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東日本大震災と
ISOマネジメントシステム
株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

下井 泰典

3月11日の東日本大震災発生から既に半年が過ぎました。

に沿って所定の場所に患者さんとともに避難するとともに

改めて、1日も早い復興を願うばかりであります。

避難後の取り決めもスムースにできたとのことでした。ISO

私共の関係で申しますと、津波、原発避難地域合わせて8

に取り組むまでの避難方法は院長の頭の中におぼろげに

※1

組織
（10MS ）の方々が直接的な大きな被害を受けられま

あったものの従業員と共有できるレベルのものではなか

した。直接被害を受けられた組織の方々の ISOマネジメン

ったとのことでして、今回実行できたということは、全

トシステムとの関わりについて、二三の事例を紹介します。

員の共通ルールとして身についていた証拠といえるので

「市
先ずは、相馬市の取り組みですが、立谷市長さんは

はないでしょうか。現に品質・環境管理責任者の号令のも

たち や

※2

「認証
長エッセー」の 2011/06/12 「相馬市復興計画」で、
を受けている ISO 9001で慣れ親しんだやり方（ PDCA）

と避難されたとのことでした。
以上の事例は私共のお客様の事例ですが、私共が賛助

で復興を !」と訴えておられ、過日市長さんを訪問させて

会員として参加させていただいている
「大学等環境安全協

いただいた際にも、災害対策本部会議において、その日

「阪神大震災の
議会」の第 27回技術分科会 で報告された

の PDCA、週単位そして月間の PDCAを確実に廻しなが

教訓が生かされた事例」を以下に紹介します。

※7

ら着実に進捗しておられるとお聞きしました。このよう

阪神大震災の際には大学構内での火災が多発した訳で

に ISOのうまい使い方をしていただいている事例をお聞

すが、原因は物質の化学反応により起きたとのことでし

きすると、審査機関にとってはこの上ない喜びでもあり

た。発火反応を起こす化学物質はそれぞれ分けて別の保

ます。

管とともに転倒防止を施すという対策です。これらの対

次の事例は、多賀城市内にある変圧器を製造する東北

策は全国に横展開され、東日本大震災で生かされ、大学

電機製造株式会社様の「今回の震災の教訓を生かし、いち

構内での火災はほとんど発生しなかったとのことでした。

早く事業継続に係る契約を結ばれた」と言う事例

※3、※4

です。

正に ISOの原因追究、原因の除去と再発防止処置
（水平

この会社は 1階にある製造設備が津波で水没しすべて使

展開）
、潜在的な不適合の予防処置
（未然防止）
、有効性の

えなくなったものの、出資会社に 100名を超える従業員を

レビューというプロセスが生かされた事例であり、マネジメン

受け入れてもらい、震災後 1カ月少しの 4月中旬には変圧

トシステムが有効に機能したものと信じます。

器生産が再開できたとのこと。

この機会に、今一度規格が求めています
「緊急事態発生

同社は各種のルールをレビューした結果が BCP契約とな

の後にはレビューし、必要に応じて改定すること」を ISO

った事例といえます。同様に、ものづくりの原点である

マネジメントシステムだけでなく事業全般にわたって実

ものの流し方の大幅な改善、二度と津波の被害を受けな

施されますことをお薦めしたいと思います。

いような建屋建設及び製造設備を嵩上げするなどの工夫
を取り入れられておられます。
そして、
『逆境をバネに
“新たな創業”を』をスローガンと
して、平成 24年度完全復興を目指しておられます。
三つ目の事例は、個人歯科医院の事例でして、
「 ISOのお
※5

※6

陰で命拾いできた」と言われる佐藤歯科様 のお話です 。
南三陸町にあった当医院は、同町の防災センターよりも海
側に位置していました。当時は診療時間中でもあり患者
さんも数名おられたそうですが、自ら定めた避難ルール

※1：MSとはマネジメントシステムの略でQMS, EMS, ISMS, FSMS,
OHSMSなど
※ 2：ht t p: //w w w. cit y. s o m a .f u ku s him a .jp/m ayo r/e s s ay/
essay.asp?id= 230
※3：日刊工業新聞 9月13日記事
※4：日刊工業新聞 9月19日記事
※5：ＱＭＳとＥＭＳの統合認証組織で再建後の名称はグリーンヒル
ズデンタルクリニック（ 登米市 11月開業）
※ 6：日刊工業新聞 9月21日記事
※7：富山大会（ 2011-7- 28, 29）東日本大震災関連緊急企画 「 災
害時における各大学の対策等」より
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認証システム改訂に伴う
対応と変更点
システム認証開発部

副部長

齋藤 哲也
ッブサイトWhat's New 2 0 0 8.9.2 4：認証制度の改訂

はじめに

について、資料；第三者認証制度の信頼性向上のため

マネジメントシステム認証機関に対する要求事項

参照）を示し、この原則を重視して認証上のあらゆる

を規定した国際規格ISO/IEC 17021の改訂版は2011

判断の基礎を問い直した点に特徴がありました。さら

年2月1日 に 発 行 さ れ ま し た。 こ れ を 受 け、JIS Q

に認証の意味を問い直すことにより、認証とは規格要

1 7 0 2 1：2 0 1 1も2 0 1 1年5月2 0日に改訂されました。

求事項への適合を確認するだけでなく、お客様の意思

この改訂された国際規格への移行は2 0 1 3年2月1日ま

と責任に根ざした自覚の上に、規格に基づいて構築さ

でに完了することが全世界の認証機関に対し要求され

れたシステムが有効に運用されていることを認証機関

ております。当社では2 0 0 6年度版認定審査の時点か

が第三者に代わり確認することにあるとしました。第

ら当時見直しが予定されていた内容にいち早く取り組

三者とは直接マネジメントシステムを運用するお客様

み、この7月にISO/IEC 1 7 0 2 1：2 0 1 1への移行認定

だけではなく、お客様のその先の利害関係者も含めて

審査が、公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）お

いることになります。一方、認証システムを実際に活

よび英国認証機関認定審議会（UKAS）により実施さ

用されるお客様、利害関係者に対する認証の意味は強

れ、まもなく認定される見込みです。

調されましたが、認証機関に対しては要求の中に曖昧

認証機関への要求事項（ISO/IEC 17021:
2011、JIS Q17021:2011）改訂版の狙い

な点が残ることも当時既に指摘されていました。例え
ば公平でお客様が納得される審査を実施するために
は、審査員や審査機関の認証システムに係わる要員の

ISO/IEC 1 7 0 2 1が開発された当時、IAF議長によ

力量についてこれを評価し反映する仕組みが有効に機

れば、この国際規格の求める認証システムは、第三者

能していることを実証することや、審査の実施の仕方

認証制度の信頼性向上のために6つの原則（弊社ウェ

を細かく規定せずに、一般の内部監査の実施を定めた

被認証組織の満足

利害関係者の満足

第三者認証制度を支える原則
◉公平な審査
◉力量のある審査員
◉被認証組織の責任
◉認証機関の責任
◉透明性

成功の秤

図１ 第三者認証制度を支える成功の秤
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◉機密保持
◉苦情への対応

