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JACOは昨年11月16日に創立15周年を迎えました。

式会社ではありますが、機関の意義・使命は地球環境負

1996年9月にISO 14001が発行されましたが、これを

荷低減やエンドユーザの満足を提供する会社、すなわ

見越して2年前の1994年にJACOは設立されました。

ち社会貢献を目指した会社であります。

以降、品質マネジメントシステム、労働安全マネジ

ではどのような方法で貢献するのかですが、電機・電

メントシステム、情報セキュリティマネジメントシステ

子業界の保有する環境技術やノウハウを審査を通じて

ム、食品安全マネジメントシステム、そして直近では

テクニカルトランスファーするというものです。

ISO 14005準拠
「段階型環境マネジメントシステム」など

これらのことを活かしつつ、今日目指している
「お客

ISOマネジメントシステムの認証業務を主体に事業展開

様に満足いただける審査」に当てはめて表現し直してみ

してきました。

ますと、

お客様の数はISMSのお客様を含めて約4,500組織
（重

総務部長 兼 環境安全室長 斉藤 康夫 様

考

下井 泰典

2 ISO 50001エネルギーマネジメントシステム

営業部 部長

ご担当
部署名

代表取締役社長

永田 宗一

サービスを目指して！…………………………………………… 8

会社名

株式会社日本環境認証機構

検査登録業務開始… ………………………………………… 6

3 お客さまによろこんでいただける

所

おかげさまで創立15周年を迎えました

下井 泰典

代表取締役社長

複あり）となります。
創業時には 17人でスタートした JACOも現在では約

に満足していただき、さらにはこの組織の周りのエ

140人となり、グループ会社 3社
（
（株）ジェイコマネジ

ンドユーザの方々や取り巻く地球環境に対して満

メントシステム、
（株）日本情報セキュリティ認証機構、

足を与えるという社会貢献を目指したものでありま

（株）JACO CDM）を含めると約240名になりました。こ
れもひとえにお客様のご理解とご支援の賜物と感謝申
し上げます。
ここでは、創立時を振り返りつつ、今目指している

;JACO SEMINAR

２０１０年もJACOセミナーをご活用ください……………… 14

会社名

我々のサービスは、審査を通じて直接的には組織

方向について語ってみたいと思います。
先ず、設立時の趣意書の文面（原文のまま）を紹介し
ます。

す。
このときの審査姿勢として、機関としての意義や
使命やサービス業のあり方について認識し、人とし
て常に努力し、成長し、お客様に満足していただく
という心意気を持って審査に当たっています。
そのためにも、組織との密なコミュニケーション
によりお客様が求めておられることや期待されてお
られることの理解から始まります。

ご担当
部署名

備

考

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

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。

表紙

タモン湾の休日
（株）
日本環境認証機構 財務センタ

BCSD（持続可能な開発のための経済人会議）の趣
齋藤 しのぶ

昨年秋、GUAMで休暇を過ごした際のプライベートビーチからの撮影です。
手前浅瀬では、足下にたくさんの小魚が集まり、海にあまり縁のない私には感動の出
来事でした。ビーチにあがりふと水平線のかなたを眺めると、青のグラデーションが
なんと素晴らしかったことでしょう。大きく深呼吸したひとときでした。
■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。
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旨に沿い、企業の地球規模の環境保護活動を積極的
に支えていくために、環境管理システムの早期導入
が検討されている。
電機・電子関連企業10社は、環境保全に係る貴重
な経験と良質な人材及びノウハウを環境管理シス
テムの有効活用に生かすため、日本初の認証機関
『JACO』を本年11月に設立する。

このような心積もりで審査に臨んでおりますが、ご
期待に沿えているでしょうか？
是非ともお客様の側からもご意見等を頂戴できれば
幸いですし、審査の場面で要望として出していただい
ても結構です。
我々の目指す審査は、
「審査の有効性」であり、
「お客様
に満足していただく審査」であります。そして、ISOマ
ネジメントシステムを組織経営に役立つツールとして

この趣意書の通り、私どもはサービスを提供する株

ご活用いただく審査を今後とも目指してまいります。
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NEWS & REPORT
NEWS & REPORT

