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近畿ドキュメントサービス協同組合ニュース

最後に河村副理事長より閉会のご挨拶。

「ウイズコロナ・ポストコロナへのチャレンジというZoomで

開催した新年互礼会でしたが、
これからは時間と距離を乗りこ

えて自らビジネスをつかみ取る時代。組合としてもコロナが皆

れば、と考えております。本日は長丁場、ご参加いただき誠に
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ありがとうございました」

との力強いメッセージでお開きに。

近畿ドキュメントサービス協同組合

副理事長

令和3年
経済センサス活動調査
総務省と経済産業省は、令和3年6月1日に、令和3年経

済センサス‑活動調査を実施します。

経済センサス‑活動調査は、全産業分野の売上（収入）金

額や、費用等の経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我

が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域
別に明らかにすると共に、事業所及び企業を対象とした各

種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
当組合にも調査協力依頼が有りました。6月から順次事業
所訪問されるそうです。

記入方法は、
『 調査票の記入のしかた「令和3年経済セン

サス‑活動調査の概要」HP』に記載されます。結果は、イン

ターネット、刊行物及び閲覧により公表され、国及び地方
公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資

料としての利用活用や、経営の参考資料として、事業者の
方々にも広く活用されるそうです。

経済センサス‑活動調査
キャンペーンサイト
https://www.e-census2021.go.jp

令和3年
経済センサス‑活動調査では

インターネット回答を
おすすめしています。
便利で
安心！
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様にとって大きなビジネスチャンスとなるような活動ができ

その他の
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河村 武敏

令和3年

6月1日

調査結果の利用
調査の結果は、政策決定や経営計画を行う上での基礎資料
として利活用されます。また、
「我がまちの飲食店の数」や
「○○屋さんの比率全国何位」など、今まではわからなかっ
た、地域のための資料としても利用することができます。

報告の義務
調査への回答は「統計法」
という法律で義務づけられていま
す。正確な回答をいただけないと経済の実態を正確に把握
できないため、本当に必要な施策が実施できなくなるおそ
れがあります。
このため、
この調査には「統計法」
という法律
に基づき、回答する義務（報告義務）
とこれに反したときの
罰則が定められています。

Report

2021年

新年互礼会 開催！

〜 新たな形のつながりにチャレンジ 〜

秘密の保護
すべての情報は保護されます。回答いただいた内容は統計
作成のためだけに用いられます。調査員をはじめとする関
係者には、
「統計法」
という法律により、調査で行ったことを
他に漏らしてはいけない義務と、
これに反したときの罰則が
定められています。
また、回答いただいた内容は、統計作成
の目的以外（税の資料など）には絶対に使用しません。

●日 時 2021年1月15日（金） 16：00〜17：30
●場 所 各社リモートでのご参加
●ホ スト 近畿ドキュメントサービス協同組合事務局

かたり調査

が組合員・役員26名、賛助会員様29名、その他来賓・報道関係

経済センサス̶活動調査をよそおった「かたり調査」にご注
意ください！
●「かたり調査」
とは、行政機関が行う統計調査であるかの
ような、紛らわしい表示や説明をして、事業所・企業の情
報を聞き出そうとする行為のことです。
「かたり調査」は、
統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯
罪にもつながりかねないので、
ご注意ください。
●不審に思った際には、回答しないで、速やかに市区町村
にお知らせください。
●調査員は、その身分を証明する『経済センサス-活動調査
調査員証』及び『従事者用 腕章』を携帯しています。

