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JACO創業10周年となる
2004年を迎えて

18

役社長に就任し、早いもので７か月目が経過し

このような中、JACOは1994年11月に環境マ

ました。そして新しい年を迎えた2004年は、皆

ネジメントの国際規格ISO14001の日本初の認証

様方のご支援により、JACOが1994年に設立され

機関・研修機関として発足し、本年創業10周年

て以来10年という節目の年にあたります。

を迎えます。その間ISO9001、労働安全衛生マ

20世紀は「戦争の世紀」
、21世紀は「戦争のな

12

●表紙の言葉
イラスト／守屋文典
月や太陽は丸く、星の軌跡も円を描く。自然界
の万物は大きなサークルとなって地球上に循環
し、人はいつも丸といっしょに未来に向かう。

下井 泰典
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■JACO NEWS送付先変更のお申し込みについて

して求められているとJACOは考えております。

ネジメントシステムの認証・研修機関として、

い平和で国際協調の進む世紀」であり、そのキ

また株式会社ジェイコマネジメントシステムの

ーワードは「地球環境」と「IT」と言われてまい

設立や、情報セキュリティマネジメントシステ

りました。しかし現実は20世紀から引き継いだ

ムの認証を行う株式会社日本情報セキュリティ

アフガン問題や国際テロに続くイラク戦争、北

認証機構の設立と、経済環境の厳しい中、皆様

朝鮮問題など、また人類の自由な移動を伴うグ

方のご支援をいただきながら、順調に社業を伸

ローバル社会の進展とともに新型肺炎SARSや

展させることができました。

BSEなど新たな課題を数多く抱えております。

今また、お客様にとって経営に役に立つ審査

JACO NEWSはお客様のご連絡窓口または既発行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）

そしてこれらの状況はまさしく地球環境にも大

を進めるための「審査能力向上センタ」や地球

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うお

きな影響を与えているとも言えます。

温暖化防止に向けた京都メカニズム実現のため

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

FAX03-5572-1730

JACO NEWS送付先変更依頼書
●現在の送付先

●変更を希望する送付先
郵便番号

郵便番号

住

住

所

所

一方、国際規格ISOは1987年に品質システム

「CDM/JI設立準備室」の設置、EUのRoHS指令

としてISO9000シリーズが制定されてから17年

に対応した「RoHSプロジェクト」などを発足さ

になります。その間1994年には国連からの要請

せ、お客様のご要望に応えるよう推進しており

で環境管理に関する国際規格ISO14001が誕生

ます。

し、ISO9000シリーズも2000年に品質マネジメ

これらを踏まえて、JACOは新たなる中期計

ントシステムとして生まれ変わり、また通信や

画を策定いたしました。その重点取り組みは、

自動車などの業種別セクター規格が発行され、

①顧客第一主義 ②チームワーク ③スピード

今また食品や医療、情報セキュリティ、倫理な

④公平性・透明性 ⑤海外展開 です。

どのマネジメントシステム規格が次々と制定さ
会 社 名

会 社 名

▲

れようとしております。

■
所属部署

役

所属部署

役

職

職
フリガナ

フリガナ

氏

名

電話番号

氏

名

電話番号
※変更項目のみご記入ください

この中期計画の重点取り組みを基軸として、皆
様方と共に新たなる取り組みを進めて参ります。

しかし今般、ISO国際規格はその真価を問わ

地球が生まれて約46億年、地球の寿命は約

れ始めています。ISOの認証を取得して本当に

100億年と言われておりますが、かけがえのな

効果があるのだろうかというお客様の声がある

いこの「青く緑あふれる地球」を、環境破壊か

のも事実です。確かにISOは認証取得しただけ

ら守り後世に伝えてゆくこと、これは私たち地

では、100%の効力を発揮するものではありま

球人としての使命と考えております。

せん。お客様が、経営に役立つ活きたツールと

今後も引き続き、JACOはISO認証事業と研

して、ISOを機能させる必要がありますし、お

修事業を通じ、微力ながら自らの役割を果たし

客様にとってISOが真に経営に役に立つように

て参る所存ですので、変わらぬご高配をたまわ

審査を進めることが、認証機関の最大の役割と

りますようお願い申し上げます。

3

J

A

C

O

R

E

P

O

R

T

欧州環境調査団2003報告
顧問

が増し、ISO22000の成立に向け国際的に進展

ISO 2000:200X 食品安全マネジメントシステム

してきている。
今回の調査の結果、EUではISO22000が認

福島 哲郎

知されはじめたところで、
ドイツでは、ケータリング
社がやっとISO9001+HACCPを取得したところ
である。オランダでは、ISO9001かHACCPの取
得が主流である。今のところEU全体での関心

2003年6月29日から7月11日の13日間にわたって、欧州の環境関係への取り組み状況をはじめ、地球
温暖化防止のための排出量取引の現状、情報セキュリティマネジメントシステムのISO化の状況、食品安
全、社会的責任ならびにバイオ火力発電所や地域の環境対応を行っているサムス島の状況などについて調
査を行ってきました。ここでは、その一部についてご報告いたします。

は低いが、
ドイツは比較的組織化、集中化され
ているので展開は早いものと思われる。しかし日
本と同様、
ドイツでも食品関係の80%は中小企業
なので、その必要性を理解をしてもらうのが難し
く、特にトレーサビリティが問題であるとのことだ

1

食品残渣リサイクル施設
（スペイン・バルセロナ）

スペイン郊外にある食品残渣のリサイクル施設を見学した。ヨーロッパ

トレーサビリティ
（Traceability ：追跡可能
性）
は、製造業では一般にロット追跡としても知

が、排出量取引では出たようだ。

られているものである。表に示すように、Trace

諸国では、アメリカ、イギリスとは異なり豚肉を多く食べるが、同じくスペ

日本では、2008年〜2012年の第１約束期間に1990年比−6%である11

インも養豚業が盛んである。この豚の糞尿の処理や、食品の残渣のリサ

億5,500万トン/年にするために、現時点（2000年）の13億4,500万トン/年

Traceability（トレーサビリティ：追跡可能性）

イクル施設を見たが、なかなかおもしろかった。豚の糞尿は脱水され、

から1億9,000万トン引き下げなければならない。実に16%以上の引き下

サラサラした粉末状態で10tトラックで運びこまれている。食品の残渣も

げが必要になり、現時点では達成不可能となっている。したがって、ど

[ ISO 22000

同じく乾燥され、それぞれ有償で受け取り、農家用の堆肥や家庭菜園

うしても排出量取引により不足分を購入する必要が生じるため、1ト

用肥料に加工し販売している。

ン当たりの価格に目が向いているのかもしれない。

2003.3 CD
2004.9 ISO化

EUでは、2005年1月から域内のCO２排出量取引が始まる。この取
り引きでは、海外の域外からの参入も認めている。一方日本でも、国

（

んでいるが、固定費の回収に経費がかかり、ほとんど赤字とのことで

内でのCO２排出量取引について、2004年度にトライアルを行い、取り

●ISO9001／2000 用語と定義

あった。見学した民営の施設は、ほとんど自動化されておらず、土地

引きの仕組みや第三者検証などを決めて、2005年4月からスタートす

を利用して時間をかけて堆肥にしていた。オーナーによると、民営の

る予定である（下図参照）
。日本でも海外からの取り引きを認める方

本施設だけが黒字経営だと笑っていた。ちなみに従業員はオーナー、

針で、EUと日本国内とが連動して、2008年を待たずに取り引きが始ま
ることになり、この動向こそ注目すべきであろう。

間1億円を超える事業となっており、当団員全員が感心しきりであった。

これに対しTrack（トラック）
は、川下への追跡を意味しており、
トラッ
ク競技、Tracking（トラッキング）
などの派生語がある。トレーサビリテ
ィは食品の履歴を追跡し遡及できるだけでなく、その原因となってい

生産・処理・加工、流通・販売のフードチェーンの各段階で、
食品とその情報を追跡し遡及出来ること

（

）

排出量の
売却側
CO2 排出
目標

削除分

実際の
排出量

市

排
出
量

（

排出量の
買い取り側

場

）

ティは、食品関係の中小企業にとっては負担となり、マネジメントシステ

2

農業食品産業部門における
トレーサビリティ確立のためのガイドライン
製品／プロセス（経過）
、製品／ローカリーゼーション（場所）の
2つの組合せに適用される。トレーサビリティとはいわば物質
の流れと情報の流れが結合したものといえる。

