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健康のために女房とあちこち散歩しています。花や
景色を見ながら歩いていると、いつの間にか１万歩以
上歩いているものです。百足退治、平将門討伐で
有名な藤原秀郷が築城した、関東７名城と言われる
唐沢山城
（ 栃木県佐野市 ）
のある唐沢山を散歩して
いるときに、こもれびに照らされている紅葉にシャッタ
ーを切りました。散歩していると、いろいろなことを発
見します。また散歩の途中で見た景色を伝えていけ
ればと思います。
■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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2015年改訂は経営戦略に組み込まれた
ISO認証に変えていくチャンス
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

ISO 14001と ISO 9001の 2015年版国際規格
（ IS）
が 9月

行のポイント」
を解説するセミナーを全国で開催します。
節目ごとに最新の規格改訂情報を提供しますので、ぜひ
ご活用ください。

に発行されました。認証制度がスタートして 20年以上

2つ目は、移行ガイダンスの提供です。お客様にスム

が経過し、一部には形骸化やマンネリ化を感じている

ーズに移行していただくため、2015年 2月末に
「 EMS／

お客様もおられるかと思います。今回の改訂を、経営戦

QMS規格改正移行ガイダンス」
を作成し、すべてのお客様

略に組み込まれた ISO認証に変えていくチャンスと捉え

にお送りしました。また、2015年 6月～7月のセミナーの

て、ぜひ前向きに取組んでいただきたいと思います。

中で、営業担当が移行ガイダンスの説明を行い、より一

規格改訂のポイント
今回改訂の目的は、MSS（マネジメントシステム規格）
共通
化と事業プロセスへの統合です。MSS共通化は、近年

層理解を深めていただくことができました。今後はいよ
いよ移行審査に向けた具体的な作業に入ります。疑問点
や悩みごとがありましたら、遠慮なく営業部門に問合せ
ください。

多くの MSが制定されているという背景もあり、2012年

3つ目は、審査員の力量向上です。審査員研修を 4つ

に決議され、ISO 27001、ISO 55001などは既にこれに則

のステップに分けて実施しています。8月下旬に第3ステ

った規格になっています。ISO 14001、ISO 9001も MSS

ップである FDIS版をベースにした研修を行い、すべて

共通化に則って構成されているので、他の MSとの統合

の審査員に対して審査のポイントを徹底しました。今後

や追加の MS認証取得が容易になります。事業プロセス

はさらなるスキルアップ研修を実施し、改訂版審査に向

への統合は、以前から規格の趣旨としてはありましたが、

けて万全を期します。

今回の改訂でこれが明確になった点は大きいと思いま
す。まさに ISO認証を経営戦略に組み込むチャンスです。
また、規格改訂の大きな変化点として、組織の状況、

まずは、移行計画の策定と GAP分析を
2015年改訂版への移行期間は、IS発行後 3年間なので、

トップのリーダーシップ、リスクマネジメント、パフォーマン

2018年 9月ということになりますが、不適合があった場

ス評価などがあります。規格改訂のポイント・趣旨を理解

合の是正処置や判定委員会での承認などを考えると、審

してお客様の MSに反映していただきたいと思います。悩

査は遅くとも 2018年 6月までには受審していただきたい

んだ時は、
「経営に役立つ ISO」の視点で考えてください。

と思います。早めに移行計画の策定をすると共に、現在

JACOの取組み
次の 3つの視点で活動を展開しています。
1つ目は、お客様へのタイムリーな最新情報の提供で

運用しているシステムと 2015年版の要求事項とを比較
した GAP分析を実施されることをお勧めします。

最後に

す。早期に規格対応への準備を進めていただくために

MSはツールとして活用してこそ意味があります。2015

2013年から、お客様向けセミナーとして始めました。直

年版は、関係者の努力もあってよくできた規格になって

近では、第 4 弾として 2015年 6月～ 7月に開催し、最終

います。このレベルアップしたツールを活用し、さら

国際規格原案（FDIS）
などの最新情報をいち早くお客様

なる経営レベルの向上を図っていただきたいと思いま

に提供しました。セミナーの中では、単に規格改訂の内

す。改訂の内容と移行に向けての詳細については今回の

容だけでなく、その目的である事業プロセス・事業戦略

JACO NEWSで紹介していますので参考にしてくださ

への統合、真に役立つマネジメントシステムへの道筋に

い。JACOは、お客様がスムーズに移行できるよう全力

関しても説明しています。9月に I Sが発行されましたの

で支援してまいります。

で、10月～11月にかけて、
「規格の詳細説明とシステム移
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ISO 14001/9001規格改正の
最新情報について
技術部
部長

谷口 幸弘
共通のMS 要求事項に個別 MSの固有要求事項を追加します。

ISO 14001/9001：
2015への移行に向けて

現在：MS 毎にバラバラ ⇒ 改正後：箇条番号整合と共通要求は統一

ISO 14001（EMS）及びISO 9001（QMS）は、両規

EMS
環境マネジメント
システム
固有要求事項

QMS
品質マネジメント
システム
固有要求事項

ISMS
情報セキュリティ
マネジメントシステム
固有要求事項

格とも本年9月15日に2015年版の国際規格（IS）が発
行され、JISは11月20日に発行される予定です。今
後、IS発行日から3年以内に新規格への移行が必要と