NEWS & REPORT

審査の方法：19011に従い文書化された認証機関の要求事項に基づく

JIS Q 17021:2007（ISO/IEC 17021: 2006）
適合性評価-マネジメントシステムの
審査および認証を行う機関に対する要求事項

参照が中心

JIS Q 19011: 2003
（ISO 19011: 2002）
品質および/または環境
マネジメントシステム
監査のための指針

19011を取り込み、要求事項にした

JIS Q 17021:2011（ISO/IEC 17021: 2011）
適合性評価-マネジメントシステムの
審査および認証を行う機関に対する要求事項

審査方法：第三者認証機関に必要なもの

力量：実証を要求

図 2 ISO 17021改訂のポイント

規格（ISO/IEC 1 9 0 1 1）を参照し審査手順を構築する
だけで良いとしていた点です。今回の改訂は、認証機
関の認証システムに係わる要員（公平性委員、営業部
門、判定に係わる要員、審査員）の力量実証プロセス
に対する要求と第三者認証機関に対する審査の実施に
ついて改めてその審査手順が規定された点に特徴があ
ります。当社においては力量の実証システムをISO/
IEC 17021：2006が適用される時点から既に新たな仕
組みに移行しておりまして、今回の改訂では変更はご
ざいませんでした。

認証システムに関連するお客様が
感じると予想される具体的な変化点
変化点としては審査の手順はもともと一般的に定め
られた国際規格ISO/IEC 19011の要求事項を、ISO/
IEC 17021：2011として認証機関に対する要求事項と
して改めて記述した点にありますが、単に移植するだ
けでなく第三者認証の原則から新たに導入されたポイ
ントがありますので、代表的な変更点を以下に示しま
す。
（1）認証の授与から開始される3年間に渡るお客様別
の審査プログラムをもつ点
（2）認証に係わる審査基準、認証範囲に対しお客様と

事前に合意する点
（3）審査での初回会議（オープニングミーティング）
、
終了会議への責任者の出席を記録する
（4）審査中オブザーバ
（認定機関、コンサルタント等）
による発言を規制し、審査チームが制止できる点
（5）審査中の進行は審査チームリーダが責任を持って
実施する点
（6）審査を実施する上での言語を定め、文化を尊重す
る点
（7）定義として複合審査、統合審査が明確化された点

むすびに
JIS Q17021：2011（ ISO/IEC 17021：2011）に基
づく認証システムの適用にあたり、認証システムに関
連するお客様が感じると予想される具体的な変化点
としてご紹介いたしました。既に当社ではISO/IEC
17021に適合した認証システムに基づく審査を2008年
から実施して来ておりますが、今回の改訂に伴い、お
客様の望むシステムのアウトプットが、社会や第三者
の期待に沿い、力量のある審査を以前にも増して実施
していけるようマネジメントシステム認証制度に係わ
る皆様のご理解とご協力を引き続き賜りたく、よろし
くお願いいたします。
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お客様とのコミュニケーションを大切にし、
サービスの向上に努めます
営業部 部長

蛭田 道夫
東日本大震災が発生して半年以上が経過しましたが、
未だに厳しい状況が続いております。また、台風により
大きな被害を受けられたお客様もおられます。被災され
た皆様の早期復興をお祈り申し上げます。
先日、東日本大震災において建物が全壊、または原発

「ISO友の会」
の年会費無料化により、
すべての認証組織様にサービスを拡大します。
従来は会費制でしたが、できるだけ多くの認証組織様
に参加いただき、コミュニケーションの向上を図りたい

の20 km圏内にあるなど甚大な被害を受けられたお客様

との思いで、今年度から年会費の無料化を決定しました。

のお見舞いに現地を訪問しました。厳しい環境ながら復

ぜひご活用ください。

興に向けて頑張っておられる姿が印象的でした。地震が

「ISO友の会」は、最新の情報提供や意見交換の場、

発生した時に、緊急事態の訓練が役に立ったと言われた

お客様とJACO､お客様相互の交流の場として1 9 9 8年

お客様やISOマネジメントシステムに基づいてPDCA

11月に設立され、徐々に内容の充実を図りながら今日に

サイクルを回すことによって復興の実効性を上げること

至っています。

を宣言しておられるお客様もあり、ISOマネジメントシ

■総会（東京）と秋の研修会（大阪）は、著名講師による

ステムは、認証を取得する時代から活用する時代に入っ

基調講演、事例発表での意見交換などにより継続的改

ていることを実感しました。JACOは、創業以来「お客

善を図るきっかけをつかんでいただけるものと思いま

様の経営に役立つ」審査をモットーとしており、今後も

す。総会は本来なら春に開催予定でしたが、東日本大

お客様の状況に応じた有益な審査の実現を目指してまい

震災の影響で今年度は9月30日に開催され、キャノン

ります。

電子株式会社代表取締役社長 酒巻様より「環境力を伸

コミュニケーションを大切にし、
お客様にとって有益な審査を目指します
JACOは、コミュニケーションの一環として審査終了
後に「CSアンケート」をお願いしております。貴重なご

ばせ! 現状を変えることに挑戦を!」というタイトル
で基調講演をいただきました。「環境は儲かる」
、
「環
境は人間性も良くする」など、実例も踏まえ、我々が
活動を進めていく上での道筋を示唆していただき、大
好評でした。

意見、問い合わせなどに対して迅速な対応を心がけてお
り、良かった点も含め、他の審査員にも横展開して審査・
サービスの向上につなげるとともに、次回の審査に活か
しています。真に有益な審査とは何かを考え、画一的な
審査ではなく、経営層の意図を理解してその目的にあっ
た適切な審査計画を立て、お客様の状況を踏まえて審査
を行ないます。
加えて、お客様への情報提供、意見交換などサービス
向上にも努めており、
この度、
「 ISO友の会年会費無料化」
と「法令改正通知サービス」の新たな２つのサービスを
提供することとしました。
▲総会
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▲ ISO 友の会「 MONTHLY」