GHG（温室効果ガス）
排出量の検証について

（イ）見積り時に必要となる資料は、事業所
エネルギー監視点の位置を示す簡単な
があります。
算定組織の情報、原始伝票の管理状況

審査部 参事

岡 成一

JACO CDM

事業者

（検証機関）

図面、エネルギーの種類（特に燃料）等
（ロ）審査計画書の作成に関しては、監視・

株式会社 JACO CDM

検証プロセス

の概要（住所、名称、担当者、連絡先）

等の資料の提供が望まれます。また、
全数チェックかサンプリングによるチ
ェックかを判定するための資料を追加

契約締結

⬅

規約締結

算定報告書提出

➡

事前調査

検証計画承認

⬅

検証計画提出

追加資料の提供

➡

文書による検証

検証受査

⬅

現地検証
取りまとめ部門
（各サイト）

⬅

確認
現地報告書

で提出をお願いすることがあります。

京都メカニズムにおける検証業務

（ハ）現地検証審査においては、適用範囲を

現在、国内で実施されている検証業務は、JACO

示す公的図面、危険物関連の届出書類

GHG排出量の検証については、UNFCCC（United

NEWS No.17 で紹介しています。
〔①排出量取引スキ

等の準備が望まれます。また、日常業

Nations Framework Convention on Climate Change）

ーム ②自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）③

務におけるエネルギー管理状況の資料

が管理するCDM/JIのプロジェクト活動を対象にして、

国内クレジット制度 ④オフセット・クレジット制度

を参照します。活動量については、原

検証業務が制度として運営されています。この検証業

（J-VER）⑤東京都環境条例・排出量取引制度〕それぞ

始伝票に戻って確認することになりま

務については、UNFCCC の理事会が認定した、第三

れの制度ごとに運営ルールが定められており、国内で

す。各制度により定められた、運営規

者審査機関（DOE/AIE）が行うこととされており、審

の統一制度とはなっていません。また、それぞれの制

則、検証実施要領等に従い、検証機関

査機関の認定課程において、その機関が設定した品質

度ごとに、第三者検証機関が認定されており、認定の

はチェックリストを用意しており、そ

管理マニュアルを審査し、利害衝突の回避や契約の手

仕方も異なっています。しかしながら、検証業務に対

れを使用して検証業務を行ないます。

続き、検証審査業務内容、検証員の力量管理等のルー

する基本姿勢はほぼ同一であり、それは環境省が平成

（ニ）検証報告書については、制度によって

ルを確認しています。検証業務を担当する検証員個人

17年3月に公表している｢事業者からの温室効果ガス排出

様式が指定されているので、報告書、

の資格については、ISOのQMSやEMS審査員のよう

量検証ガイドライン｣に準拠しているからです。なお、

審査概要書、チェックリスト等はその

な公的資格制度はなく、検証機関のQCマニュアルに

この検証ガイドラインは温室効果ガス排出量算定ガイ

制度のルールに従います。

よる管理を実行している審査機関に委ねているのが実

ドラインと対で考慮すべきものです。

態です。

日本における GHG 検証の位置付け
京都議定書により、日本は1990年比6％削減（第一
約束期間2008年～2012年）というGHG排出量削減目

検証ガイドラインについて

⬇

現地報告書の
合意

審査チームの提案、
承諾
リーダーによる審査計画
提案、
承認
（リスク分析、
サンプリング等）

手順の確認、
評価基準の説明
適用範囲、
監視点の現地確認
算定組織、
ＱＡ／ＱＣの確認、
活動量の確認、
ＣＯ２算定結果
の確認、
所見事項
（是正要求）
、
改善の余地等の指摘
（検証審査）

最終算定報告書

➡

検証所見報告書
意見形成
及び判定

検証報告書の
受領

東京都の削減義務と
排出量取引制度について

⬅

検証機関内の報告書
判定委員会、
ピアレビュー等
検証機関としての決裁

検証報告書

図１ 一般的な検証プロセス

定について、検証対象業務が細分化され、それぞれに
検証主任者の設置を求めています。検証主任者や検証
担当者は東京都の講習修了者（修了のための試験があ
る）とされているので、検証機関の認定と検証員の認

東京都は条例により、GHGの一定量以上の排出事業

定を行なっていることになります。チェックリストも

試案が示され、それを基に検証業務に活用され、その

者に対してその排出量を削減する義務を課しており、

根拠とする資料の明細が示されています。活動量の証

実績を踏まえて公表されたものです。

2010年度から実施されます。東京都の制度については、

拠は取引伝票を求めていて、在庫管理を求めていない

環境省の「検証ガイドライン」は国の試行事業の中で

標が義務付けられています。この目標を達成するため

この検証ガイドラインの審議経過を見ると、ISO/

国が試行する自主参加型排出量取引制度とよく似た制

ので、購入量を基準にGHG排出量を算定することにな

に、日本政府は目標達成計画書案を作成し公表してい

IECのGuide65をベースとしたUKASのガイドライン

度ですが、幾つかの相違点があります。検証機関の認

ります。

ます。この達成計画において、温暖化対策推進法によ

やTC207（当時のISO/DIS14064）を参考とし、試行さ

り、GHGを一定量以上排出する事業者に対して、GHG

れた検証業務に取り組んだ審査機関（母体がISOシス

排出量を算定し、報告することを義務付けており、事

テム認証機関、監査法人系の審査機関）による検討が行

業者が自ら対策を講じて、GHG排出量を削減していく

われています。

ことが期待されています。このような削減活動を実効
あるものにし、かつ、その信頼性、透明性を高めるた

表1 検証の原則
公正不偏性

す。
（a）検証の原則（表1）

るとされています。ここでいう検証とは、検証を受け

（b）検証プロセス

る事業者が所定の制度におけるGHG算定基準に基づい

一般的な検証業務の流れを図1に示します。

て算定した結果が適正なプロセスを通じて適正な結果

当然ながら、契約の前には見積書の提出があり、最

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2010

最後に、JACO CDMは、検証機関として、

このガイドラインにおける検証プロセスを紹介しま

めに、第三者機関による検証を受けることが有効であ

を導出しているかどうかを評価するプロセスであり、
4 

具体的証拠により判定することです。

契約 : 検証の目的
二重責任 対象範囲
免責事項 等

終報告書の提出による検収が行われます。

独立性

追跡性

検証業務のあらゆる場面で公平に業務を進める姿勢をいい、必要
により検証機関としての公正不偏を堅持するため、外部有識者等
で構成されるチェック機能を確立する
検証機関及び検証員の公正不偏な態度の保持に影響を及ぼさない
ための経済的身分的な独立性であり、検証結果の表明に対して影
響を受ける可能 性のある算定結果について、事業者との特定の利
害関係を有してはならない
検証プロセスを終了した後に、契約から検証結果を報告終了まで、
すべての検 証プロセスを検 証機 関が定めた検 証 基 準に基づいて適
正に実施されていたことを確認可能とする

現在国内で実施されている、全ての排出量
取引制度で認定を受けており、全ての制度
での検証審査実績を有しています。EMS/
QMSのシステム認証とGHG検証
（製品認証）
とは別の審査ですが、検証業務の効率向上
を意図してシステム認証審査時を活用し、
同時に検証が実施できるように環境や品質
審査員をGHG検証員として訓練しており、
複合的な審査を実施できるように準備を進
めています。
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NEWS & REPORT 1

NEWS & REPORT 2

ISO 14005準拠 段階型環境マネジメント
システム検査登録業務開始

ISO 50001エネルギーマネジメント
システム規格化の動向

審査部

審査部

次長

永田 宗一

参事

継続的改善

近藤 眞範

エネルギー方針
計

ISO 14005 は、主に中小企業にEMSを普及し、段階的
にISO 14001 に到達するための国際規格であり（図1）
、
2010 年9月に規格化予定です。JACOは、いち早くISO
14005 の検査登録事業を1月から提供しました。お客様
からの問い合わせも増えています。
ISO 14005の活用をお客様の取引先にご推奨願います。

