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規格改正を企業の
競争力強化につなげる
株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

蛭田 道夫

マネジメントシステム規格
（MSS）の増加
昨今、多くの MSSが発行されています。これは、マネ

様の組織内に展開していただきたいと思います。

規格改正を企業の競争力強化につなげる

ジメントシステム（MS）を活用することで継続的な改善を

規格の改正があると、マニュアルの改訂、従業員への周

図ることができ、経営に役立つことが期待されているから

知徹底 ･教育など、事務局の方はもちろん、関係者の方は

だと思います。MSSとしては、
従来からの品質、
環境に加え、

大変な苦労があると思います。しかし、どうせマニュアル

食品安全、情報セキュリティ、労働安全衛生、そして最近

も含め見直しをするなら、経営にとってより役に立つ形で

では、エネルギー、事業継続、道路交通安全などがあります。

改訂していただきたいと思います。そのためには、改訂の

今回の JACO NEWSにおいても、ISO 39001（道路交通

趣旨を理解することが重要です。

安全 MS）
、 ISO 55001（アセットMS）について紹介してい

今回の大きな特徴は、すべての MSSが同じ枠組みで構成

ます。また、ISO 22301（事業継続 MS）については、単な

されている点です。したがって、既に統合されている組織

る規格の紹介ではなく、4月 4日開催の「ISO友の会総会」で

や統合を検討されている組織などはこの利点を活かしてい

基調講演をお願いしました名古屋工業大学渡辺教授による

ただきたいと思います。また、
MSの事業プロセスへの統合、

「事業継続マネジメント
（BCM）の国際標準化とその背景」と

トップのリーダーシップ・コミットメントの重視、リスク

して紹介しています。

マネジメントの考え方の組み込み、環境の方には馴染みが

MSが増えて大変だと考えられる方がおられるかもしれ

薄いかもしれませんが、プロセスアプローチの考え方も出

ませんが、視点を変えて、事業活動に、必要な MSを組み

てきます。特に、環境、品質については現在議論の真っ只

込んでいき、事業競争力を強化していくと考えていただき

中ですので、動向を注視し、改正のポイント、趣旨を理解

たいと思います。

してお客様の MSに反映していただきたいと思います。

MSS共通化の動向
このような背景を踏まえ、2006年に MSS全体の整合化
方針が決議され、2012年に MSS共通要求事項が決定され
ました。枠組みの共通化が図られ、すべてのマネジメント

MSはツールとして活用してこそ意味があります。今回の改
正によりツールが改良され、より経営に役立つツール
（MS）
に成長したと考えて、活用していただきたいと思います。

最後に

システムは、
「1. 適用範囲〜 10. 改善」まで同じ構成になり

JACOでは、規格改正動向について、逐次セミナーを開

ます。そして、枠組みの共通化、共通用語
（22用語）の定義

催しています。今後は、認証されている組織として改正に

など、共通部分をベースに、品質、環境、情報セキュリテ

どう対応するかがポイントになってきますので、これらに

ィなどの個別 MSを積み上げていく形になります。

関連したセミナーも準備しています。詳細についてはホー

ISO 22301や ISO 39001は既に共通化された MSSとして
運用されています。そして、ISO 27001
（情報セキュリティ

ムページをご覧ください。
また、改正に対してどう対応したらよいか悩んでおられ

MS）は 2013年中に、ISO 14001
（環境 MS）は 2015年 1月に、

る方、今回の改正を機会に新たな展開を図ろうと考えられ

ISO 9001（品質 MS）は 2015年 9月に改訂版 ISOが発行され

ている方は、遠慮なく営業部にご相談ください。

る予定です。
MSS共通化の詳細についても今回の JACO NEWSで紹

今回の改正を良い機会と捉えてさらなる企業競争力強化
につなげていただけることを期待しています。

介しています。改正の動向を把握し、趣旨を理解してお客
JACO NEWS ︱ APRIL ︱ 2013 
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事業継続マネジメント
（BCM）
の
国際標準化とその背景
名古屋工業大学
大学院工学研究科社会工学専攻
工学博士、MBA

渡辺 研司

1. 国際標準化の背景
TC223の誕生
2001年9月11日の朝、米国内のボストン、ダレス、

教授

SAG-S（Strategic Advisory Group on Security）と
いう常設の委員会が設置されました。そのSAG-Sは、
もともと冷戦時代に設置されたものの休眠していた市
民防衛（Civil Defense）に係るISOの技術委員会（TC：

ニューアークの各空港を飛び立った4機の旅客機がほぼ

Technical Committee）の呼称を社会セキュリティ

同時にハイジャックされ、そのうち2機がニューヨーク

（Societal Security）と変更の上、活動を再開させるこ

のワールドトレードセンターの2棟に、1機がワシント

とを決定し、2006年5月にTC223が正式に活動を開始

ンの国防省（ペンタゴン）に激突、残る1機は乗客達の

することになりました。

阻止によって、ペンシルバニア州内に墜落しました。3
千人近い死者・行方不明者と6千人を超す負傷者を伴う
大規模な同時多発テロが米国にもたらした被害は、建物

2006年5月にTC223はその活動開始として、TC223

や社会インフラストラクチャといったハードウェア、電

の議長国及び事務局となったスウェーデンのストック

気・通信ネットワーク・金融・交通などの都市・社会機

ホルムで第1回総会を開催しましたが、実はそれに先立

能といったソフトウェアのみならず、国防やセキュリテ

ち2006年4月に米国が呼びかけてIW（International

ィを自負する米国で、商業の中心であるニューヨークや

Workshop、国際ワークショップ）が開催されました。

政治の中心であるワシントンが直接攻撃されたことで、

このIWとは、国際ワークショップに参加した国々が

国家的な自信喪失と恐怖感をもたらしました。

IWA（International Workshop Agreement、国際

その後、米国はこの同時多発テロを「戦争」と位置付

ワークショップ協定）を結ぶに至った場合には、ISOの

け、アフガニスタン侵攻に向かいましたが、その一方

規格開発に係るプロセスを短縮して、早期に国際規格を

で、米国の国家安全保障を省庁横断的に司る国土安全

発行できるという位置づけのもので、社会セキュリティ

保障省（DHS：Department of Homeland Security）

に係る国際標準化の推進に名乗りを上げた米国が主催

を国境警備および運輸保安、緊急事態への準備・対応・

したものでした。このワークショップには日本からも

科学・テクノロジーの管理、情報分析および重要インフ

参加し、
全体的には大変活発な議論が展開されましたが、

ラ防護を目的として翌年に発足させ、また、標準化の分

社会セキュリティの定義や国際標準化の対象や範囲に

野でも米国国家規格協会（ANSI：American National

関する考え方の多様性は認められたものの、何らかの具

Standards Institute）
が国家安全保障標準パネル
（HSSP：

体的な合意に至るというには程遠い結果となりました。

Homeland Security Standards Panel）を2003年に

最終的には、セキュリティに関する国際標準化は必要

設置しました。

であるというおおまかな合意に留まり、翌月開催され

このような動きに基づき米国は、ISO理事会に対し
て社会セキュリティに関する国際標準化に関する提案
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これまでのTC223の活動