社会的責任について
（イギリス・ロンドン）

最近「持続可能型経営」が注目され、
「財務」
と
「環境性」に企業
や組織の「社会的責任」を加えた、スリーボトムラインを形成するとさ

）

実際の
排出量

売
却

る場所、所在を明らかにすることと定義されている。このトレーサビリ
ムとしてシステム化することが難しくなる要因になると思われる。

考慮の対象となっているものの履歴、
適用または所在を追跡出来ること
※材料および部品の源
※処理の履歴
※出荷数の製品の配送および所在

●フランス工業規格協会（AFNOR）

国内CO2 排出量取引

で1億1,000万円/年、売上合計は年間１億4,000万円と推定している。
万円）
、経費全体を20%〜30%と考えると、粗利益は従業員10名で年

している。

農業と食品産業

たが、当団員の専門家は、有償受取りで3,000万円/年、肥料売上げ
スペインは人件費が安いため（労働者の平均月収は約10万円〜20

]

●食品トレーサビリティガイドライン（農水省）定義

バルセロナ近郊では、食品残渣リサイクル施設が9ヶ所あるが、8ヶ

事務員2名（2名ともオーナーの娘さん）
、施設作業員4名、
トラック3台

の本来の意味は、川上に向かって追跡することと、場所、所在を示

※Trace :（川上への追跡；場所・所在）
※Track :（川下への追跡；軌道）

所が公営で、1ヶ所が民営とのことである。公営の施設は自動化が進

の運転手3名の10名である。売上高は明確には聞くことができなかっ

れている。
この「持続可能な発展」
という概念は、ブルントランド委員
Check
会の1987年報告書で初めて公式に用いられ、1992年6月に開催さ
れたリオデジャネイロの「環境と開発に関する国連会議」
（地球サミ
ット）で討議されて以来、グローバルに用いられる規範となった。こ

「社会性」項目一覧

超過分

の「持続可能性」
とは、それぞれの世代が少なくとも同等な発展の

1

雇用・労働
（従業員構成）

ための基盤を将来世代に引き継ぐこと、あるいは残しておくことの考

2

労使関連
（リストラ・従業員経営参加）

え方に立っている。この社会的発展のあり方の原則は、環境、経済

3

健康・安全
（労働災害、労働衛生）

4

教育研修
（キャリア、待遇均等）

5

機会均等
（管理職男女比率）

6

戦略・マネジメント
（人権、業者選定）

7

差別禁止

者）関連、③サプライチェーン関連、④地域貢献関連、ならびに⑤企

「地球温暖化防止」関係では、
「京都議定書」で認められている排

8

結社の自由・団体交渉

業倫理関連の５区分となっている。日本では「社会性」は「企業倫理」

出量取引の現状と今後についてイギリスでの調査をもとに報告する。

9

児童労働
（児童労働禁止、平均労働）

この事業のポイントは、①オーナーが自前の土地を持っているこ
と、②無理に自動化して固定費を増やしていないこと、③肥料など

国内A社

付加価値の高いものに展開していること、④公共性が高く、行政の

2

排出目標
商社などの
仲介会社

削除分

援助があることにつきるようである。

排出量取引の現状
（イギリス・ロンドン）

EUでは、2001年からデンマークが電力事業者のみで、また2002年
4月からイギリスで、企業の自主参加（32社）による排出量の取り引

国内B社

3

国内C社

（ドイツ・ボン、オランダ・アムステルダム）

ドイツのボンにあるB.A.D社（1976年設立、職員数2,000名、2002年

570円）から始まり、ピークで17ポンド（約3,230円）となり、現在は再

売上高103Mユーロ、労働安全衛生、食品安全中心のコンサルタント

び2〜3ポンドとなっている。このため、日本ではCO2 1トン当たり500

会社）
と、アムステルダムのヘンリィウイリック農場（チーズ事業メーカ

円にするべきとの意見が強くなっていた。今回の調査で、英国環境

ー、従業員70名、2工場+3ハンドメイド工場）にて調査した。
リカのHACCP（Hazard Analysis Critical Control Point： 危害分析

を投入した。これは、自主参加した企業へのインセンティブを与える

重要管理ポイント）
を組み合わせた規格で、2003年3月にCD（分科

ためだ。どのようなシステムがうまくいくか検討するためで、何ポンド

会原案）が提示され、2004年9月には、国際規格（ISO）として発効

で取り引きされるかは、参加企業が少ないのでまったく参考にならな

される予定である。

解出来ない。」
とのことであった。

② 顧客
（消費者）
関連

すると確認のシステムがないなどの欠点が指摘され、取得が急激に

ドであるかという結果のみを評価したり、そこに関心が集まっているの

減少した経緯があった。しかし、その後BSEによる食品安全に対す

を不思議がっていた。たしかに、参加企業が32社（申し込み34社で、

る信頼喪失、表示問題、口蹄疫の発生など、食品の安全の重要性

「社会的責任」の中で特に企業・組織は、積極的な役割を担うこと

13 顧客の健康安全

が期待されている。その企業・組織とその従業員の関係は、経済的

14 製品サービスのラベリング

な意味で言えば、社会的繁栄を生み出す担い手であり、技術的な意

15 広告

19 企業市民
20 地域社会
21 贈収賄・不正

⑤ 企業倫理関連

との考え方があるが、欧米では「従業員関連」が中心で、24項目中
き生きと活動できるかとの考え方である。

18 地域住民の権利

たが、日本では乳業メーカーの問題で、HACCPの限界と一度取得

日本の関係者が、システムの仕組みではなく、排出量取引が何ポン

それによると「社会性」の項目は、①従業員関連、②顧客（消費

11 懲戒慣行
（苦情申し立て制度）

③ サプライチェーン関連 17 一般消費者／取引先の評価

食品安全関係は、一時アメリカのHACCP規格の取得が進んでい

考えられている。

10 強制労働

16 顧客プライバシーの尊重

④ 地域貢献関連

そして社会性に関わっている。この「社会性」項目について、GRI
（Global Reporting Initiative）
を中心に、EUでは表に示すように

半分の12項目が従業員関連である。つまり従業員がいかに楽しく生

12 セキュリティ慣行
（保安要員人権）

ISO22000（食品安全マネジメントシステム）
は、ISO9001:2000とアメ

「英国では、40万トン削減するために2億1,500万ポンド（約40億円）

い。日本人からよく現在1トン何ポンドかと問われることが多いが、理

① 従業員関連

食品安全マネジメントシステム

きがスタートした。当初、CO2 1トン当たり2〜3ポンド（約380円〜

省（DEFRA）の担当官であるMr. James Harriesから聞いた話では、

4

った。

そのうち2社が辞退）レベルでの取り引きの結果を一喜一憂している
日本を見ると、システムとかプロセスではなく、その結果主義の悪い面

22 政治献金
23 公益政策
24 競争・価格設定

味では、進歩をもたらす原動力である。企業は雇用を創出したり、社
会的な安定を守る働きをし、従業員には自己啓発の機会を提供する
責任を有するとの思想がある。このようなことから、
「社会的責任」の
中心が従業員関連となっている。
現在、
「社会的責任マネジメントシステム」は、米国のエンロン事件
や運動具メーカーのナイキ社の幼児就業問題、さらには日本におけ
る食品メーカーの不祥事、商社の企業倫理など「社会的責任・企業
倫理」の重要性から国際規格化作業が進められ、EUが先行してい
るが、2004年から2005年にはISO化される予定である。製品委託生
産のOEM関係では、この規格を認証しないと発注が難しくなるとい
われている。
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NEWS

ISMSの最新動向と規格の解釈

［図１］

ISMSの確立（Plan）〜規格要求事項のフロー

川上 明仁

1 ISO規格化の動向
2003年10月末に開催されたISO（国際標準化機構）の

a

が分かるように記述することが大切です。

ググループ）のパリ会合では、ISMSのISO化の進め方につ

さくしようとする傾向がありますが、事業活動としてPDCA

いての結論が出ず、本年4月のシンガポール会議に先送り

を回すことができ、継続的改善が可能なドメインを構成して

されました。したがって、
「ISO/IEC17799の改訂作業とうま

いることが必須です。

く噛み合い、審議がスムーズに進むと、2004年中にもISO化

b） 基本方針

ットワーク月報９月号）
」
という状況から進展は見られてい
ません。
すでに国際的なデファクトスタンダードとなっているBS規格

することが求められており、どの組織にも通用する一般的な

355件、国内で94件と急速に伸びている状況にあります
（2003年11月現在）
。業種も行政、大学等へと広がりをみせ

する」
ということは、
「遵法などを方針の中でコミットメントす

の取り組み方を方針の中で明確に示すこと」です。
4）「リスクを評価する基準およびリスクアセスメントの仕組
みの基準を確立する」
は、
「どの情報資産を重要視するのか、

