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■欧州環境ツアー報告 ②

JACO SEMINAR
教育・研修コースのご案内
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型製品の調達に当たっては、今回14分野101品目に判

基本的要求事項（性能等について
整合規格）
（Annex I）

EEEは、以下の事項を考慮して設計・製造されなけれ
ばならない。

Ａ. 一般規定
・ライフスタイルの中で環境に与える影響を最小
にするよう設計・製造する。
・最適な設計技術上の選択における原則

断基準が定められた「特定調達物品」を中心に調達す

＊ライフスタイルの最後で処分可能な廃棄物の

ることになります。この「グリーン購入法」の制定に

ように、環境に脅威を与える装置、部品、材

より、メーカーは環境に配慮した製品の開発・設計が

料、物質の過度の使用を回避する。

必須条件となってきました。
今回は、EUでの電気電子機器における環境配慮型設
計・製造に関する規制法の動向についてご説明します。
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現在EUでは、製品に対する「環境ラベル」について、
EEE（ 電 気 電 子 機 器：Electrical and Electronic

＊保守、修理、解体、再使用および廃棄物管理
を促進することにより、機器が環境に与える
悪影響を最小にする。
＊機器の通常使用の際、汚染を最小に制御する。
＊機器の通常使用の際、
エネルギー消費を最小にする。

Equipment）におけるLCA（Life Cycle Assessment）

■JACO NEWS送付先変更のお申し込みについて
JACO NEWSはお客様のご連絡窓口または創刊第１号の当欄でご登録いただいた送付先にお届けしておりますが、次号以降（年２回発
行）について送付先の変更をご希望の方は、下記の依頼書に必要事項をご記入のうえ、FAXにて事務局までお申し込みくださいますよ

の中で、環境に与える影響を最少にするため、機器の

・新知識や科学的発見の適用、環境に優しい設計へ

設計・製造に関して規定する指令を出すことを決定し

の最新技術の開発により、環境上の悪影響が著し

ました。

く削減される場合には機器の設計を見直す。等

次のAnnex I からAnnexⅢの基本的要求事項を考慮

うお願いいたします。
なお、
JACO NEWSのお届けは１組織あたり１部とさせていただいておりますのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

株式会社日本環境認証機構 JACO NEWS事務局 行き

FAX03-5572-1731

して設計・製造した上で、適合性評価手続きを経て、
EEマーキング・適合宣言の手続きを行なうことになり
ます。

住

の最適化等。
・保守対応設計―サブアセンブリーや装置は簡単に

●変更を希望する送付先

ＥＥＥ指令案の概要

郵便番号

郵便番号

住

所

所

E E E 指令は、E E E
（電気電子機器）がライフサイク
ルの中で環境に与える影響を最少にするため、機器の
設計・製造に関して規定するものです。規定を順守し

会 社 名

会 社 名

▲

■
所属部署

役

所属部署

役

職

氏

名

名

分よりリサイクル性の程度を考慮して選択。
・機器の仕様は、リサイクルされた材料の使用を妨

本的要求事項を考慮して設計・製造した上で、適合性

２．機器の製造

評価手続きを経て、マーキング・適合宣言の手続きを

・材料の無駄を省き、エネルギー消費を最小化する
ため、製造方法を最適化する。
３．機器の使用
・機器が性能を発揮するのに必要なエネルギーを最

フリガナ

氏

・材料リサイクル設計―材料は廃棄物としての処

げない。等

のです。
フリガナ

交換できるべき等。
・解体対応設計―解体は簡単な工具で可能であるべき等。

た場合のみ製品・サービスを提供できる、すなわち、基

行なうなどメーカーが包括的に責任を負う、というも

職

１．設計と材料の選択
・設計における考慮事項―ライフサイクル持続期間

JACO NEWS送付先変更依頼書
●現状の送付先

Ｂ. 設計・製造上の要求事項

1

小化する。

対象製品

・危険な排出物や廃棄物の発生を回避、削減する。等
４．説明書と機器からの廃棄物の最終発生

電話番号

電話番号
※変更項目のみご記入ください

電気電子機器（構成部品、サブアセンブリー、消耗
品を含む）

・サブアセンブリー、装置、その他の材料を正しく
ラベリングする。

3

・装置刷新の可能性をユーザーに伝える。

２．計画

・廃棄物の正しい取り扱いと処分のメカニズムを

・以下のことを設定し、維持する。

提案する。等

＊メーカーがコントロールでき、環境目的の設

エコラベル・スキームに合致しているものは、当

定に影響力を行使できるという機器の環境面

該エコラベルがカバーする範囲は適合している

を確認する手続き。

（基本要求事項を満たす）
と推定。

JACOにおける
審査技術の維持向上と標準化について
常務取締役 認証本部長

柴宮 智信

＊環境目的、ならびにオペレーションとビジネス
に関する要求事項を考慮した技術的オプション
の検討。

3

適合性評価手続き

・E E E の前に、内部設計監査（AnnexⅡ）または環
境マネジメントシステム（AnnexⅢ）により適合性
評価を行わなければならない。
・E E E の後、最後の製造後10年間、加盟国が検査で
きるよう、適合性評価遂行に関する文書および適合
性宣言書コピーを保管しなければならない。

＊目的達成のためのプログラム。
３．実施
・効果的な環境管理の確保等のため、責任と権限
を定め、文書化する。
・機器を設計する際、実施される設計コントロール
と技術検証、仕様工程等を示した文書を作成する。
・適用した規格または関連の基本要求事項を遵守
するため使用される手段を示した仕様書を作成
する。

Ａ．内部設計監査（AnnexⅡ）
指令の要求事項に適合しているかどうか評価できる

・メーカー自身が遂行するか、専門家によって遂
行される廃棄物管理プログラムを確立する。
・定期的に内部環境監理システム監査を実行する。等

よう、書類には特に以下のことを規定しなければな
らない。

▼

・予想される環境への影響の確認と評価。

EEマーク貼付、適合宣言書作成

・環境専門家によって行われたライフサイクル・ア
セスメントの検討結果。
・EEEとそれが意図される使用についての一般的説明。
・概念設計と製造仕様。
・適用した整合規格のリスト等。

▼
EEマーク貼付、適合宣言書作成

EEマークは
「EE」
というイニ
シャルで構成される右記の
ようなデザインです
このEEE指令の中で、設計における環境最適の原則
として、
① LCAの最後で処分可能な廃棄物とする。

Ｂ．環境マネジメントシステム（AnnexⅢ）
以下の環境マネジメントシステム（EMS）
を実行し
なければならない。
１． 環境方針
・全体的な環境パフォーマンスの完全達成と環境目
的を設定し見直す枠組みの提供をコミットする。
・採用した全ての規定は、手続き書と指示書とい
う形で文書化する。
・それらは以下の記述を含む。
＊環境目的と組織構造、実行と継続を考慮した
責任と管理力。
＊定期的に審査されているという回答が要求さ
れる統制文書に関する手続き。

