
大変良かった�
　18.75％�

良かった　68.75％�

ふつう�
12.5％�

大変良かった�
　18.75％�

良かった　68.75％�

ふつう�
12.5％�

よくなかった　0％�
無回答　0％�

１１．．
講講演演「「東東南南アアジジアアかからら見見たた日日本本、、
社社外外かからら見見たたパパンンテテツツクク」」をを

おお聞聞ききににななっってて

①講演を聴いてどのように感じましたか。

②講演に対する感想を聞かせてください。

�外国で長く生活していた人の話を聞く機会は
滅多にないので、そういう機会に出会うこと

ができてよかったと感じています。東南アジ

ア諸国の一部の方からは今でも第２次世界大

戦時の日本の責任をとわれることがあるのを

聞き、今後真の国際交流を進めていく上で何

を知っておかねばならないかという問題意識

を持つことができるようになりました。

�今後のASEAN産業経済の協力を促進する対
話の場を持つ目的でできたAMEICCである

が、さらにAPECやAMEICCを活用して、ア

ジア地域の市場障壁の低減を図り、ASEAN

地域の一体化を目指すべきである。そのため

には“日本への期待”（人・物・金・情報）を

実現してゆかなければならない。

�普段なじみのない政治・経済の話をしていた
だいて大変“ため”になった。東南アジアか

ら見た日本の印象が未だにあまり良くないと

言うのは少しショックでした。海外での仕事

はなかなかうまくいかないという話は他の先

輩からも聞いていました。リスクも吸収でき

る良い案件は簡単にはないとはおもいます

が、経済のグローバル化の流れに乗り遅れな

いように当社も海外進出をもっとしたほうが

良いとは思います。

�私自身海外へ出たことがないので海外生活の
体験談を聞くことができて良かったです。東

南アジアからみて日本がどのように見られて

いるのかということは、講演を聴いてよくわ

かりました。しかし、講演のタイトルにもあ

る「社外から見たパンテツク」と言う内容の

話があまりなかったのが残念です。

�・「東南アジアから見た日本、社外から見た
パンテツク」という題名にそった話はあま

りなかったように感じました。

・経験談が非常に興味深く、勉強になりまし

た。

・自分にはもっと苦労することが必要だと思

いました。

�大変申し訳ありませんが評価をふつうとさせ
ていただきます。理由としてひとつは難しか

ったということです。しかし、講師が東南ア

ジア各国をまわられて貴重な体験をされたの

は理解できましたし、現地でのエピソードな

ど大変興味深いお話もありました。ASEAN

の説明など手元にレジメがあれば理解しやす

かったと思います。

Ⅲ．アンケートのまとめ

アンケートのまとめ
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大変興味がある�
　　25％�

興味がある　37.5％�

ふつう　31.25％�

無回答�
6.25％� 大変興味がある�

　　25％�

興味がある　37.5％�

ふつう　31.25％�

あまり興味はない　0％�

無回答�
6.25％�

�「東南アジアから見た日本、社外から見たパ
ンテツク」の講演を聴いて大変勉強になった

と思います。いくつかよくわからないところ

もありましたがまた機会があればこのような

講演を聞きたいと思います。

�講師が一貫して述べられていたことは講演の
題目のとおり「東南アジアから見た日本」と

「日本から見た東南アジア」は視点が全く異

なるということであった思う。私は学生時代

にアジアの方々と交流する機会が多かったの

ですが講師の言うとおり仲が良くなるにつれ

て過去の歴史に対する感想を話すことが多く

なったように記憶しています。そのたびに自

国の歴史に対する認識の甘さ・薄さが露呈さ

れ、やはり日本の中にいては気づかない「海

外の視点に立った日本」を学習していく必要

性を感じていました。

�ASEANに関するご説明を受けましたが具体
的なイメージが湧かなかった部分もありまし

た。どちらかというと講師の海外体験をもっ

と聞きたかったです。あと、表題にあった「社

外から見たパンテツク」にはふれられてなか

ったように思うのですが。

�東南アジアの人々の日本に対する意識につい
て第２次世界大戦のイメージが残っていてあ

まり良い印象でないというのが心に残りまし

た。

�アジアの国々の中で日本がどのような存在と
してとらえられているかという話題は常にマ

スコミでもよく取り上げられていますが、実

際に現地の状況を肌で感じていらした方はや

はり説得力がありました。また、公私両面で

大きな転機をむかえられた当時のエピソード

もとても参考になりました。

�先輩社員の経験談だけに勉強になった。いろ
いろな問題に立ち向かう講師のお話はこれか

らの自分にも重なりうることでありそのとき

の参考にしたい。海外情勢についてもう少し

知識を持たねばと感じた。

