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JACOは本年11月16日に創業10周年を迎えます。

●表紙の言葉
イラスト／守屋文典
描かれた絵画は、見た人のイマジネーションを刺激
して、豊かに立ち上がる。それは視線の数だけ存在
する人類の未来図かもしれない。
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から3年間のJACOの中期経営計画を、各部門長を

る課題解決、部門間の情報交換、情報の共有化等

中心に全員参画で策定いたしました。

を推進し、チームワークでお客様へのサービス向

あり、計画を上回る経営成績を上げることができ

今回の中期経営計画策定にあたりまして、私は

▲

役

所属部署

役

職

職

名

電話番号
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スピード

スピードは経営活動全般に必要であり、お客様
との間のクイックレスポンス、IT化によるスピー

JACOの経営理念であります「地球と社会そして

ドアップ（共有化）
（効率化）
（省スペース）を図り、

人々が必要とする環境と品質および労働安全衛生

お客様ニーズへの対応、社会ニーズへの対応等、

の向上のために、あらゆる努力を傾注する」をベ

何事にもスピードを旨に取り組んでまいります。
4

公平性・透明性

ード④公平性・透明性⑤海外展開の5項目を中期経

公平性・透明性の確保はJACOの経営方針にもう

営活動の基本方針として、JACOのさらなる発展飛

たっていますが、お客様に信頼される審査認証機

躍を目指すことといたしました。

関として開かれた経営活動を推進してまいります。

今回は、この5つの基本方針につきまして、具体
的取り組みを含め、私の思いを述べさせていただき
ます。
1

お客様第一主義

JACOは創業以来今日まで、ISO14001（環境）、

5

海外展開

JACOは、すでにタイ、マレーシア等の東南アジ
アを中心に海外審査を行っていますが、国内の会
社が数年前から中国に海外拠点を展開し、国内生
産工場と海外拠点とのEMS（環境マネジメントシ

ISO9001（品質）、OHSMS（労働安全衛生）、ISMS

ステム）の整合性・一元管理による環境活動の効

（情報セキュリティ）
、FSMS（食品安全）といった多

率化・有効性、環境への取り組み強化が求められ

様なマネジメントシステムの審査登録事業を順次

ています。このようなお客様のご要望にお応えす

展開してまいりました。またこの間、複数の企業

べく、今まで以上に積極的に海外展開の推進強化

がグループで認証審査を受けることができる「群

をしてまいります。
●

受けることができる「複合審査」といった企業・組

2004年度は、以上の５つの基本方針を経営活動

織の認証審査を支援するJACO独自の審査方法を開

のベースに、「セクター規格の充実」「複合審査の

発する等、お客様のニーズに応えてまいりました。

取り組み強化」「新規セミナーの開発」「グローバ

このようなCS向上は、
JACOの経営活動の根幹を

ル審査の提供」等の具体策の実施と、6月に新たに

なすものであることから、本年6月に「CSセンタ」を

開設した名古屋営業所も含めたさらなるサービス

新設し、
今まで以上にお客様の声をお伺いし、
さらに

の強化で、お客様のご期待に応えてまいる所存で

真摯に対応させていただく体制といたしました。

す。今まで以上のご高配をたまわりますようお願

JACOの審査登録についてのご意見、
苦情等ございま

い申し上げます。

フリガナ

フリガナ

氏

上を目指します。

審査」や、複数のISOの認証審査を同時に効率良く

■
所属部署

チームワーク

JACOグループの部門を超えたタスクチームによ

ースに、①お客様第一主義②チームワーク③スピ

■JACO NEWS送付先変更のお申し込みについて

2

私は昨年6月に代表取締役社長に就任し、2004年度

るよう全員で取り組んでいるところです。

12

小貫 治朗

伊藤 信久

2004年度は、この新中期計画の１年目の年度で

18

JACO紹介
名古屋営業所／技術部

吉野 春幸

JACO SEMINAR
JACOセミナー 新設コース・新刊図書・
Web申し込みのご紹介
取締役 技術部長

ISO9001で顧客満足、経営基盤の整備、
社員の意識改革

10

16

様

8

牧川 安之

代表取締役社長

15

彬様

環境マネジメントシステムの取り組みについて

亘

環境
ISO14001改訂版の概要と当社の取り扱い
関西認証部 副部長

株式会社モリイチ
環境管理責任者 児玉

6

14

鈴木 安司 様

「 人と環境に優しく をキーワード」に、
できるところからの改善をめざす

今田 晃

営業部長

JACO中期経営活動の
基本方針について

氏

名

電話番号
※変更項目のみご記入ください

したら、
ご遠慮なくお申し出いただければ幸いです。
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「ISO友の会」第6回総会報告
営業部長

今田 晃

本年4月13日、「ＩＳＯ友の会」第6回総会が東京大手町の経団連会館で開催され、出席者は過去最多の410名
と、多くのご参加をいただき盛況のうちに終了いたしました。
当日は、午前は「友の会総会報告」「吉澤 正教授（帝京大学）の基調講演」「苦情承り会」「主任審査員とのグル
ープ懇親会」と続き、午後は4グループに分かれて検討会を行い、各グループから貴重な取組事例報告等が発表さ
れ、大変有意義な総会となりました。ここでは、その一部を当日の写真でご報告いたします。

友の会総会報告の様子

グループ検討会の様子
和光紙器（株）
「品質マネジメントマニュアル継続的改善」
本橋 章 取締役

基調講演の様子
［テーマ］

環境と品質マネジメントシステムの共生は可能か
―ISO14001ファミリー規格の動向を踏まえて―

東和病院
「医療現場からのＥＭＳ」
中央三井インフォメーションテクノロジー
（株）
I S M S「株主総会電子化システム」の事例発表
山口講師
東和病院
斉藤 勝彦 院長

労働安全衛生グループ検討会

帝京大学経済学部環境学科 吉澤 正 教授
総会会場（参加総数：410名）

苦情承り会の様子

諸戸 孝明 ISO友の会会長
からのご報告

（株）
日本パープル
情報セキュリティの
事例発表
結城講師、渡部講師

ＩＳＯ友の会
■ＪＡＣＯでは、お客様へのアフターサービスの一環として、
「ＩＳＯ友の会」を運営しています。
「ＩＳＯ友の会」は、ＪＡＣＯと審査登録契約を結ばせていただいたお客様へＩＳＯ関連の最新情報をお届けする他、
お客様とＪＡＣＯ、またお客様相互の意見交換や交流の場を提供しています。

主任審査員とのグループ懇親会の様子

定例総会への参加

友の会研修会への参加

●
●

●
●

特典
●

ＪＡＣＯ国内環境管理研修への参加

各種情報の提供

●

●

年１回（春／東京）
総会、基調講演、最新情報紹介、分科会等
年１回（秋／東京・大阪）
テーマ別グループ研修会（事例発表、ＪＡＣＯ情報の提供）
随時（費用参加者負担）
環境取り組みの先行している企業・組織、注目されている事
業の視察研修
友の会ホームページで総会・研修会関連レポート、各種情報
の提供