たTC223の第1回総会から通常の国際標準規格の開発
が始まることとなりました。

を行い、それに対してISOは技術管理委員会（TMB：

その後は、おおよそ半年毎にTC223参加国の国々

Technical Management Board）内にセキュリティ

が主催しながら2012年12月のナイロビ総会も含めて、

の標準化に係る議論を専門的に行うAGS（Advisory

計14回のTC223総会が開催されてきました。その間、

Group on Security）を設置、更にその勧告に基づき

TC223のシリーズ規格の中心となる個別組織の事業継
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続に係るマネジメントシステム規格ISO 22301が2012

織と直接的な利害関係者とがお互いの認識する事業継

年5月に発行に至るまでに様々な議論が展開され、結果

続性を定義し、
合意をすることができます。最低在庫量、

的に議論のスタートから紆余曲折を経て6年の月日が経

目標復旧時間（RTO）
、サービス遅延許容時間などとい

過したことになります。

った定量的な部分については、こうした合意がある程度

前述の通り、米国が社会セキュリティを提案した大き

まで可能です。しかし、定性的な部分については、契約

なきっかけとなった「人為的な意図的攻撃に対するセキ

文言には落としきれず、事業継続性の評価について何ら

ュリティ」は当初、米国及び2005年にロンドン市内で

かの補完する方法が必要となります。

同時多発テロを経験するまでにもIRA（アイルランド独

また、後者については、間接的な関係で直接的なやり

立闘争）などによるテロ攻撃に対応してきた英国が、強

とりは存在しないため、何らかの独立した客観的な事業

い関心を示す分野でした。そのため、社会セキュリティ

継続性の評価や開示の方法が必要となります。

について自然災害を中心に検討を進めてきた日本を始

そのような方法として認証の仕組みがあるわけです

めとするアジア諸国とは、規格の構想を議論する際の立

が、認証は大きく第一者認証、第二者認証、第三者認

ち位置が異なり、議論が足踏みしてしまうような場面も

証に分けられます。第一者認証は、組織内において内

多々ありました。

部監査などにより、事業継続性をBCMの実効性の検証

しかし、2004年に発生したスマトラ沖地震とそれに

を行って、外部に対して自己宣言するものです。第二

伴う津波や、2005年に米国で発生したハリケーン・カ

者認証は、直接の取引先やサプライチェーン上の最終メ

トリーナによる大規模かつ中長期的な自然災害による

ーカーなどから要求され、実際に監査や検査などを受け

被害が認識されたことにより、その後は人間による意図

ることによって、BCMの実効性を示す認証です。しか

的攻撃や非意図的事案、自然災害なども幅広く含めた

し、大手の完成品メーカーなどは数千から数万のサプラ

all-hazards（ 全ての災害事案を対象とする）といったス

イヤーを抱えており、主要なサプライヤーに限定したと

タンスで共通意識を持ちながら開発を進めることにな

しても、認証のプロセスを定期的にこなすためには相

りました。

応のコストと時間もかかり、
非効率になってしまいます。

TC223の投票権を持つ正式参加国は2012年12月現

そこで、このような状況を解決する認証方法として第三

在45カ国で、それぞれがTC223の総会や各WGでの論

者認証へのニーズが出てきましたが、
その第三者認証は、

点を国内委員会に持ち帰り議論し、投票時の判断をして

何らかの標準化された認証用のBCM規格を用いて、そ

います。

れを別途認められた認証機関が個別組織を認証すると

2. ISO 22301の位置づけと今後の展開

いう方法で、まさにISO 22301はその認証の基準とし
ても活用することができる規格として開発されました。

ISO 22301の位置づけ
ISO 22301は個別組織の事業継続マネジメントに係
るマネジメントシステム規格ですが、そもそも個別組

ISO 22301発行後の展開
ISO 22301が発行された後に、いくつかの国では国

織の事業継続に係る利害関係者（ステークホルダー）は、

家規格として採用が開始されています。現時点では、自

商取引関係にある取引先のみならず、投資家、銀行や商

国語に翻訳して発行したタイの他は英語での発行とな

社などの与信者、地域コミュニティ、従業員など組織の

っているようですが、ISO 22301が他の規格同様にフ

内外に多岐に亘り存在しています。

ランス語版が発行された段階で、フランス語を公用語と

そのステークホルダーとの関係性は、商取引契約、購
買契約、与信契約、株・債券売買契約、監査契約といっ

するアフリカ諸国を中心に採用が開始されるものと考
えられています。

た契約上の関係、許認可・登記といった法規制上の関係

日本でも日本規格協会が国内検討委員会を2012年に

といった直接的で明示的なものと、安定供給性、消費行

設置し、既に国内標準（JIS）の原案を作成済で、経済産

為、地域リソースの共有といった間接的で明示的ではな

業省による審議が開始される段階に来ています。

いものとに大きく分けられます。

国際的に業務オペレーションを展開している企業に

前者については、事業継続性の確認行為や要求事項を

とって、ISO 22301は事業継続に係る利害関係者との

明示的にＳＬＡ（サービスレベルアグリメント）などの

共通のプラットフォームや共通言語として活用できる

契約に含ませることで、事業継続性の評価対象となる組

ことは間違いないでしょう。
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「交通事故ゼロ」を目指した

道路交通安全マネジメントシステムISO 39001の紹介

（RTSMS：Road Traffic Safety Management System）
新規事業推進部

丸山 眞弘

副部長

2012年10月1日に、新しくISO 39001が発行されま
した。この規格は、JACOの企業理念「安全安心社会の
実現に向けアセスメントサービスにより貢献する」に沿
った内容であり、JACOとして「セミナー、認証」の準備
を積極的に進めています。

〈 ISO 39001 導入の効果 〉
①ＣＳＲ活動の一環として、利害関係者に認知される
②交通事故に関わるさまざまな損失を削減することができる
③事故率の低減により、損害保険料を削減することが可能
となる

