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送付先変更のお申し込みについて
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本年6月19日に開催されました株主総会、続く取締役会におい

浅田 能宏

て、社長に就任しました下井です。

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願いいたします。
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昨年、京都にある紅葉で有名な東福寺と、その隣の泉涌寺を訪れました。東福
寺は境内のいたるところが赤や黄色に彩られており、観光客でごった返していまし
た。次にあまり期待もせずに隣の泉涌寺に寄ってみました。ここはほとんど観光
客がいなくて閑散としていましたが、杉や竹の林のそばに真っ赤に紅葉したカエ
デがあり、そこに灯りがともっているように見えたので写真を撮ってみました。
■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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率」を上げるすなわちムダを省くということを考えるべ
個人の工夫

きですし、
「多能工」とは色々な仕事ができる人のこ
と意味しており、審査員では複能審査員を言いま

すし、スタッフ業務では、自分の前後の仕事までもカバーできる
人を意味しており、こうすることによってよりスピードも上がるし、
より簡素な組織にもなりサービス向上に結びつくと考えています。
「心を込めて」ですが、全ての人に 思いやり を持って、そし
て全ての人に

感謝

を忘れずに、仕事で

喜び

を感じ、そう

することによりお客様にも満足いただけるものと思っています。
これらを達成するためにも、経営面での工夫、マネジメント面

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

一例を示しますと、
「より早く、より簡素に」では、
「効
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CO2削減に向けた
省エネ取り組みについて

事業者が規制対象になる。
（この場合、例えば現行省

のフランチャイズ事業に対する新しい規制の導入など

エネ法の第二種エネルギー管理指定工場と同程度のエ

は、2010年4月からの施行となる。

ネルギー使用量の事業者が規制対象となる見込み）
②フランチャイズについても一事業者として捉え、事業者
単位の規制と同様の規制を導入
（法第19条関係）

株式会社 ジェイコマネジメントシステム（JACO-MS）参事
（財団法人 省エネルギーセンター エネルギー使用合理化専門員）

浅田 能宏

はじめに
いよいよ今年（2008年4月）から、京都議定書

改正省エネ法による
事業者単位
（企業単位）
のエネルギー管理

省エネ法の要求されている事項は、工場・事業場の

事業所当たりのエネルギー使用量が少ないため規制対

判断基準（法第5条関係）に基づき、中長期的に見て

象外となっているが、エネルギー使用の状況が類似し

エネルギー消費原単位の1％以上の改善を目標とした

た店舗を加盟店として多数設置していることから、チ

管理標準による日常管理（基準部分）と省エネ対策の

ェーン全体としては多くのエネルギーを消費している

実施（目標部分）にあり、これを遂行していくには、

と考えられるので、直営店舗で事業展開する一定規模

トップダウンかつ全員参加で推進することがこれから

以上の事業者を規制対象とする。

の省エネルギー活動の成否を分ける大事な要件となる。

今後、2008年度末までに政省令、告示を定め、2009

ISO 14001に準じた省エネルギー活動システムの構

となるが、事業者単位の規制への変更やコンビニなど

築と実施で継続的に省エネルギーを推進することが、

義務履行期間がスタートし、それ以来にわかに沸き起

量が一定規模以上の企業については、従来の事業所単

こった温暖化対策に対する取り組みが各方面で加速し

位から事業者単位（企業単位）でのエネルギー管理義

だしたが、依然エネルギーの消費増加に歯止めが掛か

務への変更（法第7条関係）になるとともに、役員ク

っておらず、とりわけオフイスビル、スーパーマーケ

ラスからのエネルギー管理統括者（法第7条の2関係）

ット等の大規模小売店舗、庁舎、ホテル、商業ビル等

及びエネルギー管理企画推進者（法第7条の3関係）

の業務部門におけるエネルギー消費の増加傾向は、著

の選任が必要になったことが、最大の改正事項である。

【ポイント】
● 指定工場単位でのエネルギー管理を実施

①事業者単位
（企業単位）
のエネルギー管理義務を導入

【管理体制】
● 指定工場ごとに「エネルギー管理者・管理員」

なっている。

企業内の事業部署ごとに、省エネルギー取り組みの

このような状況を受け今回、これまで工場などの大

目標設定及び責任体制を確立し、これに基づき経営層

規模事業所単位に課してきた省エネ規制の対象を、中

が部署ごとに評価し、工場単位を超えて企業全体とし

小規模の事務所オフイスやフランチャイズチェーン店

ての省エネルギーを推進するほか、経営判断に基づく

舗を展開する企業迄拡大するという企業単位での省エ

高効率設備の導入の実施や、企業内の全体最適を図る

ネ活動を総合的に評価・推進する制度に、省エネ法が

取り組みとして、工場横断的な省エネルギーに関する

改正され2008年5月公布された。

ノウハウの発掘・共有などの取り組みが求められる。

これにより民生・業務部門の規制対象企業数は、現

■省エネ法に事業者単位のエネルギー管理を導入し、事業全体の効率改善を促す。
例）事業全体の計画の作成（社内ネットワークの活用等による全工場・事業場のエネルギー管理、事業部単位の省エネ目標設
定など）、統括的な管理責任者の選任などの体制整備 等

【現 状】

した店舗、事務所等を事業者が設置している事も多く、

ルギー使用量ベース）となり、その結果JACOから認

このような場合には省エネルギー対策も比較的定型化

証取得されている数多くの中小規模企業への影響も必

している。このため、個別事業場ごとの独立した対応

至となり今から対策を講じていく必要があるため、改

よりも、経営全体を統括する本社から各事業場に対し

正省エネ法のポイント（工場等に係る措置に限る）及

エネルギー管理を指示・徹底することによって、効率

び今後の省エネルギー推進について以下に述べる。

的なエネルギー管理を図る狙いがある。
（図1参照）

【新しい制度のイメージ】
【ポイント】
● 工場・事業場において一定以上のエネルギーを使用する事業者
に対し、事業者単位のエネルギー管理に係る規制措置を手当
（フランチャイズチェーンも事業者として捉え規制導入）
【管理体制】
● 事業全体に係るエネルギー管理を統括する者を経営責任を有す
る者の中から選任（エネルギー管理統括者）
● エネルギー管理を統括する者を実務面から補佐し、エネルギー管
理を指揮する者を選定（エネルギー管理企画推進者）

【計画作成・報告】
● 第1種工場ごとの中長期計画作成義務
● 指定工場ごとの定期報告義務

第1種
第1種
第2種
指定工場 指定工場 指定工場
（製造業等）（その他）

【計画作成・報告】
● 事業者単位の中長期計画・定期報告義務

非指定

役員

他方、業務部門では、エネルギー使用の状況が類似

行の10％から50％程度まで拡大される見通し（エネ

2）省エネルギー活動をシステマチックに

年4月施行（住宅・建築物に係る省エネ規制に限る）

2008年5月の省エネ法改正により、エネルギー使用

ル、企業レベルのそれぞれにおいて重大な関心の的と

1）トップダウンかつ全員参加で

フランチャイズチェーンは、現行省エネ法では、一

（COP3）で課せられている温室効果ガスの排出削減

しい状況（1990年比1.4倍）になっており、国家レベ

効果ある省エネルギー推進をはかるには

3000
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原油換算kl 原油換算kl 原油換算kl
エネルギー
管理者

エネルギー
管理員

エネルギー
管理員

定期報告

定期報告

定期報告

中長期計画

中長期計画

1000 500

200

原油換算kl

統括的な
管理者

事業者単位の定期報告
定期報告 定期報告 定期報告
事業者単位の中長期計画
中長期計画 中長期計画
エネルギー
管理者

エネルギー
管理員

エネルギー
管理員

3000
3000
1500
原油換算kl 原油換算kl 原油換算kl

1000 500 200
原油換算kl

これにより、事業者全体では多くのエネルギーを使
用しているにも拘わらず、現行省エネ法のエネルギー
管理指定工場の対象から外れる小さな工場・事業場の
4 ｜｜ JACO NEWS︱OCTOBER︱2008

