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感染をしない・感染をさせない・感染を広げない
8 月に入りました。この記事を書いています今日は 7/30（土）気温 35℃。暑いです！しっかり熱中症対策は出来ていますか？
ここにきてコロナ第 7 波が今までにない勢いで広がっています。連日過去最多の記録し、今回は行動制限の発出もなく、世界で新
規感染者数が第一位になってしまっています。身近でも多くの人が感染している状態は恐ろしいと考えるのか、普通と考えるのか
人それぞれ感覚が違うでしょうか。ウィズコロナといわれますが、陽性が確認されると 10 日間は外出制限の解除となりません。ま
た解除の要件も薬を服用せず風邪等症状がなくなって 72 時間(3 日間)経過していることとなっています。また濃厚接触者となった
場合は無症状でかつ 5 日間、抗原検査を行う場合は 3 日間となっています。
（7/25

大阪府基準）

現場においても陽性者や濃厚接触者になって出勤できなくなった方が急増しています。交代をお願いしすることも多くなり、皆さ
んにはご負担となっていることと思います。また急遽で交代の手配ができない場合も今後は発生することも否めません。何卒ご理
解のうえ、無理のない範囲でのご協力をよろしくお願いします。
このコロナ禍が早く収まることを祈るばかりですが、皆さんも感染対策をしっかり行い、緊張をもって毎日をお過ごしください。
マスク着用の徹底

ゴーグルやフェイスシールドの着用

手洗い、手指消毒の徹底

しゃべらない

作業中、休憩中、食事中は密にならない・黙食

濃厚接触者にさせない・ならない

※フェイスシールド、ゴーグルの着用については病院、介護施設、有料老人ホーム等医療、介護施設のすべての
作業場所で着用をお願いしています。但し、浴室や階段など極端に視界が悪く危険と判断できる箇所では外して
作業を行ってください。またフルフェイス型のフェイスシールドをハーフ型に変更することは可能な場合があり
ます。担当社員に相談下さい。※この着用は自分を守るため、家族を守るために重要な行為です
※熱中症対策として、屋外作業時など、人との接触がない場合はマスクやシールドを外して作業を行って頂いて
結構です。また館内では原則マスク、シールドを着用していただきますが、作業開始前に水分補給、途中の水分
補給時には人気のない場所へ移動してマスク、シールドをとって少し涼みながら水分補給を行ってください。喉
の渇きを感じていなくても相当汗で水分や塩分が体内から抜けています。こまめに水分、塩分の補給をお願いし
ます。無理は禁物です。
※前月号にも記載していますが、首などに保冷剤を巻いて仕事をしていただいて結構です。但しタオルの端はポ
ロシャツの中に直すなど、身だしなみにはくれぐれも注意しましょう。
濃厚接触者の定義
マスクなしで 1 メートル以内の距離で 15 分以上、新型コロナ感染者と対面していた場合
新型コロナ感染者と同居している場合
新型コロナ感染者のツバやくしゃみ、それらを含むものを浴びた場合
※マスクを着用し、シールドをしていた等の感染対策がとられていることで濃厚接触者には該当しません。

研修への取り組み みなさん多くのご意見ありがとうございました。


クラスターで 1 ヶ月ほど清掃出来なかったのですが、やっと清掃できるようになりキレイになって、職員さんに「待っていまし
た。セイキさん達のおかげです！」と言われたのがとても嬉しかったです。



他病院の病室に居て感じた事ですが、カートのトビラとか道具の取出し等、静けさの中で響いて気になりました。音が出るのは当
たり前ですがあわてずに落ち着いて作業をしたいと思いました。



先日の社内報での破損や事故発生状況、分かりやすく自分自身も再度確認をして事故の無いようやっていきたいと思います。



感染しない様に心掛け、いつも笑顔を忘れる事のない様に、又、スキルを高めて作業に取り組みたいです。
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暑くなって来ましてマスクをしての作業はしんどくなります。コロナクラスターになったらこんなに大変になると経験しました。
1 ヶ月で普通に作業が出来る様になってよかったです。



周りに注意しながら事故のないよう作業に取り組んでいます。いつもキレイに有難う。よく言われます皆さんに感謝しています。



精神科病棟清掃時ですが、セイキの服を見たら自動ドアが開くと分かっている患者さんがつけてきて来て自動ドアから出ようと
する事があるので以前にも増して気を配っています。清掃が終了する時は意気消沈してしまいます。（日曜日はスタッフが少ない
ので特に気をつけています）



仕事にきていればいろんな事が有りますが、私は自分の仕事をキチンとしていればいいと思います。これからも頑張りたいと思い
ます。



社内報にありました、身体機能計測で身体機能に対する意識を高めたいと思います。



病棟を担当していますが先日トイレ清掃をしている所を患者様にずっと眺められていました。「トイレいつもきれいにしてくれて
ありがとう！そのおかげで気持ち良く使わせてもらっているよ！」と言われました。「トイレ清掃をきれいにできるのは心が綺麗
な人なんだよ！」なかなか出来ることじゃないよといわれたので、「仕事ですから・・・」と言ったらそれでもなかなか出来ない
ことなんだよと強くおっしゃられたので今までやってきてよかったなと思いました。



社内報にもありましたが、私も清掃するにあたり見かけや体型はおばちゃんですが、「掃除のおばちゃん」ではなく清掃業として
プライドを持って対処・対応すべてにおいて業務出来る様心掛けています。気持ちの持ち方が大事だと思います。



私は気を付けて水分補給をしっかりします。



コロナ、熱中症にならないように気を付けていきたいです。



トイレの出入り、外来の方、手をハンカチで拭きながら出て来られます。私はその出入口に入る時は外来様その方々とぶつからな
い様とても気をつけています。これからも気をつけて清掃して行きたいと思います。



コロナが落ち着きつつ梅雨に入り、暑い日がやって来ます。今度は夏バテしない様に水分をプラスして今まで通り、マスク、手洗
い、体力に気をつけて頑張ります。



マスクとフェイスシールドで笑顔が伝えづらいですが、会釈や手を振る等で笑顔のかわりでがんばっています。「ありがとう」と
言う言葉を頂いた時は「ありがとうございます」とお返しの会釈です。（フェイスシールドはいつまで使用したらよいですか？夏
暑いです）コロナ感染者数を見ながらの判断になりますのでいつまでとは決められません。



元気なあいさつと丁寧な仕事を心掛けています。



お客様から苦情がある時はかならず話しを聞いてからスタッフに知らせるようにしています。あいさつを気にしながら作業をし
ています。いつも細かな連絡・報告を有難うございます。色んなお客様がご使用されるので、対応が難しいですが、お聞きしてス
タッフ様に報告し対応してもらってください。また、私たちの業務の中でのクレームや相談などは担当小野へお願いします。