ＪＡＣＯの近況報告をする伊藤社長

4

5

温室効果ガス（ＧＨＧ）の検証事業について
株式会社JACO CDM 業務部 主席

村上 亘

JACOでは、温室効果ガス
（ＧＨＧ）の検証事業の実施を
目指し、鋭意準備を進めて参りましたが、この度新会社を

①京都議定書締約国のうち、55以上の国が批准すること。
②附属書Ｉ国（先進国）の1990年におけるGHG総排出量

なります。

6 JACOの取り組み

環境省の最近の報告では、2002年のGHG総排出量は

の55％以上の国が批准すること。

13億3100万トンでした。ということは、対目標値比1億7200

（１）JACOは、気候変動に関する国際連合枠組み条約の

本稿では、温室効果ガス
（ＧＨＧ）検証事業の内容につ

既に批准済みのEUや日本等のGHG総排出量を合計し

万トン
（14.8％）の乖離となります。乖離の主な原因は23％

趣旨に賛同し、その第2条に定められた究極的な目的

いて、その意味と歴史的背景、およびJACOの取り組み等

ても44.1％で、17.4％の排出量があるロシアの動きが命運

削減を見込んでいた家庭部門が28％増加したこと、21％

を達成するため、UNFCCCのCDM理事会にCDM運

を説明いたします。

を握っています。ロシアのプーチン大統領は、5月21日にモ

削減を見込んだオフィス等が47％増加したこと、3％の増加

営機関として申請し、ロシアの批准、京都議定書の発

スクワで開かれたEUとの首脳会談で、
「京都議定書批准

に止まると見込んだ運輸部門が13％増加すること、20基の

効を待っている状態です。

に向けて準備を加速する」
と語り、批准に肯定的な姿勢を

新設を見込んだ原発建設が6基（原発14基のCO2排出量

示しました。京都議定書発効は近づいています。

は約1億トンに相当）
に減少すること、などがあげられます。

び環境省のGHG排出削減およびシンクの諸施策に協

これを踏まえ、環境大臣の諮問機関である中央環境審

力し、CDM/JIの有効化、検証、認証の各事業のみな

議会の地球環境部会では、第1約束期間の半ばである

らず、国内プロジェクトや国内事業所単位のGHG排出

京都メカニズムは、京都議定書第6条（共同実施、以下JI

2010年のGHG排出量は、基準年比4％増加となり、目標値

削減・シンク量の検証・認証事業に取り組んでいます。

と言う）、第12条（クリーン開発制度、以下CDMと言う）、

を10％超過すると事実上のギブアップを宣言しました。

設立し、本格的に事業推進を図る運びとなりました。

1

世界における温室効果ガス（ＧＨＧ）
排出量の現状

人為的な温室効果ガス
（GHG）の排出量は、世界全体で
年間6.3Gtと推計されています。そのうち、森林や海水によ

4

京都メカニズム

る自然吸収量は年間3.1Gtと推定され、結果として年間
3.2Gtが大気中に蓄積されていくと考えられており、大気中
におけるGHG濃度は年間1.5PPM増加しています。
気候変動が社会や経済に与える影響やリスクは、気温の