参考文献：
『速報版「省エネ法」
「温対法」改正のポイント』省エネルギーセンター教育部 編

図1 事業所単位のエネルギー管理規制の導入
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ひいては経営の改善にも繋がる。

をし、エネルギーの使い方に無駄が無かったかどうか

省エネルギーの取り組みを環境マネジメントシステ

省エネ原単位管理表等で検証し、不具合があれば是正

ムに従ってP・D・C・Aサイクルを回しながら継続

をかけて省エネ不適合是正処置報告書を作成し、改善

的な改善が図れるような省エネルギーの活動システム

是正に繋げる。

を構築し、このサークルを粘り強く繰り返していくこ

そして最終のActionでは、省エネルギー委員会な

とによって省エネルギー管理のレベルは僅かずつでは

どによって省エネの推進計画を見直し、それによって

あるが、確実に向上しレベルアップが期待される。

次年度計画を策定する。このようにして年々改善を図

省エネルギー活動システムの概念を図2に示してい

っていく仕掛けにする。

るが、環境方針に基づいた省エネ実施基準及び環境管

また、省エネルギーを推進していくステップとして

理プログラムを策定し、それに基づいて企業全体の省

は、図3のような五つに大別され、第1から第2、第3、

エネ推進計画表を作成して省エネ施策を盛り込んだ省

第4へとステップを進めるほど、期待される省エネル

エネルギー量を各部門に割り付ける。

ギー効果も大きくなるが、多額の設備投資を要する。

次に実行と運用の段階になるが、ここでは省エネ運
用基準や省エネ改善手順書を使って環境管理プログラ

おり、今や企業にとって省エネルギーは、経営上のト

終わりに

ップマターに位置付けられることになった。

ISO 14001の認証取得されているJACO会員の企業様

そのような課題に積極的に取り組む企業でない限

にとって省エネルギーは、温暖化対策、エネルギー安

り、持続可能な社会を目指す国民には支持されないの

定供給そして、我が国産業・製品の国際競争力の向上

が現実になりつつある。ISO 14001は、そのための有

を三位一体で後押しする強力で効果的な手段である。

効な道具であり、先ずこの規格に基づく環境マネジメ

今回、省エネ法の枠組みを「事業者単位」にするこ

ントシステム中に省エネルギー活動システムの構築を

とは、これまで現場に委ねられていたエネルギー管理

図り、組織内の省エネを含めた環境保全活動を着実に

を、企業の一つの経営指標に格上げする事を意味して

進めることを推奨したい。

第5ステップ
産業構造の転換

省エネ機器の導入は、それぞれの企業、事業所の実

第4ステップ

態・条件によく合致するものであることが肝要である。

生産方式の改革

ムによる省エネルギーを実施する。

第3ステップ

省エネの実務が完全に実施されているかどうか、記

3）ロスの顕在化を

録は採られているか、保守点検はできているか等組織

やれることは全部やり終わってもうネタが残ってい

で決められたことを確実に順守していくことが重要で

ないという事をよく耳にするが、ロスはまだあちらこ

ある。

第1ステップ

ちらに隠れて潜んでいる。隠れたロスを探し出して誰

そして次に実施したことが、実際に達成できている

の目にも、はっきり見えるようにすることが肝要であ

節電PR

かということを監視し、場合によっては、是正処置を

る。どこに目を向ければよいか？参考までに一般的な

行なう。つまり、ここでは省エネルギー施策のCheck

着眼点を省エネマトリックスとして図4に示す。

不要照明消灯、空転
防止等省エネ一般事
項の徹底

省エネ委員会による推進計画見直し

省エネ実施基準

Plan

環境管理プログラム

省エネ不適合是正処置報告書

省エネ割付表

省エネ検証結果表
省エネ使用記録

省エネ照明

省エネの観点から高
効率の生産設備を開
発導入する
事業場関連部門、設
備メーカーとの協力
が必要

手 法
設備等

ボイラレス
小型多缶化

電気設備

変圧器廃止

直す
停める
下げる
拾う
（修理・改造） （非稼動時停止） （温度圧力等） （回収再利用）

逃さない
（保温等）

効率を上げる
（システム変更）

圧力見直し

ドレン回収
蒸気購入

無動力日

温湿度調整

送風ポンプ
熱交換機
蓄熱システム
冷凍機廃熱利用 出入口高速シャッタ インバータ化

トラップ配管
修理

配管バルブ保温 コジェネ

無動力日
デマンドコントロール

空調設備
（クリーンルーム）
コンプレッサー

大型廃止小型化 漏洩修理

無動力日

圧力見直し

廃熱利用

炉

廃止統合

運転管理

待ち温度低下

廃熱利用

照明

個別スイッチ
不要部間引き

外光利用

照度調整化

ポンプ

廃止統合

漏洩修理

工作機械・
プレス

遊休廃止

TPM

試験

エージングレス
試験レス

スペック見直し

工程

廃止統合

低温プロセス

省エネ運用基準

Check

止める
（廃止）

ボイラ
省エネ推進計画表

省エネ原単位管理表

個々の機器効率を高
める運転管理

生産設備を省エネの
観点から見直し改善
する
生産部門とのプロジ
ェクトでの取り組み
が必要

省エネ、省資源環境
保護、国際協調から
製品自体、製造場所
までも改革する
業界、生産設備メー
カー、協力会社、消
費者、政府の協力が
必要

図3 省エネルギー推進ステップ

計画

Action

マネジメントレビュー

省エネ運転

環境方針

継続的改善
継続的改善

既存生産ラインの
省エネ改善

第2ステップ

ロータリー化
断熱材強化
壁塗り替え

圧力見直し

高効率機器
インバータ化

省エネ空調

実行と運用
監視と是 正処置

環境管理
環境管理
プログラムによる
実施
省エネ 実施
図2 省エネルギー活動システム
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Do
省エネ改善手順書

運転管理
油圧ポンプ停止

モータ、
インバータ化

廃熱利用

図4 省エネマトリックス
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このように、いわゆる「紙、ゴミ、電気」に対して、

,その言及は、仕組みのありようについて全員で考える

環境マネジメントシステムの有効な審査に向けて

有益な側面を考慮する「本来業務」と呼ばれる概念を、

きっかけを提供していること

JACOは従来から広く伝えてきました。事業施策との整

このアウトプットが、質の高い内部コミュニケーショ

―経営と環境マネジメントシステムの融合をお手伝いする審査の視点―

合です。この切り口から有益な環境側面を抽出し、これ

ンの成果であり、経営トップに対する重要なインプット

ら事業施策が環境にどのように貢献するか明確にして次

となります。

審査部（環境）グループ長

のプロセスに展開することが、網羅性と有効性にとって

田中 裕史

重要です。

「目的・目標および実施計画」で、
「実施計画には手段、
日程、責任者が明記されているか」という監査項目をよ
く見かけます。いわゆる適合性の確認です。しかし、監

JACOの認証活動の特徴

ていただきますが、審査員はこの内容をシステムの適合
性の審査および有効性の審査に反映させることになりま

パフォーマンス審査の重視

査内容がこれだけであれば、それ以上の発展や掘り下げ

―目的・目標のケース―

は難しくなります。
「明記されているか」の次の展開は、

環境改善施策が事業改善施策と融合しているという視

その中身です。「どのように日程が計画されているか」

JACOは、1995年の審査開始以来、環境、品質、ISMS

す。したがって審査計画書では審査の冒頭に位置付け、

点から、目的・目標および実施計画では、

とか、
「手段は妥当か」など、計画の質に立ち入った監

の分野で合計約5,800の組織を認証登録してきました。

また事前に、組織の活動に直接関係する情報はもとより、

,指標は改善方向に変化し、施策はこれを裏付ける展開

査が求められます。この議論を通じて、質の高い内部コ

この間一貫して審査の軸を、
「認定を受けた認証による、

業界動向、規制や規制緩和動向等の対象組織を取り巻く

があり、目的に向かってステップアップしていくこと

ミュニケーションに発展することになります。これが有

信頼性の高い認証サービスの提供」と、
「適合組織（お

情報を把握し、分析し、質問内容を吟味します。

が、指標と施策の両面から明確

効性の視点での内部監査の一つの形と言え、従って審査

,中長期における計画で、今（例えば今年度の）の位置

客様）の経営に貢献する審査」において活動しています。
「認定を受けた認証による信頼性の高い認証サービス
の提供」とは、いわゆる「第三者認証の制度」の根幹を
なすもので、JACOは環境、品質、ISMS、食品安全と
いった全領域で、認定機関からの認定を受けています。