早朝お客様が利用されているので、注意しながら作業するようにしています。



いつもと違うような気がすると感じた時は、放置せずコスパスタッフに報告するよう心がけています。



感染対策として、マスク・手洗い・うがい、今まで通り続けていこうと思います。



うがい・手洗いを励行する。マスクを着用する、お客様に感謝の言葉をかけられると嬉しい、いつもきれいにしていただいて有難
う。ご苦労様等・・・。



手洗い、マスクに気を付けています。あいさつをしています。



足元に気を付けています。



長年、仕事をして来たら作業に慣れが出てきてハッとする事があります。初心を忘れないで作業をしていきたいと思います。いつ
も作業有難うございます。工程の変更や清掃用具の変更などがあり、ばたばたとさせている部分もありますが、こんな時こそ全員
で足並みを揃え直す機会だと思っております。みんなで初心を忘れることなく、どの角度からも丁寧で品のある行動をしていきま
しょう。宜しくお願いします。



いつも心遣いありがとうございます。自己管理をしっかりとしてがんばりたいと思います。私の気持ちが届いている様でなんだか
嬉しいです。
（勘違いでしたら、すみません（笑）
）異常な暑さやコロナと例年まだまだ厳しい状況です。引き続き、感染予防を行
っていきましょう。いつも有難うございます。
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長い間、この仕事をさせて頂いています。今改めて思う事、初心を忘れてはいけないという事です。お疲れ様です。改めて『初心
忘れるべからず』を浮かべて頂き有難うございます。何事にもフレッシュさが必要です。今後も宜しくお願いします。



ひやりとした事と気を付けている事ですが、掃除機を使う時に周囲の様子とコードに十分注意をしているのですが、一度スタッフ
の方がつまづきそうになった時はひやりとしました。もっと気を付けないといけないと思いました。そろそろ勤務開始から 8 か
月となりますね。少し慣れて来た様に感じております。介護フロアでは、掃除機の変更を行いましたが、１階のカーペットはコー
ド付きタイプの掃除機を使用しています。タイミングにもよりますが、お客様には絶対にコードを跨がせない事を徹底していきま
しょう。また、コンセントの取る位置も再度確認し、現場に訪問した際は、一緒に安全か確認を行っていきますので宜しくお願い
します。初めての夏、頑張って乗り越えていきましょう。



これからの暑さに対し水分補給と熱中症に気を付けて作業していきます。水分補給は作業前から十分にお願いします。なんとか乗
り越えましょう。



朝、昼、密になるので気を付けています。控室内での人数制限、黙食、距離、対面にならないなど徹底をお願いします。



使う人が気持ちよく使えるように仕事しています。



私は掃除機のコードを綺麗に巻く事が下手で、すぐにグルグルになってしまいます。上手に巻く方法などあれば教えて欲しいで
す。コードの巻き方は、初めは誰しもが苦戦する業務の一部だと思います。清掃用具を大切に扱い、大切に保管する事は、とても
大切な事だと思います。コードは、掃除機本体の根元から巻いてください。コードが反発しない方向が必ずありますので、素直に
巻けばねじれません。また、現場に訪問の際に、伝授致します。



朝の挨拶の事で、最初は返事が無かったのですが、少しずつ会釈、挨拶をして下さるようになりました。（嬉しいです）しっかり
と挨拶を続けようと思います。



最初の頃、あいさつが返ってこなかった人が、あいさつをしてくれる様になり嬉しく思います。



お客様から、いつもきれいにしていただいてありがとうと言って下さいました。うれしくてこれからも頑張りたいと思いました。



ルールを守りミスのないよう作業をしたいと思います。



慣れて来ているせいか最近はテナント様が私に気付いてくださった時はテナント様（お客様）から挨拶してくださいます。すごく
嬉しいです。



清掃に使用するモップやダスターの正しい使い方が上手く行かない事がありましたが、上司や現場スタッフの方達に教えて頂き、
以前より使いやすくなりました。作業だけにならないよう、きれいになる清掃を心がけます。いつも有難うございます。急な対応
や細かな報告などすごく助けられています。今後も宜しくお願いします。



杉本さんの意味のある説明、わかりやすいです。サービスマニュアル、再度読んでいます。仕事をやりだして３か月楽しいです。
これからもよろしくお願い致します。担当社員を褒めて頂き、有難うございます。作業工程や手順は、全て意味を持っています。
分からない事は引き続き、社員になんでも相談して下さい。また、他の現場へ協力頂ける事へも感謝しております。これからも一
緒にお客様が満足して頂ける清掃、対応をしていきましょう。



５月の社内報を読みましたが、掃除機のコードには本当にヒヤッとします。入居者様の居室の掃除機の日はできるだけ御不在に入
る様にしていますが先日、コールマットにコードが引っ掛かってしまいました。入居者様は食堂にいらっしゃったので、スタッフ
さんが駆けつける事態にはなりませんでしたが、これからも一層気を付けなくてはいけないと思いました。



入居者様のお部屋に入った時、車イスから転倒されていたのですぐにスタッフの方に声をかけましたが、転倒してすぐだったみた
いで何事も無く、スタッフの方がお礼を言って下さって、入居者様がケガも無くほっとしました。正しい判断をして頂き、ありが
とうございます。ご入居者様の異常や転倒など発見した場合は、自分で対処をせずにすぐにナースコールを鳴らし、大きな声でス
タッフ様を呼ぶことが大切だと思います。今後も宜しくお願い致します。



居室の掃除機かけの時に、ベッドの下にお薬が落ちていました。吸い込む前に気付けて良かったです。対応有難うございます。ご
入居者様からすれば、大切なお薬だと思います。見つけ次第、スタッフさんへ報告を行ってください。宜しくお願いします。



慌てず、焦らず、丁寧かつ時間内に仕事が終わる様に協力しあい作業が進めるようお仕事に励みたいと思います。シーツ交換の進
み方やスタッフさんからの指示などで業務がスムーズでないときもあると思いますが、いつも対応して頂き、感謝しております。
有難うございます。
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いつも時間がなく、バタバタしています。走っている感じなので人にぶつかりそうでハッとする事があります。気を付けようと思
います。作業が詰まっているので、記述頂いた気持ちがよく理解できます。いつも全力勤務有難うございます。しかしながら、衝
突など危険な行動は避けなければいけません。エレベーターの乗り降り、曲がり角、居室などの出入口では、必ず落ち着いた動作
をお願い致します。



