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元号が平成から『令和』へと代わり、新たな時代の幕を開けた今年も残すところ数日となりました。

皆さんにとって今年はどのような 1年でしたでしょうか。

今回は、令和元年の備忘録として今年執り行った社内行事や出来事、世間のニュースをまとめました。

こうして 1年間を振り返ってみますと、今年は『人』に恵まれた年であったように思われます。

令和 2年となる来年は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催を控え、また、社内では設備の

大幅なリニューアルも計画しており、実り多き 1年となりそうです。
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※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラにあたりません。

12 月は『職場におけるハラスメント撲滅月間』( 提唱 : 厚生労働省 ) です。

そこで、今回号では『職場におけるパワーハラスメント』について取り上げます。

職場のハラスメントとはどういうものなのか理解を深め、みんなが気持ちよく働くことができる

職場環境の維持に努めましょう！！ 

① 暴行・傷害（身体的な攻撃）

② 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃）

③ 隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）

④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害（過大な要求）

⑤ 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること（過小な要求）

⑥ 私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）

① 発した言葉に相手を侮辱したり人間性・能力を否定する言葉はないか、怒鳴りつけたり

　 執拗な注意・指導で相手を追い詰めるような態度をとってないか

② 同僚たちのいる前で注意・叱責をしていないか

③ 精神的な苦痛を和らげるようなフォローを行っているか

12月は『職場におけるハラスメント撲滅月間』です。 
 ～ NO！ハラスメント！ ～

12月は『職場におけるハラスメント撲滅月間』です。 
 ～ NO！ハラスメント！ ～

職場におけるパワーハラスメント職場におけるパワーハラスメント

パワーハラスメントの類型パワーハラスメントの類型

再確認 !! 部下への注意・指導のポイント再確認 !! 部下への注意・指導のポイント

① 優越的な関係を背景とした
　◆上司だけではなく、同僚、部下からの言動もハラスメントとなり得ますので注意が必要です。

　　例えば、行為者が仕事をする上で必要な経験や知識を持ち、行為者の協力を得なければ仕事を円滑に行う

　　ことができない場合や、集団による行為で抵抗または拒絶することができない場合などが該当します。

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
　 ◆明らかに必要のない言動、不適当な言動及びそれらの行為が繰り返し行われることをいいます。

③ 就業環境を害すること

　◆下記の『パワーハラスメントの類型』に該当する行為を受けることによって身体的もしくは精神的な

　　苦痛を与えることをいいます。

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の 3つの要素をすべて満たすものとされます。

なお、職場におけるハラスメントの相談窓口は、管理部総務課です。

雇用形態を問わず全ての方からの相談を受け付けます。

また、相談者および行為者のプライバシーは保護いたしますので、ご安心下さい。



　

マスコットキャラクターのデザイン大募集！！マスコットキャラクターのデザイン大募集！！

おまちして
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す
！
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す
！

NO!NO!

『ながら運転』厳罰化！

　道路交通法が改正されました
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12 月 1日より改正道路交通法が施行されました。

今回の改正で特に注意していただきたいのは、『ながら運転』の厳罰化です。

ながら運転とは、主に携帯電話を持ちながら、通話をしながら、メールをしながら運転する

行為をいいます。

携帯電話の使用等（保持）で検挙された場合は、違反点数は 3 点、罰則は 6ヵ月以下の懲役また

は10万円以下の罰金、反則金は普通車1万8千円に引き上げられます。(現行より約3倍引き上げ)

交通の危険の場合（交通事故を起こした場合など）は、違反点数は6点、罰則は1年以下の懲役

または 30万円以下の罰金になります。

反則金を収めれば済む交通反則通告制度の適用外になり、直ちに刑事手続の対象になります。

私たちの生活に欠かせなくなったスマホですが、運転中の操作は絶対にダメです！！

交通事故被害者と遺族の気持ちを慮って、

今一度、初心に帰った運転を心掛けましょう。

NO!NO!