② 解体、再使用とする。
③ 製品の使用時、エネルギー消費と汚染を最小にする。
④ 材料の選択では、材料は廃棄物としての処分より、
リサイクル性の程度を考慮する。
という点を挙げています。この中でも④の廃棄物の
処分より、リサイクル性を考慮するとしているところ
が、新しい考え方といえます。
また、AnnexⅢでは「環境マネジメントシステム」
の中で、設計・製造に対する項目（①環境方針、②計画、
③実施）に環境配慮をいれることにより、製品に「EE
マーク」の環境ラベルを貼付することができます。こ
のことは、ISO14001の中に、AnnexⅢを組み込むこと
によって、
「EEマーク」が付与されるということであ
り、EU地域のシステムではありますが、製品に環境適
合ラベルが貼られるため、EU以外の輸入製品には多
大な影響があるといわざるをえません。
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「審査のバラツキ」が昨今のISO関連のメディア等で話題
になっていますが、JACOとしてはこれが ISO認定・認証制度
の崩壊に繋がることを危惧し、従前から力を入れて取り組ん
でまいりました。
「審査のバラツキ」の分類とその発生原因
及びJACOの対応
(1) 審査機関による国際規格の解釈の差
いわゆる「間接影響」については、規格の日本語訳の誤り
に基づくものと思われる例があります。それは、日本語訳
『…組織が管理でき、かつ影響が生じると思われる…』中の
『かつ』を「両方とも満たす」または「或いは」と解釈するかで、
規格の解釈が大きく違ってきます。JACOでは「或いは」と解
釈していて、英語を話す国の解釈と整合させ、間接影響をチ
ェックすることにしています。
このように日本語訳だけでは分からない部分もあるため、
常に原文に戻って解釈するのが良いと思います。
また解釈については、Annexを見ることにより正しい解釈
に行き着くこともできます。
JACOは、UKASの審査官との質疑及び東南アジアの英語国、
例えばシンガポール、マレーシアとジョイント審査で意見を交
わして客観化・国際化を図るようにしています。
もう一つの大きな差として、規格が要求していない文書化
した手順や、抜け防止のためのチェックリストの要求があり
ます。これらも「書類山積」としてISOの問題点と酷評されて
いるところです。JACOでは「転ばぬ先の杖」のような文書は
作らないように、かつ抜け防止には現状の受審組織の仕組み
を利用して対処するように指導しています。
(2) 審査機関による審査登録の仕方の差
審査登録機関によっては、実績を見ず、システム審査しか
行なわないところがあると聞いています。特に、ISO14001は
地球環境の悪化が引き金となって作られた規格であるため、
システムは実績を出すために有効でなければなりません。
JACOでは、実績の良否はシステムの良否により決まると
の考えから、実績及び実績の出方を見て、システムの良否を
審査しています。これには実績を見ることができる審査員が
必要になるため、被審査側の業界のプロセスに精通し、環境
審査では特にその環境負荷に見合った審査員でチームを編成
しています。
(3) 審査員の審査技量の差
審査の良否は審査員の技量によるところが大きいといえま
す。審査技量は審査員の本来の資質にもよりますが、ある程度
までは審査回数により伸びるものと考えています。JACOでは
審査員の資格制度はJRCAやCEARの制度をベースにしていま
すが、特に環境審査員では主任審査員は一級、二級など数段階
に分けており、主任審査員二級でも７回の一貫審査と１回のサ
ーベイランス、更に主任審査員の代行業務を実施させ、そのチ
ェックによりパスした審査員をJACO評価委員会で評価・面接
を行って昇格させます。
これだけの一貫審査の過程で、数人の主任審査員とともに

1

一体となった審査を経験するので、それぞれの主任審査員の
良い点を吸収できます。従って、JABの資格制度のみで主任
審査員を採用するのとでは、大きな違いが生じます。

2

JACOとしての日常的なバラツキ解消策

(1) 審査員・専門家のモニター制度
JACOの基準では、２年に1回、すべての主任審査員が、モ
ニターされます。
規格の解釈の正しさ、JACOの審査基準に対する正しい対
応、時間管理、審査態度・言葉使い・服装などを当該審査のオ
ープニングからクロージングまで立ち会い評価し、審査終了
時に本人（チーム員にコメントあればチーム員にも）にコメ
ントします。
審査の仕方を動的に見ることができるので、バラツキを無
くすことには非常に有効です。JACOの場合では、認証部長が
指名した主任審査員がこの業務を専門的に担当しています。
(2) 審査員会議
月に1回、すべての審査員を集めて審査員会議を行なってい
ます。ここでは審査登録の過程での審査に関するクレーム、審
査上の問題点、判定委員会での判定委員からのコメントや、特
定のセクターの審査結果を担当主任審査員が報告し議論する機
会にしています。また議事録を作成し、すべての審査員及び新
入社員の教育資料として生かしています。
(3) UKAS及びJABの立ち会い
各認定機関とも年1回、計２回更新・サーベイランス時に立
ち会いを行なっています。これには、すべての主任審査員が
均等に各認定機関の審査員の立ち合いを受けるように配慮し
ています。
この立ち合いも主任審査員のモニターと同じようなチェッ
クの場になっています。認定範囲拡大でも立ち会いを受ける
のでその数は年に６〜７回にのぼります。
(4) 判定委員会での主任審査員の報告
判定委員会では主任審査員が審査結果の報告（被審査側の
おかれた状況、審査の経緯、EMSの出来ばえ等）を行ないま
すが、判定委員はJACO審査の独立性・客観性・公平性を中心
にしてチェックを行ないます。ここでも審査のバラツキの一
部がチェックされます。

3 「審査のバラツキ」に対するJACOの基本的な考え方
「審査のバラツキ」
は審査員側の問題と受審者側の問題です。
審査員側の問題は先に述べましたが、受審者側の熟達度によ
って大きく変わることも確かです。しかし、JACOは審査員
に対し、
「あくまでも審査をする側が主導権を持っているの
で、相手が良く理解できるように審査をし、説明する責任が
あること」をさまざまな機会を通じて教育しています。
バラツキはその審査機関の評判に影響し、ひいては認定・
認証制度の崩壊に繋がる恐れがあるものと認識し、真剣に取
り組んでいます。

5

ぐん

環境

群（グループ）審査
について
ISO14001の認証を取得しようとする動きは、最近
ますます多くの業種、分野に拡大されてきています。
また、1サイトの人数規模についても十数人程度の小
規模から1万人以上の大規模にわたるなど多様化して
います。
このように多様化するニーズに対応するために、顧
客との協議を重ねながら、今回JACOでは新しく群
（グループ）審査という審査手法を確立しました。そ
してすでに3件16社の認証登録を終了し、さらに審査
を実施中または計画中です。そこで以下に群審査の
概要について述べ、これから認証を取得しようとして
おられる方々の参考にしていただこうと思います。
この手法は、複数の企業・組織が、ほぼ同時期に
ISO14001の認証を取得しようとするときに有効な手
法で、次のような条件が必要です。
1．群
（グループ）
審査を行なうための条件
群EMS、
群審査としての条件は次の2項目です。
① 比較的利害が共通する企業・組織群であること。
（関連会社、協力会社、同一業種など）
② 企業・組織群を取りまとめる幹事組織があること。
（JACOはその幹事組織に日程などの必要事項
をすべて連絡し、各組織に情報が流れるものと
します）

2．群
（グループ）
EMSの構築
群EMS構築のためには、まず最初に各社が共通し
て使用する仕組みを共通マニュアル・規定としてま
とめることが必要です。そして、どうしても共通化
できない仕組み（環境方針、目的・目標、組織体制、
経営者による見直しなど）を個別マニュアル・規定
にまとめればよいことになります。
このようにしてできた仕組みを群EMSと呼ぶこと
にします。
各社は共通マニュアル・規定と個別マニュアル・規
定の2本立てでEMSを運用することになります。こ
れは、一見、面倒に見えるかもしれませんが、効率的
に仕組みを構築できるメリットがあるとともに、各社
が共通の仕組みを持つことによるメリットもありま
す。
なお、共通マニュアル・規定の制定、改訂、承認は群
を構成するすべての組織の経営者（もしくは責任者）
の合意のもとに行なわれなければなりません。