マネジメントシステムの共有要素
（規格の上位構造、
要求事項、
用語・定義）
「ISO/IEC 専門業務用指針、
第１部

付属書SL」
（共通テキスト）

なるなか、本稿では、両規格で追加要求事項となっ
た組織の状況（箇条4）リスク及び機会への取組み（箇
条6.1）を中心に、その対応方法を
どのように捉えるべきかを、最終
国際規格原案（以下、FDIS）を基
にJACO認証組織様で行なって
いただいた、現行のシステムと新
規格の要求事項の差の自己評価結
果（以下、GAP分析）での結果を
踏まえて、解説いたします。

ISO 14001/ISO 9001
各箇条の項目
今回の規格改訂は、図1に示す
ようにISO/IEC 専門業務用指針
で規定されたマネジメントシステ
ムの共通要素に、各マネジメント
システムの個別要求事項を追加す
る方法で実施されました。このこ
とにより、個別マネジメントシス
テムの箇条番号、共通要求事項が
統一され、より有効な経営ツール
としての活用が期待できます。
表1及び表2に、ISO 14001/ISO
9001の各箇条の項目（タイトル）
を示します。下線斜字の部分が、
各マネジメントシステムの個別要
求事項、青文字の部分が、それぞ
4 
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図 1 ISO 14001 / ISO 9001：2015 年改正の構造

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 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
4. 4 環境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 環境 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組み
6.1.1 一般
6.1. 2 環境側面
6.1. 3 順守義務
6.1. 4 取組みの計画策定
6. 2 環境目標及びそれを達成するための計画策定
6. 2.1 環境目標
6. 2. 2 環境目標達成のための取組みの計画策定
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. 4.1 一般
7. 4. 2 内部コミュニケーション
7. 4. 3 外部コミュニケーション
7. 5 文書化した情報
7. 5.1 一般
7. 5. 2 作成及び更新
7. 5. 3 文書化した情報の管理
8 運用
8 .1 運用の計画及び管理
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
9.1.1 一般
9.1. 2 順守評価
9. 2 内部監査
9. 3 マネジメントレビュー
10 改善
10.1 一般
10. 2 不適合及び是正処置
10. 3 継続的改善

表 1 ISO 14001：2015 の構成
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 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定
4 . 4 品質マネジメントシステム及びそのシステム
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組み
6 . 2 品質目標及びそれを達成するための計画策定
6 . 3 変更の計画
7 支援
7.1 資源
7.1.1 一般
7.1. 2 人々
7.1. 3 インフラストラクチャ
7.1. 4 プロセスの運用に関する環境一般

7.1. 5 監視及び測定の資源
7.1. 6 組織の知識
7. 2 力量
7. 3 認識
7. 4 コミュニケーション
7. 5 文書化した情報
8 運用
8 .1 運用の計画及び管理
8 . 2 製品及びサービスに関する要求事項の決定
8 . 3 製品及びサービスの設計・開発
8 . 4 外部から提供される製品及びサービスの管理
8 . 5 製造及びサービス提供
8 . 6 製品及びサービスのリリース
8 . 7 不適合なアウトプットの管理
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 一般
10 . 2 不適合及び是正処置
10 . 3 継続的改善

表 2 ISO 9001：2015 の構成

注：箇条 8の3 桁の細分箇条は省略

れ2004年版、2008年版（以下、旧規格）に比較し
て2015年版（以下、新規格）で追加されたものを示
します。旧規格からの箇条としての追加は、前述の
ISO/IEC 専門業務用指針で規定されたマネジメン
トシステムの共通要求事項が大半を占めており、両
規格とも箇条4～6に集中していることが判ります。

ISO 14001

GAP分析の解析結果
今回のGAP分析の解析は、FDISを基にJACOが
開発したGAP分析自己評価ツールにより、約 3 5 0 組
織様に実施いただいた自己評価結果を纏めたものです。
（図 2 にツールのイメージを示します。
）