今回、この規格についての概要などを紹介します。

「ISO 39001」とは

ISO 39001策定の背景

「わが社のトラックが重大な交通事故を起こした」

─今、世界では─

「当社の荷物を運ぶ運送会社トラックが事故を起こし、

世界的な道路交通安全の状況は、死亡事故が増大し、

社名の入った荷物が高速道路に散乱した」
残念なことに、このような事態はありえることです。

このままの状態では2020年に190万人の死者数になる
と予想されています。

交通事故の削減は社会的に重要な課題です。ISO 39001

国連では、
「交通安全のための行動の10年」
（2011〜

は、道路交通安全マネジメントシステムとして、交通死

2020年）を決議、宣言し、2020年に死亡者を半減する

亡・重傷事故を削減することを目的としています。

としています。これに呼応し、WHO（世界保健機関）も

ISO 39001導入の効果
ISO 39001に取組み、認証を受けるとどのようなメリ
ット、効果があるのでしょうか？
その効果は、大きく3つのレベルが考えられます。
一つは、
「 社会的な視点（CSR）
」です。ISO 39001認証
を受けることにより、広く利害関係者から「道路交通安
全を積極的に目指し、マネジメントシステム（＝会社の
仕組み）として取り組んでいる」と、認知されます。
二つ目は、
「交通事故による損失の削減」です。交通事
故は、
「人的損失、物的損失、事業主体の損失（被害者、
加害者への対応を含む）
、各種公的機関などの損失など」
非常に莫大なロスを生みます。このロスを削減すること

世界的な取組みを始めています。
死者50％
削減目標

（千人）
2,500
2,000

1,900千人

何も行動を起こさない場合

1,500

死者500万人
重傷者5,000万人

1,000

900千人

「行動の10年」を行った場合
500
0
2000

2005

2010

2015

2020（年）

図1 世界の交通事故死者数（人）

は、大きな効果を上げることになります。
最後は、
「管理費用の削減」です。実際の事故率を低減

─日本の状況は─

させることにより、所有している車両の保険料率を下げ

日本の直近の30年では、平成2年をピークとして継続

ることができます。車両台数が多い場合、多額の保険料

して死者数を削減させています。シートベルト着用、ア

削減が可能になります。

ルコール運転の取り締まり強化などにより、H23年の死
者数は約4600人になりました。
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しかし、今なお交通事故で86万人の死傷者が発生し
ており、依然として厳しい状況となっています。

４ 組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解

ISO 39001の発行

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
4.3 RTSマネジメントシステムの適用範囲の決定

前述したグローバルなニーズからISO 39001が策定さ
れることになり、日本からは独立行政法人自動車事故対

4.4 RTSマネジメントシステム
5 リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント

策機構（NASVA）のメンバーが規格策定委員会に参画

5.2 方針

しました。2012年10月にISO 39001が発行され、現在
10数社が認証をうけています。
この規格の対象は、
「 交通死亡事故・重傷事故の加害者、

5.3 組織の役割、責任及び権限
6

6.1 一般

被害者になる可能性のある組織、及び事故発生に関連す

6.2 リスク及び機会への取組み

る組織」です。したがって、運送業、荷主企業、自動車

6.3 RTS パフォーマンスファクター

機器製造業、道路関係など 対象業種が広いことが特徴
といえます。道路交通安全に関わるさまざまなリスクに

計画

6.4 RTS目標及びそれを達成するための計画策定
7

支援
7.1 連携

対して一定の役割を果たし、社会としての成果をあげよ

7.2 資源

うとする考えの規格です。

7.3 力量

ISO 39001規格の概要

7.4 認識
7.5 コミュニケーション

この規格は、規格改正のトレンドである「HLS : High
Level Structure」
を本格的に踏襲した最初の規格です
（図

7.6 文書化された情報
8

8.1 運用の計画及び管理

2の緑のラインが、要求事項の全体構成）
。具体的な要求
事項は図3に示す内容であり、要求事項の多くがHLSの
項目になっています。
したがって、会社実態に合わせて将来的にQMSや
EMSと統合を進め、組織の統合マネジメントシステム
としてより効果的に運用することが可能になります。

運用
8.2 緊急事態への準備及び対応

9

パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価
9.2 道路交通衝突事故及び他の道路交通インシデント調査
9.3 内部監査
9.4 マネジメントレビュー

10
RTSMS 固有
要求事項

QMS固有
要求事項

EMS固有
要求事項

ISMS固有
要求事項

改善

10.1 不適合及び是正処理

…

10.2 継続的改善
図3

マネジメントシステムの共通要求事項
（HLS：High Level Structure）

ISO 39001：2012
図2 ISO 39001（RTSMS）要求事項の構造

ISO 39001 の要求事項

①規格の解説などのセミナーの開催
Webセミナー
（無料でHPより実施）
規格解説セミナー、など。
（本号8〜9頁 参照）
②営業活動の展開
認証をご検討のお客様に対して、概要の説明、認証
取得にむけての提案をいたします。

JACOの取組み
この新しい規格に対して、JACOは
「規格内容の紹介、
解説から審査、認証まで」を積極的に推進しています。
具体的には、以下の①〜③のとおりです。

③審査の実施、認証
お客様の実態を適切に判断して、審査を実施します。
■ISO 39001についてのお問合せがございましたら、
新規事業推進部をご活用ください。
新規事業推進部／電話 03-5572-1726 FAX 03-5572-1733
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NEWS & REPORT 2