3．群
（グループ）
審査のイメージ
いくつかの組織群が、ほぼ同時期にISO14001や

取締役
関西認証部長

関西認証部 副部長

宇野 健一

嶋谷 二郎

群審査方式導入の経過と主要取り組み課題
松下電器産業株式会社ＡＶＣ社
AVCネットワーク事業グループ
岡山工場 部長

9001の認証を取得したいとき、そして個別の登録を
望むとき、下図のように、群単位でJACOの審査を受
けて、それぞれ各社ごとに合格の決定が出されるとと
もに登録証も個別に発行されるというものです。

務台 慎吾 様

当社では、
「グリーン調達」推進の一環として、事業
場ごとに仕入れ購入先の環境規格ISO14001認証取得

戸惑う面も有りましたが、思いきって推進することに

を支援していますが、その推進にあたり、複数の仕入

しました。

先が共同で審査を受ける｢群審査｣方式を活用し、認証

この取り組みを通じて、私たちが特に重要とした考

取得時の必然的課題となる経費や時間、人材確保等数

え方の基本は、以下の通りです。すなわち、小規模の

字に表れない面も含め、大きな成果をあげることがで

事業場が共通して取り組み、経営的成果を得るた

きました。

めには、

昨今、
地球環境保護活動への関心が一段と高まる中、

② 可能な限り、共通なシステムとすること。

先進的な自治体だけではなく、小規模の企業・事業場に

③ 認証取得と維持管理が経済性に優れていること。

あっても、EMSを構築し、システムに基づく業務推進

④ EMS が結果として事業活動の向上に貢献すること。

を行ない、管理レベルの質的向上を図ろうと考える事

⑤ 現状の実力レベルでスタートし、継続的改善を行

ISO14001認証取得を現実の問題としてとらえた時、

群EMSを構築、運用する組織の審査は、まず共通マ
ニュアル・規定の審査を行ないますが、それは組織群
の内で最初に審査を受ける組織において、ほかの組織
も同席したなかで同時に審査をします。これにより、
審査時間の短縮を図ります
（初動審査、
本審査ともに）
。
次に各社に出向き、個別マニュアル・規定の審査及
びシステムの実施状況、遵法性、目的･目標の達成度
など、
パフォーマンスの審査をします。
認証登録は各社のEMSの適合性、有効性、実施状況
を評価して判定委員会で個別に合否が決定されます。
サーベイランス、更新審査などについても原則とし
て組織群として同時に審査します。実際は組織が自
立して取り組もうとするため、個別審査に切り換える
例が多いようです。この場合、
通常のサーベイランス、
更新審査を行ないます。

① 簡素
・簡潔なマニュアル、
基準、
手順であること。

先行して環境認証取得に取り組んでいる大手企業や、

業経営者は少なくありません。 しかしながら、

4．群
（グループ）
審査の手順

「群審査方式」の提起を受け、初めての試みでもあり、

なうこと。
認証取得に至るまでの取り組みの中で、最も時間を

多くの諸課題に直面し、困窮しているのが実態と言え

要したのは、やはり統一マニュアル・統一基準を完成

ると思います。規格が意図する要求事項の正しい理

させる作業でした。この群審査方式に参画したそれ

解、推進責任者の育成、従業員に対する環境教育、行

ぞれの企業個々の事情や、担当者の規格理解度の違い

政機関との折衝、必要経費の捻出等多くの課題があり

等もあり、
最初は随分と時間と労力を必要としました。

ます。

環境管理プログラムの運用方法や環境影響評価の一

私たちの事業場は、松下電器グループ内のVTR専

本化も、何回か検討を重ねた項目です。

門工場として、1973年岡山市に進出し、以来、地場の

そして、今回の取り組み推進にあたり、関係者が最

企業を中心として多くの関係会社の協力をいただき

も苦労したのは、環境管理活動を職場の全員参加型の

ながら、事業を推進しているところですが、仕入先と

活動としていかに定着させるかであり、そのために

なるそれらの企業は、従業員規模でみた場合、総じて

私たちが指導し参加した内部監査を実質二回実施し、

100名から200名程度であり、環境認証取得の意欲は

一回目は環境教育的色合いの濃い内容としました。

充分としても、それに取り組むための経営資源が伴わ

また各職場での教宣用掲示板を専用で設け、いつでも

ないのが現実でした。

教育の時間がとれるように工夫しました。認証取得

そこで、従来まで標準的な環境認証取得業務を全体

に必要な各文書の作成にあたり、電子メールを有効に

的に見直し、
規格要求事項の基本は逸脱することなく、

活用したことにより、
おおいに時間短縮が図れたのは、

簡素で、維持し易く、さらに経済性にも優れている取

まさにIT関連の進化によるものであり、今日的時代趨

得方法を模索していたところ、折り良くJACOより

勢を先取りした効果でした。
最後に、今回認証取得が実現し、以
降具体的環境マネジメント活動が進め
られる中で、ある企業の事業経営者が

5．群
（グループ）
審査のメリット

「ISO14001を取得してから、仕事の進

群としてシステム構築及び認証審査を実施するこ
とにより効率化が図られ、受審者側での諸費用の削減
と知識やマンパワーの不足を補うことができます。
特に、中小企業群でスタッフの少ないところでも独立
して認証登録ができるメリットがあります。
各社はパフォーマンスを主体とした 改善 に、よ
り多くのパワーを注力できるでしょう。
また、親会社などによる指導、普及を行なうときに
有力な方法であるとともに、
各社の方からも各種援助、
情報の共有化に便利な仕組みであるといえます。

捗度合いが見えるようになってきた」
と所感を述べられていましたが、この
言葉こそ、私たち今回の認証取得支援
業務に携わった者にとって、最高の喜
びと言うことができると思います。

●JACOから一言…
務台部長様には、群審査第一号の事業者
様をご指導いただきました。
MVAMG（松下ビデオ組立加工取引先グループ）審査時の写真
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⑤プロセスアプローチ：業務の流れをプロセスと捉
え、全体をシステムとして管理する。

品質

→必要なプロセスを定義し、その順序、相互関係

か、他のプロセスとの繋がりも含めて確認されると良

アルで規格の全要求事項を網羅しがちですが、2000年

いでしょう。

版ではその必要はありません。品質マニュアルを顧

プロセスを考える場合、

客へのコミットメントの文書として考えるなら、適用

を明確化し、QMに記載することが必要。

① 製品実現プロセス（引き合い〜製品・サービスの提供）

ISO9001：2000への
具体的対応について

⑥監視、改善要求：顧客満足の監視、QMSの有効性の

② 経営者／管理責任者関連プロセス（品質方針・目標の

認証本部

⑦文書化要求減少：最低必要な文書化された手順は6

品質認証部 主席（JRCA主任品質審査員）

岸 信一

継続的改善が要求されている。
→具体的に何をどう監視し改善するか明確にし、
その実績を証拠で示すことが必要。
種になった。
→組織が知識 、情報の共有や証拠の提示のために
必要な文書を自ら決めることが必要。