5 リーダー
シップ

4

10 改善

3
2

8 運用
箇

4 組織の状況
5
4

10 改善

3
2

6 計画 9 パフォー
マンス
評価

9 パフォー
マンス
評価

尚、本稿では、数字が1桁の箇条を大箇条、2桁以
上を細分箇条としています。

ISO 9001

4 組織の状況
5

7 支援
条

8 運用

全体平均

箇

5 リーダー
シップ

6 計画

7 支援
条

全体平均

4 組織の状況

3.54

4 組織の状況

3.61

5 リーダーシップ

3.90

5 リーダーシップ

3.80

6 計画

3.64

6 計画

3.50

7 支援

3.89

7 支援

3.85

8 運用

3.44

8 運用

3.67

9 パフォーマンス評価

3.98

9 パフォーマンス評価

3.78

10 改善

3.64

10 改善

3.73

図 3 GAP 分析解析結果概要

約5割の方が、5点即ち既にマネジメントシステムで
実施していると回答されています。
大箇条でみると、両規格とも箇条４の組織の状況が
他と比較して低くなっています。さらに、細分箇条ご
との詳細解析を行うと、表3に示すとおり、新規格で
追加された、箇条４の「4.1 組織及びその状況の理解」
と「4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解」
、箇条6
の「6.1 リスク及び機会への取組み」
（ISO 14001にお
いては「6.1.1 一般」及び「6.1.4 取組みの計画策定」
）の
レベル評価
5：EMS/QMSに組み込み実施済み
4：EMS/QMS外で実施している
3：一部実施している
2：未対応
1：分からない

図 2 GAP 分析自己評価ツールイメージ

GAP分析自己評価ツールでは新旧規格の差分を中
心とした、130問を超える質問に対して、現在の組織

点数が低く、多くの組織で現状のマネジメントシステ
ムと新規格の要求事項との間にGAPがあると考えて
いることが判ります。
表 3 4 章、6 章における追加箇条の平均点
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
6.1 リスク及び機会への取組み

ISO 14001

ISO 9001

3.30

3.26

3.06

2.67

様のシステムでの実施状況を1（分からない）～5点（既

これらは、図4の「組織の状況とリスクベース思考

に各マネジメントシステムに導入済み）で評価してい

の体系的フロー」で示すように、EMS/QMSの意図し

ただきました。

た成果を達成する組織の能力に影響をおよぼす外部・
内部の課題や、利害関係者のニーズや期待の理解を考

大箇条ごとの平均点の状況を図3に示します。

慮して、リスク及び機会を決定しその取組みの計画に

全体として、平均点は3〜4点の間となっており、

繋げるという、リスクベースでのPDCAサイクルの

一部実施を含めると多くの組織様が対応されている状

中心をなすものです。これを基に、箇条８の運用でそ

況でした。これは、今回の改訂で要求事項として明文

の取組みを実施し、箇条9のマネジメントレビューで

化されたことで追加となっているものの、基本的な考

も外部・内部の課題や、利害関係者のニーズや期待の

えは既に旧規格で述べられており、推奨事項とされて

変化を考慮することにより、システム全体で予防処置

いた項目が多くあるため対応が進んでいたためと考え

を行うものです。このため、予防処置は個別箇条から

られます。ちなみに、すべての設問の回答の平均で、

なくなりました。
JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2015 
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な利害関係者のニーズ・期待から出