以前は、スタッフさんからセイキさんと呼ばれていましたが、最近では少人数ですが名前で呼ばれるようになりました。セイキさ
んと呼ばれて慣れていたのが、名前で呼ばれてえ！と思うのと、嬉しかったです。これからも、スタッフさんに信用され、頼って
貰える様にと思います。いつも有難うございます。お客様から信用・信頼を頂けており安心しています。引き続き、宜しくお願い
します。



与えられた工程通りに作業を行うだけではなく、『なぜ』この手順なのかを考慮していけばより効率的かつ的確に作業を進められ
る事に気づきました。また、自分の業務に集中するだけではなく、お客様が自分の作業範囲にいるかいないかを確認しながら防災
を未然に防ぐ意識を持ちながら仕事をしています。



体調管理をしっかりとして、怪我ない様にお仕事頑張って行こうと思います。笑顔で挨拶もしっかりとやって行こうと思います。



私は去る二月に思わぬ事に仕事中怪我をしてしまいました。会社の方には、早速労災手続きを取って頂き感謝致します。三週に及
ぶ休みで現場の皆さんにも負担を掛けた事と思います。また、心配して頂きありがたいと思いました。ありがとうございました。
これより先も、一層気を付けて仕事を頑張りたいと思います。



子供の体調不良で１０日程、お休みを頂いた時。周りのスタッフにとても助けられました。感謝しています。



体がまだ暑さに慣れていないので、熱中症にならない様に毎回水分補給をするように心掛けています。



暑い季節になってきたので体調を崩さないよう気を付けています。仕事中もこまめに水分補給をとるようにしています。



感染予防！体調管理！この２点に気を付けてがんばります。



今までもそうなのですが、仕事に対する心がけは勿論ですが、お客様に不快感を与えない為にマナーや身だしなみを心掛けていき
たいと思います。



慣れが一番あぶないと思います。



限られた時間内に、動く机、椅子、拭きながら並べるのに大変です。しかし、この頃は机を拭いてくれる事があり、とても有難い
です。



作業をしている時、忘れ物がないか気を付けています。整理整頓に気を付けています。



これから暑くなってくるので水分補給と十分な睡眠をとるように心かけようと思っています。まだ、コロナも収まっていないので
消毒をしっかりとしようと思います。



一番気に掛けている事は、鍵の掛け忘れでしょうか、過去に一度掛けたつもりが掛かってなかった事があり、それ以来ちょっと神
経質になっています。相方を組むコースの場合は、必ず相方にも確認をお願いしてもらっています。



笑顔であいさつ、とても周りを笑顔にします。しかし、その前に相手に聞こえる大きさのあいさつを実行して欲しいものです。



元気に仕事が出来ることに感謝しています。最近は、コロナの感染対策が入国規制、個人の行動、マスクの着用の見直しなど全て
緩和する方向で進んでいます。気が緩みがちですが、現実感染者数はあまり減ってはおらず、新しい株も見つかってまだまだ安心
出来ません。これからも油断せず、今まで通り感染対策を万全にして、毎日生活して行きたいと思います。



新型コロナウイルス感染対策としまして、手洗い。うがい、マスク、手指の消毒を徹底し、感染対策をして人との距離を取り、他
の人にも感染させない様に気を付けて作業したいと思います。



ひやりとした事、大便器に便、トイレットペーパーが残った状態で、これは流し忘れ？と思い水を流した所詰まっていたようで、
便器内一杯まで汚物が・・・あふれ出なくて良かったですが、流し忘れか詰まりか分からず、水を流しヒヤッとした一瞬でした。



衛生に簡単の二文字、不簡単な仕事ですね・・・。社内のルール守って、安全に丁寧で完成毎日工作。困るときマネージャーさん
支援してくれてありがとうございます。また、宜しくお願いいたします！



ゴミの仕分けが細かく判らない時など、先輩方に聞く事もありますが、親切に教えて頂き、大変感謝しています。



窓の洗浄など長時間同じ作業が続くときなど最後の方が雑にならない様に気を付けています。



今年は、通常授業となり、学生も多く登校されています。今まで以上に、大学内をきれいにするように心掛けて清掃をしています。
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今の仕事を始めてお陰様で一年が経った。働ける状況であることに感謝しながら、これからも続けていきたい。



私は自転車に乗っていて私の不注意にて怪我をしてしまい会社を休む事になり前川主任にも会社の方にも御迷惑おかけして大変
申し訳なく思っています。でもこれからは体が元気な限り仕事に頑張って行きたいと思います。これからも宜しく御願いします。



暑い季節になり、汗がたくさんでるようになり、階段でのつまずきをしだしているので、水分補給をして、つまづかないように気
を付けて昇り降りをしています。



今月から週 6 日の勤務になり、体力的に大丈夫かなと思っています。体調管理をしっかりして、のりきりたいと思います。



社内報で、破損や事故の発生が多い事を知りました。安全を最優先に仕事を進めて行きたいと思います。



老健が 1 月の始めから 5 月の末まで、2 階 3 階には入る事は出来ませんでした。もうすぐもうすぐと思いながら約半年長かったで
すね。5 月 30 日の初日には、スタッフお皆さんに、又今日からよろしくお願いしますと、挨拶するともう待っていました、セイ
キさんの有難みが良くわかりましたとか、色々感謝の言葉を言って頂いてうれしと思いました。



私の現場ではコロナ禍で 5 カ月間日常清掃が出来ませんでした。5 月 30 日に日常にもどるとスタッフさんから清掃がどんなに大
変だったか早くもどってきてほしかった、感謝しているとの言葉をいただき私の方こそ感謝でいっぱいです。



㈱セイキの一従業員として 6 年 2 ヶ月勤めさせていただいて感謝しています。遠く離れた現場でしたが社内報を通して一体感が
ありとても心強かったです。雇用先は代わりますが利他の心、感謝の気持ちを忘れずに前へ進んで行こうと思います。ありがとう
ございました。



青藍荘から仕事を撤退することになり、本当にびっくり。さみしい限りです。長い間お世話になりありがとうございました。
皆さんには突然のこと本当に申し訳ございませんでした。お客様にも大変申し訳なく思っています。お得様を自ら失うこと残念な
限りであり、断腸の思いでの決断でした。私もみなさんのおかげで多く助けられましたこと心から感謝申し上げます。



私もゴミ庫の鍵を首にかけたまま持ち場に戻ったことがありました。注意不足であったと反省しました。お掃除の仕事は始めてで
したが、奥が深く「セイキ」の仕事をさせて頂いてやりがいを感じております。ありがとうございました。