JACOスキームの特徴
（ISO 14005のメリット）

合格基準と合格までの流れ

ISO規格化の背景と動向

HOP、STEPの各段階での要求項目について検査しま
す
（図2）
。
HOPでの合格基準は、HOPで要求する46 項目につい

ど、エネルギーに関わる問題がクローズアップされてい

て検査し、37 項目の達成（内23 項目の必須項目達成）で

ます。その対応として、米国のANSI/MSE2 0 0 0、EUの

合格とします。さらに、検査が適切に実施されたかどう

EN 16001など各国でエネルギー管理の規格が発行されて

か環境審査員資格を持つ判定委員が確認した後、合格証

いますが、ISOは2 0 0 8年2月に、エネルギーマネジメン

を発行します。

トシステム（EnMS）規格の国際標準化を関係各国の投票

JACOスキームは、スピーディで・わかりやすく・世
界に通用する段階型環境マネジメントシステムです。信

〈合格基準〉

頼度が高い第三者評価制度に認められた全世界に提供す
る
『証』であり、生活や地球環境などについて、お客様の
満足が得られることを目指しています。

HOP

STEP

要求項目累積

46項目／ 108項目

81項目／ 108項目

合格基準
（ 必須項目 ）80%以上

37項目
（23項目 ）

65項目
（24項目）

①ISOだから世界に通用する
HOP 検査

実施及び運用

内部監査

点検及び
是正処置

是正及び
予防処置

図1

監視及び測定

出典：ISO/CD 50001

エネルギーマネジメントシステム・モデル

により決定しました。英国、中国など40か国が参加して

また省エネ法の要求事項もマネジメントシステムの法的

EnMS規格の策定が進められており、現在、委員会原案

要求事項として違和感なく組み込めるよう構成されてい

（CD）が採択され国際規格原案（DIS）の発行準備段階に

ます（表2）
。この規格に沿ったEnMSは、省エネ法への
対応を確実にし、管理の信頼性を裏付けるものになりま

あります
（表1）
。

す。

規格の概要
（2010年1月 CD段階 ）
ISO 5 0 0 0 1は、エネルギーパフォーマンス、エネルギ

②ISO第三者認証制度を踏襲した高い信頼性

マネジメント
レビュー

地球温暖化など気候変動の主要因となっているエネル
ギー起源の二酸化炭素の排出量削減や原油価格の高騰な

画

JACOの取組み

ー効率及びエネルギー消費を継続的に改善するためのマ

国際規格発行にあわせ、第三者認証制度をタイムリー

④ISO 14001へのステップアップが容易

ネジメントシステム規格で、組織がエネルギーマネジメ

に準備するとともに、組織の皆様向けに教育研修プログ

⑤有効性を確実にフォロー
（PDCAを廻し有効性を向上）

ントシステムを確立、実施、維持及び継続的な改善に取

ラムを提供いたします。

③ISO審査員資格保有者による検査

⑥合格組織は、JACOのHPから一般公開

是正処置

NO

+27
+35

り組めるよう要求事項が規定されています（図1）
。

「必須」不適合なし
かつ
80％以上の適合

通性が多くありますが、環境側面をエネルギープ

YES

フォーマンスを管理していく点で違いがあります。
日

57 項目
23 項目

合計要求
項目

必須：23 項目

必須：24 項目

必須：108 項目

46 項目

81 項目

108 項目

調

格

査

不合格

フォローアップ
合格証発行

程

事

新規業務項目提案（NWIP）承認

2008 年 9 月

第 1回 ISO/PC242 開催（ワシントン DC）

2008 年 9 月

ワーキングドラフト（WD）配布

2008 年 12 月

ワーキングドラフト第 2 版（WD2）配布

2009 年 3 月

第 2 回 ISO/PC242 開催（リオデジャネイロ）

2009 年 6 月

コミッティードラフト（CD）配布（3 か月投票）

2009 年 11月

第 3 回 ISO/PC242 開催（ロンドン）

2010 年 3 月
（予定） 国際規格原案（DIS）配布

投票
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図 2 HOP 検査の流れ

2011年
（予定）

国際規格（IS）

内

容

4.4.2

エネルギー
プロファイル

●用語定義：組織のエネルギーパフォーマンスの状態。
●エネルギープロファイルの確立には下記を満たすこと。
実測値他のデータに基づきエネルギー使用を解析
解析に基づき著しいエネルギー使用の領域を特定
再生可能エネルギー等を含めパフォーマンス改善の条件を
特定し優先度を決定

4.4.3

エネルギー
ベースライン

●用語定義：エネルギーパフォーマンスを比較するため定量的な
基準。
●12か月以上の測定結果によりベースラインを確立すること。

4.4.4

エネルギー
●用語定義：エネルギーパフォーマンスの定量的指標。
パフォーマンス
●目的・目標の進捗を評価するためにEnPIを設定すること。
指標
（EnPI）

項

2008 年 2 月

2010 年末
（予定） 最終国際規格原案（FDIS）配布

図１ ISO 14 0 0 5 段階型 EMS

要求項目

表１ 策定の経緯と今後の日程

判定委員会

合

項番

ロファイル（名称変更有り）で捉え、エネルギーパ

（ISO 14001）

条件付合格

表 2 ISO 5 0 0 0 1の特徴的な要求事項

規格の構成及びその構成要素はISO 14001と類似共

4.5.5

設計

●著しくエネルギーを消費する施設、設備、システム、プロセス
を新設、改装する場合、エネルギーパフォーマンス改善を考
慮すること。
●エネルギーパフォーマンス評価結果は、関連する仕様書、設
計及び購買業務に活用すること。

（ 参考 「
）エネルギーパフォーマンス」の定義 エネルギーに関連する測定可能な結果。
例 ）エネルギー効率、エネルギー強度、エネルギー消費、エネルギー原単位

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2010 
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NEWS & REPORT 3

お客さまによろこんでいただける
サービスを目指して！
営業部 部長

②〈複合審査〉マネジメントシステムの経営システムへの
一体化をサポートします。
③〈お客様のご要望に基づいた審査〉例えば、EMS審査と
温暖化ガス排出量検証のパッケージ化やEMS審査と環
境パフォーマンス評価のパッケージ化など。

