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ご

挨

拶

新しい分野にも
積極的に取り組んでまいります
株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

蛭田 道夫
はじめに

効率化・高度化と社会インフラ事業者の海外展開、競争力強
化のため、平成 24年度から第一次として、
「下水道分野での

JACOは、環境、品質、情報セキュリティなど、既存のマ

アセットマネジメントの試行認証プログラム」を推進してい

ネジメントシステム
（MS）への取組み強化を図っていますが、

ます。併せて、
「下水道分野における ISO 55001適用ガイド

それと同時に新しい分野へのチャレンジも行っています。既

ライン検討委員会」が開催されており、大学、業界、認定機関、

存事業で培った技術・ノウハウを新しい分野に活かすと同時

認証機関など多方面の有識者が、ユーザーズガイドや試行認

に、新規事業分野で得た知見を既存の MSにフィードバック

証について意見交換を行い、方向性を定めています。

していくことにより、シナジー効果が期待できます。

既存 MSへの取組み強化
JACOの特徴は何と言っても優秀な審査員を多く抱えてい
ることです。
「経営のわかる審査員集団」です。個別の専門性
はもとより、組織の社会的責任を含む総合的かつ付加価値の
ある審査を心がけています。社内には独自の厳しい審査員制
度があり、組織内教育を行う
「能力向上センタ」を設置し、ベ

JACOは、このプロジェクトに参加しており、試行認証を
担当するとともに、検討委員会にも参加して新しい ISO規格
のしくみづくりに貢献しています。試行認証で得た知見、検
討委員会での多方面の方々の意見は貴重であり、既存の MS
に活かしていきたいと考えています。

お客様との絆を強くする「ISO友の会」
MSの審査や新規事業を支えているのが、お客様とJACO、

テラン審査員が審査に立ち会う
「モニター制度」を設け、より

そしてお客様相互の交流の場である
「ISO友の会」です。春に

一層の審査技術向上に努めています。

総会を行います。今年は、三菱電機社長・会長、産総研理事

また、近年は専門能力に加え、コミュニケーション能力が

長を歴任されました三菱電機の野間口相談役に基調講演をい

重要との認識で、情報共有や審査員教育を中心とした毎月の

ただきました。また、JACOからの情報提供、お客様の事例

審査員会議に加え、集中審査員会議と称して、休日などを利

発表があり、その概要は今回の JACO NEWSに掲載されて

用したディスカッションを中心とした研修も行っています。

います。このほか、環境研修ツアーや、事例発表を中心とし

お客様とのコミュニケーションを大切にし、役に立つ審査を

た東京、大阪での秋の研修会、各地区でのセミナーなどを行

目指してまいります。

い、お客様とJACO相互の交流・向上を図っています。また、

新規事業分野への積極的な取組み
従来から培ってきた技術・ノウハウを活かし、新しい分野
に挑戦しています。具体的には、ISO規格に加えて、業界標
準、ISOガイド規格
（例えば、ISO 26000：社会的責任に関す
る手引き）などを使うことにより企業の特性に合わせた改善
を推進したいと考えておられるお客様向けの
「カスタムテイ
ラード監査」や、自動車における機能安全規格 ISO 26262、

定期的な情報提供として、新しい環境法令情報をいち早くお
届けする
「環境法令 MONTHLY」や、JACOからの情報やお
客様の事例を掲載した
「JACO NEWS」などがあります。ぜ
ひご活用ください。

最後に
JACOは時代の変化を先取りし、新しい分野にも積極的に
取り組んでまいります。

制御システムのセキュリティ C S M S（C y b e r S e c u r i t y

既存 MSの強化、そこで培った技術・ノウハウを活かした

Management System）などがありますが、最近特に注目し

新規事業の推進、そして、新規事業の成果を既存 MSにフィ

ているのが、
「アセットマネジメントシステム
（AMS）
」です。

ードバックし、既存 MSをより強化する。このサイクルを回

社会インフラ
（道路、橋、上下水道施設、電力施設）を対象
とするアセットマネジメント ISO 55001が今年 1月に発行さ

していくことにより、既存 MSと新規事業のシナジー効果で
継続的な向上を目指してまいります。

れました。これに先立ち、国交省はアセットマネジメントの
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Close-up