マネジメントシステム規格共通要求事項に
もとづくＩＳＯ規格の改正動向
～充実した新規格対策セミナー～
技術部

部長

水上 浩

マネジメントシステム規格の共有要求事項とは

マネジメントシステムの固有要求事項をこれに組み込む形と
なります。図 2は次節のISO 39001の場合を示しています。

2006年2月にISO技術管理評議会（以下、TMB）に

以下、附属書 SLを適用した主なMSSをご紹介します。ま

おいて決議されたマネジメントシステム規格（以下、

た、図3に各MSSの改正スケジュール
（ 予定）を示します。

MSS）全体の整合化方針が決議されてから、MSSの
共通要求事項及び共通定義は、合同技術調整グループ

道路交通安全マネジメントシステム
（ISO 39001）

（JTCG）による議論を経て、ガイド8 3としてまとめられま

本規格は、これまでにMSS共通要求事項を適用して

した。このガイド8 3は 2 01 2 年2月にTMBにおいて強制

ISO化された4規格（レコードMS、業務継続MS、イベ

適用が決議されるとともに、その内容をISO/IEC 専門業

ントの持続可能性MS、道路交通安全MS）のなかで最も

務用指針の統合版 ISO 補足指針のなかで附属書 SLとし

忠実に附属書SLに準拠しており、逸脱箇所がない初の

て掲載することとされました。附属書 SLの基本構成を図

MSといえます。具体的内容は本号6 ～ 7頁「道路交通

1に示します。また、各々のマネジメントシステムは、共通

安全マネジメントシステムISO 39001の紹介」を参照く

要求事項を上位構造
（ High Level Structure）として、各

ださい。

序文
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解／ 4.2 利害関係者のニーズ
及び期待の理解／4.3 X X Xマネジメントシステムの適用範
囲の決定／4.4 XXXマネジメントシステム
5 リーダシップ
5.1 リーダシップ及びコミットメント／ 5.2 方針／ 5.3 組織の
役割、責任及び権限
6 計画
6.1 リスク及び機会への取り組み／ 6.2 XXX目的及びそれ
を達するための計画策定
7 支援
7.1 資源／ 7.2 力量／ 7.3 認識／ 7.4 コミュニケーショ
ン／ 7.5 文書化された情報（ 7.5.1 一般／ 7.5.2 作成及
び更新／ 7.5.3 文書化された情報の管理 ）
8 運用
8.1 運用の計画及び管理
9 パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価／ 9.2 内部監査／ 9.3
マネジメントレビュー
10 改善
10.1 不適合及び是正処置／ 10.2 継続的改善

図 1 MSS 共通要求事項
（ ISO 専門業務用指針 統合版 ISO 補足指針附属書 SL ）
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情報セキュリティマネジメントシステム（ISO 27001）
本規格も附属書SLに準拠して改正が進められており、
現在はDIS（国際規格原案）が回付されており、本年10
月頃にISOとして公開される予定です。現規格附属書
Aの管理策は、ISO 27002に基づく点は同様で、133か
ら113に再編されます。よって改正規格への移行におい
ては、現行の管理策からの組み直しや新しい適用宣言書
の作成が必要になります。他にもリスクのオーナーの明
確化などに注意が必要となります。JACOでは現段階の
DIS及びFDIS（最終国際規格原案）において、詳細な解
説セミナーを開催しますので、ぜひ受講ください。
ISO 39001:2012
RTSMS 固有
要求事項

QMS固有
要求事項

EMS固有
要求事項

ISMS固有
要求事項

マネジメントシステムの共通要求事項
（HLS：High Level Structure）

図 2 共通要求事項にもとづくMSSの構造

…

2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

内部コミュニケーションの強化、文書へのビジネスプロ

♦
ISO
39001 ISO 発行（10 月）
ISO
27001

セスの相互作用の記述など新たな視点が多く組み込まれ

▽
DIS（11 月）

▼
FDIS（5 月）
♦
ISO 発行（10 月）

ています。これらに対するセミナーもそれぞれ開発中で

▽
DIS（1 月）
♦
▼
ISO 発行（1 月）
FDIS（7 月）

ISO
14001

▽
DIS（4 月）

ISO
9001

義務への対応、環境改善プログラムにおける指標の決定、

▼
FDIS（7 月）
♦
ISO 発行（9 月）

（ 注 ）2013 年以降は予定

図 3 附属書 SLに準拠した主なMSSの改正

環境マネジメントシステム
（ISO 14001）
2011年6月からスタートしたISO 14001の改正作業は、
本年2月のスウェーデン ヨーテボリでの第4回作業会合
を経て、現在CD.1（ 第一次委員会原案）が回付されてい
ます。これまでに醸成された共通認識としては；
◉EMS の事業プロセス
（戦略レベルを含む）への統合

すので、積極的に活用ください。

品質マネジメントシステム
（ISO 9001）
2012年11月にスタートした改正作業は現在WD.1（ 第
一次作業原案）の段階です。改正版では品質マネジメン
ト原則を現状の8原則から7原則に統合再編すべく議論
されています。また附属書SLに対する固有要求として、
箇条7.1「 資源」
、箇条8「 運用」及び箇条9.1「 監視、測定、
分析及び評価」に数箇条の具体的なサブ項目が設けられ
ているのが特徴です。

JACOの規格改正対策セミナー
JACOでは、MSS共通化に対する対策セミナーを新

◉トップのリーダーシップ・コミットメントの重視

たに開発・実施しています。図4及び5にその一部をご

◉リスクマネジメントの考え方の組み込み

紹介します。共通化されたMSSは、図２に示したように

◉地球環境悪化を見据えた2025年頃まで陳腐化しない

複数のMSの統合化に適した構造をしているといえます。
図４の「共通」と示しているセミナーは統合化にも寄与す

要求事項
◉バリューチェ－ン／ライフサイクル思考の強化
◉絶対要求形式の拡大（手順ではなく、結果を要求）

る内容となっていますので、ぜひ活用ください。
今後も積極的に新セミナーの開発を進めますのでご期

などがあげられます。また、環境変化が組織に与える影

待ください。詳細は、以下の弊社セミナー・ホームペー

響（環境状況）
、プロセスアプローチの適用、ISO 26000

ジご覧ください。

に示される4つの環境課題との整合、法的要求と自主的

http://www.jaco.co.jp/seminar/index.htm

〈 共通 〉
●リスクセンスを磨く
（オンデマンドwebセミナー
【 無料 】
）
● 2013 年版 リスクセンスを磨く
●事業プロセスへの環境・品質マネジメントの組込み方
● MSS 共通要求事項で求められる文書管理〔 開講準備中 〕

環境改善プログラム ③
パフォーマンス評価 ⑥

法不順守の意味 ④

〈 ISO 27001 〉
● ISO/IEC 27001（ DIS ）規格改正概要 半日【 無料 】
● ISO/IEC 27001（ FDIS ）規格改正解説 1日
〈 ISO 14001 〉
●「 ISO14001 改正アップデートとISO9001 改正の最新動向 」
※ 図 5 参照
〈 ISO 9001 〉
●「 ISO14001 改正アップデートとISO9001 改正の最新動向 」
●プロセスアプローチ内部監査（ QMS ）
（ 注 ）開講スケジュールは本号 15 ページを参照ください

図 4 JACO 規格改正対策セミナー

コンプライアンス

パフォーマンス向上

法令順守評価 ⑦

〈 ISO 39001 〉
● ISO39001 入門（オンデマンドwebセミナー
【 無料 】
）
● 2013 年版 ISO39001 規格解説コース
（ 1日）

バリューチェーンマネジメント ①
バリューチェーン計画 ⑤
環境状況 ②
自主活動

① バリューチェーンから見た環境マネジメントの有効性向上
② ISO14001:2015で求められる環境状況の考え方
③ ISO14001:2015で求められる環境改善プログラムの考え方
④
⑤
⑥
⑦