『ISO友の会 』を通じて継続的改善の
お手伝いをさせていただきます

星之内 進

JACOは、お客さまへの情報の提供やお客さま同士の相
依然として厳しい市場環境と温暖化ガス排出量削減など

っています。

互啓発の場の提供を目的として、ISO友の会を設立し、運

新たな規制の下で、日本にとって最も重要な戦略は「もの

審査を通じてお客さまのマネジメントシステムの有効性

づくり力」のさらなる向上だと思われます。マネジメント

向上をお手伝いすることがJACOの社会的責任です。こう

2008年から月刊web情報として“MONTHLY”を発行

システムを有効に構築・運用されてきた組織の皆さまの頑

した状況を踏まえて営業部門は、
（ 1）お客さまのニーズに耳

し、この中で特に法規制に重点を置いて、毎月の制定・改

張りや、運用を通じて培われた「人財」こそが、日本の成

を傾ける活動、
（ 2）お客さまのニーズにお応えするサービス

定情報を発信し、多くのお客さまにご利用いただいていま

長の原動力です。JACOは、お客さまにとって身近なパー

のご提供に努めてまいります。

す。ニーズが高いため、今後も内容の充実に努めてまいり

トナーとなり、お客さまと課題を共有し、課題解決のお手
伝いをさせていただきます。

ますます求められるコンプライアンスと
自主的取組み
環境や品質に関わる政策は、
「適正な水準の規制」の下で

耳を澄ませてお客さまのニーズを
うかがいます

ます。

▲2009年度 ISO友の会（ 第11回総会）

もっとよろこんでいただける
サービスを目指して！
「face to face」のさらなる実践、スピード重視の対応に

「ISO友の会」では、
“MONTHLY”に加えて次のような豊
富なサービスを用意しています。マネジメントシステムの

励んでまいります。

審査で満足していただくために、お客さまの期待されて

継続的改善の糸口を見出す場としてぜひご活用ください。

JACOは現在4,5 0 0強のお客さまを認証登録させていた

いる点に耳を傾け、審査の焦点を絞るお手伝いをすること

■マネジメントシステムの運用に関する生の情報と接する

だいています。
“ Think Globally! Act Locally”
の精神で、

に力を注いでまいります。

自主的取組みを活発化させ、進んだ取組みを実践している

また、お客さま毎に異なるニーズにお応えするため、多

組織の製品やサービスを社会が選択するという構図を描い

様な審査メニューを今後も用意してまいります。最近ご提

ています。情報開示も含めたコンプライアンスと一歩先ん

案させていただいているものの一部をご紹介します。

じた自主的取組みがますます重要になります。ISOにおい

①〈サイト統合審査〉組織のリスクマネジメントとトップ

ても、
「手順重視」から「結果重視」への視点で議論が深ま

営しております。

ダウン経営をサポートします。

ことのできる総会（春）と研修会（秋に2 か所で）

電子情報の充実や地域での相互啓発の場の提供などお客様

◉著名な講師による基調講演の聴講、活動報告会での発

と一体感を持った活動に取り組んでまいります。

表と討論、ISOや審査の最新情報の聴講
■ベストプラクティスをつぶさに体験できる国内環境研修

■ISOの運用についての課題や疑問などがございましたら営業部
門をご活用ください。

◉環境保護や環境管理のベストプラクティスの現場を訪

営 業 部 ／電話 03-5572-1722 FAX 03-5572-1733

問する視察研修

2010

4

西日本営業部／電話 06-6345-1731 FAX 06-6345-1730

9

http://www.keidanren-kaikan.jp/map.html

2010

4
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ISO友の会 今春の総会案内
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CUSTOMER VOICE 1

