なるカテゴリーの出展
者を集めたテーマゾーンと、ひとつのテーマで
複数の出展者が共同でプレゼンテーションを
行うコラボレーションゾーンなどを設けていく。
　なお、出展申込に関する詳細や
IGAS2022統一テーマ、イベント詳細につい
ては、今年6月に予定している「IGAS2022
出展者募集開始記者発表会」において発
表される予定。

開催日程が決定
会期は2022年11月24日から28日まで