これからBS規格に適合したISMSを構築しようとしている

またC・I・Aのなかで、どれを重要視するのかという考え方に

方々、既に構築したシステムの改善をしようとしている方々

ついて方針の中で明確に示すこと」です。

の参考に供したいと思います。Do、Check、Actについて

c） リスクアセスメントの方法

情報資産
の特性

①目的設定の枠組み
②事業、法律、契約上の義務
③戦略的、組織的、RMの環境
④リスク評価・RA仕組の基準

information asset

気密性
Confidentiallty

完全性
Integrity

可用性
Availabillty

情報は許可された者だ
けがアクセスできるこ
とを確実にすること

情報及び処理方法の正
確さならびに完全であ
る状態を安全防護する
こと

許可されたユーザーが
必要時に、情報及び関
連資産にアクセスできる
ことを確実にすること

①ISMS事業、法律の要求に
適した方法
②リスクを受容レベルまで減
らすよう、基本方針と目的
を定める
③リスクを受容する基準を設
定し、受容レベルを決める

次の事項を含める
①適用範囲内の資産とその所
有者
②資産への脅威
③脅威に攻撃される可能性の
ある脆弱性
④C・I・Aが失われたときの
資産への影響

資産価値（重要度）の決定

「資産に関連した、有力な脅
威・脆弱性・実施している
管理策」に照らして

h
i

リスク対応のための、
「管理目
的および管理策」を選択する

●BS7799-2:2002の
Annex A「管理目的およ
び管理策」【127項目】
●追加の管理策

適用宣言書を作成する

ISMSの実施・運用

ので注意が必要です。特に、可用性の基準がシステムの

f） リスク対応の選択肢の識別・評価
127の管理策の採用では、受容基準未満に低減できな
い場合に、追加の管理策、回避、移転について具体的に

127の管理策の中から有効な管理策を選択し、管理策
①適切な管理策の適用（低減）
②受容 ③回避、④移転

残留リスク

したときの影響・被害の大きさ」になっていないことがある

g） リスク対応の管理策の選択

リスク対応のための選択肢を
識別し評価する

経営者の承認および認可を得る

C・I・Aに関する資産の価値の定義が、
「C・I・Aが喪失

検討することが、規格の意図するところです。

選択肢

g

e） リスクアセスメントの実施

信頼性の定義になっている例があります。

④ c) 基準により、
〈リスク受容可〉
or〈対応必要〉決定

f

検討することが重要であり、効果的です。

●選択した管理目的・
管理策、選択の理由
●除外した管理目的・
管理策、除外理由

実施後のリスクレベルを評価して、リスク受容レベル未満
になっているかを確認する必要があります。満たさない時
は、
ｆ）に戻ることになります。
h） 適用宣言書
127の管理策のうち、採用、不採用の管理策とそれぞれ
の理由、および追加した管理策とその理由を記述すること
が要求されていますが、理由はリスクアセスメントの結果を
踏まえ、採用・追加した管理策の目的、不採用の根拠を明
確に記述することが大切です。