3

具体的な対応方法

展開、マネジメントレビュー、教育、文書管理など）

重要なポイントを次の4点に絞り、その対応方法に
（1）品質マネジメントシステムの構築

1

はじめに

ISO9001 : 2000が発行されて早 4ヶ月が経過しまし
た。2000年版による認証取得や1994年版からの移行

由）、品質方針、文書化された手順書の一覧表、プロセ
スとその相関を記載するだけで済みます。

③ 評価・改善プロセス（顧客満足、プロセス／製品評価、
是正／予防、改善等）

この場合は、規格の要求事項をどこで（どの手順書、
文書及び記録で）実現しているかの対照表を別途作成

と大きく分け、その中を詳細プロセスに分割していく
とまとまりが良いのではと考えます。

しておくと良いでしょう。
従来通り、品質マニュアルで要求事項を全て網羅す

もちろん大きなグループ分けをしても、グループ間

るやり方の場合は、規格の要求事項を自分たちの組織

での繋がりも出てきますのできれいに分割できるわ

ではどうするかを自分たちのやり方に翻訳して書くよ

けではありません。要は製品実現プロセスをメイン

うに注意してください。規格の要求文章をそのまま

に据えて、経営者、管理責任者及びスタッフ部門の業

品質マニュアルに転記するのは無意味です。

務プロセスを支援プロセスと位置づけ、大括りでプロ
ついてご説明します。

範囲（適用製品・業務・組織及び除外要求項目とその理

1994年版の品質マニュアルから移行される場合は、

セスを捉えると品質マネジメントシステムの全体像

少なくとも2000年版の規格に沿って再構成されるの

が捉えやすいのではないかと考えます。

が、永く使っていく上で便利でしょう。

（3）顧客満足

品質マニュアルは、品質マネジメントシステムの

広く品質面からPlan、Do、Check、ActのPDCAサ

顧客満足に関する情報を監視することが要求され

イクルを回す仕組みを構築することがポイントです。

ていますが、基本的には顧客と接している各部門（営

例えば、品質目標管理については下図のような展開

業、設計、保守等）から顧客満足に関する情報を収集

顔（対外的PR文書）
として骨組みを書くことにより、
品格のある品質マニュアルになるのではと考えます。
QM記載事項例

し、分析・評価することが必要です。クレーム情報の

・適用業務・製品・組織、適用除外事項とその理由

準備を始めている企業も着実に増加しており、それに

みでは不十分ですし、また顧客アンケート調査をすれ

・顧客へのコミットメントとしての経営理念、品質方

伴って規格をどう解釈するかという悩みも聞こえて

ば十分だとも言えません。一つの情報源で判断する

きています。そこで1994年版から2000年版へ移行を

と偏りが生じ、本当の姿を反映しているとは限りませ

検討されている方や新規に2000年版で認証取得を計

ん。新聞・雑誌・業界誌からの情報も含めて、多様な顧

・手順書一覧表（プロセスとの関係も明記）

画されている方のために具体的対応のポイントにつ

客対応窓口からの情報を収集・分析して偏りの少ない

・プロセス相関図（業務フロー、品質保証体系図と対

いてご説明します。

評価を心掛けるべきでしょう。

が考えられます。

この図のように品質目標の展開においてもPDCA

2

ISO9001: 2000の特徴

サイクルが回るような仕組みを構築し、これが顧客満

針、品質目標
・業務フローと品質保証体系図

応付け）

4）品質マニュアルの構成

・必要に応じ、主要プロセスの概説

1994年版で構築済みの組織にとっては、品質マニュ

足の監視・改善プロセス、教育・訓練による力量向上プ
2000年版の特徴は以下のとおりです。
①スコープの拡大：品質システムから品質マネジメン
トシステムになった。
→より具体的な品質目標を設定し、その達成状況
をフォロー、評価することが必要。

ロセス、製品改善プロセス等の個々のPDCAサイクル
と融合して、内部監査やマネジメント・レビューによる
品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善と
いう大きなPDCAサイクルを構築するという考え方
でシステムを捉えるとよいでしょう。

②柔軟性：すべての業種、規模へ適用しやすくなった。

要は一つのPDCAサイクルだけでなく、いくつもの

→自主性、自律性が増した分、創意工夫が従来以

PDCAサイクルを構築し、そのサイクルを回すことで

上に要求される。
③要求規格の一本化：9 0 0 1 / 9 0 0 2 / 9 0 0 3 : 1 9 9 4 が
9001:2000に統合された。
→規格要求事項の一部を適用除外にするには、正
当な理由が必要。
④構成の一新：全体の構成が P（条項 5, 6）、D（条項 7）、
C＆A（条項 8）の流れに。
→品質マニュアルを新構成に合わせて見直すか、
部分追加・修正で対応するか要検討。

す。
（品質マネジメントシステム体系概念図参照）
（2）プロセス・アプローチ
まずは業務の流れを整理し、管理のしやすい大きさ
とまとまりの良さで区切り、おのおののブロックをプ
ロセスとして捉えると良いでしょう。手順書として
すでにあるものは、その手順書をプロセスとして見直
されることをお勧めします。即ちインプット、アウト
プット、利用資源、処理方法など（4M1E＝man、
machine、material、method、environment）が明確

■ ISO9001：2000に関するお問い合わせ窓口 ──────────────────────────────────────────── TEL：03−5572−1727
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FAX：03−5572−1731

E-mail：morimotok@jaco.co.jp

担当：森本 晃一（品質認証部）
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労働安全衛生
ＯＨＳＭＳ関連諸規格について（第１回）
理事

OHS推進センター長

伊藤 勲

OHSMS関連諸規格について、今回から下記の構成で3

るために次の手法を用いました。

除外したもの、と考えられます。

回に分けてご紹介します。本稿の狙いは、これからOHS

それは両規格の要求事項を単位要求事項（意味が分か

上記差異点cは、考え方によっては『当たり前』のこと

MSの構築に取りかかろうとしているOHSMSスタッフに

る最小レベル）に分解し、そのひとつひとつを対照して

であり、あえて差異点として挙げる必要はないかも知れ

対して、以下のサブタイトルに掲げる観点に関する基礎

差異があるか否かを検討する方法です。

ません。またこの他にも、例えば『労働安全衛生方針』の

以上のことから、JACO OHSMSはISO14001規格とほ

具体的事例として『4 . 2方針』の箇所を表 1 に掲げます。

ように『環境』に替わって『労働安全衛生』を冠する用語

とんど差異がない、ということをお分かりいただけたと

このような作業の結果、究極レベルでの差異点は以下

も少なからずありますが、これらは自明ですから掲げる

思います。次回には、JACO OHSMS規格に対する

ことを割愛しました。

OHSAS18001規格の要求事項との対比を行なう予定で

的・概括的な情報を提供しようとするものです。

第１回 JACO OHSMS規格とISO14001規格
…労働安全衛生マネジメントシステムと
環境マネジメントシステムとの差異点

の通りです。
差異点a：OHSMSでは『活動、製品、サービス』の

第２回 JACO OHSMS規格、OHSAS18001規
格、及び労働省指針53号及び関連通達
…労働安全衛生マネジメントシステム諸規格の差異点

第３回

OHSMS関連規格とOHSMS
…ISO/TR12100 ( 機械安全における設計の基礎概念と一
般原則 ），ISO14121
（ 機械安全におけるリスクアセス
メントの原則）
とOHSMSとの関係