5.1/5.2
リーダーシップ＆コミットメント
方針

4.1
関連する内部
及び外部の
課題の理解

6.1/6.2
リスク及び機会の決定
（戦略的な取組みの計画）

4.2
利害関係者の
ニーズ及び
期待の理解

てきたのかを見ることは整理に役立
ちます。例えば、協定であれば、自
8.1
運用
（運用の計画及び
それらの実施）

自主行動計画であれば国の期待に応
える/環境報告書の発行であれば株
主やNPO等々。さらには採用しな

4.3
適用範囲の
決定
状況の変化の理解

必要に応じて
EMS/QMSを変更

9.3 :マネジメント
レビュー

くても、将来的に重要と考えられる
ニーズ・期待などを考察し、関連す
9.1 : 監視測定
9.2：内部監査

新規格への対応方法についての考察

る利害関係者を決定することも可能
です。即ち、アウトプットされた結
果から遡って考えていくやり方も1

図 4 組織の状況とリスクベース思考の体系的フロー

つの対応方法となります。
QMSにおいては、密接に関連する利害関係者のな

かに顧客が入ることは異論が無いことでしょうが、そ

上記でご説明した、多くの組織が現状のマネジメン

れ以外にどのような利害関係者を考えるかで迷われて

トシステムと新規格の要求事項との間にGAPがある

いる組織が多いようです。規格では、
「顧客要求事項

と認識されている、
「4.1 組織及びその状況の理解」
「4.2

及び提供される法令・規制要求事項を満たした製品及

利害関係者のニーズ及び期待の理解」
、
「6.1 リスク及

びサービスを一貫して提供する組織の能力に影響また

び機会への取組み」に関して、その対応方法に関して

は潜在的影響をおよぼすため」とあることから業種に

考えてみましょう。

よっては、国も密接に関連する利害関係者となる可能

まず、
「4.1 組織及びその状況の理解」では、EMS/

性があります。また、顧客満足の向上という視点から

QMSの意図した成果（結果）を達成する組織の能力に

捉えてみることも1つの方法です。例えば、サプライ

影響を及ぼす外部・内部の課題を決定することが要求

チェーンの中間段階にある組織は、エンドユーザの期

されています。この箇条で特徴的なことは、約2割の

待・ニーズを捉えることにより、顧客への提案という

組織が4点、即ちEMS/QMS外で実施していると回

形で顧客満足の向上につながる可能性があります。

答されていることです。経営会議、事業計画作成など

「6.1 リスク及び機会への取組み」において、EMSで

で明確にしているという例が多くありました。これは

はこのなかに、旧規格でもEMSで確実に考慮するこ

EMSの付属書で述べているように「高いレベルでの

とが要求されている、著しい環境側面、順守義務（法

概念的な理解を提供すること」という規格の意図と合

的及びその他の要求事項）が入っているため、少々難

っています。このような場合、新たなプロセスを作る

解になっています。

のではなく、現状のプロセスを使い各マネジメントシ

箇条6.1のフローを図5に示します。

ステムでの位置付けを明確にするという対応が可能で

箇条構成は、
「6.1.1 一般（リスク及び機会の決定）
」

す。
「4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解」において

6 

治体、または付近の住民/工業会の

と「6.1.4 取組みの計画策定」の間に、
「6.1.2 環境側面」
、
「6.1.3 順守義務」が入り込む形となっており、リスク

EMSでは、関連する利害関係者とそのニーズ及び期

及び機会は、
直接的に箇条4.1、
4.2から出てくる意外に、

待を決定し、さらにその内、順守義務となるものを決

著しい環境側面、順守義務も、もたらし得るとしてい

定することを要求しています。付属書では、利害関係

ます。

者のすべてのニーズ・期待の内、組織が採用を決定し

これらも、既に実際に決定・対応していることを考

たものが順守義務となるとしています。これらは、旧

えてみることは、対応方法を考える上で効果的な場合

規格では「その他の要求事項」に当たるもので、既に

があります。例えば、緊急事態は環境側面からでるリ

組織が順守義務として実行しているものもあります。

スク及び機会ですし、将来、法的義務・規制となる可

どのような程度までの利害関係者やそのニーズ・期待

能性がある動きは、順守義務に関連するリスク及び機

を捉えるかを考える時、これらの順守義務がどのよう

会となり得ます。これらが決定されたプロセスを遡っ
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4.2
利害関係者
⇒6.1.1

4.1
組織の状況
⇒6.1.1
適用範囲：活動、製品及びサービス
ライフサイクルの視点

6.1.2
環境側面（直接・間接）を特定

6.1.3
順守義務の特定

6.1.2
環境影響

法的登録簿

サイトの特性

6.1.2
著しい環境影響を評価するための基準

6.1.1
その他の課題など
要求事項

指定された方法論
6.1.2
著しい環境側面の決定
環境側面／環境影響／著しさの基準
著しい環境側面

6.1.1
リスク及び
機会の決定

6.1.1
リスク及び
機会の決定

6.1.1
リスク及び
機会の決定

6.1.4
取組みの計画

環境マネジメントシステム

環境目標及び
達成計画

支援

他の事業プロセス
他のマネジメントシステム

運用

監視、測定
分析及び評価

図 5 「６．
１  リスク及び機会 」への取組みのフロー

て確認し、新規格の要求事項に齟齬が無いか、そして

の抜けであった場合には、それをリスク及び機会を加

そのプロセスで実施したとき、現在抜けているものは

えることを意味しています。逆に、これまでの不適合

無いかと考えることも対応の1つの方法と考えられま

のなかで、このような原因はなかったか、これが新規

す。

格のプロセスで決定されたリスク及び機会に入ってい

QMSでは、EMSに比較してシンプルな構造にな
っており、箇条6.1.1で箇条4.1及び4.2の結果を考慮

るかという検証を行うことも、対応の方法となる可能
性があります。

してリスク及び機会を決定し、箇条6.1.2でその対応

以上、述べてきましたように、新規格の追加された

計画をたてることとしています。このなかで、リスク

要求事項でも、既に他の事業プロセスで実施されてい

及び機会は次の事項のために取組む必要があるものと

たり、アウトプットは既に出ているものが考えられま

し、
「a）QMSがその意図した結果を達成できるとい

す。それらのプロセスを検証し新規格への移行を図る

う確信を与える。
」
「b）望ましい結果を増大する。
」など

ことも移行において大切な視点です。

を挙げています。a）は箇条4.1の「QMSの意図した結
果を達成する組織の能力に影響をおよぼす外部・内部

おわりに

の課題」の裏返しであり、箇条4.1の外部・内部の課題

JACOでは、これからも皆様が改訂規格へスムーズ

を明確にすることにより決定できます。b）は顧客満

に移行して、経営のためになるマネジメントシステム

足の向上の視点から、また箇条4.2の密接に関係する

への深化を図れるよう、審査、セミナー、友の会にお

利害関係者のニーズ・期待から、機会を考えることが

けるサービス提供を強化してまいります。また、審査

できます。そして、
「10.2 不適合及び是正処置」にお

員によるGAP分析、段階的移行審査（評価）などのオ

いて「e）必要な場合には、リスク及び機会を更新する」

プションもご用意しておりますので、ぜひとも積極的

としており、これは不適合の原因が、リスク及び機会

にご活用ください。
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労働安全衛生マネジメントシステムの
ISO化動向
労働安全衛生審査センタ長

