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各警戒レベルでの対処方法
”警戒レベルでの対処方法について”が社内規則に追加されました。

棚卸し
今年もこの時期がやってきました。今年は忙しいこともあり、作業中に時間を
作り一つ一つの部品を確認していくことは大変だと思います。

しかし、この棚卸しも今年一年皆さんが頑張っ
た成果だと思って下さい。日頃から 5S 活動を
頑張っている部署は、去年よりも一昨年よりも
棚卸し作業にかかる時間は削減できていると
思いますし、またそうでない部署は、5S 活動
が上手く機能していないことがわかる良い指
標だと思います。

会社にどれだけの在庫があり、今年一年どれだ
けの利益があったのかを調べるための棚卸し
ですが、皆さんの改善活動がどれだけ出来たか
もわかる棚卸しだと思います。大変ですが、よ
ろしくお願いします。

http://www.takada-bed.co.jp
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共済会収支

収入 出費 残高

374,290 円

111,000 円 485,290 円

90,000 円 395,290 円

※ 30,000 円 ( 香典 )・30,000 円 ( 香典 )
　 30,000 円 ( お見舞い金 )

社長からのひと言
年二回の賞与支給額は、6 ヶ月間の人事考課表合計点数で査定しています。夏
季賞与は、12 ～ 5 月、冬季賞与は、6 ～ 11 月になります。

毎月の考課結果も毎月掲示しているのですが、6 ヶ月間の賞与考課結果も年二
回の賞与支給時に掲示しています。毎月の考課結果は、皆さんの考課点数だけ
を記載しているだけですが、賞与考課結果は皆さんの賞与支給額の計算式 ( 基
本給×合計査定率 ) が分かるよう記載しています。

さらに、社内の考課順位も明確になりますので、皆さん
のモチベーションにもつながるよう考えています。順位
をつけることに悲観的な意見もありますが、皆さんが切
磋琢磨する環境が強い会社を維持するためにはとても重
要です。

考課合計点数により最高で基本給の 2.5 ～ 3 倍の賞与が
支給されます。日々の積み重ねが皆さんの成長へ変わり、
会社の業績を向上させます。次回賞与へ向けて頑張って
ください！

警戒レベル とるべき行動 会社（泉南市りんくう）に発表された場合 お住まいの地域に発表された場合

警戒レベル４以上 避難勧告・避難指示
発令された場合は本社より各部長及び課長・

次長に通達し全社員に帰宅の指示を出します。

発令された場合は、下記番号で

ご家族からご連絡を受け付けます。

警戒レベル とるべき行動 会社（泉南市りんくう）に発表された場合 お住まいの地域に発表された場合

警戒レベル５ 命を守るための最善の行動 休業とします。 避難所及び自宅待機

警戒レベル４ 避難勧告・避難指示 休業とします。 避難所及び自宅待機

日々の出荷量
毎日何件くらい出荷量があるのか気になったので、名鉄運輸様・西濃運輸様・佐
川急便様 3 社の 7 月の出荷量を調べてみました。20 日間の件数を調べたところ、
多い日で 215 件、少ない日で 137 件、平均が 174 件でした。

215 件出荷する中で、1 個口梱包の発送先もあれば、10 個口梱包の発送先もあ
りますので、第一製造部～第三製造部迄は、毎日たくさんの製品を製作している
ことになります。また第四製造部では、小さな製品から大きな製品まで毎日数え
きれない程、梱包していることになりますね。

因みに運送会社別出荷量は 6 割が名鉄運輸様、残りの 4 割で西濃運輸様と佐川
急便様の出荷になっています。

皆さん出荷量が少ないと感じましたか？それとも多いと感じましたか？
私自身 20 ～ 30 件程少ない出荷量だと思い込んでいたので結果を見た時、驚き
ました。

タブレット導入
現場にタブレットを導入することが決定
されました。

使い方等に慣れる迄は時間がかかってし
まうと思いますが、「図面・開発計画書・
製造工程検品書」をリアルタイムで閲覧・
記入できるようになり、導入後は今より
スムーズに作業できるようになります。

導入迄もう少しかかりますが、楽しみに
待っていてください。

また導入後、どのように作業効率に繋がっ
たのか第一製造部～第四製造部の課長さ
ん教えてくださいね。

6 月レクリエーション
日程訂正
先月、6 月のレクリエーションの日程
を“5 月／第四土曜日”に変更になり
ますとお伝えしましたが、年によって
は 5 週目の土曜日が最終土曜になる
ことがわかりましたので、“5 月／最
終土曜日”に訂正いたします。申し訳
ありません。