いと結論づけられる』と。

読者の中には『他に差異点は本当にないのか』と疑問

すが、そこでも同様に大同小異であることをお伝えする

をもたれる方々もおられるはずですが、そういう方々に

ことになります。

差異点b：OHSMSでは労働安全衛生方針の外部開示を

は、次のようにお答えしたいと思います。すなわち『文

このことは、これからOHSMSを構築しようとする事業

要求していないが、EMSでは要求している。

言レベルでは異なる箇所が多々あるが、システムを構

所やEMS認証既得でEMSとOHSMSとを統合してシス

築・運用する観点からみると、当然に必要となる事項であ

テム構築を考えておられる事業所のスタッフの方々を、

っ た り 、補 足 説 明 的 で あ っ た り す る も の で あ り 、

元気づける情報と考えています。

うち『製品』を取り扱わない。

差異点c：基本用語が異なる。

←
→環境側面（ＥMＳ）
労働安全衛生のリスク（OHS）
←
→環境影響（ＥMＳ）

（例）安全衛生の危険な側面
（OHS）

上記の差異点aは、多くのOHSMS規格に共通して見ら
れる事項です。これは、いわゆる『製品安全』に関わるテ

ーマであり、これを含めるとシステム範囲が拡大し過ぎ、
労働安全衛生の管理責任者やそのスタッフの管理スパン

表１ JACO OHSMS規格とISO14001との要求事項の対比
整理No.

ISO14001（1996）

JACO OHSMS規格

EMSに対する差異事項

4.2 労働安全衛生方針
01

最高経営層は組織の労安衛方針を定め 同左
る。

が広がり過ぎることや、通常の組織の職務分掌上労働安
JACOは、1998年７月にJACO OHSMS規格を制定・公

全衛生担当と製品安全担当とは分離しており、ひとつの

02

労安衛方針は次項を確実にする。

表し、自主認証活動を開始しました。2001年3月現在、日

システムとして維持・運用することに支障を生ずる危惧

0201

本国内で29事業所を登録しています。なお国内の登録総

があることに配慮したものと考えられます。

組織の活動又はサービスの性質、規模、 組織の活動、製品又はサービスの性質、 ＯＨＳＭＳは 製品安全 を取り扱わな
労安衛のリスクに見合う。
及び環境影響に対して適切である。
い。用語代替（環境影響→労安衛のリ
スク）
（以下の同様箇所での言及省略）

0202

労安衛に関わる継続的改善へのコミッ 同左
トメントを含む。

0203

労働災害の低減へのコミットメントを
含む。

0204

労安衛法規制及び組織が受入れを決め 同左
たその他の要求事項へのコミットメン
トを含む。

0205

労安衛目的及び目標を設定し、見直す 同左
枠組みを提供する。

0206

文書化し、実行し、維持する。

同左

0207

全従業員に周知される。

同左

数は、61事業所（JACO調べ）です。
JACO OHSMS規格は、BS8800とISO14001規格とを
参考にして作成された認証用規格であり、その要求事項
内容は、ISO14001規格との類似性が極めて高いといえ
ます。
しかしこのことは、JACO OHSMS規格が他の規格類

10

ISO14001規格に対して要求事項を追加するものではな

ただしここでの『製品安全』とは、あくまで自組織が市
場（又は一般には外部需要家）に供給する製品・サービス
をシステムから除外する、との意味です。
自家製品を自家使用するケースや、他組織の製品・サー
ビスを自組織で原材料や機材・設備として使用するケー
スでは、OHSMSの対象として取り扱うことが必要です。

に比べて特異性の強い要求事項内容をもつことを意味し

なぜなら、組織の労働安全衛生に直接・間接に関わりをも

ません。これは、後に公表されたOHSAS18001とほとん

つからです。

ど差がないことで明らかです
（第2回で説明）
。J A C O

上記差異点 b は、外部利害関係者による労働安全衛生

OHSMS規格とOHSAS18001規格との差異を明らかにす

方針に対する開示ニーズが少ない、として要求事項から

03

汚染の防止に関する約束を含む

一般の人々が入手可能である。

意味上の代替

要求事項の削除である。
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JACO SEMINAR
教育・研修コースのご紹介
取締役 技術部長

佐藤 明与志

JACOセミナー受講生に
お伺いしました

JACOでは、豊富なノウハウに基づく各種コースの
セミナーで段階的に研修できる体制を整え、ISOマネ

……など

ジメントシステム（ISO9001、ISO14001等）を構築・運

※「環境マネジメントシステム」の規格の要求事項をどのように「シス

営される組織の専門家や審査員を目指す方々の育成を

テテム構築」に反映させるかについては事例も交えて学習します。

きめ細かく支援しています。

―画面のイメージ―

セミナーは、受講者のニーズに対応して順次更新や
コースの追加がおこなわれ、内容の充実が図られてい
ます。

解説画面例

学習は途中で中止
することができ、同
じところから再開

更新・新設された教育・研修コースのご紹介

LCD事業部環境・法務課
主任企画員

東嶋 哲雄 様

・実施・運用ならびに結果の管理とシステムの適合性
確保について

鳥取三洋電機株式会社

質

問

① 今までに受講された主なコース名を挙
げてください。
② 受講の動機と受講前後の評価をお聞か
せください。
③ JACOセミナーに望むことをどうぞ。

①QS-9000内部監査員養成コース
②弊社において、QS-9000規格取得の必要が生じ
たためQS-9000規格独自の要求内容についての
正しい理解と内部監査のやり方を習得するため
受講しました。QS-9000規格の要求事項の把握
ができました。また、内部監査実施時の注意点
が理解できました。
③QS-9000セミナーの更なる発展を祈念いたしま
す。

できるので、自分の
ペースで進めるこ

ISO9001「品質マネジメントシステム」関連

とができます。

すべてのコースを昨年12月に発行された2000年版

緑川酒造株式会社

ユース工業株式会社

営業統括部長

取締役総務部長

星野 政夫 様

東出 秀樹 様

（第３版）対応にし、規格の特徴及び要求事項の本質と
その解釈について解説しています。
1994年版から2000年版への移行を進めている方、新
たに2000年版でシステム構築される方、審査員資格
（2000年版対応）のための「知識の証明」を必要とする
方を対象に入門から審査員コースまで、ご希望に応じ
たコースが受講できます。

用語辞書画面例

ISO14001「環境マネジメントシステム」関連

学習の途中で意味
のわかりにくい言

「環境マネジメントシステム構築発展コース」
サーベイランスまたは更新審査時を迎え、いかにシ
ステムの継続的改善をするか、どのように進めるべき
かを目指す方を対象に開設いたしました。

葉があった場合、用
語辞書ですぐに確

演習問題画面例

つでも、どこでも、マイペースで」ISO規格を学習でき

学習の途中に理解

るコースを開設しています。自由な時間に効率的に

度をチェックする

「環境マネジメントシステム」の規格を習得したい方、

ための演習問題が

教室での集合型研修の効果的な事前学習と規格の本質

あります。演習問

をレビューしたい方にお勧めいたします。

題では間違った問

―講義概要―

題に戻って繰り返

環境マネジメントシステム規格ISO14001の解説

し学習することが

・環境への影響を踏まえた「方針」の策定と「目的・目

できます。

標」への展開の考え方
・環境側面、法規制その他の要求事項、及び環境管理
プログラムの策定とそれらの相互の整合性について

①環境審査員研修コース

②昨年、新潟で貴社のセミナーに出席させていた
だきました。大変解りやすく有意義なセミナー
でしたので機会がありましたら、もう一度お聞
きしたいと考えておりました。環境問題、リサ
イクル法などに関して、幅広く最新情報を知り
たいと思い出席致しました。