ISO14001:2015で求められる法不順守の意味
ISO14001:2015で求められるバリューチェーン計画
ISO14001:2015で求められるパフォーマンス評価
ISO14001:2015で求められる順守評価

図 5 ISO14001：2015 関連セミナー
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NEWS & REPORT 3
社会インフラの安全安心への審査機関としての貢献

アセットマネジメントISO 55001の活用
新規事業推進部

山本 富夫

部長

全国に15万5000ある道路の橋のうち50年を超えてい

笹子トンネル事故のインパクト

るものは、現在およそ9％ですが、10年後には26％、20年

2012年12月2日、山梨県大月市笹子町の中央自動車
道上り線笹子トンネルでコンクリート製の天井板がお
よそ130㍍にわたって落下し、9人の命が奪われました。
トンネルは造られて35年たっており、施工方法や管理
の問題に加えて老朽化が背景にあると見られています。
この事故を受けた全国のトンネル点検でも数多くの問
題が見つかり、社会インフラの老朽化問題があらためて

度には50％を超えます。水門など川の施設や港の岸壁も
20年後には半数以上が
「寿命」を迎えることになります。
実際に、笹子トンネルのような大惨事に至らなくても、老
朽インフラの破損による被害が数多く起き始めています。

アセットマネジメントの必要性
アセットマネジメントとは、資産を効率よく管理・運
用することで、証券や不動産の業界でよく使われていま

クローズアップされています。

す。しかし、今、早急に導入が必要な分野は老朽化して
いる社会インフラ分野です。
社会インフラを建設、維持するには巨額な投資が必要
です。首都高速でさえ、更新維持に約7900億～ 9100億
円かかると試算されています。全国の老朽化した社会イ
ンフラの更新、維持していくには莫大な投資が必要です。
しかも、この投資の原資は国民が支払った税金、または
利用料です。このような社会インフラ資産を効率よく管
理運用しないと、付けは国民、特に未来の子供たちの世
代に回されます。

▲天井板崩落現場

社会インフラ老朽化による問題の本質は、その建設時
に「建設から保守、廃棄、さらに更新」までのライフサ

社会インフラ老朽化の現状

イクルコストを考慮せずに投資をしてきたことの付けが

社会インフラの寿命は、特段の手当をしなかった場合、
建設から50年ほどと言われています。

具体的には維持補修、廃棄のための財源が十分確保さ

■建設後50年以上の割合（国土交通省）
現在

道路の橋

（約15万5千橋）

河川施設

（約1万施設）

港湾岸壁

（約5千施設）

下水道管

（約42万km）

9%

10年後

5%
2%

20年後

26%

23%

53%

37%

60%

25%
7%

53%
19%

図 1 建設後 50 年以上の割合（ 国土交通省 ）
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顕在化してきたことです。
れず、廃棄、更新を含む適切な維持管理が後回しにされ
た結果です。国民も建設だけではなく社会インフラの維
持、廃棄も含むトータルコストを負担する覚悟が必要で
す。

アセットマネジメントのメリット
アセットマネジメントは社会インフラ事業者である
国、地方自治体、電力会社などにも、税金または利用料
を負担する国民にも次のメリットがあります。

①社会インフラ事業者はアセットマネジメントによ

サイクルコストを最適化し、安全性を確保することがで

り、投資が効率的、効果的に、適切に配分されてい

きます。また、この認証を得ることにより国民、利用者

るかを確実にできます。また、管理プロセスと結果

への説明責任を果たすことができます。

をガラス張りにしてビジブル化することにより国民
への説明責任を果たせます。

さらに、JACOとしては、新幹線などの日本の社会イ
ンフラの優れた運用ノウハウを海外の認証機関ではなく

②国民はアセットマネジメントにより、ガラス張りに

日本の認証機関が認証することにより、社会インフラの

なった管理プロセスと結果を監視できるようにな

輸出競争力を高め、日本の成長戦略に審査機関として貢

り、税金または利用料に対する納得ができます。

献したいと考えています。

アセットマネジメントのISO化の動向

アセットマネジメントへのJACOの取組み

2014年3月にはアセットマネジメントのISO規格で

JACOはPC251国内委員会にオブザーバーとして参

あるISO 55000シリーズが発行される予定です。ISOの

加しており、国内委員会、国交省関係者とISO 55001に

PC251で作成され、現在はDIS（Draft International

基づく適合性評価基準を検討しています。

Standard国際規格案）の段階にあります。規格は認証

また、ISO 55001認証機関に対する認定基準を作成す

のために利用する認証規格ISO 55001、システム構築の

るCASCO PC 251 WG 39（ ISO/IEC 17021-5）に日本

ために利用するガイド規格ISO 55002から構成されてい

代表としてエキスパートを派遣しています。

ます。

JACOは環境ISO 14001の認証機関として出発しまし

規格の構成と各箇条の意味を下図（三菱総研マンスリ
ーレビュー 2012.7）に示します。

社会インフラの安全安心までの幅広い分野で、安全安心

このアセットマネジメントにより、社会インフラ事業
者は「建設から保守、廃棄、さらに更新」までのライフ
4. 組織の状況

4.1
4.2
4.3
4.4

た。しかし、環境分野だけではなく、食の安全安心から
を軸に、審査機関として貢献して行きたいと考えており
ます。

組織の状況と理解
利害関係者のニーズと期待の理解
マネジメントシステムの適用範囲の決定
アセットマネジメントシステム

社会資本を保有・管理する組織が、トップマネ
ジメントの下で、地域のステークホルダーとの
合意形成に配慮しつつ、アセットマネジメント
を実施することを明記

5. リーダーシップ

5.1 リーダーシップとコミットメント
5.2 方針
5.3 組織の役割、責任と権限

6. 計画策定

6.1 リスクと機会への行動
6.1.1 アセットマネジメントシステムの計画策定
6.1.2 アセットの計画策定
6.2 アセットマネジメント目的と達成するための計画
6.2.1 アセットマネジメントの目的
6.2.2 アセットマネジメントの計画策定

7. 支援

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8. 運用

8.1 運用計画及び管理
8.2 チェンジマネジメント
8.3 アセットマネジメント活動の委託

施設の群管理・最適配置を含めたアセットマネ
ジメントを組織全体で実施

9. パフォーマンス
評価

9.1 監視、測定、分析及び評価
9.2 内部監査
9.3 マネジメントレビュー

アセットマネジメントの実施による費用対効果、
満足度等を評価・検証

10. 改善

トータルコストの削減、プライオリティ付けや
施設の統廃合などを含め、社会資本を保有・
管理する組織の目標に照らして、アセットマネ
ジメントを実施するための計画を策定

