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　みなさん新年あけましておめでとうございます。
昨年は、With コロナ環境の中、ロシアのウクライ
ナ侵攻が勃発、対岸の火事どころか世界全体に影
響が広がりました。結果、脆弱なサプライチェーン
が露呈し、衣食住に関わる全ての業界に値上げラッ
シュが進行中です。色々な意味で「想定外は想定
内」であることを実感した年でした。
　そんな中、年末に、サッカーＷ杯でサムライジャ
パンの大活躍により大いに盛り上がり熱い年の瀬と
なりました。数々の足跡を残してくれた侍ジャパンに
感謝！ その中で私にとって特に印象的だったのは、
権田 修一選手のコメントでした。
　「何かを変えなければいけない。チェンジではな
くアップデートしていく必要がある」「前に進んでい
ることは間違いない。大きく変化させるのではなく、
改善と成長が必要」
　この言葉を目にした時にハッとさせられました。経
営者として自分自身を振り返ると、社員に「変化」

「変革」をことあるごとに連発していたのです。「変
化」という言葉にこれまで頑張ってきたことを否定
されたと感じ、前に進めない人が多かったのだと思
います。大切なのは過去をレビューし、経験として
受け取り、その学びを活かしてステップアップしてい
くこと「一緒にアップデートしていこう！ 一緒に成長
していこう！」なのだと。
　昨年、当組合では 11 年にわたりご尽力いただ
いた斎藤理事長が卒業され、新体制となりました。
船出直後からコロナ禍の影響で楽しみにしていた祝
賀会も中止せざるを得ない状況に悩まされました。

　盛りだくさんの事業計画がなかなか実行に移せな
いながらも、毎月の理事会で「会員交流復活」「で
きることを精一杯」を基本に各部長がリーダーシッ
プを発揮し、進めてくれました。
　会員交流推進部による「関複オープンコンペ」
の再開や「忘年懇親会」を実施し、久しぶりにリ
アルでの懇親を深めることができました。また、近
畿ドキュメントサービス協同組合（河村理事長）と
の交流ができ、今年は更に進めて参ります。
　教育情報部では、協賛会員提供のオンラインセミ
ナー情報の発信とともに、新春トップセミナーの講
師選定に奔走いただき決定に至りました。今年は講
師がスタジオからオンライン配信する講演を賀詞交
歓会会場にて聴講するというスタイルです。講演後
懇親会に講師が合流されます。
　広報企画部は、月刊から季刊となった広報誌の
掲載記事の優先度の検討と、ホームページを活用
し、タイムリーな情報発信をしていただきました。
　PP 事業部は、コロナ感染リスクを最小限に抑え
ながら、認定取得企業への継続的な教育指導や研
修を、出張開催、リアル開催で実施、会員拡大活
動も積極的にしていただきました。
　「事業承継」については、一昨年の相談窓口設置
を一歩進め、「100 年経営企業家倶楽部」と連携し、
毎月の経営者フォーラムへの参加を促しました。
　令和５年は、With コロナを基本に会員交流をさ
らに進め、改善と成長を目指して参ります。会員の
皆様にとりましてより良き年になることを祈念申し上
げます。本年もよろしくお願い申し上げます。

 日々アップデートと
成長を！

関東複写センター協同組合
理事長　米田 和秀

年頭の挨拶
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　新年あけましてお
めでとうございます。
　2022 年 昨 年 は、
一 昨 年（2021 年 ）
以 上 に 景 気 が 悪く
なったように思いま
す。同業者から良い

話は聞こえてきませんでした。未だコロナの騒ぎが
続いており、第八波だとか言われていますが、何
とか乗り越えて普通の生活に戻りたいものです。
　昨年は唯一スポーツ界が大盛り上がりで楽しま
せてもらいました。

　相撲界では、六場所優勝者が違い、野球では、
私の好きなヤクルトスワローズ村神様の 56 号、
サッカーワールドカップでは、ドイツ、スペインを
破り夢のようでした。今年は、ワールド・ベースボー
ル・クラシックが始まります。日本には優勝を期
待したいですね。
　少しでもスポーツ界の様に、私共の複写業界
に明るい話が出来るようになればと思います。
　抱負としては、このご時世ですから何しろ健康
第一！ この難関を乗り越え頑張って行きましょう。
今年こそ、より良く明るい年になるよう願いたいも
のです。

　 新 年 あ けまして
おめでとうございま
す。 昨 年 はコロナ
の影響によりオンラ
インセミナーが中心
となり、皆様に直接
お 会 いできる 対 面

でのセミナーが叶いませんでしたが、 会員各社
の皆様、協賛会員の皆様のご協力により多くの
方々へ有益な情報をお届けすることができまし
た。
　2022 年、年内にはコロナの感染も落ち着い
ているだろう、落ちついて欲しいと願っておりま
したが、昨年末に第 8 波が押し寄せ AI 予想で
は 1 月中旬に感染ピークを迎えるといわれてお
ります。とは言え経済活動も活性化に向け動き
出しております。 本年もどちらも両立できるよう

な対策を打ちながら進めていくことが前提となる
と思います。
　恒例の新春トップセミナーは感染対策も含め、
ハイブリッド形式をとらせていただきます。 講師
は作家として歴史小説や時代小説を執筆されて
いる杉山大二郎様をお招きし、戦国時代を題材
に企業経営や組織力強化のヒントになるように、
わかりやすく解説していただきます。 歴史には現
代にも将来にも役立つ知恵や学びが凝縮されて
いると言われております。
　ぜひ過去の歴史をご自分なりに解釈をし、経
営に役立てていただければ幸いです。
　トップセミナーを皮切りに各協賛企業様から
ご提供いただく研修セミナー、また会員の皆様
が有益と感じていただけることを題材としたセミ
ナーを企画して参りますので、ご協力の程どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