入社数か月は、清掃カートに積まれている道具、スプレー剤の名称、工程表の業務内容、時間割当も覚え切れず四苦八苦、失敗ば
かりの毎日でした。最近になりようやくゴミ箱周辺の汚れ、ハンドドライヤー、排水溝穴の耳垢状の汚れ、置忘れ傘の柄を揃えた
りする事を気付ける様になれました。誰にも初めての日があるという初心を忘れず努めて行きたいです。



働いて 1 年 8 ヶ月なりましたが、これからも初心を忘れずクレームが出ないように気をつけて作業していきます。



作業に時間がかかり焦って工程を抜かして思い出してまた戻ってしたりとより時間がかかってしまったり、モップ交換時に周囲
をしっかり確認せずしようとしたり安全に事故のないよう心掛けねばと反省ばかりです。日曜出勤も初めてひとりでする時に心
細さと緊張と不安で一杯でしたが、杉本さんが休みなのに朝早く様子を観に来て、ゆっくり焦らず事故のないようにと声掛けして
下さりありがたくほっとして作業を進めることができました。まだまだ頼り無いですが杉本さんや先輩方の支援、指導でなんとか
仕事をさせて頂きありがたく思っています。



ベトナム人の留学生の子が入ってきて、一緒に仕事をしていますが、言葉もまだ分からない状況で毎日一生懸命に働いている姿を
見ると、本当にすごいなぁと感じます。日本人よりも丁寧で真面目な部分があると思います。そんな留学生の子の姿を見て、私も
初心に返って自分の仕事姿は大丈夫か、周囲への配慮が出来ているか等、今一度気を引き締めて業務にあたりたいと思います。



手洗いマスク消毒をして毎日の作業で汚い所をキレイにする様に心掛けています。



今日、入居者の方から「いつもきれいにしていただいて本当に感謝しています」との言葉をいただきました。私達にとって何より
励ましの言葉です。この励ましの言葉をいつも胸に頑張っていきたいと思います。



引き続き感染対策と熱中症の予防に気を付けます。



年齢と共に体力が落ちていくだろうけど、歩く時は背筋を伸ばし前方を見て階段の上り下りでは慎重にとケガのない毎日を過ご
せるよう努めています。そして引き続きコロナ感染には充分注意していきたいと思います。



破損事故をおこしましたので、これから気をつけます。



数年働いていますが徐々に記憶力が落ちてきているので作業を中断しなければいけない時は自分自身のノートにメモをして清掃
モレのないように気をつけてこれからも頑張ります。



毎日笑顔であいさつを相手の方にも返していただき今日も 1 日がんばろうと思います。
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居室の清掃時、ゴミ箱に入っていたコップを誤って捨ててしまいました。ゴミ箱の中身を確認するのを忘れてしまったのが原因で
す。すぐ担当者へ報告し、即対応して下さいました。今後の対策として、ゴミ庫へゴミを持って行く時間帯、ゴミ回収時は中身を
確認することを、他の従業員にも徹底し、二度と同じミスのないよう気をつけます。



床を清掃する時にダスターをかけたあと、汚れた場所はアルカリ水をモップにふくませてからきれいに拭くようにしたいと思い
ます。



クレベリンが発売された時から自宅で使用していますが、効果については？マークでした。案の定、消費者庁から指摘をうけてお
り、製薬会社は法廷で争っていましたが、結局違反を認めました。部屋に置いておくだけでウィルスや菌が除去されるなら世界中
で使用されるでしょうし、ノーベル賞ものですよね。



備品を揃える時は自分で数をよみながら復唱しています。



雨の日にダスターが滑りにくくて、廊下で『バタン』と大きな音をたててしまい、居室の方に『何や』と怒られてしまいました。
クロスを 2 枚重ねにすると多少滑りが良くなることを発見し、以来大きな音をたてることは少なくなりました。小さな工夫でミ
スを減らすことが出来たと思います。ダスタークロスを 2 枚重ねにするのは良いアイデアだと思います。他の現場にも役立つ情
報をありがとうございます。



マスク生活の為、入居者様や職員（施設）の方との挨拶の時や返答の時などは、笑顔でするようにしています。目元しか見えない
ので特に気を付けています。



今迄にない程の部屋数の増加で毎日がギリギリの忙しさで困っていますが、こんな時こそ事故が起きやすいので、落ち着いて素早
く丁寧且つ余裕を持って作業を行いたいものです。毎日ありがとうございます。くれぐれも無理のないように気を付けて作業を行
ってください。いつでも何でも相談してください。



ジメジメした季節がやってきて、マスクとフェイスシールドでの作業は、息苦しさを感じる時も多くて辛さが増しています。これ
から気温も高くなってくるので、より体調管理に気をつけたいと思います。



社内報に目を通す時、自分の作業を見直そうと思わされる記事が多く大変参考になります。注意を払っての作業を心掛けていきた
いです。



社内報にある労災事故（転倒や自転車通勤での事故など）、どれを取っても自分に当てはまる事例だなと考えさせられました。こ
の仕事に就いて 7 年が過ぎ、始めた頃よりも明らかに体力や判断力が鈍っている事を自覚し、過信しないよう気を付けたいと思
います。



以前から腰痛はあったのですが、5 月頃から悪化して仕事に支障が出てしまい、皆さんに迷惑を掛けてしまう事が申し訳なく悩ん
でいました。そんな時、休めるように皆さんでシフトを考えてくれて、本当に感謝しています。辞めずにまだまだ皆さんと働きた
いです。



デイクリーニングに伺うお部屋が増えています。シフトの変更で少しは対応しやすい様にして頂きましたが、1 部屋増える度に 2
人で 30 分の作業時間を作り出す為に工程の見直しが必要になっています。通常の作業に使える時間が、どんどん削られてしんど
い毎日が続いています。工程を見直して、皆さんが納得して作業出来る環境を作れるように努力致します。



最近デイクリーニングの件数がとても増えました。元々は週 2 日 4 件程でそれに合った工程を組んでいましたが、1 件増えるたび
に 1 時間（30 分×2 人）分の工程を調整しながらやっています。今は週に 10 件あります。デイクリーニング以外の清掃は「綺麗
にする」というよりは「時間内に終わらせる」という思いでやっています。これから夏になり体力の消耗も今まで以上にひどくな
り、集中力もなくなってしまうと思います。9 時前から作業を始めたりなどの努力はしていますが、もうこれ以上は削る所があり
ません。『綺麗にする』という気持ちを大切にしてもらえるように、増員を含めて、工程表の見直し等、出来る限りの改善策を早
急に考えて対応させていただきます。



デイクリーニングの件数が以前よりも増え、だんだん暑い日が多くなる中、体調を整える事の大切さを実感しています。私個人的
には、食事や睡眠時間でその日の体調が違ってくる様に感じます。体調に気をつけながら、少しでもお客様に喜んでいただける仕
事ができる様に、この時季をのりきりたいと思います。