NEWS & REPORT 4

株式会社ティーユーエレクトロニクス

EMS、QMSそしてOH & SMS

『事業継続マネジメント
（ＢＣＭ）
』
〈BS25999-2〉
のプライベート認証審査を開始

総務部長 兼 環境安全室長

株式会社 日本情報セキュリティ認証機構（JACO-IS） IS認証部長

斉藤 康夫

村井 清

様

会社紹介

１. 動向

２．JACO-ISの対応

企業・組織にとって、事業継続を図る上で影響を及ぼす
様々なリスクに対してどのように対応するかが大きな課題
となっています。

（1）認証について
JACO-ISはBCMSに関する『プライベート認証』による
審査を2009年8月より開始しました。

◉2006年3月：OH & SMS（労
働安全衛生）

株式会社ティーユーエレクトロニク

一般的にはQMSから認証の取得を

▲社屋

スは、山口県宇部市に位置する産業機

行う企業が多かったと理解しておりま

ることになりました。2005年12月の

械用プリント配線実装基板及び産業機

すが、当社がEMSから始めたのは、品

初動審査、2006年2月の本審査を経

械用制御盤を製造するメーカーです。

質については上記のような経緯で別に

て予定の2005年度ぎりぎりの2006

特にプリント基板実装業は発注者から

進めていたということがあります。

年3月付けで認証を受けることができ

本年（2 0 1 0年）1月にハイチ大地震が発生し、国全体が

BCMライフサイクルが効果的に運用管理され、改善

部品を支給され実装のみを請け負うと

EMS及びQMSへの取組みのきっか

壊滅的な損害を受け国民の約1/3が被災し、20万名以上が

されることを確実にするマネジメントシステムがBCMS

いう業態が多い中で、当社では部品の

けは社会的な要望の高まりもありまし

犠牲になったと言われています。日本でも各地の地震や集

（Business Continuity Management System）のことで

調達のみならず、開発・設計から実装

たが、顧客からの「取引継続のための

中豪雨等の自然災害、基幹システムの大規模障害、新型イ

あり、これに対応する規格としてBS2 5 9 9 9-2:2 0 0 7が存

そして検査・解析まで行う一貫体制で

必要条件」という要望が直接的なきっ

ンフルエンザ等の疫病・伝染病の蔓延、さらには、昨年来

在します。

仕事をさせていただいております。

かけとなっています。

の世界的大不況による主要取引先や主要アウトソーシング

『プライベート認証』とは、JACO-ISが規格BS2 5 9 9 9

先の倒産等に対する脅威も増大しており、自らの生き残り

-2：2 0 0 7に基づき、独自の手順に従い審査を実施し、

策としての事業継続を具体的に検討し始めている企業・組

JACO-ISとして認証を授与するものです。

織が増大しています。

日本の認定機関であるJIPDEC（日本情報処理開発協会）

このような不測の事態においても中断することなく、継

が「BCMS適合性評価制度」のサービスを正式に開始する

続・維持するための方針や手続きをまとめたものがBCP

予定であり、JACO-ISはなるべく早い段階でJIPDECよ

（Business Continuity Plan：事業継続計画）であり、

り認定を受ける予定です。

BCPの作成を含め事業継続の戦略的な運用管理の手法が

受審される企業・組織様はJACO-ISがJIPDECより認

BCM（Business Continuity Management：事業継続マ

定を受けた段階で、極力ご負担をおかけしないで『プライ

ネジメント）です。

ベート認証』から『認定機関の認定を受けた認証』に切り替

最近、BCMまたはBCPを促進させる「取引先からの要
求」
「政府の指針」
「国際標準化」の外圧が増大しています。
世界的な動きの中で、日本ではIT業界、金融業界、製造
業界の認証取得の動きが急速に高まっています。
事業継続を困難にする脅威事例
自然災害 地震 / 台風 / 集中豪雨
情報システム 大規模ネットワーク・システム障害 / サイバーテロ / ウイルス感染
国際的問題 テロ・戦争/感染症（新型インフルエンザ等）/金融不安/ 環境問題
サプライチェーン 部品・原材料調達不能 / サービス提供停止 / 物流網遮断
不祥事
（法違反） 個人情報大量流出 / リコール隠し / 産地偽装

危機
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える予定です。
（2）審査の方法について
審査は、
ISMS（ISO/IEC 27001:2005）
やITSMS（ISO/
IEC 2000-1:2007）
と同様に第一段階（文書レビュー＋初動
審査）と第二段階（本審査）の形態で実施します。初回の認
証取得の最終判定は判定委員会で決定します。
BCMSは単独認証審査の他に、IT絡みのマネジメント
システムとしてISMS及びITSMSとの整合が取りやすい
ことから、当初から複合審査を可能としています。

ました。

審査機関の移行
2006年3月にOH & SMSの認証を
受けて後、当社では各活動の効率的運

一方、OH & SMSについては、平成

用と効果の最大化を目指して、次のよ

15年（2003年）から始まった第10次

うに認証機関を日本環境認証機構さん

当社では、最終製品を作っているわ

労働災害防止計画で掲げられた労働安

へ統一いたしました。

けではなく、お客様の装置に使用され

全衛生マネジメントシステム（厚生労

る専用のプリント基板を作っています。

働省のパンフレットではOSHMSと略）

したがってお客様の仕様・要求事項と

を当社の所属する宇部興産グループで

◉2009年12月：QMSの審査

いうのは具体的なものであり、ISOの

2006年度中に導入しようということ

QMSの審査についても合格の連絡を

マネジメントシステムが普及する以前

が決定され、当社でも導入の具体的な

いただきましたので、日本環境認証機

から、品質についてはお客様と一緒に

検討を始めました。

構さんからQMS、EMS、OH & SMS

ISO以前（ 品質への取組み）

改善を積み重ねていました。

マネジメントシステムへの
取組み

OH & SMSの構築と審査
OH & SMS導入の決定は2004年度
の早い時期だったので、グループの目

◉2009年2月：EMSとOH &
SMSの統合審査

の３種のマネジメント規格の認証を得
たことになります。

今後の活動と課題

標より1年前倒しの2005年度中に認

審査機関の一本化は進んできました

証を受けよういうことで準備を始めま

ので、次はマネジメントシステムを統

◉2001年10月：ＥＭＳ（環境）

した。既に構築の済んでいたEMSとの

合していきたいと考えています。手始

◉2004年2月：QMS（品質）

共通点が多いということを活かし、文

めに2009年度はEMSとOH & SMS

書についてはできるだけEMSの文書を

の内部審査を統合して行いました。

マネジメントシステムの認証は次の
ように行っています。

利用、引用することで作成を進めてい
きました。

各マネジメントシステムの間には異
質な点もありますが、QMS、EMS、

特にISMSを認証取得した企業は、ISMSの中でITに

ある程度の準備が進み審査日程を

関わる「A.1 4の事業継続」は実施済みであり、それをリ

決めるという段階になって、EMS・

スクマネジメントの観点から膨らませることでBCMSも

QMSの認証をお願いしていた審査機関

「地球環境への影響を少なくする」
「従

比較的容易に取り込めるものと考えます。

でのスケジュールの都合がつかず、日

業員の安全衛生確保」社会に貢献する

本環境認証機構さんに審査をお願いす

企業であり続けたいと思っています。

ぜひセミナーもご活用ください
（後述P14〜15）
。

そしてOH & SMSの統合を可能な範
囲で進め、
「安定した品質の製品供給」
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CUSTOMER VOICE 2