各部長　新年の抱負

《会員交流推進部長》　柴田 昌彦

《教育情報部長》　家令 光国
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　新年明けましてお
めでとうございます。
　コロナ・戦争・物
価高等々…課題モリ
モリの１年が始まりま
した。
　これらの問題の中

でコロナと戦争は置いておいて、物価高について
私の考えを話します。
　私はこの３０年間物価が上昇するのを待ちに待っ
ていました！
　物価が上がれば、各企業の売り上げは上がる。
そしてそうなれば給料アップにとなるからです。資
本主義国でやって行くには毎年、緩やかなインフレ
状態が続くのがベストなのです。
　バブル崩壊から始まった異常なデフレ経済。仕
事をしてもしても売り上げが上がらない。
　昭和に生まれ、昭和に育ち、昭和に起業した
私には、頭ではデフレというものがわかっていても

いざ本当にデフレ時代が来たときに、どう対処して
よいかわからず、ただただインフレ経済になる事を
待って（願って）いました。最初は数年でインフレ
経済に戻るだろうと高を括っていましたが、まさか
30 年間も続くとは…（驚き）
　その間に世界一高いと言われていた日本の物
価はどんどん下がり、平均年収においても４～ 5
年前韓国に抜かれてしまいました。 当然ながら
昭和の頃には負けなかった、世界の経済戦争に
日本は悉く負けてきました。 今ここで、今年の環
境を国民がしっかり踏まえて、 一時の理解と我
慢をしてデフレ脱却に進む大きなチャンスだと思
います。
　心より今年の日本の動向に期待を持っています！
　それぞれが辛いのはよく分かります。でも皆さん
デフレ当初の頃は良い思いもほんの少し経験した
かと思います。全国民の努力と我慢で、また昭和
の頃の様な緩やかなインフレ経済に戻し、世界と
の経済戦争の強者に戻しましょう。

　新年あけましてお
めでとうございます。
　『 月 刊 関 複 』 も
2015 年 4 月より創
刊して、今年で 7 年
目になります。
　本年度より、新た

に「Kanpuku News」 四季刊としリニューアル
致しました。
　広報企画部としては、組合の広報発信源として
組合員の皆様に、一層役に立つ情報の発信をし
ていきたいと考えています。
　組合名には複写とありますが、現状は複写と

言う業務から『デジタル』と言う名称が産まれ、
組合所属の会員皆様の市場、企業も大きく変わっ
てしまい『業種』では無く、各組合の市場に合
わせて、各会社の市場が各方面に散らばって居
るのではないでしょうか？
　その中で大切なものは『情報』という言葉では
ないでしょうか。企業存続の為には矢張り『情報』
を持って居て『情報』が企業存続や発展の為に
は、必要である事を理解して活動しなければ成ら
ない事を皆さんも感じていると思います。
　広報企画部として本年令和 5 年は、組合員の
企業存続・発展の為に行動をして行く事を理念と
して抱えて行きたいと考えています。

《PP事業部長》　朝香 雅文

《広報企画部長》　早坂 淳
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　関東複写センター協同組合（関複、米田和秀
理事長）は、「令和 4 年度第 7 回定例理事会」
を 12 月 6 日午後 4 時半から、東京・品川プリン
スホテル 38 階の「味街道五十三次」で開催した。
Ⅰ．【審議事項】
　・懸案となっている新会員名簿の発送時に、

関複ホームページの会員住所などの記載に
ついての同意書、新春賀詞交歓会と新春トッ
プセミナーの案内書及び出欠確認書、返信
用封筒を同封の上、今週 9 日までに会員、
PP 取得会社、協賛会員宛てに発送。返信
期限を 12 月 23 日までとする。

Ⅱ．【確認事項】
　各部会の活動に ついて
　▽会員交流推進部
　①本日、理事会と同じ「味街道五十三次」で

開催される忘年会の進行を、中村保男理事
が中心となり確認する。

　・開宴は午後 5 時半。会員、協賛会員あわせ
て 25 人が参加。司会は中村理事、開会の
あいさつは米田和秀理事長、締めのあいさ
つは柴田昌彦理事。乾杯のあいさつは協賛
会員の中からくじ引きで選ぶ。

　②新春賀詞交歓会での出席者へのお礼の手土
産と、交歓会で配布する進行表、トップセミ
ナーの講師紹介などを記載した冊子の手配は
事務局が中心になって行う事を確認した。

　▽ 広報企画部
　・「Kanpuku News」 冬号掲載用の新年の抱

負など、原稿締め切り日を確認。
　・協賛会員参加の編集委員会開催の可否が

協 議され、2 月 9 日の定 例 理 事 会 開 催 前
に協賛会員の担当者出席の上 「Kanpuku 
News」 編集会議を開催する。

　・「Kanpuku News」Winter 号に新春賀詞交
歓会、 新春トップセミナーの記事掲載が提案さ
れたが、発刊の遅れを避けるため、先に HP
にアップし、記事掲載は春号に送ることを確認。

　・「複写を考える」連載中止の件は森迫隆正副
理事長が細井大建氏から中止の了解を得た。

　▽ 教育情報部
　・12 月 7 日に新春賀詞交歓会会場の東京・日

本橋のロイヤルパークホテルを山岡豊副理事
長、家令光国理事、渡邉浩財子事務局員の
3 人で事前視察を行い、ハイブリッド形式で
行われるトップセミナーの進行について打ち合
わせを行う。　

　・HP 上から新春トップセミナーに参加できるよ
うにセッティングするので、セミナー開催案内
を近畿ドキュメントサービス協組でも流すこと
が提案され、出席理事から承認された。

