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トヨタ車体㈱いなべ工場見学時にて

実習成果報告会風景

２０１5年年

新入社員紹介
①出身校は ?
②趣味は ?
③自慢できることは ?
④ニックネームは ?
⑤好きな食べ物は ?
⑥抱負を教えて下さい。

質問内容

浅田美帆

小林美稀
こばやし みき

あさだ みほ

⑥慣れない仕事でご迷惑お掛けする
こともあると思いますが、一日も
早く仕事に慣れ、覚えられるよう
精一杯努力していきたいと思うの
でよろしくお願いします。

①安城学園高校
②音楽を聴くこと
　アニメをみること
③きれい好き
④あさちゃん
⑤りんご

①安城学園高校
②手芸・音楽鑑賞・雑誌観賞
③毛筆準天、硬筆六段を
　持っていること
④みき
⑤オムライス

⑥会社になくてはなら
ない存在になれる
よう、日々努力して
成長していけるよう
に頑張ります。

新入社員新入社員

新入社員の2人には4月1日から1か月間にわたって、当社カリキュラム
に沿った受入教育を受けていただきました。
教育内容は座学に始まり、現場実習や社外講習、工場見学など多岐
にわたりますが、慣れない立ち仕事であったり、
学校生活では耳にしないような専門的な知識や用語の連続で、始め
のうちは苦労もされたみたいですが、途中で弱音を吐くことなく、
無事に1か月乗り切っていただきました。
最終日には実習のまとめとして、成果報告会が開催され、係長以上
の職制の方々が見守るなか、2人とも物怖じせずに、無事に報告する
ことができました。
実習期間中にも関わらず、作業効率化等のカイゼンに取り
組み、しっかりとした報告書に仕上げて報告する2人の姿勢
に、長坂社長よりお褒めの言葉もいただけたほどです。
配属先が決まり、連休明けの5月7日より各職場へ配属され
ましたが、フレッシュな仲間が加わったことにより、会社の
益々の発展が期待されるところです。

受入教育受入教育
新入社員

受入教育

４月１日より新入社員が２名入社しました！



２０１5
年    度 会社方針 開催される説明会

第一部 会社方針説明会

第二部 社内表彰

4月8日(試作部)、9日(製造部)の両日において、会社方針説明会が全従業員
出席により開催されました。
今年は中期経営計画(2014年～2016年)の2年目となり、昨年の反省を
踏まえた目標達成活動計画(マネジメントプログラム)が
各部署の職制より説明されました。
今後、各職場で話し合い、全員が『私の目標』を設定し、
目標達成に向けた取組みが始まります。

取組み重点(石井専務)
『私の目標』の立て方について…

各部マネジメントプログラム説明

第一部 会社方針説明会
　　一. 開会のことば
　　一. 2015年度会社方針について
　　　　-取組み重点等(石井専務)-
　　一. 各部マネジメントプログラム説明
　　一. 各部の総括(各部長)
　　一. 全体総括(長坂社長)
　　一. 閉会のことば

第二部 社内表彰
　　一. 永年勤続表彰(長坂社長)
　　一.カイゼン提案表彰(長坂社長)

説明会次第

『Check』,『Action』を重点に…

所属

試作部

製造部

管理部

試作部

試作部

製造部

試作部

製造部

氏名 (敬称略 )

管千登勢、鈴木竜一、押切忍

谷澤千恵子、佐野よう子、川元伸夫

深谷志保

杉浦和美、松本孝政

松井崇

久米弘美

小竹重好

五十嵐仁美

表彰区分

年間カイゼン
優秀賞

年間件数
優秀賞

20年

10年

永年
勤続

社 内 表 彰（永年勤続）社 内 表 彰（永年勤続）
当社に就職したきっかけを教えて下さい。

入社後、仕事をしていて悦びを感じたときはどんなときでしたか？

今だから言える入社当時のすべらない話をこっそり教えて下さい。

勤続20年を一つの節目として、これからの人生をどう歩まれますか?

