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去年9月に京都へ行った時に撮影した写真です。八坂神社から知恩院に抜ける途中に
池があり、この池の真ん中の岩の上に鷺（アオサギと思われます）が羽を休めていまし
た。初めは全く動かないので作り物の鳥ではないかと思いましたが、よく見ると本物の
鳥と判り、思わずシャッターを切りました。都会の真ん中で、ホット一息つけるような風
景ではないでしょうか。
■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。

昨年 9月のリーマンブラザーズショックに端を発した

社会の方々はISO認証取得企業にはもっと高い期待を抱い

世界同時不況、100年に一度の不況の真っ只中にあって、

ているのではないでしょうか？ 換言すれば、一般社会

2009年度もスタートしようとしています。

の方々の理解度と認証取得組織の方々の一般社会の方々

このような中、如何に困難に立ち向かい、如何に特徴
を出し、どのような分野を伸ばすかが組織の存続を決め

への理解の期待度にはかなりのギャップがあるのではな
いでしょうか？

るポイントではないでしょうか。不況時こそ内部のマネ

このように一般社会の認知度が低く期待度が高すぎる

ジメント力強化のチャンスとも言えるのではないでしょ

のは
（背景には）
、ISOが任意規格であり、認証制度につい

うか。

ての情報があまり多く提供されていないことがあげられ

そこで、本稿では、原点に立ち戻り認証の意図すると

ます。また、マネジメントシステム認証は製品そのもの

ころと効果・効用について今一度考え、これらを広く一般

を認証するものではなく、より馴染みのない言葉が前述

社会に普及啓発することを提案したいと思います。

のギャップに拍車をかけることとなっているのではない

認証取得の意味合いと価値とは何でしょうか？

でしょうか。

経済産業省から昨年7月29日に公表された
「マネジメン

これらの現実とこれまでの反省として、マネジメント

トシステム規格認証制度の信頼性確保のためのガイドラ

システム認証に関して、一般社会への積極的な公表とPR

イン」によると、マネジメントシステム規格
（MS規格）

が不足しているのではないでしょうか。

の認証制度は、企業等の組織に品質向上、環境配慮等の

そこで提案ですが、一般社会とコミュニケーションを

ための然るべき体制が存在することを国際規格に基づい

強化していただくとともに情報を積極的に発信していた

て実証するものであると定義しています。

だくよう提案いたします。

また、認証取得による効用・効果としては、企業間取引

具体的には、近隣住民と一緒に活動するとか、定期的

の円滑化、消費者の安全・安心の確保、環境保全の達成、

に活動成果を広報するとか、住民の意見を聞く場を設け

企業の社会的責任の遂行、行政施策の効率的推進など、

るなどの積極的なコミュニケーションの場を設定してい

有効に活用できる場面は多く、そのポテンシャルは大き

ただくのも有効な方法と考えます。この場合に使用する

いと解説しています。

言葉も可能な限り平易な言葉を使うとか、事例を使う、

言い換えますと、認証取得の狙いは最終的にはエンド
ユーザであったり社会であったりするわけです。勿論、

比喩を使うなどの配慮が重要であることは言うまでもあ
りません。

最終目標へのステップとして、先ずは自社のマネジメン

同時に、私ども審査機関をはじめ、認証制度に係わる

トのためであったり、取引先との係わりであったりする

関係者の総意をもって、本制度の目指すところの価値、効

わけです。

用・効果、限界などについて世間に周知徹底する必要があ

では、果たして、ISOのマネジメントシステムの一般社

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

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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会への認知度はどの程度とお思いでしょうか？ きっと
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皆様が期待されているほどは高くないはずです。更には、

ります。
このような活動を通じて、組織のマネジメントシステ
ムブランドイメージを向上させましょう。
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地球温暖化対策の行方