　▽ＰＰ事業部
　・今年研修を受けた各企業あてに、1 月から 3

月までに教育実施報告書を提出するよう事務
局から案内する。

Ⅲ．その他 
　・新春トップセミナー、新春賀詞交歓会、次回

の理事会は東京・日本橋のロイヤルパークホ
テルで令和 5 年 1 月 20 日に開催する。

　・第 8 回定例理事会 午後 2 時半から
　・新春トップセミナー 午後 4 時から
　・新春賀詞交歓会 午後 5 時 50 分から

関複 令和4 年度 第 7 回定例理事会を開く
Kanpuku News 掲載内容を協議忘年会の進行確認
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富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの提案

日本から2作品が第1位を獲得
国内外のデジタル印刷作品を評価するコンテスト
「Innovation Print Awards 2022」入賞作品発表

66

富士フイルムビジネスイノベーションアジアパシフィック※（本社:シンガポール、社⾧:内藤 昌継）は、
同社が主催し、国内外の富士フイルムグループの印刷機器ユーザーによるデジタル印刷作品を評価するコンテ
スト「Innovation Print Awards（イノベーション・プリント・アワード、以下、IPA）」の2022年度の入賞
作品を発表し、日本企業の2作品が第1位を獲得しました。

※ アジア・パシフィック地域に対する本社機能とシェアードサービスを提供する富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の子会社

「Innovation Print Awards 2022」 日本からの入賞作品

IPAは、同社が2008年からアジア・パシフィック地域で毎年開催しており、富士フイルムビジネスイノベー
ションのプロダクションプリンターまたは富士フイルムの「Jet Pressシリーズ」や「Acuityシリーズ」を使っ
て制作された作品を応募対象としています。

応募作品は印刷やグラフィックデザインなど各分野の識者で構成される第三者委員会により評価され、同委
員会が、その品質、デジタル印刷技術の活用、革新性、ビジネス有効性、全体的な美しさといった基準に基づ
いて入賞作品を決定します。応募作品は、アジア・パシフィック地域で開催される印刷関連のイベントや展示
会などで紹介されるため、応募者である印刷会社やデザイン会社は、自身の技術・発想力を国際的にアピール
する機会を数多く得ることができます。

通算で15回目の開催となる本年度は、アジア・パシフィックの12の国と地域から193作品の応募があり、そ
の中から47作品が入賞作品として選出されました。日本からは、「芸術関連作品」のカテゴリーで昌栄印刷株
式会社が制作した「“ART JACKET” series」が第1位を獲得。「ダイレクトメール」のカテゴリーでは、竹田印
刷株式会社の「SDGs貢献製品 デザインを活かして誰もが活躍する社会を - 障がい者アートの活用 -」が第1位
を獲得しました。

入賞作品および応募作品は今後、富士フイルムビジネスイノベーションの「グラフィックコミュニケーショ
ン東京（東京都中野区本町二丁目46-1中野坂上サンブライトツイン16F）」をはじめとするショウルーム、お
よび各地域で開催されるイベントで展示されます。

「芸術関連作品」カテゴリー 第1位
“ART JACKET” series
昌栄印刷株式会社 （大阪府大阪市）
出力機種:Iridesse Production Press

レコードのジャケットにアーティストの絵を大胆に描
き、多彩な色合いを特殊トナーで表現。レコードを聴
くだけではなく、「見て」「飾って」楽しめる作品

「ダイレクトメール」カテゴリー 第1位
SDGs貢献製品
デザインを活かして誰もが活躍する社会を
- 障がい者アートの活用 -
竹田印刷株式会社（愛知県名古屋市）
出力機種:Iridesse Production Press

企業の販促ツールに、環境に配慮した用紙と障がい
者アートを採用し、SDGsに貢献する印刷物に昇華
させた作品

IPA 公式HP
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ションのプロダクションプリンターまたは富士フイルムの「Jet Pressシリーズ」や「Acuityシリーズ」を使っ
て制作された作品を応募対象としています。

応募作品は印刷やグラフィックデザインなど各分野の識者で構成される第三者委員会により評価され、同委
員会が、その品質、デジタル印刷技術の活用、革新性、ビジネス有効性、全体的な美しさといった基準に基づ
いて入賞作品を決定します。応募作品は、アジア・パシフィック地域で開催される印刷関連のイベントや展示
会などで紹介されるため、応募者である印刷会社やデザイン会社は、自身の技術・発想力を国際的にアピール
する機会を数多く得ることができます。

通算で15回目の開催となる本年度は、アジア・パシフィックの12の国と地域から193作品の応募があり、そ
の中から47作品が入賞作品として選出されました。日本からは、「芸術関連作品」のカテゴリーで昌栄印刷株
式会社が制作した「“ART JACKET” series」が第1位を獲得。「ダイレクトメール」のカテゴリーでは、竹田印
刷株式会社の「SDGs貢献製品 デザインを活かして誰もが活躍する社会を - 障がい者アートの活用 -」が第1位
を獲得しました。

入賞作品および応募作品は今後、富士フイルムビジネスイノベーションの「グラフィックコミュニケーショ
ン東京（東京都中野区本町二丁目46-1中野坂上サンブライトツイン16F）」をはじめとするショウルーム、お
よび各地域で開催されるイベントで展示されます。

「芸術関連作品」カテゴリー 第1位
“ART JACKET” series
昌栄印刷株式会社 （大阪府大阪市）
出力機種:Iridesse Production Press

レコードのジャケットにアーティストの絵を大胆に描
き、多彩な色合いを特殊トナーで表現。レコードを聴
くだけではなく、「見て」「飾って」楽しめる作品

「ダイレクトメール」カテゴリー 第1位
SDGs貢献製品
デザインを活かして誰もが活躍する社会を
- 障がい者アートの活用 -
竹田印刷株式会社（愛知県名古屋市）
出力機種:Iridesse Production Press