平塚 喜久

現在、労働安全衛生マネジメントシステムとして世界
的に認知されている規格に、OHSAS 18001があり、当
社でも本規格の認証業務を実施しています。

できましたが、18001は既に他の規格で使用されており、
45001の規格番号が割り当てられました。
一方で、OHSAS 18001の内容がそのままISO 45001

別な見方をすると労働安全衛生マネジメントシステム

に置き換えられるわけではありません。ISO 45001も

はISO化がされていません。これまでに2回ISO化の動

ISO 9001、14001と同様に、ISO MSSの上位構造に基

きがありましたが、残念ながら実現しませんでした。
1回

づいて規格開発が進められており、CD2（委員会原案2）

目は1997年1月にISO技術管理評議会で議論がされま

の段階でも多くの相違点が見られます。

したが、「ISO化は当面見送る」との結論に至りました。
2回目は2000年4月にISO技術委員会設置提案が提出さ
れましたが、賛成29、反対20、棄権3と2/3以上の賛成
票を得られず、またしても見送られました。そして今回

ISO 45001の開発経緯と今後のスケジュール
2013年6月にスタートしたPC283委員会は、規格の
発行予定を2016年9月と定めました。

3回目のISO技術委員会設置提案が2013年6月に提出さ

2013年12月〜2014年1月、WD（作業原案）をWG1

れ、今回は賛成30、反対8、棄権7と圧倒的多数でISO

メンバーによりレビューし、CD（委員会原案）の作成に

プロジェクト委員会（ISO/PC283）の設置が承認され、

移行し、2014年7月〜9月に投票を行いました。投票の

ISO規格化に向けた活動がスタートしました。

結果は、賛成29、反対17、棄権1となり、またもや2/3

規格番号はISO 45001に決定
これまで2回否決された背景に、ILO（国際労働機関）

以上の賛成票を獲得できず、CD2（委員会原案2）を作成
することが委員会に課せられました。ちなみにこの時
の日本の国内委員会は「議論が不十分」としてコメント

との共同作業を望む声が強かったこともあり、2013年8

付きの反対票を投じました。その後CD1を大幅に修正

月にはISOとILOの間で「新しい協力関係についての合

したCD2は、今年の3月〜6月に投票に掛けられ、賛成

意書」を締結しました。

35、反対11、棄権5と何とか2/3以上の賛成票を獲得す

労働安全衛生マネジメントシステムの規格番号はISO
45001となります。従来、OHSAS 18001に慣れ親しん

ＥＭＳ
環境
マネジメントシステム
固有要求事項

されました。
現在（この原稿を執筆している9月中旬の段階では）

Ｉ
ＳＯ ４５００１の適用
ＯＨＳＭＳ
労働安全衛生
マネジメントシステム
固有要求事項

ることができ、DIS（国際規格原案）作成への移行が承認

DISのドラフト版が委員会メンバーに回付されており、
ＱＭＳ
品質
マネジメントシステム
固有要求事項

9月21日〜25日までジュネーブにて開催される第4回会
議で、各国からのDISに対するコメントが検討されるこ
とになっています。

マネジメントシステムの共通要素

（規格の上位構造、
要求事項、
用語・定義）
（ＭＳＳ＝Management System Standard）

共通のMS要求事項に個別MSの固有要求事項を追加します。
現在：MS毎にバラバラ ⇒ 改正後：条項番号整合と共通要求は統一

図 1 規格の構造
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当初の予定と比較すると4カ月程度の遅れが発生し
ていますが、PC283委員会は2016年7月FDIS投票、
ISO45001の発行予定は当初の2016年9月のままとし
ています。
PC283日本国内委員に、「スケジュール変更は考えて
いないのか？」と確認したところ、「2016年9月発行を