資源
力量
認識
コミュニケーション
情報システム支援
文書化された情報
7.6.1 一般的事項
7.6.2 作成と更新
7.6.3 文書化された情報の管理

10.1 不適合及び是正措置
10.2 継続的改善
10.3 予防と予測の活動

評価結果をもとに、組織が実施するアセットマ
ネジメントの計画を見直し・改善

図2

規格の構成と各箇条の意味

JACO NEWS ︱ APRIL ︱ 2013 

11

CUSTOMER VOICE 1

福島県相馬市役所

震災対応から生活再建へ 今被災地相馬市は…

─ISO ９００１を活用した復興計画─
総務課長 兼 地域防災対策室長

宮崎 富由

様

福島県相馬市は…

相馬市役所 ホームページ
https://www.city.soma.fukushima.jp

その理由は＝市民サービスを行ううえ
で、市民の行政への満足度を判断基準

福島県相馬市は平成23年3月11日

として、業務改善と意識改革を推進す

に発生した東日本大震災により、未曾

る必要がありました。そのひとつのツ

有の被害を被りました。

ールとしてISOが非常に有効であると

その被害状況を述べさせていただき

の認識のもと「相馬市マスタープラン

ますと、震災により発生した大津波は

2007」の実現に向けて、事務事業の

高さ10メートルを超えるもので、本

精度と行政サービスの質のさらなる向

市沿岸部に大打撃を受けました。

上を図るためISOの規格と行政評価を

震災時の本市の人口は、約38､000

一体化した「行政経営システム」を独自

人、 世 帯 数 が、1万4,000世 帯、 し

に構築し、平成19年4月に運用を開

かし震災により458人の尊い生命が

始しました。

奪われ、半壊以上の家屋数は2,000

現在では「相馬市復興計画」において

棟、冠水した市の面積は市の全面積の

示された施策を重点施策実行計画に掲

▲ISOを活用し震災対応を記録した報告書

約15％の20㎢にのぼり、農地の約

げ、市が行うあらゆる施策にPDCAサ

寝具は備蓄品では到底足りずにその対

40％が浸水したほか、漁港は防波堤

イクルを活用し行政サービスの質の向

応に苦慮しました。

が壊滅状態で、市の基幹産業である農

上に取り組んでいます。

業、漁業に大きな痛手を負いました。
しかし、現在は、再生に向けて市一丸
となり取り組んでいるところです。

ISO認証を取得したきっかけ
地方自治体がISO認証を取得する？

ISOを活用した主な復興策
◉防災備蓄倉庫の建設
想定以上の大災害により震災直後に
直面した問題ですが、避難所（約4千
人が避難）では、飲料水を含む食料、

その教訓を生かし市内に避難者1万
人が3日間避難所で対応できる備蓄品
を収納できる防災備蓄倉庫の建設に着
手し本年7月に完成予定です。
◉災害公営住宅の建設
震災で家族を失い孤独になった老齢
者や老齢者夫婦が、入居者同士で自ら
の生活を支えあう共助精神により運営
を行うことを目的として建設した相馬
長屋は、これまでの公営住宅にはない
コンセプトで、被災された市民の声を
反映して建てられています。

今後の相馬市は
相馬市の復興は始まったばかりです
が、これからも被災した市民と十分な
協議を行い、その声を反映し、住民と
一体になり、
「相馬市行政経営システ
ム」を有効に活用しながら早期の復興
を目指していきます。皆様のご支援を
▲被災した相馬市の沿岸部一帯はガレキの海
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いただければ幸いです。

