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｢iDeCo（イデコ：個人型確定拠出年金）｣
自分で毎月掛け金を積み立て、自分で運用して
老後資金を作る、いわば“自分年金”です。

｢iDeCo」
掛け金が全額所得控除になり、運用利益が非課税、
60 歳以降の受け取り時も税金がゼロ or 減額にな
るなど、節税メリットが大きいお得な制度です。

※「元本確保型」の商品もありますが、投資信託等の商品の場合は元本を下回る可能性もあります。
※運用には手数料がかかります(金融機関によって異なります)

掛金が全額所得控除！
掛金全額が所得控除の対象となり、仮に毎月の掛金が
1 万円の場合、所得税（10%）
、住民税（10%）とす
ると年間 2.4 万円、税金が軽減されます。
⇒月々５，０００円から無理なく始められます！元本
割れが心配な方も、元本確保型の商品を選べば安
心！しかも税金が軽減されるので、預貯金するより
お得だと思います！

受け取る時も大きな控除！
「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択す

ることができます（金融機関によっては、年金と
一時金を併用することもできます）
。
※年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、
一時金の場合は「退職所得控除」の対象となり
ます。

運用益も非課税で再投資！
通常、
金融商品を運用すると、
運用益に課税されますが（源泉分離課税 20.315%）
、
「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
※特別法人税（積立金に対し年 1.173%）は、現在、課税が停止されています。
⇒運用で増えた部分に対して課税されません！さらに、運用商品の変更(スイッチ
ング)を行うことも可能です。例えば、最初は投資信託等で積極的に運用し、退
職時期が近付いてきたら元本確保型に変更する、といったことも可能です！
○ iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の
制度で、加入は任意です。基本的に 20 歳以上６5 歳未満の全ての方が加入できます。
※加入資格や掛金(積立金のこと)の上限については公式サイトでご確認ください。
○ iDeCo は自分で申し込み、自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運
用益との合計額を給付として受け取ることができます。(誰かのためではなく、自分で自
分のために私的年金を積み立てる制度です)
※老後の資産形成を目的としており、60 歳になるまで原則として資産を引き出すことは
できません

是非、掛金の所得控除による税控除
額や積立総額をシミュレーターでご
確認ください。

出典：iDeCo 公式サイト(https://www.ideco-koushiki.jp/)
記載している情報は 2022 年 6 月 8 日時点のものです。法改正等で内容が変更になる可能性があります。
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滋賀リコー会が主催する販売キャンペーン｢琵琶湖カップ｣にて、当社社員が複合機のトータル販売台数を競う
ランニングビジネスコースで第１位と５位、サーバーなどのトータル提案をおこなう NS コースで１位、各業種
別に特選された業務効率化パックでご提案するスクラムパッケージコースでも第１位を獲得いたしました。
これも日頃ご愛顧くださるお客様のおかげ様で
す。ありがとうございます。
なお、表彰式は、特別に当社
会議室にて行い、リコージャパ
ン株式会社滋賀支社長田中豊久
様より授与していただきまし
た。ありがとうございます。

リコージャパン株式会社
和歌山支社(ZEB 事業所)視察
リコーグループ初の ZEB 事業所で
ある和歌山支社にて実践されている
｢環境への取り組み｣や｢働き方改革を
通した取り組み｣、｢経営課題解決に
向けた実践事例｣を学ぶ為、当社役員
が和歌山支社を訪問しまし
た。省エネ・創エネの設備
投資だけでなく、それらを
日々の業務の中で効率的に
運用し、SDGs や BCP も
並行して取り組まれてい
るノウハウ、事例は大変勉強になりました。

びわこのちからチャンネル
【琵琶湖博物館公式】大人氣！
滋賀県立琵琶湖博物館の YouTube が、おもしろ
いと話題になり、NHK(滋賀版)でも紹介されました。
博物館の紹介だけでなく、滋賀県やびわこの素晴
らしさや自然の偉大さを再確認できます。いつも通
る湖岸、川から滋賀の歴史や自然環境、そして生き物
をはじめとした生態系を守ることにつながる学びに
加え、学芸員の方の人柄も感じることができます。是
非ご覧ください。