また、短期間で受容基準を満たすように受容レベルを高く
設定することは、規格の意図するところではありません。

i） 残留リスクの承認
規格はトップマネジメントの承認を求めていますが、規格の
意図するところは、承認を受けること自体が目的ではなく、

受容レベルまで低減する
「方針と目的（到達点）
」を設定

受容レベルは年度毎に改善していくべきものではなく、リ

することがポイントです。組織にとっての、顧客を含めた利害

スクが現実になった時の被害が受容できるかどうか、事業

たとえ中長期的になっても受容基準未満までリスクを低減す

関係者の信頼と事業継続性を失わないセキュリティレベル

継続性の観点から設定することが重要です。

る対策（回避、移転を含め）
を検討することを求めています。

（リスクの受容レベル、すなわちリスクが現実になった場合に

d） リスクの識別

なお、残留リスクとは、受容基準以上のリスクと受容基準

受容可能なレベル）
を見極めることがISMS構築の出発点で

脅威とその頻度、脆弱性（対策の弱さ）
、C・I・A喪失の影

未満のリスクの両方を指すと考えるのが妥当です。受容基

事業（提供しているサービス）
、組織、ロケーション
（レイアウ

あるといえます。この「方針と目的（到達点）
」が設定されて

響の識別は、ISMSを構築する上で最も意義があるところで

準未満であってもリスクは存在しており、将来継続的に改善

ト）
、資産、技術
（情報システム、ネットワーク）
の5つの要素につ

いないと、受容レベルの基準の根拠がないことになります。

すから、事務局だけでなく関連部署と一緒になって詳細に

していく必要があるからです。

a） 適用範囲

6

①事業
②組織
③ロケーション
④資産
⑤技術

③リスクレベルの算定

ること」です。

略，組織の体制，C・I・A［図２参照］に対する組織として

リスクアセスメントを行う

②セキュリティ障害が現実となる
可能性のアセスメント

2）「事業上、法律または規制上のセキュリティ義務を考慮

準）
による登録がいまだに多いのが気になるところです。

のポイントを解説します。

リスクを識別する

①セキュリティ障害による事業上
の被害のアセスメント
C・I・Aの喪失による潜在的影響を考慮

1、2年経過点）
のセキュリティレベルのことです。

びリスクマネジメントの環境（条件）
を確立する」は、
「活動戦

図１に示す「規格要求事項のフロー」に従って要求事項

e

get）
は、目的を達成するために設定される、ある時点
（例えば

（PDCAプロセスおよび継続的改善の要求のない認証基

は他の機会に譲ります。

リスクアセスメントの
方式を定める

内容の識別

あるべきセキュリティレベルのことです。これに対して目標
（tar-

3）「ISMSの確立・維持を展開する戦略的、組織的およ

今回は、Plan（計画）
に関する要求事項について解説し、

d

ここで、目的とは到達点（goal）
ですから、中長期的に見て

ています。しかし、国内ではJIPDECのISMS認証基準 V1.0

3 規格要求事項の解釈

c

ません。

ィ活動の方向性と原則を全体的な意味において示すこと。

BS7799-2:2002の認証を取得した企業・組織は世界で

ISMSの基本方針を定める
目的設定の枠組みと
全体の方向と活動原則を確立

また、方針には次の4つの内容が含まれていなくてはなり

のパリ会議でも、カナダを除く16ヶ国（米、英、仏、独、オラ

2 認証取得状況

密性・完全性・可用性［C・I・A］を確保
し維持すること。

ISMS基本方針

表現では規格に適合しているとは言えません。

1）目的（objectives）
を確立するための枠組み、セキュリテ

すから、今後のスムーズな進展を期待したいと思います。

b

基本方針は、
「適用範囲に特徴的な内容を具体的に表現」

を、ISO化のベースとして使用することは決まっており、今回

ンダ、日本等）
はISO化におおむね好意的であるということで

適用範囲

性、すなわち想定されるリスク
「脅威と脆弱性
（対策の状況）
」

また、初めてISMSを構築する場合、とかく適用範囲を小

になれば、最悪2008年にずれ込む可能性もある。
（JACOネ

ISMSの適用範囲を定める

いて境界を明確に定めます。その際、情報セキュリティ上の特

SC27/WG1（ISMSの国際規格化を審議しているワーキン

される期待もあるが、ISO化のすべてのステップを踏むこと

情報セキュリティ＝情報資産を脅威から守り、情報の機

管理目的および管理策を特定し、文書化する為に
次のステップa〜iを実施する

株式会社日本情報セキュリティ認証機構
理事 IS認証部長

［図２］
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環境

環境側面と「紙・ごみ・電気」

環境認証部
副部長

小林 茂勝

ISO14001の国内の登録件数も平成15年10月末現在で13,216件になり、環境側面という一般には耳慣れ

ドアの開閉などが運用面での改

なかった言葉も、少しずつ世の中に浸透してきたような感じがしており、新規で登録される審査先での印象でも、

善工夫により効果が上がる方法

その言葉から受ける抵抗感は少なくなっていると思われます。

です。設備面では室内の空気の

その反面、どこでも必ず使ったリ捨てられたりする「紙・ごみ・電気」が環境側面としてその一部しか登録され

積極的な循環、断熱、冷暖房設

ない組織や、数年経っても休み時間の消灯程度の対策で具体策に悩んでおられる組織を時々お見受けしますので、

備の改善などが考えられます。

あえてこの時期に「紙・ごみ・電気」についてのとらえ方や参考になりそうな事例を取り上げることにいたしました。

次に電気使用量の多い照明の

■間接影響の評価
〈直接影響の評価〉

INPUT
●エネルギー
●原材料
●部品・製品

（

場合は、当然休み時間の消灯

事
業
活
動

）

有 益
有 害
不要物

OUTPUT
意図したもの
●製品
●サービス

（

）

などを最初に行っていると思
います。窓側の照明の部分点

「紙・ごみ・電気」の検討のすすめ

紙・ごみの削減

射効率のよい反射板に変更、
今回あえて「紙・ごみ・電気」を取り上げたのは、

紙の削減には裏紙の利用が一般的でしょう。抜本

直接影響の代表ともいえる「紙・ごみ・電気」に対

的にはパソコンやネットワークによる電子化で発生

して、環境側面という視点での認識が少しおろそか

量を抑える手法が効果を上げています。本当に必要

になってはいないだろうかと感じる審査先が幾つか

な分だけを使うための心理作戦として、部門ごとの

あったからです。電気について除外されている例は

割り当て制にする、期間ごとの配給制にする、など

ありませんでしたが、紙または廃棄物が入っていな

いろいろな工夫が見られます。

い例は幾つかありました。極端な例ですが、印刷会
社でOA紙は登録されているものの、本業で使う印刷
用紙は対象外などというのもありました。

紙の例ではありませんが、心理作戦で効果を上げ
たこんな話を聞いたことがあります。
印刷工場で、油落としの手洗用に粉石鹸を使って

どんな事業所でもエネルギーを使い、いろいろな資

います。粉石鹸はトレイに入れてあって自由に使う

源を必ず使っていますので「紙・ごみ・電気」は事業活

ことができる状態でしたが、EMS取得を契機に１日

動の原点として積極的に取り上げて欲しいものです。

の必要量だけを毎日トレイに移して使うようにした

そこで、これらの対応へのヒントを幾つか取り上

ら、１か月の使用量が激減したということです。従

げてみましょう。

来は、粉石鹸をパッとつかんで流しっぱなしの水道

「紙・ごみ・電気」に取り組む対策は、まず手当た

水の下で溶かしながら洗っていたため、大半は水と

りしだいに手近な事から始める例が多いようですが、

いっしょに流してしまって、水も余分に使ってしか

数年経って良い対策が見つからない時、また何から

も汚していた、とも言っていました。小さな例です

手を付けて良いかわからない時には次のように考え

が身近にこのようなことはないでしょうか。

てみてください。

廃棄物削減では発生量の削減で総量を減らしてい

紙の使用量対策であれば、その職場で紙を一番使

きますが、最終的に残るごみを廃棄・焼却せずにリ

っているものは何でしょうか。会議の資料でしょう

サイクルできるかどうかが、循環型社会を目指した

か。連絡用の資料でしょうか。売上の集計資料でし

取り組みのポイントになリます。

ょうか。2番目、3番目と調べて順番に並べます。こ

苦労して分別した物をリユースしてくれる、そう

のように紙の使用量の削減では当然多く使っている

いう良い取引先とお付き合いできるかどうかが、ゼ

順に対策処置を施していきます。さらに一歩進めて、

ロエミッションにつながるポイントのようです。

れが取り組み目標になります。
施していくのです。一番大きな無駄をつぶすことが

電気使用量のトップが空調用冷暖房の場合は、と

できれば、その対策が一番効果が上がります。この

にかく徹底的に冷暖房について検討してみてくださ

後の順番のものも、こつこつ努力を重ねましょう。

い。温度設定は適切ですか？寒冷地の皆様、冬場の

用量や無駄の大きいところから取り組んでいくのが
常套手段です。

蛍光管の間引き、インバータ

調達先の
活動

ー化などいろいろありますが、
意外に気がつかなくて効果が

不要物

室内が暖か過ぎませんか？審査で北海道に伺うと、
暑いくらいに設定されていることもありました。
また、フィルターの定期的清掃、室内の空気の循環、

事
業
活
動

INPUT
●エネルギー
●原材料
●部品・製品

（

）

（●誘導 ●指示 ●情報）

潜在的有害
有 害
不要物

間接影響

影響力

有 益

OUTPUT
意図したもの
●製品
●サービス

（

）

顧 客
・流通
・使用
・廃棄

上がるのがレイアウト変更で
す。照明を必要とする場所を
集中させることです。これは工場などでは、照明の

製造会社では作りやすくするために設計会社に改善

効率だけでなく、作業効率も上がりますし、設備面

提案したり、物流会社では荷主に取り扱いやすく廃棄

からもエネルギーの節約につながりやすい方法です。

物が少なく輸送しやすい梱包やパッケージを相談しま

ある審査先の会議室の室内照明は、室内全体に少し

す。このように提案したりお願いしたりする影響力で

暗めに標準設定されています。会議では部屋全体を事

作業効率が上がり、結果として電力の削減につながり、

務所ほど明るくする必要はなく、むしろプロジェクタ

廃棄物が減ってきますので、直接影響だけでは得られ

などを使うため暗いほうが都合がいいようです。手元

なかった大きな効果が出てくるのです。

はメモを取るために、必要に応じて部分照明が取れる
ようになっています。
また、2灯式蛍光灯器具の1本をダミー管に差し替え

「紙・ごみ・電気」されど「紙・ごみ・電気」
。まだま
だ皆様のまわりにこのようなところは残っていません
か。

て40%の省エネが実現できるという事例もあります。
産経新聞の記事で紹介されておりましたが、詳細は下
記ホームページでご確認ください。

http://www.takatsu.co.jp/j-ene/cutone.htm
このほかにも、エアーコンプレッサを使っている工
場では、エア漏れの撲滅や適正圧力の見直しなどが割
合手軽に対応できて効果が上がる方法だと聞いていま
す。モータ類のインバーター化も省エネの教科書に載
っている対策の一つです。

本来業務を見直してみよう
EMSの認証を取得後、更新審査を迎えるころには、
ぜひ有益な側面という視点を取り込んでほしいと感じ
ています。もちろん、初めから有益な側面を考慮して
いる組織もたくさんあります。
日常の本来業務では環境によい活動を追及していな
いでしょうか。不良品の削減、売上の増加、作業効率