②地元での別のセミナーでJACO福島専務様より当
コースを薦められて。審査時の実際的なやりとり
に期待しました。審査員としての資質が問われる
高度でハードな研修により、
随分と鍛えられました。
厳格な中にも血の通う教育姿勢を感じました。

③福島先生のセミナーは、事例にもとづき解りや
すく楽しく勉強することができました。

③これからも出会いを大切にするセミナーを続け
てください。皆さんが「JACO出身です」と誇れ
るように。ありがとうございました。

認できます。

「インターネット教育・研修サービス」
インターネットを活用した遠隔個別指導により「い

①経営者・管理者コース

インターネット教育・研修サービスの詳細は
http://jaco.e-cube.ne. jp

株式会社長瀬土建

コンサルタント業

代表取締役

富山県高岡市

長瀬 雅彦 様

深井 昌康 様

①OHS内部監査員養成コース
②建設業の現状と今後の課題を考えてOHSは必要
だと思って受講しました。ISO規格へ国際標準化さ
れ、安全は技術で創る時代に移行すると思います。
OHSにより、安全衛生もマネジメントシステムを構
築し、PDCAの管理サイクルにより継続的改善を実
施するという重要性、リスクアセスメントの役割など
安全水準の確保について大変勉強できました。
③安全に対する考え方としての、危害発生源と回避
についての事例等を交えたセミナーも取り入れて
もらいたい。

①環境審査員研修コース／品質審査員研修コース
②コンサルタント業をするなかで、体質改善のた
めISO体制を構築したいとする企業が増加して
います。正確な指導を必要としました。
企業の要望に、自信を持って対応できます。
特に後継者にお悩みの創業者企業には安心感を
与えることができます。
③ISOの底辺を広げる意味で、国・県単位のイベン
ト等に無料講習会をされてはどうですか。地方
での開催増加をお願いします。

◎他のマネジメントシステム（ISO9001：2000等）のコースも順次開設の予定です。
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CUSTOMERS VOICE

1

人と自然が健全に共生できる
循環型のまちづくり実現を
目指して
■岩手県金ヶ崎町生活環境課
環境対策室 主査

佐藤 政義 様

CUSTOMERS VOICE
また、町立病院を適用範囲としていますが、事務局が
医療業務に対する知識が乏しいため壁にぶつかること
が多く、その都度現場に足を運ばなければならないと
いった苦労もありましたが、早いもので認証取得から2
年が経過し、先日2度目のサーベイランス審査を終えま

