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８月の標語

『常に労りの精神に心掛けよう』
（7/30日～8/3日）
『作業時 常に協力一致で行おう』
（9日～13日）
『他県ナンバーに注意しよう』
（13日～17日）
『夏バテ予防 睡眠時間は確実にとろう』 （20日～24日）
『始業点検・車両整備を確実に行おう』
（27日～31日）

今月の言葉
周りの木々は、夏の暑い
日射しにも関わらず、濃い
緑となり、ｷﾗｷﾗと輝いてい
ます。間伐をした後も、何
事もなかったように自然な
姿に復帰しています。
この月のはじめは、もの
すごい降水量であり、「命
を守る行動をしてください」
と何度も放送がある等、大
変な事態であり、その復
旧のため、岐環協の組合
員は班を組んで、支援活
動に努めています。
そうこうするうちに、気温
がどんどん上がり、
今月
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国内観測史上最高の
41.1℃の温度を埼玉県
熊谷市で記録しました。
各地でも同じようにどん
どん上がっています。こ
のように気候の変動が
大きいのは地球温暖化
のせいなのかなと思わ
れます。そうであるなら
ば、このような気候はこ
れからも起こり、我々も
慣れていかねばなりま
せん。また、気候に対
応していくことが仕事を
順調に進めていくため
に必要なことになろうか
と思われます。

くるみん委員会主催

生活習慣病予防勉強会（7/18）

昨今、若者による食生活が問題になっており、
今回食生活によって影響する健康状態につい
てを開催しました。現在、若者の昼食は炭水化
物のみやカップ麺等が多くなっています。その
為コレステロール値が高くなり肥満状態になっ
てしまう事も多いです。体重減量についても一
気に落とそうとすると反動があるとともに身体
にも多大な影響があります。その為1ヶ月に3％
を目安に体重を落としていく事が効果的です。
来月より健康診断が始まります。1ヶ月でも食
生活を意識して健康体を目指していきましょう。
ご参加有難うございました。

8月の予定
8/1(水)
大朝礼
8/4(土)
ひがしみの就職面接会
8/6(月)
東清通信編集委員会
8/9(木)
くるみん委員会
8/17(金) 岐阜県企業展
8/20(月)
安全衛生・事故防止委員会
8/23(木)終日～8/24(金)午前 ISO外部審査
8/25(土) ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
8/28(火)/30(木) ISO委員会
8/31(金)
緊急訓練（地震体験、煙体験）
※9/11(火) 法律勉強会
など

◎8月は、お子様方は夏休みです。夏祭り等
もあります。周囲に、また交通規制に気を付
けて、労働安全･交通安全で いきましょう◎
今月
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車両統括部主催 意見発表会（7/25）

今回も、テ－マを予め決めて各係、課、部の代
表者に発表をして頂きました。
ル－ル関係は、主に交通ル－ルを主体とした発表で
あり会社にて一番大事な「廃掃法」に関する発表がなか
った点は残念ではありました。
確かに交通ル－ル等も重要であるが、そんな中 幸い
にして日々のモラル、マナ－についての言葉が、また、
ル－ルがあるがゆえに、秩序等が守られて日々の業務
もうまく行く等の意見発表がされ良かったと総括します。
社員についても、質問の中で「自身の体験」からル－
ルはしっかり守るべきとの回答がありました。中には、メ
モを取っている社員も若干名では見受けられました。
意見発表会に参加した全社員が、会社組織人として
ル－ルの必要性、またモラルは守らねばならないと
認識されたことと理解します。
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特集:ISO
1.

第2回

２．ISOとは、
Plan→Do→Check→Act→Plan…を永続的
に繰り返し、どんどん良くする仕組みです。
（あくまでISOは手段であり、道具です！）

ISO実施の目的（前回の復習）

誰から見ても適正な仕事ぶりにするため
(1)「仕事の方法はこれで良い」と自信を持って仕事ができる。
(2)

法令順守・安全も

ひいては、社員の皆様・ご家族に安心して、また安定して生活を送っていただける。

※市の方から「東清`がISOに取組んでいることが大切」と、ISOを運用し続けることを求められています。

3.