1

2

3

4

会社方針説明会後に社内表彰が執り行われ、勤務状況
が優秀で、他の従業員の模範であった方 （々過去最多と
なる9名の方々）が、永年勤続表彰を受けられました。
おめでとうございます!! 
なお、表彰者を代表して試作部の鈴木竜一さんに
インタビューを行いました。

高校在学中に求人票を拝見し、興味があった試作業務で就職
希望を出したところ、入社させていただけることとなりました。

新卒で入社させていただき、右も左も分からない私に先輩の
方々ばかりか会社全体で声を掛けていただいて大変嬉しく
思いました。

当時は残業食も自由でしたので、ピザを1枚注文して食べ過ぎ
たと後悔したことを思い出しました。

現在、携わらせていただいている治具業務の拡大に尽力
したいです。

長坂ふれあい広場 春号3



長坂ふれあい広場 春号4

ISO規格改定 開催される

主な変更点(一部抜粋)

旧版から新版への移行が必要

説明会

先日、JQA(一般財団法人日本品質保証機構)主催のISO規格改定説明会が開催され、改定の内容
が明らかになりました。11年振りとなる大幅改定の主な内容について、以下にまとめます。

今回の改定では、各規格(当社ではISO９００１・ISO１４００１が関連)特有の要求
項目以外については、『共通要素』が採用されることとなりました。(下図参照)
これによって、各規格が共通した用語や定義で運用でき、規格間の整合性が向上
されます。
また、新たな規格の要求事項として『リスク管理』が盛り込まれます。
具体的には、会社がISOを各事業に展開する上で、リスク分析（脅威及び機会に
関連するリスクへの取組み）を行って計画の立案に繋げることを要求しています。
『リスク』と聞くと、通常はマイナスのイメージを思い浮かべますが、リスクを
マイナスとして捉えるのではなく、『機会(目的を達成する都合のいいもの)』として
捉えることで、インフラ整備や販路拡大のツールとして役立てることができます。

ISOの規格が改定されると、旧版（現行版）の
マニュアルのままでは新たな規格の要求を満た
せず、認証を取得することができません。
当社が引き続き、認証を取得するためには、規格に
沿ったマニュアルへと改訂したのち、第三者機関の
審査を受けなければなりません。
2015年の改定から3年間は、『移行期間』として
猶予がありますが、もし、移行期間までに見直しが
完了できなければ、登録取消しとなってしまうた
め、期間中において各部署の協力が必要不可欠と
なります。

今回の改定により、品質・環境マニュアルの大幅
改訂が必要になる一方、『組織運営のツール』とし
て、より使いやすくなった印象を受けました。今後
の運用が期待されるところです。