元 株式会社 JACO CDM 取締役

大塚 芳裕

経済立て直しのためグリーン・ニュー・ディール政策
を掲げる一方、排出量取引制度の導入等温暖化対策で
も積極的な姿勢を示しています。また米国は中国との

このように大きく変わろうとしている世界の温暖化

連携も深め、主要排出国も含む『より実効の上がるポ

防止の流れの中で、国連から認定を受けた審査機関と

スト京都議定書』策定の主導権をとろうとしています。

して私たちJACO CDMはこの日本型モデルとしての国

中国・ブラジル等途上国の主要排出国にも応分の責任

内統合市場の試行的実施の成果も含む内外の動きを注

分担を求めるためには、米国・日本・欧州共同体など

視し、今後の地球温室効果ガス（GHG）排出量審査ビ

先進国が『京都議定書』よりさらに積極的な数値目標

ジネスの行方をしっかりと見定めていかなければなり

を提示する必要があり、この6月までには日本もその数

ません。

値目標を示すことになっています。

今後とも、読者の皆様のご支援とご協力をお願いい
たします。

様

はじめに

て中小企業等の排出抑制の取り組みを支援し、その結
果生じた排出削減量を第3者審査機関または審査員が審

実物経済から遊離したマネーゲーム・市場原理主義の

査して認証されます。京都クレジットとは、国連が定

破綻は日本も含め世界経済に深刻な影を落としていま

めたCDMプロジェクト等の実施に基づいて発行される

す。米国発サブプライム問題に端を発した世界同時不

CER（Certified Emission Reduction）等が該当し、皆

況が襲い掛かってきた昨年秋以降、夏のG8 洞爺湖サミ

様もご存知のようにJACO CDMは国連から認定された

ットさえも、はるか遠い昔どこかの国で行われた出来

審査機関としてCDMプロジェクト審査を通じて地球温

事のごとく、地球温暖化対策の議論は日本のマスコミ

暖化防止に貢献しています。
この国内統合市場は正に始まったばかりです。今後

そのような中で、昨年7月の福田ビジョン閣議決定を

この市場が活発化して、国内クレジット制度における

受けた形で10月末から『排出量取引の国内統合市場の

審査業務が一気に拡大することが大いに期待される半

試行的実施』が動き始めました。

面、気がかりな点があります。一つは、大企業等によ

国内総合市場の動き

る自主削減目標設定が甘い場合、排出枠の買い手が見
つからないことです。買い手がいなければ、取引は成

この国内統合市場の試行的実施は、経団連が推進し

り立たず、中小企業等の取り組みで生じた国内クレジ

ている自主行動計画への反映等を通じて、政府が掲げ

ットも宙に浮いてしまいます。二つ目は、自主削減目

た京都議定書目標達成に貢献することが期待されてい

標は原単位＊でも認められていることです。昨今の世界

ます。この国内統合市場は図に示すように、①試行排

同時不況の状況下では杞憂かもしれませんが、原単位

出量取引スキーム、②国内クレジットならびに③京都

目標が達成されればたとえ排出総量が増加したとして

クレジットで構成されています。試行排出量取引スキ

も排出枠を売ることが認められ、この国内統合市場の

ームにおいて、大企業等は経団連の自主行動計画と整

本来の目的である京都議定書目標達成（排出総量）が

合的な自主削減目標を設定、その目標達成を目指して

より困難なものになる恐れがあります。

削減を進めます。削減が目標を上回った場合は排出枠
を他社に売ることができますし、目標が下回った場合

排出量取引の国内統合市場の試行的実施について

主削減目標を持つ大企業等が技術・資金などを提供し

米国の住宅バブル・石油を含む天然資源の高騰など

から殆ど姿を消してしまいました。

おわりに

国内統合市場
① 試行排出量取引スキーム
② 国内クレジット
;企業が自主削減目標を設定、
その達成を目指して排出
削減を進める。目標達成のためには、排出枠・クレジット
が取引可能。
;排出総量目標、原単位目標など様々なオプションが選
択可能であり、多くの企業の参加を得て日本型モデル
を検討。
自主行動計画
と整 合 的な目
標、
妥当性を政
府で審査の上、
関係審議会等
で評価・検証。

ところで今年12月コペンハーゲンで第15回国連気候

引）ができます。またこの目標達成のために、自主削

変動枠組条約締約国会議（COP15）が開催され、国際

減目標を持つ大企業等は、国内クレジットと京都クレ

社会は2013 年以降の枠組いわゆる『ポスト京都議定書』

ジットも使うことができます。国内クレジットは、自

の合意を目指します。2月に誕生した米国オバマ政権は

恊働（共同）
事業
削減目標

削
減
量

資金・技術

排
出
削
減

国内クレジット
実
排
出
量

実
排
出
量

B社

A社

C社（中小企業等）

必要な排出量
の算定・報告、
検証等を実施。

③ 京都クレジット
〔 海外における温室効果ガス削減分 〕

自 主 行 動 計 画 へ の 反 映 等 を 通じて 京 都 議 定 書 目 標 達 成 に 貢 献

世界の動き

は排出枠を他社から買って埋め合わせをすること（取

大企業等が技術・資金等を提供し
て中小企業等が行った排出抑制
の取組を認証（国内クレジット）す
る制度。

制度の
ポイント

●大企業、中小企業問わず、あらゆる業種の企業等様々な主体が、実効性のある排出削減を行う
ための様々なメニューを用意。
●国内統合市場として、様々な排出枠・クレジットが目標達成のために活用可能となる。
●2009年（1〜3月）および 2009年秋頃にフォローアップを行う。

【脚注】
＊この場合の原単位とは一定量の活動を行うのに必要な排出量
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NEWS & REPORT 1

お客さまにもっと満足していただくために

て本年は、各地域のお客さま同
士がマネジメントシステムの課
題をぶつけあいコラボレーショ
ンしていただく身近な場を提供
できればと企画を練ってまいり

取締役営業管理部長

ます。お客さまが培ってこられ

星之内 進

た技術を切り口にしたパフォー
マンス改善事例等を議論してい
ただくことは、地域の異業種交

未曾有の不況下2009年度が幕をあけます。今こそマ

す。お客さまとの接点である営業部門が、お客さまと対

流にも繋がり、お客さまの継続

ネジメントシステムの有効性を『検証』し、
『改善』し、

話させていただきます。ご要求の本質にそったお客さま

的改善や新たな事業展開にお役

組織の競争力を高める絶好のチャンスです。JACOは、

とのコラボレーションの体制を構築し、豊富な審査経験

に立てるものと思います。実り

JACOのお客さまが日本経済の真の担い手であることを誇

と確かな力量に裏打ちされ、経済合理性と実効性を備え

の多い企画となりますよう、お

りに思い、お客さまが引き続き豊かな日本を支える基盤で

た審査をご提案いたします。

客さまからのご要望やご意見を

あり続けていただきたいと心より願っております。審査

また、マネジメントシステムの有効性の向上を目に見

を通じてお客さまの経営課題解決のお手伝いをするとい

える形で進めるために、定期審査の効果を最大限に引き

うJACOの本来の業を果たすため、営業部門は“お客さ

出すことが求められます。お客さまごとに抱えられてい

まとのコラボレーション（共創）
”を基本方針として、お

る経営課題や経営リスクに焦点を絞った審査、改善に繋

客さまの経営課題をお客さまと共有し、課題解決に役立

がる多くの気付きを指摘する審査が、それに対する解の

JACOは多様なお客さまのニーズにお応えしてきまし

ジメントシステムの継

つ審査をコーディネートしてまいります。引き続きJACO

一つです。JACOは営業部門と審査部門のスピード重視

た。引き続き、経験豊富で実績のある審査スキームに最近

続的改善と効果的な運

をよろしくお願いいたします。

の連携をさらに進めて、お客さまの喫緊の経営課題を真

開発した新たなスキームを加えて、多様なメニューを用

用に努力し社会の持続

摯にうかがい、審査の焦点を合意し、それを審査に反映

意してまいります。営業部門も新認定基準ISO/IEC 17021

的発展に寄与された先

することで、お客さまのマネジメントシステムの改善に

の下で、審査スキームの提案に必要な力量を涵養してい

駆的な取組みとして表

役立つ審査を提供させていただきます。

ます。お客さまの目線でお客さまと議論するなかで、組

彰させていただくこと

織の経営層に納得いただける審査スキームを提案してま

にいたしました。ささ

いります。

やかではありますが継

お客さまの声に耳を澄まします
いつもお客さまの身近にJACOを感じていただくこ
と、これがお客さまとのコラボレーションの基本と信じ
ています。個々のお客さまごとに、あらゆるご相談に、
一貫して対応してまいります。
経営環境の激しい変化は、マネジメントシステムにも
スピード感のある変革を要求します。お客さまの変革ニ
ーズにマッチした審査を提供することがJACOの責務で

お客さまがお客さまを進んでご紹介していただける
JACOを追求してまいります。

お客さまに役立つ情報を
タイムリーにお届けします
コンプライアンス、システムやパフォーマンスの改善
など、お客さまの懸案事項はますます増えて、

いるお客さまを、マネ

最近の話題からいくつかをご紹介します。

続賞をお届けさせてい

a ）組織の一体化とトップダウンの経営をサポートする

た だ き ま す。 次 の10

“サイト統合審査”

