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「テレワーク」にチャレンジしました！ 

全社員が 自宅からミーティングに参加    
 

 
 

６～８月の第 1 四半期の振り返りを共有すると同時に、販売事例の発表などを行いました。午
後はコロナ禍の中で社員間の懇談・交流しにくい環境に対応するよう、数名のグループに分かれ、
お菓子をつまみながらワイワイがやがやと懇談タイムを体験いたしました。Zoom を積極的に活
用し、VPN での情報共有環境が整いました。 

 
出席した社員の皆さんからの感想です。 
｢コロナ禍でいつかは自宅で仕事になるかも？

という不安がありましたが、今回の経験で一歩前
進したことが良かったです。｣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
｢社員各自が自宅の環境からミーティング参加

という初めての試みですが、色んな課題を乗り越
えて大きなトラブルもなく無事実施出来たことが
素晴らしいと感じます。コロナ禍の影響は大きい
ですが、色んなことを考えチャレンジしていくこ
とは大切なことであり、成長にも繋がると感じま
す。｣などの声が聞かれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■作業等を行うのに十分な空間が確保されているか  

■転倒することがないよう整理整頓されているか 

■作業に支障がない十分な明るさにすること 
(参考：事務所則第 10 条、情報機器作業ガイドライン) 

机上照度 300 ルクス以上とする 

■冷房、暖房、通風などを利用し、 
作業に適した温度、湿度となるよう、 
調整をすること 

 

室温 17℃～28℃ 

相対湿度 40％～70％を目安とする 

■空氣の入れ換えを行うこと 
■ディスプレイに太陽光が入射する場合は、 
窓にブラインドやカーテンを設けること 

 

■目、肩、腕、腰に負担がかからないよう、机、椅子や、ディスプレイ、キーボード、 
マウス等を適切に配置し、無理のない姿勢で作業を行うこと 
(参考：情報機器作業ガイドライン) 

■必要なものが配置できる広さがある 

■作業中に脚が窮屈でない空間がある 

■体型に合った高さである、又は高さ 

の調整ができる 

■安定していて、簡単に移動できる 

■座面の高さを調整できる 

■傾きを調整できる背もたれがある 

■肘掛けがある 

■輝度やコントラストが調整できる 

■キーボードとディスプレイは分離 

して位置を調整できる 

■操作しやすいマウスを使う 
 
※ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード 

面における明るさと周囲の明るさの差はなるべく 

小さくする。 

テレワーク推進の為、全社員経営計画ミーティングを在宅勤務形式で実施い
たしました。セキュリティ面の課題や各自の在宅環境の課題などを一つ一つク
リアしての実施となりました。（９月１１日（土）実施） 

 

上記の資料など厚生労働省に｢テレワークの適切な導
入及び実施の推進のためのガイドライン｣が掲載され
ています。テレワーク推進の際や困ったことが発生し
た際には参考にされてみてはいかがでしょうか。 
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_ro
udou/roudoukijun/shigoto/guideline.html） 

ブレークアウトセッション（５～６名）

を活用した懇談・交流会＆「滋賀＋１」

を題材にディスカッションを実施。 
 

「午後の懇親タイムでは、メンバー全員でワイワ

イ楽しく盛り上がることができました。」 

「コロナ禍で直接会って話すことがなかなかでき

ないですが、いい機会になりました。」と感想文。 

   「滋賀＋１」令和 3 年（2021 年）9・10 月号 vol.193 

のデスカッション後の感想では、 

「長浜市のカネ上株式会社様の『コロナ禍でも、「おかえ

り」「ただいま」と言い合える社会に』という記事があり

ました。当社も、「お元氣様！」「いってきます！」「いって

らっしゃい！」「ただいま！」「おかえり！」の声かけが、

みんなの勇氣・元氣・やる氣につながるので、みんなで声

をかけあいましょう！」とありました。 

「滋賀＋１」：https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/kohoshi/320640.html 

