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社員一人ひとりが必要とされる人になれば、その集合体である企業は、必要とされる企業にな

ります。我社が昨年、創業50周年を迎えることができたのも、会社一丸となって、お客様に必要

とされる努力をしてきた結果に間違いありません。更に努力を続けていきましょう。

日々 与えられた仕事を、丁寧にそして、スピード感をもってこなしていきましょう。その結果、品質の

良い製品またはサービスを時間通りにお客様にお届けし、信頼していただけることに繋がります。

２０１４年も株式会社長坂は、経営理念の実現を目指すため、現状維持に決して満足すること

なく、一歩一歩前進していきます。１年間、どうぞよろしくお願いします。

最後になりますが、本年が、株式会社 長坂の皆さん一人ひとりや、ご家族にとって、より良い

１年となることを祈念しまして、年頭のあいさつとさせていただきます。

新年あけましておめでとうございます。年頭のあいさつにあたり、まずは昨年の社員の皆さんの

頑張りと、その頑張りを支えて頂いたご家族の皆さんに深く感謝いたします。

さて、昨年私は皆さんに、２つのことをお願いしました。今年も、昨年お願いした２つを再度

お伝えしますので、是非思い出していただき、実行してください。

20014年  年頭挨拶 年頭挨拶

代表取締役社長 長坂 哲次

１．経営理念の再確認

２．自分の仕事をこなす 

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。　私こと、

このたび２月をもちまして役員を退任させていただきます。

創立50周年を迎えたおめでたい年と重なり感慨無量でございます。

　これまでの約５０年間、微力ながら、諸先輩をはじめ、皆様と共に『信用される会社』を目標と

して取り組んで参りました。

　おかげさまで、(株)デンソー様より『優良仕入先』としてのお墨付きをいただくことができ、私に

とっては最高の喜びであり、ひとえに皆様のご指導とご支援の賜と、心から厚く感謝いたします。

　また、この50年間に命に係わる災害も一度もありませんでした。今後とも『災害０』で、

『信用される会社』を目指し、社長を中心に『長坂チーム』一丸となってご活躍されんことを

期待いたします。

　最後に、皆様をはじめ、ご家族のご健康と会社の益 の々繁栄を祈念し、退任の挨拶とさせて

いただきます。

退任挨拶退任挨拶

専務取締役 長坂 昌孝

す。
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導入の －5軸加工機－のののの新設備
試作部は、汎用加工機や手加工でのものづくりの時代から、現在のマシニングセンタ・

粉末造形機などのハイエンドマシンを使ってのものづくりにシフトし、多様化するお客様の
ニーズに応えることができる試作メーカとなりました。今後は、競合他社が増える中、勝つ
為の最先端の加工技術、製造技術の構築が必要となります。
そこで、2013年12月 DMG MORI SEIKIより『DMU 85 mono BLOCK』を導入しました。 
今回導入した設備は、固定する面を除いた5面を段取り替えなしで一度に加工ができる『5軸加工機』です。

加工の選択肢が拡がるため、対応可能品目の拡大や造形とのコラボによる付加価値の高いものづくりが可能
となります。また、同時多面加工による精度の向上や工程集約によるリードタイムの短縮、加工用治具の
簡素化などの効果があります。設備は東新町にある新工場『Nagasaka Technical Center』で稼働して
います。今後も、お客様にとってなくてはならない存在となるために、試作部も頑張ります。

試作部 池田

当社の CSR 活動について
～当社らしさを売り込んだ CSR 活動～

第 2回となる今回は、当社の CSR 取り組み事例について紹介します。

法令遵守(コンプライアンス)～機密情報管理からメンタルヘルス対策まで～

生産活動によって生じる環境への影響に考慮し、当社では継続的課題として、
消費エネルギーの削減(CO2排出量削減)に日々取り組んでいます。
【昨年の取り組み例】
　　①『社用車のエコカー(ハイブリッド車)導入』　　　　　　　　　
　　②『事務所電灯をLED電灯に入替え』　　　　　
　　③『日々の電力消費量を監視するデマンド管理』　
対策を講じてきた効果もあり、2011年から累計すると約4.1ｔにもおよぶCO2を削減
することが出来ました。これはスギの木が1年間に吸収するCO2の量(約14kg)に換算
すると、およそ300本分になります。                                  ※参考:林野庁HPより

当社は会社の規模こそ大きくはないですが、ISO14001(環境)･9001(品質)を認証取得して以降、環境保全活動や製品の品質
向上等に社員一丸となって取り組み、今日まで一定の成果を上げてきました。しかしながら、当社が信頼される会社であり続ける為
には、上記取り組みの他に関係する全ての方が会社に対して抱いている関心事や不安について把握し、一つひとつ適切に応えてい
かなければなりません。
次回号では、当社の『CSR活動』は業界内でどの位置付けにあるのか、『自己診断評価』についてご紹介します。