�ASEANの駐在大使ということでタイに赴任

が決まった先輩のお話ということで非常に興

味深く聴かせていただきました。中でも一番

印象に残っているのは、東南アジア各国の日

本に対する目は厳しいということでした。欧

米諸国も歴史を考えると植民地支配をしてき

た中で厳しい見方をされていないとのことか

ら外交の違いを考えASEANとの結びつきを

強くしていかなければならないと感じた。

�社外に出られて業務とは異なる場で、仕事を
されてきた体験談や東南アジアの人々から見

た日本の印象について大変興味深く聴かせて

いただきました。私自身も東南アジア諸国と

の関わりということについて頭の隅に置いて

おきたいと思いました。

�これからの日本、そしてパンテツクがどうい
う風に進んでいかなければならないかなどが

よくわかり良かったです。

�パンテツクの存在の大きさを感じました。

２２．．
パパンンテテツツククユユニニオオンンがが行行っってていいるる
モモンンゴゴルルととのの交交流流ににつついいてて

おお聞聞かかせせくくだだささいい

①モンゴルとの交流についてどのように感じま

したか。

Ⅲ．アンケートのまとめ

― 12 ―



②モンゴルとの交流に対する感想を聞かせてく

ださい。

�ボランティアとしての役割は当然なのですが
それ以上の価値が交流ではないかと感じまし

た。他の国の生活にふれることは自分を成長

させてくれるだろうと思うので機会があれば

モンゴルへ行ってみたいと思います。

�労働組合は日本最大のNPOだと思います。
昨年、就職活動中に東南アジアに学校をつく

る取り組みやバリアフリーのツアーの取り組

みなど社会的な活動を労働組合として積極的

に行っている企業があると聞きました。こう

した取り組みには組合員の自発的な参加（ボ

ランティア）が大変多いとのことでした。地

域や社会全体に対する取り組みを積極的に行

うことが組合活性化につながるのではないで

しょうか。

�マンホールチルドレンの存在はニュースやい
ろいろなテレビ番組で見て知っていました。

特定の子を対象に直接支援する方法は成果が

わかりやすいとても良い方法だと思います。

しかし、マンホールチルドレンを無くすには

モンゴルの社会を変えなければいけないと思

いました。多分、民間交流を続けて実績を積

んでいくことで政治的な力を生む原動力にな

ると思うしそうなってほしいと思います。

�パンテツクユニオンという組織がどういった
活動をしているのかわからなかったが今回話

を聞いて少しわかりました。モンゴルとの交

流に対してもとてもすばらしい活動をしてい

ると思います。私もスライドを見て一度モン

ゴルに行ってみたいと思いました。今後もこ

のようなすばらしい活動については継続して

いってほしいと思います。

�・内容には非常に興味深く協力できることが
あれば是非させていただきたいと強く感じ

ました。しかし、なぜモンゴルに対してボ

ランティア活動をしているのかが終始よく

わかりませんでした。

・何を目的にしているのかを明確にしてもら

いたいと思いました。

・最初にちらっとふれたように感じましたが

活動の内容のインパクトが強すぎて印象に

残りませんでした。

・播磨製作所の方々が積極的に参加している

ことに感動しました。

�パワーポイントで写真を一枚一枚みせていた
だき、笑いを含めたクイズ形式のスピーチは

よかったと思います。モンゴルへは今年学生

時代の友人が海外青年協力隊としていってお

ります。マンホールチルドレンの他国の事情

については無知であったので良い勉強になっ

たと思います。フリーマーケットで支援物資

を現金にかえて現地で図書などを購入し、贈

呈する方法は大変良いアイデアだと感じまし

た。

�モンゴルとの交流については大変興味があり
ました。外国と交流を持つと言うことはとて

もいいことだと思うのでまたいろいろな話を

聞きたいと思います。

�日本人が外国へ行き、その地元の方々の親切
心や温かさを肌で感じることはとても重要な

ことだと思う。親切心・温かさは今の日本で

は外国に比べると欠如しており、そのことに

我々は気がついていない。当然、外国から日

本にこられている方は、そういった親切心が

薄いと思われる。我々はこのような交流を経

験することで日本に来る外国の方の気持ちを

理解し、国際交流の上手な国になって世界を

引っ張って行かなければならないと思う。

�異文化と接することや異文化圏に住む人々と
交流することは人間の幅を広めるという意味

ですばらしいことだと思います。社員一人一

人がもっとこの企画に興味を持って活動すれ

ば盛り上がるんじゃないかと思いました。

�ただ単純にモンゴルとの交流に参加している
のではなく、「どのようにして多くのマンホ

ールチルドレンを支援していくのか」、また、

「社内から自ら支援物資を送る」など自発的
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に考えながら参画していて大変良い活動だと

