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外へ進出された日本の企業様を中心に、日本国内だけで

やすく、具体的になってきました。

はなく、海外における審査やセミナー活動を実施してき

お応えできるように努力してまいりました。これと並行

年間約4300社の審査・登録を手がけています。また新規

して、国内においては東京の本社に加え、関西支社、名

ISO9001を取得して5年の歩み ……………… 14

事業として、食品関連組織に対するISO22000の審査事業

古屋営業所、金沢営業所、札幌営業所を順次開設し、よ

や情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）
の審

りお客様に近い位置でサービスさせていただけるように

査事業（（株）
JACO−IS）を始め、温室効果ガス削減に向

努めてまいります。

ISMS認証取得を振り返って …………………… 15

JACO ISO友の会／札幌営業所／名古屋営業所

けたCDM（クリーン開発メカニズム）事業（（株）JACO
CDM）などを立ち上げることができました。これもひと
えにお客様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。

ランチタイムの後のひととき、とても愉しい時間を過ごすことができた時期があっ
た。それは、首相官邸の池にカルガモの親子がいるという情報を聞いた日からで
あった。私が見に行ったときは、子ガモが3羽だったが、最初は5羽いたという。ど
うやらカラスにやられたらしい……かわいそうに……。残された3羽は、母親のそ
ばで日に日に大きくなる。しぐさがどれもこれも「かわいい」の一語につきる。一日
中観ていても飽きないくらい かわいい 。それから毎日、デジカメを片手にシャッ
ターチャンスをねらった。気に入りが撮れた時は、知人への配信もまたうれしかっ
た。この一枚もそのうちの一つである……。来年は、この子ガモが卵を産むのだ
ろうか……。今から楽しみに待っていようと思う。
■表紙の写真は、（株）日本環境認証機構グループ各社社員の写真愛好家による投稿
写真から作品を選んで掲載いたしました。

通知いただいております読者の個人情報は、本誌の送付のために使用する
目的で収集するものであり、第三者へ提供・開示することは一切ありません。
なお、当社は「個人情報の取扱い」について細心の注意と最大限の努力を
もって保護・管理を行います。詳細は当社のホームページをご覧ください。
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JACOは、多様な地域経済圏とのインターフェイスを
スを行っていくことが使命と考えています。もちろん、
生活の基盤である
「地域」
の価値を共に高めていくことに、

14日に開所式を行いました。北海道内にある一般の企

JACOの社員一人ひとりが義務と責任を負うのは当然で

業、組織に加え、北海道特有の卸小売業、食品加工業、

す。地元の皆様にJACOが親しみのある企業として受け

廃棄物処理業に注目し、ISOの普及を目指すことにあり

入れていただけるよう努力してまいります。

ます。JACOは環境・品質等の分野で経営に役立つ審査

今回の北海道進出を契機として、地域に密着したサー

を心がけてきましたが、これまで北海道の地に営業拠点

ビスとは何かを問い直し、ISO認証活動の成長を牽引し

がないためにお客様にご不便をおかけしてきました。審

ていくための努力を引き続き行っていきます。それと並

査で築き上げたこれらのノウハウを生かしていきたいと

行して、ISO関連の教育・研修の地域展開を図ることで、

考えています。今後は地元に密着した営業体制を敷き、

ISOをより深く、より細部へ広げていくことに努めてい

お客様満足の向上をより一層図ります。札幌市役所の環

きます。

境ISO審査など、先行するお客様に加えて、今後とも自

新規にこれらのISO規格を取り入れようと希望される

治体、教育機関、介護施設への実績も拡大してまいりま

お客様の数は、これまでの急速な拡大基調から安定期に

す。引き続き、北海道での審査員の拡充も併せて進めて

入り、審査登録事業においては認証機関の厳しい選別の

いく予定です。

時代に入ってきたように思います。いかにして受審組織

送付先変更のお申し込みはメールでも受け付けています。

E-Mail:cs-center@jaco.co.jp

さいごに
これらの拠点が担い、それぞれの地域に密着したサービ

札幌営業所の開設
JACOは、このたび札幌営業所を設立し2006年11月

（株）日本環境認証機構 品質審査部 原 佳津代

名

しました。その間、規格の見直しが行われ、より利用し

ばすことができました。現在、労働安全衛生の分野を含め、

［表紙］カルガモの親子

フリガナ

これまでJACOは、グローバル展開の一つとして、海

■ 信州大学工学部 環境管理責任者（情報工学科教授） 伊東 一典 様

所

職

が制定されてからすでに10数年から20年近い歳月が経過

信州大学工学部のISO14001………………… 13

郵便番号
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を得ることができると考えています。

の提携によるジョイント審査も行い、お客様のご要望に

変更を希望する送付先

会社名

ます。また、その結果として、お客様とより密接な関係

として、環境・品質等の分野で順調に審査登録件数を伸

JACO紹介 …………………………………………… 16

住

リーズが制定され、1996年には環境に関するISO14001

荷を少なく、効果を最大となるようにしたいと考えてい

ました。特に中国・東南アジアでは各国審査登録機関と

sINFORMATION
※変更項目のみ
ご記入ください

国際規格として、1987年に品質に関するISO9000シ

（株）
日本環境認証機構
（JACO）
もISOの審査登録機関

■ 株式会社NTTデータ東北 公共システム事業部開発部長
佐々木 義光 様

電話番号

実態に精通することで、ISOの認証に関するお客様の負

はじめに

■ 松下電器産業株式会社 生産革新本部グループ
環境施設・品質グループ グループマネージャー 今門 弘 様

■ 特定・特別医療法人福島厚生会 理事長 星野 俊一 様
フリガナ

氏

環境・品質 統合
（複合）
マネジメントシステム構築の取組み ……………… 12

伊藤 信久

を広げ組織に満足いただくかなど、審査機関に課せられ
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地域に密着したサービスをこれまで以上に
JACOは、地方自治体の条例などに見られる地域に特
有の事情や地域に特徴のある産業・職種、それらの業務

た課題はたくさんあります。これらの課題を一つひとつ
確実にクリアし、お客様の信頼に応えていきたいと思い
ます。
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ISOに想うこと
経営に役立つ審査とは
合同会社グリーンフューチャーズ代表