電気の削減

このような時には一番大きな無駄から順に対策を

紙を例に挙げましたが、電気でも同じ手法で、使

影響力

間接影響は、されど「紙・ごみ・電気」

それぞれの項目で本当に紙でなければならない量ま
で推定できれば、削減できる程度が明確になり、そ

間接影響

灯、照明器具の定期清掃、反

の追及などの活動はすべて環境改善や有益な側面につ
ながってこないでしょうか。
不良品を作れば廃棄物は増え、余分な電力やエネル

間接影響は事業を取り巻く周辺への影響で、事業

ギーも使います。販売でも同様で、売れないと余分な

の上流では調達先や供給先、下流ではお客様などに

エネルギーがたくさん使われます。売れ残れば廃棄処

与える影響力であり、特に上流への影響力は自部門

分されることもまれではありません。作業効率はもう

にその結果の一部が戻って来ることに大きな意味が

説明の必要はないでしょう。

あります。直接影響だけの評価では表れなかった潜

審査先で「営業部門の活動テーマは消灯と裏紙使用」

在的なロスが表面化しますので、この領域を放置す

とおっしゃる企業がありましたが、同じような考えの

る手はありません。

企業・組織が少なくなっていくことを祈っています。
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品質

これからの品質認証の
取り組みについて
取締役 品質認証部長

吉野春幸

基本方針と重点施策
品質認証部の基本方針は、①経営に役立つ審

向は、業種単位でのカスタマイズ化された品質マネ

量の把握とともに仕事の内容（求められる力量）の

ジメントシステム規格を、市場が要求しているとも

分析が求められています。したがって、いきなり教

考えられます。

育・訓練を計画するのではなく、まず仕事の内容を

査、②海外に通用する審査、③顧客に応じたきめ

近年登録要求の高い土木・建設分野はセクター規

分析してください。それから従業員の力量の事情を

細かい審査の3点ですが、この方針は不変なもの

格化されていませんが、セクター規格的な審査が求め

測定してださい。その結果として力量不足が判明し

と考えています。具体的な施策は、この基本方針

られると考えています。そこで、土木・建設などを皮切

たら、不足対策を考えてください。その際も、教育・

に基づいてその時々の状況に応じて立案してまい

りに７項の掘り下げ
（専門性深耕）
に取り組んでまい

訓練での対策だけでなく、力量のある外部への業務

ります。

ります。業種単位での審査マニュアルを資産として整

委託または力量のある従業員の緊急採用等、別の

備し、審査員で共有したいと考えています。この資産

手段も考えてください。

〔１〕関西拠点の強化
品質マネジメントシステム認証取得を希望する

は審査員間での審査のバラツキ解消に役立つものと
確信しています。

意を理解して、システムを構築していただきたいと
思います。

JACOのお客様の40%以上は、関西営業部が担当
しています。そこで関西支社に配置する審査員(契

ISO9000を用いて業務の標準化を図り無駄を省

約審査員を含む)を増強してまいります。配置にあた

くことは、業務の効率化につながります。また組織の

2000年版で品質マネジメントシステムへと移行

っては、専門性を生かすことが重要だと考えていま

目標を、組織を構成するすべてのメンバーに浸透さ

し、また業種別のセクター規格が制定されるな

す。そして将来的には、全国を７ゾーン(九州・中

せ、良い意味での「全員を組織の歯車」
にし、全員の

ど、品質マネジメントシステムは大きな変貌を

国／四国・近畿・中部・北信越・関東・東北／北海

活動が社業の成績向上につながる仕組み作りに腐

とげております。

道)に分割して審査員を配置したいと考えています。

心してください。この有効性を実現するには、組織の

さらにゾーン内では、すべての専門性をカバーでき

課題を明確に把握することが不可欠です。

ISO9000シリーズが1987年に発行され、

このような中、2003年6月21日付けで品質認
証部長に就任いたしました。本稿では、これか

JACOは、審査を通じて、お客様にISOがもたらす

るようにする方針です。

らのJACOでの品質認証の取り組みについて所

効率化と有効性に気づいていただくようリードしてまい

〔３〕non-familiar ISO customer対応

信を申し述べさせていただきます。

ステム）
が必要です。まれに本来の業務とは関連し

ISO9000シリーズは、周知のとおり2003年12月14

ない品質マネジメントシステムを構築される企業・組

日(国内は12月19日)を期限として94年度版が終結

織が見受けられますが、この二つのシステムはぜひ

し、2000年度版のみが有効になります。幸いにも

とも同一にしていただきたいと思います。本業を遂行

JACOでは、数件のお客様を除いて、期限内に2000

するための仕組みを、ISO9000で精査することを考

年度版に移行していただいています。

えてください。ISO9000を用いて業務を標準化させ、

品質マネジメントシステムの認証動向を見ますと、
2003年5月を境にJABへの新規登録件数が前年度

ります。

本来の業務を遂行するには何がしかの仕組み
（シ

現状に対する認識
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一例を申し上げましたが、ISO9000が要求する真

無駄を省いてみてください。また社業発展に視点を

〔２〕セクター規格への対応

おいたシステム構築に腐心してください。そのために

割れの状況にあります。JACOのお客様の状況にも

自動車、通信分野はすでにセクター規格が制定

変化があり、2極化の様相を呈しているように感じま

されています。また、食品・医療分野ではセクター規

す。長くISOに取り組んでこられたお客様は、業績

格化がスケジュール化されています。このセクター

人的資源の要求に呼応するために教育・訓練計

向上に直接役立つようなISOを求めておられます。

規格は、ISO9000：2000をベースとして業界の専門

画を審査時に提示していただきますが、ここで教育・

お客様が、ISO9000を経営のツールとして使い

一方、入札要件にISOの取得が義務付けられてい

知識を付加したものになっています。特に7項の「製

訓練が必要となる理由について考えてみたいと思

こなして、社業発展していただくことがJACOの喜

るお客様は、迅速な品質マネジメントシステムの構

品およびサービスの実現」に専門的な業界規格が

います。
「仕事の内容と仕事をする従業員の能力(ス

びです。これからも皆様とともに、健全なるISO9000

築を求めておられます。

組み込まれています。このようなセクター規格の動

キル)の整合性」
をISO9000では要求しています。力

の発展に貢献して参りたいと思います。

はISO9000の要求規格を深く理解することが不可
欠です。

おわりに
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JACO SEMINAR
JACOセミナー開催日程

JACOセミナー新設コース・新刊図書・Web申し込みの
ご紹介

コ

下井 泰典

8.

新設コースのご紹介
9.

審査前の準備と計画・審査の実施・審査報告書・
フォローアップ活動
修了試験

一般 ………………………………………315,000円（税込み）
JACOネットワークサービス加入者……… 283,500円（税込み）

審査員の複合能力化への期待にこたえて、効率的に受講可能な3

JACO常設セミナーのISMS内部監査員養成コースまたは

日間のコースを常設セミナーとして開設しました。

ISMS構築基礎コース（事前学習セミナーとして最適）

EMS審査員研修コース合格修了者でQMS審査員への資格拡大を

修了者 …………………………………… 252,000円（税込み）

目指している方を対象とした3日間のコースです。
なお、QMS審査員研修コース合格修了者を対象にした「EMS審

新刊図書の紹介

査員資格拡大研修コース」も、開設準備中です。
（JABに申請中。
4月開講予定。
）

すぐ役に立つISO環境法
ISO14001の重要な要求事項の一つは、
組織に適用される法的要求事項などを
特定し、その参照を可能とする手順を

2. 審査の手順と実施および演習
審査の手順とフロー 等

作り、維持すること（「4.3.2項」）が求め

3. 筆記試験

そのためには、法律を正しく理解し運

られています。
用する必要があります。

【受講料】
一

般 …………………………………… 186,900円（税込み）

本書はそのような環境保全活動を念頭
において、①法の主旨の判りやすい解

JACOネットワークサービス加入者 ……… 168,000円（税込み）

釈と②類似法検索を容易にする環境法の大分類、さらに③環境

JACO常設セミナー
（過去3年以内の品質に関する２日間以上

側面から法の要求事項の相関、および④主要規制化学物質と関

のコース）修了者 ………………………… 157,500円（税込み）

連法律の関係のまとめなどを特徴とする実用書です。

BS７７９９情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）
審査員研修コース［2003年8月JIPDECより認定済］

体裁：A5版
定

316ページ

価……………………………………………2,100円（税込み）

JACOネットワークサービス加入者価格 …… 1,950円（税込み）

【コース概要】
最近、情報セキュリティ認証取得に向けた企業内活動が活発になり、
審査員やコンサルタントの育成が強く要請されています。

Webでのセミナー申し込み

本コースでは、ISMS審査員やコンサルタントに必要なISMS規格、リス

従来からのFaxによるセミナー申し込みに加えて、ホームページから

クアセスメント、審査の進め方の知識を、事例に基づいて解説し、さ

もお申し込みいただけるようになりました。ぜひご利用ください。

らに審査の場面で必要な各種のノウハウをケーススタディの中で習得
していただきます。
【プログラム概要】
1.

コースの概要

2.

情報セキュリティ標準化動向と認証制度

3.

規格要求事項（ISMS規格と審査のポイント）

4.

情報セキュリティの技術動向

5.

セキュリティ関連法規とガイドライン

6.

リスクアセスメント/リスクマネジメント

7.