感じました。

�交流に参加された方達と現地の方達の笑顔の
写真を見て、やはり、ボランティア活動とい

うものは（打算的な意味合いではなく）良い

結果として奉仕した側にも返ってくるのだな

あ、と感じました。私は「困っている人々の

ために身を犠牲にしてがんばる」という考え

方はおこがましいと思っています。「自分が

やりたいからやる。その結果が人々の役に立

てるなら本当にうれしい」という意識をもっ

て自分のできることからボランティア活動に

参加したいと思いました。

�最初は何の目的でモンゴルとの交流をパンテ
ツクユニオンがやっているのかわからなかっ

た。ボランティアというイメージより交流と

いう感じで良い雰囲気がした。

�環境問題を取り扱う当社においてこのように
海外との交流を持つことは大変有意義なこと

であると感じました。世界のどのようなとこ

ろでどのような問題があるのかを肌で感じる

ことができ自分自身の視野を広めるといった

観点でも非常に重要だと思いました。また、

このようなことを通して当社は社会に貢献し

ているのだ、と実感しました。

�社外的にもこのような援助活動をしていくと
いうことについては大変すばらしいことだと

思いました。ただ、いろいろな立場の方がお

られると思うので活動内容を伝えて多くの方

の理解を得ていくというのは大変なことでは

ないかと感じました。

�行ってみたいとはあまり思わなかったけども
モンゴルとの交流でやっているボランティア

などはとても興味があり、いいことだと思う

しすごいと思いました。

�実際にモンゴルにも行って交流していろいろ
支援物資などをしているのを知って、びっく

りしました。自分も高校の時にいらないグロ

ーブやユニフォームやスパイクを野球部全員

で集めてモンゴルに送ったことがあったので

モンゴル人のつらさっていうか日本ほど恵ま

れていないのがよく分かった。

３３．．
みみななささんん自自身身ののここととににつついいてて

おお聞聞かかせせくくだだささいい

①入社して２ヶ月が過ぎましたが現在の率直な

感想を聞かせてください。

�まだそんなに重要な仕事をしていないと思う
のですが、少しずつ会社のシステムを理解し

てきていると思います。そして会社の年齢構

成からくる弊害も見えてきたような気がしま

す。少し動きが遅いような気がします。メー

カーなので理系出身者の社員が多いのは仕方

ないのですがもう少し営業部門に文系社員を

配属してもいいと思います。

�配属された頃には右も左もわからず、与えら
れた課題を全くこなすことができずに大変悩

み苦しみましたが仕事の流れがわかりだした

今では、諸先輩方の的確な指導もあり、与え

られる課題を楽しくこなしています。

�理系で採用されたのに業務がきわめて事務的
な内容で正直戸惑っています。しかし、簡単

な内容であればどんどん現場や業者さんへの

連絡をしたり、実際のオーダーに係わる仕事

であり練習ではなく本番なので、緊張してい

ながらも充実した毎日を過ごしています。た

だし、同期がどんどん現場に出ているのに私

はなかなか行ける現場が少なくて当社の製品

をほとんど知らない状態です。技術的に同期

から遅れないか不安です。

�最近になってやっと社会人であるという自覚
が生まれてきました。私自身は自分の力が存

分に発揮できる部に配属されたと思っていま

すので早く仕事に慣れ少しでも早く会社の戦

Ⅲ．アンケートのまとめ
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力になりたいと思っています。

�会社の印象：実態をいろいろな方から聞くと
「お先真っ暗」という印象をもってしまいま

す。

配属された部署の印象：みなさん家族のよう

に仲が良くまとまっていると感じました。こ

れぞ一丸という雰囲気です。イメージしてい

た雰囲気とは違い毎日が楽しいです。

�はじめの２週間はビジネスマナーを、残りの
１ヶ月は配属先で研修を受けました。具体的

な担当はまだ決まっておらず、各部署で研修

を受けています。毎日、新しいことを学べる

ことや、興味のある水処理に関係する仕事が

できることなどいまは楽しいです。ただし、

今の研修が終われば責任を持って仕事に取り

組まなくてはならないことを忘れずにがんば

っていきたいです。

�入社してまだまだわからないことがたくさん
あり、戸惑うことがありますがだいぶ慣れて

きたと思います。仕事を早くおぼえるように

これからもがんばっていきたいと思います。

�１．思ったより会社が厳しい状況におかれてい
て不安である。

２．先に聞いていた社会のドロドロした部分は

感じない。

３．パンテツクは思ったよりいい会社だと感じ

た。

�本当に正直言うと、希望していなかった配属
でかなりへこみました。自分としては目標が

あってこの会社に入ったので、どうしていい

のかわからない部分が今でも少しあります。

ただ、何もわからない自分に対して丁寧に教

えてくださる先輩や今でも親身になって話を

聞いてくださる人事部の方など、事業部内で

も会社全体でも自分にとってためになる方が

たくさんいらっしゃるのでその人たちのお役