■国内環境研修として、先進的な取り組みを行っている
企業・行政や注目されている事業の視察を行い、今後
の経営に役立てていただくとともに参加者相互の交流
を図ります。昨年は、パナソニックセンター様、フュ

新たなサービスとして「 法令改正通知
サービス」
を10月より開始します
従来から行っています
「MONTHLY」による法規制の

ーチャーエコロジー様、東京ガス様を訪問しました。

改正情報に加え、お客様ごとに法改正の情報提供を行う

今年は1 1月に予定していますので、ぜひご参加くだ

サービスです。まず、お客様の該当する法令を登録して

さい。

いただきます。登録された法令が改正された場合、月単

■月間web情報「環境法令MONTHLY」は、環境法規

位でお客様にメールでお知らせします。ただし、改正が

制が制定・改正された場合、その内容をお知らせする

あったことをお知らせするサービスであり、改正内容は、

サービスです。改正の多い環境法令についてタイムリ

官報や「環境法令MONTHLY」などで確認していただ

ーにその内容をお知らせし、お客様の法令順守を支

きます。

援します。その他、LCA（Life Cycle Assessment）
や省エネ事例などを紹介する「エコワンポイント」や、
総会、国内環境研修などのお知らせを発信しています。
■ 2011年9月に
「ISO環境法」の改訂版を発行しました。
書籍全文を電子書籍
化しておりJACOの
ホームページから見

順法の徹底は企業として不可欠であり、廃掃法、省エ
ネ法など法改正への対応は大きな課題のひとつです。
JACOは本サービスによりお客様の順法の徹底を支援
してまいります。

さらにお役に立てるサービスを目指して
環境、品質、食品、情報セキュリティ、労働安全衛生

る こ と が で き ま す。

などの認証に続き、新たにエネルギーマネジメント認証

キーワード検索や
「施

（ISO 50001）を開始しました。お客様とのコミュニケー

設」
から
「環境関連法」

ションを大切にし、
「face to face」のさらなる実践、スピー

の閲覧、
「 化学物質 」

ド感のある対応を心がけます。タイムリーな情報発信、

から「環境関連法」の

地域での相互交流、セミナーの開設などお客様と一体と

閲覧もできますので、

なった活動に取り組みますので、ぜひご活用ください。

範囲の広い環境の法
律を理解するのに最
適です。
▲『すぐに役立つ IS環境法 』

■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。
営 業 部 ／電話 03-5572-1722 FAX 03-5572-1733
西日本営業部／電話 06-6345-1731 FAX 06-6345-1730
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NEWS & REPORT 2

FSSC 22000について
食品安全審査センタ

小平 積

FSSC 22000 が導入された背景
ISO 22000は、消費者に安全な食品の提供を目指す組
織を対象とした食品安全マネジメントシステムの国際規
格ですが、FSSC 22000は、食品業界のGFSI（ 後述）が
認めた食品安全マネジメントシステムのひとつです。
これまで、ISO 22000の構築および運用で、一般衛生

な小売業者（Carrefour,Tesco, Metros, Migros, Ahold,
Wal-Mart, Delhaize, ICA）は、
「GFSIにより評価され、
受容されたスキームは、上記8社の小売企業のどこでも
受け入れられる」とされています
（図1）
。

GFSI が受容（認めた）
スキームは
どんなものがあるか？

管理について詳細に記載されていないことがしばしば

【食品製造・加工組織に関わるスキーム】

課題、検討すべき内容として取り上げられてきました。

◉BRC Global Standard Version 5

GFSIは、フードチェーンに関わる組織に必要な要件と

◉Dutch HACCP Option B

して「一般的衛生管理に関する具体的な要求事項」が必

◉FSSC 22000

要と判断し、この要件を満たすマネジメントシステムを

◉Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture

容認しています。
GFSIの考えに賛同する企業が、FSSC 2 2 0 0 0認証を
取引条件とする動きが国内でも展開されています。

ISO 22000と
FSSC 22000との違い
ISO 22000は、HACCPをベースとしたマネジメント

Practices certification scheme
◉Global Red Meat Standard
◉IFS Version 5
◉SQF 2000 level 2
◉Synergy 22000
【一次生産組織に関わるスキーム】
◉Canada GAP

システムですが、フードチェーンの幅広い範囲を対象と

◉GLOBAL GAP IFA Scheme V3

しているため、前提条件プログラムが一般的な内容とな

◉SQF 1000 Level 2

っています。そのため、GFSIは、ISO 2 2 0 0 0の一般衛
生管理（前提条件プログラム）について、
「より具体的な
要求事項」が必要であると判断しました。
FSSCの構成は、
「 ISO 22000＋ISO/TS 22002 -1＋追
加要求事項」となっています。
ISO/TS 22002 -1は、ISO 22000前提条件プログラム

【一次生産および食品製造・加工に関わるスキーム】
◉Primus GFS

JACO が FSSC を選択した理由
JACOは、
GFSIが認めたいくつかあるスキームの中で、
FSSC 22000を選択しました。それは、FSSC 22000は、

を補完するために（食品製造分野について）より具体的

ISO 22000に前提条件プログラムの詳細要求事項を規定

に記述されたISOの技術仕様書です。

したISO/TS 22002 -1を追加したものです。

GFSIとは
GFSIは、Global Food Safety Initiativeの略称であ
りベルギーの法律に基づき設立された非営利団体です。
GFSIを支援する食品業界の構成組織の内8つの主要
8 
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ISO/TS（Technical Specification（技術仕様書）
）国
際標準であるため、JABおよびUKASによる認定を受
けることができます。

FSSC 22000食品安全システム
FFSC
（Foundation for Food Safety Certiﬁcation）
が開発・運営
CIAA
（EU食品・飲料産業連合）
が支援：オランダ