ISMS審査のガイド及び認証登録審査のプロセス

EF

東京

大阪
EIA

仙台
境
金沢
名古屋
福岡
東京
内部環境監査員
EIB
ブラシュアップコース2日
大阪
東京
実務コース
環境
EMS
大阪
3日
マネジメント
東京
システム
基礎コース
大阪
構築
EMB
2日
仙台
小平
東京
入門コース
EIC
大阪
1日
東京
経営者・管理者コース半日
ETM 大阪
金沢
東京
CDMワークショップ2日
東京
【JAB認定】JISQ9001(ISO
QF
大阪
9001)審査員研修コース5日
東京
【JAB認定】QMS審査員
QEF
大阪
資格拡大研修コース3日
品質管理コース5日
QC 東京
東京
内部品質監査員
大阪
養成コース2日
品
QIA 仙台
金沢
名古屋
質
福岡
東京
内部品質監査員
QIB
ブラッシュアップコース2日
大阪
東京
構築実務
品質マネジメ
QMS
大阪
コース2日
ントシステム
東京
文書構築
QMM
大阪
コース1日
東京
QMSISO9001:2000規格
QE2
要求事項の解説2日
大阪
東京
ISO9001:2000規格
QES
の解説1日
大阪
東京
ISO9001経営者・管理者
QTM
コース半日
大阪
東京
情 【JIPDEC認定】ISMS審査員
IF
報 研修コース5日
大阪
セ
IIA 東京
キ ISMS内部監査員コース3日
ュ
IMB 東京
リ ISMS構築基礎コース2日
テ 経営者・管理者コース半日
ITM 東京
ィ
東京
構築実務コース2日
WMS
大阪
労働安全衛生
（OHSMS）
東京
内部監査員養成コース2日 WIA
大阪
＊学生主体

12

開催
場所

環
【受講料】

【開催趣旨】

1. QMS関連知識および演習
1）規格の動向とQMS審査員に要求される資格基準
2）QMS要求事項 等

コード

開

催

【セットコース】左記セミナーの内、2つのコースを組
合わせて受講料を割引いたコース
（max22%引）

日

2月

3月

4月

5月

9〜13
23〜27

＊1〜5
8〜12
22〜26
15〜19
15〜19

5〜9
19〜23

10〜14
24〜28

環境Aコース＊

12〜16

17〜21

環境Bコース＊ 環境マネジメントシステム構築実務コース3日
環境審査員研修コース5日

大阪 16〜20
仙台
小平 16〜20
名古屋
福岡
東京
【JAB認定】環境審査員
資格更新リフレッシュコース1日 ERF 大阪
東京
9〜10
内部環境監査員
23〜24
養成コース2日

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、専門家や審査員を目指す方々の育
成をきめ細かく支援しています。今回は、セミナーの新設コース・新刊図書・新しいセミナー参加申し込み方法等をご紹介いたします。
なお、今後も受講者のニーズに対応して、より魅力あるコースの開設やWebの活用による利便性の向上等に取り組んでまいります
のでご期待ください。

【プログラム概要】

ス

【JAB認定】
ISO14001環境審査員
研修コース5日

取締役 技術部長

「JAB認定 QMS審査員資格拡大研修コース」

ー

2004年 2月〜5月

5〜6
22〜23

5〜6
19〜20

4〜5
25〜26

15〜16
26〜27

17〜18
26〜27
3〜4
19〜20

24〜25

16〜18
23〜25
16〜17
23〜24

17〜19
22〜24
17〜18
22〜23
11〜12

27
4
26
12

26
3

2〜6
12〜13
26〜27
19〜20

6〜7
17〜18
31〜1
13〜14
27〜28
12〜13

21〜22
25〜26

7〜9
20〜22
7〜8
20〜21

12〜14
24〜26
12〜13
24〜25

19〜20
29
7

19
7

23

29〜31

15〜16
8〜9

26〜28
5〜7

品質Dコース＊ ISO9001：2000年版規格の解説2日コース
品質審査員研修コース5日
品質Eコース

26〜27
8〜9
20〜21

17〜21
21〜22
10〜11
24〜25
12〜13

11〜12

18〜19
27〜28

11

27
28〜29
13〜14
28
13

ISO9001：2000年版規格の解説2日コース
品質管理コース5日
品質審査員研修コース5日

●セットコースの内、＊は教育訓練給付制度厚生労働大
臣指定講座です。
●教育訓練給付制度ご利用の方は専用の申込用紙を下記
にご請求ください。
●セットコースは東京会場・大阪会場・小平会場のみです。
●セットコースの日程は下記にお問い合わせください。
●受講期間が1ヶ月以上になりますが受講開始後の日程
変更はできません。

【セミナー会場】
＜東京会場＞

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル8階JACOセミナーセンター

＜大阪会場＞

大阪市北区堂島2-1-7
日販堂島ビル8階JACO関西支社

＜札幌会場＞

札幌市北区北８条西３丁目
札幌エルプラザ内研修室

＜仙台会場＞

仙台市青葉区中央3-4-18
東北外国語専門学校東二番丁校舎

＜金沢会場＞

金沢市鞍月町2丁目3番地
石川県鉄工会館3階JACOプラザ金沢

24〜26

1〜2

24〜25
10〜11
24
10

品質Cコース＊ 品質管理コース5日
品質審査員研修コース5日

12〜16

22〜23

5〜6
2〜3
5
2
11

内部環境監査員養成コース2日
環境審査員研修コース5日

品質Bコース＊ 品質マネジメントシステム構築実務コース2日
品質審査員研修コース5日

2
8〜9
22〜23

16〜20

組合わせ

品質Aコース＊ 内部品質監査員養成コース2日
品質審査員研修コース5日

8〜12
22〜26

19
29〜30
15〜19

コース

＜名古屋会場＞名古屋市中区栄1-23-10
ソニー名古屋ビル9階
＜福岡会場＞

福岡市中央区長浜1-4-13
ソニー福岡第２ビル8階

＜小平会場＞

東京都小平市喜平町2-1-2
全国建設研修センター

【キャンセル・日程変更】
お客様のご都合でキャンセルや日程変更されますと、手
数料がかかる場合があります。

インターネットJACOホームページ
セミナーの概要・空席状況をご覧いただけます。
またセミナーの申し込みもこちらからご利用いただけます。

http://www.jaco.co.jp
12

2〜6

12〜16
3〜5
3〜4

31〜4

【お問合わせ先】

E-mail：info-g@jaco.co.jp

19〜21
10〜11

25
1〜2
6〜7

株式会社 日本環境認証機構 技術部
電話：03-5572-1723 FAX：03-5572-1730
〒107-0052東京都港区赤坂2-2-19アドレスビル
株式会社 日本環境認証機構 関西支社
電話：06-6345-1731 FAX：06-6345-1730
〒530-0003大阪市北区堂島2-1-7日販堂島ビル
JACOセミナーはJACOによる第三者認証とは直接関係ありません。

※上記日程は変更・中止になる場合がございます。お申し込み前にご確認ください。
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三島市の環境教育
先進都市に向けた
継続的改善について
■静岡県三島市

CUSTOMERS VOICE
には、熊本県水俣市の中学校や鹿児島県屋久島で学習

2

する中学生環境リーダー研修の実施、また、高校生以
上の市民には、年間８回程度の講義を開く市民環境大
学を開講しています。

環境と品質のマネジメント
システムの複合審査による
認証取得に取り組んで。
■水都工業株式会社

環境企画課環境政策室長

取締役営業部長
兼 品質／環境管理責任者

小池 満 様

青木 一就 様

に、大部分が重複する環境マネジメントシステムの規
格要求事項を織り込んでいく形で統合マニュアルを作
成できたことです。この全67ページの統合マニュアル
が品質・環境両マネジメントシステムに対する社員の
理解度に相乗効果を発揮し、効率的かつ確実なシステ
ム運用を可能にしたものと考えています。
また、活動開始から認証取得までの期間目標を、6
ヵ月という短期間に設定し計画を進めたことにより、