ZEB とは？
Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル）の略称で、｢ゼブ｣と呼びます。快適な室内環境を実現
しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支
をゼロにすることを目指した建物のことです。
省エネによって使うエネルギーをへらし、創エネによっ
て使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費
量を正味（ネット）でゼロにすることができます。

https://www.youtube.com/channel/UCnm1cPWFM1CCiv2HYkLi
CtQ

出典：環境省 ZEB PORTAL
(https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html#phraseology)

若手社員３名を対象に「会社組織のしくみとキャリア
アップ」
「人間の仕組み：行動パターンの影響」
「合意の
コミュニケーション（ワーク）
」の３本柱でのフォローア
ップ研修と個別面談を実施しました。
「就業規則は会社のため、働
く人の為、双方に対して必要で
守るものであると思いました。
基本、基準があるからこそ、よ
り良く働くことができている。
」
などの感想が出されました。
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ローザンベリー多和田(AM)＆
長浜＆彦根の 6 コースより選択(PM)

～地元を楽しもう！湖北の魅力再発掘！～
6 4

6 月 4 日(土) 当社の設立記念日である無死の日に KBM の恒例行事
｢社員旅行｣を開催いたしました。昨年に引き続き、コロナウイルス感染
症対策を考慮し、地元 滋賀県米原市・彦根市・長浜市での１DAY 日帰
り旅行として実施しました。
元氣増進室
室長

元氣増進室
副室長

午前中は、アール・ヌーヴォーを代表する
画家アルフォンス・ミュシャの作品＊を展示
中の、米原市にある自然豊かなイングリッシ
ュガーデン「ローザンベリー多和田」を満喫
しました。
（＊レプリカ）
約 60 種、180 株の美しいバラが咲き誇
り、イギリス製アンティークレンガやロート
アイアンなどがガーデンのオブジェに使われ
本場のイングリッシュガーデンさながらの美
しさでした。風や水の音、木や花の香り、快
晴の空と季節の風に包まれながら、ゆっくり
と庭園を散策しました。
※感染症対策を徹底し実施しました。集合写真の撮影時のみ、マスクを外しています。

午後からは、彦根市方面・長浜市方面に複数コースを
設定し、少人数でのグループ行動としました。
長浜市方面では、黒壁スクエアを中心とした体験コースや自由
散策コース、ボランタリーガイドコース、日本遺産「STORY
#090 海を越えた鉄道～世界へつながる 鉄路のキセキ～」を構
成するＤ51 形 793 号蒸氣機関車等が展示されている鉄道スク
エアや慶雲館を見学するコースから各位が選択し楽しみました。
彦根市方面では、日本遺産「STORY #008 琵
琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」を構成
する彦根城・玄宮園を中心としたコースと、琵琶湖国
定公園第 1 種特別地域に指定されている多景島に上
陸するコースから、選択し楽しみました。