2

福島県のISO14001へ
の取り組み
■福島県生活環境部環境政策課
主査

菅野 信志 様

した。

に位置し、西には駒ケ岳の裾野に広がる牧草地や山林、
東には北上川などの水辺と胆沢平野の田園風景など、

地球温暖化など多様化する環境問題を解決するため

影響を与えるなど、予想以上の成果を実感することが

には、
県民、
事業者、
行政のそれぞれの主体が、
今まさに具

できました。

体的な行動をしていくことが強く求められています。

4． おわりに

であることから、自ら率先して環境への負荷の低減に

中でも都道府県は地域の中でも特に大きな事業主体
努める必要があります。

2． リサイクル運動からのスタート

また、知事をトップとする最高経営層によるシステ
の見直しを強力なトップダウンのもとで、きめ細かく
行えるよう配慮しています。

3． システム運用の効果
県庁における環境マネジメントシステムは、平成12

このような中、日本工業新聞社が財団法人世界自然

このため、福島県では従来より「ふくしまエコオフ

年4月から本格的な運用を開始しましたが、その実績を

保護基金の特別協力を得て実施している地球環境大賞

ィス実践計画」に基づいて、事務の執行や県有施設の

みると、コピー用紙の使用量削減や廃棄物の削減など

顕彰制度において、第10回地球環境大賞の「優秀環境

整備等に際して、自ら率先して環境への負荷を低減す

目標以上の成果を収めており、それぞれの取り組みが

自治体賞」に選ばれました。受賞にあたりまして、

るよう努めてきましたが、この取り組みの一層の充実

個々の職員まで浸透してきたことを示す結果となって

制度をスタートとして、ポイ捨てによる空き缶の散乱

JACOさんをはじめ、ご指導くださいました皆様にこ

強化を進めるため、県庁の本庁舎及び西庁舎について

います。

防止と資源を有効利用するため、空き缶自動回収機

の場を借りて感謝申し上げます。

は、ISO14001の認証取得を目指すこととし、平成11年7

また、PDCAサイクルのシステムを、すべての職員

月に平成12年度中の認証取得を宣言。1年5か月後の平

が理解し取り組んできた中で、環境保全の面だけでは

成12年12月に認証を取得しました。

なく、行政運営全般の効率化についても職員の意識改

本町の環境保全活動は、リサイクル運動から始まり
ました。平成2年、子供会などの団体が回収した資源物
に補助金を交付する「資源リサイクル運動奨励補助金」

「くうかん鳥」を設置、住民が回収した空き缶をくうか

終わりに、この賞を励みとし、また来年更新審査を迎

ん鳥に投入すると補助券が交付され、一定量の補助券

えることから、認証取得を目指した頃の初心に戻って

で商品券と交換できる制度など、住民の環境に対する

システムを再チェックし、町・住民・事業者が一体とな

関心を高めながら、現在は、県内では唯一、その他紙や

った環境保全活動が推進されるよう小中学校等へのサ

さらに、県庁舎においてISO14001に基づくシステム

その他プラスチックなど容器包装リサイクル法の完全

イト拡大も視野に入れながら、
「人と自然が健全に共生

を運用していくことにより、県の全機関で取り組んで

実施に合わせ、住民の協力を得ながら5分類17品目をリ

できる循環型のまちづくり実現」に向け、今後もEMS

いる「ふくしまエコオフィス実践計画」の実効性が向

サイクル回収しています。

を活用していきたいと考えています。

上し、また、すべての県の職員の環境保全に向けた意

革が図られつつあります。

また、全国的にも例のないPFI方式による堆肥センタ

識改革が図られるとともに、さらには、県の取り組み

ーの建設にも着手し、より一層の循環型社会の構築に

が、県民や事業者等の県以外の各主体の自主的な環境

向けた環境施策を展開しているところです。

保全活動の促進にもつながるものと期待しています。

3． ISO14001認証取得への挑戦

平成13年１月23日、
ＩＳＯ認証式においてJACO 柴宮常務取締役（右）
から登録
証を授与される佐藤栄佐久福島県知事

4． 継続的改善に向けて
オフィス活動以外の県の各種の施策については、一

平成10年4月、
「金ヶ崎町田園環境基本条例」と「金ヶ

2． システムの内容

崎町田園環境基本計画」を制定し、環境保全に対する

部を環境マネジメントシステムの対象としていますが、
その他の施策の実施による環境影響（間接影響）も大き

本町の基本的な考え方や施策の基本方針などを明らか
にする一方で、役場職員の意識改革と役場自らが環境

環境マネジメントシステムの理念や基本的枠組みを

保全活動を率先して取り組むことにより、住民や事業

示す環境方針においては、環境への負荷の少ない循環

者の環境行政施策への理解、協力を得るため、ISO

型社会の構築を進めて「人と自然が共生できるふるさ

県では、今回の認証取得が一つの出発点であること

14001の認証取得に挑戦することとなったわけです。

と福島の実現」を目指し、重点的に取り組む次の5つの

をしっかりと認識し、県の事業活動による環境への負

事項を定めています。

荷の更なる低減に向け、環境マネジメントシステムの

① 省資源・省エネルギーの推進

効果的な運用に、積極的に取り組んでいきます。

とはいうもののノウハウもなく、また当時２つの自
治体しか認証していないこともあり、自治体に馴染む

亀渕ニッポン放送社長から優秀環境自治体賞を授与される高橋紀雄町長

いことを考慮し、今後は、システムの対象とする環境保
全施策をさらに拡大していくこととしています。

② 環境負荷の少ない製品の購入・使用

システムをどう構築したらいいのか、環境影響評価ロ

14

等の職員で構成する監査チームにより、自分が所属し

ムの検討を3か月に1回定期的に行っており、システム

民や事業者だけではなく、他の自治体の認証取得にも

水と緑に恵まれた自然環境豊かな人口16,400人の町です。

特に内部環境監査については、環境監査役と各部局

ど、効果的な監査の実施に努めています。

１． ISO14001認証取得の背景

PDCAの管理サイクルを回すことによるメリットや住
金ヶ崎町は、岩手県の南部、盛岡市から南に約70km

れていることが挙げられます。

を保つとともに、必要に応じて臨時監査を実施するな

ていく緑と花の銀行運営や環境教育の推進といった環
境施策についても、確実に実施されるようになるなど、

査とシステムの見直しが効果的に行われるよう力を入

ない部局等を対象とした監査を実施し、監査の中立性

この間、EMS導入により本来環境基本計画で推進し

１． はじめに

本県のシステムの特色を強いて言えば、内部環境監

③ 廃棄物の減量化・リサイクルの実施

ジックや環境マネジメントプログラム、手順書の策定

●JACOから一言…

など試行錯誤の繰り返しで、なかなか作業が進展しな

金ヶ崎町様は、第１０回地球環境大賞の「優秀環境自治体賞」を

④ 工事請負契約に当たっての環境配慮の推進

い日が続くなど、悪戦苦闘の連続でした。

受賞されました。おめでとうございます。

⑤ 職員の地域や家庭における環境保全活動の推奨

●JACOから一言…
福島県様は、JACOによるISO14001の記念すべき1,000番目の
認証登録でした。
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旅行会社の
ISO14001とは？

ISO14001というのは、旅行商品の企画・販売・旅行実施

■株式会社JTBワールド

ことであり、
エコツアーとはイコールではありません。

総務部 経営企画課長

の各段階で環境負荷を低減させるシステムを構築する

望月 明 様

4

ISO9001：2000
への取り組み
■東電コンピュータサービス株式会社
東京東支社 システム運営課 副長

高野 知浩 様

3． 業界や環境に関わる国際組織等から高い評価

3． ISO認証取得への取り組み
当社が指向する品質向上への恒常的取組並びに東京
東支社として、マーケットでの営業活動に当たり従業
員の一体感醸成をバネに、お客さまからの信頼・信用の
獲得をはかる必要から、ISO「品質マネジメントシステ
ム」の確立に向け挑戦しました。ISO挑戦に当たって

JTBワールドのISO14001の認証取得は、
「旅行会社

１． はじめに

として世界初」ということで、業界紙だけでなく一般

は、対応体制を専任化できるほどの組織力もありませ

１． はじめに

の新聞でも紹介されました。大手の旅行会社からも問
JTBワールドは、JTBの関連会社で「ルックJTB」と
いうブランド名で海外旅行の企画商品を造成・販売し
ています。当社が業界に先駆けてISO14001の認証を
取得したのは、1999年の12月になりますので、認証取
得後、1年以上が経過したことになります。この1年間