各部署、課長より朝礼でもお伝えして
いただいたと思いますが、日程の変更
をお願いいたします。

そして 5 月／最終土曜日、皆さん予
定を空けておいてください。よろしく
お願いします。

家族専用ダイヤル開設

現在登録されている代表番号は 18 時以降留守電に入ることにより緊急の連絡が取れないとご指摘をいただいておりまし
た。家族専用ダイヤルは、留守電に入ることもなく緊急連絡先としてご家族の皆様に使用していただくダイヤルとなっ
ております。現在登録されている代表番号から家族専用ダイヤルへご変更をお願いします。

【業務中】

【自宅待機中】

各警戒レベルでの対処方法について

会社から帰宅困難な場合は、避難場所若しくは開設避難場所へ移動を行います。

※開設避難場所＝緊急エリアメールに記載されている場所となります。



発行No.176 2019.07.30 発行

発行者（編集者：山口典子／制作者：奥村稔）

遅くまでお疲れさまです
繁忙期が過ぎ、本来なら閑散期なので落ち着いているはずですが、有難いことにたくさん受注を頂いていますので、製造
部の方は毎日遅くまで作業をしてくれています。お疲れさまです m(__)m

有給休暇消化計画表の開始もかなり遅れ、先月より再開しました。有給休暇を取得された日は、リフレッシュしてください。
そして出勤した日は、元気良く・ケガ無く業務に励んでください。

また販売部の方は、少しでも製造部が業務し易くなるよう、極力日々の業務に間違い、不具合が発生しないよう注意して
業務を行っていきましょう !!

ISO 外部審査
高田ベッドは、ISO9001 と ISO14001 を認証取得しています。その ISO
の審査は、毎年行われていますが、今年は 3 年に一度の更新審査となります。

去年行われた定期審査は、全部署を 2 日間に分けて審査するのですが、今
回の更新審査は、4 日間で全部署を入念にチェックしていきます。

審査では、ISO9001・14001 のルールに基づいて当社がどのように仕事を
しているのかを確認していただけます。そして、それに対しての評価をい
ただけ、改善項目があれば期限内に改善活動し、報告していきます。

それに合格すれば、更新できるという仕組みとなっています。審査中は事
務所・各現場へ監査員がまわると思いますが、かしこまらずにいつもの皆
さんで対応して下さい。

9 月レクリエーション参加費用について
今年は“よしもと新喜劇”の席を確保する為、早めに出欠をとりました。
ご家族の方もたくさん参加していただきます。楽しみですね☆

総務部よりお盆休み明けに、皆さんに明記していただきましたご家族の
出欠表を再配布し、集金をしたいと考えております。

内容に変更がないか等確認していただき、総務部宛に出欠表とお金を持
参ください。よろしくお願いします。

プレミアムボディマット・モデル撮影
先日、プレミアムボディマットの有料モデル撮影を行いました。モデルさんを探すところから始まり、1 ヶ月程かけて準
備を進めました。撮影当日、専属のカメラマンさんとアシスタントさん、スタイリストさん 2 名とモデルさんにきていた
だき、それぞれ準備に入った瞬間“プロの顔”に変身され、手際よく準備していただきました。

撮影に慣れていない総務部長と私で、「こんな風に、あんな風に撮影して欲しい」とたくさん要望を伝え、何度も撮影し
ていただいた中で、モデルさんもスタイリストさんも「こんな感じはどうですか？」と意見を出してくれましたので、助
かりました。職種が違いますが、それぞれ専門の方のプロ意識を間近で見られ、ものすごく良い体験ができました。

撮影画像の出来上がりが楽しみです☆（山口）

お盆休み
10 連休もあった今年のゴールデンウィークは、皆さんどのように過ごしまし
たか？

もうすぐお盆休みに入ります。皆さんご存知だと思いますが、今年のお盆休み
は 9 連休になります。2016 年から始まった『山の日』が日曜日とのことで、
月曜日が振替休日になり、当社のお盆休みが 13 日から 16 日。それに前後の
土日が加わって、9 連休となります。

夏の長期休暇なので、海のレジャー・山のレジャー等出かける機会も増えると
思いますが、事故・ケガなど無いように、楽しく過ごしましょう。休み明け気
分転換された皆さんの顔を見るのが楽しみです。

またＣＭでよく目にしていると思いますが、今年の USJ( ユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパン ) は、『関西来場者 1 億人突破の、感謝の気持を込めて』と銘打ち、

『この夏、関西の皆さまへ感謝の気持ちを込めて、関西からの来場者 1 億人突
破を記念し、大人 1 名につきお子さま 1 名の入場が無料に！』というキャン
ペーンを 2019 年 7 月 2 日 ( 火 ) ～ 9 月 1 日 ( 日 ) まで実施しているようです。
機会があれば行ってみるのもいいですね～♪