吉田 敬史

そISO19011の7章、監査員に要求される一般的な知識・

マネジメントシステムの
審査のあり方

様（ISO/ TC207/SC1国内委員会委員長）

技能の中で、監査員は「マネジメントシステムの構成要
素間の相互作用」を理解できる力量が必要なことが明示

マネジメントシステムの審査のあり方を考えるために

されているのである。動的な相互作用を確認できる審査

は、まずシステムとマネジメントシステムの本質を再確

があるべき審査の姿と分かれば、その逆の要素単独的な

認する必要がある。ISO9000の 3. 2. 1項でシステムは、

細切れ審査や、静的で形式的・表面的審査がダメな審査

「相互に関連する又は相互に作用する要素の集まり」と

であることが理解されるだろう。

定義され、マネジメントシステムは 3. 2. 2項で「方針及

10代を迎えた環境ISO

声明を発表した。

び目標を定め、その目標を達成するためのシステム」と

経営に役立つ
審査の共創に向けて

飽きっぽいわが国と違って、欧米諸国には「環境ISO

定義されている。すなわちシステムの構成要素が相互に

ISO14001の発行とそれに基づく審査登録制度（環境

は今後飛躍的に普及させなければならない」という明確

作用しながら目標を達成するように動いていくものがマ

ISOと総称）がわが国でスタートして10年が過ぎ、人間

で強い意志がある。わが国の環境ISO関係者も世界と認

ネジメントシステムであり、あくまで「動的」なもので

受審組織の経営に役立つ審査とは、筆者は受審組織の

で言えば10代、子供から大人へ急速に成長していく時期

識を共有し、環境ISOを立派な成人に育てる責務を再確

ある。ISO14001の4. 1一般要求事項で、
「環境マネジメ

利害関係者の信頼が得られる審査だと考える。従って良

に入った。

認すべきである。

ントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持し、継

い審査は、組織と審査機関が認識を共有して初めて実現

続的に改善し……」と羅列されている。改訂前は、
「確

できるもので、共に創り上げていくものである。JABの

立し、維持しなければならない」とされていたが、この

継続的なアンケート調査結果の分析から、EMSで実質

部分はじめ他の多くの要求事項で「実施し」という言葉

的な効果を挙げている組織は、EMS導入の動機に深い

わが国の審査登録件数は既に2万件を超え世界一の地
位を保っている。10年前には皆無だった国産の審査登録
機関や研修機関は50社を超え、サービス産業としての経

経営に役立つということ

済・雇用効果も無視できないレベルに成長した。一方最

本稿執筆に当たって、
「経営に役立つ審査とは」とい

が追加された。
「実施し、継続的に改善する」という事

社会性や地球環境問題に対する認識があることが統計的

近再びISO無用論が叫ばれ、自治体等の登録返上、省庁

う副題を頂いた。審査の方法論の前に「経営に役立つ」

は明らかに動的な要求で、PDCAサイクルが動く事を求

に明らかになりつつある。

縦割りの独自制度や地域版等のEMS多様化の状況があ

とはどういう意味か考えてみたい。

めている。規格の要求事項は個別に分離して解釈するこ

図2はシステムと認識の関連について示したものであ

り、環境ISO審査登録件数の伸び率低下が顕在化してい

2006年12月22日、金融審議会公認会計士制度部会報

とはできない。要求事項の間には連関（つながり）があ

る。地球環境問題や持続可能性ということに関する認識

るのも事実である。しかし環境ISOが今後衰退へ向かう

告が公表された。カネボウやライブドア等の相次ぐ粉飾

り、適合性評価は全体の連関の中で整合性、一貫性とい

が不十分で、システムもなければ「敗者」となる。認識

という予測を甘受することはできず、地球環境保全のた

決算を背景に監査法人の規律をただし、証券市場の信頼

う視点からなされなければならない。図1に動的なシス

十分でもシステムがないと「場当たり」となり迷走する。

めに環境ISOは更に飛躍的に普及しなければならない。

を取り戻す狙いで纏められたもので、監査法人のガバナ

テム審査のイメージを示す。

一方システムはあっても認識不足であれば「官僚的」な

環境ISOユーザ（企業・組織）と環境ISO制度関係者

ンス強化、独立性の担保等に加えて、監査人が不正を発

「ISO14001はシステム規格だからパフォーマンスは見

非効率に陥り勝者にはなれない。十分な認識と有効なシ

は今の「踊り場」の状況を見て、評論家が悲観論を述べ

見した時の当局への通報義務、不正行為に対する罰則強

ない」と言われる事もあるが、システムの出力（結果）

ステムがそろって初めて「勝者」になれる。地球環境問

るような姿勢に陥ってはならない。
「環境ISOはこれか

化などが勧告されている。

であるパフォーマンスを見ないでシステムの動きを評価

題の深刻な状況をみれば、環境ISOの勝者を飛躍的に増

することは制御工学の観点から不可能である。だからこ

やさねばならない。

らが本番であり、審査登録件数も今の10倍以上にしなけ

環境ISOの世界でも最近審査登録機関の公平性や力量

ればならない」という強い意志を持って環境ISOの10代

の確保等に向けた制度改革が急速に進行している。こ

を、道を踏み外さないよう育成する義務を関係者は共有

うした動きの理由は明白であり、社会的信用が失われ

している。

れば環境ISOは存続できないからである。環境ISOの存

EUは今、中小企業、特に50人以下の小企業に環境

■図2 システムと認識

■図1 動的なシステム審査

認識十分

続は審査登録機関などの死活問題であるのみならず、

P

ISOを飛躍的に普及させるための公共政策を体系的に推

環境ISOユーザにとっても多大な損失をもたらす。カネ

進しつつある。EMSの段階的適用指針（ISO14005）

ボウやライブドアは、公認会計士が目をつぶってくれ

の作成着手はその一つに過ぎない。米国は企業経営の

たお陰で経営の役に立ったのだろうか？ 全く反対で、

自由度をISO14001が過度に制約しないよう、柔軟な要

経営陣が変わっても存続する法人やその従業員にとっ

求事項とするよう主張してきた。しかし環境規制が厳

て、もちろん株主にとっても全く役に立たなかったの

しく、環境NPOの力も強い米国では、規格が発行され

みならず、有害であったと言えるだろう。環境ISOの利

るや、その解釈・運用は極めて厳格である。米国環境

害関係者は社会全体と地球環境である。利害関係者か

動いている
（PDCAが回っている）確認をする審査

保護庁は10年前よりEMSの有効性を確認するために多

ら見放された経営は存続できない。
「経営に役立つ」と

くのプロジェクトを実施しており、この成果に基づい

は、利害関係者の信頼と理解を得るという事につきる。

て2005年末、EPA長官名で「適切に適用されたEMS

ある時期の経営者個人やISO事務局の安易な要求に迎合

,要求事項はバラバラに（個別に）解釈するのではなく連
関を見る
,構成要素間の相互作用（ISO19011 7.3.1）
、つながりが重要
,パフォーマンスの変化・経緯を見てシステムの動きを確認

は、環境改善にも経営改善にも大きく貢献する」との

する事ではない。
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入力

出力 ＝パフォーマンス

A

D

場当たり

勝者

（利害関係者の視点）

C

システム
有

システム
無
フィードバック
敗者

官僚主義

認識不足
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QMSのアプローチを実践の中に取り入れることによ