環境保全活動

当社は、ISO認証取得以降も関係法令、適用法令の把握および遵守に取り組んできました。法令改正に伴い、時流に沿った就業規
則や社内規定へと整備を進めましたが、特に『機密情報管理』、『育児･介護休業取得』においては一層充実したものとなりました。

また、近年では過労や仕事のストレスから『うつ病』などの心の病になって『労災』と
認定される件数が増加傾向にあることから、過重労働による健康障害の防止やメンタ
ルヘルス対策の一環として、時間外労働時間(残業時間)が４２時間を超えた労働者に
対し、疲労の蓄積度をセルフチェックするためのツール『疲労蓄積度自己診断チェック
リスト』(厚生労働省作成)を2013年4月より導入しました。
対

(1) 消費エネルギーの削減 ( 地球温暖化対策 )

企業としての取り組み以外にも、従業員の有志による環境保全活動も盛んに行われています。
　　① 環境ボランティアサークル『亀の子隊』の支援と活動参加
　　② 当社地域周辺の『社外クリーン活動』の実施(3回/年)

(2) 従業員有志による清掃活動への参加

当社は、『次世代の育成』のため、2002年より地域中学校から職場実習生の受入れを行っています。
３～4日という短期間での作業体験となりますが、短い期間のうちに『職業観の育成』、『モラルやマナー』、
『人と接するコミュニケーション力』など、少しでも多くの事を学んでもらい、今後の職業選択の際に役立
てていただけるように、毎年工夫を凝らしながら生徒をサポートしています。

社会貢献活動～職場実習生の受入れ～

引用:DMG MORI SEIKI ホームページ

以降 環境保全活動や製品の品質

集計結果は、毎月の安全衛生委員会にて報告され、本人
希望による産業医の問診、管理監督者によるケア要請、
時間外労働削減に向けた職場改善等に努めています。

特集

として、

　

およぶCO2を削減
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Q1. 子供の頃、将来なりたかった職業は何ですか？

Q2. 未成年の時代にさよならの言葉は？

Q3. 大人になって最初にやってみたいこと(やったこと)は何ですか？

Q4. これからの夢または目標は何ですか？

アイドル。小学生２年の頃、モーニング娘。に
入りたがっていました。

今まで親に甘えてきたけど、これからは自分でやっていきたいです。

両親とお酒を飲みながら語り明かしたいです。

Q1. 子供の頃、将来なりたかった職業は何ですか？

Q2. 未成年の時代にさよならの言葉は？

Q3. 大人になって最初にやってみたいこと(やったこと)は何ですか？

Q4. これからの夢または目標は何ですか？

おもちゃ屋。昔から遊ぶことが大好きだったので、
おもちゃに囲まれて仕事出来たらいいなと思っていました。

未成年時代の気持ちを完全に捨て去れるとは思いませんが、
これを機に違った生き方をしてみるのもいいかな と思います。

親と一緒に酔っぱらうまでお酒を飲みたいです。

素敵な旦那さんと可愛い子供と平凡に過ごしたいです。

Q5. なりたい大人像を『漢字一字』で表わすと何ですか？
歳をとるにつれて、どんどん奇麗になっていく
大人の女性になりたいです。

やるときはやる、休むときは休むみたいな緩急のある生活が
出来るようになりたいです。

Q5. なりたい大人像を『漢字一字』で表わすと何ですか？
どんなことでもいいから人に誇れるようなことを
一つくらいしたいです。

Q1. 子供の頃、将来なりたかった職業は何ですか？

Q2. 未成年の時代にさよならの言葉は？

Q3. 大人になって最初にやってみたいこと(やったこと)は何ですか？

Q4. これからの夢または目標は何ですか？

ネイリスト。可愛くてキラキラしているものが好きで、私もあんな
キレイな物を作って誰かを喜ばせてみたいと思っていました。

これからは、もっと自立したいです。自分でやれることは自分でやり、
将来のためにも貯金を増やしたいです。

中学時代の友人と集まってみんなでお酒を飲みました。
とても楽しかったので、また集まりたいです。

誰かのお手本になれるような大人になりたいです。まだまだ未熟
なのでこれからもっと成長していけるように日々過ごします。

Q5. なりたい大人像を『漢字一字』で表わすと何ですか？
人の痛みや人の気持ちが理解でき、心が広くて優しい
温かい大人に少しずつでもなりたいと思います。『温』

『美』

『誇』

鈴木朋奈
さん

川瀬世里香
さん

柴田将宏さん

成成人を迎えて

新

成人
になりました！新新 ！
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～ある編集者のつぶやき～

写真決定

　寒暖の差が激しい毎日が続いていますが、いか
がお過ごしですか?今年は、初めて新年早々家族
旅行で淡路島へ行きました。新年を旅先で過ごす
のも良いですね。
　いよいよ２月7日『ソチオリンピック』開幕です。
皆さんどの競技に注目ですか？やっぱり、フィギア
スケート、スキージャンプも気になります・・・。
しばらく楽しみが続きますね。
　しばらくオリンピック観戦してアスリートのエネ
ルギーを感じながら、今年は、仕事を意欲的に取り
組み『競走馬のように』精一杯頑張って行こうと
思います。
　毎年、懸念されているノロウィルスやインフル
エンザへの感染予防など体調管理には、十分気
を付けて下さい。
　今年も「長坂ふれあい広場」をどうぞよろしく
お願いいたします。