CUSTOMER VOICE 2

株式会社ソディック

QVP＋（環境、食品安全マネジメントシステムを
統合した方針管理）活動の取り組み
マーケティングセンター

佐竹 清良

品質保証室

副室長

様

はじめに
弊 社 株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク（ 以 下、

株式会社ソディック ホームページ
http://www.sodick.co.jp/

ることの意味も含め、
「QVP+」と名を
改め、現在各工場への「QVP+」活動
をグローバル展開中です。

SDK）は1976年 に 設 立 し、 自 社 開

当初SPTでは、1992 年より射出

発のマイクロコンピュータ搭載型の

成形機の製造・販売を始め、2000 年

CNC（数値制御）放電加工機を世界で

より年々増販となりました。それに伴

拡販してきました。更に事業の拡大を

い各方面からのお客様も増え要求も厳

続け、工作機械の分野だけでなく、産

しくなり、会社全体で取り組まないと、

業機械の分野など、各方面から高い評

その要求には応えられませんでした。

価と期待が寄せられております。ま

これまでも品質向上委員会などを立ち

に関しては、食品安全マネジメントシ

た、グローバル化ということで1990

上げましたが、目的・目標が明確でな

ステムのハザード分析での改善する

年にタイ、1995 年には中国で、それ

く、ただの活動報告となりがちでした。

活動をこの活動に置き換え、2011年

ぞれ放電加工機の生産を開始。加えて

当時、SPT会長からコンサルタント会

12月にJACO様で日本初となる「ISO

2001年にタイ、2003年には日本と

社の紹介を受け支援して頂き、私の経

22000：2005 カテゴリーK（装置の

中国で「ISO 9001：2000」を認証取

験も徐々に盛り込みながら、2007 年

製造）
」の認証取得を果たしました。

得し、世界同一品質の実現に向けて継

4月から「SPT-QVP」活動を推進する

続的に進めて参りました。

ことと致しました。

▲社屋

これらのことから、
「QVP+」と名
を改め、活動の方針管理を、
「QVP+」
の+（プラス）の部分であるISOにして

QVP+活動までの道のり

QVP+活動とは

その中で、子会社であった株式会社

この活動では、全社方針に対する各

なく、どの様なマネジメントシステム

ソディックプラステック（以下､SPT）

部門の施策、施策に対する目標を「品

を導入しても問題ないと思っておりま
す。

もマネジメントシステムには変わりが

の事業である射出成形機は、産業機械

質方針に基づく重点課題設定書」に表

の分野でもあったことから、お客様か

し、各部門は毎月推進管理を行い、年

らの要求も厳しく、それを確実に応え

度方針を上期・下期に分け成果と反省

ていく為に2007年から独自の「SPT-

を行い、期を通じて施策に対する目標

「世界同一品質の実現」ということが

QVP（Quality Victory Plan）
」活動を

が達成できるかを判断します。成果が

SDKの重点課題ですので、当然海外

開始し、経営者のビジョンを毎年の方

出たものは標準化を行います。

工場へも展開できるマネジメントシス

これからのQVP+について

針に落とし込み、全社的に施策・目標

その中で、2008年4月からは「ISO

テムが必要となります。2012年7月

を決め着実に継続的改善が出来るよう

14001：2004」の目的・目標も統合

にSPTがSDKに吸収合併となり、海

方針管理を築きました。この独自の活

し、ISOの為だけの管理をなくし、マ

外3工場も参画。更にモノづくりの現

動の成果が出たことで、品質だけでは

ネジメントレビューではトップマネジ

場での出来事を認識し、人の弱い面を

なく環境、食品安全にも使える方針管

メント主導の活動の成果と反省、次年

強化するよう、この2013年4月から

理を進めてきました。その後、2012

度の方針発表会を開催し、直接発表者

国内外の全ての工場が同時スタートし

年7月にSPTは、親会社であるSDK

に確認出来る評価型レビューへと変化

ます。様々な文化がある中で互いに吸

に吸収合併となり、今日に至ります。

させました。2009年には新たに食品

収し合い、改善・発展し、競い合うこ

先程の世界同一品質の実現の為の良き

機械、モーション事業を取り込み、同

とが弊社「QVP+」活動の良いところ

ツールとして、また活動の組織拡大す

様に活動へ参画。また、食品機械事業

と思っております。
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CUSTOMER VOICE 3

株式会社三輪工業

現場主体の統合マネジメントへ
総務部

取締役

髙橋 之江

部長

三輪工業

様

はじめに
（株）三輪工業は、東北地方の南部、
福島県中通り南部に位置し、1991年
5月に精密板金から精密製缶・精密薄
板加工業として創業し、1996年5月

ホームページ

http://www.miwa-3c.co.jp/

技能フェアで金賞、中央職業能力開

の動き）のムダをなくし、機械等の

発協会会長賞を同時受賞いたしまし

レイアウトを工夫することにより、

た。

効率と安全性を同時実現しました。

統合化の計画
身の丈にあったシステムづくりとし

設備の面では、パンチングに、低騒
音・省エネに優れたACサーボ駆動
の環境に配慮された新マシーンを導

に株式会社に改組に至ります。さらな

て以下の点を計画に織り込みました。

入し、生産性向上、信頼性の高い加

る飛躍を目指し、2002年12月にISO

◉各部門のリーダーがISO 14001・

工を実現しました。

14001認証取得、翌年の2003年12

ISO 9001の推進リーダーも兼務

月にISO 9001を難しいとされたコン

◉ISO 14001・ISO 9001を社員教

サルタント無しで認証取得しました。
2010年10月には統合審査を受審し、

育のツールとして利用
◉「現場が使いやすい」マニュアル（以

2. 目的・目標のアイテムの変化（削減
から増加へ）
今までは、コピー用紙の使用量削減、
等、
「○○削減」がメインでしたが、

昨年2012年で、ISO 14001が10年

下の３部構成）
・規定・文書作成

以下のように「○○増加」に変化して

を迎えJACO様より10年継続賞をい

①品質・環境共通マニュアル

います。

ただきました。

②品質マニュアル（7.製品実現）

三輪工業のものづくり
「世界に一つのものづくり」をモット
ーにお客様、社員、会社が共に、納得・
満足できるものづくりを目指しており

③環境マニュアル（4.3.1環境側面、
4.4.6運用管理）

統合化のポイント
マネジメントシステムの統合に当た

ます。当社では、
『一個から製作可能』

っては、

を強みに、精密製缶としてアングル・

◉業務の問題点を解決するための仕組

パイプフレーム、高精度精密薄板加工
（0.01tより加工）で、多品種少量、短
納期に対応し設計・開発ご担当者、大
学研究室ご関係の皆様の提案に応えて
おります。

みづくり
◉現場の普段の業務に密接したシステ
ムづくり
◉普段着のマネジメントシステムの定
着

①ネスティング件数の増加
1枚の材料から多種類の製品を製作
することにより、材料のムダ、段取
り回数の削減、加工時間短縮の効果
を得ました。
②通箱（トライオール）使用件数の増
加
強化ダンボール（トライオール）は
10回以上繰り返し使用可能で、お
客様より、ダンボール等のゴミが出
なくなって良かったとの声を頂いて
おります。

今後に向けて

お客様からの図面には、過剰な強度

という点を考慮し、システム上の形骸

や精度、また、市場に流通してない材

化・重複の排除、目標管理の仕組み統

統合マネジメントシステムの継続的

料等を書いたものが度々ありますが、

合化による経営上の重点課題と現場活

改善に努め、お客様からの信頼を更

これで加工すると、単価が高くなる、

動の一本化、審査工数の削減によるコ

に強固なものとし、地域社会に貢献で

短納期に対応できない、また思ってい

ストダウン等を狙いました。

きる企業であり続けることを目指しま

たものと違うなどの問題が発生しま
す。このような問題を起こさないよう
に、さまざまな提案をさせていただい
ております。
2012 年 3 月には、優秀板金製品
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統合マネジメント成果事例
1. 効率と安全性を配慮した新社屋

す。
過去の固定観念にとらわれずチャレ
ンジ精神で、お客様と共に良い製品を

2011年5月完成の新社屋の部屋の

作る為に提案をいたしますので、図面

配置は、設計する段階で、動線（人

を書く前にお気軽にご相談ください。

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。

2013 年度上期スケジュール
コース
【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日

開催
場所
東京

開
4月

5月

東京
大阪
内部環境監査員

札幌

養成コース 2日

仙台

8〜9

7〜8

15〜16 13〜14

【2014年度】 7.5時間コース
環境審査員
及び5時間コース
CPD

構築基礎コース ２日

（構築基礎1日目と共同）

規格要求事項の解説コース 1日

11〜12
10

大阪
東京

15

大阪
東京

17

大阪

19

19

10

東京

13〜14

大阪

28〜29

13

大阪

28

名古屋

13
29〜30
27〜28

29

20

福岡

20

経営者・管理者
コース 半日

大阪

28
31

東京

28〜29

31〜8/2
3〜5
27〜28

17〜18

6〜7

名古屋
東京

規格解説コース
1日（内部監査
1日目と共同）

東京

FSMS審査員/主任審査員

19〜20
8〜9

4〜5

大阪

大阪

27

17

6

東京

19〜23

食品安全MS

トレーニングコース 5日

札幌

17〜21

内部監査員養成コース 2日

東京

27〜28

ISO 22000の規格解説 1日

17〜18
8

東京
金沢

M
S

13〜14
28

東京

9

役立つ食品関連法の解説 1日

東京

10

FSSC 22000内部監査員養成コース 2日

東京

FSSC 22000規格解説 1日

東京

21〜22
25

29

注1）上記日程については、変更する場合がありますので、
JACO 研修ホームページ
http://www.jaco.co.jp/seminar/ にてご確認ください。
◆下記のコースにつきましては、開催日程のご希望をお伺いしております。
受講のご希望を info-g@jaco.co.jp へご連絡ください。
環境