QMSの有効活用と審査の視点

り、組織、顧客、その他の利害関係者の満足を向上させ

まとめ
QMSを有効活用し、継続的に発展させていくために

ることができ、かつ企業（組織）の成功をもたらすこと

は、組織および審査員が以下のことを共通に認識するこ

につながる。

とが重要である。
取締役品質審査部長

①顧客およびその他の利害関係者の満足、自社の競争

QMS審査の視点

大月 惇

優位を考慮してQMSの有効性の継続的改善の視点

審査は 顧客 の視点で次の2つの側面を評価するこ

をどこに置くかを明確にして品質方針・目標に反映

とが重要である。

はじめに

組織にとってのQMS活用の効果

させること。

a）組織のトップマネジメントが指向する品質方針や

②部分最適からトータル最適（プロセスアプローチ）

品質目標の展開が確実に実行され、QMSの有効性

の考え方を持つこと。

1994年版のISO規格の起源は品質上の貿易障害を無く

経営は常に市場の変化の影響を受け変化するものであ

（例えば、組織パフォーマンス、プロセスパフォー

③適合性を中心としたシステム改善から、パフォーマ

すことであった。すべての業務を手順書化し、その通り

る。その変化に対応していくことが経営であり管理であ

マンス、製品パフォーマンス）を継続的に改善し

ンス改善へと移行し、その結果として事業の改善に

に作業をすれば顧客に提供する製品の品質保証ができ、

ろう。そのためにはしっかりした組織基盤を実践の中で

ていること。
（QMSの有効性）

繋げること。

これが顧客満足につながるという考え方であった。しか

作りこみ、経営方針や品質方針および品質目標を達成す

b）法令・規制要求事項を含めた顧客要求事項とISO

し、品質保証が必ずしも顧客満足に繋がるとは限らず、

るために何が重点かを明確にし、組織の中で見える管理

品質規格の要求事項を満たす能力が確実であるこ

更に、組織にとって重要とは思われないシステム（業務）

体制にし、重点としたものを継続的に改善していくこと

と。
（規格適合性）

を文書化することはかなりの負担になり、あまり意味を

が求められる。

持たないものであった。

④品質目標は、顧客およびその他の利害関係者を配慮
した組織パフォーマンスの改善を盛り込むこと。
⑤プロセス審査を指向し、組織の業績や存在価値の維

審査ステージごとの審査の視点を下表にまとめる。

持、向上に寄与できること。組織が気付かなかった

一方、市場（顧客）で受け入れられる製品は、その寿

システム欠陥、特に外部損失やパフォーマンス改善

2000年版は、この欠点を改善するため欧米型のプロセ

命期間内では期待される機能・性能が維持され、安全で

につながるシステム欠陥を早いうちに指摘し気付い

スアプローチという概念を取り入れ、 製品を一貫して

使いやすく、かつ、地球環境を配慮したものが要求され

てもらう審査方法が経営に役立つ審査であるとお互

供給することができるという信頼感 が顧客満足に繋が

る。その製品についても顧客のニーズや期待は変化し、

いが認識すること。

るという考え方をベースに 品質マネジメントシステム

かつ、競争と技術の進歩があるので、企業（組織）には

（QMS） として大幅にISO規格を見直し、組織にとっ

製品およびプロセスを継続的に改善することが求められ

てもより有用なシステムに改善した。

審査ステージ

審査の視点

受審組織への寄与

る。
,品質マニュアルの規格適合性
,法令・規制要求事項の周知と徹底
QMSの導入

受審組織への寄与

,品質方針、品質目標の妥当性と
品質目標の展開／PDCA
,組織パフォーマンスの継続的改善

,事業目標の達成
,事業の永続性
,顧客とその他の利害関係者の満足

,マネジメントレビューの効果的な実施
■CS（顧客満足度）の向上
■他者との差別化による

■目標管理PDCAによる業務の
企業体質の改善・強化

ビジネスチャンスの拡大

■不適合・欠陥コストの低減

■企業のイメージアップ

■業務分担・手続きの明確化による

■入札条件上、有利
■グローバル市場への参入

重複・調整業務の廃止
内部管理体制の整備による
経営管理基盤の確立
売上

売 上 増 加

,顧客満足の監視とその改善

明確化とスピードアップ

−

利 益

■業務の見直しや強化整備による
効果的な配員

現場（実行）レベルの審査

コスト
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,品質保証

,プロセスの規格適合性（品質保証）

,Japan as No.1の物作り支援

,特に、製品の品質保証に直接影響するプロセ
スの設計（製品設計、工程設計、計測器管理
など）とその妥当性の評価と実行

,顧客満足

コ ス ト 削 減
共通レベルの審査

「入」を増やす

,QMSに必要なプロセス、即ち、キーになるプ
ロセスの効果的な運用（確実なPDCAサイクル
の展開による改善活動）

「出」を減らす

,是正／予防処置：原因究明と再発防止、予防

,不具合／リスクの低減

,内部監査
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情報開示に向けた環境・
CSR報告書の有効性
開発認証部

（6）製品等に係る環境配慮の情報

その名称・内容に相応しい行動・運用を展開すること

（7）その他（順法、コミュニケーション等の状況）

が、信頼性のある報告書あるいは信頼される企業として
ステークホルダーから評価される。

■環境報告書ガイドラインの記載事項
（1）基本的事項：経営責任者の緒言等3項目

参事

倉水 勝

（2）事業活動における環境配慮の方針等

環境配慮促進法で定めた特定事業者の一つである国立

：方針、環境会計情報等4項目

大学法人新潟大学の「環境報告書2006〜空へ舞え〜」

（3）環境マネジメント

報告書公表の状況
環境省の環境にやさしい企業行動調査結果（平成18年

いては環境報告書の一般的報告原則が定められ、
①目的適合性：ステークホルダーの判断に資する有用
な情報の記載

12月）によれば、平成17年度の環境、持続可能報告書の

② 信頼性：誤り、漏れのない信頼できる情報の記載

作成・公表数が900社を越えた。これは環境省が統計を

③ 理解容易性：誤解を招かない、明瞭な情報の記載

とりはじめた当初の約6倍の伸びである。年々高まる企

④ 比較容易性：データ等の継続性、組織間の比較の基

業の透明性を求める社会的ニーズへの対応、経済団体連
合会の「2010年までに報告書の公表を倍増する（対2002
年比）
」というコミットメントへの対応の現れであろう。
また、今後も増加の傾向が続くことが予想される。

礎となる情報の記載
⑤ 検証可能性：客観的立場での検証な情報の記載
の5項目が必要とされている。
（環境報告書ガイドライン
（2003年度版・環境省）
）

報告書作成支援の事例紹介

：環境マネジメントシステムの状況等6項目
（4）環境負荷の状況、低減のための取組み
：総エネルギー投入量等11項目
（5）社会的取組み状況

が、第10回環境コミュニケーション大賞の環境報告書部
門にて優秀賞（環境配慮促進法特定事業者賞）を初受賞
しました。
JACOは新潟大学の報告書作成の企画立案の段階から
参画し、環境配慮促進法に準拠することを配慮しながら
報告書作成支援を進めました。