に立ちたいと思っています。とりあえずは早

く仕事をおぼえていきたいと思います。

�仕事に関してはわからないことが多く少しず
つおぼえていかなければならないと感じてい

ます。会社に関しては業績が厳しい中社内に

程良い緊張感があって、「なんとかしなけれ

ば」というのが伝わってきて悪くない雰囲気

だと思います。

�自分の要領の悪さやふがいなさを改めて痛感
しています。同じミスを繰り返してこれ以上

周りの方たちの足を引っ張ることのないよう

に、そして一日も早く自信を持って仕事をこ

なしていけるように良い意味での自己肯定感

を忘れずに努力していきたいです。

�客先での仕事には慣れ、知識もだいぶ増えた。
実設備を間近で見ることができるのでとても

勉強になる。本社にはあまり行っていないの

で、正直なところ自分のグループがどんなこ

とをやっているのかあまりわかっていない。

本社ではCADをいじっているだけであった。

少し窓際族気分を味わった気がする。自分自

身まだ学生気分が抜けていないと思われる。

�正直いえば、２ヶ月という期間が大変短く感
じました。学生の頃と違い時間という物が非

常に貴重なのだと、この２ヶ月間でわかりま

した。しかし、一日一日が充実しているなと

感じることができ、非常にうれしく思ってい

ます。

�いつの間にか過ぎていたというのが正直な印
象です。

�まだ入社して２ヶ月しかたっていないので全
部分かったわけじゃないけど少しづつどんな

感じかつかめてきたので、これからもこの調

子でがんばっていきたい。

�はじめはものすごく不安がありましたが、人
間関係が素晴らしくいい人ばかりで楽しいで

す。

②十年後の自分はどうありたいですか。

�自分から動いていって今の会社のしくみを変
えることができればいいと思います。そのた

めにもいろいろな知識を身につけて行きたい

と思います。将来は経営者側に少しでも成り
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たいです。

�正直１０年後なんて想像ができませんがとりあ
えずはお酒がおいしく飲める程度に健康で仕

事は自分が納得行くまでこなすことができ

て、家庭が円満であれば…。とにかく、いい

１０年後にするために１日１日がんばっていき

たいと思います。

�自信をもって仕事ができる様になりたい。そ
のためには職場で関係者と積極的な議論がで

きるようにたくさんの実績を積んでおきた

い。

�今、１０年後の自分はどうありたいですかと尋
ねられてもまだ入社してから短期間なのでは

っきりとした目標などは思い浮かびません。

とりあえず今は早く一人前の技術屋になるこ

とが目標です。そして、退職するまでには何

か１つヒット商品を設計したいと思います。

�その部署の長になりたい。
�せっかく今の部署に配属されたので、水処理
のプロに成りたいですね。やはり、私が考え

たことが仕事の結果として残せるような人材

に成長することが夢です。

�１０年後も楽しいこの職場で仕事をしてがんば
っていたいなと思います。ばりばり仕事をし

ているサラリーマンに成っていたいと思いま

す。

�語学力を身につける。第一に英語、そして世

界で一番人口の多い中国語を話せるようにな

る。そして海外で活躍する。

�自分の目標として、気持ちだけはいつまでも
若いままでいたいと思っています。どういう

状況にあっても、常に自分の気持ちだけは捨

てないように。それが１０年後も続いているこ

とを願います。

�今の意識を忘れずに、かつ、自分の実力を伸
ばし続けてゆければ、と思います。

�仕事の成果をきっちり出せるようになってい
るのはもちろんですが既存の決まりごとを見

直したり、新しい仕事の進め方を取り込んだ

りすることで私という人間がその場所で仕事

をしている（していた）という”証”をきっ

ちりと残せるような社員になりたいです。

�一部署にとどまらず転々といろんな仕事をし
て経験を増やしたい。

�今はまだわからないことが多すぎるため指示
されたことをただ実行するだけで精一杯で

す。しかし、自分自身の向上のためにもでき

るだけ早く仕事に慣れ、自分が行っている仕

事の改善点を見つけることができるようにな

る、そして、問題点を解決できるようになる

など、スキルアップしていきたいと思います。

そして、１０年後には自分で企画や運営をでき

るようになりたいです。

�信頼を持って仕事をまかされる人間になるこ
と。

�どんなことでもいいので自分がやるべき事を
ちゃんとして、誰にでも尊敬されるような大

きな人間になりたいと思っています。

�パンテツクの一人として貴重な存在と思われ
るようになりたいです。

③あなたにとって当社の良いところのばすべき

所はどのような点ですか。

�技術はよいものを持っていると思うので売上
げをいかに伸ばすかが課題だと思います。

２００１年度のB／S、P／Lを見る限り、売上げさ

Ⅲ．アンケートのまとめ
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えよければ何も問題無いと思います。不況を