▲10年継続賞

年の活動の契機としていただければ幸いです。

b）マネジメントシステムの経営システムへの一体化
をサポートする“複合審査”

（2）「ISO友の会  10周年記念事業」
に協賛します
ISO友の会が10周年を迎えました。3つの記念事業を

られています。その場として従来から機能して

した審査（例；EMSとGHG排出量検証、EMSと

計画し実施しました。詳しくは、JACOのホームページ

きた、
“ISO友の会”が10周年を迎えました。

環境パフォーマンス、QMSやFSMSとトレーサビ

（http://www.jaco.co.jp/）をご覧ください。ISO友の会

JACOは事務局として、会員相互の啓発や会員の

リティ、等）

会を活発にご活用いただければ幸いです。
JACO自身もサービス向上に注力いたしま
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▲ 2008 年度秋の研修会（総会）

c）お客さまの希望されるパフォーマンス検証を付加

奮って友の会に加入していただき、総会、研修

 

ニーズに合った審査スキームを用意し
ご提案します

これらに対する解決の糸口を提供する場が求め

利便がさらに高まるように努力してまいります。

▲ 2008 年度秋の研修会（分科会）

お待ちいたしております。

今年のトピックスを2件ご紹介します
（1）「10年継続賞」
をお届けします

の活動を一般市民の皆さまにご理解いただくことを目的
に、産経新聞の「エコシーズ」に参加し、既に新聞紙上
掲載を実施し、エコシーズを配布しています。
また、
「環境ボランタリー団体への寄付」と「幼稚園・

JACOは1995年7月に日本で初めて環境マネジメント

小学校への環境絵本（CD）の贈呈」を企画し、既に多

す。従来から展開しているJACOネットワーク

システムの第三者認証を実施し、登録証を発行しました。

くのISO友の会会員からご紹介やご推薦を受けて、贈呈

サービス（申込先info-g@jaco.co.jp）を、さら

以来4,000超の組織を認証してきましたが、そのうち300

しました。

に充実いたします。規制や規格の最新動向を入

を超えるお客さまが10年以上継続して認証を維持され

手する身近な手段としてご活用ください。加え

ています。この度JACOは、10年以上認証を維持されて

記念の社会貢献事業が、ISO友の会と会員組織の企業
価値向上の一助となりますことを祈念いたします。
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審査部長就任にあたって

複合マネジメントシステムを目指す

取締役審査部長

審査部グループ長

小西  新一

高松  泰

はじめまして。昨年12 月、審査部長に就任致しました

私どもも皆様方からいただくご意見やご要望を真摯に

小西です。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、
今、

受け止め、それを活かす事で、より一層、認証業務の改

100 年に一度といわれる大不況が全世界を覆い、皆様方の

善に取り組んでいきたいと考えております。

企業・組織でも、日々その経営に大変ご苦労されている由、
ご心配致しております。そうした影響は、私どもJACO

品格ということ

にも非常に強い逆風となって吹き及び、より一層、経営

私ども認証機関は、ISO/IEC 17021 に従って十分な

のマネジメントを改革・改善し、皆様と共にこの試練を

力量を持つ審査員を持たなければなりません。指針JIS Q

乗り越えてゆかねばと強く感じています。

19011 では、マネジメントシステムに関する知識および

お客様
（利害関係者）
からの声

技術の前に、備えていることが望ましい個人的特質を記

現状の課題と今後の展開

環境

安全

品質

情報

組織の経営
経営目標
環境

安全

品質

情報

マネジメントシステムは取得保持ではなく、本来の目
的である経営システムとして成果が出る仕組み、つまり
有効性が求められています。更に経営システムの総合的
な規格への展開として、SR（CSR）
、内部統制他へ拡大さ

図1

図2

れている状況にあります。

理想のマネジメントシステムとは

述しています。私はこれまでの自身の体験から、これを

ISOのマネジメントシステムには環境、品質、労働安

私ども認証機関は、公平であることおよび公平である

品格という言葉で表現しています。審査員として必要な

全衛生、情報マネジメントシステム等があります。組織

と認識されることが必要です。その上で、審査についての

力量は言うまでもありませんが、人としてまず品格・品

にとって、これらのマネジメントシステムや他のマネジ

アンケートを始め皆様方よりいただく声は貴重であり、そ

性を備えていることが重要だと考えています。会ってお

メントシステムが混在しているのは望ましい姿ではなく、

れを今後の審査や経営に活かすよう努力を続けています。

話しをして、ああこの方はすばらしい人だと魅入られる

本来、経営システムとして一本化しているのがあるべき

審査員に少しでも近づくことが肝要です。

姿です。これらを実現するためにも「複合マネジメント

以前、経営革新推進の仕事をしていた時、非常に厳し

共通要素の統一
方針展開
文書管理
内部監査 他

システム構築」を目指す意義があると考えます。

理想のマネジメントシステム
（MS）
への道程
①MS規格の共通要素を統一化する（図1）
②MS規格の改善プロセス、PDCA（方針、目的・目標、
運用管理、監視測定、内部監査、MR）を統一する
③既存経営目標との統一（図2）