報告書の比較性と独自性
報告書の作成・公表の目的から、作成された報告書は、

「環境コミュニケーション大賞」は、環境省および
（財）
地球・人間環境フォーラムが主催で、優れた環境報
告書等や環境活動レポート、テレビ環境CMを表彰する

透明性、信頼性が高くステークホルダーに受け入れられ

ことにより、事業者等の環境コミュニケーションへの取

るものでなければならない。

り組みを促進するとともに、その質の向上を図ることを

一方、昨年の9月に国立大学法人、独立行政法人（以

また、記載事項についてはGRI（グローバル・リポー

一例として、上述のように「環境」に限定した共通性

目的とする表彰制度です。厳しい審査のなかでの受賞は

下、大学法人、独法）の89の組織が一斉に環境報告書を

ティング・イニシアティブ）
、環境配慮促進法に基づく

のある記載事項が明確なガイドライン等を参考にした場

大変名誉なことであり、今後の他大学の良きお手本にな

公表した。これは平成17年4月に施行された環境配慮促

記載事項（環境省）
、環境報告書ガイドライン（2003年

合は、ステークホルダーにとっては他社との比較性等に

ると思われます。

進法の法的義務によるものであるが、今回の実績は同法

度版）
（環境省）やステークホルダー重視による環境レ

おいて組織の環境取組み状況の評価が容易である。しか

に基づく環境報告書の作成・公表の大きな推進力となっ

ポーティンガイドライン2001（経済産業省）など多くの

し民間企業が導入しつつあるCSR報告書については、
「環

たことは間違いなく、今後は他の民間企業や大学等への

ガイドラインが公表されているが、報告書の作成目的に

境」は必要条件ではあるが十分条件ではなく、GRI等を

この度の受賞は本学に

波及が予想される。

より参考とすべきガイドラインが異なる。

参考にして作成することとなるが、そもそもCSR報告書

とりましては大変名誉な

環境報告書等の報告書の増加傾向が続くことが予想さ

昨年9月に公表された大学法人、独法の報告書は「環

は企業の特性、地域環境特性等を十分考慮しなければな

ことであり、報告書作成

れる中で、報告書が発行する側、読み手であるステーク

境」に限定されたものではあるが、環境配慮促進法に基

らないことから企業独自の項目が選択・決定され、必ず

に当たりましては多くの

ホルダーにとって有意義であるために、JACOのこれま

づく記載事項（環境省）、環境報告書ガイドライン

しも各組織共通の記載事項が決定するとは限らない。こ

方々のご協力、ご尽力を

での環境報告書の作成支援、審査・検証の経験から今後

（2003年度版）
（環境省）を基準に作成された報告書であ

のためステークホルダーにとってはこのようなCSR報告

頂き厚く御礼申し上げま

り、環境全般についての網羅性からみて参考とするとこ

書は組織間の比較がますます困難となることが予想され

す。JACOには企画の段

ろが多いため、民間企業においても報告書の「環境」部

る。報告書発行者は、ステークホルダーから理解が得ら

階から環境配慮促進法を

分については参考にすることをお薦めしたい。ちなみに

れるような記載項目の選択に十分な配慮が必要であり、

環境配慮促進法では7分野の記載事項、環境報告書ガイ

組織を取り巻く環境状況、社会の状況等を考慮した事項

ドライン（2003年度版）では5分野25項目が望ましい記

の記載が重要である。重要と思われる事項を不記載とす

載事項とされている。

る場合はその理由を明記することが報告書の信頼性につ

の報告書作成の留意点について紹介します。

報告書の基本事項
大学法人、独法の報告書は主に「環境活動」に限定さ
れたものであるのに対し、民間企業においては報告書の
公表はすでに10数年の実績をもっており、その内容も環
境に限らず環境会計、企業倫理・社会性まで含めたいわ
ゆるトリプルボトムラインを盛り込んだCSR（Corporate
Social Responsibility：企業の社会的責任）報告書に移
行しつつある。
環境報告書、CSR報告書の如何にかかわらず、報告書
がステークホルダーにとって有意義なものにするために
は報告書の記載の方法に考慮する必要がある。これにつ
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ながる。
■環境配慮促進法に基づく記載事項
（1）環境方針、基本理念
（2）事業内容
（3）環境改善の目標、行動計画
（4）環境管理のための体制、運営
（5）環境保全活動の状況

環境報告書2006

はじめとした報告書作成
に関する知識やノウハウ

のご支援、アドバイスを頂いた結果であります。
今後とも本学における環境保全活動のより一層の
向上と報告書の充実に努めて参りたいと思います。

一方、報告書の名称もサスティナブルレポート、持続
可能性報告書、社会・環境報告書等CSRをイメージした
ものになっているが、特にトリプルボトムラインを取入
れた報告書の場合は組織内の多くの部門に関連する情報
の開示となることから、
「報告書の名称」―「記載内容」
―「運用・実行」が三位一体となった報告書でなければ

国立大学法人新潟大学
環境統括管理責任者

大川 秀雄

ならない。報告書の名称や記載内容を組織内に周知し、
JACO NEWS︱MARCH︱2007 ｜｜ 9

SEMINAR

環境
マネジメント
システム
コースの
講師たち

ご検討ください。

お客様のニーズにお応えします

① 労働安全マネジメントシステム構
築実務コース
② 労働安全マネジメントシステム内
部監査員養成コース

JACOネットワークサービスの
ご紹介

▲ 榎本講師

▲ 大野講師

▲ 木之内講師

▲ 島本講師

▲ 染澤講師

▲ 土岐講師

▲ 内藤講師

▲ 中村講師

▲ 西本講師

▲ 西山講師

▲ 根本講師

▲ 細井講師

▲ 松井講師

▲ 吉村講師

現在、JACOネットワークサービス
に加入いただいた皆様を対象に関連法
規制、協定、指令の制定・改定等の最

〈環境〉

新スキーム移行に対応したコース

取締役技術部長

高間 一政
はじめに
JACOは、環境や品質を始めとする

新情報・解説を『ネットワーク月報』
としてタイムリーに提供しており、多

環境マネジメントシステム審査員の

くの皆様にご活用いただいています。

資格を保有する方は新スキーム移行に

また本年 2 月からは、上記に加え
『ネットワーク月報

エクストラ版』

は食品安全の重要性にいち早く着目

伴う手続きが必要です。その移行手続

し、取り組んできました。2005 年の

き の 際 に 義 務 付 けられて い る CPD

としてこれまでの国内法規制の変化情

ISO22000 発行に先立ち、2004 年4

（継続的専門能力開発）実績に充当す

報とは違った海外の法規制の動向や規

また、食品関連企業のFSMS実務担

各マネジメントシステムに関するセミ

月に自主認証スキームを立ち上げ、審

るのに最適なコースを開催しています。

格管理団体の動向・最新情報をご提供

当者の方はもちろん、認証取得を目指

ナーを、入門コースから審査員養成コ

査登録、セミナーを FSMS として開

また、 CPD 対象の 5 つの専門分野 ＊2

しています。

す組織の方、審査員を目指す方、コン

ースまで豊富に取り揃えて開催してい

始しています。また審査員資格取得を

を網羅したコースもあります。

ます。

目指す方、あるいは食品安全の取組強

環境マネジメントシステムに関心の

また情報提供サービス（ネットワー

化をお考えの組織の皆様方に、先行す

ある皆様も含めて、最新の情報を求め

ク月報）や出版等においても、お客様

る構築コース、構築実務コース、規格

ている方はぜひとも受講ください。

のニーズにお応えしたコンテンツを提

要求事項解説コースに加え、新たにコ

① 環境審査員リフレッシュコース

ホームページの中の『ネットワーク月

供しています。

ースを提供します。

② 環境側面と環境影響評価研修コー

報』
『ネットワーク月報 エクストラ版』

今回ご紹介するのは、セミナーでは

食品安全の基礎を築くのには欠かせ

特に最近の環境の変化（社会的要請や

ないコースですので、お薦めします。

動向、規程変更）に対応した旬なコー

① 食品安全マネジメントシステム

スについて、そして情報提供サービス
に関しては最新情報を毎月ネットワー
クサービス加入者の皆様に提供してい
るネットワーク月報のエクストラ版発
行について、および新刊出版書籍のご