経営と標準・認証

NEWS & REPORT

─企業、
産総研の経験から―
三菱電機株式会社
相談役

野間口 有

「アベノミクス」の一連の施策により、日本経済が活

展開してきました。生産性の向上・リードタイム短縮・

力を取り戻しつつあります。
「失われた20年」を経て、

棚残縮減・ムダの削減が進み、全員参加型の改善活動

ようやく掴んだこの流れをいかに加速していくか。そ

を定着することができたと思います。品質や標準の重

のためには、国際競争力の向上が必要であり、
「イノベ

要性は、社内では早い段階から認識されてはいたので

ーションによる成長戦略の実現」
「顧客志向のものづ

すが、それが経営の力として力を発揮し出したのは、

くり」
「全員参加型の改善活動推進」そして「知財・標

全員参加の意識が定着してからと言えます。

準化戦略の構築」が不可欠となります。筆者の企業・

独立行政法人の理事長として活動

研究機関での経験をふり返りながら、今後の日本が進

国が存在する、或いは人類社会が持続的に存在して

むべきいくつかの方向性について触れてみたいと思い

いくための役割という点で公的研究機関が担うべき役

ます。

割は非常に大きいと感じながら、研究開発にチャレン

企業のトップとしての経営施策

ジしました。産総研の場合は特に実際の産業への活用

まず、会社組織内の縦串（事業所）と横串（研究所）

を大きな目標にしていますので、そういう考えで取り

の組み合せを見直し、効率アップに注力しました。ま

組んでいる研究者の良き応援団、理解者というスタン

た、バランス経営の実践として、成長性・効率性・健

スで、理事長を務めました。東日本大震災直後には残

全性に着目し、KPI（ 重要業績評価指標）として、営

留放射能の評価に対応するため、産総研から延べ百数

業利益率・自己資本利益率・借入金比率を取り上げ、

十名が現場に応援に出向き計測評価を行ったことが、

推進してきました。そして、
「連携」を意識しながら実践
してきました。三菱電機は総
合電機メーカーですので、事
業によってお互いに連携し、

産学連携・組織連携

三菱電機

合うというクロスファンクシ
外でのオープンイノベーショ

コーポレート
企 業

ンにより、多様で多彩な連携
を進めました。
さらに、全社の経営体質
基盤を強化するため、JIT（ジ
ャストインタイム）改善活動
を導入し、製造現場をはじめ、

標準化機関
フォーラム等
ISO、IEC、ITU
委員・議長派遣

社外オープン
イノベーション

社内オープン
イノベーション
事業セグメント

大 学

お互いの良いところを活用し
ョン的な連携を推進し、社内

研究開発独法
（産総研等）

◉開発本部
◉生産システム本部
・
・
・

重電システム
産業メカトロニクス
情報通信システム
電子デバイス
家庭電器

政府・財団法人
（国プロ）
経産省、総務省等

調達・設計・物流や管理部門
をも含め、全社的活動として
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図 1 社内外連携によるオープンイノベーション

NEWS & REPORT

つい昨日のことのように思い出されます。

◉グローバル競争の激化
◉厳しい事業環境
（為替、
法人税、
労働コスト、
環境、
EPA、
電力）

また、政権交代の折には、仕分け作業もありました
が、活動内容を正直に透明性高く、研究の必要性や狙
いを粘り強く説明しながら、乗り切ってまいりました。

競 争 力

科学技術イノベーションと
知財重視で臨む時代

高

現在は科学技術イノベーションの時代です。私は企
業や産総研の経験から、今後、日本企業が着実なる成
長を目指すためには、自前主義だけに拘らず、オープ
ンイノベーションや産学官の連携により科学技術イノ
ベーションを創出することと、その特許化や国際標準
化戦略を開発源流から見据え、取組むことが重要であ
ると考えています。
オープンイノベーションは、メインは外部との連携
ですが、社内でもしっかり進めれば経営効率を上げる
ことが可能であり、これほど便利な取組みはなかった

個別製品
売り切り
国内市場重視
先進性重視R&D

ハードとサービスのバンドル
O&M
世界市場重視
先進性／競争力重視R&D
サプライチェーン多様化
知財・国際標準・認証戦略

低
これまで

これから

図 2 知識社会での競争戦略を構築せよ
◉標準・認証はコストであり投資である
◉事業の成長 / 効率化 / 健全化を担保する
◉顧客の適切な評価を担保する
◉経営の国際化を助成する

競争からグローバルな国・地域間の競争になっていま

◉標準・認証共に戦略的強化を
◉標準化は技術指向でなく、顧客志向で
◉認証はP・D・C・Aを全社共有せよ

す。今までは国内でいろいろ競争をしていたのですが、

図 3 標準・認証と経営

と思っています。科学技術イノベーションは、地域内

今後は、やはり国・地域が力を付けるという視点も必
要になります。

知識社会での競争戦略の構築
私は産業競争力を考える上で、これからはものづく
り一辺倒だけで見ていく時代ではないと思います。必
要なものは、付加価値を高める競争力を強化していく
ことです。それは単にものを売るというだけではなく、
それにサービスを加え、オペレーション或いはメンテ
ナンスまで提供するという高付加価値製品・サービス
の創出です。
そして現在、国際標準提案件数の増大や国際会議幹

きな課題です。
日本は、世界主要国のなかでも官民の一体感がある
方だと感じています。私は日本工業標準調査会（JISC）
の会長を務めていますが、国際会議では経済産業省か
らのサポートもあり、良い形で産学官の連携ができて
いると思っています。
今後は、国際標準提案数の向上と並行して、標準化
の両輪とも言える認証基盤の強化を図る必要が出てき
ます。良いものを適正に評価し、安全性・信頼性の高
いものが正当に認証される環境を作ることが、我が国
産業の競争力をアップしていくことに繋がるものと考

事国引受数の欧米並みへの増大を着々と推進中です

えます。

が、一度標準を日本がつくりますと、それを世界中の

標準・認証と経営

人が皆使うわけですから、そのなかで標準を作成した
者として、いろいろと応用を利かすことができるとい
う形で競争力を発揮することになります。このような
体制は、一企業だけでは構築できず、いろいろな立場
の方が協力して世界戦略として進めていくことが重要
になります。
これからは、研究開発や生産などと同時に、最初か
らこの製品やシステムがどうしたら国際標準になるの
かを考えたグローバル展開が欠かせません。また、実
際に標準化の作業に携わる人材や認証機関の育成も大

最後に、私の標準・認証への思いを述べさせて貰い
たいと思います。
標準・認証が係わる活動はコストを生じるものです
が、それだけでなく将来への投資としての価値を有す
るものです。経営イノベーションの知的インフラとも
言えましょう。さらにグローバル化の進展する時代に
あって、経営の国際化のために不可欠のものですが、
国際的な競争激化と共にオープン・クローズ戦略など、
取組みの高度化も必要となっています。
JACO NEWS ︱ APRIL ︱ 2014 
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情報セキュリティマネジメントシステム規格
改正への対応
～円滑な移行に向けてJACOのサポ－ト～
営業部

副部長

有吉 英也

規格改正の経緯と移行スケジュール

2013年

2013年10月1日に、ISMS規格（ISO/IEC 27001）が

規格

8年ぶりに改正されました。また、国内版としてもJIS Q
27001：2014が2014年3月20日に発行されました。
現在、ISMSを認証取得されている組織は、図1のよ