企業の販促ツールに、環境に配慮した用紙と障がい
者アートを採用し、SDGsに貢献する印刷物に昇華
させた作品

IPA 公式HP
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リコージャパンの提案　66
リコージャパンの提案 66

働き方改革の一環として、コミュニケーションの共創を促し、
ハイブリットワークを支援するデバイスを発売しました！

RICOH Portable Monitor
150BW/150

スマートに共有する。
画面を一緒にのぞき込まず自分と同じ画面を渡して
すばやくスマートに情報共有できます。

■さっと臨機応変に情報共有
■データを渡さず機微な情報を見せたいとき

ビジュアルで伝える。
電子カタログやシミュレーション結果、動画などのビジュアル
情報をお客様の手元で見せながらコミュニケーションできます。

■ショールームや商談スペースで
■お客様先でプレゼンテーション

タッチで共創する。
双方でタッチ書き込みを行ない
直感的なやり取りが可能になります。

■書いてアイデアを重ねる
■会議オーナーからの書き込みでスムーズに進行

セカンドディスプレイとして活用
身近に備えて必要なときに、さっとPC接続(ワイヤレス可)。
仕事の環境を広々と変える相棒として活躍します。

■⼤きな別画⾯でデータ参照
■Web会議時も、同時に参加者の表情を
確認しながら情報共有

活用シーン
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複写業に最適なコンパクトプロダクションプリンター
“ ／V800”を発売
キヤノンでは、カラープロダクションプリンター「 （イメージプレス）」シリーズの
新製品として、“imagePRESS V900／V800”を 年 月中旬に発売します。

新製品では、コンパクトな本体サイズでありながら毎分 枚（ の場合、 ヨコ）の印刷
速度と幅広い用紙対応力を備え、封筒やレザックなどの特殊用紙への対応力を強化、複写業にお
けるプリントサービスメニューの拡充を実現いたします。
また印刷の現場では、小ロットジョブの増大で作業量が増加、複雑化していますが、新製品では
高度なスキルがなくても、印刷前の品質調整が簡単に実施でき、オペレーターの作業負荷を大幅
に軽減します。

おもな特長
コンパクト設計ながら、オプションユニットの拡張性と幅広い用紙対応力で多様な印刷が可能
・「 シリーズ」最小の本体は、最小構成で従来機より設置面積を約 ％削減
・長尺紙をはじめとする様々な用紙を格納できる給紙ユニット、中綴じ可能なフィニッシャーな
ど、オプション追加で機能拡張が可能
・ ㎡から ㎡の厚さの用紙、封筒印刷では長形 号サイズにも新たに対応
印刷前の機器調整作業の省力化により、オペレーターの負荷軽減と拘束時間短縮を実現
・自動原稿送り装置（ ）でチャートをスキャンするだけで、印字位置や色調整が可能。
・インライン分光センサーを採用し、高精度な色調整がボタン操作一つで実現。

キヤノンMJの提案　66

複写業に最適なコンパクトプロダクションプリンター
“ ／V800”を発売
キヤノンでは、カラープロダクションプリンター「 （イメージプレス）」シリーズの
新製品として、“imagePRESS V900／V800”を 年 月中旬に発売します。

新製品では、コンパクトな本体サイズでありながら毎分 枚（ の場合、 ヨコ）の印刷
速度と幅広い用紙対応力を備え、封筒やレザックなどの特殊用紙への対応力を強化、複写業にお
けるプリントサービスメニューの拡充を実現いたします。
また印刷の現場では、小ロットジョブの増大で作業量が増加、複雑化していますが、新製品では
高度なスキルがなくても、印刷前の品質調整が簡単に実施でき、オペレーターの作業負荷を大幅
に軽減します。

おもな特長
コンパクト設計ながら、オプションユニットの拡張性と幅広い用紙対応力で多様な印刷が可能
・「 シリーズ」最小の本体は、最小構成で従来機より設置面積を約 ％削減
・長尺紙をはじめとする様々な用紙を格納できる給紙ユニット、中綴じ可能なフィニッシャーな
ど、オプション追加で機能拡張が可能
・ ㎡から ㎡の厚さの用紙、封筒印刷では長形 号サイズにも新たに対応
印刷前の機器調整作業の省力化により、オペレーターの負荷軽減と拘束時間短縮を実現
・自動原稿送り装置（ ）でチャートをスキャンするだけで、印字位置や色調整が可能。
・インライン分光センサーを採用し、高精度な色調整がボタン操作一つで実現。

キヤノンでは、 カラープロダクションプリンター「 imagePRESS （イメージプレス）」シリーズの
新製品として、 “imagePRESS V900 V800” を 2022 年 12 月中旬に発売しました。
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関東複写センター協同組合

理 事

朝香　雅文

株式会社エフ・アイ・エス
横浜市中区尾上町 35　横浜第一有楽ビル 5階

関東複写センター協同組合

副理事長

森迫　隆正

国際写真株式会社
〒 103-0007　中央区日本橋浜町 2-33-7

関東複写センター協同組合

理事長

米田　和秀

株式会社日本工業社
〒 104-0033　文京区白山 2-37-7

理 事

柴田　昌彦

有限会社ブックセンタークリエイト
〒 104-0033　中央区新川 2-15-7　坂田ビル

関東複写センター協同組合 関東複写センター協同組合

理 事

早坂　 淳

株式会社ケーヨー
〒 103-0023　中央区日本橋本町 4-1-6

関東複写センター協同組合

副理事長

松岡　 豊

株式会社アイワコピー
〒 123-0845　足立区西新井本町 2-27-15

  新年明けまして
    おめでとうござます

関東複写センター協同組合

理 事

家令　光国

株式会社三千和商工
〒 105-0004　港区新橋 6-10-7　ミチワビル

関東複写センター協同組合

理 事

中村　保男

株式会社青工社
〒 210-0834　川崎市川崎区大島 1-30-8
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関東複写センター協同組合