CUSTOMER VOICE 3

栄運輸工業株式会社

日立化成工業株式会社

ヒトが変われば、
目標が変わる

OHSAS 18001を活用した
労働安全衛生活動の取組み

管理部

五井事業所

品質管理責任者

岩元 誠

矢木 雄二

様

｢目的｣は認証の取得から
始まった
栄運輸工業株式会社は、今年、設
立60周年を迎える総合物流企業です。

環境安全管理室長

適切に対処し、JACO 様には審査を

様

はじめに（会社紹介）

していただき難を乗越えました。この
とき認証の取得を継続したことが、会

日立化成工業株式会社は、絶縁ワニ

社の内外で信用を維持できたものと

▲社屋

思います。

全従業員に浸透するまでには至りま

くの指導を受け、見直しを必要としま

せんでした。このため、2004 年 4 月

した。

にボトムアップ方式の工場安全衛生

認証取得に向けた取組みは、リスク

ス、積層板、絶縁ガイシ、カーボンブ

活動として CDZ 活動を開始しました。

評価における危険を見抜く力のレベ

ラシなどを源流製品とし、半導体 ･ デ

CDZ 活動は「危険ゼロへの挑戦（The

ルアップ、適切なリスク管理（管理策

グループ会社 9 社と共に変化に対応で

（2）企業収益に貢献するために

監査部門が戸惑う場面がありました。

ィスプレイ用材料、配線板・配線板用

Challenge to Danger Zero）
」をス

の決定）の重要性などの理解が進み、

きる経営を実現するロジスティクス・

（2008 年〜 2009 年）

不適合に対しては、
“原因の特定”が

材料、有機 ･ 無機化学製品、機能性フ

ローガンに、従業員ひとりひとりが危

とても有意義でした。

マネジメントを基本に捉えています。

ここで従来の管理活動と ISO 活動を

的確にできているかを確認すること

ィルム、自動車部品、診断薬関連製品

険を見抜く力、安全に対する感度を高

お客さまは限定され、業種は鉄鋼・建

融合させ、運用可能とするために、
“是

に重点を置き、報告書の作成も適切に

を主要製品群として、これらの開発・

め、ゼロ災を達成しようとする全員参

設機械メーカーです。2000 年度には

正処置”と“予防処置“に重点を置いた

作られているかを確認し、不適切な場

製造・販売を行っています。

加型活動で、活動内容に応じてポイン

2009 年 12 月、2007 年 版 に 移 行

地域社会への貢献と、さらなる企業発

教育を浸透することにしました。推進

合は再作成を要求しています。
“原因

当社では、安全で働きやすい職場を

トを付与し部門別の総合ポイントを

することができましたが、工程外の行

認証取得後にめざすところ

展を目指し、大阪府堺市で産廃処理業

者会議とセミナーで事例を含めた議

を特定”するノウハウや知識を共有す

実現するため、従業員の労働安全衛

も手がけました。

論を繰返し行いました。この頃、管理

るために、10 月からは推進者会議を

生の確保と心身の健康保持に向けた

この結果、事業所内の 5S も進み災

囲の見直し、順守評価の強化、衛生面

適用範囲は 6 事業所あり、お客様は

責任者は QMS 審査員（補）の資格を取

各事業所で行っています。全員参加は

諸施策を展開しています。その諸施

害も減少しましたが、これらの活動は

のリスク管理の充実など、改善すべき

すべて異なります。2006 年初めに、

得し、
外部からの情報収集の幅を広げ、

難しくなりましたが、メンバー以外と

策をより実効性のあるものとするた

項目ごとに個々に行われており、安全

課題は多々残されています。

ISO 9001 の認証取得を決意し、同年

社内へ積極的に取入れ、活用していき

の接触から、
“ISO をツールとして使う”