編 集 後 記

!!
撮影者
管理部　深谷 志保さん

表紙写真 ( 題名 )
『東館山頂　
　　　標高2000米』

①静岡県　  ②山梨県　
③富士山が見える全ての県　
④静岡･山梨両県とも導入

①警笛鳴らせ　②警笛鳴らすな　
③騒音注意　　④落雷注意

①スポーツ用多目的車　
②山道用多目的車　
③雪道用多目的車
④UVカット車

①約1,121万㎞　
③約12万㎞

②約121万㎞　
④約1万2千㎞

動 検車 定
●応募締切

 : 2014年
2月21日(金

)必着

●4問中3
問以上正解

された方の
中から

抽選で２名
の方に賞品

を進呈しま
す。

●応募方法
は、答案用

紙を更衣室
前投函

箱または食
堂掲示板に

設置の投函
箱

に投函して
下さい。

自動車

検   定

自

紙表

ご当地ナンバーの一つである「富士山」
は、何県で導入されているナンバーで
しょうか？

2012年の道路統計年報によると、
2011年時点での日本の道路の総
延長距離は約何㎞でしょうか？

右の標識の意味として正しいのは
次のうちどれでしょうか？

自動車の形態の一つである「SUV」
ですが、訳として正しいのは次のう
ちどれでしょうか？

Q1 Q2

Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Q3

問題

答え

撮影場所　　
長野県下高井郡山ノ内町
上信越高原国立公園
　志賀高原 東館山頂

撮影時の一言エピソード
上質のパウダースノーで、スキー、スノボーが満喫できます。
山頂から滑り降りると川原小屋、高天ヶ原、発哺など、色々な温泉
が楽しめます。

休日(オフ)に食べるご飯(メシ)略して『オフメシ!』
このコーナーは、休日に食べるご飯をリレー方式で紹介し、社内のコミュ
ニケーションの充実を図るコーナーです。家庭料理や外出先で食べた料理
を皆さんに紹介していただきます。

　美味しいものは高カロリー！どうも、五十嵐です。
そんな私が紹介するオフメシは、もちろんお肉☆
大須にある『ステーキハウス橋本』というお店です。
いつも行列が出来ているので気になっていたので
すが、ついにその行列に並んでしまいました…。

　食べたものは黒毛和牛のひつまぶしです。そのまま食べても、薬味をかけても
美味しかったのですが、最後のお出汁にやられました…。あらやだ美味しい…！
お出汁のおかげでさっぱりといけます。さらさらぺロリと完食でした。ランチにし
ては2千円以上と少しお高めですが、お肉が食べたい時は是非！おすすめですよ！！

【先回号の
答え】

　Q1.①　Q
2.③　

          Q3
.③　Q4.①

 でした

製造部 製造1課  河本 広恵

次回は、  製造部 製造１課　中野 由香 さん  よろしくお願いします。

次回は、  製造部 製造１課　鈴木 綾乃さん  よろしくお願いします。

五十嵐 仁美 さん

ご協力　ありがとうございました。

次回は春をイメージした写真を募集させていただきます。ご協力お願いします。
【応募期間】 20１４年4月11日(金)まで【提出先】 総務課 大久保または深谷まで

応募締切り
日までに提

出して下さ
い。

『知って下さい、ボクたちのこと。』

 氏名
黒毛和牛のひつまぶし

製造部 
製造1課

テーマ

ん

町

頂

ード

　私の人生のターニングポイントについてお話
しします。昨年６月に愛犬「マーブルくん」が
虹の橋を渡りました。生前ガンだった為、良い
治療法はないか調べたのがきっかけでした。
そこで、犬猫収容所での殺処分の事を知りま
した。１年間に殺処分された犬43,606 匹、猫131,136 匹です。
　その殺処分方法は、ほとんどの場合、安楽死ではなく炭酸ガスによる窒息死
です。この様な悲しい現実があるので、飼い始めたからには、どんな理由があろ
うと決して手放さないで下さい。
　そして、これから飼い始める方は保健所や動物愛護団体などからの里親になっ
てあげて下さい。一つでも多くの命が助けられる事を願います。

　もう一つ、冬になるとファーをよく目にします。
　リアルファーは生きたまま皮を剥がします。出来れ
ばフェイクファーを選んで下さい。動物について詳し
く知りたい方は、チラシをお渡ししますので、気軽に
声をかけて下さい。