共通要素の統一化、
改善プロセスの統一化のための工夫

い方の指導を受けたことがあります。その際、宿泊先選

私ども認証機関として、規格要求事項について厳然と

定にあたっても慎重を期し、顧客満足度の高い、ある和

守らなければならないものは厳格に審査してまいります。

風旅館をご紹介致しました。例えば、エレベーターの中

加えて、顧客満足の得られる有効な審査、経営に資する

にさりげなく置いてある椅子にも身体の不自由な方や足

審査に引き続き注力していきます。価値ある審査員によ

◆全体最適化による経営上のメリット

●「認証範囲」
「活動体制・単位」を統一する

腰の弱いお年寄りへの配慮があったり、お一人おひとり

る価値ある審査を通じて、価値ある認証機関であること。

● 経営課題とISOを融合することができる

●「文書管理」
「力量/教育訓練」
「コミュニケーション」
「是

が好きな時に炊き立てご飯を味わえるよう、小さなミニ

これが私の今年のポリシーです。

● 各マネジメントシステムにおける個別の目的・目標達

お釜まで作ったりされていました。接客にあたる従業員

● 価値ある審査員（人財）

成よりも一つの経営課題の解決達成の方がより高い有

●「内部監査」を同一ルールの下に同時に実施する

に女将の考えが浸透し（トップダウン）
、従業員が受け止

● 価値ある審査（仕事）

効性が発揮できる

●「マネジメントレビュー」を複合MSで同時に実施する

めた客からの要求や注文等は確実にトップへ上がる（ボ

● 価値ある組織（会社）

トムアップ）
。全てに心配りが行き届いています。そんな
旅館でも、後日、女将に聞くと、多くの指摘をいただい

おわりに

複合化のメリット

◆業務の効率化・管理のスリム化
● 文書、記録の作成等、共通化によってシステムを簡素化

できる

●「管理責任者」
「MS推進事務局」を統一する

正処置」のルールを統一する

まとめ
今回、お客様の経営にとって、より高い有効性が発揮

たそうです。その女将がこう言いました。
「私どものよう

この未曾有の危機を乗り切り、ピンチをチャンスに変

なお客様商売では、むしろいろいろとご指摘をいただく

えるために、経営のマネジメントシステムはより有効に

方が返ってありがたいのです。ともすれば独りよがりに

機能しなければなりません。経営の改革・改善を進め、

● 受査側の拘束時間が短縮される

なって、自分勝手な押し付けをしている場合も多いので

経営目標の達成にEMS やQMS、その他のマネジメント

● 受査側の複合化対応人材の育成ができ、効率化できる

す。だからお客様から注意をいただけるのは大切なこと

システムが果たせる役割はもっともっと大きいと思うの

● 一回の審査で複数のマネジメントシステムの受査がで

で、それを改善してゆくことが今後に繋がるのです。う

です。皆様との共生を目指し、私ども認証機関も一層の

るさいなどと思いません。むしろ怖いのは、何もおっし

努力を続けてまいりますので、今後とも、ご指導・ご支

◆従業員意識の融合

によって審査方法が異なりますので、お気軽に営業部門

ゃらずに二度と利用していただけないお客様の方です。
」

援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

● 共通のルール、目標化で全従業員の意識が統一される

にご相談願います。
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● 管理責任者1人化、事務局1人化他複合化によるスリム

●「最高経営層」
「方針」を統一する

化ができる

きる、結果として費用の削減が期待できる

できる「複合マネジメントシステム」を提案いたしました。
まず始めてみませんか「複合化」の方向を。組織の部
門間の垣根を取り除く良い機会になるかもしれません。
完成された複合マネジメントシステムでなくても審査
は可能です。お客様のご要望に合わせてご対応させてい
ただきます。但し、お客様のマネジメントシステム条件

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2009 
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JACOの食品安全審査について

しての重要な位置を占めてくると考えています。また、
食品流通における安全確保のためのトレーサビリテイシ

おわりに

ステムも強い社会要求となっています。従って、JACOと

消費者に安全で喜ばれる食品を継続的に提供し続ける

しては、このような一次産業および流通業に整合したシ

ことができる食品安全マネジメントシステムであり、経

ステムプログラムが必要と考えています。

営者が望まれる組織改革も継続的に進められる有効な審
査を提供できるように、JACOは努めてまいります。

食品安全審査センタ長

小平  積
JACOの食品安全審査の特徴

はじめに
JACOは2005年に認証活動を開始し、認定機関JABお
よびUKASより認定を受けて、昨年の7月に食品安全審査
センタを開設、現在、積極的に審査を続けています。今回、
JACOの食品安全審査における基本的な考え方、特徴点を
述べたいと思います。

経営者が望む会社変革
組織のシステム改善を有効に実施する機会となるように

ばれる品質を持った食品であることは、切り離せないも

経営者が求める組織の活動が、FSMS上のパフォーマンスと整合しているかを審査を通じて確認し、

のと考えます。但し、ISO 22000への要求事項を超えて

そのギャップを改善点として提案する。

審査するということではありません。

組織にあった、
マネジメントシステムの構築を
ISO 22000の特徴のひとつとして、前提条件プログラ
ムが要求事項としてあります。

ての目的があって実行されます。その結果として、組織

考え方を持って審査に望むのではなく、組織業務形態や

には何らかのシステム変化が生じます。その変化は、経

フローダイヤグラムの実態に即した内容であるかどうか

営者が望む方向であって有効なものであることを、JACO

で判断されるものと考えています。

全衛生マネジメントシステムにおいて、経営と一体化し
たシステムであることをベースとした審査を実践してき
た遺伝子を、食品安全審査にも受け継いでいます。

リスク管理としてのISO 22000を
補完するISO 9001の導入を
品関連組織の方がISO 22000 を導入される場合は、これ
までの実績を踏まえて、有効な親和性のよい審査を提供