および第17条（排出量取引）の3つにより構成されています。

上昇とともに増加します。GHG濃度の安定化のためには、

①JIとは、先進国間で省エネプロジェクト等を共同で実施

人為的排出量を自然吸収量まで減らさなければなりません。

し、当該プロジェクトから得られるGHGの追加的削減量

『地球の気候変動及びその悪影響が人類の共通の関心

をクレジットとして当事者間の合意に基づき移転する仕

事であることを確認し、人間活動が大気中のGHG濃度を

②CDMとは、途上国において先進国が省エネプロジェク

増大させていること並びにこのことが、地球及び地球の大

ト等を実施し、当該プロジェクトから得られるGHGの追

気を全体として追加的に温暖化することとなり、自然の生

加的削減量（または吸収量）
を第三者機関が認証してク

態系及び人類に悪影響を及ぼすおそれがあることを憂慮

レジットを発行し、これを当事者間の合意によって移転

し…』て、1992年5月9日、気候変動に関する国際連合枠

する仕組みです。

2

気候変動に関する国際連合枠組み条約の
京都議定書（略称：京都議定書）の骨子

いた中期的な省エネ計画を策定・実施しているかどうか

出削減・シンク量の検証・認証事業に取り組んでいます。

を点検する立ち入り調査を2005年4月から実施する」
とし
ています。
■CDM有効化（バリデーション）の一般的プロセス
事業者：OE選定

ベリファイアの選定

バリデーション契約締結
ベリファイア契約締結
バリデーションチーム選定
ベリフィケーション・チーム選定
ベースライン・モニタリング
方法論チェック

EB方法論承認

京都メカニズムは、GHG排出枠をGHG排出削減のための

用対効果の高い排出削減に向けた地球規模の取り組みを

期間中に1990年の水準より少なくとも5％削減することを目

可能にする制度です。とりわけ、既に相当程度の省エネ対

的として、…附属書Ｂに記載する…数量化された約束に従

策が推進され、GHGの限界削減費用が諸外国に比べて高

って…算定される割当量（我が国の場合は1990年比▲

い我が国にとって、京都メカニズムの活用は、目標達成に伴

６％：筆者註）
を超えないことを確保する。
』
（註１京都議定

う我が国経済への影響を最小限にする上で不可欠です。

文書レビュー

デスクレビュー

背景調査

現地調査

フォローアップ・インタビュー
ベリフィケーション・レポート
バリデーション・レポート案

JI

認証と認証レポート公開

事業者：CARの解決

我が国の基準年排出量は12億3300万トン
（CO2換算）で

め、京都議定書発効後の排出目標値は11億5900万トンと

CDM

ホスト国 ERUs発行

5 我が国のＧＨＧ排出量の現状
す。我が国の削減目標は対基準年比6％と定められたた

モニタリング・レポートの公開も含め

PDD公開（30日間）
パブリックコメント

書第３条）

6

■CDM排出量の検証・認証（ベリフィケーション）
の一般的プロセス

CDMを通じて獲得したクレジットを売買する仕組みです。

効果ガスの全体の量を2008年から2012年までの第1約束

効します。

CDM有効化（バリデーション）
と排出量の検証・認証（ベ
リフィケーション）の一般的プロセスは次の通りです。

③排出量取引とは、先進国間で初期割当量の一部やJI、

限界費用が低い国から高い国に移転することによって、費

京都議定書は、次の２つの要件をクリアした90日後に発

企業が、環境報告書を発行しています。
JACOは、環境報告書中の最重要項目であるGHG排

事業者：PDD作成

『附属書Ｉ
（先進国：筆者註）
に掲げる締約国は、…温室

3 京都議定書発効の要件

（３）既に600を超える自治体、独立行政法人、および民間

ー調査会は、
「ホテル、病院、オフィス等が省エネ法に基づ

組みです。

著しく増加させていること、その増加が自然の温室効果を

組み条約（UNFCCC）
は締結されました。

一方、経済産業省の諮問機関である総合資源エネルギ

（２）JACOは、農林水産省、
経済産業省、
国土交通省、およ

EBプロジェクト登録
※二重枠：OEの作業

EB：CERs発行

最終バリデーション・レポート
（IETA/PCF VVM2.0を参考に日本OE協会で作成）

※二重枠：OEの作業

（IETA/PCF VVM2.0を参考に日本OE協会で作成）

7

環境

ISO14001改訂版の概要と
当社の取り扱い
1

関西認証部
副部長

牧川 安之

多かったが、そのため部分的にはその意味の解釈

経緯

現項番

該当項名

の信頼性を損なうものとなりうるため、内容をできる

3

定義

4.1

一般要求事項

だけ明確化することも今回のもう一つのねらいであ

が開始されて以来、ほぼ年2回のペースで国際会議

る。その例として、適用範囲の明確化や環境側面に

が開催され、本年ようやく発行のめどが見えてきた

関する誤解を生じさせないような記述内容変更のほ
た項番そのものを一つにまとめたり
（目的及び目標

（FDIS）の原案が審議され、その結果を踏まえてこの

と環境マネジメントプログラム）、2つに分離したもの

ほど編集委員会によるFDIS案が取りまとめられ、こ

（監視及び測定と遵法評価）があるなども明確化の

本年末までには改訂版発行の見通しとなっている。

3

JACOの対応

2

改訂のねらいとポイント

としての審査スタンスから考察してみると、各項番要

今回の改訂は、規格の本質を変化させる意図は

のである。たとえば環境側面では間接影響について

なく改善のためのものであって、その骨子は次の2点

その評価や改善活動など重視してきたことや、内部

に集約される。

監査における監査員の独立性や公平性の確認など

組織の運営を有効に機能させるための有力なツ
ールとして、両システムが急速にかつ広範に広がりを

用のチェックリストも変更するとともに、審査の視点
に変化が生じるものも現れると思われる。
しかし根本的には、活動の主体者である企業・組

査など）で、ねらいを同じくしているが規格基準とし

織の側にとって、大きく変える必要はなく今まで通り

て具体的に適用する段階になると、用語の定義や文

の活動で十分である
（マニュアルにおける項番名称

言の違いが一つの組織の中で阻害要因となること

や順序など小さな変更はあるかもしれない）。審査

が問題視されてきたことが背景にあった。FDIS案で

機関であるJACOの側からも前述のように規格解釈

はこれに対して、定義を充実させ用語の統一を計っ

は変わるものではない。

4.3.1

環境側面

「環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、活動、製品及びサー
ビスについて組織が管理できる環境側面、及び影響力を発揮できる環境側面を
特定する。その際に、計画された又は新規の開発、若しくは新規の又は変更され
た活動、製品及びサービスも考慮に入れること。
」
・「管理でき、かつ影響が生じる」と二つの条件が重なるものと解釈に混乱があ
ったが、両方それぞれを指すよう文章明確化
JACO現行
・新規計画、変更などを明文化
・アネックスに「直接的及び間接的な環境側面」を明記
・アネックスに環境側面抽出の時考慮する事項の例示を大幅に増やした
（エネ
ルギー、製品及び商品の包装及び輸送手段）
・登録結果を文書化することが明記された
・「要求事項をどのようにして環境側面に適用するのか決定すること」
を明記
JACO現行
・「ＥＭＳの策定、実施、維持の過程でこれら要求事項を確実に配慮すること」
を記述

4.3.2

法的及びその
他の要求事項

4.3.3 目的及び目標

２つあった項番を一体化

4.3.3

目的、目標及び
プログラム

項番名称変更

4.4.1

資源、役割、
責任と権限

・経営層に求めるアイテムに「組織のインフラストラクチャー」を追加

項番名称変更

4.4.2

能力、訓練
及び自覚

記述順序変更

4.4.2

訓練、自覚
及び能力

4.4.3

コミュニケー
ション

従来プログラムの項番に
あった"状況変化への対
応"内容を4.3.1環境側面
に移動

｢組織は、著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定
し、その決定を文書化しなければならない。外部コミュニケーションを行うと決定
した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立しなければならない。
」
JACO現行
・上述のように著しい環境側面について外部コミュニケーションの部分の意味の
明確化

4.4.4

文書化

・「文書化」
・「環境マネジメントシステムの文書には次の事項を含めなければならない。
a）環境方針、目的及び目標 b）環境マネジメントシステムの範囲の記述
c）環境マネジメントシステムの主要な要素、及びそれらの相互作用の記述、及び
JACO現行
関係する文書の参照 d）この規格が要求する文書及び記録 e）著しい環境側
面に関係するプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために
組織が必要と決定した文書及び記録]
・アネックスで文書の例を４つから８つに増やしている。

環境
マネジメント
システム文書

4.4.5

文書管理

｢定期的にレビュー｣

4.4.5

文書管理

4.4.6

運用管理

運用管理活動の対象にメ
ンテナンスが明記されて
いたが削除

4.4.6

運用管理

4.4.7

緊急事態への
準備及び対応

準備及び対応手順を
｢レビュー｣

4.4.7

緊急事態への
準備及び対応

遵法についての評価の項
番を独立

4.5.1 監視及び測定

・手順

4.5.2

・手順

・項番名称変更
・内容明確化

（遵法に関して） 文書化した手順
不適合並びに
4.5.2
是正及び
予防処置

新

コミュニケー
ション

｢組織は、著しい環境側面
について外部コミュニケー
ションのためのプロセスを 4.4.3
検討し、その決定を記録し
なければならない。｣

4.4.4

4.5.1 監視及び測定

JACO現行

環境方針

環境側面やシステムに関
連させることを追加記述

4.4.1 体制及び責任

JACO現行
（考え方）

JACO現行
・活動、製品及びサービス
（
「又は」となっていたのを「及び」に明確化した）
新
・周知するべき対象を「従業員」から「組織で働く又は組織に委託されて働くす
べての人」に拡大

法的及びその
他の要求事項

環境
マネジメント
プログラム

JACO審査

遵法評価

｢レビュー｣ ・記録は文書の一つであることを明記

新

・準備及び対応手順を｢定期的にレビュー｣
・実際の緊急事態や事故に際しては対応、影響の予防、緩和など行動そのもの JACO現行
を求める内容が明記された。
JACO現行
・その他要求事項についても評価することを明記

JACO現行

不適合並びに
4.5.3
是正及び
予防処置

不適合への対処を５項目に列記して明確化
ａ）不適合を特定すること、是正すること及び環境影響の緩和実施
ｂ）不適合を調べて原因を明らかにし、再発防止の行動実施
ｃ）不適合防止の必要度を調べ、再発予防策を実施する
ｄ）是正と予防実施の結果を記録する
ｅ）是正と予防実施の効果度合をレビューする

考え方は
JACO現行
だがより具
体的に
項目審査

今後、企業・組織の方々がそれぞれに独自の工

章もほぼ同一の記述となっていること、
「内部監査」

夫や努力をしておられる実態を、広い眼で眺め国際

4.5.3

記録

・項番名称変更
・表現の簡素化

4.5.4

記録管理

個別の項番での記録要求記載をやめて、包括的な要求記述化
・アネックスで16種類の記録例示（従来は12）

JACO現行

においても項番名称は同一で規格文言は少し異な

規格に照らしながら審査を進める中で、改善の余地

4.5.4

環境マネジメン
トシステム監査

・項番名称変更
・内容明確化

4.5.5

内部監査

・「内部監査」
・「客観性及び公平性」を明言

JACO現行

るが同一の文章となるよう努力がなされている。

などを含め、
（ 企業・組織にとって）役に立つ審査を
4.6

経営層による
見直し

2）ISO14001の記述の明確化
これまで国際規格であるがゆえに汎用的表現が
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「活動、製品又はサービス」 4.2