食品安全マネジメント
システム

前提条件プログラム
（ISO 22002-1または
BSI-PAS 220）

（ISO 22000:2005）

追加要求事項

（サービス仕様や要員の
監督などに関する事項）

承認
：食品安全の規格・基準・スキームをベンチマークする機関
GFSI（Globalｆｏｏｄ Safety Initiative）

デレーズ
ウォルマート
カルフール
テスコ
・
・
・
イオン

ペプシ
ケロッグ
クラフト
・
・
・
味の素
キリン

CGF
（The Consumer Goods Forum）
がFSSC 22000を普及
世界の消費財業界
（メーカー）
＋小売業：650社以上/2010.7
（09年CIESフードビジネスフォーラム＋グローバルCEO+GCIと合併
消費者に安全な食品を届けるための非営利団体）

図 1 GFSIのFSSC 22000 の承認及び承認規格のFSSC 22000を認識している企業例

今後の FSSCフードチェーン
適用範囲の拡大について

正当化する必要があります。
現状の導入初期段階としてFSSC 22000を取得する狙
いとなっている主なものは、

現状、対象となるカテゴリーは、食品製造の「 腐敗

①GFSI承認スキーム受け入れを表明している企業に対

しやすい動物性製品（ C ）
」
、
「 腐敗しやすい植物性製品

し、食品並びに食品に関連する製品および機器等を納

（D）
」
、
「 常温での長期保存品（ E ）
」
、
「
（ 生化学 ）化学製品

入している組織に取っては、取引条件を満たすこと。

製造（ L ）
」ですが、今年 2011 年、
「 容器・包装製造（ M ）
」
「 飼料 」
、2012 年；保管および輸送・配送サービス 2013 年；
ケータリング、小売、アウトレット、2014年；A, B, C, D,
E および L の更新が計画されています。

FSSC 22000 の認証の注意点と狙い

②前提条件プログラム（PRP）の具体化により、食品安
全のリスクがより低減する。
③納入先による監査の低減やそれに伴うコスト削減等が
考えられます。

おわりに

FSSC 2 2 0 0 0は、一般衛生管理についてより詳細に規

国内では、グローバル飲料メーカーが、GFSI認証ス

定されており、組織にとっては、よりわかり易い内容と

キームの受け入れを表明しています。今後は、FSSC

なっています。一方、より具体的になっているため組織

22000のカテゴリ拡大とグローバル認証スキームを受け

にとって該当しない内容の要求事項もあります。その

入れ表明する組織の増加にたいして、フードチェーン全

場合は、除外が行われるまたは代替方法を実施するこ

体に食品安全マネジメントシステムが構築され、消費

とができます。但し、除外または代替する根拠を、ISO

者へ提供される食品の安全・安心担保のためJACOは、

2 2 0 0 0：2 0 0 5、7.4で規定されるハザード分析によって

FSSC 22000認証を積極的に進めていきます。
JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2011 
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労働安全衛生マネジメントシステムと環境マネジメント
システムの統合マネジメントシステム審査の状況
労働安全衛生審査センタ

藤原 通雄

センタ長

EMS＋QMS＋OHSMS
8件
8.0％

影響評価の実施を求

はじめに

めています。この項目

労働安全衛生マネジメントシステム（以後OHSMSと

OHSMS
57件
56.4％

EMS＋OHSMS
36件
35.6％

以外の要求事項は内

呼ぶ）の認証は、その規格（OHSAS 1 8 0 0 1 : 2 0 0 7）が

容的にも同一であり、

2007年7月に環境マネジメントシステム
（以後EMSと呼

両規格は8 0%程度が

ぶ）の規格（ISO1 4 0 0 1 : 2 0 0 4）との整合性が図られて以

整合しています。こ

降、組織の認証取得が加速しています。また、OHSMS

のため、組織の皆様がこの二つのマネジメントシステム

とEMSの統合化を図る組織も増加しています。

を統合して構築、運用しやすい特徴があります。

ここでは、この統合化のための望ましい条件及び統合
化の動向等についてご案内させていただきます。

OHSMSとEMSの統合の容易性
OHSMSの規格（OHSAS 18001 : 2007）は、下表に示

図 1 最近のお客様の認証動向

統合マネジメントシステム有効性向上の
ための望ましい条件
運用管理をスリム化し、相乗効果を高めるための統合
のポイントを下記に示します。

しますようにEMSの規格（ISO 14001 : 2004）とほぼ完

①最高経営層、方針を統一する

全に整合性を持つ規格として2007年に開発、発行されま

②認証範囲を統一する

した。下表に規格要求事項の比較を示します。要求事項

③管理責任者、事務局を統一する

が異なる箇所を緑字で示しています。

④活動単位とその責任者を統一する

両規格を比較しますと要求事項4. 3. 1項で、OHSMS
では労災防止の要となる危険源の特定、リスクアセスメ
ント等の実施を求めています。一方のEMSでは、環境
表 OHSMSとEMSの規格要求事項の比較
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
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OHSAS 18001 : 2007
労働安全衛生MSの要求事項
一般要求事項
労働安全衛生方針
計画
危険源の特定・リスクアセスメント・管理策の決定
法的及びその他要求事項
目的及び実施計画
実施及び運用
資源、
役割、実行責任、説明責任及び権限
力量、
教育訓練及び自覚
コミュニケーション、参加及び協議
4.4.3.1 コミュニケーション
4.4.3.2 参加及び協議
文書類
文書管理
運用管理
緊急事態への準備及び対応
点検
パフォーマンスの測定及び監視
順守評価
発生事象の調査、
不適合、
是正処置及び予防処置
記録の管理
内部監査
マネジメントレビュー

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2011

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6

EMS 14001: 2004
環境MSの要求事項
一般要求事項
環境方針
計画
環境側面
法的及びその他要求事項
目的及び実施計画
実施及び運用
資源、
役割、責任及び権限
力量、
教育訓練及び自覚
コミュニケーション
文書類
文書管理
運用管理
緊急事態への準備及び対応
点検
監視及び測定
順守評価
不適合並びに是正処置及び予防処置
記録の管理
内部監査
マネジメントレビュー

⑤文書管理、力量/教育訓練などの記録を統一する
⑥内部監査、マネジメントレビューを同時に実施する

さいごに
JACOでOHSMSの認証取得していただいて
いるお客様は101社（2 0 1 1年3月時点）と年々増
加しています。このうち、4 4％近くのお客様が、
統合マネジメントシステムを構築、運用されて
います。JACOはこれらの審査を通して、マネ
ジメントシステムがお客様にとって有効なツー
ルとなるよう審査の充実を図ってまいります。
また、資本提携したDNV社