専門知識セミナー

ミナーの講師陣についてもご紹介しま
す。
（環境マネジメントシステム編）

ス

礎科学 基礎微生物（新設）
③ ISO22000 でとらえた一般衛生管
理とHACCPコース（新設）

〈ITサービス〉

JIS化に対応したコース
今日のビジネスにおいて、情報シス
テムは必須の経営資源の一つとなって

〈労働安全衛生〉

います。

社会的要請に対応したコース

その中で、IT サービスビジネスにお
ける顧客満足を一層向上させる情報技

JACOが提供するセミナー、ネット

23 社（ EICC グループ ＊1）は、取引

術サービスマネジメントシステム

ワーク月報、出版等を通してお客様の

企業に対して、環境のみならず、労働

（ITSMS）が2005年12月に

事業活動にお役立てください。

安全衛生の管理システム構築を計るよ
う推奨しています。このような社会状

ISO20000として設定され、2007年
春にはJIS化される予定です。

況が変化していく中で、従来の 安全

この動きに対応したコースを準備

〈食品安全〉

食品安全の基礎を築くコース
食品の安全性については、マスコミ
に取り上げられない日がないくらい、

第一

災害ゼロ

と言った活動から

方などに最適な ISO22000 実践ガイ

後ともご活用ください。

ドブックの決定版です。

また未加入の皆様はぜひ一度JACO

トワークサービスにご加入ください。
加入者の方には、JACO出版物、セミ
ナーの特別割引を実施しています。

をご活用いただき、環境マネジメント
システムの確立、強化にお役立てくだ
さい。

お客様のニーズに対応した各種セミナ

ービス、出版などの詳細情報はJACO

ーを開催しています。

ホームページ「教育・研修（セミナー）
」

今回ご紹介するのは、 1994 年の

JACOスタート時から中心的な存在の

http://www.jaco.co.jp/seminar/ind
ex.htmをご覧ください。

環境マネジメントシステムコースの講
定価3,990円
（税込み）
体裁B5版

師たちで、各講師はJACOならではの
研修を提供しています。
〈環境マネジメントシステムコース
講師の提供する研修の特長〉
1 現役審査員が講師を務め、審査
経験が豊富で実践的な内容

読んでも得られない、実践にすぐ使え

じた疑問を踏まえたテキストに

⑤ ITSMS構築基礎コース（計画中）

長ある講師陣による環境関連セミナー

なお、セミナー開催やネットワークサ

④ ITSMS 審査員内部監査員養成コー
ス（計画中）

性がますます重要性を増しています

報セキュリティ・食品安全と数多くの

3 これまでの数多くの受講生が感

てきています。

CSR （企業の社会的責任）の重要

掲げ、環境・品質・労働安全衛生・情

や一般衛生管理、HACCPの解説書を

全マネジメントがより一層重要になっ

ネジメントシステムを確立することを

JACOセミナーを支える講師
（環境マネジメントシステム編）

③ ITSMS審査員5日コース（計画中）

② ITSMS審査員3日コース

ような社会的要請、動向の中でJACO

『すぐ役立つ ISO22000
食品安全マネジメントシステム
実践ガイド』
2007年2月発刊

〈環境マネジメントシステムコース
講師のモットー〉
《受講生の疑問の中にセミナーの
ヒントがある》

が、上記のようなJACOならではの特

本書は、 ISO22000 の規格解説書

的責任（CSR ）の観点から、労働安

コースを受講され、早急に労働安全マ

http://www.jaco.co.jp/seminar/s_
03.htm をご覧ください。

2 最新の審査事例を反映したテキ
スト・講義による分りやすい内容

① ITSMS規格解説1日コース

この社会的な動きを見据え、以下の

新刊書籍のご紹介

基づいた丁寧な解説

詳細情報・お申し込みは

のサンプルをご一読の上、JACOネッ

し、開催しますのでご参加ください。

法令順守や人権保護などの企業の社会

我々の身近な問題となっています。この
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の『ネットワーク月報』と合わせて今

「お客様に満足いただける研修」を

日米欧の電機・IT（情報技術）大手

変化に対応したセミナ−の
ご紹介

サルタント業を食品業界に拡大したい

基

案内です。また常に受講生の皆様のご
要望にお応えした講義を行っているセ

③ 環境法と関連地方条例の解説コー
④ CPDコース（新設）

経営者セミナー（新設）
② 食品安全

ス

すでにご加入済みの皆様はこれまで

5 規格要求の根拠となった背景に

る事例を盛り沢山掲載されている食品
工場の匂いのする食品安全に係わる皆
様必携の実践ガイドです。

よる講義
4 組織に共通するウィークポイン
トの傾向と対策を解説

'脚注
＊ 1 EICC（ Electronic Industry
Code of Conduct）グループ
IBM、PHILIPS、HP、マイクロソ
フト、SONY などから構成され、
サプライヤーに国の法令順守を超
えた国際的基準に基づいた先進的
な社会・環境活動に取り組むこと
を推奨しています
＊ 2 CPD（継続的専門能力開発）対象
の 5 つの専門分野
, 監査の原則、手順の技法
, 法律、規則及びその他要求事項
, 環境マネジメントの方法及び手法
, 環境科学及び環境技術
, 運用の技術的側面及び環境側面
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松下電器産業株式会社

CUSTOMER

VOICE 1

生産革新本部グループ

信州大学工学部

環境・品質 統合（複合）
マネジメントシステム構築の取組み

信州大学工学部のISO14001

環境施設・品質グループ

環境管理責任者（情報工学科教授）

今門 弘

グループマネージャー

伊東 一典

様

革新手法の開発と松下グループへの適

ることができ、基準書類はすべて本部

用を図る部門として活動しています。

運用面では、トップマネジメントに

内イントラで管理、閲覧にすることが

当 社 の ISO の 取 組 み は 、 EMS を

よる環境・品質統合方針、目的・目標の

1998 年3 月にJACO より認証取得を
受け、QMS については2002 年12 月

統合化、内部監査の同時実施、マネジ

外部審査、内部監査についても、同

メントレビューの同時実施などに取組

時に実施することにより、受審工数や

に他機関で認証を取得し、それぞれ

み、2006年2月に統合での審査を受審

監査工数削減（社内評価：30% 削減）

別々のシステムとして組織単位で仕組

し、認証をいただくことができました。

みを構築、運用・活動を推進し、内部

しかし、統合を具体化していく中で

監査や外部審査を進めていました。事

は、課題もありました。まず本部事務

業活動を評価する切り口が増えつつあ

局メンバーが環境、品質の両方の規格

る中、運用する個々の組織の視点から

を十分理解する必要があり、人材育成

松下電器産業
（株）
生産革新本部グル
ープは、全社モノづくり革新に向け、
生産技術の研究開発と実用化検証、先
進生産設備・金型の研究開発・設計・
製造および保守サービス、モノづくり