机・椅子・PCについては、無理のない姿勢で作業を行うために、情報機器作業ガイドラインで以下のとおりに示しています。 

※事務所則：事務所衛生基準規則 
 情報機器作業ガイドライン：情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン 
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ＫＢＭありがとうカンパニーグループ ISO14001 
52 期(2020 年 6 月より 2021 年 5 月)の主な活動と成果報告 

 １． 52 期環境目的目標 重点取り組み項目 (計画を策定し、目標達成に向け活動する項目) 
 

環境方針 環境目的 ＣＯ２ 換算 (弊社換算式による) 

環境に配慮し

た商品及びサ

ービスの充実 

KBM ありがとうカンパ

ニーグループは、事業を

行う団体や組織に対し

て、ソリューション商談

／お役立ち提案活動を行

い、地球環境に配慮した

優良な商品の販売を行い

ます。 

1 複合機販売 1,430.2Ｋｇ 

9,094.9Kg の 

ＣＯ２の削減 
2 オルフィス販売 1,397.8Ｋｇ 

3 リソグラフ販売 6,266.9Ｋｇ 

削減量を立木に換算すると  

６４９本となります！(１本/14 ㎏)              

① びわ湖地球の森にて育樹活動を行いました。②車両燃料・電氣使用量等ＣＯ２排出量の管理を行いました。 

ISO14001 の取り組み 

 
 当社では 2001 年に｢KBM グループ環境方針｣を制定し、ISO14001 の認証を取得して以来、｢PDCA
手法｣を大いに活用してまいりました。先般実施いたしました取り組みついて報告いたします。 

緊急事態対応訓練を実施しました 
 

 9 月 1日(水)の朝礼後、緊急事態対応訓練を実
施しました。緊急時対応手順の試行(訓練)により緊
急時の対応手順書の有効性を再確認すると共に地
震や火災発生時の消火、通報、避難方法及び避難
場所等の確認並びに、消火器の使用方法の確認を
行い、防災意識の高揚を図りました。 
今回の訓練では東近江行政組合様より貸し出し

て頂いた｢水消火器｣を使った消火訓練や通報訓練
も実際に行いました。  

技術営業メンバーはメンテナンス室に設置されている洗浄液ニューソルデラッ
クス緊急時対応手順の読み合わせと消火に利用する砂バケツの位置などの確認を
行いました。 

◆参加社員の感想◆ 
 

通報をしてみて、通報をしたときに何
を聞かれるのか把握できてよかった。 
消火器を実際に持ってみて思いのほか
重かった。 
消火器の使い方を確認出来てよかった。
実際に消火活動の練習をしてみると氣 
が引き締まった。  

避難梯子の確認(本社２階) 

水消火器にて消火訓練(草津支店) 

水消火器にて消火訓練(本社) 

読書の秋！芥川賞・直木賞受賞作品をのご案内 
 
先般、2021 年上半期｢直木三十五賞｣｢芥川龍之介賞｣が発表され、その贈呈式が 8 月 27 日行われました。 

コロナ禍により外出が制限されるご時世です。読書を通じて、自分の世界を広げる秋にされてはいかがでしょうか。 

第 165 回芥川龍之介賞 
 

石沢麻依著 「貝に続く場所にて」 
李 琴 峰著 「彼岸花が咲く島」 

 
 

 

第 165 回直木三十五賞 
 

佐藤 究著 「テスカトリポカ」 
澤田瞳子著 「星落ちて、なお」 
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TOKYO2020パラスポーツに触れて～皆さんの声～  

  
先般終了した東京オリンピック・パラリンピックは多くの方の心に様々な思いを
もたらしたのではないでしょうか。パラリンピックを通して、パラスポーツの魅力
に触れた社員も多く、当社の社員から寄せられた声をいくつかご紹介いたします。
（９月１１日意見交換会より） 
  