一般居室へデイクリーニングに行くのですが、1 人のお客様に毎週拒否されます。
「今日はいいわ」
「私は自分でそうじできるから
いらないよ」と毎週お断りされますが、説得させていただきお掃除させていただきが、本当に嫌がられます。やりとりに時間が掛
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かることもあり、お掃除を充分に出来ないこともあります。特定契約にお掃除が入っているので、お客様の本当にしてほしくない
ことも無理にしなければならないことに、申し訳なさと不満を覚えました。心苦しい思いをさせて申し訳ございません。施設に現
在の状況を説明して、早急に改善される様に努めます。それまでは今暫くご辛抱願います。


感染をしないように自分も手洗いと消毒を心掛けています。



これからは熱中症になりやすいので、十分に気をつけて水分補給をしていきたいと思います。



いつも社内報を見て、今回はあまりにも事故の多さに少しビックリ。私も長年勤務してきましたが、一度もそういった事が無いの
で、やはり日頃の仕事での注意力が大切かと思います。この間、長年受付事務に勤務されていた方が退職され、毎日の掃除に感謝
されとても嬉しかったです。



これからも今以上に頑張って行きたいと思います。



廊下のリフォーム工事後の汚れや黒いしみ等、汚れが取れない所を今回の定期清掃で汚れも落としてもらって嬉しかったです。



これから暑い日が続くので、水分を取って熱中症に気をつけて仕事を頑張りたいと思います。



水分を十分に取って、この夏のりこえられますかね？がんばります。



今から（6 月頃）梅雨のシーズンです。通勤時にはカッパ等を着て、足もとなど滑らないよう気をつけて作業します。



気を付けているのは、やはりカギを無くさない事。ポーチの中を隅々までホコリを取る事。一日の内で自分に出来る事を一つ一つ
片付けていく事



こんかい、たいちょうくずして、やすみもらったから、みんなに、めいわくかけました。
しごともどったら、がんばります。よろしくおねがいします。



これからの季節暑くなり疲れ易くなりますが、こまめな水分補給と作業中の事故がないよう周りに気を配りながら頑張っていき
たいと思います。



暑くなってきたので、体調管理に気を付けて、落ち着いて作業を行い、頑張っていこうと思います。



ゴミカートを持っていると中々エレベーターに乗れない事は日々で慣れてはいますが、ある時その姿を見ておられたリハビリの
女性スタッフの方から、とても優しいお声をかけていただき、カートも押して下さって、すごくうれしくあたたかい気持ちにな
り、めげずに頑張ろう！と心から感謝しました。



入社して半年がたち、各コースにもなれ、仕事内容もおぼえたつもりだったけど週間作業とか、思いちがいや忘れていたり・・・
笑顔の社内報で「近所のおばちゃんが掃除に来ていると思われたくない」との活字を目にして、もう一度背筋を伸ばして頑張ろう
と思います。



時々、病棟スタッフさんより、嬉しい言葉や心温まる言葉を頂いたりします。この様な言葉を頂けるのも、皆がいつも明るく元気
よく清掃業務に取り組んでいるからだと思います。これから暑い日が続きますが元気よく頑張って働きたいと思います。



これからの季節暑さと湿度のたたかいですが、一緒に働いている、みなさんと頑張っていきたいと思います。



研修コーナー、トイレの神様はいます☆を見させて戴いて、今一度自分の清掃を見直し、☆トイレに神様がいて戴けるよう☆毎日
努力を続けていきます。暑い日々ですが、マスク、メガネ、手洗い、消毒、うがいを心がけていきます。きっと神様はいます。



セイキに入って、2 年８カ月まだまだ新人のつもりで、がんばっていきたいと思います。



２年間のコロナ禍の中、大阪も緑点滅灯に変わりましたが、気を緩める事なく、今迄通り（マスク）（人との会話）（距離を置く）
など十分に注意しながら、仕事に励みたいと思います。最近、虫も活発になりクモの巣も多く見られます。細部まで清掃を心がけ
たいと思います。



笑顔の社内報で（４/１０）のトイレの清掃（特集？）がわかりやすく、毎日の清掃の時思い出しながら確認しながらさせて頂い
ています。写真の大きくわかりやすい説明で今迄してきたことの再確認も出来て大変ありがたかったです。



最近たて続けに針のついた注射器、血液の付着した感染性廃棄物が落下しているのをモップがけ中に３回発見しました。いずれも
病院スタッフの方に処理いていただき、ことなきを得ましたが、危険はすぐそばにあるのだと再確認し、気を引き締めて仕事する
ことを心がけています。



退社されたヘルパーさんから、いつもピカピカにしてとても仕事がしやすかったです、でも体だけは気を付けてね 無理しないで
ね、と言葉をかけていただきました 嬉しかったです 笑顔と挨拶でガンバリます
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シフトの関係で毎日同じ場所ではない為、毎日、新しい目で見る様にしています。視点を変えると、きたない場所も少しずつ違う
ので見つけてきれいにしたいと思います。



これからも、今まで通り体に気を付けて事故のない用に頑張りたいと思います



階段の隅にたまっている細かい砂な小さな石など 目立たないですがいつも気をつけてそうじしています。下の階に行くほど毎回
ゴミはあるので そうじ機や小さなホウキ、チリトリを使用しゴミをとっています。又、デイサービスでヘアカットがあった翌日
の床そうじはほうきで細かい髪の毛をとってからバイリーンをして床にゴミを残さないようにしています。



昨年の 11 月に採用が決まり、仕事を始める前にとても細かい工程表や出勤表等、色々な説明を聞き、正直「私には無理…」と思
いました。慣れるまで大変でしたが毎日続けて行く事でそれまでの不安は一切なくなりました。それと同事に必要性が理解出来ま
した。初めて仕事を教えて頂いた方ややさしい先輩方のお陰で今では楽しく仕事をさせて頂いています。



コロナ禍の中暑さが続き、2 枚マスクでの掃除は非常に厳しいです。熱中症対策で、こまめに水分補給は心がけていますが、辛い
です。政府もマスクの見直しをしています。私は汗かきですので目に汗がよく入り先日炎症をおこしましたのでゴーグルはやめて
います。マスクも１枚マスクでは駄目でしょうか？マスクは 1 枚で良いですよ。ゴーグルも外周時は要りません。室内清掃時も人
がいらっしゃらない時間帯は付けなくて大丈夫です。但し、人と接する時間帯はゴーグルも着用お願いします。自分自身がコロナ
感染していると思い（症状が無くても感染している場合も有りますので）相手に移さない、又、自分自身を守る事を考え着用よろ
しくお願いします。