の重要なポイントでもあります。

環境影響評価における網羅性と有効性の重視

づけが明確

―経営の側面との整合性に注目―

といった点に留意します。同時に、業務改善の結果を

せることは、内部監査員の重要な力量の一つです。引き

環境指標としてどのように表現するかは、結構厄介です

出し方はいろいろあるでしょうが、ポイントは各部門の

が大事なポイントです。作業現場で使う指標（実行指標）

特徴から見られる、組織全体の特徴を明確にすることで

環境影響評価では網羅性が重要であり、有害面のみで
なく有益な面からも妥当であるか検証を要します。

個々の指摘から、その指摘の背景にあるものを引き出

この客観的で確かな裏付けが、適合組織および組織の製

組織のマネジメントシステムの運用の中で、既に、有

は現場で分かりやすく、管理しやすい指標であることが

す。そして、特徴を明確にする際、その事象が起きた真

品やサービスの消費者をも含むステークホルダーの信頼

害な環境影響をもたらす環境側面（略して有害な側面）

求められます。例えば作業時間やできばえです。一方、

の原因を明らかにさせ、これら原因系の共通点を探るこ

を確保することにつながります。

は環境影響評価で網羅され、たとえば紙削減のための両

改善の成果が例えばCO 2 量（代表指標）で把握できれば

とです。内部監査の責任者はこの点を組織の全体像とし

面コピーなど、環境負荷低減の直接的アプローチがなさ

環境指標として分かりやすく、代表指標と実行指標との

て指摘し、改善を促します。一方これを受ける環境管理

れています。

乖離があれば、その間をつなぐ説明指標とも言うべき指

責任者は、是正処置の方向性について全組織の観点から

標があってもよいでしょう。作業時間短縮による電力、

言及することになります。個々の指摘の是正処置以上の

「適合組織の経営に貢献する審査」とは、環境、品質、
食品安全等のマネジメントシステムは経営システムの一
部であり、経営システムの中に有機的に組み入れられて

しかし両面コピーもさることながら、仕事のやり方を

こそ経営と一体化して有効に機能する、というコンセプ

変えることもさらに有効な手段だと見ることもできま

歩留向上による廃棄物、軽量化による輸送燃料の削減量

ものを要求されているわけですから、その方向は必然的

トに基づくものです。この考えを審査の中で大きな視点

す。帳票の項目をまとめ1枚にした、などの経験は多く

などであり、これらがCO 2 削減量換算のベースとなり、

に仕組みの改善につながっていくことが期待されます。

として位置付け、組織のマネジメントシステムが経営シ

の人が持っています。これはとりもなおさず業務改善の

各組織それぞれが工夫して客観的に分かりやすいものを

ステムに融合していくことのお手伝いをしています。

結果です。組織の事業活動を構成する本来の業務に着目

用意するとよいと考えます。指標のあり方も考慮に入れ

し、それが持つ環境との関わりを顕在化させ、
「業務改

て、本来業務から導かれる社会的環境貢献を、事業所内

善」を通じて環境負荷を改善したり、効果を最大化する

のみならず、製品、サービスを通じた事業所外での効果

JACOは、
「適合組織（お客様）の経営に貢献する審

ことこそ、今後の環境マネジメントシステムにおいて、

として把握することは、パフォーマンスとしての大きな

査」を目標に掲げ、永年審査活動を展開してきました。

視点です。

これをどのように達成しようとしているかを、経営と環

審査の着眼点
以上の認証活動の特徴は、どのように実践されている
のでしょうか。トップインタビュー、環境影響評価、目

あらゆる組織にも登場する看板

トップインタビューの重視
―組織の向かう方向の確認―
環境マネジメントシステムは経営マネジメントシステ

境マネジメントシステムの融合をお手伝いする審査とい

スターでしょう。

内部コミュニケーションとしての内部監査の重視

的・目標、内部監査に焦点を当てて述べてみましょう。
業務改善、
なにとぞお始め
くだされましょう

ントを具体的に記述しました。マネジメントシステムを

という視点は重要です。単なる監査技術でなく、結果や

構築し、運用されている適合組織の活動とJACOの審査

内部監査のプロセスを通じて組織の継続的改善に寄与

の強調点が相乗効果を発揮し、経営に貢献できれば幸い

させる、という見方です。内部監査は、以下がポイント

です。

です。

のですから、まず経営トップの意志の確認が重要になり

,適合性と有効性の両面から監査していること

ます。組織の方向性、現状の分析、ビジョンとのギャッ

,部分の問題（個別の指摘事項）から、全体の問題に言
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う視点から、審査員が審査の現場で注力しているポイ

内部監査が内部コミュニケーションとして実施される

ムの一部であり、経営と一体化して有効に機能させるも

プ、社員への指示、と言った視点でインタビューをさせ

まとめ

及していること
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ISO 9001：2008規格改訂と
JACO審査の対応について

要求事項の明確化
5．5．2管理責任者の任命
,ISO 9001で求められる 管理責任者 は、組
織の中から任命された者であることを明確にした。

審査部（品質）グループ長

要求事項の明確化
［注記］
,今回の追補改訂作業では、要求事項の明確化
に加え、該当する要求事項の一層の理解促進の
ため、注記を新たに追加したり、追記の記述を
変更したりしている点も特徴である。

品川 敏郎
要求事項の明確化
6．2人的資源/6．2．1一般

2008年版発行の経緯と今後

,
「作業環境」を騒音・気温・湿度・照明・天候等と説明
…………………………………………… 6．4項（注記）

ISO 9001の2008年版が2000年版の改訂版（追補）と
して発行されることとなりました。
今回の改訂（追補）へ向けた取り組みは、2004年12
月のISO／TC176総会での決議を受けて開始され、主な
狙いは（1）2000年版の要求事項の明確化（2）ISO
14000：2004との整合性向上の2点です。
これを受けて、ISO（国際標準化機構）とIAF（国際
認定機関フォーラム）が正式に今後のスケジュールを発

,
「引渡し後の活動」を保証の取決め、メンテナンス・リサ
,「設計レビュー・検証・妥当性確認」を個々又は組合せで
も可能と説明 ………………………… 7．3．1項（注記）
,「リリースの対象」を顧客への引渡しのための製品と規
定 ……………………………………………… 8．2．4項
,「是正処置、予防処置のレビュー対象」を実施した活動
の有効性のレビューと規定

月20日に発行される予定です。また発行1年後以降、更
新審査は2008年版の登録証発行を求められています。更
にサーベイランス審査は、発行後24ヶ月後の時点で、
ISO 9001：2000、JIS Q 9001：2000に対して発行された
既存の登録証は全て失効することとなりますので、この
間で移行審査をお願いします。

（2 ）ISO 14001 との整合性、ISO 9001 での
一貫性の向上
,用語、語順、センテンスの順番、パラグラフの順番等
をISO 14001と可能な限り 揃えた。
（例）6．2．2のタイトルを変更

育・訓練 から 力量、教育訓練及び認識 に変更
,ISO 9001における表現の統一

改訂の主な内容

6．4作業環境
,製品要求事項への適合に影響を与えるものに
限定するものであることを明確にするため、ISO

2000年版
登録証
失効

ISO
発行
予定

JIS
発行
予定

2008年版対応の
審査開始

初回審査（2008年版）
点
線
枠
内
は
準
備
期
間

要求事項の明確化
7．2．1製品に関連する要求事項の明確化
, 引渡し後の活動 を明確にするために事例を
注記にあげた。例えば、保証に関する取決め、
メンテナンスサービスの契約義務等。