と協力して、

（※）

OHSMSの国際認証にも取り組んでまいります。
国際認証をご検討のお客様のご相談についても
本誌の最終ページの連絡先へお問い合わせくだ
さい。
（※）DNV社：DNVビジネス・アシュアランスジャパン株式会社

CUSTOMER VOICE 1

日本ガラストロニクス株式会社

ISOから生まれた新ビジネス展開
代表取締役社長

桂賢

様

会社紹介
当社は管ガラスの切断加工から起
業し、その技術を応用・発展させた

換することができます。この活動は、
取組みのユニークさとCO 2 排出量の大
幅な削減実績で高い評価を得て、様々
な賞を頂いております。

▲次世代型省エネ照明「CCFL」

CRTステム、液晶バックライト管の

さらに、
「生物多様性保全」の取組み

た。そして、3月、東北地方が未曾有

生産を通じて、国内だけでなく世界へ

も始めています。自社の製品や活動が

の大震災に見舞われ、甚大な被害を被

と販路を伸ばして参りました。そして

生態系にどのような影響を及ぼすか評

りました。それなら、被災地域の雇用

今、時代の転換点から環境負荷低減に

価すると同時に、地元を流れる狼川の

促進にもつながればと福島県での生産

役立つ「エコソリューション」をキーワ

調査を周辺企業と連携して行い、生態

を考えたのです。幸いにも福島で高い

ードに、省エネ照明の販売などの環境

系や水質の調査結果を定期的に行政と

生産性をもった企業と人材（財）に出

成長型企業への道を歩み始めました。

共有するなどの活動を行っています。

会い、9月に操業開始する運びとなり

ISO 14001を取得したのは2004

こういった環境保全活動を通じ、社

ました。このプロジェクトは、 6月11

年。時代の急速な変化により、当社で

員の意識改革が行われ、環境への意識

日（土）
「 NHKスペシャル」でも放映

も更なる環境への取り組みを充実さ

が格段に高くなりました。全員で取り

され大変な反響を呼んでいます。

せ、業務のみならず社内での環境配慮

組んでいるという“一体感”も生まれ、

を徹底していくことを念頭に掲げたこ

環境分野への進出（エコ商品販売）の下

とがきっかけです。そして、2 0 0 7年

地をつくることができました。

チームマイナス6％への参画と同時に
はじめたのが、企業活動としてだけで
なく社員一人ひとり、またその家族も

ISOは事業継続にとって
重要なソフトインフラ
CCFL照明をはじめとした省エネ照

次世代型省エネ照明
「CCFL」の誕生

明の販売などの環境成長型企業への道
を歩み始めることができたのは、まさ

含めた個人レベルの活動である「ポト

そして生まれたのが、液晶バックラ

に当社がISOを取得し、現在まで継続

リ活動」と呼ばれる当社独自の環境保

イト管を照明に利用した長寿命で省エ

して活動を行っていたからです。ISO

全活動です。

ネに貢献できる「 CCFL照明機器」で

は当社の事業継続にとって重要なソフ

す。この照明は、
LEDと同等の省エネ・

トインフラそのものです。今後もこ

長寿命で、さらに導入費用が抑えられ

のISOを通じて、全社員とその家族一

るというメリットがあります。この照

人ひとりが環境保全意識をもって行動

明機器もポトリ活動と同様に高い評価

し、未来へとつなげていきたいと考え

を得ています

ています。

会社を挙げて取り組んでいる
環境保全活動
当社は「環境は未来からの預かり物」
を全社共有の理念として取り組んでい
ます。その一環として、地球温暖化防

この「 CCFL照明」の

止のために取り組んでいるのが「ポト

従来の生産拠点は台湾で

リ活動」です。
「ポトリ活動」とは、
「ハ

す が、世 界 で も 厚 い 信

チドリのひとしずく」の物語を元に、

頼を得ている“made in

CO 2 100ｇを減らすための
“ひとしず

JAPAN”として、また

く（行動）
”を「1ポトリ」と呼び、一日

日本のモノづくりを活性

の生活の中で実践した取組みをポトリ

化させる目的もあり、生

換算し集計します。そして、貯まった

産拠点を国内で行いたい

ポトリは環境に配慮したエコ商品と交

と考えるようになりまし

▲各従業員および家族で行う取り組み活動を項目化

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2011 

11

CUSTOMER VOICE 2

インクリメントＰ株式会社

全員参加型マネジメントシステムの構築
品質保証部

品質企画グループ リーダー

山田 哲生 様
はじめに

弊社は 1994 年の設立以来、電子地
図のデータベースの企画・制作に始ま
り、ナビ向けアプリケーション、また

に実践した三つの方向軸についてご説

ロセスがどのように実施及び改善され

明します。

ているか管理できるように手順に落と

三つの改革
◉マネジメントの改革

し込む作業を行いました。
◉地図制作の改革

法人様、コンシューマ向けソフトウェ

ISO 活動は経営層、管理層の同意・

またカーナビの急速な普及や製品の

ア開発に至るまで一貫した行程を持つ

意識改革無しでは、スムーズな運用は

多角化など市場の要求に応え品質にお

ことにより様々なお客様に新しい価値

望めません。マネジメント層が効率よ

ける差別化を行い、次世代の地図提供

をお届けしたいという思いで今日まで

く組織の目標を達成するツールとして

サービスを担うにはプロセスのシステ

努力を続けてまいりました。

ISO を活用するという姿勢を見せると

ム的な改善が必要と考え、地図編集な

いうことは不可欠です。

どの製作システムも新たに刷新しまし

その中で ISO9001 認証は組織の成
長と密接に関わっており、現在では製

そのためには、役割に応じて「自身

た。さらに既存の情報収集源だけでな

品開発には欠かせないものとなってい

の為すべきこと」を規格要求事項の本

く、地図利用者様からの情報・繋がり

ます。

質から「ルールへ落し込む」ことを徹

による情報収集手法の構築にも着手し

底しました。

ています。

ISOへの取り組み

しかし、ルールだけですべては賄え

以上の三つの方向軸を推進させるこ

ません。モノ作りの現場では例外処置

とによりお客様からの問い合わせやク

2003年の地図DB開発部門での取得、

も重要です。そのためには人材を育て

レーム数はピーク時から比較すると半

2005 年のカーナビ事業全体への拡

ることが必要となりますが、それには

減し、定着期としての活動は効果を上

大、2008 年の全社認証取得と転機が

経営側の「意志」
「価値観」を QMS や

げることができたと考えています。

ありました。俯瞰してみると、導入期、

日頃の活動を通じて示すことが重要

拡張と定着期、そして現在の活用期に

となってきます。それらの部分におい