理由にするのは簡単ですが現状を打破する力

がいると思います。

�入社して２ヶ月余り、配属されてからは１ヶ
月くらいですがどんどん仕事を任されている

点です。研修などで本を読んでいるだけでは

正直仕事をしたとは思えません。しかし、責

任ある仕事をどんどん任されることによっ

て”ヤリガイ”を感じることができます。

�一度納めた製品は何年経っても責任を持って
ケアする当社の姿勢はずっと貫いて行きたい

です。

�当社の伸ばすべき所はもっと商品のPR活動
を積極的に行うべきだと思います。営業ばか

りに任していてはいけないと思います。我々

技術屋もお客様が訪問されたときなどパンフ

レット、ビデオを用いてもっと商品のPRを

していくことが重要だと思います。

�良いところは活気があることで伸ばすべきと
ころは組織全体が一丸になることです。今は

一丸とはいえないと思います。

�入社して感じたことは自分の意見を述べる人
が多い会社だということです。このことは簡

単そうで難しいことであると思います。意見

を交換し、ディベートをすることによって良

い製品、良い会社ができると思います。自分

の意見を述べる、意思を伝えることを全社員

が行えばすばらしい会社になると思います。

�当社の良い所は職場がとても明るいというこ
とです。優しい方たちばかりなので毎日が楽

しく仕事ができるところがいいと思います。

�会社の雰囲気がよい。特に思いやりのある方
が多い。

�クラブ活動です。この規模の会社で全国にス
ポーツで名前が知られているのはすごいこと

だと思います。社員のリフレッシュの場とし

ても、是非もっとクラブ活動を盛り上げてほ

しいです。

�技研においてさまざまな研究がなされている
のでそれらを活かしていければ、と思います。

また、大きな会社と違って小回りのきく所を

活かせれば、と思います。

�業績の悪化や年齢構成のいびつさなど様々な
不安要素を抱えていますが逆にそれらの存在

が良い意味での危機感、緊張感のようなもの

を保たせているのではないかと思います。

�まだまだ始まったばかりですのでこれからみ
ていきたいと思います。

�自分のやりたいことの主張が一人一人できる
という点です。そして会社側もその努力をし

てくれるということを私の出身大学の大先輩

に教えていただきました。会社と個人との関

係が深いということは当社において非常に良

い点であり今後も伸ばしていくべきであると

思います。

�技術を大切にすること。クリーンであること。
�人間関係がとてもいいところだと思うのでそ
れはこれからも続いてほしいと思います。

�人間関係がすばらしいと感じた。

４４．．
パパンンテテツツククユユニニオオンンににつついいてて

おお聞聞かかせせくくだだささいい

①あなたが持っているパンテツクユニオンの印

象をお聞かせください。

�労働者側の主張をしっかりと言ってくれる頼
もしい組織だと思います。年数回のセミナー

を開いたり「パンテツクユニオン」と言う名

前などから親しみを感じます。また、労使交

渉だけでなくボランティアなどを行っている

点も好感を得ました。

�労働組合といえば「ストライキ」「賃上げ」「団
体交渉」など堅いイメージばかりでしたが、

パンテツクユニオンは押しつけがましいこと

は一切無くて自由な雰囲気でそれでいて守る
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べき権利や仲間との信頼はきっちり守るとい