「監査員、文書、記録、手順、是正処置、予防処置、不適合」の７つを追加

一般要求事項 「適用範囲の定義と文書化」を明言

さらに詳細は、最終決定された規格に添って審査

見せている。しかし多くの項番（文書、訓練、内部監

ていること、
「文書化」
「文書管理」では項番名称も文

4.1

用語と定義

4.3.2

がその一例である。
1）ISO14001とISO9001の整合性向上

3

環境側面

求の考え方や解釈は、ほとんどJACOがこれまで審
査現場で実践してきたものと同一の路線といえるも

13項目から20項目に増加

変更内容「改訂規格」

該当項名

4.3.1

前述のようにまだFDISを投票にかける前の状態
のため内容は今後変化し得るが、この時点でJACO

変更箇所「変更前規格」 改訂項番

「組織は、著しい環境影
響をもつか又はもちうる
環境側面を決定するため
に、組織が管理でき、か
つ、影響が生じると思わ
れる、活動、製品又はサ
ービスの環境側面を特定
する手順を確立し、維持
しなければならない。
」

4.3.4

表1に現行規格と対比させながら改訂（FDIS版）
規格の概要を示した。

環境方針

一環といえる。

の2以上、かつ反対が4分の1以下となると国際規格
となって承認される。以上のことから順調に進めば、

4.2

か、コミュニケーションについても詳述化された。ま

直近では2004年3月にパリ会議で最終国際規格案

の後、各国により2ヶ月間投票が行われ、賛成が3分

ISO14001改訂版の概要

について多くの議論があった。これは規格そのもの

ISO14001規格の改訂作業は、2000年6月に作業

状況である。

■表1

心がけ、審査機関としても新しい規格に立脚して、努
力工夫を重ねていく所存である。

「経営層による見直しのプ
ロセスでは、経営層がこの
評価を実施できるように、 4.6
必要な情報が確実に収集
されなければならない。
」

経営層による
見直し

｢このレビューでは、環境マネジメントシステムの改善の機会の評価を含めなけ
ればならない。｣
JACO現行
・８種類の見直しアイテム列記
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品質

セクター規格の動向と
JACOの取り組み
取締役 品質認証部長

吉野 春幸

は当然ながら4章あたりまでをもカスタマイズする傾

当社のような第三者認証機関による審査、認証の

普及もあり、本年の6月からはJABが国内の認定機

向にあります。成熟した企業・組織のためにWDI

有効期限さらには定期的なサーベランスという仕組

関として業務を開始する運びとなりました。

（代替審査）の採用が国際標準化の場では論議さ

みの構築と維持に特徴をもつ品質ISOの構造を組

れていますが、この手法は企業・組織のコスト軽減

み込むようになっており、ISO22000が本年6月にDIS

にはつながるものの、規格運用が安易に流れやす

（国際規格案）が発行され、本年末あるいは年度末

い傾向を持っていると感じます。同一コストでより高

にFDIS（最終国際規格案）が発行されISO化され

く企業パフォーマンスを向上させる手法の方がISO

る見込みです。医療機器も同様な理由から品質ISO

いますが、さらに新規格である

の健全な発展には望ましく、また自分たちに合わせ

が導入され、ISO13485が本年中には制定される見

ISO/TS16949の認証機関になる

てカスタマイズする方向が望ましいと思います。この

込みです。

ため、北米IAOBへの申請、獲

カスタマイズをひとつの品質ISOとしてパッケージ化
したものがセクター規格であるとも言えます。

セクター規格の動向

自動車用規格

：既にQS9000の認証機関となって

また旧来のセクター規格でも変化が現れていま

得顧客数や審査員の増強に取

す。米国のビック3を中心に発展してきたQS9000で

り組むなどの活動をしています。

は、欧州勢の組み込み、電子部品採用の進展への

電気通信用規格 ：JABへの申請ならびに顧客獲得

対応から品質ISO（2000年度版）
を基盤としたISO／

数と審査員の増強に取り組んで

TS16949へと移行してきています。ただし認定機関

います。
食品用規格

航空宇宙、自動車、電気通信などの業界が比較

は自動車工業会の傘下に置かれています。日本は

的早くからセクター規格に取り組んでいました。こ

環太平洋を担当する米国のIAOB（国際自動車監

行してISO22000（CD版）
をベー

れらの業界は、社会インフラ的な業種であり、機器

視機構）が認定機関になっています。

スとしたJACO食品安全マネジメ

：本年4月1日より他認証機関に先

への高い信頼性が要求されていました。そのため

基幹通信業者中心に出発したTL9000は、IPや

ントシステム（JACO-HACCP-

セクター規格では、標準的な品質ISOを基盤として

ブロードバンドの発展という電気通信業界の世界的

FSMS）での審査をスタートしま

その業種での独自の要求事項を加味した規格とし

な変化の影響を受けており、米国から欧州そしてア

した。本規格はJACO独自の規

て構成しています。特に最も普及している自動車用

ジアへと普及が進んでいます。アジアでは韓国と中

格ですが、ISO22000制定時に

規格のQS9000では、FMEA（故障モード影響解析）

国での登録が盛んになっています。国内では電気

は、同規格への移行がスムーズ

ています。94年度版から2000年度版への移行が昨

のような品質管理工学も要求として組み込まれてい

通信システムの高い信頼性と国内独自の品質シス

に行えるよう考慮しています。

年の12月中旬に完了したこともあり、伸張に一服感

ます。また電気通信用規格のTL9000では、業界の

テムの存在から普及は遅れており、認定機関も国内

が漂っているように感じます。品質ISOは、従来の

ベンチマークを可能とする測定事項が加味された

にはありませんでしたが、昨今のグローバルなIPの

製造業中心からサービス業（非製造業）
までも取り

特徴的な規格になっています。航空宇宙用規格の

込む構造に変貌したことから、全ての業種で認証

AS9000も、航空機会社からの厳しい要求事項が付

取得が可能となっています。7章の規格名も
「製品な

加されています。このように各業界からの独自の要

らびにサービスの実現」
となっていることから、品質

求が標準的な品質ISOに盛り込まれています。3つ

ISOは全業種に適用可能なマネジメント・システムの

のセクター規格は、米国が主導的に進めてきた点が

基盤（OS）であると考えます。

共通的な特徴です。

品質ISOの動向
国内では品質ISOが6月現在約46,000件登録され
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JACOでの取り組み

全業種に適用可能な品質ISOは、業種に特化し

最近では 安全性 がキーワードとなって、食品や

た 流れ も出てきています。94年度版で既に成熟

医療機器でもセクター規格が論議されています。典

した業種では、自分たちにフィットした品質ISOを要

型的な動きを食品製造業に見ることができます。食

求しています。国内では、まだら模様ながら業績回

品安全管理からスタートし、危機管理（リスクマネジ

復が進行していますが、企業・組織は業績向上の

メント）導入の観点からHACCPが開発されました

ための経営ツールとして品質ISOを活用し始めてい

が、食品製造業では不幸な事故を引き起こしてし

ます。このような意向を持った企業・組織では、7章

まいました。HACCPの弱点をカバーする理由から、

医療機器

：本年中に認証機関となるよう取
り組んでいます。

■セクター規格推進スケジュール

2003年度

TS16949

TL9000

食品

医療機器

推進体制整備
・要員配備

・QM類整備

推進体制整備
・要員配備

・QM類整備

推進体制整備
・要員配備

・QM類整備

推進体制整備
・推進体制

・QM類整備

2004年度

認証取得
【IAOB】

認証取得
【JAB】

2005年度
事業展開［移行＋新規］

QS9000→TS16949
（QS9000：2006年で廃止）

事業展開

キャリア・ビジネス→IPビジネス

事業展開（1）
・FSMS審査（JACO認証）
・セミナー開講

認証取得
【厚労省】
【JAB】

移 行

事業展開（2）

ISO22000 対応

事 業 展 開
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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