１．

水と緑の快適な環境

認証取得に対する社員の集中力を最後まで持続させる

１．

はじめに

三島市は、東京から100km圏内に位置し、新幹線こ

ことができました。
品質・環境統合マニュアルによる複合審査認証登録

だま号で1時間の距離にある静岡県東部の中核都市と

水都工業株式会社（本社：岐阜県海津町）は1981

の事例は、JACO社様のお話ではまだ数例と伺ってい

して発展してきました。富士箱根伊豆国立公園の玄関

（昭和56）年10月の設立以来、RO膜による海水の淡水

ます。さらに複合本審査において不適合が0件であっ

化装置、イオン交換方式による純水装置、飲料水・工

たことについて、非常にレベルが高いとお褒めの言葉

業用水ろ過装置、排水処理装置など、あらゆる水処理

をいただき、システム維持向上に向けてスタートライ

装置の調査・設計・製造・施工・管理を通じて、豊か

ンに立った社員一同はますます士気を高めています。

口に位置し、豊かな自然に恵まれ、特に、富士山の恵
みと言われる地下水は、夏季になると市街地から湧き

中学生環境リーダー研修……鹿児島県
屋久島訪問（縄文杉にて）

4年生以上の全児童に配布
している環境教育副読本

出し、幾筋もの清冽な湧水河川を形成し、水辺の緑と
調和した快適な空間を創出しています。

2．

認証取得は環境先進都市への第一歩

4．

学校における継続的改善の方向

しかし、さらに効果的な人材育成を進めるためには、

な人間生活と自然保全への貢献を目指しています。

2．

水都工業ISO推進委員会

ISO認証取得の動機

人間形成を培う少年期の、家庭や地域に影響が大きい
本市では、郷土の良好な環境を将来世代に引き継い

当社の製品は、それ自体が環境に貢献する水処理装

でいくため、環境先進都市を目指す第１歩として、行

このため、2003年７月の認証更新時には、新たに小

置であり、その品質を管理することは、すなわち環境

政自ら厳しく環境をマネジメントし、市民・事業者の

学校14校、中学校７校を範囲に加え、すべての市の施

を管理することであると言えます。当社にとって、顧

率先垂範の役割を果たそうと、2000年７月、

設72施設で更新審査を受けました。審査では、小・中

客満足度の向上に努めることと環境汚染の予防に努め

ISO14001の認証を取得しました。

学校を含めた全施設におけるEMSの運用の規模や、

ることは同義であり、真のマネジメントシステムを構

EMSに掲げた約600におよぶ環境施策や幼・保育園、

築するためには、ISO9001とISO14001の同時認証取得

の向上に資するものでなければならないとの考えか

小・中学校の環境教育などのレベルの高さから、全国

が不可欠と考えました。そこで当社は、品質マネジメ

ら、ごみ・紙・ガソリン・電気などの量的削減を目指

の自治体でもトップクラスとの高い評価を受けまし

ントシステムと環境マネジメントシステムの統合マニ

すエコオフィス活動はもちろん、可能な限り環境関連

た。特に、保育園・幼稚園における園児と保護者の手

ュアルでの複合審査により、6ヵ月間での同時認証取得

施策を目的・目標に掲げたこと、範囲も単に庁舎のみ

づくりの環境カルタや紙芝居などを用いた教育、田畑

を目指して活動をスタートさせました。

ならず、廃棄物処理施設、上下水道施設、消防施設、

での米や野菜づくり等の地域性を生かした園外教育、

幼稚園・保育園など、小・中学校を除くすべての施設

また、小・中学校では太陽光発電やエコアイスの導入、

を対象にしたことです。

雨水利用、机やいすへの間伐材の活用を図った市内初

特徴は、認証取得が行政本来の目的である市民福祉

3．

統合マニュアルによるシステム運用

複合審査により同時に認証
取得した、環境・品質両マ
ネジメントシステムの登録
証を手にする、水都工業株
式会社 佐藤社長（中央）
、青
木取締役（左）とJACO伊藤
社長。

4．

成果と今後

のエコスクールの開校や環境教育への活用、学校・

2003（平成15）年4月下旬、社長をはじめとする役員・

市・市民・事業者の具体的な取り組みを示した環境基

PTA・NPOの協働による校庭へのビオトープづくり

全部門長を中心としたISO推進委員会を設置しました。

ニケーションの活発化が社員同士の信頼につながってい

本計画を策定し、計画に位置付けた約180の取り組みを

など、特色ある環境教育が注目されました。

6月1日には品質マニュアルを制定し、まず品質マネジ

ること、また法順守を基本とするISOの観点での考え

今、当市の幼稚園・保育園、小・中学校における環

メントシステムの運用が開始されました。方針・目標

方・進め方ができるようになり、それが社員ひとりひとり

境教育や環境活動は、ISO14001認証取得(更新)を契機

が全社員に浸透し、マニュアルの手順に基づいた業

の責任感につながっていること、このほかにも事象の大

に、大きく変わろうとしています。

務・改善活動が行われるようになったことを確認した

小はあれ、効果はさまざまな側面で現れてきています。

それは、構えて新しいことに取り組むということで

1ヵ月後の7月１日、品質マニュアルに環境マニュアル

システムを構築し全体像を把握することで、手順の明

2002年3月には、今後10年間の環境ビジョンとして、

すべてEMSで管理し、着実な推進に努めてきました。

3．

環境づくりは人づくり

品質・環境マネジメントシステムを通じて、社内コミュ

環境基本計画では、望ましい環境像として「みんな

はなく、自然体の環境教育、言い換えれば、教育本来

を統合させた品質・環境マニュアルを制定し、品質に

確化、責任権限の明確化、環境整備の向上、ムダの削

で築く環境先進都市・三島」を掲げています。この実

の目的の中に環境教育が溶け込むことであり、先生や

加えて環境マネジメントシステムの運用も開始しまし

減を進めることができました。こうして強化される経営基

現には、支えとなる環境リーダーの育成が不可欠とし

子どもたちが環境という視点を持つようになったこと

た。

盤が、ゆくゆくは会社の発展につながるものと考えます。

て、あらゆる世代を対象にした環境教育を重点施策と

で、今まで見えなかった環境教育が授業の中で自然と

統合マニュアルによる運用を継続し、内部監査やマ

して実施しています。

行われるようになったり、学校生活の日課として環境

ネジメントレビューを重ね、11月4〜5日の2日間で複

次回のサーベイランスに備え積極的に改善を図って参り

活動が行われるようになってきたことです。

合審査を無事終了し、計画通り活動開始から約6ヵ月

ます。今後も、問題に対する真の原因追究が的確にで

間で認証登録を受けることができました。

きるような継続的改善を重ね、自社の企業体制を強化

小学生には、全国でも珍しい環境教育副読本の作成、
環境体験学習を行う環境探偵団の結成、講演会を中心
とする小学生環境フェスティバルの開催など、中学生

14

小・中学校における環境教育が重要です。

これが、学校におけるEMSの目指す継続的改善の
方向ではないかと思っています。

成功のカギは、先立って制定された品質マニュアル

本審査においてご意見をいただいた事柄については、

し、お客様からの信頼獲得に努めていく所存です。
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マネジメントシステムの
効率的運用への取り組み
■オムロン武雄株式会社

CUSTOMERS VOICE
早く取り入れ、マネジメントシステムを構築して、顧客

4

満足の向上や環境保全への取り組み、従業員の安全への
取り組みを実施してきました。しかし個別にシステムを
構築したため、「システムの相互間の運用効率の低下」

品質／環境管理責任者

や「変化への迅速な対応」について課題が顕在化してき

野口 正和 様

ました。そのため、マネジメントシステムの効率的運用

■特定医療法人社団 順心会
順心病院 看護部長 兼 ISO事務局長

山中 さとみ 様

に向けて、段階的に改善に取り組んでいます。
1.

１．

スリム化し、運用効率の向上を図ってきました。
これにより、仕組みの重複を無くし、維持管理し

オムロン武雄株式会社（佐賀県武雄市）は、オムロ

やすいシステムに変えていくことができました。

ン株式会社グループの一員として昭和48年（1973）に

この時点で環境・労働安全衛生の複合審査を試行

創業いたしました。当社は自動制御機器、OA機器、

しました。2003年は2回目の複合審査となり、同様

見えてまいりました。結果は多くの不適合と観察事項があり
ましたが、なんとか予備審査までに全員で力を合わせて改善
しようと努力しました。
この頃から、ISOに取り組んでいろいろな効果が現れはじめ
ました。文書や、記録類の管理がしっかりでき、職員に対する伝
達方法が確立し、全員が情報を共有できるようになりました。
マネジメントレビューは医療機能評価と違うところで、院
長が自ら深く関わるところです。PDCAが1回転したところ

環境と安全規格の要求事項は同じ項番で構成され
ています。共通する管理手順については統合して

オムロン武雄のご紹介

医療におけるISO9001が
もたらす医療サービスの
質向上と継続的改善

で、内部監査を実施し、マネジメントレビューのインプット

１．

順心病院の概要

情報として、監査結果やデータ分析結果、患者様からのクレ
ーム、職員数の充足状況などを院長に事前に報告します。そ

順心病院は、兵庫県の加古川市に位置し、昭和56年の開
院以来、脳神経外科、外科、内科を中心に救急医療を担っ

こから改善要求が出されます。マネジメントレビューは、継
続的改善に大きく関与し、職員の意識が高揚するところです。
病院の中には、病気の診断のための機器や患者様の状態を観

ている病院です。
順心会としては、病院の他に老人保険施設、特別養護老人ホ

察するための機器類がたくさんあります。それらの機器類の始

家電機器に使用されるマグネットリレーやソリッドス

に環境と労働安全

テートリレー、省配線機器を生産しています。また、

ーム、ケアハウス、

業前点検、保守点検、日常点検が確実に行われることにより、

衛生の更新審査を

機械の安全装置に欠かせないセーフティリレーやセー

リハビリ専門学校、

医療の質に大きく影響を与えます。いつ、誰が、どのように点

受審しました。

訪問看護ステーショ

検するのか、責任と担当を明確にすることによって、必要な機

ンなどの多数の施設

器類がいつでも安心して利用できるようになりました。

フティリレーユニットも生産しています。
当社のマネジメントシステムは、ISO9001：2000、
ステムを構築し運用しています。

更新認証登録証を手
にする坂田社長（右）
と納富取締役

2.