理事相談役

斎藤　隆正
株式会社ワイシー・ドキュメント
横浜市中区尾上町 35　横浜第一有楽ビル 5階
㈱エフ・アイ・エス内

関東複写センター協同組合

相談役

杉山 金太郎

幸和技研株式会社
〒 160-0004　新宿区四谷 3-9　光明堂ビル

関東複写センター協同組合

監 事

北島　雄二

株式会社共立工業社
〒 102-0073	 千代田区九段北 4-3-16
	 サンライン第 14 ビル 1階

関東複写センター協同組合

事務局

渡邉 浩財子

〒 112-0002	 文京区小石川 1-4-12
	 文京ガーデン ザ ウエスト 704 号室
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令和4年度 第13回 PP維持更新・新規研修会開催
PP事業部長：朝香雅文

　PP 事業推進部では、 新型コロナウイルスの
「第７波」を受け、 PP 維持更新研修会を中止
するか、それとも開催するかジレンマを抱えた
スタートとなりました。
　しかし、令和４年 9 月１７日北海道地区では、
札幌コンファレンスホール札幌 Conference A
会 議 室にて開催。 新 規 3 社（3 名）、 更 新 23

社（28 名）大勢の方が、熱心に講習を行いま
した。東京地区では、春日シビックセンターに
て 9 月 28 日第 1 回目 9 社 10 名、10 月 20 日
第 2 回目 18 社 19 名の方々が受講されました。
また、東北、九州、沖縄地区につきましては、
特 例といたしまして、DVD での対応を行いま
した。

26社 31名が受講した北海道地区研修会

9社10名が参加した 9⽉28日の東京地区研修会

18社 19名が参加した10⽉20日の東京地区研修会
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　国が進めている「働き方改革」の推進に関
する取り組みの一つとして、時間外労働に関す
る法改正について解説します。
　労働者が健康を保持しながら、労働以外の
生活のための時間を確保して働くことができる
よう、2023 年 4 月 1 日からは、1 か月に 60
時間を超える時間外労働について、割増賃金
率が、中小企業でも 50% 以上に引き上げられ
ます。大企業では、すでに 2010 年 4 月から
適用されています。

　改正のポイント

　現行の取り扱いでは、法定労働時間 (1 週
40 時間、1日8 時間 )を超える時間外労働 ( 法
定時間外労働 ) に対しては、使用者は 25%
以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。
　しかし、今回の改正で、1 か月 ( ※ )60 時
間を超える法定時間外労働に対しては、使用
者は 50% 以上の率で計算した割増賃金を支
払わなければなりません。( ※ )1 か月の起算
日は、賃金計算期間の初日、毎月 1 日、36
協定の期間の初日にすることが考えられます。

　〈深夜労働との関係〉

　深夜（午後 10 時から午前 5 時）の時間帯

に 1 か月 60 時間を超える法定時間外労働を
行わせた場合は、深夜割増賃金率 25% 以上
＋時間外割増賃金率 50% 以上＝ 75% 以上と
なります。

　〈法定休日労働との関係〉

　1 か月 60 時間の法定時間外労働の算定に
は、法定休日 ( 例えば日曜日 ) に行った労働は
含まれませんが、それ以外の休日（例えば土
曜日）に行った法定時間外労働は含まれます。
　なお、労働条件を明示する観点や割増賃金
の計算を簡便にする観点から、法定休日とそ
れ以外の休日を就業規則等で明確に区別して
おくことが望ましいです。

　労働基準法では、使用者は、労働者に対
して毎週少なくとも 1 回の休日を与えるか、4
週間を通じ４日以上の休日を与えなければなり
ません。この最低限の休日は、「法定休日」
と呼ばれ、所定休日 ( 就業規則などにより事
業所で独自に定められている休日 ) と区別さ
れます。

　なお、法定休日に労働させた場合は 35%
以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。

労働問題　働き方改革

法定割増賃金率の引き上げ

株式会社コンサルティング・オフィス
代表取締役　神田幸男（中小企業診断士）
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第 4 回定例理事会　9 月 8 日開催

Ⅰ．【審議事項】
　・季刊誌 「Kanpuku News」 のタイトルロ

ゴについて審議された。
　・会員名簿掲載の広告について 
　・新組織体制・分担について 
　　事業推進部を新たに会員交流推進部、PP

事業部にわける。
　・米田和秀理事長から 100 年経営企業家倶

楽部について説明があった。 
Ⅱ．【確認事項】
　各部会の活動について 
　▽事業推進部 ＰＰ事業部 
　・PP 維 持 更 新 研 修 会に日程と参 加 社 数が

発表された。
　  （北海道地区）9 月 16 日～ 18 日のいずれ

かに開催（新規 4 社予定）、 東京研修会 
　　9 月 28 日：11 社（10 名）、10 月 20 日：

15 社（16 名） 
　▽広報企画部 
　・「月刊関複」最終号は 8 月 23 日に発送済。
　・HP 上のセミナーなどの情報更新状況を説

明。
　▽教育情報部 
　・8 月 3 日配信のセミナー 「熱中症を防ぐ正

しい知識」 のアンケート結果を紹介。
　・新 春トップセミナー の 案 内を HP へ 掲 載

する。
　▽会員交流推進部 
　・10 月 1 日開催の第 7 回関複オープンゴル

フコンペは 18 名が集まり、5 組の組み合
わせが可能となった。 

Ⅲ．その他 
　・中央会から「中小企業トップセミナー」 の

案内があった。
　・全共済の加盟団体会議開催の件が説明さ

れた。  
　・朝 香 雅 文 理 事から、 個 人 情 報 保 護 の 観

点 から、 関 複 HP 上 に 会 員 の 住 所 など
が表 記されているのは問 題だとの指 摘が
あった。  

　→次回の理事会へ審議持ち越し。
 

第 5 回定例理事会　10月 13日開催
 
Ⅰ．【審議事項】
　・前理事会で朝香理事から指摘のあった問

題点について―掲載企業から社名（リンク
先 URL）、 住 所、TEL を表 記することに
ついて承諾書をもらう。 承諾書は新会員名
簿発送時に同封する案が示された。  