日本遺産
STORY#008
～祈りと暮らしの水遺産～

日本遺産 STORY #090 海を越えた鉄道
明治政府は、日本海と太平洋をつなぐプロジェクトとして、琵琶湖－敦賀間の鉄道敷設
を決定。鉄道に将来の有効性を確信した長浜の商人達は、いち早く駅の誘致に動いた。
明治 15 年に開業した初代長浜駅は現存する日本最古の駅舎である。現在は鉄道スクエア
と呼ばれ、旧北陸線の歴史を知ることができる資料館になっており、旧北陸線を運行し
ていた蒸氣機関車や電氣機関車などを展示し、歴史を広く発信する役目を担っている。
長浜市・敦賀市・南越前町の鉄道遺産は、姿や形を変えずに、人々の生活に必要な財
産として生まれ変わり、地域に密着した文化財として生き続けている。
（日本遺産ポータルサイトより抜粋）
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２０２２年（令和４年）７月
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2
～人にやさしいデジタルを全国の仕事場に～
3
RICOH Value Presentation 2022 とは、
4
5
はたらく”に歓びを ～人にやさしいデジタルを全国の仕事場に～をテーマに
6
開催するオンラインイベントです。最新のビジネストレンドや、ビジネスを成
7
功に導くデジタルサービス等をご紹介します。
8
１．開催期間
9
２．URL
https://vpre.ricoh.co.jp
10
ご視聴頂くには、上記 URL か QR コードよりログインし、新規参加登録をお願いします。 11
12
13
14
15
16
配信日時
配信日時
17
18
月
日(水)
月
日(木)
19
20
氏
21
氏
ジャーナリスト
経済産業省
22
DX レポート作者 商務情報政策局 情報経済課
最新情報を池上氏が解説！
23
が登場！
アーキテクチャ戦略企画室長
24
他にも下記のようなテーマでウェビナーを開催いたします！
25
◼ 中小企業応援メモリアルウェビナー…中小企業の経営者/実務担当者が 26
デジタルサービス導入により経営課題解決に取組んだ事例をご紹介
27
◼ 業種スペシャルウェビナー・・・業種別（製造業、流通業、建設業、ヘルスケア、 28
29
自治体）のウェビナーを複数ご用意
30
◼ ビジネストレンドウェビナー…業種を問わずに関心の高い最新の市場動向やキ
31

“はたらく”に歓びを

7 13
10:30～
和泉 憲明

7 21
14:30～
池上 彰

ーワードを題材にしたウェビナーをご用意

働き方改革の変換期である
今ならオフィスづくりに
役立つ冊子をプレゼント！

豊富な実績の

ヒントが満載！

８８ページ！

オフィスが変われば、働き方も変わる。

URL：https://www.kbm.co.jp

e-mail：arigato@kbm.co.jp

一年の折り返しの日、たわしの日
ソフトクリームの日、波の日
梨の日、和服・洋服直しの日
江戸切子の日、穴子の日
サラダ記念日、公認会計士の日

小暑（二十四節氣） 七夕
なはの日、中国茶の日
ジェットコースターの日、泣く日
納豆の日、指笛の日

ありがとう清掃活動の日
ラジオ本放送の日、人間ドックの日
生命尊重の日、ナイスの日
検疫記念日、ひまわりの日
中元、ファミコンの日
国土交通 Day、虹の日
国際司法の日、漫画の日
海の日、光化学スモッグの日
女性大臣の日、やまなし桃の日
ハンバーガーの日、Ｔシャツの日
神前結婚記念日、日本三景の日
下駄の日、著作権制度の日

大暑（二十四節氣） 米騒動の日
劇画の日、テレワーク・デイ
最高氣温記念日、かき氷の日
幽霊の日、日光の日、夏風呂の日
スイカの日、政治を考える日
世界肝炎デー、地名の日
アマチュア無線の日、白だしの日
プロレス記念日、梅干しの日
パラグライダー記念日、蓄音機の日

**編集<幸>記**

働き方の

活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案

国民安全の日、童謡の日

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。

今！

オフィスづくりのプロ
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｢滋賀県｣の発足はいつ？「滋賀」
の名前のルーツは？？
このたび滋賀県では｢滋賀県政
150 周年記念事業｣に取組み、発足
からの経緯を紹介されています。
｢--明治 5 年（1872 年）9 月 29
日を「滋賀県誕生の日」としてお
り、今年 9 月 29 日にはそれから
150 年の節目を迎えます。
この記念
日は、近江国の南部を管轄してい
た旧滋賀県が、北部を管轄する犬
上県（彦根藩が前身）と合併し、現
在と同じ県域の滋賀県が誕生した
日とされています。
（滋賀県 HP より）｣
滋賀県庁新館 3 階にある「滋賀
県立公文書館」では、滋賀県の誕生
に関する情報をはじめ、様々な情
報を順次展示し、また
HP でも公開されてい
ますので、郷土滋賀県
の生立ちをご覧になっ
て下さい。おススメです。
東近江市幸町 2-28
草津市草津町 1540-1
彦根市京町 1-3-4
大津市京町 1-3-44
長浜市末広町 240-17

☏0748-23-2233
☏077-564-3201
☏0749-24-6651
☏077-526-5439
☏0749-63-3918
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