様

キャンパスが、そして、2006 年には

くの学生が集い、EMS 発展の一翼を

を目的に、国公立大学の学部・大学院と

伊那の農学部キャンパスと上田の繊維

担う学生委員会の課題を話し合いなが

して2001 年5 月に初めてISO14001

学部キャンパスが ISO14001 認証取

ら交流を深めました。

の認証を取得しました。その後、工学

得のエコキャンパスを構築しました。

この2006 年から、信州大学工学部

部キャンパスの教職員、学生、生協職

は「誰でもできるEMS 」という新し

させてきました。この間、JACO審査

2007 年は、松本の旭キャンパスの
ISO14001認証取得を目指しており、
これにより、信州大学の全5 キャンパ

エコキャンパスを環境教育と環境研究

員による精緻かつ論理的な継続的改善

スでエコキャンパスの構築ができる予

の基盤として本業との同軸化（動脈化）

の真髄をつく審査により、EMS は質

定です。信州大学工学部EMS は、こ

をさらに進めるとともに、 環境管理

的にも格段に向上しております。

の全学展開を環境目的目標の一つにあ

責任者をはじめとするEMS の担当者

「環境マインドをもつ技術者の養成」

で認証を取得しており、EMSも2004年版
で用語・定義・表現の仕方がISO9001に
近づいたこともあり、QMS ベースで文書
体系の統合化に取組みました。QMSと
EMS のそれぞれ個別の部分は残しつつ、
組織が推進する上で効率的に進めること
のできる部分を統合するため、マニュアル
や 7 つの基準書の統合、文書体系を統一
し、文書管理や監査記録などを共通化・IT
化、統合 ISO の教育や内部監査員の育成
など準備を進めました。

はじめに

VOICE 2

2管理のスリム化
文書類の共通化により、システムの
簡素化に取組み、マニュアル、基準書
の削減（社内評価： 15% 削減）を図

できました。

員全員が手づくりでEMS を構築・発展

今日まで、環境教育、環境研究、市

げて積極的に支援しています。

いEMS の運用ステージに入りました。

（約70 名）が毎年交代しながら、楽し

民公開講座、廃棄物削減、省エネルギ

2006 年 4 月 、 信 州 大 学 工 学 部 は

いエコキャンパスを発展させる中で教

を図ることができ、活動推進体制の簡

ー、紙使用量削減、グリーン購入、化

「地球環境大賞優秀環境大学賞」を受

職員の環境教育についてのFD を推進

素化も図ることができました。

学物質安全管理、相互内部監査を含め

賞しました。教職員、学生、生協職員

する狙いもあります。誰でもごく自然

3他システム統合への契機

た地域連携等を地道に推進してきまし

の一丸となった地道な環境配慮活動の

に実践できるEMS へ向けてキックオ

環境・品質のみならず、労働安全衛

たが、その中で特に化学物質安全管理

みならず、地域の自治体、団体や企業

フしたことになります。

生や情報セキュリティなど統合化の土

については、薬品管理システムの導入

の皆様、そして、認証取得以来ご指導

以上述べたように、2001 年からの

をいただいている皆様からのご支援に

地道な環境配慮活動の継続がここまで

みると、組織の経営活動を切り口を変

やそれぞれの規格に精通している人を

俵に乗せていこうという動きになり、

により、工学部キャンパスにおける

えて評価していることではないか、ま

核に基準書の見直しを力仕事で実施し

更なるシナジー効果が期待したいと考

ISO14001 運用上の最大の課題であ

より、このような大きなご褒美をいた

到達したことは大きな感慨であり、あ

た、本来業務とリンクした効率の良い

てきました。また、部門推進責任者や

えています。

った薬品管理台帳のリアルタイム管理

だくことができました。また2006 年

らためて継続的改善のPDCAの偉大さ

仕組みを構築すべきではないかとの議

部門事務局の人材育成、環境・品質に

が可能になりました。現在、このシス

6 月には、工学部環境ISO 学生委員会

を痛感する次第です。

論の末、2004年10月からQMS、EMS

ついて同時にMS を受審できる仕組み

統合の取組みをスタートさせました。

QMS、EMS統合への取組み
今回統合の対象は、大阪府門真市の
生産革新本部構内にある 6 つの研究
所・事業部門と直轄グループで約1400
名が参加し取組みました。
ステップ1：統合への準備段階として2005
年 2 月 QMS の JACO へ の 移 行 審 査と
EMS のサーベイランスを同日審査し、本
部グループ経営会議の場で統合化していく
ことの決定をいただきました。
ステップ2：2005 年4 月からおのおの別の
組織で活動していた環境、品質の事務局を
一本化し、管理責任者の同一化、活動する
委員会や活動単位となる部門および部門
責任者の同一化等を図り、具体活動をスタ
ートさせました。
ステップ3：QMSはISO9001：2000年版
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今後の課題

テムは信州大学の全5 キャンパスで運

が長野県環境保全協会佐久支部と連携

信州大学工学部の ISO14001 の詳

づくり、仕掛けを幾度となく論議し形

環境・品質 MS を統合した活動をス

用され威力を発揮しています。このシ

して進めている地域環境活動が評価さ

細については、下記 URL をご覧くだ

になってきたというところが本音の部

タートさせ、約2 年が経過しようとし

ステムを用いると、学生が実験に使用

れ、「日本環境経営大賞環境連携賞」

さい。

分です。

ています。本来の目的である経営マネ

する薬品の MSDS を確認することが

を受賞しました。

http://wwweng.cs.shinshuu.ac.jp/ENVIRON1/ISO14001/ho
me.htm

統合化による効果
1業務の効率化

ジメントシステムとして経営課題を解
決していくという姿を目指し、まず、
業務プロセスにおける環境・品質の相

経営課題と連動した目標設定や成果

乗効果を発揮する活動推進を強力に推

指標を定め、本来業務を推進すること

し進めて行きたいと考えています。効

で総合的な視野でマネジメントサイク

率化による工数削減や経費の減効果だ

ルを回す活動へ切替え、顧客の要求を

けでなく、JACO様の審査受審時に意

実現していくという姿に近づくことが

見をいただいた「品質が環境を支え、

できました。

環境が品質を生み出す」といったシナ

本来目指していたシナジー効果がは
っきり見えるまでにはいたっていませ
んが、環境と品質が統合した業務推進
につながるものと思っています。

できるため、汚染予防教育の観点から
もその効果は大きいと思われます。
信州大学工学部の ISO14001 認証

工学部環境ISO 学生委員会の活動は
活発で、信州大学の4 キャンパスの学
生委員会とともに、環境ISO 学生委員

取得のエコキャンパスを基盤とした実

会全国大会（エコキ

践的環境教育の取組である「環境マイ

ャンパス 2006 ）を

ンドをもつ人材の養成」が、2004 年

2006年6月に工学部

に文部科学省の特色ある大学教育支援

キャンパスで開催し

プログラム（特色GP ）に採択（競争

ました。これはわが

ジー効果を最大限にあげることを目指

率約10 倍）されました。これを機に、

国最初の大会であ

し今後も活動してまいります。

信州大学では学長を本部長とする信州

り、沖縄、福岡、鳥

大学環境マインドプロジェクトがスタ

取、京都、三重、東

ートし、2005 年には長野の教育学部

京、千葉などから多

注）
統合マネジメントシステム：JACOでの複合マネジメント
システムと同義語

▲楽しく仲良く元気な信州大学工学部環境ISO学生委員会
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VOICE 3
1