取締役 技術部長

ー

ス

【JAB認定】
ISO14001環境審査員
研修コース5日

小貫 治朗
ＪＡＣＯでは、豊富な審査・研修ノウハウに基づく各種のセミナーを整備し、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・新刊図書を紹介し、Ｗｅｂ申込み方法について再度ご紹介します。なお、今後も受
講者の方々のニーズや声に対応して、より魅力あるコースの開設や運営に取り組んでまいりますのでご期待ください。

【JAB認定】EMS審査員
資格拡大研修コース3日

食品安全マネジメントシステム
規格要求事項の解説コース（１日コース）

【受講料】
一般…………………………………………312,900円（税込み）

8月

9月

10月

11月

東京

30〜9/3
23〜27
23〜27
18〜20

12〜16
25〜29
18〜22

8〜12

大阪
仙台
東京
大阪
東京
大阪
東京

＊6〜10
27〜10/1
13〜17

EEF

食品を取り扱う業界が取り組むべき品質管理、食品衛生の
課題は年々増加しています。

送保管業や食品の卸･小売業、さらに大量調理施設など幅広
い食品関連業種を対象にしています。JACO-HACCPFSMSの適用は、2005年発行予定の食品安全マネジメント
システム規格ISO22000への移行を容易にします。
【プログラム概要】

実務コース
3日

新刊図書のご紹介

HACCPを融合した食品安全のためのマネジメントシステム
です。この新しい規格は食品製造･加工業だけでなく食品輸

内部環境監査員
ブラシュアップコース2日

のコース）修了者…………………………241,500円（税込み）

環境
マネジメント
システム
構築

すぐ役に立つ「ISO環境法」
─ 改 訂 第１版 ─

CDM審査員研修コース5日
【JAB認定】JISQ9001(ISO
9001)審査員研修コース5日
【JAB認定】QMS審査員
資格拡大研修コース3日
品質管理コース5日

数は既に4,000冊を数えました。
法、改正法に対応した改訂版を完
成させました。

ネットワークサービス加入者 ……………28,350円（税込み）

体裁：A5版
定

JACOネットワークサービス加入者価格……1,950円
（税込み）

環境審査員研修コース

金沢、仙台、小平（東京）会場 にて開催

【開催主旨】

品

内部品質監査員養成コース2日

質

内部品質監査員
ブラッシュアップコース2日
構築実務
コース2日
品質マネジメ
文書構築
ントシステム
コース1日

Webでのセミナー申し込み
セミナー申込みはホームページからの手続きが簡単です。ぜ

4,000人以上の修了実績のあるJACOの環境審査員研修コー

ひご利用ください。

スを、金沢、仙台、小平
（東京）
に研修拠点を拡大して開催

URL… http://www.jaco.co.jp/semi2/

する事にしました。CEAR登録・主任環境審査員のベテラ
ン講師が丁寧に環境審査員に必要な知識とノウハウを指導
します。
CEAR登録審査員や環境マネジメントシステムのコンサル
タントを目指している方、環境マネジメントシステムの責
任者・担当者などに最適なコースです。
【プログラム概要】
Ⅰ 審査員に必要な知識の習得
環境マネジメントシステムの規格、環境側面と影響
評価手法、環境関連法、環境科学、環境技術、環境施設、
審査の手順と実施

EIC

CF
QF
QEF
QC
QIA

316ページ

価…………………………………………2,100円（税込み）

EMB

経営者管理者コース半日

に立つ「ＩＳＯ環境法」の発行部

要求事項の解説

EMS

ETM

ご活用いただいています。すぐ役

食品安全マネジメントシステム
（JACO-HACCP-FSMS）規格

一般…………………………………………31,500円（税込み）

入門コース
1日

昨年12月に発刊し、多くの方々に

この度、2004年1月30日現在の新

【受講料】

基礎コース
2日

EIB

情
報

QIB
QMS
QMM

QMSISO9001:2000規格
要求事項の解説2日

QE2

ISO9001:2000規格
の解説1日

QES

ISO9001経営者・管理者
コース半日

QTM

【JIPDEC認定】ISMS審査員
研修コース5日
ISMS内部監査員コース3日
ISMS構築基礎コース2日

IF
IIA
IMB

仙台
小平
金沢
名古屋
福岡
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
仙台
東京
大阪
東京
大阪
金沢
東京
東京
大阪
東京
大阪
東京
東京
大阪
仙台
金沢
名古屋
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
東京
大阪
東京

個人情報保護法とプライバシー PIS
マーク制度解説1日
構築実務コース
WMS 東京
労働安全
大阪
衛生マネジメ 2日
ントシステム 内部監査員
WIA 東京
（OHSMS） 養成コース2日
大阪

22〜26

18
9〜10
23〜24
5〜6
19〜20

6〜7
21〜22

4〜5
18〜19

2〜3
16〜17
30〜10/1
1〜2

14〜15
28〜29

10〜11
8〜9
4〜5

7〜8
26〜27
25〜26

1〜2
17〜18
29〜30
9〜10
25〜26

19〜20
18〜19
21〜22

25〜27
9〜11
26〜27
10〜11
20
2

15〜17
8〜10
16〜17
9〜10
9〜10
24
1
24

6〜8
25〜27
7〜8
26〜27

11〜12
24〜26
17〜19
25〜26
18〜19

20
4

22
2
5

4
8
10,11,18,19,20

12,13,19,20,21

環境Aコース＊

組合わせ
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

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

13〜17

22〜26
8〜12

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
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
品質Dコース

ISO9001：2000年版規格の解説コース2日
品質審査員研修コース5日

品質Eコース

ISO9001：2000年版規格の解説コース2日
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・金
沢会場のみです。
●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＞ 札幌市中央区地域
詳細はJACO技術部にお問い合せください

2〜6
11〜13

6〜8

23〜27
11〜12
26〜27

18〜22
21〜22
4〜5

4〜5
18〜19

＜金沢会場＞ 金沢市鞍月2丁目3番地
石川県鉄工会館3階JACOプラザ金沢

18〜19

25〜26

＜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

8〜9
14〜15
28〜29

4〜5

＜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

＜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

2〜3
30〜10/1
9〜10

＜東京小平会場＞ 東京都小平市喜平町2-1-2
全国建設研修センター

4〜5
18〜19
4
18

9
30〜31
24〜25
30
24

6〜7
6

●小平会場の環境セミナーは建築行政・建築業向けです。

1〜2
29〜30
1
29

【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。
●受講申込まれた方の人数が最少催行人数に満たない場合、
開催を中止する場合がありますので、ご了承ください。