更新審査
（2008 年版）

サーベイランス
（2008 年版）

失効2ヶ月前
までに
受審が必要

要求事項の明確化
7．3．1設計・開発の計画
,設計・開発の計画では、設計・開発のレビュー
（7．3．4）
、検証（7．3．5）
、妥当性確認（7．
れらを組み合わせて実施しても良いことを注記。

く2グループに分かれます。

曖昧さ除去の主な内容

2010年
11月

9000の定義（3．3．4作業環境）の事例を注記。

3．6）は、それぞれの目的があるとしながらも、そ

（3 ）具体的な改訂内容

2009年
11月

要求事項の明確化

力量、認識及び教

0．1、1．1適用範囲、1．2適用

（1 ）要求事項の明確化・公式解釈を必要とする

2008年版への移行審査は次のようになる予定です。

…………………………… 8．5．2 f ）項、8．5．3e）項

（例） 法令・規制要求事項 の表現に合わせた：序文

少し具体的に改訂内容につき図示いたしますが、大き

2008年版への移行審査について

2008年
2009年
11月1日 12月20日 2月

イクルサービス等と説明 …………… 7．2．1項
（注記）

表しました。
ISO 9001：2008は11月1日に、JIS Q 9001：2008は12

, 製品品質 とは何かを明確にするため、 製品
要求事項への適合 と変更した。

まとめ
JACOからQMSの認証を取得されているお客様へは、
今後、今回の改訂内容のご説明ならびにスケジュール等
のご案内をさせていただきます。

要求事項の明確化

要求事項の明確化

4．1一般要求事項

8．2．4製品の監視及び測定

活動をより効果的なものとするチャンスと捉えられて、

,アウトソースしたプロセスの管理の内容及び範
囲並びに7．4（購買）との関係を（注記）に追

, リリース の対象が 顧客への引渡しのため
の製品 であることを明確にした。尚、リリース

見直し・改善をされますことを推奨いたします。

加説明。

の管理自体は7．5．1f ）項で規定している。

,
「アウトソース」の管理内容（含む、7．4（購買）との関係）

また、お客様におかれましても、今回を自社のQMS

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせく
ださい。

を説明 …………………………………… 4．1項
（注記3）
,
「記録の作成」と「記録の管理」を整理・区分
…………………………………… 4．2．1項/4．2．4項
,
「管理責任者」を組織の管理層からの任命とした
………………………………………………… 5．5．2項
,
「製品品質」を製品要求事項への適合とした
………………………………………………… 6．2．1項
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要求事項の明確化
4．2．1一般/4．2．4記録の管理

要求事項の明確化

,記録の作成の要求は4．2．1項で既に規定され
ており、4．2．4項では、記録の作成に関する

8．5．2是正処置/8．5．3予防処置

規定を削除し、作成された記録の管理に関する
要求事項だけを規定する。

,8．5．2 f ）項、8．5．3 e）項で、 レビュー
の対象は、 実施した活動の有効性 であるこ
とを明確にした。

研修会「ISO 9001（2008年版）規格 追補改訂の解
説コース」を東京にて実施します。
■11月18日（火）13時30分〜17時30分
申込み等詳細は、JACOホームページの「教育・研修
（各種セミナー）サイト」へアクセスください。
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NEWS & REPORT 3

NEWS & REPORT 4

労働安全衛生審査の最近の話題

グローバル化に対応する
JACOのISO認証

労働安全衛生審査センタ長

国際審査センタ長

木村 輝男

一杉 敦

はじめに

複合審査（EMS＋OHSMS）について

World Is Flat !?