2014年

ISO/IEC
27001:2005

2016年

ISO/IEC 27001:2013

JIS Q
27001: 2006

対象

JIS Q 27001:2014
情報

移行期間（24ヵ月）

移行

うに2015年10月1日までに改正された新規格への移行

2015年

2013/10/1

を完了する必要があります。

2015/10/1

図 1 新規格への移行計画（ JIPDEC 2013/10/29 資料 ）

■移行期限は2015年10月1日
■移行期限までに、認証機関（JACO）での判定完了が
必要

規格構造の共通化（HLS: High Level Structure、上位

■定期サーベイランス、
更新審査（再認証審査）
と併せて、

構造と呼ばれています）が進んでいます。ISMS規格は、

移行審査を行うことが望ましい

EMSやQMSに先んじて、このHLSに対応しています。

JACOでは、お客様が円滑に新規格へ移行していただ

したがって、従前の規格の構造とは大きく変更されてい

くために、規格改正セミナーなどの各種サービスを提供

ます。
（ 図2参照）

しています。

新規格の概要

4

新しいI S M S規格は、
次のような特徴がありま
す。
①マネジメントシステム規格
（MSS）の共通化対応
マネジメントシステム

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 情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定
4.4 情報セキュリティ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
5.2 方針
5.3 組織の役割、責任及び権限
6

目 的 に、ISMS（ 情 報 セ

10 改善
10.1 不適合及び是正処置
10.2 継続的改善

キュリティマネジメント
システム）
、EMS（環境
マネジメントシステム）
、
QMS（ 品 質 マ ネ ジ メ ン

9

Plan
Act

ISMS
Check

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

Do

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

Support

計画
6.1 リスク及び機会に対処する活動★
6.2 情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画策定

間の整合性を図り、組織
の負担を軽減することを

7

8

運用
8.1 運用の計画及びリスク対応
8.2 情報セキュリティリスクアセスメント★
8.3 情報セキュリティリスク対応★

【注】
①規格には用語“PDCA”
はなくなりました
②★は項番レベルの ISMS 拡張を示します

トシステム）などの各種
マネジメントシステム
6 
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図 2 改正されたISMS 規格の構造（ HLSの採用）

②リスクマネジメント
規格への対応
I S O 3 1 0 0 0（ J I S Q
31000）
「リスクマネジメ
ント－原則と指針」の考
え方を導入して、リスク
マネジメントの基本概念

ISO/IEC 27001: 2013

ISO/IEC 27001: 2005

カテゴリ：14、管理目的：35、管理策：114

カテゴリ：11、管理目的：39、管理策：133

A5

情報セキュリティのための方針群

A5

セキュリティ基本方針

A6

情報セキュリティのための組織

A6

情報セキュリティのための組織

A7

人的資源のセキュリティ

A7

資産の管理

A8

資産の管理

A8

人的資源のセキュリティ

A9

アクセス制御

A9

物理的及び環境的セキュリティ

や用語定義などが標準的

A10 暗号

A10 通信及び運用管理

なリスクマネジメントプ

A11 物理的及び環境的セキュリティ

A11 アクセス制御

A12 運用のセキュリティ

A12 情報システムの取得、開発及び保守

A13 通信のセキュリティ

A13 情報セキュリティインシデントの管理

A14 システムの取得、開発及び保守

A14 事業継続管理

A15 供給者関係

A15 順守

ロセスと整合するように
なっています。
③社会、技術などの

A16 情報セキュリティインシデント管理

環境変化への対応

事業継続マネジメントにおける
情報セキュリティの側面

A17

社会や技術の変化を反

A18 順守

映 し て、 新 し い 管 理 策
（セキュリティコントロ

図 3 ISMS 管理策の新旧対比

ール）が導入されており、
管理策の体系が見直されています。
（ 図３参照）

もとで、計画段階での経営視点での見直しが要求されて
おり、従前のISMSと比べて、より経営的要素を加味し

新規格のメリット

た企業・組織のガバナンスを強化した仕組みを構築する

新規格に移行することにより、次のような効果が期待

ことができます。また、QMS、EMSなどの他のマネジ

されます。

メントシステムと統合して、企業・組織の統合的なマネ
ジメントシステム（IMS）の構築が可能になっています。

①企業・組織のガバナンス強化

（図4参照）

新規格では、マネジメントシステム規格の共通構造の
エンタープライズIMS（質マネジメント＋リスクマネジメント）

範囲

是正・予防・継続的改善

A
C

内部監査

自己評価、
変革
リスク対応
（改善計画）

D

環境
リスク
P

エンタープライズ
IMSの2つの軸

適用拡大

ISO認証分野の統合マネジメントシステム

品質
リスク

情報
セキュ
リティ
リスク

労働
安全
リスク

…

事業
継続
リスク

…

内部
統制
リスク

財務
諸表
信頼性
リスク

リスクマネジメント
ERM
JIS Q 31000

リスクアセスメント

プロセス

質マネジメント
競争優位の戦略
JIS Q 9004
9005、9006

図 4 HLSによるエンタープライズIMSの構築
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②リスクアセスメントの改善
新規格では、リスクアセスメントの要求が、より柔軟

4）運用

化されており、組織の状況や特性に応じたリスクアセス

◉新たな文書、手順などにより運用を開始します。

メント方式を採用することが可能になっています。それ

◉変更するタイミングによっては、新旧の運用が混在す

により、従来方式では漏れていた新たなリスクを発見す
ることも期待されます。
③新たなリスクへの対応
管理策の見直しが行われ、供給者関係、ICTサプラ
イチェーン、プロジェクトでのリスクといった新たな管

るケースも考えられます。

JACOのサポートサービス
JACOは、お客様が新規格に円滑に移行できるよう、
次のようなサービスを提供していきます。

理策が導入されていますので、それらの管理策を採用し
て、情報セキュリティのさらなる強化を図ることができ

1）新規格対応のセミナー

ます。

◉ISO/IEC 27001：2013移行のポイント解説（１日）

新規格への移行ステップ
新規格への移行には、次のような準備が必要になります。

（2013年12月～ 2014年3月までに250名以上の方が
受講されています）
◉ISO/IEC 27001：2013規格版ISMS内部監査員養成
コース
（2日）