引用:JQA特設サイトより

引用:JQA特設サイトより

PLAN DO CHECK ACT

4.
組織の状況

組織及びその
状況の理解

利害関係者の
ニーズ及び
期待

マネジメント
システムの
適用範囲

　5．
リーダーシップ

リーダーシップ
及び
コミットメント

方　　針
力　　量

役割、責任
及び 権限

認　　識

コミュニ
ケーション

文書化した
情報

　 6.    
計　画

リスク及び
機会への
取り組み

目的及び
それらを達成
するための
計画策定

　 7.　
支　援

資　　源

製品及び
サービスに
関する要求
事項の決定

製品及び
サービスの
設計・開発

外部から
提供される
製品 及び
サービスの管理

　8.　
運　用

運用の計画
及び 管理

内部監査

マネジメント
レビュー

　9.　
パフォーマンス

評価

監視、測定、
分析及び評価

不適合及び
是正措置

継続的改善

　10.　
改　善

一　　般

引 特

規格の構成





ここでちょっと一息。
難題に挑戦し、普段の生活で凝り
固まった頭をほぐしましょう。

マッチ棒を重ねるのもひとつの手です。
答えは次回号で発表します。

二重丸は穴の空いた硬貨を表しています。
左から1円、5円、10円、50円、(？)、500円と並んでいると仮定すると、
(？)には100円の『○』が入ります。

どれを動かそう…う…

長坂ふれあい広場 春号６

～ある編集者のつぶやき～

写真決定

　本題でも取り上げましたが、４月１日に入社式が執り
行われ、新たに２名の仲間が加わりました！(ヤッタ～！！)
私自身、３年振りの明るい話題に大変興奮しています！
　ところで、皆さんはご自身が入社した日のことを今で
も覚えていますか？もう何十年も前のことで忘れた！
という方もいらっしゃるかもしれませんが、新入社員の
初々しい姿を見ていると、期待と不安が入り混じる
ドキドキの感覚が昨日のことのように思い出される
のではないでしょうか。
　私の場合、あまりに緊張し過ぎてチャックを全開にした
まま入社式に臨んでしまった苦い過去も思い出して
しまいます。今となっては笑い話で済む話ですが、
あぁ大失態。
窓全開の事実を知ったとき、それはもう、とまどい
ました…。
　１か月間という短い期間ではありましたが、現場実習で
新入社員を温かく迎えていただきました各職場の皆さん、
ビッグシスターさん、どうもありがとうござました！
フレッシュな新入社員に負けないように、気持ち新たに
頑張っていきましょう！！

編 集 後 記

!!
撮影者  

  製造部 生産管理課 笹島裕貴 さん

表紙写真 ( 題名 )

　　   『春の訪れ』

撮影場所

  亀の子隊からの帰り(田原市内)

撮影時の一言エピソード

亀の子隊のボランティアを終えて帰宅途中、
ふと車の外を見ると、一面の菜の花畑を発見！！
菜の花の独特な匂いと黄色い花を見ていると春の訪れを感じます。

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、休日に食べた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。

僕のオフメシは、焼肉です！
先日、『七輪工房 やきまる。』という
お店に行ってきました。
店の雰囲気も良く、七輪で焼くという
のは初めてだったので新鮮でした。
メニューの中で一番美味しかった
のは『ネギ塩タン』です。
タンも美味しいのですが、塩ダレの
味付けがまた絶妙で、ご飯と一緒に
食べるとそれはもう最高でした！

他にもA５ランクのカルビなどがリーズナブルな値段で食べられるので、
オススメです。
興味を持たれた方は、是非一度、行ってみてはいかがでしょうか。

製造部製造1課  五十嵐仁美

次回は、  試作部 生産管理課 尾方梨紗 さん  よろしくお願いします。

次回は、  試作部 試作１課　渡邊裕貴さん  よろしくお願いします。

柴田 将宏さん

ご協力　ありがとうございました。

次回は夏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】 201５年7月3日(金)まで　【提出先】 総務課 大久保または深谷まで

 氏名
オフの日はやっぱり焼肉！

試作部 
試作1課

テーマ

帰宅途中、

右の通り12本のマッチ棒があります。
2本動かして７つの正方形を作って下さい。

正解は○でした。　○◎○◎(？)○

問題！

紙表

先回号の

答え
先回号の

答え
先回号の

答え

   私の趣味はDVD鑑賞です。
と言っても映画はあまり観ないのですが…。
よく観ているのはコントなどで、芸人さんが
大好きです！
バラエティ番組も好きなのですが、テレビよりも
舞台が好きで、特に『ラーメンズ』という芸人さん
のDVDをよく観ています。

　マネしたくなるようなネタがたくさんあって、
こっそりマネしては誰にも伝わらずちょっとションボリ
しています(笑)
夢はラーメンズの本講演を見に行くことと、好きな
芸人さんが関連するDVDやCD、本を全部集める
ことです！

　他の趣味になりますが、漫画もよく読んでいて、好きなのはバレー漫画の
『ハイキュー！！』や、読んでいてどんどん鬱になってくる『ぼくらの』。あとは
子供が読むのに話が重い『こどものおもちゃ』です。
それぞれ違った意味で泣けるのでオススメですよ！！
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