JACOの認証は、世界で通用します

日頃より当センタの審査にご協力いただきお礼申し上

複数のマネジメントシステムの審査を同時に効率よく

世界（地球）はフラットではありません。World

JACOは、欧州、米州、アジアなど、世界各国におい

げます。現在、皆様の関心が高い「OHSAS 18001：

受けることが「複合審査」です。複合審査のメリットと

（Earth）is round.です。しかしながら、 The World

て認証を行っています。JACOが責任を持ち、現地審査

2007規格への移行審査」と「環境（EMS）との複合審

しては、①経営目標の達成に役立つマネジメントシステ

Is Flat, Thomas L. Friedman, 2006 に描かれているよ

員を含む審査チームを編成し、現地の法規制等に関する

査」についてご案内いたします。

ムの構築（経営システムとの融合、運用管理のスリム化、

うに、今や、世界は障害物のないフラットな状態になり

知識を審査に適用する力量を保ちながら、価値に見合う

相乗効果の発揮）②受審に伴う負担軽減（受審準備・対

ました。特に経済活動においては、国境を越えて、製品、

費用で審査を提供しています。

応の負担軽減、審査日数・回数・費用の軽減）があります。

サービス、技術、情報、人やお金が動いています。この

,アジアを拠点としている組織には、JACO−各国提携

複数のマネジメントシステムを融合させた「複合マネジメ

ことはグローバル企業と言われる大きな組織だけではな

認証機関との合同審査により、JACOと各国認証機関

ントシステム」の構築をぜひご検討ください。
（図参照）

く、身近にある数名の小さな組織にとっても無縁ではあ

の認証を提供いたします。

OHSAS 18001:2007規格の
移行審査について

,欧州、米州、アジアなど全世界に展開されている組織

OHSAS 18001：2007（労働安全衛生マネジメントシ

現在、EMSを既に登録されている企業がOHSMSを

ステム−要求事項）
（以下「OHSMS」
）は、2007年7月に

構築され、EMSとOHSMSの複合を図り、複合審査で

経済のグローバル化、経営のグローバル化に伴い、経

には、DNV社との連携の下でJACO−DNV合同審査

改訂され、BSI（英国規格協会）から発行されました。

の受審が増加しています。JACOでは、EMSとOHSMS

営システムの一翼を担う環境や品質マネジメントシステ

を提供しています。グローバル統合マネジメントシス

また、日本語訳版は2008年1月15日に（財）日本規格協会

の両方の審査が可能な複能審査員の養成を完了し、皆様

ムもグローバル化を求められます。このような中で、

テムの審査に効果を発揮します。

より発行されました。

のご用命をお待ちしています。

JACOに海外拠点に対するISO審査を求めるお客様が増

りません。

今回の改訂は、規格要求事項の内容がISO 14001：

えています。国際審査センタは、これらのご要望に対応

2004規格と整合がとられ、ISO 9001および ISO 14001

すべく機関の力量やサービスの充実に努め、海外におい

との両立性が配慮されたこと、ならびに初版である
OHSAS 18001：1999要求事項の明確化が特徴です。

さいごに

ても 日本国内と同じ品質の審査 を提供させていただ

OHSAS 18001：2007規格の改訂内容の詳細に関して

JACOは、OHSAS 18001：1999から2007年度版への

は、弊社・技術部が主催する「OHSAS 18001：2007規格

移行期間を、日本語訳版発行より2年後の2010年1月1日

要求事項の解説コース」のセミナーの受講をご検討くだ

までとしています。なお移行に関しては、労働安全衛生

さい。また、複合審査に関しては、受審の条件がありま

審査センタまでお問合せ願います。

すので事前に本紙の最終ページの連絡先へお問い合わせ
ください。
今後とも、よろしくお願いいたします。

きます。

Dell Theory→ISO Theory
サプライチェーンにおいて……
The World Is Flat

には、面白い説が書かれてい

ます。デルコンピューターは、原材料購入、製造、販売

海外拠点審査の狙い

と国境を越えたサプライチェーンで結ばれています。こ
の強い経済の絆で結ばれている国同士は戦争をしないと

グローバル統合システムにおける海外拠点、単独の海

いう説です。サプライチェーンという経済面での強い絆

外拠点、いずれの場合も海外拠点を審査に含めることに

が戦争抑止力となっているということが、このTheory

よって、次の効果が期待できます。

の主張です。
このTheoryの延長に、是非とも、ISO Theoryを見

個別マネジメントシステム

複合マネジメントシステム

リスクマネジメントの強化

組織の経営
組織の経営

経営目標

経営目標

ISO 14001

OHSAS 18001

環境目標

労働安全衛生目標

出しませんか。サプライチェーン全体をカバーする
ISO 9000やISO 14001のチェーン が平和にも役立つと

2．サプライチェーンにおける全体最適化

考えたいのです。JACOには、海外拠点での認証を通じ

3．経営トップの考えや方針の組織末端までの浸透

てそのお手伝いをさせてください。

4．共通目的・目標・プログラムの取り組み
ISO 14001

OHSAS 18001

5．海外拠点とのコミュニケーション推進

ISO 14001とOHSAS 18001の例

● 運用管理が複雑で負担大

● 運用管理のスリム化

参考文献：
『ISO認証とセミナーのご案内』

図
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1．コーポレートガバナンス、コンプライアンス、

複合マネジメントシステムの構築

● 相乗効果の発揮

JACOは、審査を通して、お客様である組織の狙いの
実現をサポートいたします。
JACO NEWS︱OCTOBER︱2008 ｜｜ 13

SEMINAR
コース

豊富なコースから
JACOセミナーをご活用ください

ment ）の要件があり、維持、更新の
際にCPD実績が必要とされています。
この CPD 実績にご活用いただく以

【CEAR 承認】
ISO14001 環境審査員
研修コース 5 日

下のセミナーを開催していますのでご

【CEAR 承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1 日

【CEAR 承認】EMS 審査員
資格拡大研修コース 3 日

利用ください。

はじめに
今年の夏は全国のいたる処で局地的
豪雨が頻発し、あらためて環境の変化
や地球温暖化など環境問題をより身近
に感じさせられました。このような中
で環境マネジメントシステムへの要望
と重要性はますます高まるものと思わ

中小規模組織の環境関係に
関心のある方へ
,中小規模組織が取り組み易い
ISO 14005 EMS解説コース
−簡易・地域版エコシステムから
ISO 14001へのステップアップ−

中小規模組織がEMS を段階的に導
入するための国際規格（指針） ISO

【品質】
, QMS審査員/審査員補レベルアップ
CPD ①コース
（7．5H）
, QMS審査員/審査員補レベルアップ
CPD ②コース
（7．5H）
【環境】
,環境審査員 CPDコ−ス
（1日、5H）
,環境審査員リフレッシュコ−ス
（7H）
, 環境側面と環境影響評価研修コース
（6H）
, 環境法と関連地方条例の解説コース
（6H）

経営に環境マネジメントシステムを活

14005 の策定作業が進んでいます。
EU でも我が国と同様に中小規模組織
向けの様々な簡易版・地域版EMS が
ありますが、EU 行政当局は簡易版・
地域版EMS の果たす役割を評価しつ

かしたい、成果につなげたいとお考え

つも、中小規模組織がローカルで簡易

の皆様に『経営から捉えたEMS 有効

な仕組みからISO 14001 へステップ

活用1 日』コースも開催計画いたしま

アップしていくことが望ましいと考え

すのでご期待ください。合わせて

ており、簡易なEMS から14001 に至

QMS 、 EMS 、 ISMS 審査員資格の
維持をお考えの方にとって CPD （継

るロードマップとしての規格が必要と

続的専門能力開発）に有効な各種セミ

本セミナーでは、ISO 14005 策定

ナーもご紹介しますので、ご利用くだ

の背景としてEU での簡易版・地域版

さい。

ど、各マネジメントシステムに関する

EMS の状況、 EU 行政当局の考え方
や、ISO 14005 のモデルとなった英
国規格BS8555とその第三者確認制度
について紹介するとともにISO
14005 の最新状況と動向について解

セミナーを豊富なラインナップでご提

説します。また国内の主要な簡易版・

21 の個別法をその制定の背景、目的、

供しています。次ページに下期のセミ

地域版EMS についても解説し、中小

定義、法律の対象者と履行義務を順序

ナースケジュール（予定、計画中も含

規模組織でのEMS 導入の在り方につ

だてて簡潔に説明しています。また、

む）を掲載しますのでぜひJACOセミ

いて検討するうえで必要な情報を総合

法令・規制の全体像が俯瞰でき、食品

ナーをご活用ください。

的に提供します。

事業に携わる方々の業種・業態に必要

れます。
今回は、中小規模組織の方が取り組
み易い環境マネジメントシステムに関
するセミナーをご紹介します。また、

JACOでは、上記のような旬なセミ
ナーも含め環境、品質、情報セキュリ
ティ、労働安全衛生、 IT サービスな

ミナ−）』 http://www.jaco.co.jp/

seminar/index.htmをご覧ください。

Ⅰ
Ⅱ

内部環境監査員
レベルアップコース
2日
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

新刊書籍のご紹介

定価 2,800円（税込み）
体裁 A5版 296ページ

農業・農村基本法を筆頭に食品安全・
安心に係わる関連法の体系を解説し

項と法令・規制との関係を概説してい

Continuing Professional Develop-

環境法と関連
地方条例の
解説1日

本書では、食品安全基本法と食料・

お考えの方に

通して継続的専門能力開発（ CPD ：

入門コース
1日

経営者・管理者
コース半日

ISO 22000 で要求される法令順守事

より要求事項に差異はありますが、共

基礎コース
2日

環境側面と環境影響
評価研修コース1日

CPD（継続的専門能力開発）を
審査員資格をお持ちの方は、要員認

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
構
築

実務コース
3日

ISO14001:2004
規格要求事項の
解説コース1日

『すぐ役立つ
ISO食品安全関連法令の解説』
2008年6月発刊

となる法令・規制と責務が特定でき、

証機関（JRCA 、CEAR 、IRCA ）に
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【情報セキュリティ】
, 情報セキュリティ審査員 CPD
コ−ス
（ISO/IEC 27006）
（7.5H）
, 情報セキュリティ審査員 CPD
コ−ス
（ISO/IEC 27005）
（7.5H）

内部環境監査員
養成コース2日

考えています。

また、 JACO セミナー詳細情報は
『JACO ホームページ教育・研修（セ

都合により、開催日程を変更する場合がありますので
http://www.jaco.co.jp/seminar/でご確認お願いします。

セミナースケジュール

ますので座右の解説書として最適の1
冊です。
詳細情報・お申し込みは

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

環
境
審
査
員
C
P
D

1日コースおよび
5時間コース

中小規模組織が取り組み易い
ISO14005 EMS解説コース
経営から捉えたEMS有効活用1日
複合マネジメントシステム
構築Q/Eコース1日
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
︵
O
H
S
M
S
︶

内部監査員養成
コース2日

構築実務
コース2日

OHSAS18001:2007
規格要求事項の解説1日
機械安全入門1日

開催
場所

11月

12月

開 催 日
1月
2月

東京 17〜21 15〜19 19〜23 16〜20 23〜27
2〜6
26〜30
大阪 10〜14
金沢
24〜26
東京
4〜6
大阪
6
東京
10
21
大阪
札幌
仙台
名古屋
15
福岡
9〜10 9〜10
8〜9
10〜11 8〜9
東京 27〜28 24〜25 26〜27 26〜27 30〜31
9〜10
2〜3
8〜9
4〜5
6〜7
大阪
18〜19 18〜19 22〜23 19〜20 26〜27
札幌 20〜21
16〜17
2〜3
仙台
12〜13
金沢 13〜14
12〜13
11〜12
名古屋
23〜24
20〜21
4〜5
福岡
19〜20
1〜2
東京
大阪 25〜26
4〜5
札幌
13〜14
仙台
名古屋 20〜21
13〜14
福岡
23〜25
15〜17
東京
16〜18
8〜10
大阪
24〜25
16〜17
東京
17〜18
9〜10
大阪
23〜24
名古屋
4
11
東京
16
13
20
大阪
14
札幌
19
仙台
金沢
名古屋
福岡
12
12
18
12
東京
17
19
17
大阪
札幌
仙台
21
金沢
27
名古屋
1
福岡
12
15
6
東京
21
大阪
25
14
東京
20
大阪
16
名古屋
6
東京
17
札幌
6
12
仙台
1
金沢
11
16
名古屋
30
22
福岡
30
26
28
22
25
東京
24
28
大阪
札幌
13
名古屋
福岡
12
3
東京
11
金沢
計画中
東京
7
4
東京
15
大阪
2〜3
1〜2
4〜5
東京
26〜27
大阪 27〜28
12〜13
札幌
仙台
29〜30
名古屋
5〜6
東京
1〜2
大阪
2〜3
札幌
26〜27
仙台
3〜4
名古屋
31
23
16
4
東京
16
28
26
大阪
6
東京