1）ギャップ分析と対応方針の決定
◉新しい規格要求事項と現状の運用とのギャップ分析を
行い、どのように対応するのか方針を決定します。
◉決定においては、リスクアセスメント方式のように柔
軟化された要求により、従来方式を変更するのかどう
かの決定も含まれます。

◉ISO/IEC 27001：2013規格版ISMS構築基礎コース
（2日）
◉ISO/IEC 27001：2013規格版ISMS審査員研修コース
（5日）
◉ISO/IEC 27001：2013規格版ISMS差分研修コース
（半日）

◉移行審査は、定期サーベイランス審査や更新審査（再
認証審査）と併せて実施すると効率が良いので、それ
も考慮して、移行開始時期を決定します。
（ 単独の差
分審査も可能です。
）

各セミナーの開催日程・場所などは、JACOのホーム
ページを参照願います。
http://www.jaco.co.jp/seminar/
また、お客様のご希望によるオンサイトセミナーも可

2）ISMS基本文書の変更
◉情報セキュリティ方針、ISMSマニュアル、適用宣言

能ですので、お問合せください。
（例：内部監査員研修・新規格差分解説セミナーなど）

書などの基本文書を規格要求事項に従い改版します。
◉組織や事業の課題をとらえて、ビジネスプロセスとの
整合を図る部分などは、分析・検討が必要になる場合
もあります。
◉必要に応じて、手順レベルの文書、内部監査チェック
リストなどのツールや帳票の見直しも必要になります。
◉新たな管理策として採用するものについては、手順書
の新規作成が必要になる場合もあります。
3）教育・訓練
◉新たな規格を理解することが必要な人に、教育・訓練
を実施します。
（例：ISMS管理責任者、ISMS推進者、ISMS内部監査
員など）
8 
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2）移行審査関連
◉差分審査（単独）
（ 新規格への移行のための審査）
定期サーベイランス、更新審査（再認証審査）と併せ
て、移行審査を行うことが望ましいですが、通常の定期
サーベイランスや更新審査とは別に、お客様の希望され
る時期に、文書レビュー、現地審査を実施させていただ
き、移行の可否を判定させていただくことも可能です。
◉事前確認サービス
お客様の要望により、審査に先立ち、お客様の準備状
況を事前確認させていただきます。
事前確認での指摘事項は、本審査の適合性評価には影
響しません。