特定・特別医療法人福島厚生会

株式会社NTTデータ東北

ISO9001を取得して5年の歩み

ISMS認証取得を振り返って

理事長

公共システム事業部開発部長

星野 俊一

VOICE 4
2

佐々木 義光

様

様

に、社会のために、そして笑顔のため

はじめに

会社概要

特定・特別医療法人福島厚生会（福

株式会社NTT データ東北は、1990

島県福島市）は設立 57 年を迎え、現

年3月に創立し2003年7月に現在の社

在福島第一病院285床、厚生会クリニ

名に変更した株式会社 NT T データの

ック（通所リハビリ併設）、指定居宅

100% 出資会社です。当社は、公共、

情報セキュリティ活動は、2004 年

介護支援事業所、訪間看護ステーショ

金融、法人の各事業分野からなり、情

に標準セキュリティポリシーを定め、

ンを運営している。

報システムに係る企画提案、開発及び

セキュリティ基盤を整備し、2005 年

保守等を主業務とし社員数は約230名

に」を掲げ、 東北から全国へ

を合

言葉に活動しています。

情報セキュリティ推進活動

病院機能評価、ISO9001 、どちら

村等の自治体、金融機関及び法人分野

4 月からの個人情報保護法改正に向け
た整備を行いISMS の認証取得を決定
しました。 11 月に社長をトップとす

の取得が今、本法人にとって必要性が

の各企業、並びにNTT データ、NTT

る認証プロジェクトを発足、セキュリ

高いかを検討し、職員の意見も参考に

関連会社です。当社はNTTデータグル

ティ強化の改善を実施し 2006 年 3 月

ISMS の視点で焦点を当ててみると予

ISO の取得を優先させる決定をした。
職員の努カと協力で 2002 年 2 月無事

ープの高い技術力と信頼性を背景にシ

に認証取得しました。ISMS 認証取得

想以上にリスク等が発見でき、事前に

ステム技術力・構築力を中核として、

後も情報漏洩に対する未然防止の対策

対策を打つことができました。また、

認証を取得することができたが、これ

お客様事業の拡大にお役に立ちたいと

を強化し全社を挙げて取り組んでいま

セキュリティ方針や体制、実施要領等

ISOへの取り組みと成果

です。主な取引先は、省庁・県・市町

▲本社

は仕事の仕組みを明確にし、更に職種

まだISO の要求する項番の内容理解が

を継続し、層の拡充を図りたいと考え

考えています。当社の強みは戦略立案

す。また、日常活動として「①クリア

を確立することができ、社員や協働者

間の連携を密にする効果をもたらし

十分とは云えない状況であった。

ている。

から企画、設計、運用・保全までをト

ディスク、クリアスクリーン ②情報

の意識統一を図ることができました。

これらの有資格者を中心に、方針管

ータルな視点でお客様の企業経営をサ

種別の明示 ③情報の保管期間の明確

今後も継続的にPDCAマネジメントサ

理・業務改善等を進めるシステムとし

ポートすること、また、安定した品質

化

④情報の廃棄方法の徹底」の4 項

イクルを回し、セキュリティ強化を図

た。そしてそれは次に目指した機能評
価認定に向けての取り組みに大いに力

ISOを経営に生かす

を発揮し2003年12月、認定証を受け

職員250名中、内部監査員有資格者

たが、まだまだ未熟であり「ISO を道

を維持しながらトータルソリューショ

目を草の根の情報セキュリティ活動と

りたいと思います。ISMS 認証取得に

ることができた。しかしこの段階でも

は 18 名である。今後も有資格者養成

具として有効活用しているか」と問わ

ンを提供することです。NTTデータグ

して実践しています。

伴い、お客様からのセキュリティに対

れると疑問がある。しかし職員は、

ループでは、お客様満足度向上、社員
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ISMS認証取得に向けた
プロジェクトの取組み

する当社への信頼向上とお互いに取組

「経営に生かす」ことを意識化し、そ

満足度向上、社会貢献及び環境保護活

れを数値化（金額）する努力を始めて

動等に取り組んでいますが当社もそれ

いる。業務改善の取り組み成果につい

らに沿って活動を展開しており、特に

県財務会計システムは、県の財政に

ては、9月第1回の発表会を行い、3月

CSR の視点で環境に配意した事業の

関わる重要な基幹システムであり、債

には2 回目の発表を予定している。ま

推進を目的として環境マネジメントシ

権・債務者及び職員の個人情報や県財

だまだ未熟であり、稚拙ではあるが大

ステム規格である「 ISO14001 」を

政に関わる重要な情報が含まれており

きな変化である。

2002 年7 月に取得し、環境方針を定

ます。これらの情報の漏洩、改ざんや

昨年度は公共分野の県財務会計シス

この取り組みを通じて、職員各自が

め継続的な改善に取組んでいます。さ

不正行為によるデータ破壊、停電、自

テムでISMS を取得しましたが、今後

より質の高い業務の遂行ができ、結果

らに、コンプライアンスの視点からも

然災害等によりシステム故障が発生し

は ISO27001 への移行を実施し、金

として顧客満足度が高まり、より多く

個人情報保護法改正に早期に対応し

た場合、県の財政運用に多大な影響を

融、法人分野へ適用範囲を拡大するこ

の職員が職務を通して充実感を味わう

「個人情報保護方針」を定め、個人情

及ぼします。このことから、本プロジ

とにより、全社を揚げて情報セキュリ

ことができることを願い、楽しみにして

報保護の重要性及び社会的責任を強く

ェクトとして認証取得にチャレンジし

ティの活動推進を図り情報セキュリテ

いる。それが私にとって真の意味での

認識し、事業活動を展開しています。

ました。認証取得に向けた作業を開始

ィに関するお客様からの要望に応えて

ISO取得の成果であると考えている。

また、企業理念として「お客様のため

すると、大丈夫と思っていたところに

いきたいと考えています。

んで行こうという意識向上にもつなが
りました。また、今後のビジネス展開
や入札等においても重要な資格だと思
っています。

今後の展開
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JACO

ISO友の会

▼定例総会

▼友の会研修会

▼国内環境管理研修（豊島・直島）

▼国内環境管理研修（屋久島）

ISO友の会は、株式会社日本環境認証機構（JACO）
から審査登録をお受けいただいたお客様、すでに審
査のための契約を結ばせていただいたお客様を対象に、お客様相互およびお客様とJACOのより密接な
交流の場として1998年11月に設立しました。
現在では約700組織のお客様にご入会いただいており、友の会行事（総会、研修会等）や会員専用のホ
ームページを通して、JACOからの最新情報の入手、会員相互の啓発・情報交換の場としてご利用いただい
ております。
友の会の概要をご紹介しますので、より多くのお客様にご入会いただきますようお願い申し上げます。

入会資格
, JACOならびに株式会社日本情報セキュリティ認証機
構（JACO-IS）から審査登録をお受けいただいたお客

会費
,年間 1組織 5,250円（消費税込み）
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで

様
,JACOおよびJACO-ISとすでに審査登録契約を結んで
いただいているお客様

入会のお申し込み方法
後述の「ISO 友の会」入会申込書に必要事項をご記入の

入会後の特典
1友の会の各種行事への参加
会員を対象にした各種行事にご参加いただけます。
;定例総会・分科会
,年1回（春季、東京開催）

上、FAXにてISO友の会事務局までお申し込みください。
なお、弊社ホームページ http://www.jaco.co.jp/「ISO
友の会」のコーナーでもお申し込みいただけます。
ご入会のお申し込みをいただきましたら、事務局より会
費ご請求と振込み用紙、友の会専用ホームページ閲覧用
のパスワードをお送りいたします。