うイメージです。

�堅いイメージの労働組合を想像したので少し
拍子抜けしました。セミナーとか参加しづら

いのかなと思っていたので今回のような雰囲

気なら大丈夫です。

�特にこれといった印象は持っていません。入
社して間もないですし、フレッシュセミナー

０２が開かれるまでどのような活動を行ってい

るのか知りませんでした。今後、私もパンテ

ツクユニオンの一員になったからには積極的

に参加していきたいと思います。

�労働組合という感じはあまりしませんでし
た。他には特に印象に残っていませんが委員

長のお話で印象が変わりました。従業員がよ

りやる気を出してがんばれる環境をつくろう

と相当の努力をされているのがよくわかりま

した。労働組合は私たちにとっては重要で、

なくてはならない存在であるという印象を持

ちました。

�労働組合といえばやはりメーデーやストライ
キという言葉がまず思い浮かびました。いろ

いろな説明を受けてパンテツクユニオンの印

象はかわったと思います。会社員として生き

てゆくためには欠かせない組織ですね。

�パンテツクユニオンは「労働組合」なんだと
いう印象が強かったです。まだよくわからな

いこともあるのでこれから理解していきたい

と思います。

�・堅苦しくなく前向きで明るい組織であると
思った。

・労働者の代表として発言力は強い方なのか

どうかよくわからない。

�特にありません。まだ組合員になって間もな
いので、これからわかってくるだろうと思い

ます。

�多くの人々が参加していて、様々な活動を行
っていて自分たちの実力をのばし、より充実

した生活を送ろうという意識があり、大変良

い印象です。

�入社前に抱いていた「労働組合」のイメージ
よりもずっと明るく親しみやすい組織だと感

じています。と同時にセミナーの内容にして

も日頃の情報発信のしかたにしても常にどの

ような姿が最も組合員に適しているか、妥協

することなく考え続ける厳しさをあわせもつ

組織という印象があります。

�大学のサークルっぽい感じで親しみやすい印
象を得た。労働組合というイメージがわかな

い。前日に私服でよいと聞いて驚いた。堅苦

しさが無くて良かった。

�フレッシュセミナーに参加する前まではどん
なことをしているのかあまりわかりませんで

した。私は会社というのは利益を上げるとい

うことが一番大切なことだと思うけれど地域

社会での貢献といった点での活躍も社会から

求められていると感じていました。パンテツ

クユニオンはその地域社会に対する貢献とい

ったところで大きな役割を持っている組織で

あると感じました。

�組織や活動内容についてこの前の説明でよく
理解できましたが実態として、どのような形

で動いておられるのかということがイメージ

できないのが現状です。今後、広報などを通

じて理解して行きたいと思っています。

�社員一人一人のためにがんばっている印象が
あります。

Ⅲ．アンケートのまとめ

― 18 ―



�フレッシュセミナーを受けたことによって楽
しそうにやっているなと思いました。

②パンテツクユニオンに期待することや、ご意

見、ご要望についてお聞かせください。

�当社は経営者層が高齢なので若い意見をより