NEWS & REPORT 2

社会インフラの老朽化と国土強靭化に向けて
アセットマネジメントシステムISO 55001が
始まる！
新規事業推進部

部長

山本 富夫

アセットマネジメントシステムの国際規格ISO 55001

動が的確に管理できる。また組織の各構成員が行う活動

が本年1月に正式発行された。正式発行に先行して、国土

が体系化して整理されることにより、アセットマネジメ

交通省は下水道分野で仙台市、水ing（株）を選定し、試行

ントの技術、技能を継続的に維持することができる。さ

認証を進めてきた結果、本年3月に両組織で日本初のISO

らに、ISO 55001の導入・運用に関し、第三者の認証を

55001の認証が完了した。今後、国、地方公共団体での

受けることにより、住民へのサービスレベル、使用料な

社会インフラの維持管理の効率化、民間事業者による社

どに関する説明責任を果たすことができる。

会インフラ輸出の国際競争力強化への活用が期待される。

民間事業者

ISO 55001の発行

民間事業者にとっては、ISO 55001認証取得は、自身
のアセットマネジメントの信頼性を立証する材料にな

笹子トンネル天井板落下事故やJR北海道のレール点

る。さらに、今般のISO 55001の発行を踏まえて世界的

検記録改ざん問題などに端を発し、インフラの老朽化対

に規格の普及が進むため、社会インフラの運営事業への

策や適正な管理の必要性、さらには国土強靱化がかつて

入札参加要件としてISO 55001認証の取得が要求される

ないほど社会的に大きくクローズアップされている。

可能性も想定される。このため、ISO 55001認証取得は、

こうした時代背景と歩調を合わせるかのように、2009

スマートシティー、スマートコミュニティーなどの社会

年からアセットマネジメントシステムの国際標準である

インフラの海外展開を目指す関連企業にとっては必要不

ISO 55001の開発が開始され、2014年1月にISO規格と

可欠である。

して正式に発行された。
ISO 55001は、上下水道、道路、橋梁、鉄道、及びそ

ISO 55001の概要

の他のエネルギー、通信などの社会インフラ分野で、資

マネジメントシステムの原点はISO 9001品質マネジ

金、
人材、
情報などを含めて、
計画的かつ効率的な施設（ア

メントシステムであり、伝統的な経営学から取り入れた

セット）の管理を行うことにより、所期の機能を継続的

「PDCAサイクル」とトップマネジメントを含む全部門

に発揮していくために必要な事項をまとめたマネジメン
トシステムの国際規格である。今後、世界各国で普及す
ることが予想される。

による
「総合的品質管理」が中心概念である。
しかし、ISO 9001にはリスクの考え方が含まれてい
なかったため、ISOは、変化に対応できる組織経営のた

ISO 55001は、社会インフラに大きく依存している都

めのマネジメントシステムとして、現代経営学のリスク

市マネジメントの土台となる。特に、スマートシティー、

マネジメントの概念を取り込み、新しいマネジメントシ

スマートコミュニティーなどの実現には、アセットマネ

ステムを開発した。ISO 55001は、この新しいマネジメ

ジメントシステムは必須な手段として期待されている。

ントシステムとして先行的に開発された。

ISO 55001導入のメリット
地方公共団体
ISO 55001の導入や認証取得により、地方公共団体に

ISO 55001の目次とPDCAの構造を次に示す。箇条
6.1リスクと機会への対処などが新たに強化されたリス
クマネジメント部分である。
目次

とっては、まず第1に、体系化された要求事項により、

1. 適用範囲

アセットのライフサイクルを通じ、組織が実施すべき活

2. 引用文献
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3. 用語及び定義

9.3 マネジメントレビュー

4. 組織の状況

10. 改善

4.1 組織とその状況の理解

10.1 不適合及び是正処置

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

10.2 予防処置

4.3 アセットマネジメントシステム適用範囲の決定

10.3 継続的改善

4.4 アセットマネジメントシステム
5. リーダーシップ
5.1 リーダーシップとコミットメント

試行認証の実施
こうした背景から、国土交通省では、下水道分野で地

5.2 方針

方公共団体と海外展開促進を目指す民間事業者を対象に

5.3 組織の役割、責任、権限

ISO 55001の正式発行に先駆けて、試行認証を企画した。
この企画により、
「 下水道分野におけるISO 55001適用

6. 計画
6.1 リスク及び機会に対処する活動

ガイドライン検討委員会（委員長：河野広隆京都大学大

6.2 アセットマネジメントの目標とそれらを達成す

学院教授）
」を設置し、公募プロセスを経て選定された
地方公共団体（仙台市）
、民間事業者（水ing株式会社）

るための計画
6.2.1 アセットマネジメント目標

を対象に、我が国で初めてとなるISO 55001試行認証を

6.2.2 目標の達成計画

実施した。
国土交通省は、この企画を「日本水工設計・アビーム

7. 支援
資源、力量、認識、コミュニケーション、情報、

コンサルティング・日本環境認証機構・三菱総合研究所

文書化された情報

共同提案体」への委託により実施し、日本環境認証機構
が2組織のアセットマネジメントシステムの認証を行った。

8. 運用

さらに、試行認証プロセスで得た知見や委員会での議

8.1 運用の計画と管理
8.2 変更管理

論を経て、下水道分野におけるISO 55001認証取得に必

8.3 アウトソーシング

要な体制、取組み、文書などを解説する推進委員会文書
として、ユーザーズガイド
（素案）をとりまとめた。

9. パフォーマンス評価

このガイドでは、地方公共団体が策定済みの下水道ビ

9.1 監視、測定、分析及び評価

ジョンや経営計画、事業計画や長寿命化計画などに基づ

9.2 内部監査

く実際のマネジメントがどの程度要求事項を満足し、不
足しているのはどのような点かという観点から、規格の
計画 Plan

要求事項を満足するために必要な対応について、プロセ

4. 組織の状況

スごとに解説している。
（ 国土交通省下水道部HPからダ
ウンロード可能。
）

5. リーダーシップ
6. 計画

7. 支援

今後の展開
国土交通省では、平成26年度以降は、ISO 55001導入

実行 Do
8. 運用

意欲を持つ地方公共団体を対象に、システム導入を支援
しつつ、認証取得を目指してもらう「支援付き認証」の
実施を検討している。

点検 Check
9. パフォーマンス評価

日本環境認証機構は、国土交通省の取組みに沿って試
行認証を実施してきた経験と知見を踏まえ、下水道分野

改善 Action
10. 改善

に加え、スマートシティー、スマートコミュニティーな
どの総ての社会インフラ分野でアセットマネジメントシ
ステムを普及させることを通じて、社会インフラの安全・

図 PDCAの構造
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安心に貢献していきたい。

CUSTOMER VOICE 1

清川メッキ工業株式会社

ＭＳ
（マネジメントシステム）
を
デザインする

清川メッキ工業株式会社 ホームページ

品質保証部

主任

武内 加寿也

http://www.kiyokawa.co.jp

様

て達成感を目指した全員参加

はじめに

型活動を実施しています。そ

清川メッキ工業株式会社は、1963

の 運 用 方 法 と し て、 通 常 は

年（昭和 38 年）創業から現在に至る

PDCA で回しますが弊社では

まで、福井県福井市を拠点として、

SAPD で回しています。新し

あらゆるご要望に対して“出来ない”

いことを始めるときは先ずは

とは言わずお客さまにとって一番と

学び（Study）から入り、そこ

なれるよう活動しております。MS
（マ

で得られた知識経験を活かす

▲社屋

ネジメントシステム）は、1994 年に

（Action）
、活かした結果を踏まえて

と思います。弊社では経験の浅い監

ISO 9001、1997 年に ISO 14001

今ある資源の中で計画（Plan）を立て

査員対象に模擬監査を実施していま

の認証、2008 年に ISO/IEC 17025

実行（Do）する。目的目標を達成する

す。被監査部門側が講師となってわ

の試験所認定、2010 年に JACO 様

ための自ら学ぶ場が“ I ビジョンキャ

ざと違った受け答えをして、その指

初の ISO 14001ASRP（先進的サー

ンパス”なのです。

摘事項に対するディスカッションを

ベランス・再認証手順）適合合格して
おります。
一般的には ISO を取得して事務局

深めることで実践力を鍛えます。実

2. 教育訓練

際の内部監査でも監査員の力量評価

教育訓練は教育したことで終了し

（被監査部門側が監査員に対して）を

として携わる方にとって、お困りな

ていませんか ?

点が多いのではないでしょうか。ISO

質、納期、生産性改善のために TPS、

ペアリングで力量上位者と下位者が

のマンネリ化、無関心、表面的な内

IE を学びましたがその後の活用（定

組むことで上位者から下位者への教

部監査でシステムが改善できない。

着）に苦労しました。いかに今ある仕

育にも繋げられるのです。教育の積

弊社では様々なアイディアと人材育

組みに融合させるかがポイントでし

み重ねによって監査員の力量が向上

弊社はこれまで品

毎回実施しています。次年度の監査

成とイノベーションを融合させ ISO

た。標準作業組み合わせ票というツ

し、監査員の力量評価によって緊張

を有効的に活用しています。今回は、

ールを作業者認定として活用し、更

感のある充実した内部監査を実施で

その事例を紹介させていただきます。

に弊社では一工夫して作業の理解度

きると思います。

チェックをプラスし、作業に対する

1. 目的目標

目的意識を明確に理解できているか

今後の取り組み

を盛り込みました。また改善マンの

これまで同様、市場の動向をいか

弊社は経営トップ

育成の場として TPS、IE の基礎知識

に MS に対応させていくかが重要で

から個人まで同じ方向性を持つため

とその実践形式で習得する“品質道

す。2015 年には ISO 14001 の改正

に『会社方針─部門方針─目的目標─

場”を作り、そこでの経験によって現

があるのでその対応準備をしていき

チームビジョン─自己ビジョン』を魅

場での成果に繋げられる仕組みを構

つつ、これからも KMS（キヨカワマ

える化と診える化にした“I ビジョン

築することができました。

目的目標は特定の人だけが実施し
ていませんか ?