向性、重要課題等を把握し、マネジメントシステムを審査

します。特に、ISO 22000は、決定された仕様に基づき

する過程で有効であるかどうかを確認していきます。そ

安全な食品を提供できるシステムを構築し実施すること

の中で、経営上の方向性とギャップ、改善点を提示する

が基本となっています。これに、
食品仕様を決定する設計・

ことで、有効なシステム変更の機会として提案します。そ

開発プロセスへの要求事項を含むISO 9001との複合シス

の結果、経営者の望む変革が実現できると考えています。

テムとすることにより、より強固な食品安全マネジメン

ISO 22000は、食品の「安全」に特化したマネジメン
トシステムでありますが、顧客のニーズ（当然、安全も
含まれています）にあった食品「品質」としての適切性

サプライチェーン

経営層
審査結果としての
FSMS上の改善点
の提案

経営上の課題等の
抽出

JACO

z
【狙い】
x, y, z軸方向へ
レベルアップ
（相乗効果）

組織の活動

考えています。
y

今後は、一次産業、流通業界と
タイアップしたプログラム開発を
現在、ISO 22000 の取得企業は、食品のサプライチェ

事項の適合性および有効性と整合して、品質上の要求事

ーンの中で加工食品メーカー及び食品流通組織が中心と

項に対して適切であることも重要と考えます。組織が、

なっています。今後は、これら加工食品メーカーおよび

消費者へ提供する食品が安全であることと、消費者に喜

流通組織へ原料供給している一次産業組織が食品安全と

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2009

利害関係者

トシステムを構築し組織のリスク管理の強化が図れると

を切り離せない要素と考えます。ISO 22000の規格要求

10 

外注先
（一次生産）

既に、他のマネジメントシステムを構築されている食

具体的には、トップインタビューを重視し、組織の方

食品の安全と品質は切り離せない

外注先
（二次生産）

客

組織のサプライチェーンにおける位置づけ、対象となる
食品と個々の組織の状況によって変わります。典型的な

JACOがこれまで審査機関として、環境、品質、労働安

顧

これは、他のマネジメントシステムにない要素ですが、

経営者がISO 22000 を導入する場合、個々の企業とし

は基本と考えています。

組織の活動

エンドユーザー

組織の活動
x軸：FSMS（ISO 22000）
y軸：製品 /安全（ISO 9001）
z軸：経営者の求めるパフォーマンス

x
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環境報告書とISO環境マネジメント

ますます広がりつつある
環境に配慮した温泉宿泊施設

開発認証部長

取締役開発営業部長

結城  正吾

豊田 和行

ISO 14001成果と今後
ISO 14001 が制定（1996 年9月）されてから約13年が
経過し、受審組織も国内では既に約20,000 件（2008 年3
月JAB登録）を超えている状況です。
ISO 認証を取得する背景や理由は様々ですが、多くの

出権取引、カーボンオフセット、CDM、環境効率、環

株式会社ジェイティービー（ JTB）様と契約する全国

境ボランタリー活動など、新しい外部的環境ニーズに対

約4300の宿泊施設が加盟する「JTB協定旅館ホテル連盟」

ルに「e」マークが付され、環境配慮をアピールされてい

応するための新たなEMS 活動が期待されます。

様が、創立50周年の記念事業の一環としてISO 14001 の

ます。また昨年の秋に「eco旅紀行」として団体向けに商

グループ認証取得を呼びかけられて現在に至っています。

品化が行なわれ、環境配慮を目的とした法人需要がター

環境報告書とEMS

環境配慮への取り組みは、資源やエネルギーの効率利

今後のEMS 活動の更なる向上のためには、外部の環

用を通じたコスト削減が経営体質強化につながるととも

組織では、廃棄物削減、大気環境負荷低減、資源節減、

境ニーズの入手、評価導入が重要になってくると思われ

に、観光地としてのイメージアップやマーケットへの訴

環境配慮設計の推進による低負荷型製品・技術の開発な

ますが、環境報告書による環境活動の情報開示は外部情

求効果の向上が期待されています。

ど、大きな成果が得られました。特に、EMS による環境

報の有力な入手手段の1つです。
図1は環境報告書とEMS 活動との関係を示したもので

ジメント）の一環として組み入れられるようになり、組

すが、環境報告書の内容はEMS活動の結果情報が総括的

織間の経営的連携の上でもEMS 導入の価値が高まりまし

に纏められたものであり、EMS活動と環境報告書とはシ

2006 年7月の滋賀・琵琶湖地区、天橋立・宮津地区を

た。さらに、環境に配慮した製品開発という面では設計

ームレスな関係にあります。すなわち、EMSでは環境方

皮切りに現在33 組織（40施設）が群審査にて認証取得さ

者が環境に関与する機会が多くなり、意識が大きく変化

針、目標、計画、活動結果とその対応などが求められて

れています。

しました。また、市場もそのような製品を選択的に購入

いますが、
環境報告書においても同様に求められています。

するような状況に変化しつつあり、今後のEMS 活動の継

これまでの環境報告書は作成・公表が主たる目的でし

取得する組織においては、もはや「なぜ」
、
「なんのために」
の議論はありえません。しかし、既に認証取得し、更新

査方式が採用されました。

には、ステークホルダーとの連携による外部情報の入手ツ
ールとして位置づけられるべきです。
今後は、EMS活動や環境報告書による情報開示ならび

を繰り返し、初期の目的をほぼ達成した組織においては、

にステークホルダー等社会ニーズの反映が1つのシステム

次なる活動目標の設定やより高いレベルのEMS 活動が今

として機能することが、効果的なEMS 活動へつながるこ

後の課題となります。これまでの紙・ごみ･電気といった

とになるでしょう。

いわゆる内部的な目標達成のためのEMS 活動では、その

川湯温泉地区
●温泉浪漫の宿 湯の閣
●御園ホテル
●川湯観光ホテル
●川湯第一ホテル忍冬
●川湯ホテルプラザ

内でグループ（群）を形成し、認証取得に取り組む群審

たが、これからは内容の充実が求められます。そのため

以上のようなこれまでの多くの実績から、今後、認証

ゲットとされています。

認証審査は、人材やコスト面の効率化を考慮して地域

活動（以降 EMS 活動）がSCM（サプライチェーンマネ

続性が期待できます。

JTB様発行の時刻表にはISO 14001取得の旅館やホテ

天橋立・宮津地区
●文珠荘
●茶六別館
●清輝楼
●天橋立ホテル
●橋立ベイホテル
●佳松苑

花巻温泉郷地区
●志戸平温泉
●花巻温泉
●山の神温泉 幸迎館
●大沢温泉 山水閣
●新鉛温泉 愛隣館

滋賀・琵琶湖地区
●びわ湖花街道
●グランドデュークホテル
●琵琶湖グランドホテル・京近江
●びわこ緑水亭
●暖灯館きくのや
●浜湖月
●北ビワコホテルグラツィエ

湯西川温泉地区
●本家伴久萬久旅館
●伴久ホテル
●山城屋
●かめや平家の庄
●彩り湯かしき花と華

JACOはセミナー等を通してお客様への環境報告書の普
及拡大を図り、また、審査事業を通してEMS や環境報告

限界が懸念されています。
企業を取り巻く環境ニーズは時々刻々と変化してお

書の質的向上に協力していきます。

り、例えば、最近話題になっているカーボンラベル、排
EMS
ISO 14001
第三者審査・認証

環境情報の発生…
排出権取引
● 環境配慮製品
● カーボンフッ
トプリント
●

環境報告書

社会的環境ニーズ…

図1
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2009

ステークホルダー…

報告書第三者審査

外部ニーズを反映した方針、…
目標による新たなEMS
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情報開示

EMS活動と環境報告書

南紀勝浦温泉地区（推進中）
●ホテル中の島
●ホテル浦島
●かつうら御苑
●ホテルなぎさや
●勝浦観光ホテル

下呂温泉地区
●水明館
●湯之島館
●紗々羅
●望川館
●木曽屋

図1

JACO群審査によるISO 14001認証取得
  および取得中の旅館・ホテル
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2009 
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SEMINAR
単色指定：ＤＩＣ２１６（１３版）…

掛け合せ指定：黄５０％＋青１００％…

2009 年上期スケジュール

JACO セミナー詳細情報は『JACO ホームページ教育・研修（セミナ－）』
http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。