分けられます。

てトップマネジメントから各上位管理

2003 年の導入期以来、いろいろな

者への意識付けがこの時期に行われま

フェイズを経て現状の QMS に到達で

した。

きたと考えていますが、今後はより高

弊 社 の ISO 認 証 は 大 き く わ け て

取得初年度は、地図品質というもの
の定義に難航し手探りの中でなんとか
認証取得にたどりつきました。
弊社の事業形態は JACO 様の認証

今後に向けて

いレベルを見つめて顧客満足の達成を
◉社員行動の改革

考えていかなければなりません。

活動の中でも前例が少なく、審査員の

その上位管理者の意識変革を受けて

これまでの取り組みはISOというフ

方とミーティングを繰り返しながらの

社員の行動も変らなければいけませ

レームワークを利用する形で進めてき

作業となりました。

ん。そのためにまず社員としての価値

ました。しかしこれからはより実効性

次の拡張と定着期。弊社は社員数に

観を共有することから始めました。組

の高い取り組みに注力していく必要が

して 500 名余りの規模ですがその中

織としてぶれのない意思決定を迅速に

あると考えます。具体的には今までの

においても作るモノの違い、プロセス

行うためにはそれが必須だからです。

取り組みに関してはより効率化を図り

の違いにより考え方に差異があり、そ

その価値観をベースに確実にやり切

品質を落とさない歯止めとしてのQMS

こに一つのフレームワークをあてはめ

れる目標管理のスタイルを確立しまし

は運用を続け、同時にISO の枠にとら

て標準化するということの難しさを痛

た。

われない具体的でテーマをもった活動

感した時期でもありました。その時期
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進捗状況の可視化、またその実行プ

により目を向けていく予定です。

CUSTOMER VOICE 3

山形ゼロックス株式会社

事業継続マネジメントシステムの有効性に
ついて（3.11の東日本大震災を踏まえて）
取締役

経営企画室 室長 兼 ソリューション営業部 部長

本田 厚 様
当社のBCMS（事業継続マネジ
メントシステム）の構築について

ム）の策定を行いました。

ことができました。BCMS で特に大

BIA 分析で分かったことは、①当社

事な要素は「しっかりした方針の策定」

の業務内容は販売よりもサポートの提

と「教育・訓練の繰り返し」と考えます。

当 社 の 事 業 継 続（BCP）は 当 初、

供が中心であり、メーカー一社に依存

ISMS の中で策定しておりましたが、

していたこと。②対象市場が山形県内

リスク管理の対象範囲が情報資産や情

限定であり「地域経済の安定と成長」

報システムが中心になり、事業継続に

なくして当社の BCMS は成り立たた

地域、行政、企業が一体になった事

係わるコアビジネスや業務プロセス全

ないこと。③地方の BCMS は、中小

業継続計画の必要性は、昨年から、弊

体が見えづらいこともあり、情報シス

企業一社単独では限界があり、周辺企

社の BCP を策定していく上で限界を

テムや情報資産は復旧できても、事業

業や行政などを含めた地域で展開する

感じ、提唱しておりましたが、東日本

そのものはすぐには復旧できない限界

BCMS が必要と感じたことです。

大震災を経験し、さらに痛感しました。

を感じました。また、お客様に与える
/ 受ける影響といった CSR の観点が反
映できないことも、ISMS での策定運

東日本大震災発生時の
BCMSについて

地域と共に構築を目指す
BCMSの構築の可能性

当社策定の BCP は、当社だけが被災
する小さな範囲の復旧には非常に有効
ですが、今回の様に広範囲で且つ長期

営の限界を感じた点です。業務プロセ

3 月 11 日の東日本大震災では、大

化する災害の場合は、復旧だけでなく

ス全体の復旧を視野に入れた優先順位

規模な混乱が起き、山形県内も被害を

復興活動が必要となります。復興を含

をつけるためには、広い範囲で有事の

受けた中で、当社初の BCP 発動とな

めた BCP 発動を検討するには周辺企

際の事業に与える定量的及び定性的な

りました。当日中に全員の安否確認が

業と行政、そして地域で課題を共有し、

影響をきちんと評価する必要性を感じ

完了し、BCP に則り事業活動を再開

役割分担をしながら協働して備えて行

ていました。

することができました。長時間の停電

くことが望ましいと思われます。普段

そこで、本来の事業継続を進める

や物流の停滞、燃料不足など、想定外

から接する活動を探り、対策・教育・

上での BCP として、BIA（ビジネスイ

の事態も発生しましたが、サポート先

訓練も地域ぐるみで行うことができれ

ンパクト分析）を基にコアビジネスの

の優先順位付けで、復旧活動のキーと

ば、より早く生活を立て直すことがで

プライオリティ付をし、当社の営業戦

なる公共性・インフラに関わるところ

きると思います。

略や CSR 活動にリンクした BCP 及び

には無事に消耗品や保守サポートを提

震災後、山形県や業界団体、協会な

BCMS（事業継続マネジメントシステ

供することができ、地域全体の早期復

どから依頼があり開催した BCMS セ

旧に有効であったと思い

ミナーは 4 ヶ月間で県内 9 箇所、延べ

ます。

400 名を越す参加をいただきました。

また、BCP 策定の経験

日頃から周辺企業や地域と「おたがいさま」の関係性があれば、
BCPはより有効に実行できると実感。

セミナーの中で、地域が一体となっ

と、安否確認など訓練等

た BCP の必要性をお話したところ、

で事前の備えがあったこ

たくさんの企業、そして行政から共感

とや、BCP に対する考え

の声をいただきました。やはり、今回

方を多くの従業員が研修

の震災で単独での復旧・復興が難しい

していたため、社内にお

ことを肌で実感されたからだと思いま

いては大きな混乱もなく

す。今後とも当社の活動が、少しでも

事業を継続する事ができ、

山形県内全体に良い影響を与える側面

新たな課題に多く気づく

になればと思います。
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SEMINAR

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。

EMSの総点検と
パフォーマンス向上プログラム
～JACOセミナーをご活用ください～

Web サイトをいつでもなんどでもアク
セスできますので、受講生のご都合に合
わせ好きな時間に学習ができるようにな
っています。
JACOでは環境、品質、情報セキュ
リティ、労働安全衛生、食品安全など皆