Ⅱ．【報告事項】
　　上期の収支報告が行われた。
Ⅲ．【確認事項】
　　各部会の活動について 
　▽ PP 事業部 
　・ 9 月 17日北海道地区研修会（札幌カンファ

レンスホール会議室）新規研修 3 社 3 名、
更新研修 23 社 28 名が受講。

　・9 月 28 日東京地区第 1 回研修会（文京
シビックセンター 5 Ｆ会 議 室 ）9 社 10 名
が受講。

　・10 月 20 日東 京 地 区 第 2 回 研 修 会（ 文
京シビックセンター 5F 会議室）更新研修
18 社 19 名受講。

関複アーカイブ

令和4 年度 定例理事会 報告
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　・東北、 沖縄、 九州はコロナ対策のためリ
アル開催を見送り、DVD での対応とする

　　※特例対応とする 
　▽広報企画部 
　・「Kanpuku News」 の表紙デザインを最

終決定した。 
　・ホームページのセミナー情 報などの更 新 

状況を説明。
　▽教育情報部 
　・新春トップセミナー開催案内を HP 上にアッ

プした。 
　・自主研修事業の申請書を事務局から中央

会へ提出する。 
　▽ 会員交流推進部 
　・10 月 1 日に行われた第 7 回関複オープン

ゴルフコンペの結果報告があった。 
Ⅳ．その他 
　・厚 生 労 働 省の最 低 賃 金 制 度、 業 務 改 善

助成金などの案内書を紹介した。

第 6 回定例理事会　11月 17日開催

I．【審議事項】 
　・ 個 人 情 報 保 護 の 観 点 から、 関 複 ホーム

ページ上の会員名簿の表記について問題
が指 摘されていたが、 住 所などの記 載に
ついて会員個々に許諾確認を行うことが決
定した。

Ⅱ．【確認事項】 
　各部会の活動について
　▽ PP 事業部 
　・10 月 28 日に東京地区 2 回目

の PP 研修会を行った。コロナ
禍の影響で東北、沖縄、九州
地 区は DVD を使った研 修と
する。

　・関複も組合として PP を取得す
べきとの意見もあった。

　▽広報企画部 

　・11 月 17 日午後 1 時から、米田理事長出
席 のもと「Kanpuku News」 の 広 報 企
画 部 会 議を行った。 冬月号の台 割（ 案 ）
を基に記事内容の検討を行った。

　・ホームページ校正（セミナーの更新など）
について協議を行った。 

　▽教育情報部 
　・新春トップセミナーはハイブリッド方式での

開催が決定。 事務局からは自主研修事業
の申請書を中央会へ提出する。 

　・協賛会員主催のセミナー案内はメールで速
やかに配信しているとの報告があった。

　▽会員交流推進部 
　・12 月 6 日開催の忘年会について、出席人

数などの経過報告があった。 
　・コロナ禍の第 8 波が予想される中、 来年

1 月 20 日に東京・日本橋のロイヤルパー
クホテルで開催予定の新春賀詞交歓会開
催の可否が協議され、諸団体の開催状況
などに鑑み、開催する方向ですすめること
が決定した。

Ⅲ．その他 
　・米田理事長から他団体交流報告があった。  
　　今期事業計画の 「他団体との交流」 の一

環として、11 月 2日に開催された近畿ドキュ
メントサービス協同組合（近畿 DS）役員
研修会で、事業承継をテーマに講話を行っ
たことが報 告された。 近 畿 DS の河 村 理
事長の招聘に応じたもの。

Zoom画面
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第 4 回定例理事会　9 月 8 日開催

Ⅰ．【審議事項】
　・季刊誌 「Kanpuku News」 のタイトルロ

ゴについて審議された。
　・会員名簿掲載の広告について 
　・新組織体制・分担について 
　　事業推進部を新たに会員交流推進部、PP

事業部にわける。
　・米田和秀理事長から 100 年経営企業家倶

楽部について説明があった。 
Ⅱ．【確認事項】
　各部会の活動について 
　▽事業推進部 ＰＰ事業部 
　・PP 維 持 更 新 研 修 会に日程と参 加 社 数が

発表された。
　  （北海道地区）9 月 16 日～ 18 日のいずれ

かに開催（新規 4 社予定）、 東京研修会 
　　9 月 28 日：11 社（10 名）、10 月 20 日：

15 社（16 名） 
　▽広報企画部 
　・「月刊関複」最終号は 8 月 23 日に発送済。
　・HP 上のセミナーなどの情報更新状況を説

明。
　▽教育情報部 
　・8 月 3 日配信のセミナー 「熱中症を防ぐ正

しい知識」 のアンケート結果を紹介。
　・新 春トップセミナー の 案 内を HP へ 掲 載

する。
　▽会員交流推進部 
　・10 月 1 日開催の第 7 回関複オープンゴル

フコンペは 18 名が集まり、5 組の組み合
わせが可能となった。 

Ⅲ．その他 
　・中央会から「中小企業トップセミナー」 の

案内があった。
　・全共済の加盟団体会議開催の件が説明さ

れた。  
　・朝 香 雅 文 理 事から、 個 人 情 報 保 護 の 観

点 から、 関 複 HP 上 に 会 員 の 住 所 など
が表 記されているのは問 題だとの指 摘が
あった。  

　→次回の理事会へ審議持ち越し。
 

第 5 回定例理事会　10月 13日開催
 
Ⅰ．【審議事項】
　・前理事会で朝香理事から指摘のあった問

題点について―掲載企業から社名（リンク
先 URL）、 住 所、TEL を表 記することに
ついて承諾書をもらう。 承諾書は新会員名
簿発送時に同封する案が示された。  
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Ⅲ．【確認事項】
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　▽ PP 事業部 
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関複アーカイブ