【教育訓練給付制度構成労働大臣指定講座コース
（環境A、B）があります。】

概要、詳細内容、申込などは http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。
●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。

コース

3月

【JRCA 承認】ISO 9000
審査員研修コース 5 日

開催
場所

東京
大阪
東京
大阪
東京
内部品質監査員
養成コース 2 日
大阪
札幌
仙台
品
金沢
質
名古屋
マ
ネ
福岡
ジ
東京
メ ISO9001:2000
ン 規格要求事項
大阪
ト
仙台
シ の解説コース 2 日
ス
金沢
テ
東京
ム ISO9001:2000
規格の解説
大阪
コース 1 日
仙台
金沢
東京
ISO/TS 内部監査員養成2日
16949 規格解説1日
東京
東京
ISO9001 経営者・
管理者コース半日
大阪
東京
QMS 審査員補
レベルアップ CPD ①
大阪
東京
QMS 審査員補
レベルアップ CPD ②
大阪
審査員/主任審Tコース5日
東京
審査員コンバージョンTコース3日 東京
内部監査員養成コース2日
東京
食品加工学3日
東京
食品微生物学3日
東京
食品化学3日
東京
コーデックス食品規格研修3日
東京
食
東京
品 動物生産（畜産・水産）3日
安 作物生産（野菜・穀物）3日
東京
全
東京
マ 実践食品微生物
ネ の管理 1 日
大阪
ジ
東京
メ 実践食品異物混入
ン の管理 1 日
大阪
ト
東京
シ ISO22000 の規格
ス 解説 1 日
大阪
テ
札幌
ム
管理手法からの
東京
FSMS 構築 1 日
大阪
札幌
役立つ食品関連法
東京
の解説 1 日
大阪
札幌
東京
【JRCA 承認】ISMS 審査員
研修コース 5 日
大阪
東京
【JRCA 承認】ISMS 審査員
資格拡大研修コース 3 日
大阪
東京
情 ISMS 内部監査員養成
報 コース 2 日
大阪
セ
東京
キ ISMS 構築基礎コース
ュ 2日
大阪
リ
テ
札幌
ィ
東京
M ISO/IEC27001
S 規格解説コース 1 日
大阪
東京
ISMS 経営者・管理者
コース半日
大阪
東京
ISMS CPDⅠ1 日
ISMS CPD Ⅱ 1 日
東京
I
T 審査員/主任審査員
東京
サ トレーニングコース5日
審査員コンバージョン
トレーニングコース3日

東京

規格要求事項
の解説1日

地球温暖化ガス
（GHG）排出量
算定・検証解説コース2日
【お問合せ先】

E-mail：info-g@jaco.co.jp

開 催 日
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2月
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8〜9

8〜9

9〜10 16〜17
12〜13 12〜13

2〜3
2〜3
23〜24

27〜28
19〜20
19〜20
4〜5

23

27
19
19
4

28
18
18
9

26
10
4

15
23
26〜30

5

8〜10

16〜18

25〜26

5〜6
13〜15
20〜22
1/30〜2/1
27〜3/1
23〜25

26

12
28
26

31
29
20
14

12

4
24

13

21
15

14

22
16

17〜21

19〜23

5
25
6
26
23〜27
23〜27

3〜5
7〜9
25〜26 18〜19 29〜30 16〜17 18〜19
8〜9
30〜31
1〜2
2〜3 16〜17
15〜16
12〜13
22
4
27
22
2
27
19
7
11
27
9〜13

東京

内部監査員
養成コース2日

12月
1〜5

東京

【JRCA 承認】QMS 審査員
資格拡大研修コース 3 日
QMS 審査員
レベルアップコース 1 日

ー
ビ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

11月

13〜15
6〜7

5〜6

東京

12

18

東京
大阪

27〜28

●（株）日本環境認証機構 技術部
TEL 03-5572-1723 FAX 03-5572-1988
〒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
TEL 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
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株式会社国華荘 びわ湖花街道

VOICE 2

澁谷工業株式会社 メカトロ事業部

旅館業サービス業としての
環境問題への取組み

ISO 14001
（環境）
とISO 9001
（品質）
の
複合マネジメントシステム構築について

専務取締役

管理部

佐藤 祐子

課長

村田 真二

様

様

の管理手法である「目標経営管理」とISO

組織横断的な連携を取って実施していま

マネジメントシステムを如何に融合させ

す。このような縦串・横串によるグリッド

るかという点でした。

体系で、強固な組織を形成しています。

マニュアル部分が共通なので何度も委

用油）」の回収・リサイクルに取組ん

員会を開催し協力して一つずつ問題を

でいます。当館の調理場から出る廃食

旅館「びわ湖花街道」は、琵琶湖畔

解決しました。その結果、今までにな

用油はもちろんですが、そこに従業員

澁谷工業株式会社 メカトロ事業部（石

（滋賀県大津市雄琴）に立つ和風温泉

い一体感が各施設間で生まれました。

の各家庭から出るてんぷら油も併せて

川県金沢市）は、エレクトロニクス時代を

当社は1975 年に一般社員が主役で進

また、組織の隅々までこのシステムを

それまでは、同業ライバルであり一

回収し、 BDF 燃料（バイオディーゼ

担う半導体製造装置、水を電気分解する

める業務改革活動「SSD 運動（小集団活

行き渡らせ、経営に活かせるシステムと

はじめに

旅館です。

会社概要

まず、ISO 14001 取得に至るまで

線を引くところも正直ありました。そ

ル燃料）へリサイクルさせています。

ことによって発生するクリーンエネルギ

動）」を、そして1991年には管理・監督者

するためには「内部監査員の養成と充実」

ですが、私どもは JTB協定旅館ホテル

んな中、グループ取得にあたって協同

そのリサイクル燃料を当館が委託する

ーの活用による環境負荷レスを実現した

が主役で進める当社独自の管理手法「目

が鍵になると考えています。当事業部で

連盟という団体に所属しております。

準備を進めていく過程で、それぞれの

ゴミ収集車に使用して頂き、間接的な

切断加工機や、人々の健康を守るための

標経営管理」をスタートさせ、全社的に

は、内部監査員の任期満了による交代制

旅行代理店 JTB が協定する全国の旅

よい点を学び、伸ばしていく雰囲気が

リサイクルの環を形成しています。将

医療機器など、人と自然の調和をコンセ

展開していたことから、馴染みのある経

をシステム化し、現役に加え経験者を増

館・ホテル等の宿泊施設が加盟する団

育まれました。地域ぐるみで連帯感を

来的にはこの仕組みを、他の廃棄物

プトとした装置の開発と製造に取組み、

営管理手法をコア・システムとして、環

やすことにより、教育訓練された多くの

体です。その連盟が2005 年に、創立

持って環境問題はもちろんのこと、そ

（生ゴミ・古紙・カン等）にも応用し

事業の発展と共に社会への貢献度を増す

境側面・環境影響等のISO 14001 固有

キーパーソンを職場へ配置し、全員が積

50 周年記念の社会貢献的な事業とし
て、宿泊施設に於ける「環境ISO のグ

れ以外の様々な問題にも対処できるよ

様々なリサイクルの環を形成していけ

ことを指向しております。

のしくみと、顧客満足度・購入先調査等

極的に参画するシステムへとレベルアッ

うになりました。この一体感、連帯感

ればと思っています。可能な限り廃棄

のISO 9001固有のしくみをダブルスタ

プさせています。

ループ認証取得」を掲げました。その

こそが今回のグループ取得を通じて得

物を有価物として捉え、微力ながらゼ

中で全国初の取組みとして、当館を含

られた最大の成果でした。

ロエミッションを目指して参ります。

め琵琶湖地区 7 施設で、滋賀地区取得
プロジェクト委員会を立ち上げ同年キ
ックオフし、翌年7 月に取得いたしま
した。

グループ取得で得られたもの

当館の環境活動
当初は、社内を5 部門に分け「廃棄
物の削減」と「エネルギー消費の削減」
を掲げスタートしました。しかし、従
業員間にはISO は難しい、堅苦しいイ