2015

SL にある「リスク」
。もう 1 つは「OH&S リ

2016

スク」です。ここでは分かりやすくするため
に前者を「一般リスク」
、後者を「OH&S リ

ＯＨＳＡＳ １８００１⇒Ｉ
ＳＯ ４５００１
CD1
委員会
原案

CD2
委員会
原案

DIS
国際規格原案

FDIS
最終国際規格原案

10〜11月

（Skip？）

2014年7月 2015年3月

IS
国際規格

スク」と呼ぶことにします。

移行は
3年？

「一般リスク」は、「OH&Sマネジメントシ

2016年９月発行予定

ステムの運用に関するリスク」であり、
「OH&S

Ⅰ．
ＣＤ１の投票結果は、
賛成 ２９、
反対 １７、
棄権 １となり、
２／３以上の賛成票を

リスク」は従来OHSMSで定義していた「危

獲得出来なかったため、
ＣＤ２を作成することになりました。

険源に関するリスク」です。

Ⅱ．
ＣＤ２の投票結果は、
賛成 ３５、
反対 １１、
棄権 ５となり、
２／３以上の賛成票を

この点についてはILOや日本国内委員会

獲得することができ、
現在Ｄ
Ｉ
Ｓの策定に移行しました。

Ｉ
ＳＯ化スケジュール要点

などから「混乱を招くので、附則書SLの「リ

Ⅰ．当初の予定に対して４カ月程度遅れており、
このためＤ
Ｉ
Ｓの完成度を高め、ＦＤ
Ｉ
Ｓを

スク」を削除すべき」との声が上がっており、

Ｓｋ
ｉ
ｐすることも検討されています。

今後どのような議論が行われ、どのような結

Ⅱ．
Ｉ
ＳＯが発行された場合、
ＯＨＳＡＳ１８００１は廃止される見込みです。

論になるかを監視していく必要があります。

図 2 規格制定スケジュール

OHSAS 18001認証取得

目標に頑張っている。DISのできが良ければ、FDIS（最

されているお客様への対応

終国際規格原案）の作成をスキップすることも考えてい

ISO 45001が発行された後もOHSAS 18001は有効

る。
」とのことでした。

です。しかし、一定期間後（時期は未定）に廃止される

ISO 45001の規格構成

ことが表明されています。

OHSAS 18001はISO 14001：2004に準拠する形で
規格が作成されました。

このためJACOとしては、既にOHSAS 18001を認
証取得されているお客様に、どのようにしたらスムーズ

ISO 45001は先に述べたようにISO MSSの上位構造
に基づいた規格となります。詳細は表1を参照してくだ
さい。このなかで今後も議論がされるであろうポイント
が1つあります。

に移行していただけるか、どのようにすれば影響が少な
いかなどのサポートをさせていただきます。
今後も規格化の進捗状況を見極めながら、移行に向け
てセミナーなどを含め、タイムリーな情報提供をいたし

2つの「リスク」が存在していることです。
1つは付属書

ますので、ご活用ください。

表 1 ISO 45001の規格構成
CD 2 委員会原案

MSS ＋ OHSMS 個別要求事項

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 労働者及びその他の利害関係者のニーズ及び期待の理解
4. 3 O H S マネジメントシステムの適用範囲の決定
4. 4 O H S マネジメントシステム
5  リーダシップ、労働者の参加及び協議
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、説明責任及び権限
5 . 4 労働者の参加及び協議
6  計画
6 .1 リスク及び機会への取組み
6 .1.1 一般
6 .1. 2 ハザードの特定とO H Sリスクアセスメント
6 .1. 3 法的及びその他の要求事項の決定
6 .1. 4 O H S マネジメントシステムのためのリスクと機会
6 .1. 5 対策実施計画
6 . 2 O H S 目標及びそれを達成するための計画策定

（ 青文字部分は個別要求事項 ）
（ MSS ＝ Management System Standard ）

7  支援
7.1 資源
7. 2 力量
7. 3 認識
7. 4 情報及びコミュニケーション
7. 5 文書化した情報
8  運用
8 .1 運用の計画及び管理
8 . 2 変更管理
8 . 3 外部委託
8 . 4 購買
8 . 5 請負者
8 . 6 緊急事態準備及び対応
9  パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価
9. 2 内部監査
9. 3 マネジメントレビュー
10  改善
10.1 不安全事象、不適合及び是正処置
10. 2 継続的改善
10. 2 .1 継続的改善目標
10. 2 . 2 継続的改善プロセス
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非財務情報公開の義務化と
ISO 14001改訂について
新規事業推進部

竹熊 俊樹

副部長

まず、はじめに最近の趨勢として「企業のアカウンタ
ビリティ向上に対する要求が増大してきている」流れに
ついて述べたいと思います。既にご存じの方も多くおら

ています。
2015年6月から適用が開始されており、国内では約
3,400社が対象となります。

れると思いますが、2014年4月15日、欧州議会は大企

非財務情報公開の開示の観点では、まだ非常に限定的

業向け非財務情報及び取締役会構成員の多様性の開示に

なものですが、今後EUの開示義務化の進展などにより、

関するEU会社法改正案を承認しました。

開示項目や範囲が拡がる可能性があります。
（図2、3）

これにより、従業員500名以上のEU域内企業は、マ
ネジメントレポートにおいて、社会、従業員、環境、人
権、汚職・贈賄の腐敗防止に関する方針について、開示
することが義務付けられることになりました。
（対象は
約6,000社）
EUでは、企業の非財務情報開示の義務化に関する会
計指令改革案が承認されたことで、EU加盟国各国は、
国内法への展開を行っています。

閣議決定：2 0 1 4 年 6 月
日本再興戦略 改訂 2 0 1 4
有識者会議
2 0 1 4 年 8 月～ 2 0 1 5 年 3 月
コーポレートガバナンス・コード
東京証券取引所
2015年6月
改正規則施行