３階の食堂が汚れていてなかなか汚れが取れません。１階の自動ドアガラスが汚れています。



以前利用者さんに「洗面がきれいやと気持ちいいなぁ」と言われた事があります。いつもキレイにしている場所なので嬉しく思い
ました。改めて気持ちよく使って頂ける様にしなければと気付かされました。応援に来ていただいている方々いつもありがとうご
ざいます。



入居者の方に感謝していただいたことがうれしかったです。



作業手順の見直しがありました。間違えないように、確認しながら、作業したいと思います。



入社して 7 ヶ月が過ぎました。作業手順を教えてもらっても、訳わからず、同じ事を何回も聞いたり、体力的にも、続けられるか
不安でしたが、親切、丁寧な指導で、頑張れました。清掃が汚いと言われないようクレームのない作業が出来るよう心掛けたいと
思います。いつも丁寧な清掃ありがとうございます。初めての夏ですね。汗をかくと思った以上に体力を奪われます。のどがかわ
く前、仕事途中、仕事終わり、こまめな水分補給で夏を乗り切って下さいね（少しの塩分も大事ですよ）



ブラシを無くしました。西野さんに報告し代わりを頂きましたが、今後この様な事がないように、作業毎に用具を確認致します。



コロナウイルス感染症は、毎日人数の発表を見ていますがまだまだなくなりません。これからも感染対策をしっかり守って行こう
と思います。



新しい鏡拭き用のクロスは繊維も残らずスッキリ仕上げられてとても助かっています！ありがとうございます。



今年の夏は昨年に比べ疲れやすい様に感じるので、体調管理に務めます。運動前後の水分、ミネラル補給・質の良い睡眠・バラン
スの取れた食事・癒しの時間（趣味など）で夏を乗り切ってね。



これからの季節、自身の体調管理、身だしなみにも今まで以上に意識し一日の作業を終えたいと思います。



5/6（金）と 5/9（月）に、森ノ宮病院で社員研修が行われました。各現場からの社員・主任さん達が集まり、色々と議論が交わさ
れ、初めての参加となる私にとっては、大変有意義な 1 日となりました。又、機会があれば計画してほしいです。



長年勤められていたパートさんが辞められ、欠員状態ですが、他現場から二人応援に来て下さっていて、とても助かっています。
これからはパートさんの高齢化も進み、けがや病気などで、急に休まれたり、辞められたりが多くなってくると思います。新しい
パートさんが入れば、パートさんが行き来出来る様に、各現場担当者と話し合って進めて行きたいです。



作業工程をしっかり守る



長期の使用でちり取りのごみ受け入り口のゴムの部分に摩耗や破損がありぎざぎざになっていてごみの掃き入れがスッといきま
せんでした。責任者の方に対応をお願いしましたら翌日には新しい部品と取り換えていただきました。その日からごみも一回の掃
き入れでスッとちり取りのポケットに入り清掃がスムーズに進み清掃意欲がさらに高まりました。すぐに手立てをしていただき
ましたことに感謝しています。責任者という心身ともにご多忙の中にありながら、私ごときの申し出を優先的に対応していただき

株式会社セイキ

第 225 号
2022/7/10

とてもうれしく感じました。


【自分が気を付けていること】挨拶は必ずするようにしています。
（返してくれない方もいますが）
【感謝したい事】こちらで働け
ることです。
（こんな私を雇っていただいてありがとうございます）



4 回目コロナワクチン接種ありがとうございます。安心してお仕事ができます。



先日部屋の清掃中、部屋の患者さんから「おう、久しぶり」と声をかけられ有難う御座いますと返答しつつ、これからも作業で頑
張らなくてはと少し嬉しくなりました。



分らないことはすぐに相談に行っています。密にならないように体に気を付け頑張っていきたいと思います



いつもお世話になっております。近日作業工程が変わるとの事。大変楽しみにいています。主任、有難うございました。感謝して
います。



以前の青モップは汚れが取れやすかったけど今使っているバイリーンモップは 1 回 1 回アルカリイオン水を噴きかけなければな
らないので手間がかかっています。たしかに汚れは以前のモップのほうが取れていましたが、ダスターがけとモップ拭きの 2 ス
テップの為時間がかかっていました、今使用しているバイリーンは 1 ステップのため時間は短縮しています。濡らしすぎによる
転倒事故防止のため毎回適量の噴霧での使用をよろしくお願いします。



お陰様で 1 年過ぎさせて頂き毎日楽しく仕事をさせていただいています。皆さんの「お疲れ様」が心地いいです。汗して働く姿を
見て私も頑張ろうと思います。ありがとうございます。



4 階介助浴室の清掃業務のある月、火、木、金について 15：00～18：00 の勤務人数が 2 名の場合があります。日によって違いま
すが、忙しい時もあり少々ストレスが溜まります。特に 17：00 以降の退出清掃の依頼が有る時も有り、その様な場合はかなり忙
しいので、例えば退出清掃の締め切り時間を提案できれば良いと思うのですが無理ですよね？退出清掃の対応時間の変更は契約
内容の変更になりますのですぐに変更できるものではありませんが、新工程に変わったときにその負担がなるべく少なくなるよ
うに変えていますので変更後また意見を頂きたいと思います。



これから仕事の工程が変わり、皆さんが協力し合い作業時間内で丁寧な仕事が出来るように頑張っていきたいと思いますので、パ
ートさん達へきちっとした御指導をよろしくお願いします。



森之宮病院で働かせて頂き 5 年になりますが、初めて廊下のワックス掛けをしてくれてとってもきれいになりました。有難うご
ざいます。出来れば年に一度してくれると嬉しいです。廊下のワックス掛けは今後 8 か月に 1 回のペースで実施予定です。



患者さんから「明日退院なんです、ありがとうございました」と言われた時は、自分も嬉しくなります。



現場の仕事もこれまでのいろいろな仕事の仕方が見直されて改善されています。これまで以上にきれいに丁寧にを心がけて患者
様が気持ちよくすごされる様に頑張ります。



廊下の角を曲がる際に人とぶつからない様に通ることを毎回気を付ける。パートさんにも見かけたらその都度安全な方法を教え
ていきます。



今回社員の川原さんと仕事をすることがありました。作業の手順、作業の速さなど色々勉強する事が多かったです。ありがとうご
ざいました。



洗面清掃の時歯ブラシの先だけが折れて奥に詰まってしまって取れなくなってしまい病院の営繕の方に取っていただきました。
大変ご迷惑をお掛けし申し訳なかったです。二度とこんな事がないように気を付けたいと思います。