また、
「チーム・マイナス6% 」の活

当事業部での複合化は、第1 ステップ

動に取組み、社内活動だけに止まらず
従業員の各家庭やお客様への啓蒙にも
役立てております。

最後に

キックオフから取得まで 10 ヶ月と

メージがあったのも事実です。そこで

一部では贅沢産業と呼ばれるところ

期間が短く、また各施設間で経営規模

目的・目標値を身の丈にあった値に設

もありますが、今年 10 月には観光庁

に差があり、ISO 担当者の業務量差も

定してより進捗が図れ、達成感を身近

ありました。グループ取得の性質上、

ンダードにならぬよう融合させることで
構築しました。

今後の課題

これにより、経営上の重点課題と環

今後は、より一層効率的な複合マネジ

として環境マネジメントシステムを構築

境・品質の重点施策を一体化させ、1 つ

メントシステムとするため、現在、環境と

し、2 年間の運用と習熟期間を通して定

のマネジメントシステムで運用できるよ

品質で異なっている
「審査ステージ」や「単

着を見極めた時点で、第2 ステップの環

うになりました。

位部門」等を統一したいと考えています。

境と品質の複合マネジメントシステムへ
とステップアップして構築したことを特
徴としています。

これらの課題を早く解決したいと逸る

運用上の特徴

気持ちもありますが、 ゆっくりでも、し

運用上で重点を置いていることは、当

っかりと全員を巻き込んで息の長い活動

理由としては、我社が在する金沢の特

事業部を構成する3 種の製品別に分けら

になるように とのトップマネジメントの

が創設され国を挙げての観光誘致が叫

異性が上げられます。加賀百万石で有名

れた縦割り本部制を横断的に連携を取れ

指示に従い、地道でも、ISO のしくみを

に感じられるようにしてみました。ま

ばれております。そんな中、日本のマ

な城下町金沢は、海と山の幸に恵まれ、

るようにした「ワーキンググループ」を設

うまく活用し、又、定期的に実施される

た、自覚教育などを

ザーレイク「琵琶湖」日本が誇れる大

自然災害も少なかったことから、保守的

置したことと「内部監査員の養成と充実」

「監査」を通して得られるJACOの優れた

通じて家庭で行って

切な観光資源「琵琶湖」の環境保全に

で奥床しいが意志の固い性格の社員が多

です。

いる節約（電気代・

積極的に取組んでいく為、今後もISO

く、新しい事には充分な事前の準備が無

水道代）の延長であ

14001の活動を推進していきます。

審査員の「審育」
（審査を通しての教育）を

目的目標は、組織縦割りで実施してい

良き指針として、経営上のパフォーマン

くては取り掛からない傾向があるため、

ますが、
「省エネ」
「廃棄物」等の重要テー

スを向上させ、社会に貢献し、且つ、自

ることを繰り返し発

宿泊業に於けるグループ取得の先駆

最小限のシステムで導入し、社員の馴染

マを各部門で取り組むことは非効率であ

然との調和を指向する企業としての価値

信してきました。身

けとなり、すでに各地で同様にグルー

み度合いを掴みながら浸透させて行くこ

るため「ワーキンググループ」を設置し、

を高めて行きたいと考えています。

近な事例をあげての

プ取得が進んでおります。また、先例

とが実効を上げる近道であると判断した

動機付けが従業員の

としての事例報告を各地でさせていた

からです。

意識向上に繋げられ

だいております。今後は当館での環境

たと思います。現在、

活動は勿論のこと、積極的な啓蒙活動

社員全員参加型で

によって仲間を増やせていける様、微

「てんぷら油（廃食
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段階を踏んで構築したISOマ
ネジメントシステムの複合化

力ながら頑張って参ります。

目標経営管理とISOの融合
システム構築にあたり工夫したこと
は、既に全社員に浸透している当社独自

メカトロ事業部の主力製品
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生活協同組合コープさっぽろ生鮮加工センター

VOICE 4

生活協同組合連合会 東海コープ事業連合

ISO 22000運用と認証取得

ISMS認証取得とその効果
認証取得に向けて「全員参加！」を合言葉に、
全国の生協陣営で初の認証取得

商品検査室

担当

定岡 那奈江

はじめに
当施設は、コープさっぽろの店舗や
トドック（宅配システム）で販売する
生鮮品（農産物・畜産物・水産物）の
加工・振分・配送を行っている事業所

兼

食品安全チームリーダー

情報システム部

杉山 光

様

基づいた「食品安全マニュアル」や
「規定」などの文書を作成しました。
日常業務と調整しながらの作業でした
ので活動時間確保が大変でした。

▲施設外観

認証を取得して

システム管理課

課長

様

はじめに

情報システム部のISMS認証の経緯

生活協同組合連合会東海コープ事業

この中で情報システム部は、2000

ISMS認証取得に向けた取組み

連合（以下、
「東海コープ」
）は、東海

年代前半は、障害・トラブルが多発。

2006 年末にISMS の認証取得につ
いて組織確認され、 07 年春より推進

教育については、食品安全チーム・

ISO の審査は、初めてでしたので

3県で活動する単位生協（コープぎふ、

その多くは、一次障害のリカバリー時

プロジェクトを立ち上げました。プロ

正規職員・内部監査員・パート職員・

「どのような質問をされるのか? 」「ど

みかわ市民生協、めいきん生協、コー

の確認もれによる障害（所謂、二次障

ジェクトメンバーは、情報システム部

業務委託先（一部振分・配送）に対し

う答えてよいのか? 」と、とても緊張

プみえ）が会員（以下、「会員生協」）

害）、ドキュメントが整備されていな

の各課の課長としました。しかし、

とに時間が異なりますが、施設はほぼ

てそれぞれの力量や作業内容に応じて

しましたが、認証を取得できたときは、

となり、その会員生協から商品の企

い事での勘違いによる障害といった、

「職員全員
ISMSを構築推進するには、

24時間稼動しています。

実施しました。一度の教育で全てが理

正直ホッとしました。私たちの構築し

画・開発・調達、物流、情報システム

その殆どが人的ミスでした。

が参加し、初めて成功する」と考えて

食品安全マネジメントシステム構築

解できるものではありませんので、各

た食品安全マネジメントシステムは、

等の事業の一部を委託された連帯組織

前は、畜産物・水産物の加工部門で

部門のチームメンバーや部門長が中心

まだ運用が始まったばかりです。これ

で、
「連帯の力で声と願いを かたち

の成果物（プログラム、提供サービス

毎年開催する合宿にISMS の学習会の

HACCP システムを3 年運用しており
北海道の「HACCPに基づく衛生管理

となり朝礼やミーティングの時間を利

からの運用の中で見直して改善しなけ

に」を理念とし、東海3 県の組合員の

等）を製品と位置づけ、情報システム

時間を設けました。学習会は、JACO

用して教育を実施しました。

ればならないところがあります。従っ

くらしの向上と会員生協の事業経営に

部製品の品質の向上を目的として、情

様にお願いし、
「通常2日間で実施する

運用に入ってからは、「食品安全マ

て、今まで以上に内部・外部の情報の

貢献することを目指しています。

報システム部でもQMS の運用を開始

ISMS 構築コースを4 時間で行っても

ニュアル」や「規定」等の問題点を抽

共有化（内部・外部コミュニケーショ

しました。
（2006年）

らえないか」という無理難題をお願い

出し、修正を加えながら確実に運用で

ン強化）を図っていくこととフードチ

きるものにしていきました。

ェーンでの食品の安全確保のためにお

構築から運用の全てにおいて手探り

取引先様への食品安全マネジメントシ

でしたので、要求事項に対してどうす

ステムの理解に力を入れていきたいと

メントシステムの国際規格である

ログラムや提供サービスが安定し、正

れば満たすことができるか、日常業務

思います。

」を1999年2月
「ISO 14001（EMS）

しく処理されていても、一方では知ら

消費者を裏切る食品事件・事故が相

に認証を取得。また、製品の品質だけ

ない間に情報が漏洩していました」で

です。従業員数は約220名で、部門ご

導入評価事業」にも取り組んでいまし
たが、今回の ISO 22000 の認証は、
さらに物流部門の振分・配送業務も含
めた事業所全体で取り組むことになり
ました。