血のにじむような努力をされ、大きな成果を上げ日本に感動を与えて
下さりました。顔晴（がんば）っている人を見ることで、私たちも勇氣づ
けられました。ボーダーフリーな社会を作るために、私たちがこれから
何をしていくべきなのかを考えさせられるいい大会だと感じました。 

 
個人的にパラリン

ピックはハンディを
感じさせないアスリ
ートたちの雄姿に感
動をしました。 
また、家族で「多様性」
とは何か？というこ
とを考えさせられる
良い時間となりまし
た。 

 
パラリンピックが行われましたが、ハンディがあっても氣

持ちを強く前向きに取り組む姿勢は、本当に見ている人に感
動を与えますし、人間の可能性であったり成長は年齢に関係
ないもので、自分が楽しさや充実感を見いだせるものがある
ということが大切なんだとあらためて学びました。 

テレワークも災害対策も、この 1 台ですべて解決！ 
 

いつでも！どこでも！オフィスにいる感覚    
 
 
 
 

◆データは Synology に
直接保存！ 

◆社外からも FAXデータ
保存データを確認、共
有できます。 

◆社内でも社外でも同じ
データにアクセス！ 

◆5 年間オンサイト保守
(データ復旧付き)で安心！ 

 

コロナ禍による急激
なワークスタイルの変
化により、今やいつで
も！どこでも！オフィ
スで仕事をしているの
と同じパフォーマンス
が求められる時世とな
りました。 
モバイル端末を使って
の業務が多くなってい
ますが、それを社外(お客
様先・在宅勤務時など)に
おいてフル活用するた
めのツールの一つとし 
て「  NAS リコージャパン滋 
賀支社オリジナル『スーパー安心パック』」をご提案いたします！ 

VPN 不要で社外からデータへアクセスしたり、受信 FAX を自宅で閲覧することができます。様々なソフ
トと組み合わせることでお客様の業務にフィットしたスタイルを構築でき、5 年間のオンサイト保守(データ
復旧付き)ですので安心してお使いいただけます。詳しくは営業担当へお問い合わせください。 

 

①  自宅でチームとデータを共有したい 

② 事業所間でのデータを共有したい 

③ 自宅から FAX を確認したい 

在宅勤務の困り事を解決できます！ 

集計表、報告書など最新のデータを共有したい 

取引先から契約書、図面の確認依頼、重要文書の災害対策 

シノロジー 

 
パラリンピックが行われましたが、ハンディがあっても氣

持ちを強く前向きに取り組む姿勢は、本当に見ている人に感
動を与えますし、人間の可能性であったり成長は年齢に関係
ないもので、自分が楽しさや充実感を見いだせるものがある
ということが大切なんだとあらためて学びました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TEL0748-23-2233 
TEL077-564-3201 
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TEL077-526-5439 
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FAX0748-23-2241 
FAX077-565-3021 
FAX0749-26-2573 
FAX077-526-5739 
FAX0749-63-3917 

 

本 社 
草 津 支 店 
彦根営業所 
大津営業所 
長浜営業所 
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活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案 

 