東清株式会社

ISOシステム全体
・企業理念、方針、環境方針
・SWOT分析
・環境影響評価規定
・法令順守（法一覧表）

環境目標「環境管理計画」

Plan
計画
・不適合・是正処置
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ
（経営層による見直し）

Action
改善

環境ﾏﾆｭｱﾙ
（ISO14001
ｼｽﾃﾑ全体）
Check

Do
運用
枠組み

・日々の業務(手順書)
・教育訓練
・文書管理
・ｴｺ活動
・緊急事態･ﾄﾗﾌﾞﾙ
・運行順守

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
評価
・内部監査規定
・外部監査

○に囲まれたのは、「ISO規定」に定められたものです。
それらは、（具体的な内容や方法は変わっても）ずっと必要な事柄について定められています。
ただし、規定も、問題があればP⇒D⇒C⇒Aで、見直ししていきます（毎年6月見直し）。
また、日々の業務(手順書)も、 何かあればP⇒D⇒C⇒Aでより良くなるように見直ししていきます！
それによって、誰から見ても適正で、社員の皆さん自身も、より安全に、より安心して（自信を持っ
て）仕事をできるようにしていきます。何かあっても、委員やその人個人ではなく、仕組みとして、会
社および部署で改善していきましょう！
そして、その結果、社訓はもちろんのこと、企業理念や企業方針・環境方針の実現を目指します！
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社長の想い
日本は四季のある風光
明媚な良い国だと思う。
一方で、冬の豪雪、夏
の台風、そして人の一
生では体験できないｻｲ
ｸﾙの地震、更に集中豪
雨など大変な災害が起
きている。その意味で
けっして住み良い国で
はないかもしれない。こ
の国を良くするも悪くす
るも一重に住民である
我々にかかっています。
今回の豪雨について、

【7月の
出来事】

水が起こす災害の大き
さを感じられたことと思
います。この気候変動の
他に、今日本が直面して
いる水の問題があります。
世界の水企業が日本の
水を狙っている。それは
自治体が上水をやって
いたのが、民間に解放さ
れる方向で（今回の）法
律改正がなされようとし
ている。今まではｾｷｭﾘ
ﾃｨの問題が優先されて
いた。しかし、予算不足
で手が廻らなくなってし
まった。そこで、民間に。

(1) 2日(月) 大朝礼、新入社員本配属
(2) 5日(木) ISO エステム様コンサル
(3) 9日(月) ☆○○氏 入社☆

1 くるみん委員会（7/5）

社
内
の
動
き

業
界
の

動
き

－しかし、民間も手が
廻らない。そういった中、
大資本を持つﾌﾗﾝｽの
“ｳﾞｪｵﾘｱ”、 “ｽｴｽﾞ”、ｲ
ｷﾞﾘｽの“ﾃﾑｽﾞｳｫｰﾀｰ”
等の会社が入札に参
加し、落札するだろう。
落札した後、下水道も
管理するとしており、上
下水道の全てを管理す
る。すなわち、自社で勝
手に料金を決めること
ができる。よって、料金
もﾍﾟｲする額に設定する
こと等を行うであろう。
この結果、上水道･

（1）講習会について
～皆さん、ご参加･ｱﾝｹｰﾄの
ご記入、有難うございました～
（2）くるみん旅行は10/27㈯。
① ワイン工房を、飲酒しなく
ても愉しめるシャトレーゼ
にしました。
② 再度、出欠の意志を、
個別に確認させて頂きま
す。多くの皆さんで愉しく
旅行に行きましょう!!