全国すべての事業所・企業が対象です。ご協力の程よろしくお願い致します。

毎年恒例の近畿ドキュメントサービス協同組合新年互礼会

者様含め60名以上のご出席の中、
リモート
（Zoom）により盛大

たくさんあり、それに注力していかなければならない。ポスト

コロナの景気回復は「Ｋ字」といわれ、右肩に上がる線、右下

に下がる線、この2極に分割されると予測される。組合として
すべての組合員様に成長してもらいたい、そのためにも中央

会様、賛助会員様、その他皆様のご指導・ご支援を賜りながら
全力で支援していく所存です」
とのご挨拶。

に開催されました。

事務局としてはこのような状況で開催していいのか、
リモー

トでしっかり伝えられるのか、皆様にご満足いただけるのか、ギ

リギリまで悩んでおりましたが、ウイズコロナ・アフターコロナ

を見据え、まず組合が率先してチャレンジしていこうということ

で開催の運びとなりました。

まず司会進行の日笠専務理事より開催の宣言でスタート。

（これだけの人数がZoomでつながっているのは壮観です）

続いて楠本理事長から「世界中でコロナが猛威を振るって

いるなか、事業継続が使命の私たちはできることがまだまだ

近畿ドキュメントサービス協同組合

今回の印刷は、RICOH 社製 “Pro C7200S” で行っております。

理事長

楠本 雅一

ブレイクアウトセッションルーム

● 各社の状況は？ ● 組合に対するご意見 ● 個人的には？
共同ホスト

A

リコージャパン㈱ 大阪支社

川下様 / 事務局 小野

ファシリテーター

河村副理事長

●楠本理事長

●大阪府中小企業団体中央会 専務理事

柴田様

●富士ゼロックス大阪㈱ 代表取締役社長

渡邉様

●リコージャパン㈱ 取締役執行役員 武田様

●日本事務機新聞社

酒井様

引き続き賛助会員様から桂川電機株式会社

続いてご来賓の大阪府中小企業団体中央会専務理事の柴田

ミノルタジャパン株式会社

昌幸様、大阪府グラフィックサービス協同組合理事長の岡達也

イヤミック株式会社

様よりご祝辞を賜りました。

B

大阪府中小企業団体中央会
柴田 昌幸様

専務理事

大阪府グラフィックサービス協同組合 理事長
岡 達也様

C

ファシリテーター

藤副理事長

●満田副理事長
●富士ゼロックス㈱ 古屋様
●大阪府グラフィックサービス協同組合理事長 岡様
●コニカミノルタジャパン㈱ 取締役 支社長 佐藤様
●福井ゼロックス㈱ 代表取締役社長 古川様
●福井ゼロックス㈱ 部長 平野様

D

ファシリテーター

日笠専務理事

●巽理事

●㈲テクノサンクス 代表取締役社長
●富士ゼロックス兵庫㈱ 執行役員
●リコージャパン㈱大阪 支社長
●ダイヤミック㈱大阪 支社長

山崎様

馬詰様

柳谷様

松本様

佐藤様、桜井株式会社

松本様、株式会社日本ＨＰ

井ゼロックス株式会社

ファシリテーター

島谷様、コニカ
豊田様、
ダ

深野様、福

古川様、株式会社モトヤ 永岡様・松

山様よりご挨拶を頂戴いたしました。

小野理事

●ムサシ・アイ・テクノ㈱ 代表取締役社長 平口様

●㈱双陽社 代表取締役社長 米本様
●富士ゼロックス大阪㈱ 執行役員
●コニカミノルタジャパン㈱ 部長
●㈱モトヤ 永岡様

木下様

鶴岡様

桂川電機株式会社
島谷様

コニカミノルタジャパン株式会社
佐藤様

桜井株式会社
豊田様

ダイヤミック株式会社
松本様

株式会社日本ＨＰ
深野様

福井ゼロックス株式会社
古川様

株式会社モトヤ
永岡様

株式会社モトヤ
松山様

賛助会員を代表して富士ゼロックス大阪株式会社 代表取締

役社長
社

渡邉康彦様・木下様・野間様、リコージャパン株式会

常務執行役員 武田健

E

一様、キヤノンマーケティン

グジャパン株式会社

大阪

鶴井理事

●㈲布施技術社 代表取締役社長

支店長 北岡康人様よりご

●㈱アピックス 常務取締役

挨拶をいただきました。

●桂川電機㈱ 部長

島谷様

●富士ゼロックス㈱

鈴木様

布施様

川野様

●リコージャパン㈱滋賀 支社長 田中様
富士ゼロックス大阪株式会社 代表取締役社長
渡邉 康彦様

H

リコージャパン株式会社 常務執行役員
武田健一様

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 大阪支店長
北岡康人様

本来であればここで「乾杯のご発声」〜「歓談」という運び

なのですが、今回はリモート。席順ごとにご用意しておいた

別室（ブレイクアウトルーム）へご招待〜歓談という流れで進
行します。短い時間でしたが各テーブルで年明けの状況や困

り事等の話題で盛り上がったようです。

歓談が終わり、皆様が元の画面に戻られると、今年当組合

に新入会された、愛媛県今治市で事業を展開されている
株式会社アクトプラス

F

ファシリテーター

代表取締役

芥川幸次様をご紹介。

ファシリテーター

和田理事

●㈱ルネック グルディプ・シング・コラーナ様
●キヤノンマーケティングジャパン㈱ 東浦様
●キヤノンシステムアンドサポート㈱ 小野様
●富士ゼロックス㈱ マネージャー 坂尾様
●リコージャパン㈱ 室長 君島様
●㈱モトヤ 松山様
（録画）キヤノンマーケティングジャパン㈱ 大阪支店長

北岡様

G

ファシリテーター

山田理事

●㈱菅原 代表取締役社長 立岩様
●㈱中央写真 代表取締役社長 木下様
●㈱アクトプラス 代表取締役社長 芥川様
（株） 澤井様
●コニカミノルタ ジャパン
●㈱日本HP 深野様
●桜井㈱ 部長 豊田様

I

ファシリテーター

福味理事

●藤田理事

●㈲図面システムセンター 代表取締役社長 宮本様

●㈱桜商会 取締役専務

石原様

●リコージャパン㈱大阪 部長

●富士ゼロックス大阪㈱ 部長

内海様

野間様

そして皆様お待ちかね、豪華賞品が当たる世界初？ Zoom

による「理事長とじゃんけん大会」です。富士ゼロックス

ファシリテーター

石川理事

株式会社

●関理事

●㈱イメージテックリーダー 山田様
●富士ゼロックス㈱D.D.S.S.
●㈱日本HP

●事務局

林様

中村

橋本様

グー！

鈴木様、コニカミノ

ル タジャパ ン 株 式 会 社

佐藤様、株式会社光楽堂

関理事、が見事勝ち残り。豪

華賞品をゲットされました。
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