２０２１年（令和３年）１０月  

1 金 全国労働衛生週間（～10/7） 

2 土 国際非暴力デー 望遠鏡の日 

3 日 交通戦争一日休戦の日 

4 月 世界動物の日 徒歩の日 

5 火 レジ袋ゼロデー 社内報の日 

6 水 国際協力の日 国際文通週間（～10/12）  

7 木 盗難防止の日 バーコードの日 

8 金 寒露（二十四節氣） 骨と関節の日 

9 土 世界郵便デー 塾の日 道具の日 

10 日 世界メンタルヘルス・デー 

11 月 ありがとう清掃活動の日 

12 火 全国地域安全運動（10/11～10/20） 

13 水 引っ越しの日 サツマイモの日 

14 木 世界標準の日 PTA結成の日 

15 金 世界手洗いの日 たすけあいの日  

16 土 辞書の日 世界食糧デー 

17 日 神嘗祭 貧困撲滅のための国際デー  

18 月 十三夜 ドライバーの日  

19 火 TOEIC の日 日ソ国交回復の日 

20 水 リサイクルの日 ソフト化の日 

21 木 国際反戦デー あかりの日 

22 金 平安遷都の日 パラシュートの日 

23 土 霜降（二十四節氣） モルの日 

24 日 世界開発情報の日 文鳥の日 

25 月 産業観光の日 島原の乱の日 

26 火 原子力の日 反原子力デー 

27 水 文字・活字文化の日 読書週間（～11/9） 

28 木 日本の ABC の日 

29 金 インターネット誕生日 

30 土 教育勅語発布の日 香りの記念日 

31 日 ハロウィン 日本茶の日 
 

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。 

 
**編集<幸>記** 

『神嘗祭(かんなめさい)』は、毎年10
月 17 日に伊勢神宮で行われるお
祭りです。あまり知られていない
お祭りですが、実は日本人にとっ
て、重要なお祭りです。 

毎年秋になると新米が出回るよ
うになり、おいしいお米が食べら
れるのが嬉しいですね。この「お
米」というのは、農家さんの日々の
努力と、自然の力、すなわち、太陽
や水、土、動植物など、さまざまな
自然の恩恵があってのことです。 

日本では八百万の神といって、
自然にある万物のなかに神様が宿
っていると考えているため、食べ
ものを得られるのは神様のおか
げ、という考えがあります。 

10 月 17 日は、自然の恵みに感
謝し、食べるもの、着るもの、あた
たかい寝床があることなど、今あ
るすべてを見直す一日にしてみて
はいかがでしょうか。  ( S.I. ) 

 

～ 人氣のヒミツは 機能性と 家に調和するおしゃれな デザイン性 ～ 

働き方、暮らし方に合わせて選べる 
個性豊かなバリエーション。 イトーキで日本の「働く」をもっと自由に 

Web ミーティング向けブースのご紹介 

背と座が自然と動き、どんな姿勢でも
座る人の身体に優しくフィット。人間
工学に裏付けされたその画期的な座り
心地で高い評価を得てきた
“Vertebra”シリーズ。  
“vertebra03”は、その先進の機構
をさらにアップデート。「人間優先の
オフィスチェア」という機能コンセプ
トを、さらに推し進めました。 

◆おすすめの機能◆ 
・座の前傾機能 
前傾姿勢を取ると、座面が前方に自
然と傾斜。パソコンや筆記作業時の
大腿部の圧迫感を軽減させます。 
・座のスライド機能 
背にもたれると、座面が自動的に前
方へスライド。狭い場所でも使いや
すい設計が特徴。 

コロナウイルス感染対策をきっかけに急速に普及した Web 会議。 
コロナ終息後も、Web でのコミュニケーションが一層活用されていくことが 
予想されます。 
ITOKI の洗練された家具で、快適に Web 会議が行える環境を整えませんか。 

バーテブラ 03 

電源や資料、荷物の置き場にも配慮  
 
モバイル機器用の電源・USB 端子を備え、
ゆとりあるソファには荷物を置くことも可

能です。 

周囲が氣にならない快適空間でソロワークを。 
天板は 15.6 インチのノート PC も設置可能。タ

ブレット置きにスマートフォンを差し込み、ハン
ズフリーでビデオ通話も。 

 
 
 

オフィスでの会話の周波数域で吸音率が 
平均 60％程度向上       

従来のスチールパーティションと比べ、アドサイトでは特に人の会話での
周波数域において高い吸音率が見られます。 

声やノイズを吸音し、会話や必要な音を聞き取りやすくします。       
※吸音とは、外部の音を遮断する遮音とは異なり、音の反射を抑え反射音を低減

させるものです。 

http://www.kbm.co.jp/