め、2007 年度より各拠点で OHSAS

衛生活動の体系化が課題となってい

今後も、無事故無災害に向けた安全

に取得しました。動機は、同業他社で

ました。その後の臨時及び定期内部監

ための新たな課題がでてきています。

18001 の認証取得をめざして活動し

ました。そんな中、全社方針により

衛生活動の体系化と PDCA の実践及

取得企業が多く肩を並べることでした。

査の実施には、
“有効性”をフォロー

この年、ISO 14001 の認証を持つグ

て き ま し た。 こ の 結 果、2009 年 5

OHSAS 18001 認証取得に向けた取

び順法の徹底に役立つ「自ら考え、自

する監査内容に、会社全体が近づきま

ループ会社からの要請で、ISO 9001

月に製造事業所・研究所の全拠点で

組みが開始され、当事業所では 2008

分たちの言葉で表現した」仕掛けつく

した。業務多忙の中で作られた各事業

の講義を行う機会が 4 月～ 9 月の間に

OHSAS 18001 の認証を取得するこ

年 4 月に着手しました。

りのため、OHSAS 18001 を有効な

所からの報告書の修正や訂正は必要

20 回程ありました。受講者は毎回 20

とができました。

ヒトが変わる、
ヒトを変える
～キーマンを育成する～

競う形式としました。

認証取得に向けて

為に関するリスク評価の充実、適用範

ツール（チェックシート）として活用

管責は事務局を兼ね 1 名です。各事

最小限度とし、作成するに至った経過

～ 30 名位あり、職種も様々で、仕組

業所には推進者を置き、援助する補助

の確認に会議とセミナーでの時間を

みが目的を達成することを共に学び、

五井事業所における労働安全衛生活

まず全員が参加する OSH-MS の仕

ムによる重複管理をさけるため、共通

者をつけています。コンサルタント主

多くかけ議論しました。ISO 活動が収

より深く理解でき、自社の活動に反映

動の取組みを紹介します。五井事業所

組み作ろうということで、CDZ 活動

部分の統合など、仕掛けのスリム化も

導で認証を取得し、
“目的”は達成で

益につながっていることを、キーマン

させるものを多く修得できました。

は千葉県市原市（京葉コンビナート）

の仕組みを OSH マニュアルに盛り込

今後の課題として改善する必要があ

きました。

となる推進者と補助者に体感させた

に所在し、主に半導体用材料、有機化

み、CDZ 活動の中でリスク評価を実

ると思っています。

学製品の開発・製造を行っています。

施し、その活動を OSH

1993 年 2 月 に ISO 9001、1995

計画に反映させまし

（1）継続的改善のために（2007 年）
取得後の活動は迷走状態となり、管

のです。当初、セミナーの開講予定は
1 年でしたが、継続要望が多く、維持

ISOは利益を生むと信じる
当社には従来から目標管理活動が

今回は、製造事業所のひとつである

責は“ISO をツールとして使う”には

することにしました。

あり、ISO 活動とは別活動になってい

年 11 月 に ISO 14001（BS-7750）
、

た。この結果、全員参

ISO を理解する者を増やすことが急務

（3）企業収益に貢献する

ました。昨年の夏、社長より、両活動

2009 年 1 月に OHSAS 18001 の認

加でリスク評価を実施

証を取得しました。

し、多くの安全衛生活

と考え、知識及び運用面でのレベルア

（2009 年〜 2010 年）

を融合させた来期の ｢ 重点行動計画 ｣

ップを図り、推進者の支援を適切にで

2008 版へ移行するとき、内部監査

の策定が下命されました。本社で隔月

きるように補助者を対象にセミナー

員の登録基準を見直しました。社内研

に行われる“行動実績会議”で活用さ

を毎月開きました。このとき、QC 検

修終了後、独自に作成したテストを実

れ、
10月より実施されています。
“ISO

定を活用しました。この年、当社では

施し、合格基準点を設けました。この

をツールとして活用する”目的に、時

2000 年 4 月、当社の環境安全監査

体系的な活動への道筋

コンプライアンスに関した重大な不

あとの内部監査では、監査員のなかで

間はかかっていますが着実に進んで

に OSH-MS が導入され、同 5 月に活

については、初動審査

適合が発生しました。当局の指導には

“有効性”を意識した監査を行い、被

きています。

動を開始しましたが、この仕組みが

から本審査にかけて多

12 
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OHSAS 18001
認証取得の経緯

したいと考えます。また複数のシステ

動 が OSH 計 画 で 展 開
されることとなりまし
たが、リスク評価から

▲社屋
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SEMINAR

2 0 1 0 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。

コース

準を確認していきます。その際には、経

IN FOR MA TIO N

営者自らが環境方針を定め、環境管理責
任者を任命し、関連部門が環境活動に参
加する体制を作っていきます。

COP15も終わり、日本を始め海外の

とりができます。また、出張セミナーも

STEPはフェーズ3「環境への影響を削

開催予定ですので、企業がまとまれば地

減する計画づくりと実践」で、環境に役立

域ごとに開催することが可能です。
つぎに特徴的なのは、教育研修プログ

に対しての注目度の高さが伺えます。

ップ）STEP（ステップ）の各段階（フェー

ができる段階型環境マネジメントシステ

従業員・関係者へ自覚を促し、全員参加
の取組みをすすめます。
フェーズ4「管理の運用手引き作成と環

ズ1～4）に合わせ構成されています。

境活動のレビュー」では、環境文書・記録

各フェーズは集合教育・社内作業・ワー

の管理方法の決定と環境活動の見直しを

クショップに分かれています。

行います。その中で法令以外のその他要

HOPはフェーズ1「環境活動への取組

求事項の順守状況を確認していき、不適

ついて、前号で紹介しました研修プログラ

み準備」で、環境活動取組みにあたっての

合への予防処置を検討し、経営者による

ムの一部を具体的にご紹介いたします。

基礎的なデータを整理していきます。こ

マネジメントレビューを行います。環境へ

またJACOでは、
環境・品質・情報セキ

れは事業を行う上で発生するインプット

の取組みを社内の仕組みと連動し、確実

ュリティ・ITサービス・労働安全衛生・食

とアウトプットを明確にしつつ、自社の社

な環境改善へと結び付けていきます。

品安全など、皆様のご要望にお応えした

内体制や制度、取引先とのつながり、事

以上のような研修を通じて、学びなが

ホットなコースをご提供しております。

務所内の配置等を確認していくことから

らマネジメントシステムの構築を行うこと

ジメントシステムのセミナーも開講しま
次ページに、2010年上期のセミナー
スケジュールを掲載いたします。

ISO 14005 準拠
段階型環境マネジメントシステム

始めていくものです。

ができ、知らず知らずのうちに規格の要

フェーズ 2「法令を守る枠組みの確立と

きます。ぜひご活用ください。
■本教育・研修プログラムのお問合せ先

データをもとに法律と照らし合わせ、関

e-mail：info-g@jaco.co.jp

連する法規や条例を特定し、守るべき基

●全体説明
●ワークショップ

サーバ

作成物

もっとも特徴的なところは、受講者限
定のWEBサイト（SNS）が提供されるこ
とです（右図参照）
。

企業

インターネット

●社内作業

データベース

◉セキュアなネットワーク環境により、
講師およびおのおのの企業の情報共有

資料はいつでもアクセス可能

ファイルダウンロード
教育研修

受講生 A

◉いつでも疑問・質問を受け付け、講師
が回答、関係者で情報共有
これにより、セミナー終了後も会社に
戻ってからいつでも疑問に答えることが
でき、講師とデータや質問・回答のやり

14 
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資料作成
▼

◉作業中のデータは各企業のフォルダに
格納

サポートツール
Q&Aコーナー

企業

ファイルアップロード

JACO-SNS サーバ
雛形
保管

作成中のファイルのダウンロード
受講生 A、
社内関係者

資料作成
▼

作成中のファイルのアップロード

質 問

Q&A

質 問

図 2 運用イメージ

仙台

基礎コース 2日

20〜21
5〜6

20〜21
10〜11

10〜11

19〜20
15〜16

9〜10

仙台
名古屋

17〜18

7〜9
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7〜9
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東京
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10〜11

大阪

13〜14

15〜16

24〜25

26

30
11

仙台
金沢
名古屋

18
21

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

環境法と関連
地方条例の
解説 1日

1日コース
ISO 14005 EMS
解説コース 半日
ISO 14005 HOP
中小規模
コース １日
（全6回）
組織が
ISO 14005 STEP
取組み易い
コース １日
（全5回）
ISO 14005検査員
１日
ISO 14064 規格解説コース １日

24

14
22
6
19
7

23

15
15

24
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16

金沢
名古屋
福岡

4
1
28

東京
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大阪
東京
大阪

23
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2
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16
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東京
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2、8、
16、22
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東京

東京
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大阪
30
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1〜2 31〜6/1
大阪 15〜16
内部監査員
養成コース 2日
仙台
18〜19
名古屋
8〜9
労働安全衛生
東京
20〜21
マネジメント
システム
大阪
17〜18
構築実務
（OHSMS）
コース 2日
仙台
名古屋
OHSAS 18001：2007
東京
27
規格要求事項の解説 1日 大阪
29
機械安全入門コース 1日
東京
地球温暖化ガス(GHG)排出量
東京
算定・検証解説コース ２日
地球温暖化対策ダイジェスト入門 １日
東京
10
（GHG,クレジット,カーボンオフセット）コース

19
6
23
2〜3

24

CPD①
＊上期で終了
CPD②
＊上期で終了
CPD③

審査員/主任審査員
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
内部監査員養成コース 2日

22〜23
31〜9/1
16
30
7〜8

27〜28

仙台

10〜11

20〜21
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8〜9
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東京
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5

5
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大阪
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4
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東京