I N F O R M A T I O N

「予防処置の効果的な実施」について座
学による講義方式だけでなく、演習やケ

【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日

東京
大阪

【CEAR承認】EMS審査員
資格拡大研修コース 3日

東京
大阪
東京
大阪

【CEAR承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1日

ーススタディを盛り込んだ実践的な内容
です。

掛け合せ指定：黄8０％＋青１００％です…

ン

す。このような状況の中、マネジメント

の状況、EU 行政当局の考え方や、ISO

部監査員を養成します。

システムを活用し、組織のプレゼンスの

14005 のモデルとなった英国規格 BS

向上を図ることができる要員の確保がま

8555 とその第三者確認制度について紹

すます重要となってきています。JACO

介するとともに、ISO 14005 の最新状

では、このような要員を育成するのに最

況と動向について解説します。また国内

ください。
また JACO セミナー詳細情報は
『JACO ホームページ教育・研修（セミ

入門コース 1日

ISO 9001:2008 追補改正並びに
CPD に関心のある方へ

環境側面と環境影響
評価研修コース 1日
経営者・管理者
コース 半日

,ISO 9001:2008 追補改正の
解説コース
本セミナーでは、追補改正の目的であ

定価／ 2,205 円（税込み）
体裁／ A5 版 406 ページ

環境法と関連
地方条例の
解説 1日

1993 年の「環境基本法」に引き続き、
2000 年には「循環型社会形成推進基本
法」が制定され、容器包装、家電リサ

【2009年度】
環境審査員
CPD

1日コース
および
5時間コース

ナー）
』http://www.jaco.co.jp/seminar

る ISO 9001 の規格本来の意図が正しく

イクル法などの 7 つの個別法が入ってお

をご覧ください。

理解され活用されることを推進するため

り、
『地球環境』の観点から包括的に企

中小規模組織が取り組み易い
ISO 14005 EMS解説コース

に、追補改正事項を判りやすく解説しま

業活動を捉え、対応を迫るものといえま

経営から捉えたEMS有効活用

す。CPD（継続的専門能力開発）にも

す。これら『地球環境』問題の対応に伴

変化に対応したセミナーのご紹介
JACO では、環境、品質、情報セキュ
リティ、労働安全衛生、食品安全など数
多くのセミナーを規格の変化、社会的な
動向を先取りし皆様のニーズに沿って開
講しています。

ご活用いただけます。
,QMS審査員/審査員補レベルアップ

CPD③コース

本セミナーは、ISO 9001 審査員 / 審

点の規制まで、
『すぐ役立つ』ようにわ
かりやく記述していますので座右の解説

査員補の方々を対象に、品質マネジメン

書として最適の 1 冊です。

に旬なセミナーです。なお、詳細につき

トシステムに関する知識や審査技術の向

詳細情報・お申し込みは

ましては JACO ホームページをご覧く

上を目的としたセミナーです。
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「顧客関連プロセスの構築と運用」や

複合マネジメントシステム
構築Q/Eコース 1日

内部監査員
養成コース 2日

つあります。

今回ご紹介しますのは、その中でも特

ださい。

1日コース

い環境法は加速的に変更され、増加しつ
本書では、環境法の成り立ちから現時

http://www.jaco.co.jp/seminar/s_03.
htm をご覧ください。
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概要、詳細内容、申込などは http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。
また、都合によりセミナー開催スケジュールが変更する場合がありますので上記 HPでご確認お願いします。
● 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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株式会社 日本環境認証機構
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マ
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4月

開 催 日
6月
7月

名古屋
福岡

単色指定：ＤＩＣ２１６（１３版）にちかいのは…

はじめに NEWS & REPORT 1

開催
場所

品

2009年もJACOセミナーを
ご活用ください

コ ース

【お問合せ先】
E-mail : info-g@jaco.co.jp

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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CUSTOMER VOICE 1