はじめに

ップ講座で使用しているマニュアル簡素

様のご要望にお応えした様々なコースを

化雛形ソフトを、ご要望多数につき提供

ご提供しております。

EMSを経営あるいは事業改善の側面

することにいたしました。ご希望の方は

次ページの2011年度下期セミナース

で捉え、本業と一体化した運用が望まれ

技術部にお問い合わせください。また常

ケジュールをご覧いただき、スキルアッ

る昨今、JACOではEMSをよりよく活

設セミナーのほか、出張講座も用意して

プに向けて各セミナーをぜひご活用くだ

用するためのパフォーマンス向上プログ

おります。ぜひご利用ご用命ください。

さい。

※

ラム を開始しました。
今回は、前号で開講を予告しました、

EMS活用Webトレーニング

※パフォーマンス向上プログラムとは

「マニュアル点検講座」
（ 名称はEMSシェ

ISO 14001 の要求事項を実践面から

イプアップ講座）と「EMS実践応用力養

ネットで学ぶ講座です。E MS のパフォ

スキル の 復 習からスタートし、診 断を

成講座」
（名称はEMS活用Webトレー

ーマンスを向上させるには、社内関係者

受け、その報告を踏まえ不足している

ニング）がいよいよパフォーマンス向上

の力をつけることがその重要な要素にな

分野の補強研修をする、この一連の活

プログラムのメニューとしてデビューし

ります。このトレーニングは、規格の条

ましたのでこれらの講座について紹介し

文解説ではなく実践応用力に焦点をあ

ます。

てた内容で、内部監査員力量診断の 3

EMS シェイプアップ講座

動を繰り返し、組織の監査力を向上さ
せ、費 用に見合った活動に変えていく
ことを狙っています。
パフォーマンス向上プログラムの 一

級レベルに相当します。実施状況に関

つ、内部環境監査員の力量評価とフォ

する設問が 50 問用意されています。そ

ローアップの仕組みにつなげる
「内部環

皆様が運用されている環境マネジメン

れに一つずつ解答し、その正誤と解説

トシステムに贅肉がついていませんか？

を読み自己学習を進めます。最後に用意

業務を担っている現場から不平不満は出

されている理解度テストをクリアすると

ていませんか？

トレーニングが終了する構成になってい

既に受講されている方からは、
「書類の

学ぶ・測る・知る、つまり既得知識・

ます。トレーニングは一定期間のなか、

境監査員 力量診断サービス」を実施中
です。

■本教育・研修プログラムのお問合せ先
E-mail：info-g@jaco.co.jp

簡素化の糸口が見つかった」
、
「 EMS を
複雑に考え過ぎていた、目から鱗」
、
「事

新規開設セミナーのご紹介

業活動に即した運営に変えていくヒント
を得た」など、好評を得ています。環境
活動の中心として活躍されている環境管
理責任者、推進者、事務局関係者の皆
様、いまこそ、EMSを総点検し、無駄

EnMS（エネルギーマネジメントシステム）審査員養成講座
EnMS（ISO50001）審査員養成講座を 10 月より開講いたしました。

をそぎ落とし組織の皆様に喜ばれる、ま

提供するコースは①フォーマルコース（5 日間）、②資格拡大コース（3

た実質的成果のでる運用に変えてみませ

日間）、③特定コース（3 日間）、になります。①は新たに審査員の資格

んか？ 本講座では、マニュアル、帳票、

取得を希望される方、②は既に EMS または QMS の審査員資格をお持

記録類を簡素化するための方法、また

ちの方、③エネルギー管理士または技術士や電気主任技術者の資格を

EMSの根幹をなすPDCAを回すための

お持ちの方向けのコースになりますので、お持ちの資格に合わせ、コ

シンプル3要素を学んでいただきます。

ースを選定受講ください。審査員養成講座は現在「CEMSAR」に承認

講師は、長年審査の第一線で活躍、組織

申請中。

が陥っている問題をよく熟知している主
任審査員があたります。またシェイプア
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2011 年下期スケジュール
開催
場所

コース
【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日
【CEAR承認】EMS審査員
資格拡大研修コース 3日
【CEAR承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1日

東京

開
10月
17〜21

大阪
東京
大阪
東京

11月
14〜18
7〜11

7〜8
24〜25 13〜14

名古屋

6〜7

福岡
東京

11〜12

12〜13
1〜2

大阪
仙台

21〜22

名古屋

17〜18

入門コース 1日

ISO 14001: 2004
規格要求事項の
解説コース 1日

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

19〜20
26〜27

17〜19

1〜3
8〜10

6〜7

22〜23

2〜3

6〜7

9〜10
6〜7

16

22

21
18
11

東京

19

大阪
仙台
金沢

27

18

6

24

18

ISO 14001 EMS
シェイプアップ講座

1日コース
および
5時間コース

ISO 14005 EMS
中小規模
解説コース 半日
組織が
ISO 14005 HOPコース
取り組み易い
ISO 14005 STEPコース
ISO 14064 規格解説コース １日

15

25
16
24

大阪
東京

25

28

20
25

24
5

29
13

24
16
17
13
20

5

大阪

25

仙台

18

17
22

28
2
18
25
17

7
30

8
9

8
7

18

15

19
5

22
4
22

東京
計 画 中
東京
東京
28
東京
28
24
複合マネジメントシステム
構築Q/Eコース 1日
大阪
27
東京 13〜14
19〜20
20〜21
大阪 24〜25
6〜7
内部監査員
養成コース 2日
仙台
29〜30
名古屋
23〜24
労働安全衛生
東京
24〜25
2〜3
マネジメント
システム
大阪
14〜15
構築実務
（OHSMS）
コース 2日
仙台
名古屋
5〜6
OHSAS 18001：2007
東京
26
25
規格要求事項の解説 1日 大阪
11
［OHSMS］設備安全リスク
東京
アセスメントコース 1日
地球温暖化対策ダイジェスト入門 １日
東京
30
（GHG,クレジット,カーボンオフセット）コース