入院の為、しばらくお休みさせてもらいました。休みの間皆様にフォローして頂き本当にありがとうございました。お陰様で治癒
に専念出来、無事に回復に向かっております。会社のこのような体制に感謝しています。



コロナ第 6 波からマスクの上にフェイスシールドをして作業しています。フェイスシールドをすると少し見えにくいのでゴミや
汚れを見落とさない様に気を付けています。また熱がこもって暑いのでこれからの季節は気温も上がるので熱中症にならない様
に気を付けようと思っています。



だんだん暑くなってきてフェイスシールドや手袋２重がつらい季節になりました。すぐには無理でしょうが外せる目安があれば
教えて下さい。現在異常な感染拡大期間となっています。自分はもちろん、お客様、家族を守るため今しばらくご協力ください。



コロナ感染者数が徐々に少なくなってきました。作業場所によって対応が異なるのは仕方がないとは思いますがこれから本格的
夏に向けてマスク、フェイスシールド着用の緩和を考えて頂けると嬉しいです。
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フェイスシールドはいつまで付けているのでしょうか？真夏には取って作業したいです。コロナ感染者数が増加しています。フェ
イスシールドはご自身やご利用者様の感染予防の為、着用へのご理解よろしくお願いします。夏場に向けハーフタイプのフェイス
シールドやゴーグルも用意していますので使用して下さい。またこまめな水分補給をして熱中症にも十分に気を付けていきまし
ょう。暑い中、業務に励んでもらいありがとうございます。



暑い季節になると汗をどっさりかき、体力がとても必要になりますので日々の体調管理をしっかりしたいと思います。仕事に少し
ずつ慣れてきましたので今後は時間にゆとりを持って焦らないこと、又視野を広く持って行動することに気を付けていきたいと
思います。



工程表が少しきつめなので、見直して欲しいです。担当者へ具体的にご相談下さい。



弊社の従業員数は何名でしょうか？10 月から社会保険制度が改正され従業員数 101 人以上の企業、賃金 8.8 万円（年 106 万円以
上）週労働時間 20 時間以上等に勤務している人が対象となっていますが、5 月末現在で隔週、隔月がこれらの条件に該当するの
ですが社会保険に加入はしたくないので詳しく教えて欲しいです。6 月号、7 月号の「働き方マッチングやっています」の記事内
に記載していますが、わかりにくくて申し訳ありません。2022 年 10 月の法改正によるところで、会社規模で要件に該当しないた
め加入義務はありません。



毎日の作業慣れで注意力が低下していくので、社内報を読み返して基本ルールを確認して作業するように心掛けてきました。9 年
7 ヶ月ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。会社の考えに沿って業務を行ってきてくださった事、無理
な事も言ってきましたが、いろいろと協力して下さり感謝しかありません。その分残念な気持ちもありますが、長い間ありがとう
ございました。



この 1 年で応援に行く現場が増えました。万全な体調で仕事ができるように体調管理は重要だと感じました。例えば、腰痛や膝の
故障など起こさない様にストレッチや運動をすることが事故を防ぐことにつながると考えるようになりました。後はしっかり食
事を摂る事も大切だと感じます。



①自分が気を付けている事は去年の 10 月 1 日から 24 時間営業になったのでお客様にあいさつをする事とめいわくにならない様
に掃除をする事です。②うれしかった事は朝のお客様にいつもきれいに掃除をしてくれてありがとうと言ってもらえた事です。



日々忙しく余裕がない中でもいつも入居者様のありがとうの言葉に励まされています。



1 年が過ぎ慣れた頃ですので、ミスが出ない様に気を付けて作業を行う。



最近入居者様からありがとう、ご苦労様と声を掛けられていただきます。マスクとフェイスシールドで暑くて大変ですが、頑張れ
そうな気がします。私の中では報告・連絡・相談心がけていますが、スタッフさんやフロントさんとはなかなかスムーズに行かな
いように思います。報連相の心がけありがとうございます。お気づきのことがありましたらどんどん担当社員や本社までご連絡下
さい。



普段ちゃんとスポンジなど擦っているつもりでしたが、注意深く目線を変えて見ると汚れが取り切れていないところを発見（男子
トイレ）一度で取りきれなかったので他のメンバーにも伝えて何とか汚れは薄くなりました。時間に追われるのでつい急いで雑に
なりがちですが、これからは気持ちを新たに細部までていねいにやっていこうと思いました。メンバーとも意識を共有しました。



これから暑くなりますので熱中症にならない用に水分をしっかりとり、手洗いアルコール消毒します。



雨のシーズになり、転倒防止を心掛けています。拭き作業は今まで以上に気を付けて、手に触れる所は丁寧に拭いています。湿気
が多く暑くなってマスク着用も大変ですが、コロナと熱中症に気を付けて頑張りたいと思います。



介護エリアではお客様の様子を見ながら作業するので思うようにはかどらない事もあります。作業の多い 4 階は時間がかかるの
で周りをよく見て落ち着いて動くよう気を付けています。



入社して 8 カ月になります。全く初めてのお仕事で 4 コース工程を覚えることが出来るか本当に大変で私に務まるかどうかと不
安な日々でした。でもスタッフの皆さんに助けてもらい励ましてもらいながら何とか少しずつ仕事の流れが理解できるようにな
り今に至ります。今年の 1 月に体調を崩して休む事となり皆さんに迷惑をかけてしまったのですが会社の方、スタッフの皆さん
がやさしく対応して下さり本当に感謝しております。ありがとうございました。まだまだ初心者ですので日々勉強です。常に落ち
着いて丁寧にキレイにそして笑顔で、を心掛け頑張っていきたいと思います。



新型コロナウイルスの新規感染者数も減少していますが、インバウンド復活でまた人々の動きが活発になりつつあり感染対策は
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まだまだ気を抜かずしっかり行うようにしています。コロナ禍、ウクライナ侵攻と急速な円安の影響で色々と厳しい状況ではあり
ますが、今後も体調管理に気を付けて丁寧な仕事でお客様に喜んで頂けるように頑張りたいと思います。


いつもきれいに清掃していただきありがとうございます。と言われホッとしています。これからも感染に気を付けて頑張ります。



入社して 5 年以上過ぎました。作業にも慣れてきて無意識にしていまっているので気の緩みのないようにしっかり確認して事故
のないようにしたいです。



平成 29 年にこのお仕事について満 5 年が経ちました。健康で働けることが体にもとてもいいです。リズム正しい生活ができ働け
る事が一番です。



チームワークを大切にすることを心がけています。利他の心、いつもありがとうございます。



お客様からの笑顔の「ありがとう」の一言がうれしかったです。その一言に尽きますね。ありがとうございます。



こちらは仕事で掃除をしていてもお客様からありがとうと言われていい仕事についたと思います。そう思って頂けて私もとても
うれしいです。これからもよろしくお願いします。