29
3
2〜6

18〜19

インターネットJACOセミナーホームページ

http://www.jaco.co.jp/semi2/

25〜29
8〜10

1〜3
13〜14

2

このホームページからWeb申込ができます。
セミナーの概要・空席等もご覧になれます。

【お問合わせ先】
14〜15

E-mail：info-g@jaco.co.jp
19
4〜5

6〜7
27〜28
＊9/6〜10の環境審査員研修コースは学生主体です。

12

コース

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

内部環境監査員養成コース2日

境

JACO常設セミナー（過去3年以内の環境に関する2日間以上

JACOが開発したJACO-HACCP-FSMSはISO9001と

ＪＡＢ認定

大阪

ネットワークサービス加入者……………281,400円（税込み）

【開催主旨】

【セットコース】左記セミナーの内、複数のコースを組
合わせて受講料を割引いたコース
（最大22%引）

日

EF

ERF
【JAB認定】環境審査員
資格更新リフレッシュコース1日

環

催

開催
場所

Ⅱ 事例演習による知識・ノウハウの習得
Ⅲ 筆記試験

開

コード

EIA

新設コースのご紹介

2004年 8月〜11月

（株）
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）
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。
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CUSTOMERS VOICE
安城市の市民満足向上を
目指した品質マネジメント
システムの取り組みについて

1

CUSTOMERS VOICE
市税課、納税課、市民課、障害援護課、高齢福祉課、

キーワード」に、
できるところ
からの改善をめざす

児童課、国保年金課、土木課）による「業務手順書」
の作成を行い、2004年1月からシステムの運用を開始

■愛知県安城市

し、ＪＡＣＯによる文書審査、予備審査、本審査を経

企画部行革・政策監

て、4月9日に認証登録が認められ、キックオフから認

鈴木 安司 様

証登録まで7か月の短期間で取得に至りました。

3．
１．

2 「 人と環境に優しく を
■株式会社モリイチ
環境管理責任者

児玉 彬 様

安城市のＱＭＳの特徴

昭和5年当時のモリイチ店舗

はじめに
ISO9001を市政運営に導入するにあたり、①市民の

安城市は、愛知県のほぼ中央部、西三河平野の中に

１．

はじめに

皆さま＝お客様という基本に立ち返り、市民満足を最
株式会社モリイチ（東京都中央区京橋）は明治5年

3．

成果と今後

あり、明治用水の豊かな水にはぐくまれ「日本デンマ

優先に考えるという「市民満足を最優先に」の視点、

ーク」と呼ばれ、農業先進都市として発展してきまし

②前年踏襲を打破し、業務のあり方を常に改善すると

（1872年）の創業以来、事務用品、事務機器の販売と

た。中部経済圏の中心都市名古屋市から30km圏内に

いう「絶えざる業務改善」の視点、③チャレンジ精神

印刷物の製作を中心として営業活動を続けてまいりま

環境マネジメントシステムを通じて、社内的には遵

位置し、豊田市などの内陸工業都市や碧南市などの衣

を兼ね備えた21世紀型の行政職員を育てるという「意

した。明治、大正、昭和、平成と4世代にまたがるその

法、目的・目標、責任、訓練・自覚・能力、コミュニ

浦臨海工業都市に隣接するという地理的条件にも恵ま

識改革」の視点からなる3つの基本方針を定めるとと

歴史と、
「人間味豊かで快適なオフィスの創造」の思想

ケーション、文書管理等を社員の一人一人が身につけ、

れ、自動車関連企業をはじめとする大企業の進出に伴

もに、市政に対する市民ニーズに応えるため、行政品

は今や文具、オフィス什器、OA機器、メンテナンスサ

実際の業務に生かして業務改善になったことと、社外

い、急速に都市化が進むとともに商業も盛んになり、

質マネジメントシステムを絶えず改善していくことを

ービス、印刷というモリイチの全てのフィールドに深

的には環境目的の「グリーン購入法対応商品の紹介・

農・工・商のバランスのとれた街となっています。

品質方針に定めました。

く浸透し、132年の歴史と国際規格のISO14001認証取

販売」は「地球環境の保全と環境負荷の低減」になり、

得企業として

目標値の達成は販売増加にもなって継続的な改善は企

近年は、平成10年に「地球にやさしい環境都市宣言」

本市では、「品質＝市民満足」ととらえ、①市民の

を行い、平成12年にはISO14001の認証を取得するな

ニーズ・要望を積極的に把握し、施策・業務に展開す

ど、人と自然が共生できる環境先進都市を目指すとと

ること②施策・業務改善の目標を設定して向上を図る

もに、市民参加の下、望ましい都市像「うるおいと活力

こと③行政サービスが適切な状態にあるように業務の

にみちた創造性あふれるまち」づくりを進めています。

ルール化をすること④市民満足度を定期的に把握する

2．ＩＳＯ9001の認証取得にあたって
本市では、これまでの行政運営を踏襲するだけでな
く、21世紀型の新しい行政サービスのあり方を模索し

人と環境に優しく

をキーワードに、

「地球環境の保全と環境負荷の低減」を目指します。

2．

ISO14001認証取得への取り組み

当社の販売品目の文具は、平成13年4月1日より施行

務には適切に対応することの５点を基本として、継続

された「国等による環境物品等の調達の推進に関する

的なＰＤＣＡサイクルによって行政品質を向上させよ

法律（グリーン購入法）」で定められた特定調達品目

うとする組織的活動を行っています。

の判断基準を満たす商品の一つになりました。
平成14年11月5日当社の創立記念日に、社長から創

マニュアルが6ページ、QMSを「市長の役割」「目標

業130周年を記念して業務改善を含め、
「ISO14001環境

を市政運営に導入することとしました。

管理」「行政サービス企画」「行政サービス提供」「支

マネジメントシステム」認証取得を宣言され、環境マネ

援システム」「行政品質のチェック」「クレーム対応」

ジメントシステムの講習会の受講から始まり、環境側

言を皮切りに、12月までに、システムの根幹をなす

の7つの規定に分け、７規定で計21ページと、極力簡

面の抽出、環境マネジメントシステムの確立、環境マネ

「行政品質マニュアル」の作成をはじめ、直接市民に

素化を図るとともに、内容についても、規格をそのま

ジメントマニュアルの作成、
全社員への教育、内部監査、

ま載せるのではなく、市民にわかりやすいという視点

経営層による見直しと約1年間全社員が一丸となり、

で作成しました。

本審査を受け認証を取得することができました。

接する窓口担当課を中心とした対象9課（企画政策課、

目として活動を継続し、むりに背伸びをするよりも、
できるところからの改善をめざしていく所存です。

ていきたいと考え、そのための第一歩としてISO9001
認証取得にあたっては、2003年8月のキックオフ宣

業の業績改善になったのが取得の成果です。
今後は目的・目標以外にも有益な活動は維持管理項

こと⑤万が一、発生してしまったクレーム・不適切業

また、品質マニュアルやシステム文書についても、

現在のモリイチ ビル

グリ−ン購入法対応商品を
紹介した当社独自のカタログ
環境マネジメントシステムの文書管理

審査風景

4．

今後の課題・抱負

ISO9001の認証登録は、QMSというシステムが構築
され、運用されていることの認証であり、今後はいか
にこのシステムを活用して、市民満足向上につなげて
いくのかが課題となります。そういう意味でも認証登
録は市政改革の第一歩にすぎません。
2004年度は、このシステムの全庁展開を進めるとと
もに、システム文書等の見直しを行い、よりシステム
JACO伊藤社長から
認証登録証を授与さ
れる安城市神谷市長