「ISO友の会」事務局 行き

,午前の部：総会、各界の著名講師による基調講演
,午後の部：環境、品質、情報セキュリティ、労働
安全衛生などの分科会で、JACO からの最新情報
提供やお客様の継続的改善事例発表
;友の会研修会
,年1回 （秋季、東京・大阪開催）

友の会会則
会則は、弊社ホームページ「ISO 友の会」コーナーでご
覧いただけます。

お客様の継続的改善事例発表
;国内環境管理研修
,随時（1泊2日、費用は参加者ご負担）
,環境取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

2各種情報の入手
会員専用のホームページで、定例総会、研修会レポー
トやJACOからの最新情報をご覧いただけます。

「ISO友の会」入会申込書
組織（会社）名

ご入会の条件が記載してありますので、必ずお読みくだ

郵便番号

さい。

住所

,テーマ別研修会で、JACO からの最新情報提供や

代表者名

お問合せ先
「ISO友の会」事務局（中島 良一、今井 知里）

; E-mail：nakashima@jaco.co.jp

imai-c@jaco.co.jp

（審査登録申込時と同じ）

代表者役職
連絡担当者名

; TEL：03-5572-1722
; FAX：03-5572-1733

FAX 03-5572-1733

（審査登録申込時と同じ）

連絡担当者所属
連絡担当者役職
電話番号
FAX番号
E-mail
ご意見・ご希望
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札幌営業所

営業所長

JACO
紹介

加藤 政紀

発足したばかりの札幌営業所です。
当営業所は昨年11月14日にJR札幌駅・地下鉄さっぽろ駅に程近いビルの6階にオープンしました。
北海道を代表する街「札幌」を中心に北海道全域を営業区域としております。
メンバーは札幌に3名、函館・道南の営業担当として1名を配置し計4名の布陣であります。
本社営業部の北海道出先としてISOの普及・拡大活動、各種セミナー、
展示会等の活動を通じてヒューマンネットワークの拡大を図り、
北海道の広大な大地と海からの良質な恵みを生かし、
企業活動の環境負荷の低減に役立つ営業活動を展開したいと考えております。

営業
スタッフ

名古屋営業所

営業所長

名古屋営業所は3人の営業スタッフと5人の常駐審査員で活動しています。
東海地区のJACO認証顧客様（約300社）のための
種々登録維持活動および新規のお客様への相談窓口、
無料セミナーの定期開催等による情報提供活動、
審査員はもちろん地域の契約審査員様の拠点としても活用していただいております。
地域に愛される審査機関の窓口として今後も取り組んでまいります。

営業
スタッフ

伸びる東海地区に相応しい
元気の出る活動、顧客サービスを続けます。
▼ISOセミナー開催

（札幌担当）

左より
中西、加藤、大千里

常駐
審査員

▼展示会出展

;情報源はこちら

左より
高松、西村、伊東

営業
スタッフ

伊東 哲

http://www.jaco.co.jp/16.htm

東海地区の地元審査員が集結しました。
今後は地元の審査が増えていきますのでよろしくお願いします。

（函館・道南担当）
▼審査員コーナー風景

小田桐

事務所から眺めた旧道庁
（開所式時撮影）

現在の凍えそうなカモたち
（1月11日撮影）
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高村

嶋谷

左より服部、森本、松本
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事業所の所在地

東京三菱
UFJ銀行

■本社（東京）

■関西支社（大阪）

〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル
TEL. 03-5572-1721 FAX. 03-5572-1730

〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

交通案内

交通案内

銀座線・南北線 溜池山王駅 8番出口前
●地下鉄 千代田線・丸ノ内線 国会議事堂前下車 徒歩6分

● JR大阪駅下車

TEL. 06-6345-1731 FAX. 06-6345-1730

● 地下鉄

徒歩10分
北新地駅下車 徒歩6分
御堂筋線 梅田駅下車 徒歩10分
● 地下鉄 四ッ橋線 西梅田駅下車 徒歩6分
● JR東西線
● 地下鉄

北口

JR札幌駅
南口
アスティ45
毎日新聞

エ
ス
タ

読売新聞

三井生命

札
幌
駅

第一生命

札幌西武
みずほ銀行
駅

道庁
イチョウ並木

沢

地
下
イチョウ並木 鉄
南
北
線
JTB

金

JR

■札幌営業所

■名古屋営業所

■金沢営業所

〒060-0004 札幌市中央区北4条西5-1 北海道林業会館6階

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-3 石川県鉄工会館3階

交通案内

TEL. 052-587-2294 FAX. 052-587-2297

交通案内

徒歩 5 分
● 地下鉄南北線札幌駅下車 徒歩 4分

交通案内

TEL. 011-232-1722 FAX. 011-232-1733
● JR札幌駅下車

● JR名古屋駅下車

TEL. 076-268-9375 FAX. 076-268-9374
● JR金沢駅下車

西口より タクシー約10分
西口より バス約20分
（北鉄バス金沢駅西口経由「工業試験場」行き）

● JR金沢駅下車

徒歩7分

各種お問い合わせ・お申し込み
●審査登録に関することは
本社営業部
0 1 20-248 152
関西営業部
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

TEL.03-5572- 1 722
TEL.06-6345-1 73 1
TEL.0 1 1- 232-1 722
TEL.052-587-2294
TEL.076-268-9375

●審査日程ならびに審査に関することは
審査管理部
TEL.03-5572-1725
環境審査部
TEL.03-5572-1725
品質審査部
TEL.03-5572-1727
関西支社（審査） TEL.06-6345-1732
労働安全衛生審査センタ TEL.03-5572-1729

FAX.03-5572-1733
FAX.06-6345-1 730
FAX.0 1 1-232-1 733
FAX.052-587-2297
FAX.076-268-9374

●セミナー、書籍、ネットワークに関することは
技術部
TEL.03-5572-1723
技術部（関西）
TEL.06-6345-1731

FAX.03-5572-1730
FAX.06-6345-1730

●苦情やご要望に関することは
TEL.03-5572-1741
CSセンタ

FAX.03-5572-1730

●関連会社へのお問い合わせは
株式会社ジェイコ マネジメントシステム

FAX.03-5572-173 1
FAX.03-5572-173 1
FAX.03-5572-173 1
FAX.06-6345-1730
FAX.03-5572-173 1

TEL.03-3585-8931 FAX.03-3585-8910
株式会社日本情報セキュリティ認証機構

TEL.03-5561-970 1

FAX.03-5561-9700

株式会社JACO CDM

TEL.03-5572-1753

FAX.03-5572-1757

●登録証発行に関することは
システム認証部
TEL.03-5572-1728 FAX.03-5572-1730

編集
後記

今年の冬は暖かい日が続きました。寒がりな私にとって、とても過ごしやすい冬ではありま
したが、やはり地球温暖化が気になるところです。私はささやかな対策ではありますが、夏
は扇風機、冬は15度設定のヒーターで生活をしています。車は使わず、外出する時にはコ
ンセントから抜くなど、まずは自分の出来る範囲の事からと思い行動しています。忙しい日
常を過ごしていると「自然に生かされている」と言う事を、つい忘れがちになりますが、来年
もまた同じ花が見られるよう、常に心がけて行動していきたいものです。
（しい えす子）

■JACOではホームページで各種情報をお届けしています。

掲載記事に対するご意見をお聞かせください。

E-Mail:cs-center @jaco.co.jp
http://www.jaco.jp/

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インクを使用しています。●この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