キャンパス”を運用しています。目
的目標を推し進めるために、チーム
（小集団）活動を通して個人ひとりひ

3. 内部監査
内部監査が形式的になっていませ

とりが役割（ミッション）を持つこと

んか?

で責任感を抱き、一つの目標に対し

ように監査していいのかわからない

経験の浅い監査員は何をどの

ネジメントシステム）独自のスタイ
ルを貫き継続的改善で進化し続けて
いきます。詳しい内容は、JACO 様
と共同出版しました『ISO を活かす経
営』に記載されておりますので参考に
して頂きたいと思います。
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CUSTOMER VOICE 2

澁谷工業株式会社 メカトロ事業部

ＡＳＲＰ適用による
マネジメントシステム改善
管理部

中村 由香里
はじめに
澁谷工業株式会社メカトロ事業部は
1985 年に設立し、人工透析装置を中
心とする医療機器、各種切断加工機、

澁谷工業株式会社 ホームページ
様

http://www.shibuya.co.jp/

監査員教育の内容と監査内容
の改善に取り組み、2012 年末、
いよいよ ASRP 適用に挑戦す
ることとなりました。
但し、その間には、内部監査

半導体製造装置の設計・製造・販売

責任者と管理責任者に理解を

を行っております。2005 年 11 月に

得る必要と、ISO 活動の中核を

ISO 14001 の認証を取得し、その後

担う ISO 推進委員会の承認を得

2007 年に ISO 9001、2010 年には

る必要がありました。ASRP適

両マネジメントシステムの更新時期を

用による当事業部のメリット・

合わせ、統合マネジメントシステムと

デメリットは何か？ この情報収集を

か？ グループディスカッションと発

して運用しております。当社独自の目

お持ちなのは、日本初の ASRP 適用

表を行いました。この勉強会では、
「監

標経営管理手法と ISO の融合を進め、

企業である清川メッキ工業株式会社様

査って、おもしろいな」という声も上

本来業務の改善に寄与できるマネジメ

です。そこで、JACO 様を通じ、清

がり、ISO や内部監査への苦手意識・

ントシステムを目指し、継続的な改善

川専務様にご連絡し、適用までの準備

拒否反応を取り除くことができたと実

に取り組んで参りました。

や適用による効果について、たくさん

感しております。

ASRP適用への道のり
JACO 様の経営セミナーで ASRP

▲模擬監査の様子

の経験談を教えていただきました。こ

もう 1 つの成果は、ISO 活動の先進

の場をお借りして御礼申しあげます。

企業様とのつながりが増えたことで

そのおかげで、社内の承認を得て、

す。これは JACO 様の経営セミナー

（先進的サーベイランス及び更新審査

いよいよ 2013 年 5 月内部監査への立

のおかげによる部分が大きいのです

の手順、通称：成熟審査）という審査

会いから ASRP 適用審査がスタート

が、先に述べた清川メッキ工業様だけ

方法を知ったのは、2010 年のこと。

しました。

でなく、地元大手企業の事務局の方か

ASRP とは、EMS、QMS に関して 3
年以上確実な運用を継続し、一定条件

ASRP適用による成果

ら、
「目からウロコが落ちる」ような
内部監査のやり方を教えていただけた

1 つは、内部監査のレベルアップで

ことも、当事業部のマネジメントシス

メリットは①審査工数（審査費用）の

す。当事業部では内部監査員の経験を

テムの成長に深く関わっております。

削減、②内部監査のレベルアップ、③

通じ ISO の浸透を図ることを目指して

組織のマネジメントシステムの有効性

いるため、任期は 3 年です。そこで、

向上などがあげられます。

勉強会は最も経験のある 3 年目監査員

ASRP 適用となったとはいえ、教育

当時、当事業部のマネジメントシ

が講師を務め、監査員同士、互いに切

資料の見直しや個人スキル・理解のバ

を満たした組織に適用されるもので、

今後の取り組み

ステムは、まだ「成熟」にはほど遠か

磋琢磨してレベルアップを図る仕組み

ラつき等、まだまだ改善したいことが

ったこと、また ASRP 申請初年度は、

としておりました。これをさらに改善

多々あります。

初回の内部監査立会い工数により、費

し、特に「プロセス監査」の理解向上

用アップとなることから、申請には至

に注力しました。

りませんでしたが、将来的にはぜひ挑
戦したい目標と考えておりました。
それ以降、試行錯誤しながら、内部
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今後も内部監査と勉強会を有効に
活用し、
“人財”育成を進めると共に、