多く主張していただくことを期待していま

す。何か役に立てればいいと思います。

�人間は一人では生きていけないと言うように
労働者も一人では何もできない、何もいえな

い、今、リストラ・倒産の嵐が吹く中で労働

組合の存在価値が高まっていると思う。しか

し、労働者全体が自分のことしか考えようと

しなくなったらもはや労働者は無力となるだ

ろう。労働者はバラバラになってはいけない。

お互いに助け合えば必ず光が見えてくると思

う。苦しくとも助け合える組織にしてほしい

と思う。

�不況で福利厚生が徐々に削られているようで
すが状況が良くなったときには早く復活して

もらえるようにがんばってください。

�コンセプトの三本柱、三つのホシ（要）、三
つの合い言葉を基にもっと充実した組織にし

ていってほしいと思います。

�パンテツクからでも事業部長や社長になれる
ような構造にしてほしい。親会社だから仕方

ないかもしれませんが神鋼の社員がパンテツ

クの重役をするというシステムに納得がいき

ません。国の機関と同じシステムとしか思え

ません。新しいパンテツクをつくってくださ

い！

�フレッシュセミナー０２を開催して頂いてどう
もありがとうございます。私は体調管理の不

足で何度も席をはずしてしまい、大変ご迷惑

をしたと思っています。パンテツクユニオン

は縁の下の力持ちだと思いました。

�モンゴルとの交流をもっと進めていってほし
いです

�会社の組織では表現しにくい”人間性”を発

揮できる試み（ボランティア）をこれからも

どんどんやっていくべきだと思う。

�厳しい景況の中、大変だとは思いますがとに
かく雇用の確保を優先してほしいです。人員

削減は業績の悪さを露呈すると共に社員の志

気も下げます。もっと良い会社にするために

働く組合員として、とにかく雇用の維持をお

願いいたします。

�今までと同様に、様々な活動をおこなって、
それに参加していければ、と思います。

�社内の他の部署の方や違う年代の方、他の事
業所の方との接点が今のところほとんどない

のでそういった方たちとの交流を深められる

機会をセミナーなどを通して得られたらな、

と思っています。

�久しぶりに同期が集まることができ、そうい
う場としてもいい会でした。懇親会では会社

についてのいろいろな質問ができて良かった

です。やはり、入社してみて、配属されて、

実際の仕事につくといろいろな疑問困惑不安

が出てくると思います。新入社員のそういっ

たメンタルケアがあればと思います。

�自分自身も会社の経営に参加していると考え
ることができるということは仕事をしていく

上で大きな満足感を得るための要素のひとつ

であると思います。その中でパンテツクユニ

オンの役割は大きく、コンセプトの三本柱の

ひとつでもある高い参加意識というものを今

後も大切に活動していただきたいと思いま

す。

�相互扶助の精神を第一により多くの方々の理
解が得られ、意見が反映されることを期待し

ます。

�もっと、もっと、パンテツクがいい会社にな
るようがんばっていってほしいです。

�特にありません。

以 上
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