い合わせがあり、そのうち数社が、現在認証取得を目

（JACO）殿による審査を受け、2月20日付けで認証の取

よびそのグループ各社の高度情報化要請に応えること

得をいたしました。私ども受審組織のメンバーは、す

大変驚きましたのは、UNEP（国連環境計画）から当

を目的に、1977年7月に設立されました。当初は、電気

べてISOへの取り組みは初心者であり、コンサルタン

社の活動について問い合わせをいただき、昨年末に

料金関係のデータ処理業務を主体とした業務運営でス

ト会社の活用はもとより、大変な苦労も伴いながらの

タートし、今日では、従業員数1,220名でシステムコン

挑戦でありましたが、取得達成できた現段階では、今

サルティングから保守サービスまでの総合情報処理サ

までの苦しみも喜びに変わってきております。

指しています。

「ベスト・プラクティス」としてレポートされたことで
した。ISO14001については、国内より海外でその評価

をいただきました。今回、JACOさんのご好意により、

が定着しており、業界初ということで高い評価になり

当社の取り組みについて紹介させていただける機会を

ました。

ービスを行なう会社として、高い信頼と信用を得て、
二十数年にわたる実績を重ねて参りました。今日まさ
にグローバル化、IT化、スピード化の3つをキーワード

得ましたことを、大変光栄に思います。

とした変革の潮流の中で、当社はより一層の飛躍発展

4． 業界としての今後の取り組み
2． 旅行会社にとってのISO14001とは？

を目指し、マーケット（東京電力グループ以外の顧客）
へのアプローチ強化を図るため、ASP事業、メールサ

業界としてのISOへの取り組みについては、今後拡
大するのではないかと思います。ISO9000sの2000年

ービス事業等の運営を当面のターゲットとして進めて
いるところです。

メーカーの工場でのそれと比較した場合に、なかなか

版では「継続的改善」の概念やPDCAサイクルをベー

イメージしにくいものがあります。当社では、当初オ

スにしたQMSを謳っていますが（JACO NEWSで紹

フィスでの省エネ、省資源という直接影響を対象とし

介）、大手旅行会社の中には、このISO9000sの2000年

たシステムの構築を検討していました。しかし、

版への取り組みを検討しているところもあります。

JACOさんから、
「UKAS」の認証取得には「間接影響」

ISO9000sがISO14001の手法を取り入れたことで、今

種電気通信事業者としての情報ネットワークのインフ

しかしながら、手放しで喜んでいるわけにはまいり

を評価したシステムの構築が必要で、製品としての旅

後同時取得を目指す企業が増えていくことも考えられ

ラをベースとして、一般市場への対応を強めている全

ません。ISOの要求事項のポイントでもあります経営

行商品そのものの環境影響を評価するシステムを構築

ます。

してください、という大変難しい課題をいただきまし
た。結果としてこのご指摘のおかげで、苦労はしまし
たが旅行商品の環境負荷について評価するシステムを

④環境に配慮した現地ホテルのリストアップ

ウと実績、さらには首都圏一円を広くカバーする第二

力・取り組みが必要と痛感しております。認証取得そ

サイクル化の手法を、環境だけでなく経営のマネジメ

に1998年8月に設立され、支社従業員約50名の規模で、

のものは、まだISOが要求する「品質マネジメントシス

ント全体の手法として拡大しています。

情報化に関する環境設定や、コンピュータ機器の移設、

テム」を真に進めるための入り口に立ったばかりの状

保守、LAN敷設工事、オンラインデータ入力業務等を

況ではないかと思います。ISOが要求する真の顧客満

主な柱として業務運営を行なっています。業務活動の

足訴求の確立に向かって、この先紆余曲折を重ねなが

範囲は、東京の東側エリアを受け持ち、お客さまから

ら、継続的に改善活動を進めていくことが肝要と自身

信頼と信用をいただくことをベースとして、業務拡大

に言い聞かせているところです。「品質マネジメント

に努めているところです。

システム」の運営責任者として、認証取得を機会に、守

JTBワールドとしては、ISO14001で培ったPDCAの

りです。旅行商品そのものの環境負荷低減には、①ツ

③旅行参加者への現地環境情報の提供

4． 今後の対応

者の責任、顧客満足、継続的改善等について、弛まぬ努

エコツアーというような図式がありますが、これは誤

②旅行目的地での環境関連のマナーや法規制のチェック

長年にわたって培った東京電力グループでのノウハ

JACO永沼取締役から登録証を授与される小林支社長

社規模の動きの中で、私ども東京東支社は、よりお客

環境ISO関連の雑誌をみると、旅行会社の環境ISO＝

アーに同行する添乗員への環境教育

2． 東京東支社の業務

さまの近くで、ニーズに迅速にお応えすることを狙い

作ることができました。
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いたしました。このたび、
（ 株 ）日 本 環 境 認 証 機 構
東電コンピュータサービス株式会社は、東京電力お

で、業界他社や環境に関わる国際組織等から高い評価

旅行会社にとっての「著しい環境影響」というのは、

んので、恒常業務を進めながら全員参加型での対応と

●JACOから一言…
JTBワールド様は、UNEP（国
連環境計画）から評価され、
「ベスト・プラクティス」とし
てレポートされました。
この内容は、JACOのホーム

今回、東京東支社業務の主体でもある「LAN敷設業
務」について、マーケットへの対応強化をはかるため

りに転ずることなく、攻めの姿勢を貫いていきたいと
思います。

のツールとして、ISO9001：2000の認証取得に向け挑戦
をいたしました。平成11年11月より、全員を対象に

等々、いろいろな段階で旅行商品の環境への影響を評

ページでご覧になれます。

ISOの勉強会からスタートし、今日まで取り組んでき

価していくことが大事です。旅行会社にとっての

http:///www.jaco.co.jp/

ております。

●JACOから一言…
東電コンピュータサービス様は、JACOによるISO9001:2000の
認証登録第一号です。
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●

JACO紹介

J

関西支社 関西営業部

JACOでは審査・登録等の過程で、認証関連スタッフ、教育・研修関連スタッフ、業務関連スタッフと社内各部署
にわたり総力をもって皆様の認証取得活動のお手伝いをさせていただいております。

A

関西営業部は、JACOの設立から約4年後の1998年6月に3名のスタッフでスタートしました。現在では
今田支社長（兼営業部長）のもと、8名体制にて営業活動をおこなっています。

C

21世紀は、環境の世紀とも言われております。循環型社会形成推進基本法の制定など地球環境問題への

O

スタッフをはじめJACOについてよりご理解をいただけるよう皆様にご紹介をしてまいります。

意識の更なる高まりと、高品質な製品・サービスへのニーズに合わせ、国際規格ISOマネジメントシステム

今回は皆様との窓口として業務全般をアレンジし審査の円滑な進行をサポートする営業部、関西営業部そして

認証取得を推進する事業者は、業種・規模ともに大きな拡がりを見せています。

紹

このコーナーでは、JACOが認証を取得される皆様にとってよきパートナーとしての存在でありたいと願い、各

このたび新たに開設したJACOプラザ金沢のご紹介をさせていただきます。

このような中、関西営業部ではスタッフ一同今後さらにきめ細やかでタイムリーなサービスを推進し

介

「西日本地区営業センター」としての機能を果たすべく、常に 信頼 をキーワードに、皆様方の経営にお役
に立てる認証、教育研修の実現に向けた営業活動を展開してまいりますので、より一層のご支援をよろし

業務本部 営業部

くお願いいたします。

東日本を活動範囲として、品質・環境ＩＳＯ認証登録の営業活動と定期サーベイランス、更新審査時の変更・拡大等の
対応をしている部門です。

●メンバー紹介

認証を取得される皆様にご満足いただけるよう部員すべてが「親切・迅速・正確」をモットーに、ＪＡＣＯブランドの

関西営業部はベテラン新人相集い、皆

認証登録の業界トップを目指してがんばっています。

様方をお待ちしております。

●メンバー紹介
後列左から

業務本部 営業部の全メンバーを事務所（東京・３Ｆ）の座席配置順にご紹介します。

川手主席…ネット営業関係

菊
地
さ
ん

薮
田
さ
ん

金
沢
さ
ん

柴
沼
さ
ん

岩
谷
さ
ん

間谷主席…ＮＴＴ関連、自治体
上田主幹…品質、業務管理
小出さん…業務担当
渡邉さん…業務担当
前列左から

環境業務担当

西
形
主
席

小
川
副
部
長

建設・食品・パルプ紙・化学・
石油・石炭製品・精密機器・そ
の他製造担当

黄
海
主
席

薗
部
主
幹

業務統括

四
ッ
柳
主
席

品質業務担当

環境業務担当

環境業務担当

高
尾
主
席

森
本
主
幹

渡
辺
主
席

松本顧問…自治体、学校関係

「西日本地区営業センター」として、常に 信頼 をキー

今田支社長（兼関西営業部長）

ワードに「JACOブランド」の良さをご提供します。

騎馬主席…群審査関係

皆様方からのご相談に的確にお応えしますので、何なり
とお申し付けください。

品質・営業担当

品質・営業担当

自治体・通信担当

伊
東
主
席

品質担当

桜
木
主
幹

JACOプラザ金沢
1月26日に金沢市の石川県鉄工会館内に「JACOプラザ金
沢」を開設しました。当日開催した記念講演には80名を超
す出席者が熱心にJACO福島専務の話に耳を傾けていまし
た。また、記念披露パーティーではご来賓の石川県鉄工機
電協会の藤森専務様、石川県保険環境センターの田嶋次長

鉄 鋼・非 鉄 金 属・金 属 製 品・
機械・電気機器・電力・ガス・
廃棄物処理担当

環境，変更，拡大，定期サーベ
イ・更新対応担当

佐
藤
部
長

自治体・学校・繊維・ゴム・
窯業・生協・病院担当

水産・農業・鉱業・輸送機器・商
社・金融・保険・不動産・運送・
倉庫・廃棄物処理担当

「熱意」と「豊富な知識」をモッ
トーに「迅速」と「フレンドリー」
なサービスで「JACOブランド」

様そしてヤギコーポレーションの北グループマネージャー
部内コンピューターシステム
担当

様からご祝辞をいただき、会場は大いに盛り上がりました。
「JACOプラザ金沢」は東京本社、関西支社に次ぐ3 番目

川
本
さ
ん

をお届けします。

JACOプラザ金沢の事務所がある石川県鉄工会館

の拠点で、30名収容可能な研修室、相談コーナーと事務所

遠
で約30坪の広さです。当面は品質・環境ISOや労働安全衛 藤
生のセミナー、無料相談会、研究会、営業活動を通じて地域 さ
ん
密着・貢献度を高め、近い将来には「北陸地区ISO友の会」
の交流の場としての利用も計画するなど地方拠点のモデル
として設置いたしました。

JACOプラザ金沢
をよろしくお願い
します。

環境，
サーベイ・更新見積り
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