16

大阪
東京
大阪

14
6

東京

27
15
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17〜21

23〜27

名古屋
東京

9〜11

東京

東京
東京

食品微生物学 3日
食品化学 3日

東京
東京

動物生産（畜産・水産 ）3日
作物生産（野菜・穀物）3日

東京
東京

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

東京

9〜10

東京
大阪

ISMS構築基礎コース
2日

東京
大阪
東京
大阪

7
8

23

9

計 画 中

24〜28

26〜30
30〜7/2
21〜23

12〜13 20〜21

7〜8
3〜4

6〜7

5〜6

4〜5

12〜13
15〜16

9〜10
8〜9
21〜22

11
21

28

東京
東京

15

25

6
5
22

東京

10〜14

30〜9/3

東京

7〜9
1〜2

14〜15

東京
東京

13〜17
23〜27

東京

東京

9〜10

21
22

大阪
東京
大阪

ISMS内部監査員
養成コース 2日

審査員トレーニング
コース5日
ISO 50001 内部監査員
エネルギー 養成コース2日
マネジメント 構築コース
システム
1日
規格要求事項の解説
1日

16〜17
26〜27

仙台

金沢
東京

9月
27〜10/1

19〜20

東京

役立つ食品関連法の解説 1日
食品加工学 3日

入門及び規格
事業継続
解説コース1日
マネジメント
内部監査員
システム
養成コース2日

4〜5

10〜11

5〜6

ISO 22000の規格解説 1日
管理手法からのFSMS構築 1日

ISMS経営者・管理者
コース 半日
M
15
S ISMS審査員/主任審査員
リフレッシュコース 1日
ISMS審査員補CPD 5hr①
ISMS審査員補CPD 5hr②
審査員/主任審査員
2、14、
トレーニングコース 5日
28
審査員コンバージョン
ITサービス
トレーニングコース 3日
マネジメント
内部監査員
システム
養成コース 2日
規格要求事項の解説
1日

20〜21

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。

ISO 9001：2008
規格の解説
コース 1日

【JRCA承認】ISMS審査員
資格拡大研修コース 3日

3

東京

東京

1、21

12〜13

大阪
札幌

東京
大阪

8月

18〜20

東京

金沢
東京
東京

15

仙台
金沢

ISO 9001：2008
規格要求事項の
解説コース 2日

今だからこそISO QMS継続改善
プロセスアプローチの有効活用 1日

28

27

内部品質監査員レベルアップ
コース 1日

QMS
審査員/
審査員補
レベル
アップ

2～ 3

日
7月

名古屋
福岡

ISO 9001 経営者・
管理者コース 半日

22〜23

東京
大阪

東京
大阪
仙台

9〜11

17〜18

福岡

ISO 14001: 2004
規格要求事項の
解説コース 1日

21〜22

27〜28

名古屋

入門コース 1日

2〜3

3〜4

大阪

東京
大阪

東京
大阪

金沢

催

6月

【JRCA承認】QMS審査員
資格拡大研修コース 3日

内部品質監査員
養成コース 2日

8〜9
13〜14
7〜8
12〜13 10〜11 13〜14
26〜27 24〜25 24〜25 29〜30 26〜27 27〜28
20〜21
22〜23
24〜25

5月

14〜18

30
6〜7
14〜15
2〜3
6〜7
12〜13
17〜18
28〜29
19〜20 21〜22
31〜6/1

開
4月

東京

13

5〜6
19〜20

開催
場所

【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

9

複合マネジメントシステム
構築Q/Eコース 1日

図 1 全体イメージ

広場を提供
◉各種帳票、様式の雛形および作成中の

様式・参考資料

10

福岡

1日コース
【2010年度】 及び
環境審査員
5時間コース
CPD

JACO-SNS

9

コース

9月

26〜28
15

仙台

大阪

8月

9〜11

東京

実務コース 3日

7月

名古屋
福岡

名古屋
福岡

内部環境監査員
レベルアップコース 2日

6月

19〜23 24〜28 21〜25 26〜30 23〜27 13〜17
17〜21
5〜9
6〜10

金沢

求事項にも対応していく実践力が身につ

その運用」では、フェーズ1で洗い出した

教育研修

内部環境監査員
養成コース 2日

5月

日

情報セキュリティ

すのでご期待ください。

大阪

大阪
東京

4月

催

食品安全マネジメントシステム

ム（ISO 14005準拠JACOスキーム）に

さらに、ISO 50001エネルギーマネ

【CEAR承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1日

環境マネジメントシステム構築

ラムの構成です。プログラムはHOP（ホ

織でも簡単に確実に安心して取組むこと

東京

つ活動を決め、
取組みを開始します。また、

げられ、改めて全世界レベルで環境問題
そのような中で、今号では中小規模組

【CEAR承認】EMS審査員
資格拡大研修コース 3日

東京

環境マネジメントシステム

マスコミでも会議の様子が大きく取り上

東京
大阪

HOP 検査合格後、STEPの教育研修
に進みます。

はじめに

【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日

開

品質マネジメントシステム

２０１０年もJACOセミナーを
ご活用ください

開催
場所

24
14

29
21

大阪
東京
大阪
東京
東京
東京

30

東京

31

（株 ）日本環境認証機構 技術部

8

【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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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の認証取得をご検討のお客様は
■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

〒107-0052

■営業部・西日本営業部

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
下車 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

東京
関西
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

■審査部

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

審査管理グループ

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

堂島ホテル
堂島川

阪神高速環状線

北口
JR札幌駅

札幌駅

読売新聞

■登録証発行に関することは
札幌西武

三井生命

交通案内
徒歩 5 分
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

地下鉄南北線

● 地下鉄

技術部
技術部（関西）

■名古屋営業所

徒歩 7分

TEL.03-5572-1723
TEL.06-6345-173 1

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

■苦情やご要望に関することは
CSセンタ

TEL. 052-587-2294
FAX. 052-587-2297
●JR 名古屋駅下車

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

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

交通案内

営業部

みずほ銀行

第一生命

●JR 札幌駅下車

FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.06-6345-1730
FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.03-5572- 1 73 1

エスタ

南口
アスティ45
毎日新聞

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

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

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

■札幌営業所
〒060-0004
札幌市中央区北4条西 5-1
北海道林業会館 7 階

東京
関西

■審査に関することは

● JR東西線

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

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

■審査日程調整にかかわる事項に関することは

■関西支社（大阪）

交通案内

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

TEL.03-5572-1 741

FAX.03-5572-1 756

■関連会社へのお問い合わせは

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

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
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

駅

沢

金

JR

FAX.03-5572-1 757

JACO NEWSを発行してから、今年で10年目を迎えました。これまで
の JACO NEWSを振り返ってみると、
多くの方々に支えられ、
今日があ
ることに改めて気づかされます。
共に力を合わせ、
学び、
歩んできた意思
を受け継いで、
これからも皆さまとの繋がりを大切にする冊子でありた
いと思っています。
皆さまの想いに耳を傾け、
共に考え、
少しでもお役に
立てるよう、
一緒に歩んでいきたいと思います。
（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/

●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。