令和4 年度 定例理事会 報告
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PP 事業部

第 13 回 PP 維持更新・新規研修会を開催
　　9 月 17 日 北海道地区研修会を開催。9 月

28 日、　10 月 20 日に東京地区研修会を開催。
（14 頁参照）

広報企画部

11 月 17 日　広報企画部会を開催
　・「Kanpuku NEWS 冬号」 の台割をもとに、

記事内容を検討した。
　・季刊化に伴い、連載への対応を協議した。 
　・冬号掲載の理事長、各部長の原稿締切日

を確認した。
　・表紙用写真の入手方法を検討した。

教育情報部

８月３日　緊急企画セミナー！
「熱中症を防ぐ正しい知識」を開催
　　熱中症の正しい対策を、セミナー活動やマ

スメディア出演を通して熱中症予防啓発を行
う熱中症・脱水症に詳しい医療従事者が集結
する「教えて！『かくれ脱水』委員会」 の担
当講師がわかりやすく説明した。

令和 5年 1月20日　新春トップセミナーを開催
オンライン配信
　　戦国武将たちの“どうする”（人生の岐路に

立つ決断）について、リコージャパンにおいて
元 販売力強化センター長として組織力強化の
責任者を務め、現在は作家として歴史小説や

時代小説を執筆している杉山大二郎氏が、企
業経営や組織づくりのヒントになるように、わか
りやすく解説する。

　※関複 HP 上から受講申し込みができます。

会員交流推進部

10 月1日　第 7 回関複オープンゴルフコンペ
を開催（8 頁参照）

12月6日　令和 4年忘年会を開催（7 頁参照） 
 

100 年経営企業家倶楽部

8 月 24 日　経営者フォーラムを開催
『100 年経営を目指して～想いと事業をつなぐ
～』を米田和秀理事長が講演
　　事業承継問題に悩む中、後継者の学校の

大川原社長の講演を聴くことによって、問題す
べてがクリアになり「兄弟継承経由親子継承」
という複雑な事業承継プログラムがスタートし
た。スタート後の紆余曲折も含め、その全容
を包み隠しなく開示した。

関複アーカイブ

各部の主な活動、経営者フォーラム
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業界の動き
NEWS

第19 回納涼大会を開催
　JBR（情報ビジネスリコー会、北島雄二会長）は
７月 22 日午後７時から、東京・文京区関口のホテ
ル椿山荘で「第 19 回納涼大会」を開催し、18
社 50 人が出席した。
　納涼会のメインイベントでは、タンバリン芸人ゴ

ンゾー氏が登 場し、
リズ ム 感 抜 群 の パ
フォーマンスを繰り広
げた。最後に JBR 大
会名物の大抽選会が
行われた。

「第25回日本自費出版文化賞」
最終選考結果記者発表会を開く

　日本グラフィックサービス工業会（ジャグラ、岡本
泰会長）主催、日本自費出版ネットワーク（JSN、中
山千夏・川井信良代表理事）主管、関東複写センター
協同組合などが後援する「日本自費出版文化賞」

の第 25 回最終選考結果記者発表会が 9月7日午
後 3 時から、東京都・吉祥寺の東急REIホテルで
行われ、日本自費出版文化賞大賞は佐賀県唐津市
在住の寺内ユミ氏「There I sense something」
が受賞した。なお表彰式は 11 月 12 日に東京・千
代田区九段のアルカディア市ヶ谷ホテルで行われた。

創立 60周年記念式典を開催
　東京グラフィックサービス工業会（東京グラフィッ
クス、原田大輔会長）は 10 月 26 日、東京文京区・
ホテル椿山荘東京で創立 60 周年記念式典を開催
した。
　あいさつに登壇した原田会長は「60 年というの
は人の世界でいうと還暦。暦が一巡をして元に戻
ると言われるが、私達はただ単に元の場所に戻る
というものではなく、これまでの先人たちの築き上
げてきた知恵、経験を大いに生かしその力を、上

昇するスパイラルのごとく上げていき、邁進してい
く。ぜひこれからも皆様のご協力をお願いしたい」
と述べた。
　東京都産業労働局の坂本正彦氏らの来賓祝辞
の後、各種表彰が行われ、東京都産業労働局感
謝状が東京グラフィックス相談役の笹岡氏に贈られ
た。続いて創立 60 周年記念東京グラフィックス会
長感謝状が、この 10 年間の退任役員（理事・監事）
に贈呈された。

JBR

ジャグラ

東京グラフィックス

全国有名温泉宿泊招待券を
引き当て喜ぶ当選者

バス見学会を開催
　JBR は 10 月 14 日に、3 年ぶりのバス見学会
を開催した。総勢 16 人参加した。昼過ぎに東京
駅近くの鍜治橋駐車場からバスに乗り込み、１時
間半ほどで最初の見学ポイント春日部市の首都圏

外郭放水路調圧水
槽（通称地下神殿）
へ到着。 地下神殿
の、そのあまりの巨
大さに参加者は驚

JBR

地下神殿で記念写真
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きを隠せなかった。そして次の見学地、東京・墨
田区にある東京スカイツリーへ。
　地上 450 ｍから見る東京の夕景を楽しんだ後、