14

の精度を高め、市民満足向上を目指していきたいと考
えています。

環境マネジメント講習会

環境管理推進メンバー 後列左から、小杉（営業部門）
、
児玉（管理責任者）
、中村（管理部門）
、遠藤（事務局）
、和田（店舗）
、
前列左から、森社長（総括責任者）
、森副社長（内部監査責任者）
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CUSTOMERS VOICE

3

環境マネジメントシステム
の取り組みについて
■四国三菱電機販売株式会社
環境管理責任者

山田 高徳様

CUSTOMERS VOICE
切ながら、省エネルギー対策から自然エネルギーへ

4

の転換・拡大に直結した「環境配慮型商品・システ
ムの拡販」というプラステーマの活動で、（事業貢

ISO9001で顧客満足、経営
基盤の整備、社員の意識改革
■阿波スピンドル株式会社

献以上に）大きく社会貢献できる。
②小規模事業所にありがちな個人活動から目標を共有
する組織活動が実践でき、社員一人一人のレベルア

統括部兼ＩＳＯ事務局
(ＩＳＯ推進リーダー)

ップにつながる。

安部 博視様

等の大切さを改めて習得したように思います。
そしてこれらが当社の大きな財産になると確信して

１．

はじめに

います。

１．

はじめに

阿波スピンドル株式会社
（本社：徳島県山川町）
は1868（明治元）
年の創業以来、繊維から糸を紡ぎ出していく紡錘（つむ）
【撚糸ス
ピンドル】を製作し、現在では１分間に１万回〜80万回という超
高速で回転し、高感度、高機能の新しい糸を創生する合繊繊維用
スピンドルを生産しています。また同じ繊維関連の製品として、
織物用ノズルやマルチフィラメント加工用ノズルなども生産して
います。この他に、本社工場では、新規事業として、木材、鉄、
プラスチックに代わる高強度ダンボール材を使用した重量物およ
び輸出用梱包箱を製作販売しています。また、同じ町内にある瀬
詰工場では、昭和35年より光洋精工株式会社の協力工場として、
ベアリングおよび自動車部品の旋削加工をしています。

四国三菱電機販売株式会社（本社：香川県高松市）
は三菱電機株式会社の地域販売会社として、昭和58
（1983）年8月に産声を上げました。
事業沿革は時代と共に大きく変遷しましたが、現在
の営業種目をＦＡ事業、ＩＴ事業、施設事業の３本柱
とし、四国４県の営業エリアに拠点を構え、名実共に
四国における三菱電機製品の販売窓口としての機能拡
充を図っているところです。
社名のとおり、当社は「電機商品＋ソフト・システ
ムの販売」を行う「商社」であるため、地球（汚染）

2． ＩＳＯ 9001認証取得の必要性

の事などあまり意識しないで自分の事（業績）に専念
する事業環境でした。

2．

ISO14001認証取得への取り組み

香川県は「豊島の産廃問題」で喧騒を極めており、

JACO地大関西支社長から認証登録証を授与される岩佐社長（左）

4．

今後の取り組み

四国の中でも香川県は「讃岐うどん」「こんぴらさ

これに青森・岩手県境でも同類の事件がさらに大々的

ん」以外に、前記の「豊島の産廃問題」が名を馳せま

に起こりつつあった平成15年は当社創立20周年の年で

した。

した。人に例えますと成人の年となります。

そのような背景もあって、次のとおり香川の環境規

至極当然の如く、対外的には「記念の宴」、はたま

制は極めてシビアかつ積極果敢に推進されています。

た社内的には「記念旅行他各種ハッピープラン」、と

①高松市では事業者向け「ＩＳＯ認証取得ガイドブッ

予算化も含めてお祝い気分が盛り上がる段取りだった

ク」を早々と発刊（平成14年６月）し、また、同市

ところ、「真に20周年の節目に相応しい活動は？テー

の施策として「家庭版環境ＩＳＯ」の推進も進展中

マは？」の観点から「ISO14001にチャレンジし、認

で、正に底辺からの盛り上げと総力戦が展開されて

証取得しよう。これこそ成人の年に相応しい活動」と

いる。

の社長の一言で宴も旅行もけし飛び、予算共々「ＩＳ
Ｏ活動へまっしぐら！」となりました。
「１年間で認証取得」という目標を挙げ平成15年5

②香川県では「産廃適正処理の周知」を目的に「県内
すべての排出業者に向けたルールブック」作りをス
タートさせ、平成16年度内に完成の予定となってお

月 キックオフ宣言、同年12月 初動審査、平成16年1月

り、この事は四国ではもちろん初めての試みだが、

本 審 査 、 同 年 2月 判 定 委 員 会 合 格 と 苦 闘 し つ つ も

全国でも珍しい取り組みである。

ＪＡＣＯ殿の厳しいながら暖かいご指導により、何と

私達はこのような周囲の変化を十分に把握しつつ、

か所期の目的を叶えることができました。

単に事業所内の対応にとどまらずに、お客様、地域社
会および各自治体・行政とも連携した活動を心掛け、

3．

成果について

平成16年度を環境マネジメントシステム定着初年度と
して、お客様ニーズへの対応、社会ニーズへの対応を

まだ取得ホヤホヤの事でホッとしているというのが
本音ですが、認証取得の過程及び取得後の実感として、
①資源消費というマイナステーマの軽減取り組みも大
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クリアーしていける企業体質の構築に向け、全力をあ
げて小さな第一歩を踏み出します。
より信頼される企業をめざして！

今後、ますますボーダレス化したビジネス展開が予想される中、
当社は「ナンバーワン企業よりもオンリーワン企業となる」を経
営理念として、顧客に満足をいただける製品提供、経営基盤の整
備と経営体質の強化、社員の意識改革を図ることを推進してきま
した。1970年より海外に顧客拡大の販路を展開しＡＷＡブランド
を浸透させてきましたが、中国を筆頭に東南アジア各国とのコス
ト競争が日増しに激しくなっています。一方で、それらの商品と
の差別化を図るため、より高い品質レベルの高付加価値製品の提
供を求められるようになっています。こうした中で、当社は「よ
り効率的な経営への変革と技術力の向上、人材の育成」を当面の
緊急課題に掲げ、ものづくりの原点である品質マネジメントシス
テムの見直しと再構築を行い、品質改善と価格改善の両輪で経営
基盤を確立、強化するための 手段 としてI S O 9001の認証取得
を目指すことにしました。