CUSTOMER VOICE 2

大宇ジャパン株式会社

エア21車検グループ

ISO 9001を有効活用した
自動車整備業の取り組みについて

ISO取得にあたって
IT/ 電子営業チーム

株式会社 損保ジャパン代理店サポート
カービジネス事業部 東京グループ 課長

村串 涼子

平野 幹夫

様

会社紹介
大宇ジャパン株式会社は韓国
の DAEWOO I N T E R N AT I O N A L

たそれを数値化して管理するにはどう

たが、よい指導を受けたのだと肯定し、

すればよいのかという点において頭を

再度マニュアル・規定を全て洗い直し

悩ましました。

ました。

様

はじめに
エア 21 車検グループは、自動車整

2．力量、教育・訓練および認識
当グループでは、人材育成を重点課
題と位置づけています。集合型の研修

結果、製造に関しては「エコ製品の

その後二回目の内部監査を終え、本

備事業者によるボランタリーチェーン

CORPORATION の日本法人として、

取扱いを伸長する」
、物流に関しては

審査を迎えた結果大きな問題もなかっ

です。現在約 200 社が加盟し、2006

「ISO 管理責任者研修」
、
「検査員・メ

日韓の貿易をはじめとし、全世界 100

「環境活動評価ランクの高い業者を選

たため安心して判定結果を待っていま

年 9 月に ISO 9001：2000 をグループ

カニック向け研修」
、
「フロント・営業

余りの海外グループネットワークを活

定する」という取組みを目標に設定し

した。

で認証取得しました。

向け研修」を開催し、それぞれの力量

用し世界各国と多様な取引を行ってお

ました。

ります。
主に鉄鋼・金属・電子・IT・化学・自
動車部品・機械・繊維などの幅広い製
品及びサービスを提供しております。

ところが、認証登録判定委員会の判

車検という商品は、そもそもお客さ

また、直接的な取組みとしては事務

定は保留でした。目標設定をより詳し

まの購買意欲が「低い」もしくは「無

集合型研修とは別に、定期的に本部

所内での紙、ごみ、電気の削減を目標

くする必要があったため、目標設定を

い」商品です。また、価格や作業内容

事務局担当者が各社を訪問し、個別の

に設定しました。

再検討し、再度委員会に提出しました。

も不透明であると言われており、お客

研修やコンサルティングを行い、更な

そしてようやく ISO 14001 の認証を

さまに満足していただくのは難しいと

るお客さま満足度の向上を目指してい

言われています。

ます。

目標設定後、内部監査教育としてコ

国際的な取引を行う総合商社として、

ンサルタント会社による講習会を受講

車検完了時、お客さまに「ハガキア

問い合わせの電話をする「電話応対診

評価していただきます。ハガキは本部

取組みを進めていくうちに、今まで

することにより、今以上に「お客さま

断」も行っております。各社の電話応

事務局にて集計・分析し、各社にフィ

語や難しい表現などが多く苦労もあっ

環境問題にそれほど関心を持っていな

に選ばれる会社」になれると考えてい

対力を点数化、強み・弱みを分析する

ードバックしています。

たようです。

かった社員一人ひとりにも環境に対す

ます。

ことにより、電話応対力のスキルアッ

の認証を取得するにいたりました。

名は韓国人でした。そのため、専門用

弊社は商社であり、実際に製造や物

全てが始めての試みで、見よう見ま

流に直接携わることはありませんの

ねの手探り状態からはじめ、これで大

で、目標設定の段階で非常に苦労をし

丈夫なのかと不安になることも何度も

ました。商社としてどの程度まで製造・

ありました。

社員の意識の変化

る意識が高まってきたように感じられ
ました。
こうした意識の変化が、会社の中だ

取組みのポイント
1．品質目標

最近のお客さまは、
「整備技術力」

プを図っています。

はもちろん、
「接客応対」や「代車」

3．顧客関連のプロセス

に満足度のポイントがあるようです。

お客さまから車検を受ける際は、細

6．改善
各社で発生している不適合は、主に

けではなく、個人個人の生活の中でも

品質目標は統一の品質方針に基づ

かい情報収集が必要です。例えば、

第一回目の内部監査はコンサルタン

無駄な電気は消す、エコバッグを持ち

き、各会社において個別に設定して

◉車輌は引き取りか？来店持込か？

トに同席して

歩く、公共交通機関を使うなどといっ

います。品質目標には不適合やクレー

◉代車は必要か？ MT 車か AT 車か？

前者の場合はいわゆるヒューマンエラ

もらい、どう

たエコ活動につながっていくのではな

ム、顧客満足度に関する目標を含める

◉納車の希望日は？

ーが多いので、原因の特定などには苦

にか無事に終

いでしょうか。個人で行うエコ活動

よう、枠組みを規定しています。また、

◉洗車は？オイル交換は？ などなど

労しています。後者のケースは応対者

えることがで

の効果は微々たるものかもしれません

品質目標を達成するため、全従業員に

これらの要望をしっかりと聴き、漏

のモチベーション維持と教育・訓練が

きました。

が、企業が社員の意識を改革したとい

個人目標を設定することによりモチベ

れのないように点検・整備・検査をす

う点においては大きな成果があったと

ーションの維持、向上を目指しています。

ることが「最低基準の品質」と考えて

そして、緊
張しつつ迎え
た初動審査の
結果は、マニ
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アンケート」を展開しています。

ヒントが多数あり、それらを有効活用

人であるため、受講した 5 名のうち 4
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当グループでは、
「お客さまハガキ