品質マネジメントシステムでは「顧客満足の最大化」
を目指し、2002年度に2000版へ更新しました。

重要性が強調されています。

2．

第三者評価の必要性

設計は、医療機関で言うと、診断計画、治療計画、看護
計画、ケアプランなどが含まれます。これらの計画は、 内

順心病院は平成14年6月、医療機関の第三者評価であります、

容はこれでよいのか、この計画でいい結果が出せるのか、
この計画は、患者様やご家族のニーズを満たしているのか

ジメントシステムとして確立していくことが望ま

三者の中立的な立場から厳しく評価していただき、少しでも

などを、実際にサービスを提供する前にチェックしなけれ

患者様に満足していただける病院作りに努力することでした。

ばなりません。これが設計・開発のレビュー、検証、妥当

最近は医療事故が世間に取りざたされることが多く、安

性の確認です。この3回のチェック機能がしっかりしている

当社では次の項目を、共通要素として取りまとめ
ました。
①方針管理

全な医療を提供するためには、組織全体でマネジメントの
仕組みを作ることが急務であると考えました。

②責任権

③内部監査

④教育訓練

⑤文書／記録管理

そこで平成14年7月1日、朝礼において院長がISO9001の認
証取得に向けてキックオフをいたしました。

と、医療事故を未然に防ぐことができます。
内部監査は当院では年に4回実施しています。監査をしな
ければ継続的改善は図れず、次回のサーベイランスまで機能
や活動を維持、向上させることは難しいと感じ、内部監査の
回数を増やしました。2003年3月の認証取得後、3回目の内部

4．

今後の取り組み

して、
「グリーンオムロン21」を策定しました。
環境問題は企業責任として取り組むべき経営の重要

環境と労働安全衛生のシステムについては複合審査

課題であると認識し、トップの強いリーダーシップの

を受けることができるレベルまで改善できました。今

もと、環境経営を強力に推進しています。

後は、品質と環境、そして労働安全衛生の各マネジメ

また、労働安全衛生マネジメントシステムでは、機

のためにISOでは設計段階のレビュー、検証、妥当性確認の

医療機能評価の審査を受けました。受審の動機は、病院を第

環境マネジメントシステムの取り組みでは、オムロ
ングループで持続可能な循環型社会への貢献を目的と

ります。

共通要素の部分について共通化を図り、共通マネ
れます。

認証取得への取り組み

用していただいてお

取り返しのつかない結果につながる可能性もあります。そ

品質・環境・労働安全衛生の各マネジメントシス
テムの統合を進めていく上では、規定・手順等の

2．

私たちのサービス業務は煩雑で、しかも一度実践すると、

を、地域の方々に利

ISO14001、労働安全衛生（JACO OHSMS規格）の3シ

ントシステムの効率的運用を目指し、総合文書管理シ

3．

実際の取り組みと効果

監査を実施しましたが、ちょうど良い時期に内部監査が実施
されますので、サービスが低下することなく、継続的改善が

180名の職員の中から30名のプロジェクトチームを編成し、

行われているように感じます。

毎週ISOの勉強会と内部監査員の養成研修を実施しました。
やはり規格の要求事項を医療関係に当てはめることの難しさ

4．

今後の課題

は、一番苦労したところです。特に、設計・開発は医療機関
になじみがなく、理解するまでに相当な時間がかかりました。

先号のJACO NEWSに、当院担当の主任審査員の森本様が

械の安全装置のセーフティリレーやセーフティリレー

ステム（文書・記録の電子化とワークフローシステム）

ユニットを生産する工場として、人と機械の安全対策

を基本ツールとして、以下の点を考慮しながらマネジ

不適合が出ますと、是正処置を講じますが、私どもの病院は

を推進し、人にやさしく、安全と衛生に配慮した快適

メントシステムの統合に取り組んでいきたいと考えて

まだまだ「悪い例」の処置が多いのが現状です。したがって、

な職場作りを目指して取り組みを進めています。

います。

原因を取り除く対策ができていないために、リピートのクレー

①品質・環境・労働安全衛生の目標管理を同じ仕組み

ムをいただいたり、同じ不適合を繰り返すことがあります。現

3．

マネジメントシステムの
効率的運用への取り組み

10月に文書審査を受け、ここではじめてISOらしきものが

「是正処置における原因究明の事例」を載せておられました。

在、是正処置の事例検討会をしながら、原因究明の深掘りをし

で行う。

た「良い例」になるよう職員一同で取り組んでおります。

②組織全員にとって見えやすい仕組みを作る。
③必要な情報が経営者に上がる。また経営者の意向が

事業のグローバル環境が激化する中、国際規格をいち
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全員に伝わる。

トップインタビュー
（理事長、院長、看護部長）

本審査の様子
（ナースステーションにて）
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●

JACO紹介

J

ＪＡＣＯでは審査・登録などの過程で、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。
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
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。

A

営業部

C

営業機能としての本社活動と、東日本地区を営業活動範囲とした品質・環境・労働安全衛生等の認証登
録の営業活動や定期サーベイランス、更新審査時の変更・拡大への対応、またJACO独自の群（グループ）

O

審査や複合審査などのご紹介を通じて、部員一同「お客さま第一」をモットーに、JACOブランドによる

紹

認証登録の業界トップを目指してお客様とともに歩んでおります。

介

今田部長の一言

審査能力向上センタ

お客様第一の視点に立って、営業活動を推
進しています。
お客様の声を審査やセミナー等に反映させ
ると共に、ISO本来の意義の浸透や普及の
使命を果たせるよう努力しておりますの
で、今後ともよろしくお願いいたします。

審査登録で重要な鍵を握る審査員に対して、JACOでは独自の厳しい資格基準を設け、また能力管理とレベ
ルアップのためのモニター制度や社内教育などを行っており、さらに「審査能力向上センタ」を設置する
ことにより、お客様にとってISOが経営に役立つよう、いっそうの審査技術の向上に努めています。

営業グループ

［後列左から］

［左から］

米山さん 矢島さん 伊藤 勲さん

薗部さん

佐藤 明与志さん

伊東さん

［前列左から］
柴宮顧問 伊藤社長 兼センタ長
［左から］ 山本 日出男さん 加藤 晴義さん 渡辺 悦生副部長 高尾さん 黄海さん

CDM／JI設立準備室

業務グループ 業務チーム

業務グループ メンテ・CSチーム

JACOの環境分野における審査登録事業の技術とノウハウを生かし、京都メカニズムのクリーン開発メカニ
ズム（CDM）の指定運営機関となるべく、CDM／JI推進室を設け検討してまいりましたが、2004年1月、
CDM／JI設立準備室としていよいよ会社設立に向けテイクオフすることになりました。

原 一成さん

［後列左から］高木さん 川井さん 對馬さん 森本さん
［前列左から］金沢さん 池田さん 加古さん
［後列左から］
小林 紀之さん 岡 成一副部長
小林 修さん 鈴木 高道さん
［前列左から］
福島顧問 五関さん 村上室長
沼沢さん
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JACOプラザ金沢

［左から］ グループ長 石井さん
西形さん 中村さん

四ッ柳さん

北陸地区のお客様への対応を図るため、東
京、大阪に次ぐ3番目の拠点として開設し
ました。認証登録のご相談やセミナーの開
催などを通じ、皆様方に愛される「JACO
プラザ金沢」を目指しています。
薗部さん

遠藤さん
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