勉強会で、実際に現場で感じている

「ISO」という言葉なしでも継続的な改

課題・問題を発表してもらい、それ

善ができる組織へ成長していきたいと

はどのマニュアル・規定に関連するの

思います。

CUSTOMER VOICE 3

株式会社 河合楽器製作所

ピアノ事業部

統合マネジメントシステムの取組み
（EMS・QMS）

株式会社 河合楽器製作所 ホームページ
https://www.kawai.co.jp/

執行役員

ピアノ事業部長

河合 健太郎 様
会社紹介
初代社長河合小市は、
「この手で、

の中の緑の工房」の名に相応しい工場
となりました。
高品質、貴重な木材を多く使用する

世界一のピアノをつくりたい」という

楽器メーカーとして、木材を生み出す

理想を胸に、自らの天分と情熱のすべ

森林の保全、保護、育成は特に重要と

▲竜洋工場

てをピアノづくりに捧げ、
1927 年（昭

考え生物多様性の保全に配慮し環境負

規格に類似した要求事項の中から、方

和 2 年）静岡県浜松市に前身である「河

荷の影響を低減するため、1997 年楽

針を含む規定文書・記録・帳票類、ス

合楽器研究所」
を設立しました。以後、

器業界として世界で初めて竜洋工場で

ケジュールを共通化し運用をスリム化

当社はより良い楽器づくりをめざして

ISO 14001 を認証取得しました。

しました。2011 年はさらに、目標・

企業活動を続けてまいりました。
また、

保護・育成された森からの持続可能

マネジメントレビュー・教育について

音楽にふれる喜び、感動を人々にとの

な資源である木材を有効活用するために

共通化し、審査時期の見直しを行い、
審査を受け統合審査に合格しました。

願いから、楽器づくりにとどまらず、

「木材調達ガイドライン」を開示し、購

音楽教育、音楽文化の普及・育成にも

入する原材料の森林供給源についての

尽力してまいりました。現在では事業

合法性の調査・確認を行っております。

統合化の効果と課題

また製造工程で発生する木くずにつ

品質・環境の目標設定、計画策定が

音楽教室などの教育関連事業、ピアノ

いては、全て再資源化（製紙原料 ､ ボ

分かり易くなり、内部監査・是正処置

製造技術から派生した金属事業、塗装

ード原料 ､ 堆肥用、燃料用他）してお

の実施、報告が一本化され効率アップ

事業、音響事業、情報関連事業へと多

り環境負荷の低減に役立つように再資

になりました。又、コミュニケーショ

岐に広がってまいりました。現代は地

源化の取組みを行なっており、2008

ンとして、毎月一回開催される ISO 月

球温暖化、エネルギー・資源問題、生

年産業廃棄物適正処理推進功労者に対

度報告会では課題を品質・環境両側面

物多様性の保全など地球規模の課題を

する静岡県知事褒賞を受賞しました。

から議論できるようになり、半期毎に

内容も、ピアノ・電子楽器の製造から、

多く抱えておりますが、当社は持続可
能な社会の実現と音楽文化の発展に貢
献することを基本に、皆様の生活、文
化、環境に貢献できる企業として努力

ISO活動の歩み
（ 文書の統合化、スリム化 ）

行われるマネジメントレビューでも、
品質・環境を同時に行う事で、経営課
題（事業継続、損益改善）に結びつく

お客様のニーズを満たし、期待を超

ようになりました。今後の課題として

えるような製品を作り続けるため、ピ

は、ISO と業務との一体化をさらに進

アノ JIS 認定に代わり、2005 年にグ

め、取組みの有効性を確認するための

ランドピアノ工程、2009 年アップ

内部監査の充実と取組みの裾野の拡大

ライトピアノ工程が ISO 9001 を認

を図ってまいります。統合マネジメン

証取得しました。ISO 14001 と ISO

トシステムの継続的な改善を進めると

1980 年に「森の中の緑の工房」を

9001 とが別々に運用されていること

共に、ピアノ事業部理念「ピアノを通

目指し竜洋工場を建設しました。工場

により、現場でのさまざまな負担が大

して、世界中の人々に豊かな音楽文化

周辺や構内へ当初約 20,000 本の苗

きくなってきましたので、ISO の業務

を創造します」に基づきピアノの向こ

木を植え、その後も継続して植林を行

効率改善のために統合審査を選択す

う側にあるお客様の笑顔をイメージし

い、現在までに約 26,000 本の規模

ることになりました。2010 年の ISO

て製品作りに取り組み、一人でも多く

となり、30 年の歳月を経て工場周辺

14001 と ISO 9001 との統合の運用

のカワイファンを増やしていきたいと

の木々は、大きな樹木に成長し、
「森

開始にあたっては、EMS、QMS の各

思っております。

を続けていく所存です。

事業活動に伴う環境配慮
（ 持続可能な原材料・資源の
調達、CO2吸収活動 ）
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CUSTOMER VOICE 4