26

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

11月
28〜12/2

催

12月

日
1月

2月
27〜3/2

3月

13〜14

12〜13

23〜27

東京

13〜14

大阪

25〜26

仙台
金沢

14〜15

12〜13

16〜17

1〜2

19〜20

1〜2

25〜26
10〜11

9

20〜21

計 画 中

大阪
東京

26

大阪
東京

6〜7

大阪

20〜21

12〜13

仙台
金沢

25〜26
15〜16

東京

6

大阪

20

5

仙台

26

金沢
東京
大阪
東京

15
26
7

大阪
東京
大阪
東京

16
23

4
21

16

11

2

31〜11/4

6〜10

大阪
東京
名古屋
東京

21〜23

東京
東京

食品加工学 3日
食品微生物学 3日

東京
東京

食品化学 3日
動物生産（畜産・水産 ）3日
作物生産（野菜・穀物）3日

東京
東京
東京

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

東京
大阪
東京

28〜12/2

ISMS内部監査員
養成コース 2日

大阪
東京
大阪

31〜11/2
13〜14 16〜17

ISMS構築基礎コース
2日

東京
大阪

24〜25

東京

11

事業継続
マネジメント
内部監査員
システム
養成コース 2日

8
12

管理手法からのFSMS構築 1日
役立つ食品関連法の解説 1日

M 【JRCA承認】ISMS審査員
S リフレッシュコース ★新設
ISMS審査員 CPD 5hr①
ISMS審査員 CPD 5hr②
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
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

19
2
8〜9

5〜6

ISO 22000の規格解説 1日

8〜9

15〜16
25
26
27

計 画 中

27〜3/2
13〜17

12〜13
15〜16

19〜20

8〜9

26〜27

15〜16
21〜22
26〜27

22〜23

東京
東京

24
26
11

東京
東京

11〜13

東京

23〜24

東京

21, 22

東京

17

大阪
東京
大阪
【CEMSAR承認申請中】 東京
審査員コース 5日
大阪

【CEMSAR承認申請中】 東京
資格拡大研修コース 3日 大阪
【CEMSAR承認申請中】 東京
特定研修コース 3日
大阪
構築実践 1日
東京
規格解説 1日
東京
東京
SRガイドライン ISO 26000
入門 規格解説コース半日
大阪
東京
SRガイドライン ISO 26001
基礎編/活用編 計画中
大阪
ISO 50001
エネルギー
マネジメント
システム

9

5〜6

福岡
東京

東京
金沢
東京

内部監査員
養成コース 2日

入門および規格
解説コース 1日

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

14

31
23

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

7

金沢
名古屋
福岡

東京

8

9

名古屋
福岡
東京

名古屋
広島
福岡
東京
大阪
広島
福岡
東京
大阪
仙台
名古屋
福岡

23

16

内部品質監査員
レベルアップコース 1日

QMS
審査員/ CPD④
審査員補
CPD⑤
レベル
＊＊検討中
アップ

情報セキュリティ

ISO 14001 EMS
パワーアップ講座

23

ISO 9001
QMSシェイプアップ講座

ISO 9001 経営者・管理者
コース 半日

13

福岡

東京

【2011年度】
環境審査員
CPD

26〜27

大阪
名古屋

環境法と関連
地方条例の解説 1日

1〜2

21〜23
5〜7

大阪
仙台

東京
仙台

16〜17

14〜15

大阪 18〜19
名古屋
東京

15〜16

食品安全マネジメントシステム

環境マネジメントシステム

環境マネジメント
システム構築

基礎コース 2日

15〜16
10〜11

品質マネジメントシステム

13〜14 14〜15
8〜9
16〜17 13〜14 12〜13
27〜28 28〜29 22〜23 30〜31 27〜28 26〜27

東京

東京
大阪

開
10月

名古屋

大阪

福岡
実務コース 3日

【JRCA承認】QMS審査員
資格拡大研修コース 3日

15
3〜4
8〜9
5〜6
12〜13
6〜7
5〜6
24〜25 21〜22 19〜20 23〜24 20〜21 21〜22

東京
大阪

東京
大阪

内部品質監査員
養成コース 2日

12〜13

開催
場所

【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

19

東京

仙台

コース

20

金沢

内部環境監査員
レベルアップコース 2日

3月
12〜16

6
19

福岡

内部環境監査員
養成コース 2日

日

12月
1月
2月
12〜16 16〜20 13〜17
20〜24
7〜9
1〜3

5

大阪
仙台
名古屋

催

1〜2

13〜14
30〜2/3

9〜13
7〜9

21〜23

27〜29

3〜5
29〜31

22〜24
21〜23

11

20
計 画 中
10

17

27
7

計 画 中

（株 ）日本環境認証機構 技術部
【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

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2011 

15

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

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

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

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
■審査部

■関西支社（大阪）
〒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

交通案内
● JR大阪駅下車

徒歩10分
● JR東西線 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

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

東京三菱UFJ銀行

審査部
堂島ホテル

堂島川

TEL.03-5572- 1 725
TEL.03-5572- 1 727
TEL.03-5572- 1 745
審査部（関西）
TEL.06-6345-1732
労働安全衛生審査センタ TEL.03-5572- 1 732
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

阪神高速環状線

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

■札幌営業所

FAX.03-5572- 1 73 1

FAX.06-6345-1730
FAX.03-5572- 1 730
FAX.03-5572- 1 73 1
FAX.03-5572- 1 73 1

北口

〒060-0004
札幌市中央区北4条西 5-1
北海道林業会館 7 階

JR札幌駅

札幌駅

毎日新聞

読売新聞

札幌西武

三井生命

交通案内

みずほ銀行

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

■ ISO 14005検査に関することは
ISO 14005検査センタ TEL.03-5572-1722

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

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

交通案内

FAX.03-5572- 1733

■登録証発行に関することは
営業部

地下鉄南北線

●JR 札幌駅下車

エスタ

南口
アスティ45

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

●JR 名古屋駅下車

東京
関西

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JACO CDM

TEL.03-5572-1753

■金沢営業所

編集
後記

〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-3
石川県鉄工会館3階

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

FAX.03-5572-1 757

表紙の写真は沖から朝日が昇る写真です。これからの発展を想像でき
るような前向きな写真が表紙となりました。また今秋から環境に配慮
した新たな試みとして、組織の皆様には電子配信をいたしております。
「 JACO NEWS No. 21」は新しい形でスタートをきりました。
今まで以上に皆様のお役に立てる情報誌として進化してまいりたいと

交通案内
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）

思います。今後ともご愛読のほど、よろしくお願いいたします。

● JR 金沢駅下車

金

JR

駅

沢

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.co.jp/

