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社員総会　2021年

鶴見工場：〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 3丁目3番13号
此花工場：〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目3番55号

社長ご挨拶

HP

2021 年 1月 16 日（土）毎年恒例の社員総会を行いました。
社員の、社員による、社員のための総会ということで
企画から準備、当日の司会進行など
社内交流委員会が中心となり実施しました。
今年はコロナの影響もあり ZOOMでの開催となりましたが、
いつもと変わらず、笑いあり、まじめありな回となりました。
またビデオでひとりひとりの目標の発表もありとても楽しかったです。
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令和 3年 4月 1日
代表取締役　樋下　茂

絢

4名の新入社員が入社しました

SDGs へ取り組んでます
SDGs とは「持続可能な開発目標」の略称です。
SDGs は国連加盟 193 か国が 2016 年から
2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標
です。弊社では 11-6【2030 年までに、大気質、
自治体などによる廃棄物管理への特別な配慮など
を通じて、都市部の一人当たり環境影響を軽減す
る】を目標にしております。産業廃棄物は選別
処理をすることで、再商品、再資源化、燃料チッ
プなどの再生可能エネルギーへと生まれ変わり
ます。また収集運搬するトラックもエコアクショ
ン 21の基準に適合した、安全で、かつ環境にも配慮した運行管理を
行っています。

　

拝啓　陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
おかげさまで、弊社広報誌「J通信」も 50号の記念号となりました。ひとえにお客様をはじめ運営にご協力いただいております
皆様のおかげであり、感謝でしかございません。

さて、この十数年を振り返ると、様々な出来事がございました。10年前に起こった東日本大震災、最近では新型コロナウイルス
感染症が代表ニュースとしてあげられ、まったく予期できなかった事態だったと思います。今まだその解決策を模索しておりますが、
歴史を紐解けば、ウイルス感染症に関しても、これまで世界中でペスト、スペイン風邪など様々なウイルスと戦い、ワクチンなど
あらゆる対策を講じられた先達がおられます。「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」と、ドイツ帝国を樹立したビスマルクの
名言にあり、自分達が初めて経験することでも、過去には類似したことが起きて対処が記録されているかと思います。このデータ
をしっかりと活用すれば問題解決につなげることができるかもしれません。
弊社も次世代はデータをどう情報に変えていくかを求められている時代になると考え、「データドリブン」の取り組みを
始めました。例えば、リアルタイムでリサイクル率などを可視化し、皆様にすぐに情報提供を行うなど、少しでもお役に
立てるよう努めてまいります。出来上がり次第、公開させていただきたいと思います、乞うご期待という事で、
よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、このような状況ではありますが、皆様には健やかにお過ごしになられますようお祈りいたします。

経営者会報ブログ

産廃知恵袋 http://www.j-port.co.jp/blog/

https://j-port.keikai.topblog.jp/

社員優秀賞の

松岡さん

名前：田中 涼玖
趣味：サッカー、野球観戦

夢：遠藤保仁選手に会う

一言：

この一年迷惑かけまくると

思うので しごいてください！

名前：山崎 桃佳
趣味：カプセルトイ収集
夢：身内みんなにご飯を奢る
一言：無遅刻無欠席
目指して頑張ります

名前：津本 く美
趣味：韓ドラ鑑賞
夢：たくさん旅行する
一言：一生懸命頑張ります！

名前：高岡 峻士
趣味：youtube を見る
夢：高級時計の購入
一言：
1年目から活躍できる
ように頑張ります！

みなさん
このバッチを
付けてます！

知

おかげさまで！

HP

経営者

知恵袋

50
thanks

【環境まもり隊通信】は今号で第 50号を迎えました。記念すべき第 1号は、2009 年 10 月の発行でした。
当初は J通信という名前で、WORDで作成を行っていたそう。そんな【環境まもり隊通信】も今号で第 50号。
これからもとどまらずに邁進してまいります。

　50号記念特集

経



今 月 の 特 集

電子マニフェストの加入には、【Jwnet】を御検索ください。
弊社でもサポートしておりますので

ぜひ一度ご連絡ください。

「電子マニフェストしたいなと思うんですが、
お手続き方法はどのようにすれば

良いでしょうか。」

「木とプラ
分別したら安なるの？」

「予約してないんですが
今から持っていってもいいですか。」

お 客 様 の 声

LaLa clinic

50 号記念特集！

2 カ月に 1度、現地見学会を
もうけてますのでぜひご参加ください。。

「破砕機実際に
見せてもらって良かったです。」

「このマニフェスト印字サービスって
1枚 300 円？ 1枚 30 円なら書いてないやつ

と同じやし頼むわ」
毎回書くのが面倒なマニフェスト。

ジェイ・ポートでは印字サービスしております！

お 客 様 ト ピ ッ ク お客様トピック掲載の会社さん大募集！詳しくはご連絡ください！
FAX：06-6963-5338　/　E-mail：service@j-port.co.jp 

4100部
発　行

令和 3 年度 GW の予定 大阪鶴見廃棄物一括持込センター ：午前 7時～午後 7時
大阪此花廃棄物一括持込センター：午前 8時～午後 5時祝日は営業時間が短くなっております・・・・・・