今一度、 ましょう。
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【 募集要項 】

『ゆるキャラ』のように会社のシンボルとなるキャラクター
◆応募点数に制限はありません。

◆応募者が制作した未公表の作品のみとします。

◆キャラクターは正面および斜め向きで全身を描いて下さい。

◆鉛筆書き、ラフデザインでの応募も可とします。

【 募集要項 】

『ゆるキャラ』のように会社のシンボルとなるキャラクター
◆応募点数に制限はありません。

◆応募者が制作した未公表の作品のみとします。

◆キャラクターは正面および斜め向きで全身を描いて下さい。

◆鉛筆書き、ラフデザインでの応募も可とします。

【 応募期限 】

2020 年 3 月 31 日 ( 火 ) まで

【 賞品 】

デザインが選ばれた方には賞品を差し上げます。

【 応募期限 】

2020 年 3 月 31 日 ( 火 ) まで

【 賞品 】

デザインが選ばれた方には賞品を差し上げます。

当社の魅力をＰＲする社内報用のオリジナルマスコットキャラクターのデザインを募集します！！

皆さんに愛されるキャラクターをお待ちしています！！



今回は、『財形貯蓄制度』についてご紹介させていただきます。

当社では、福利厚生の一つとして【東海ろうきん】の財形貯蓄制度を導入していますが、皆さんご存知でしたでしょうか ?

なお、財形貯蓄の種類については、以下の通りです。

私も実際に一般財形で貯金をしています。貯金といえば自分で銀行へ行ったりついつい忘れてしまったりとなんとなく

面倒だなと思う方もいらっしゃると思いますが、財形貯蓄制度は給与天引きなので毎月知らず知らずのうちに貯金出来

ます。貯めたお金の使い道も自由で大きなお金が必要な時、すぐに引き出せるのでとても気軽にコツコツと貯金を続ける

事が出来ています。貯金したいけどなかなか気が進まない方、特にオススメです！！

財形貯蓄は千円以上千円単位から毎月の金額を設定できます。

今回紹介した財形貯蓄やその他商品のパンフレットについては、食堂に専用ファイルがありますので是非ご覧ください。

本制度について、詳細が知りたい方は管理部総務課までお問い合わせください。

55歳未満の方が契約（1人1契約）を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除（天引）により、

会社を通じて積み立てていく持家取得を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置（※）があります。

※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄に係る利子等に対する非課税措置

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円（財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、

生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円）から生ずる利子等が非課税とされます。

55歳未満の方が契約（1人1契約）を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除（天引）により、

会社を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを

目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置（※）があります。

3年以上の期間にわたって、毎月又は夏季・年末のボーナス時期に賃金から

の控除（天引）により、会社を通じて積み立てていく目的を問わない使途

自由な貯蓄のことです。契約時の年齢制限はありません。複数の契約もでき

ます。

知って得する知って得する長坂情報長坂情報 知れば得する社内情報を改めて紹介するコーナーです。

【担当者のコメント】

◆ 財形貯蓄の種類

3年以上の期間にわたって、毎月又は夏季・年末のボーナス時

● 勤労者財産形成貯蓄（一般財形貯蓄）● 勤労者財産形成貯蓄（一般財形貯蓄）

● 勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）● 勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）

55歳未満の方が契約（1人1契約）を結んで5年以上の期間

● 勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）● 勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）

３ヶ月程度先までの会社及び関連の主な行事をお知らせします。

なお、都合により変更する場合がありますのでご注意下さい。

1．新年祭
   (出席：役員及び
　  リーダー以上の職制)

3．西の浜クリーンアップ活動
　 (亀の子隊へ参加を希望される方は
　  総務課までお問い合わせ下さい。)