環境法と関連地方条例の解説 １日（東京、仙台、金沢、名古屋、福岡）

● 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。

2〜6

16〜17

16〜17

17〜18

札幌

5〜6

仙台

24〜25
11〜12
9〜10

大阪

8〜9

ISO 9001：2008
規格の解説コース 1日

東京

3

大阪

8

ISO 9001 経営者・
管理者コース 半日

東京

ISO 9001 シェイプアップ講座
1日

東京

6〜7
2〜3

3

6
2

6
12
7

20

大阪

24
11

5

30

大阪

19

東京

20

9

大阪

1

東京

10〜14

大阪

ISMS内部監査員
養成コース 2日

東京

ISMS構築
基礎コース 2日

東京

JRCA
登録
ISMS
CPD

3〜4

大阪

東京

9〜13
8〜12

10〜11

13〜14

大阪

6〜7

1〜2

5〜6

20〜21
23〜24

25〜26

大阪

5〜6
19〜20

27〜28

18〜19

ISO/IEC 27004
規格解説 7.5時間

東京

2

1

ISO/IEC 27005
規格解説 7.5時間

東京

17

7

ISO/IEC 27006
規格解説 7.5時間

東京

ISMS活性化
7.5時間

東京

情報セキュリティ
強化10則 7.5時間

東京

10

4
21
18

ISO/IEC 27001（DIS）規格改正
概要セミナー【無料・半日】

東京

12

15

大阪

11

10

ISO/IEC 27001（FDIS）
規格改正解説セミナー 1日

東京

内部監査員
養成コース 2日

9月

18〜19 23〜24 17〜18 18〜19 29〜30 24〜25

ISO 9001：2008
規格要求事項解説コース 2日

ITサービス
マネジメント
規格要求事項の
システム
解説 1日
29〜30

8月

29〜8/2

3〜4

内部監査員
養成コース 2日

19

管理手法からのFSMS構築 1日

情報セキュリティ

29〜31

日
7月

10〜14

大阪

東京

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

30

5

【CEMSAR承認】 東京
審査員特定研修
大阪
コース ３日

東京

金沢

品質審査員CPD
7.5時間

9

催

6月

名古屋

プロセスアプローチ内部監査
（QMS）1日

27

金沢

構築実務
コース 2日

内部品質監査員
養成コース 2日

5月

オンデマンド
Webセミナー配信中

大阪

20〜21

東京

28

システム

2
12

29

マネジメント

5
17

東京

労働安全衛生

25

ISO 14001・9001規格
改正最新情報
Web
①
（2013/2・ヨーテボリ）
②
（2012/10 アーカイブ）

【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

9〜10

5〜6

18〜19

東京

大阪

2〜3
26〜27

12〜13

22〜23

コース 1日（構築基礎2日目と共同） 大阪

内部監査員
養成コース 2日

リスクセンスを磨く（7.5時間） 東京

東京

11〜12

14

エネルギー
マネジメント
システム

18

8〜9

東京

環境側面と環境影響評価研修

4〜5
19〜20
25〜26

東京

13〜14

名古屋
規格要求事項の解説コース 1日

6〜7

8〜9

品質マネジメントシステム

環境マネジメントシステム

EMSリニューアル講座

規格改正
対策
セミナー

5
3〜4
16〜17
27〜28

4月

事業プロセスへの環境・
品質マネジメントの組込み方

9〜13

開

開催
場所

コース

9月

1
7

名古屋

EMSパワーアップ講座

8月

24〜28
5

金沢

福岡

日
7月

15〜19 20〜24 17〜21 22〜26 19〜23

大阪

【CEAR承認】
［CPD15時間相当］ 東京
審査員資格更新リフレッシュコース 1日 大阪

催

6月

２０１3 年 4月1日現在

30

大阪

8

東京

24〜25

東京

17

東京

事業継続
ISO 22301：2012
マネジメント
規格解説コース 1日
システム

東京

構築基礎コース 1日

東京

16〜17
5
3

（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
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事業所の所在地
■本社（東京）

■関西支社（大阪）

〒107-0052

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

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

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

山王パークタワー

交通案内

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

● 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

国際赤坂
ビル

■名古屋営業所

■金沢営業所

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-3
石川県鉄工会館3階

堂島ホテル
堂島川

阪神高速環状線

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

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

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

交通案内
●JR 名古屋駅下車

東京三菱UFJ銀行

● JR東西線

コマツビル

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

徒歩 7分

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

各種お問い合わせ・お申し込み
■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
■営業部・西日本営業部

Â0120-248152

東京

TEL.03-5572-1722

FAX.03-5572-1733

関西

TEL.06-6345-1731

FAX.06-6345-1730

名古屋営業所

TEL.052-587-2294

FAX.052-587-2297

金沢営業所

TEL.076-268-9375

FAX.076-268-9374

TEL.03-5572-1726

TEL.03-5572-1722

営業部

FAX.03-5572-1733

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

TEL.03-5572-1723

FAX.03-5572-1988

技術部（関西）

TEL.06-6345-1731

FAX.06-6345-1730

■苦情やご要望に関することは
CS センタ

■各種アセスメントサービスに関することは
■新規事業推進部
東京

■登録証発行に関することは

TEL.03-5572-1741

FAX.03-5572-1756

■審査に関することは
株式会社ジェイコ マネジメントシステム

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■審査部
審査計画
グループ

TEL.03-5572-1748

FAX.03-5572-1388

関西

TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

TEL.03-5572-1725

FAX.03-5572-1731

■審査に関することは
TEL.03-5572-1727

TEL.03-5572-1753

FAX.03-5572-1757

編集
後記

4月に入っても寒かったり、観測史上最も早く桜が開花するほど暖かい日
になったり、不思議な天気が続くなか、ISO 友の会は皆様のお陰をもちま
して、盛況のうちに終了いたしました。今号では、友の会の発表内容を
特集しております。執筆していただいた皆様方のご協力に感謝申し上げま

TEL.03-5572-1745
TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

労働安全衛生審査センタ TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

食品安全審査センタ

TEL.03-5572-1727

FAX.03-5572-1731

国際審査センタ

TEL.03-5572-1725

FAX.03-5572-1731

審査部（関西）

FAX.03-5572-1731

株式会社 JACO CDM

東京

審査部

TEL.03-3585-8931

す。これからも今まで以上にお客様のお役に立てるよう、日々取り組んで
いきたいと存じます。今後ともよろしくお願いいたします。 （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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