ンケート」をお渡しし、利用満足度を

要であると考え、国際規格 ISO 14001

▲登録証をもつ大宇ジャパンの代表取締役

5．顧客満足

また、お客さまとして、抜き打ちで

しました。弊社は社員の過半数が韓国

物流に介入することができるのか、ま

取得するにいたりました。

アップを図っています。

ISO 9001 には、これらを解決する

地球環境保全に取り組むという事は重

構築から取得まで

として「経営者全国会議」
（左下写真）
、

朴 省顯 様

思います。

会社の今後について

います。

4．顧客の所有物
車検の場合、お客さまの「お車」が
「顧客の所有物」になります。

「作業ミス」と「接客応対の不備」です。

欠かせないと考えています。

今後の展開について
刻々と変化するお客さまの期待やニ
ーズ、またハイブリッド車や電気自動

ュアル・規定

大宇ジャパンにおいても、地球環境

車に対する整備技術の向上、更には環

の表記に関す

に優しい製品の取扱いを展開し、日本

汚さないためにシートカバーやフロ

境への対応などが当面の課題と考えて

る部分で沢山

のみならず世界において、エコ活動に

アマットを装着したり、キズなどを付

います。ISO 9001 を有効活用し、グ

の指摘を受け

どんどん取組んでいくことを期待して

けないようフェンダーカバーの装着を

ループ一丸、取り組んでいきたいと思

てしまいまし

おります。

規定しています。

います。
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CUSTOMER VOICE 3

CUSTOMER VOICE 4

株式会社サポート・システム

電鉄商事株式会社 開発部DTSコミュニケーションズ

ISMSから広がる可能性

労働者派遣では、
日本初。
「ISO 22000認証取得」

人と人とのコミュニケーションを広げる環境創造者であり続けるために
情報セキュリティマネジメントシステム管理責任者

企画開発室 課長

井上 祐介
はじめに

天羽 里美

様
く、安全衛生のプロを目指すべく国家

様

はじめに

資格である第一種衛生管理者を食品安

てステップアップするために、ISMS
を構築しようということになりました。

消費者の食品に対する関心は、食の

全チーム全員が取得し、ほぼ 1 年間を

電鉄商事株式会社は、昭和 35 年創

安全･安心を根底から覆すような食品

かけて ISO 22000 の構築と運用を行

立以来、建設・鉱山・鉄道・工場用資

業界のさまざまな諸問題により、今ま

いました。取り組み内容は、派遣スタ

▲本社

材ならびにプラントの販売を全国的に

ISMS を構築するにあたり、一番心

で以上に高まっています。食品業界は

ッフの採用・教育・フォローの流れを

られています。また、当社では、メン

行っており、さらに I T という時代的背

がけた点、それは ISMS プロセスに適

もちろんのこと、小売業を含めた食品

フローダイアグラムで表し、それぞれ

タルヘルス･ケアシートを用いて、一

景の中、2004 年 2 月に I T サービス提

用される PDCA（Plan、Do、Check、

流通全般においても食の安全･安心を

の工程（プロセス）をハザード分析・

人一人の派遣スタッフのこころのケア

供業務を事業内容とする「DTS コミュ

Action）モデルを採用し、ISMS だけ

保証するシステムをいかに構築してい

評価・検証等を実施しました。

も推し進めています。

ニケーションズ」を神戸に設置し、事

ではなく、その他の関連業務にも積極

業展開を計っております。

的な水平展開を行うことで、更なる業

くかということが、企業の存在にも関
わる課題となっています。
食品製造派遣、コンビニやフード・

重要管理点【CCP】として、
「①面
接ヒアリングの徹底、②体調不良の届
出、③定期検便の実施」の 3 項目を明

食品関連業界に向けた取り組み

今回は、全社の中でも顧客預かり情

認証取得に向けて

務効率化を図り、�地に足のついた取り

当社は、コンプライアンス重視を経

報のボリュームが著しく多い部門であ

初年度から目指すことは非常に難し

組み� を目指すことでした。

食品販売などの流通派遣をメインに、

確化しました。また、それに次ぐ管理

営方針で全面に打ち出し、全社員に

る、DTS コミュニケーションズのみで

全国主要都市で人材派遣業の事業展開

点【O-PRP】として、
「④食品安全の

徹底させ、
「第三者または第三者機関

の ISMS 認証取得を目指すことになり

い目標だったのかもしれませんが、形

をしている株式会社サポート・システ

教育、⑤入職前の検便実施、⑥入職チ

に評価される、認められる会社を目指

ました。組織のスタッフは 12 名、平

ばかりのマネジメントシステムは構築

ム〔本社：大阪市北区〕は、2008 年

ェック、⑦健康状況の報告、⑧フォロ

す」ことをスローガンに、2006 年 9

均年齢 30 代前半という、小規模で若

する必要は無いというのが当組織の考

10 月 10 日に株式会社日本環境認証機

ー教育」の 5 項目を挙げ、全部で 8 項

月に労働者派遣ではきわめて稀な ISO

い部門です（2009 年 03 月現在）
。

えです。初めから業務改善を意識した

構（JACO）より、ISO 22000【食品

目を監視モニタリングの対象として記

9001【品質マネジメントシステム】

安全マネジメントシステム】の認証登

録に残しています。

を認証登録しました。また 2006 年 4

録を受けました。

運用までの道のり

特に、入職前の検便や定期検便実施
で記録する検便管理台帳、面接ヒアリ
ングの際に記録する健康チェックシー

認証取得に至った経緯

構築を目指しました。その甲斐もあり、
審査では、セキュリティ対策が業務プ

▲開発部DTSコミュニケーションズ

ロセスの改善に寄与できていた点をグ

業様からもお問い合わせがあり、評価

それはお取引先企業様からの要請でし

ッドポイントとして評価していただき

が上がったようです。

構築した食品マネジメントシステム

た。当時は、まだプライバシーマーク

ました。

月には、併せてプライバシーマークの
使用許諾を受けています。

当組織が ISMS 取得に至った経緯、

目には見えないところで信用されて

2007 年 9 月より、社内で｢食品安全

トやヒアリングシート、食品安全教育

はまだ運用が始まったばかりで、現場

や ISMS 等のセキュリティへの取り組

チーム｣を発足させて【食品安全マネ

シートなどを、それぞれスタッフの採

で機能しないマネジメントシステムは

みに関する客観的な証明が無く、受注

ジメントシステム】に取り組み始めま

用･教育･フォローのフローダイアグラ

意味がありません。そのために、社員

の機会を失ったのがきっかけです。ま

2008 年 3 月に認証取得をした以降

した。チームの食品に対する意識は高

ムに沿って情報収集しています。

全員が食品安全に対する意識を常に高

た、当組織の急激な成長で社員数が増

の主な取り組みとして、以下の 2 点が

その中でもメン

く持ち、PDCA サイクルを実践するこ

えてきたということもあり、企業とし

挙げられます。

タルヘルス･ケア

とで他社にはないスパイラルアップを

については、健康

目指していきます。

▲食品安全教育

18 
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▲情報セキュリティ基本方針 ポスター

認証取得後の取り組みと変化

いたり、実は放置していれば重大な事
件事故に繋がっていたことも未然に防
止しているのかもしれません。

目指すところ

●二者監査を二度にわたって実

今後は ISMS をきっかけとし、顧客

施し、ISMS 自体のシステムの

接点の強化・業務の改善・お客様をは

向上

じめとするステークホルダーへの信用

チェックと併せて

今後も、労働者派遣では日本で初め

契約更新時に実施

ての ISO 22000 認証登録企業として

●アセスメント時に気付いた業

信頼の構築をこれまで以上に目指し、

します。厚生労働

食品関連業務に携わる派遣スタッフの

務改善点を、ルールや統一フ

「セキュリティ ! ! セキュリティ ! !」と、

省が行った調査で

食品安全教育を徹底すること、食品安

ォーマットで解決

単に厳しくストレスばかりの ISMS を

は、日本人の15 人

全に危害を及ぼす原因を予防･排除に

結果として、まずは一番嬉し

構築するのではなく、
「気付けば ISMS

に 1 人 の 割 合 で、

努めることで食品の安全･安心なもの

いことなのかもしれませんが、

に取り組んでいた」
。そんな、自然で

うつ病にかかるお

づくりをサポートしていきたいと考え

ISMS の認証取得をきっかけと

違和感のないシームレスな運用を目指

それがあると考え

ています。

して受注が増えました。取引企

したいと思います。

▲審査風景
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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

8 番出口前

コマツビル

● 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

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
●京阪電車 中之島線 渡辺橋駅下車
徒歩4分

東京三菱UFJ銀行

■審査部
堂島ホテル
堂島川

阪神高速環状線

審査管理グループ

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

東京
関西

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

■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

毎日新聞

三井生命

徒歩 5 分
南北線 札幌駅下車 徒歩 4分

●JR 札幌駅下車

札
幌
駅

札幌西武
みずほ銀行

第一生命
道庁
イチョウ並木

エ
ス
タ

読売新聞

交通案内
● 地下鉄

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

■審査日程調整にかかわる事項に関することは…

● JR東西線

TEL. 011-232-1722
FAX. 011-232-1733

TEL.03-5572- 1 722 FAX.03-5572-1733
TEL.06-6345-1 73 1 FAX.06-6345-1 730

JTB
イチョウ並木

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

■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
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

FAX.03-5572-1757

毎年桜が咲くと、心が暖まり頑張る力が湧いてきます。日々忙しく過ぎる中

編集… で、ふと足をとめて木々や草花をみていると、穏やかな気持ちになります。
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
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

FAX.03-5561-9700

駅

沢

金

JR

自然が持つ力に、癒され助けられていることを感じると同時に、今ある環
境を守り、失いたくないと強く思います。CS センタは、みなさまの思いに
耳を傾け、共に考え、少しでもお力になれればと思っております。みなさま
のご活躍を心よりお祈りしております。
（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/

●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。