構築開始から運用まで
構築にあたって事務局（食品安全チ

の中にどう組み込むべきかを考えるあ

ISOの取り組み

この事を踏まえ、情報システム部で

いましたので、まずは学習からと考え、

しかし、QMSでは、完全性・可用性に

しました。当日、講師として来て下さ

東海コープは、業務活動に伴う環境

ついては網羅する事ができますが、機

った、服部主任審査員には大変なご苦

負荷の低減を目的として、環境マネジ

密性は網羅する事ができません。
「プ

労をお掛けしたかと思っています。

ISMSの効果と今後の展開
認証取得から早半年が経過しようと

ームリーダー、サブリーダー、コンサ

まり計画通りに進まない時期があり、

次いでいますが、今一度チームをはじ

でなく、経営や業務の品質を高め顧客

は、品質が優れているとは言えません。

していますが、まだまだ右往左往しな

ルタント）を立ち上げ、センター長と

焦ることもありました。しかし構築を

め生鮮加工センターの全職員で気を引

満足を向上させる目的として、品質マ

情報システムの製品の品質向上とい

がら運用をしている、というのが実状

急ぎ事故を起こしてしまっては意味が

き締め、商品を利用されるコープ組合

ネジメントシステムの国際規格「ISO

った場合、機密性は切っても切り離せ

です。しかしこの中で、着実に情報セ

ありませんので、スケジュールに修正

員様に安心だと思っていただけるよう

9001（QMS ）」を2002 年3 月に認証

ないものです。

キュリティに対する意識は高まってき

ごとに実務経験と部門内の統率のため

を加え、再度仕切り直しチームが一丸

により良いシステムにしていきます。

取得しました。

に部門長と衛生管理の知識のある職員

となって取り組んだ結果、

を選出しました。当施設は、ほぼ 24

構築開始から 1 年 8 ヶ月目

時間稼動していますので、それぞれの

の 2008 年 7 月認証を取得

勤務時間がバラバラでメンバー全員を

することができました。

相談し、食品安全チームメンバーを結
成しました。結成にあたっては、部門

集めて話し合う時間をとるのがとても

このことから、ISMSに着目し、QMS

ていますし、セキュリティ事象に対す

さらに、
「個人情報保護法」の施行に

と融合することで、情報セキュリティ

る迅速な対応で、放置していたら重大

伴い、JIS Q 15001に準拠した独自の

の向上はもちろん、情報システム製品

な障害になっていたと思われる様な事

マネジメントシステム
（内部では
「PMS」

の品質向上を目的としてISMS の認証

例も見受けられます。

と呼称）を確立、組合員からお預かりし

取得を推進しました。

ている個人情報の重要性及び社会的な

難しく、月に1 回のチーム会議は意思

責任を認識し、各種マネジメントシステ

統一のためにとても重要でした。

ムの継続的改善を図っています。

実際の活動については、構築開始か

東海コープでは、これらのマネジメ

ら運用、認証取得までのスケジュール

ントシステムを活用し、事業活動を進

を事務局が作成し、これに沿って食品
安全チームメンバーが分担し、規格に
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今後は、ISMS ・QMS ・PMSとの

める上で有効に機能させることで、組
▲チーム会議の様子

▲教育風景

織全体のレベルアップを図っています。

統合度を高め、マネジメントシステム
完交
全わ
性っ
・て
可い
用る
性部
分
は
︑

ISMS
QMS
PMS

機交
密わ
性っ
て
い
な
い
部
分
が
︑

▲図 ISMSと他のマネジメントシステムとの位置付け

の要求事項に基づき、職員一人一人が
基準・手順を継続的に改善し続けるこ
とで、自ずと情報セキュリティ（品質）
は高まり、組合員のくらしの向上と会
員生協の事業経営に貢献できるレベル
までにしていきたいと考えています。

JACO NEWS︱OCTOBER︱2008 ｜｜ 19

各種お問い合わせ・お申し込み

事業所の所在地
■本社（東京）

■新規にISOの認証取得をされようとするお客様は

〒107-0052

■開発営業部
東京営業グループ

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

TEL. 03-5572-1721
FAX. 03-5572-1730

山王パークタワー

交通案内
● 地下鉄

銀座線・南北線 溜池山王駅

関西営業グループ
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

国際赤坂
ビル
コマツビル

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

0 1 20-248 152
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

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

■サーベイランス・更新審査の見積りや登録情報のご変更などに関することは
■営業管理部
カスタマサービス 東京
グループ
関西

■関西支社（大阪）

■開発営業部
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

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

TEL.03-5572- 1 722 FAX.03-5572-1733
TEL.06-6345-1 73 1 FAX.06-6345-1 730
TEL.0 1 1-232-1 722 FAX.0 1 1-232-1 733
TEL.052-587-2294 FAX.052-587-2297
TEL.076-268-9375 FAX.076-268-9374

交通案内
● JR大阪駅下車

徒歩10分
北新地駅下車 徒歩6分
● 地下鉄 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

■審査日程調整にかかわる事項に関することは

東京三菱
UFJ銀行

● JR東西線

■審査部
審査管理グループ

東京
関西

TEL.03-5572- 1 748 FAX.03-5572-1388
TEL.06-6345-1 732 FAX.06-6345-1 730

堂島ホテル

■審査に関することは

■札幌営業所

北口

〒060-0004
札幌市中央区北4条西 5-1
北海道林業会館6階

JR札幌駅
南口
アスティ45

TEL. 011-232-1722
FAX. 011-232-1733
毎日新聞

三井生命

札
幌
駅

札幌西武

交通案内
●JR 札幌駅下車

エ
ス
タ

読売新聞

みずほ銀行

審査部（環境審査） TEL.03-5572- 1 725
審査部（品質審査） TEL.03-5572- 1 727
審査部（複合審査） TEL.03-5572- 1 725
関西支社（審査）
TEL.06-6345-1732
労働安全衛生審査センタ TEL.03-5572- 1 729
食品安全審査センタ TEL.03-5572- 1 727
国際審査センタ
TEL.03-5572- 1 725

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

第一生命

徒歩 5 分

● 地下鉄南北線札幌駅下車

徒歩 4分

道庁
イチョウ並木

JTB
イチョウ並木

■登録証発行に関することは

地
下
鉄
南
北
線

営業管理部

TEL.03-5572-1722 FAX.03-5572-1733

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは
技術部
技術部（関西）

■名古屋営業所
〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

●JR 名古屋駅下車

CSセンタ

徒歩 7分

FAX.03-5572-1988
FAX.06-6345-1730

■苦情やご要望に関することは

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

交通案内

TEL.03-5572-1723
TEL.06-6345-1731

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

TEL.03-5572-1741

FAX.03-5572-1756

■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

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

■金沢営業所
〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-3
石川県鉄工会館3階

編集
後記

TEL. 076-268-9375
FAX. 076-268-9374

交通案内
● JR 金沢駅下車

西口より
タクシー約10分
● JR 金沢駅下車 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）

駅
沢
金

JR

FAX.03-5572-1757

CSセンタが新たなメンバーとなってから、ちょうど1 年になります。日々、皆
様のお声を聞いたり、JACO NEWSの編集に携わる中、私自身の生活で、
地球環境への関心が高まってきました。最近は、出かける時にエコバックを
持つことが習慣になりました。この冊子が皆様のお手元に届く頃には、
2008年も残すところあと2ヶ月。CSセンタとして、より皆様のお役に立てる
よう日々研鑽し、来年に繋げていきたいと思っています。
（しい えす子）

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

JACOではホームページで各種情報をお届けしています。 http://www.jaco.co.jp/
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