今の慣れ親しんだ職場に復帰出来て嬉しく良かったです。仕事も三ヶ月が経ち、体も慣れてきて、これからも仕事を頑張りたいと
思います。
「やっぱりセイキがいいね」とお客様に思っていただけ 1 年越しに戻って来たお客様、そしてセイキスタッフとして戻
って来て頂けた事にこころから感謝しています。



「報連相」と書いた用紙をロッカーに貼りませんか。文字大き目でお願いします。「報・連・相」の三文字を張るとインパクトは
ありますが、報連相についてわかりやすく書いたものを掲示するようにします。



浴室清掃中、カートが廊下側に動いて通行人にあたりそうになりました。ヒヤリハットでびっくりさせてしまいました。「いつも
きれいにありがとう」いわれます、有難いです。報連相の範疇がもう一つわかりません。上記で対応しますが、報連相すべきか否
か、お客様へ直接言うのか、担当者へ真っ先に連絡するのか、色々なパターンがあると思いますので、迷った場合も報連相です。
また話させてもらいます。



コロナも少し落ち着いてきて一安心ですが、油断することなくこれからもマスク・手洗い気を付けていきます。リモートの機器が
テーブルの上にあり、足元にはコード等が散らかっている状態で落とさない様に気を付けて作業をしています。雨の時期、しずく
が廊下や室内に入らない様に気を付けています。



仕事場での破損事故に気を付け、朝のおはようを欠かさず仕事をしていきたいと思います。これから暑い日が来ると思うとゾッと
します。マスクもいつとれるかわかりませんが、この夏を乗り越え頑張ります。



先日応接室の壁掛けリモコンを落として、ﾌﾀの部分が壊れてしまいました。換気扇と照明のスイッチを拭くときに当ててしまった
ようです。直ぐ現場の事務所へリモコンを持って報告と謝罪に行きました。「カバーは元々一部が壊れていたし、使用するのに支
障がないのでいいですよ。」とおっしゃって頂けましたが、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。社内報にお客様のものを大切に
扱う事、作業動作に気を付けて丁寧に仕事をするように書いてあったのに、注意が足りなかったと反省しています。セイキの担当
者さんにも連絡しました。あとで謝罪に行ってくださったと聞き、「本当にいつもすいません」と謝るばかりです。破損してしま
った事は気にしないでください。直ぐにお客様に報告と謝罪を行って頂き、私にも連絡を頂き、対応がスムーズに行えてよかった
です。「お客様からはいつもきれいに掃除して頂きありがとうございます」とお褒めの言葉まで頂きました。いつも誠実勤勉にお
仕事してくれているおかげと思っています。ありがとうございます。

皆さん。今回も多くのご意見、感謝、ご提案等々ありがとうございました。私たちの仕事は決して簡単なものではありません。単に清掃をして
きれいにする、やっておけばいい、自分の仕事だけをしておけばいいという業務は一切ありません。私たちの目指すものは私たちに関わる
すべての人が笑顔で幸せ、関われてよかったと思って頂けるサービスを提供することが使命です。「利他の心」、「感謝の気持ち」。皆さんが
行うすべての行為が、すべて皆さんに戻ってきます。「ありがとう」この言葉を多く発し、多く集まってくることが私たちの誇りです。皆さんいつ
も本当にありがとうございます。（田中）
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働き方マッチング やっています！
皆さん、いまの勤務や収入で満足頂いていますか？
お勤めいただいた当初はお子さんのことや家庭の事情で、今の時間帯や収入でご希望されお勤めいただいたと思いますが、月日が
たち生活環境が変わってきている方もいらっしゃるのではないでしょうか。また年齢ともに体力面に不安とか、余暇を増やしたいと
か、定期清掃をやってみたい、収入を増やしたい、社会保険に入りたい等、働き方に対する考えも変わってきていませんか。セイキ
には多くの清掃現場があり色々な働き方を持っています。すべての希望に沿うことができるとも限りませんが是非一度ご相談下さ
い。
相談窓口は本社奥田まで。フリーダイヤル 0120-029-688。お待ちしています。
※法律の改正により 2022 年 10 月から社会保険加入条件が変更されますが、現在弊社は会社規模で加入条件に該当せず、週 20 時間以
上、月収 8.8 万以上の労働者であっても、加入することができません。加入するには週 30 時間以上の勤務が必要となります。

私たちが大切にしていること（基本ルール）
・
笑顔で挨拶を行います。はじめは照れ臭いかもしれません。でもその笑顔のあいさつが周りを笑顔にします。また今日も健康で仕事が出来ること何事に
も感謝の念をもって取り組んでください。たくさん「ありがとうございます」を発信していきましょう。
・
分からないこと、困ったこと、不安な事、うれしかったこと。何でも結構です。すぐに報告・連絡・相談をお願いします。
・
悪口、影口など自分がいやなことは、ほかの人もいやです。どんな時も相手の立場に立って、言動や行動をして下さい。
・
破損事故が発生しています。何事にも丁寧な仕事をお願いします。ナガラ作業や片手で物を動かしたりして落下させていることが多いです。周りを見て落
ち着いて両手を添えて物を動かしましょう。
・
骨折や時には命にかかわるような重大な労災事故が発生しています。不安定な台の上、いすなどに乗って作業は絶対にしてはいけません。仕事は地面に
足がついた状態でしかしてはいけません。また重たいもの、自分では危険で無理と感じたときにはすぐに連絡ください。
・
お客様から預かった鍵は、あなたを信用して貸していただいた大切なカギです。絶対に無くさないまた安易に扱わないでください。
・
重大な針刺し事故が発生しています。ごみの中には何が入っているかわかりません。絶対にゴミ箱、ゴミ袋の中に手をいれてはいけません。またごみ袋を
抱えてはいけません。
・
ゴミ箱の近くにおいてあった、ごみ箱の上にのせてあったものをごみと捨ててしまい、後
からごみではなかったことが発覚したことがあります。ゴミ箱に入っていないもの、またお
かしいなと感じたときは捨てないでください。
・

第 40 期 8 月度 勤続感謝賞
10 年目

辻さん

3 年目

濵田さん

あなたの健康と安全の責任者はあなたです。健康であることが一番初めの仕事です。健康で
事故のない生活を徹底してください。また感染予防で一番大切なことは石鹸と流水による手
洗い、うがいです。徹底をお願いします。
本社フリーダイヤル 0120-029-688

多年にわたりご協力いただき感謝申し
上げます。
これからもよろしくお願い致します。
代表取締役 田中克人
お客様サービス部一同