通常
営業

混載でお持ちいただくよりも
お安くなります。　

■住所 ：大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第 4 ビル 2Ｆ

■☎：06-6225-8855

「いつも持って行ってるところが
今日休みで。そういえばジェイ・ポートさん

あいてるなと思ってきました。」

弊社は予約制ではございませんので
飛び込みでのご来店
大歓迎です。

ジェイ・ポートは日曜日以外
開いてます。

ぜひお越しください。

　
「おもてなしの精神」「効果を追求した技術」「安心価格」を軸に
美容医療を身近に感じて頂けるクリニックを目指しています。

クリーン ・ リフレを入り口と、 院内奥の通路、

それにスタッフルームの 3 箇所に設置し空間除菌を行っています

クリーン ・ リフレを入り口と、 院内奥の通路、

それにスタッフルームの 3 箇所に設置し空間除菌を行っています

鶴見

此花

鶴見

此花

5/4( 火 ) 5/5( 水 )

定休日

定休日

4/30( 金 )

5/8( 土 )

5/1( 土 )

平常通り

5/3( 月 )

平常通り

定休日

午後 5時まで

定休日

※コロナ感染症拡大防止のため、営業時間変更しております。

5/2( 日 )

平常通り

4/29( 木 )
午後 5時まで

定休日

午後 5時まで

午後 5時まで

5/6( 木 ) 5/7( 金 )

平常通り 平常通り

2021 年 4月　環境まもり隊通信　第50号発行

2019年 4月　
私、入社しました。（どうでもいい？）

2020年 4月

2019年 10月　
私、はじめての制作。（もっとどうでもいい？）

2019 年 5月
【平成】から【令和】へ

■営業時間　平日：11：00 ～ 20：00（木休み）
土日祝：10：00 ～ 19：00

LaLa　clinic

ダーマペン気になる～！

■HP：https://www.lala-clinic.com/

2020年 7月

レジ袋有料化の義務化

2020 年 4月
7都道府県に【緊急事態宣言】発令

2020年 4月

改正フロン排出抑制法

　2018年 4月
　はじめての大学新卒社員入社

2020年 1月
中国政府が廃プラスチック類輸入

全面禁止を発表

2018 年 1月
着物レンタル「はれのひ」突然閉鎖

2019 年 6月
G20 サミットが大阪で開催
2019 年 9月
ラグビーW杯日本大会開幕、日本 8強

ジェイ・ポートでも一部の方が在宅ワークへ

スウェーデンの環境保護活動家

グレタ ・ トゥーンベリさん （16） が

国連演説

2019年

2020 年 3月
東京五輪・パラリンピックが延期に

2020 年 8月
テニス・大坂なおみが全米オープン優勝

2020年 11 月

ZOOMでのベンチマーキング開催

2020年 8月

事務所ホワイトボード化

2015 年
マイナンバー制度がスタート

2016 年
米大統領選でトランプ氏勝利

2012 年
ロンドン五輪で日本勢史上最多メダル

世の中の流れ

2016年 8月

改正PCB特措法

2013年 3月

アスベスト （石綿） 規制を大幅に強化

する大気汚染防止法の改正

2015年 4月

改正フロン法

環境業界

！

2009年 10月

2011 年 11 月
J-GROUPのロゴが出来ました。

2011 年 8月

ジェイ・ポート 15周年！

2015年 10月
此花リサイクル工場設立

ジェイグループ

2017 年 4月
女子フィギュアスケートの
浅田真央選手が現役引退の発表

2017年 10月

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有

ばいじん等に係る処理基準の追加

J通信　第 1号発行

2015年 7月
ジェイ・ポート20周年大感謝祭開催

2017年 3月　
関西 IT百選　優秀賞受賞

2009年

みなし一般廃棄物制度廃止

2016年
大阪府・兵庫県収集運搬許可優良認定

2015年 4月
はじめての高校新卒社員入社

2016年　

持続可能な環境開発SDGs採択

2016 年
国民の祝日、山の日が制定

2017 年 8月　
　はじめての経営計画発表会

2015年
社員旅行復活

2011年
大阪湾フェニックス計画

大坂沖処分場受入れ開始
2012年

小型家電リサイクル法成立

マイナちゃんじゃないよ！

2013年
社内木鶏会スタート

2016年
環境整備スタート

2010年

SDGｓ取り組みスタート

2010 年
東日本大震災発生

50 号を作成できたのはご覧いただいている皆様のおかげです。
本当にありがとうございます。
「うちはこんなことしてるからぜひ環境まもり隊通信にのせてほしい！」
と思うものがございましたらお気軽にお申し付けくださいませ。

創業者　樋下建二　没（享年73歳）

一般社団法人大阪府計量協会様より

「経営者の部」「従業員の部」「事業場の部」を受賞

2015年 11 月
産業廃棄物優秀事業所受賞

　はじめての社内結婚

2019年 8月　
Pay Pay導入

2020年
一般廃棄物収集運搬優良従事者2人目誕生

片付け堂開始


	50号omoteトリムマークなし.pdf
	50号ura [復元]トリムマークなし.pdf