株式会社 サジェコ

統合運用でもたらされたもの
代表取締役社長

伊藤 直樹

株式会社サジェコ

様

はじめに

ホームページ

http://www.sajco.jp/sajco/

人・物・金・情
報等の経営資源

当社は、平成 23 年 8 月に総合ビル

が十分ではない

メンテナンス会社と、IT、介護の 3

状態です。そこ

社が小規模合併してできた会社です。

で、労働法が適

合併後の事業方針は、
「従来型のビジ

用されない役員

ネスモデルにとらわれず、それぞれ

（ 社 長 ）が 事 務

の事業の強みを持ち寄り、融合され

局 長 を 兼 任 し、

た新たなビジネスモデルを構築して

コンサルも利用

いく」であり、この中で、それぞれの

せずして統合化

会社が個々に認証取得していた合計4

運用に道筋をつ

つのマネジメントシステムをどのよ

けなければなら

うに統合・スリム化し、事業計画に

な い 状 況 の 中、

馴染ませていくかが至上命題の一つ

この統合化計画

となっていました。

を進めて行きました。

▲本社外観

る事象の一つであると考えています。
加えて、実運用面の付帯効果として、

MS統合運用の経緯

統合運用でもたらされたもの

合併前の時点では、総合ビルメン

統合化運用の準備期間は、案外と

ントシステムが多くなったこと等に

テナンス会社が QMS、EMS、P マー

短期間で終了しました。これは、合

より、社員に抽象化視点とバランス

ク の認 証 を、IT 会 社が ISMS 認証を

併した各社が既にマネジメントシス

感覚、自ら考えて判断することが身

取得していました。合併後は、将来

テム慣れをしていたこと、ルールの

に付いてきたとの実感があります。

統合運用により対応すべきマネジメ

のビジネスモデル像を見据えながら、

スリム化や緩和方向に対しては、社

従前は、各事業部門が認証をかたく

マネジメントシステムをどのように

員の協力を得られやすかったことが

なに維持しようする為に、規格と内

統合・スリム化（最適化）させ、事業

主な要因です。

規に固執し過ぎた結果として「審査の

さて、そんなこんなで現在は統合

為の運用」を行いがちになり、ISO が

社長中心に内部で丁寧に検討してい

化運用までこぎつけています。統合

事業運営上の「やっかい者」なってし

きました。検討の結果、それぞれの

化（スリム化）運用の結果、あくまで

まう状況を引き起していました。現

会社に設置されていた認証取得・維

当社の場合ですが、これまでのマネ

在、このような状況は是正され、事

持の為の事務局や内部監査委員会を

ジメントシステムの有効性を落とさ

業目標とベクトルが概ね一致してい

一つに統合し、合わせて ISMS の個人

ずにして、認証維持に係る会議時間

る ISO 目標を各事業部門が自ら掲げ

情報保護管理策を手厚くすることに

が約30％減、
事務局構成員が50％減、

られる状況にまでこぎ着けておりま

より、P マーク認証を取下げること

内部監査工数が約 40 ％減、外部審査

す。

としました。

工数が約 30 ％減、マネジメントシス

目標との整合性を図るかについて、

統合化までの道のりは簡単ではあ

テム文書が約 40 ％減となりました。

りませんが、それを乗り越えた先の

は、十分なマンパワーと計画性、経

この結果は、当社の事前目標をいず

果実は格別なものなので是非、多く

営資源、迅速な意思決定が必要なの

れも上回っており、私は統合運用が

の組織にチャレンジしてみていただ

は明白でした。しかし、
当社の場合は、

想定外に効果性が高いことを証明す

きたいと思います。

この統合化計画を実行に移す為に
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SEMINAR

2014 年上期スケジュール

★…規格改正関連セミナー
コ ース
【CEAR承認】

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。

開

開催
場所

4月

東京

14〜18

5月

催

6月

日
7月

8月

16〜20

大阪

8〜12

【JRCA承認 】ISO 9000

東京

審査員研修コース ５日

26〜30
19

19

大阪

【JATA公認 】
内部環境監査員

10

30

東京

24〜25 29〜30 12〜13 10〜11 21〜22 18〜19

大阪

10〜11 15〜16

5〜6

3〜4

7〜8

25〜26

養成コース ２日
福岡
分かりやすく効果的な
内部監査の方法

17〜18

東京

12

22

環境マネジメントシステム

★ 大阪

【CEAR登録CPD】

★

熟達コース １日

11

8月

9月

7〜8

東京
大阪

QMSの運用改善コース

東京

大阪

2〜3

東京

9

環境側面と環境影響評価
研修1日
（ 構築基礎２日目と共同 ）

10

大阪

3
9

内部監査員養成
コース ２日

規格解説コース
１日
（ 内部監査1日目と
共同 ）
FSMS審査員/
主任審査員トレー
ニングコース ５日

東京

★ 大阪

ISO 27001：2013

東京

M
S

差分研修
【JRCA登録CPD 5時間 】
★

大阪

14〜15
マネジメント
システム

東京

21〜22
4

2、30

21
3

9

10〜11

大阪

27〜28

14

14

24〜25 18〜19 29〜30

25
20

4

1、31

2〜3

31〜8/1

26

大阪
東京

JRCA
登録
CPD

27

4

5〜6

ISMS構築基礎コース ２日

ITサービス
東京

1〜5
23〜27

29

13

大阪

大阪

東京

29

★ 大阪

19〜23

ISO 27001：2013

27

東京

東京

東京

移行のポイント
解説セミナー １日

2

金沢

大阪

22〜23

規格要求事項の解説コース
大阪

16

大阪

9〜10

4
9

30

構築基礎コース ２日

1日
（ 構築基礎１日目と共同 ）

★

8〜9

26

22〜23 15〜16

情報セキュリティ

東京

4〜5

東京

24

13

大阪

仙台

ISO 27001：2013
ISMS内部監査員
養成コース ２日

3

東京

５時間

8〜9

18〜19

ISO/IEC
27004 規格
解説 7.5時間

東京

ISO/IEC
27005 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

9

内部監査員
養成コース 2日

東京

16〜17

規格要求事項の
解説 1日

東京

18

9

20

13

17

11

4〜8

注）
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

7〜8
16〜17

内部監査の方法
（QMS）
1日
★

【JRCA承認 】

大阪

★ 大阪

【CEAR登録 】
環境審査員ＣＰＤコース

食品安全
マネジメント
システム

日
7月

23〜27

大阪

分かりやすく効果的な

ISMS審査員
研修コース ５日

東京

EMSと事業プロセスとの

労働安全
衛生
マネジメント
システム

催

6月

大阪

内部品質監査員
養成コース ２日

ムダな文書をなくす～

25

東京

内部環境監査員

環境 + 品質
マネジメントの
統合化の基礎

5月

東京

東京

～ムリな仕組み、

（EMS）1日

統合
マネジメント
システム

開
4月

【JATA公認 】

リフレッシュコース 1日

一体化
【CEAR登録CPD】

品質マネジメントシステム

【CEAR承認 】
［CPD15時間相当 ］
審査員資格更新

開催
場所

コ ース

9月

ISO 14001環境
審査員研修コース ５日

2014年4月9日現在

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。

【お問合せ先 】E-mail : info-g@jaco.co.jp
（株 ）日本環境認証機構 技術部

TEL 03-5572-1723 FAX 03-5572-1988
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

（株 ）日本環境認証機構

関西支社

TEL 06-6345-1731 FAX 06-6345-1730
〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル
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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

ようやく春となり、暖かい季節となりました。今回の表紙写真は
「つつじ」
です。
皆様のお手元に届く頃には桜から丁度つづじが満開になっている頃かと思い
ます。弊社も今年度は創立20周年を迎える節目の年となります。今後とも、
皆様のお役に立てるように、日々取り組んで参りますので、よろしくお願い申

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

し上げます。今号も執筆者皆様のご協力を頂き、無事に発行することがで
きました。大変感謝申し上げます。有難うございました。

（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/

●この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