ト/CSRレポートなど、形式は問いませんが、開示項目
が規定されています。
（図1）

図2
従業員 5 0 0 人以上の

EU 議会：2 0 1 4 年 4 月
企業の非財務情報開示の義務化
に関する会計指令の改正案承認
EU 理事会
2014年9月

国内：東証コーポレートガバナンス・コード

株主が権利を適切に行使できる環境整備
少数株主や外国人株主の平等性への配慮

［2］株主以外のステークホルダーとの適切な協働

ステークホルダーの権利・立場や、健全な事業活動倫理を尊重する
企業文化・風土の醸成

［3］適切な情報開示と透明性の確保

財務情報、非財務情報について法令に基づく適切な開示

承認

法令開示以外の情報提供へも主体的に取り組む
非財務情報が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として

ドイツ・コーポレートガバナンスコード改訂：2 013 年 5月
（ドイツ・コーポレート・ガバナンス政府委員会）

有用性の高いものとする

［4］取締役会の責務

取締役の役割・責務を適切に果たす

［5］株主との対話

株主との建設的な対話

図 1 EU：企業の非財務情報及び多様性の開示に関する指令

日本における非財務情報開示について日本では、東証

● 5 の基本原則
● 3 0 原則
● 3 8 の補充原則

［1］株主の権利・平等性の確保

約6000社

上場会社コーポレートガバナンス・コード改訂：2 013 年 6月
（Afep ＆ M e def）
その他

2 0 1 5 年 6 月から適用
約 3400社

①2 015 年 6月～12 月末
コーポレートガバナンス報告書での開示
②統合報告
（財務 + 非財務）の流れの加速

非財務情報開示は、アニュアルレポート/統合レポー

EU 委員会：2 0 1 3 年 4 月
Public Interest Entities
企業の非財務情報開示の義務化
（上場企業や銀行等社会的
に関する会計指令の改正案を提示
影響の大きな企業）

上場規則にて規定

図3

国内：東証 コーポレートガバナンス・コード 基本原則

の改正規則により、コーポレートガバナンス報告書の開

国内における非財務報告書ガイドラインとしては、環境省が

示が、2015年6月～12月末に求められることなど、こ

「環境配慮促進法」制定に関連し、2003年度よりガイドライ

の非財務情報公開の流れは、日本にも大きく波及してき

ンを作成し、
現在まで2回の改訂が行われています。
（図4）
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［1］目的適合性

利害関係者の意思決定に影響を与える可能性のある情報（ 重要性 ）

［2］表現の忠実性

報告内容の原則
［1］
ステークホルダーの包含
ステークホルダーの特定

正しく理解するための情報をすべて開示（ 完全性 ）
偏りのない情報
（ 中立性 ）
適切な情報作成プロセスの選択（ 合理性 ）

報告品質の原則
公平な事実の提示

その関心への対応

プラス面、
マイナス面

［2］持続可能性の文脈

サステナビリティーの広い

［3］比較可能性

［2］比較可能性

パフォーマンスの経年比較や、

背景状況と関連付けた

異なる事業者間の比較

パフォーマンスの提示

事業活動の各期間を通じた比較

［3］
マテリアリティ

［4］理解容易性

必要な情報を理解容易な表現で、明瞭に提供

［5］検証可能性

［3］正確性
［4］適時性

［4］網羅性

適切なタイミングで提供

スコープ、バウンダリー、時間
重要な課題及び指標の網羅

［6］適時性

［5］明瞭性

理解しやすい

［6］信頼性

利用者の意思決定に間に合うタイミングで公表

環境省：環境報告ガイドライン 2 0 12

他の組織との比較を分析できる
正確且つ十分に詳細

重要な情報の報告

作成結果の妥当性を検証できるようにする

図4

［1］
バランス

検証が可能

図6

GRI：サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン（G4）

一方、海外ではGRI（Global Reporting Initiative）の

当社（株式会社日本環境認証機構）としましては、2015

ガイドラインが国際的に、CSRレポートのガイドライン

年度9月発行のISO 14001とISO 9001のマネジメント

として一般的に最も利用されています。現在2013年に改

システムの今回の規格改訂についても非財務情報の開示の

訂され、G4となっています。G4改訂にあたっては、EU

流れが反映されていると考えております。
（図7）

の非財務報告開示義務化の議論を踏まえ、これに対応す
る内容とするよう検討が行われてきました。
（図5）
GRI（Global Reporting Initiative)
サステナビリティ リポーティング ガイドライン 2002
(2002年 8月 ）

サステナビリティ リポーティング ガイドライン G3
（2006年10月 ）

ISO 14001:2015
4章

規格要求事項

組織の状況では、

「 組織及びその状況の理解 」
「 利害関係者の理解及び期待の理解 」
というG4ガイドラインに於いての報告内容の原則に関する要求
事項に関連する項目が含まれています。
7.4項 コミュニケーションでは、
「 伝達される環境情報が、環境マネジメントシステムにおいて作

サステナビリティ リポーティング ガイドライン G4
（2013年 5月 ）
●マテリアリティの重視
●アプリケーションレベルの廃止
2016年1月1日以降全てG4移行