下水道料金ともに
値上がりをすることに
なってゆくであろう。
これは時代の流れな
ので、止めることはで
きないかもしれない。だ
としたら、我が社がそ
の中に出て自らやるか、
他の会社と一緒にやる
かその流れをしっかり
見てゆく必要があると
思われます。今はこの
ように厳しい時代にさし
かかっていると思われ
ます。

（4）11日(水) 会社見学会
（5) 12日(木) 賞与支給
（6）28日(土) カウンセリング

2 安全衛生・
事故防止委員会（7/20）

3 役職者会議（7/27）

今回から検討事項に時間を
（1）熱中症防止：ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ参照 割いて、行う形となりました。
（2）全国労働安全週間（7/1～/7） 内容は各ﾐｰﾃｨﾝｸﾞで確認
下さい。これからも何かあれ
お蔭様で事故もなく、無事に
ば上司を通して上げて下さい。
終えることができました。今後
以下は周知事項の一部です。
も、蜂･蛇（蝮）等に注意して、
（1）交通事故後は速やかに
労災事故防止に努めること。
上司へ連絡･修繕依頼書
（3）事故を起こしてしまったら、
提出のこと。
ﾙｰﾙに基づいて、軽微な事故
（2）携帯電話に出る際は、助
でもすぐに上司に第一報を。
手に出てもらう、停まって
（4）労災事故のない会社を目指
から出る、ｲﾔﾎﾝﾏｲｸや
し、各係で【ＡＢＣ活動】を！
ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽを使用のこと。

資
格
試
験
の
お
知
ら
せ

◆浄化槽管理士試験
①受験日：10/28㈰
②申込期間 ：7/2㈪～8/8㈬
8/8㈬消印有効
※願書で各自申込下さい。

◆第二種電気工事士
①受験日：（筆記10/7㈰）
実技12/8㈯または12/9㈰
②申込期間 ：8/27㈪～9/12㈬
※筆記試験免除者が
対象の申込です。
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6月21日～7月20日集計結果
積極的に参加して下さり、
ありがとうございました!!

(「有難う」をもらった方のみ）

全
体

ありがとう大賞

汲取係

資源係

BEST１

今月の投稿より

施設管理課

感謝したいこと

・（施設管理課の皆さんへ）
皆の協力がなければ今月の業務を完遂する
ことができない状況でした。
皆さん、お疲れ様でした。
・（Ｓさん→Ｓさんへ）
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ引き上げ時
急な仕事になりましたが、手伝ってくれて
助かりました。その後、ﾒｰｶｰ対応となりました。

社長賞 （社長⇒○○へ）
△△の取扱いについて、
お客様へ、また社内への周知等、対応ありがと
う。

BEST2

BEST１

41
通
※以下、敬称略

浄化槽清掃係

他

BEST１

BEST１

幹部会より
・（豪雨時 緊急対応して下さった皆さんへ）
豪雨の中、（人によっては夜通し張り付いて）対応
してくれてました。本当にありがとうございました。
・（汲取係の皆さんへ）
□□の汲取り、土曜日にも有難うございます。
・（○○・○○へ）
道路使用許可に関する調査を行ってくれて
ありがとうございました。
・（総務課の皆さんへ）
組合の災害支援の皆さんが、快適に休めるように、
準備また応対下さってありがとうございます。
西日本豪雨に際し、関市･下呂市･海津町でも
大きな被害がありました。当社は下呂市の復旧
作業を行う飛騨支部の方の後方支援（休憩場
所や昼食等の提供）を担当しました。

【（2019年2月納車予定）ﾊﾟｯｶｰ車に載せる絵を募集しています（＾＾）／】
保育園・幼稚園～小学生の社員さんのお子様に書いて頂きたく、ご協力をお願いします。
①ﾃｰﾏ：「たのしいくらしはきれいなまちから」「おとうさんがんばって」
②提出方法：Ａ４サイズの任意の紙に、発色の良い画材（ｸﾚﾖﾝ･ｻｲﾝﾍﾟﾝ･絵具）で書いて下さい。
③期限：8月31日（金） ♪選ばれたお子様には記念の品をお贈りします♪

☆結婚記念日＆誕生日☆
おめでとうございます!!

（※既婚者の方は原則結婚記念日の時のみ掲載+ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄします。ご本人の申し出により「誕生日に」という方は誕生日の時のみ）
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