1月8日(水) 10:00～10:30

1月中旬～下旬2．2020年度
    長坂カレンダー発行

1月度 01月19日(日) 10:00～11:00

2月度 02月16日(日) 10:00～11:00

長坂ふれあい広場 Vol.525



～ある編集者のつぶやき～

長坂ふれあい広場 Vol.52６

編 集 後 記

月日が経つのも早いもので、今年も残すところあと

数日となりました。

今年を振り返ってみますと、天皇陛下の御即位や

ラグビーワールドカップで日本代表がベスト８に

初進出するなどのおめでたい話題があった一方

で、台風19号の上陸によって各地で河川が氾濫

し、多くの方が家屋浸水の被害に遭われるご不幸

もあり、自然災害の怖さを改めて感じた1年でも

ありました。

私も幼い頃に床上浸水の被害に３回も遭っています

が、あっという間に水量が増し、逃げ場が無くなって

しまった当時の恐怖をいまだに鮮明に憶えています。

そのような過去もあってか、今では雨の降り方で

身の危険を察知することができる『特殊能力を保持

する者』となってしまいました。(普段は天気予報

があるので能力は使いませんが…。)

『備えあれば憂いなし』ということわざもあります

ように、今後起こり得る災害に対して事前の備え

をしっかりとしていきたいものですね。

『三河弁』とは愛知県三河地方で話されている方言で、

大きくは西三河と東三河に分かれます。名古屋弁と比べる

と知名度の低い三河弁ですが、かの有名な徳川家康も、

もしかしたら三河弁を使っていたかも！？

本コーナーでは当社がある西三河地方の方言をみなさんにご紹介します。

目指せっ！！三河弁マスター！！

西三河

Lesson4( 中級編 )『 ようけ 』【副詞】

『ようけあった柿がもうあーへん』

意　味

使用例

『 たくさん 』

 ( たくさんあった柿がもう無いよ )

『雨がようけ降って
 昨日は寝やーせん』
 ( 雨がたくさん降って昨日は寝れなかったよ )

撮影者 　　　　

　製造部 製造1課 

 　小林 美稀 さん

表紙写真(題名) 　　　　

　 『 三保松原と富士山 』

撮影場所  　　　　

　 静岡県 三保の松原

撮影時の一言エピソード

富士山に初雪が降ってすぐの時に撮影しました。　　　　　　　　　

そこから見える富士山と海岸の景色がとっても素敵で、

波の音が心地良くて暫くボーっとしていました。

中々行く機会のない所なので、新鮮でリフレッシュできました。

次回は冬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】2020年1月17日（金）まで 【提出先】総務課 大久保・松井まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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。

次回は、  　試作部 生産管理課　木藤 結未さん  よろしくお願いします。

私のオフメシは、豊明市にある、つけパンシチュー専門店の『恵比寿楽園テーブル』

です。

私が注文したシチューは半熟玉子やひき肉が入ったミートシチューでパンに

卵とシチューを絡めて食べると美味しかったです。つけパンシチューだけで

なく、YUKIYAMAというソフトクリームやタピオカドリンク、月によって内容

が変わる食べ放題もあります。

値段はランチで二千円程なので

少し高いかもしれませんが、お腹も

いっぱいになるし、とても美味しい

ので食べて損は無いと思います。

皆さんもぜひ行ってみて下さい。

試作部 生産管理課   酒井 博司  さん

次回は、   長坂社長  よろしくお願いします。

我が家のペットを紹介します。名前は『パルン』雄のワンコです。

『ウィペット』という犬種で体重は10kgほどの中型犬です。スリムな体型に長い

手足、この美しいフォルムに惚れました。足もめちゃくちゃ早く、最高速度は約

60kmで走ると言われています。

過去に自転車で並走した事がありますが、こっちは気合入れて走っているのにワンコ

はこっちをチラ見しながら余裕の走りでした。ちなみにその時の速度は37kmでした。

これ以上速度を出すと危険を伴うので諦めました。そんなやつがリビングを所狭し

と走り回っています。やんちゃな犬ですが無駄

吠えはほとんどしないのでその点では飼い

やすいのですが、しつけに関しては猟犬の本能

が強く出てしまうので他の犬種よりも大変かも

しれません。なので、只今しつけ教室に通って

いて、いずれはアジリティ競技に参加できる

くらいの良い信頼関係が築けたら良いなあと

日々特訓中です。