3．

基本的な考え方は、これを参考にしています。
◆現状把握とシステムの整備
これまでの仕事の進め方、管理の仕組みをまとめ、I S O 9001の
要求事項と照らし合わせて足りない部分を追加し無駄な部分は整
理します。
①今やっている仕事をまとめます。
具体的には、今の仕事の進め方や管理の仕組みを書き出します。
その際仕事と仕事のつながりがどうかという観点で整理して、
業務フロー図にまとめます。
各部門、部署で業務フロー図を作成します。
品質マネジメントシステムを構築し見直す第一歩は、これまで
の仕事の進み方、管理の仕組みを目で見える形にする事です。
②今している仕事は、I S O 9001の要求事項のどれに該当するのか
考えてみます。
規格は特別な活動を要求しているのではありません。事業を行
っている限り要求事項に該当する活動はどの会社でもやってい
るはずです。自分たちが日頃やっている仕事に当てはめて考え
る事で、要求事項の意図が具体的にイメージできます。
③仕事の進め方や管理の仕組みの５Ｓと考える事です。
④文書になっているかどうかは別にして、その会社に合った仕組
みができています。
このシステムをベースに自分たちの会社にとってより役に立つ
システム、言いかえると自分の顧客に喜ばれるシステムは何か
を考えることが大切なのです。
◆効果
最近になってやっとI S O 9001の要求事項の簡潔な文書の中に含
まれている内容の意味がわかりかけています。様式ひとつとって
も、人が間違って記入する場合、その様式は改善する必要がある
ということです。そのままにしていれば､また同じ間違いをする
恐れがあるということです。今まで様式に文書番号をとる管理を
していない場合がほとんどだったものが、それぞれの部門、部署
で作成している様式に文書番号をとることで、必要な様式の統一
と最新版の管理が見てわかるようになりました。文書管理の基本
は様式であることがよくわかりました。
また、文書はコミュニケーションの大事な手段であることから、
わかりやすく､読みやすいこと、これができていないと､不具合の
発生原因になることなど文書管理の基本的なところで改善すると
ころはたくさんありました。製品を生産する以前の段階（プロセ
ス）で見直し（レビュー）することなど生産プロセスだけでなく、
関連するプロセスについても要求事項に書かれている内容には改
善につながる大切な要素があることに感心させられています。

実際の取り組みと効果
4．

本社と本社工場の認証取得を目標に、2003年（平成15）年5月上
旬、社長をはじめとする役員・全部門長を中心としたI S O 推進
委員会を設置し、5月8日にI S O 9001認証取得に向けてキックオフ
をしました。
◆規定文書の作成方法
認証取得のマスタースケジュールを作成しましたが、具体的に
何を進めていけば良いのかなど、I S O 推進リーダーとしての
I S O の理解度が乏しく、推進メンバーに対して的確に具体的な
指示ができず、本格的なマニュアル作成は進みませんでした。推
進メンバーとはいえほとんど経験がなく、参考になる資料を選択
するのに苦労しました。早く品質マネジメントシステムの要点と
具体的な進め方を知りたくて、（財）
とくしま産業振興機構で
I S O 9001に関係するビデオを14本ほど借りて、手当たり次第に見
ました。これから品質マニュアルを作成していく上で非常に参考
になった部分はメモにして推進メンバーに回覧しました。現在も

今後の展開

今年の2月10日に本社と本社工場はI S O 9001の認証を取得しま
した。続いて、今年7月初旬に瀬詰工場、梱包部、大阪営業所、北陸
営業所の追加認証取得を目指しており、受審準備のため、改訂し
た品質マニュアルを基に品質マネジメントシステムを構築中です。

阿波スピンドル本社

品質マネジメントシステムの認証登
録証を手にする木村社長(左)、野崎
本社工場長兼管理責任者
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JACO紹介

技術部

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。

技術部はＪＡＣＯ設立と同時にセミナー担当部門として、東京会場にて講師4名、スタッフ1名の体
制でスタートしました。現在では6代目の小貫部長のもと講師41名（契約講師含む）
、専任スタッフ
5名体制でセミナーと技術情報提供や書籍販売などの関連事業を展開しています。
環境セミナーからスタートしましたが、現在では「品質」「労働安全衛生」「情報セキュリティ」
「ＣＤＭ」
「食品安全」などのマネジメントシステムのセミナーまで幅広く開催しています。また、
受講者の地理的な利便性にも配慮し、東京１会場から現在では札幌、仙台、金沢、小平、大阪、福
岡など6会場で開催しています。さらには、出張セミナーのご依頼も多く、常設セミナーと合わせ
年間１万人を超える方々にご受講いただき深く感謝申し上げます。今後ともお客様の声を大切に、

J
A
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O
紹
介

顧客満足向上に努めてまいりますので、引続きご愛顧いただけますようお願いいたします。

名古屋営業所

東京講師陣（環境・品質・OHS）

東海地区は、市場の伸張率も全国最大で、その規模も年々大きくなっています。
この地区に拠点を展開し、ＪＡＣＯの更なる発展をめざして、本年6月1日に開設しました。
東海地区のお客様にご満足いただけますよう、地域密着型の営業推進に取り組んでまいります。

東京講師陣（ISMS）
■神主によるお祓い

■開所式（テープカット）

[後列左から]
松井講師、根本講師、榎本講師、染澤講師
[前列左から]
平賀講師、笹沼講師、土岐講師、大野講師

東京講師陣（品質）
■祝賀会

[後列左から]
熊白講師、鈴木講師、服部講師、村井講師、
岡本講師、片山講師、柏木講師、田中講師
[前列左から]
小林講師、川上講師、竹田講師、岡田講師

ＪＡＣＯ伊藤社長、森定興商
（株）森会長

名古屋営業所のメンバー

[左から] 松下講師、三森講師、

、岡村講師

関西講師陣&事務局

東京事務局

（左）伊東所長（右）高松さん

80名のご参加をいただきました
ＩＳＯに関するお問合せやご相談等、
お気軽にご利用ください。（伊東 哲）

[左から] 西川さん・中山さん・岡本さん・
井上さん・歌代さん

[後列左から] 吉村講師、島本講師、西山講師
[前列左から] 溝口講師、松嶌さん、佐野講師

小貫部長から一言
私どもは、ひとりひとりが皆様から「信頼される講師、スタッフ」となるよう
研鑚し、
「セミナーおよびサービス品質の向上」
、そして「新商品の提供」によ

株式会社日本環境認証機構
名古屋営業所
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住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3 - 2 2 - 8 大東海ビル6Ｆ
TEL：052-587-2294 FAX：052-587-2297

り皆様のご期待にきめ細かくタイムリーにお応えするよう一丸となって活動し
てまいりますので、今後とも一層のご支援をよろしくお願いいたします。

19

松坂屋

大名古屋ビル
堀内ビル

高島屋

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅

名古屋ビル

名鉄
毎日ビル
近鉄

名
ホテル
古
キャッスルプラザ 屋
高
速
中小企業センター

国
際
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

錦通り

メルサ

広小路通

り

お問い合わせ、お申し込みは
■審査登録に関することは

営業部

0120-248152

FAX 03-5572-1730

TEL 03-5572-1722

■審査日程ならびに審査に
関することは

■セミナー、書籍、ネットワーク
サービスに関することは

関西営業部

TEL 06-6345-1731

FAX 06-6345-1730

名古屋営業所

TEL 052-587-2294

FAX 052-587-2297

JACOプラザ金沢

TEL 076-268-9375

FAX 076-268-9374

環境認証部

TEL 03-5572-1725

FAX 03-5572-1731

品質認証部

TEL 03-5572-1727

FAX 03-5572-1733

関西認証部

TEL 06-6345-1732

FAX 06-6345-1730

労働安全衛生認証部

TEL 03-5572-1729

FAX 03-5572-1731

技術部

TEL 03-5572-1723

FAX 03-5572-1730

技術部（関西）

TEL 06-6345-1731

FAX 06-6345-1730

JACOホームページで情報を提供しています。 URL http://www.jaco.co.jp/