東京スカイツリー下にあるレストランで、名物のチ
キン料理を中心とした、イタリア創作料理に舌鼓を
うった。

「2022 年全国発表大会」を開く
　DSF（ドキュメント・サービス・フォーラム、会
長白橋明夫白橋社長）は 11 月 11 日、「2022
年全国発表大会」 を開いた。33 人のリアル出
席者と多数のリモート参加者を得て、はじめて
会場となった富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（BIJ）豊洲を中心にハイブリッド形式で
開催した。
　はじめに登壇した白橋会長は 「DSF の 4 つの
研究会では、素晴らしい活動を続けている。こ
の DSF で活動成果を持ち帰り、そしてそれを力
にして、新しいイノベーションを起こすということ

を皆さんにお願いしたい」と語った。
 　続いて、富士フイルム BI の木田裕士執行役
員は 「本当にウィズコロナで戦っていくしかない。
コロナの中、新たに生まれた需要をいかに取り込
むかというのが、1 つのビジネスチャンスだ」と
の考えを示した。さらに急激な円安などの変化も
乗り越なければならない課題だと指摘し、「付加
価値を上げるかというところが勝負になってくると
思うので、皆さんと一緒に共闘しながらパイを高
めるという活動をさらに推進する」と語った。
　続いて 6 研究会のリーダー、担当理事が今年
1 年間の研究成果と来年への展望を発表した。

「2022年度第 2回研究会」を開く
　POD アプリケーション＆マーケティング研究会

（PAM 研、会長＝松島功ビー・シー・シー社長）
は 11 月９日、オンライン形式で「2022 年度第 2
回研究会」を開いた。
　冒頭のあいさつで松島会長は、請負から提案型
事業への転換を提案し、自社のコアビジネス、得
意分野、強みを生かしながら新規ユーザーに対す
る相談に乗ることが大事だと訴えた。また既存の
ユーザーに対してもコミュニケーション力を高め需要

の深掘りが必要だと指摘。
　賛助会員責任者のリコージャ
パン三浦克久 PP 事業部長は、
第１部のセミナーに触れ、自身も
勉強し「とにかく気が付いたこと
は実践する」とアピールした。
　研究会の第 1 部では E-ComWorks 代表取締
役の山本衣奈子氏が「『伝える』から『伝わる』
へ～人のココロを動かすコミュニケーション術～」の
テーマで講演を行った。

DSF

PAM研

松島会長

　IGAS2022（国際総合印刷テクノロジー＆ソ
リューション展）が 11 月 28 日、5 日間の会期
を終えて閉幕した。3 万 3078 人が来場した。
　４年ぶりに東京・有明の東京ビッグサイトで日
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（辻重紀会長） 主催により開かれた

IGAS2022 の開会式は、11月 24日午前 10 時
半から行われ、日印機工の森澤会長があいさ
つに立ち「IGAS2022 のテーマは『Venture 
into the innovation! ― 新たなイノベーションへ
の挑戦―』です。印刷会社のお客様であるブラ
ンドオーナー視点に立ち、最新のテクノロジーと
ソリューションを提案していく」と述べた。

IGAS2022が11月28日に閉幕



Kanpuku News では毎月、表紙の掲載写真を
理事の皆様の協力で投稿頂いております。今後は
会員同士のコミュニケーションも含め多くの会員
皆様からの投稿をお願いしたいと思います。

題　　材：フリー
撮影機材：一眼レフ〜スマホ全て可能
※タイトル又は簡単な説明を 30 文字程度付

けて下さい
送 付 先：メールにて以下へ送付して下さい
     kjun@keyo.co.jp
※写真は横長タイプを推奨します

『Kanpuku News』表紙掲載写真ご提供のお願い
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月刊関複 3 月号：朝香 雅文氏
薄暮の八坂の塔

月刊関複 5 月号：早坂 淳氏
稲村ヶ崎から江ノ島を望む

月刊関複 8 月号：渡邉 浩財子氏
東京明治神宮

真っ白に雪化粧した富士（芦ノ湖）
朝香 雅文氏（㈱エフ・アイ・エス）
　

■今月号の掲載写真
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きを隠せなかった。そして次の見学地、東京・墨
田区にある東京スカイツリーへ。
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印刷生産機としての実稼働率の向上、より高い品質の印刷物をより確実
に、安定して供給。そしてそれらをスキルレスでのオペレーションで実現
する。プロダクション印刷システムの基本性能向上に拘った真の生産機、
それが、AccurioPress C6100シリーズです。

真の
プロダクション
印刷システム

＊写真はC6100にオプションを装着したものです。

マシンの
生産稼働率
向上

スキルレス
オペレーション

高品質で
多彩な印刷物の

提供

新開発のインテリジェント
クオリティオプティマイザー

高水準の
画像品質を
安定供給

印刷物の
付加価値向上に

寄与

合理的な
出力環境の
構築

色管理・表裏見当調整を自動化

用紙厚によらず毎分100枚※1の高速出力

受注幅を拡大する400g/㎡の厚紙対応力

独自技術を駆使した高画質と色安定性

サービスの多様化を推進するフィニッシャー群
※1：C6100にて、A4ヨコ・52～400g/㎡紙時

●商品に関するお問い合わせは

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

70120-805039 受付時間／9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）
http://www.konicaminolta.jp



RICOH BUSINESS BOOSTER
私たちは“仕事を創る”、“仕事を回す”、“仕事が見える”の3つの視点から、

印刷事業者のビジネス拡大をさらに支援するための活動

『RICOH BUSINESS BOOSTER』を推進しています。

お客様ごとの課題に真摯に向き合い、

時には共創活動を通じて新たな価値を生み出しながら、

それぞれの解決策を導き出していきます。

印刷事業者の“真”のパートナーとして、

前例にとらわれない新たな答えを創りだす。

『RICOH BUSINESS BOOSTER』は私たちリコージャパンの

新たなビジネスコンセプトです。

リコージャパン株式会社 〒108-0023　東京都港区芝浦4-2-8　https://www.ricoh.co.jp/