図5

成される情報と整合し、信頼性があることを確実にする」
というG4ガイドラインに於いての信頼性・正確性に関する報告
品質の原則に関する要求事項が追加されています。

図7

非財務情報とISO 14 0 0 1改訂
（2 0 15 年版）
との関連性

GRI：国際的報告書ガイドラインの動向

非財務情報公開の流れが徐々に強まるなか、2015年度
いずれにしても、グローバルな潮流は、
「透明性向上」

ISO規格改訂（ISO 14001・ISO 9001）もあり、最近、当

にあることは間違いありません。 EUは「透明性」が健全

社（株式会社日本環境認証機構）にCSRレポートの作成相

経営と業績向上を導くと考えており、非財務情報の開示を

談や環境報告の第三者検証についての問合せや依頼が、増

企業に義務付けることで、CSRが長期的な企業価値につ

えてきているのは社会的な要請が強まってきているからだ

ながることを証明しようとしています。企業においては、

と推測しております。

多様なステークホルダー（顧客や株主だけでなく）に配慮

お客様からの課題・要望にお応えするために、現在は当

したCSR経営を実践する必要が強く求められることにな

社の新規事業推進部においてさまざまなソリューション提

ります。
（図6）

供ができるよう体制を整えておりますので、何かございま
したら、お気軽にお問合せください。
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CUSTOMER VOICE 1

東芝三菱電機産業システム株式会社

「ＯＨＳＭＳの導入とその効果」
～危険源ゼロ・低減に向けて～
総務部

総務グループ

担当課長

田中 秀樹

会社紹介

東芝三菱電機産業システム株式会社
様

http://www.tmeic.co.jp/

ントを確実に実施する為
に、労働安全衛生マネジ

東芝三菱電機産業システム株式会社

メトシステムに取り組

は株式会社東芝と三菱電機株式会社か

む こ と に し ま し た。 ま

ら産業システム事業部門・パワーエレ

た、内外に向けて自主的

クトロニクス事業部門ならびに関連す

な労働安全衛生への取

る 2 つの会社が統合して 2 0 0 3 年 1 0

り組み姿勢を示す為に、

月に設立されました。東京に本社を

JACO 様による審査を

置き、国内 4 工場・5 支店・7 営業所お

実施頂き、今年で 6 年目

よび海外 1 6 社により、世界をリード

の活動に入っています。

する産業システムインテグレータとし
て、高品質な製品・先進的な技術・エ

導入の効果

▲各事業場の担当責任者による進捗報告会

職場の構築に至っています。

ンジニアリング力を基盤とし、産業や

まず、社内体制の整備を行い、事業

労働災害件数は、OHSMS 導入後

お客様が抱えている様々な課題へ取り

場毎に部門の垣根を越えた面管理の推

の 2 年間は導入前と比較して変化があ

組み、産業システム分野におけるグロ

進の為、法定責任者に加え担当責任者

りませんでしたが、3 年目から減少に

ーバルパートナーとして、お客様と共

を設置。また、会社設立の経緯から工

転じ、無災害日数 4 0 9 日間を記録し

に産業発展に貢献し、社会の原動力と

場での災害報告など、帳票類に違いが

ています。

なることに尽力しています。

ありましたが全社での統一を行いまし

OHSMSの導入経緯

責任と権限の明確化や統制のとれた
目標値の設定、リスクアセスメントに

た。
具体的活動として、2014 年度のリ

よる危険源の明確化とタイムリーな投

2009年8月にクレーンによる重量

スクアセスメントを見ると、約23,000

資による本質安全化、リスクアセスメ

物の運搬作業中に重大労働災害を発生

件・1人あたり8. 5件の抽出を行いまし

ントを含めた様々な安全活動による従

させ、従来の事業場毎による単一的な

た。2 年目で抽出数が落ち込みました

業員の感度の向上や計画的に実施され

安全衛生管理から、自主的かつ継続的

が、改善を図るべく様々な施策を展開

るコミュニケーションの向上策などに

な取り組みと潜在的な危険有害要因を

していった結果、3 年目以降では毎年

より、労働災害の減少という大きな効

未然に除去低減させるリスクアセスメ

度伸長し、事業活動における抽出の網

果が生まれています。

羅性を高める施策の
効果が表れました。

▲審査の様子
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今後の取組み

有意リスクでは、抽

引き続き、労働安全衛生基本方針と

出数が増加している

推進計画による全社の取組み内容を明

中で毎年減少傾向に

確にし、法令遵守とリスクアセスメン

あり、環境や設備、

トによる危険源の洗い出し、危険予知

建物施設等への継続

や 5S などの一連の自主的管理活動の

した積極的な安全投

徹底を愚直に地道に実施することによ

資による本質安全化

り、全ての事業活動において安全安心

が、優位リスクの減

な職場づくりに向け、継続的な取り組

少に寄与し、安全な

みを行います。

CUSTOMER VOICE 2

日本工業大学

日本工業大学のEMS活動
学校法人 日本工業大学
学園事務局長

藤田 則夫

はじめに
日本工業大学は、昭和 4 2 年に開学
した工学部単科の大学です。本学は、
実社会で役立つ力が着実に身につく

日本工業大学 環境への取り組み
様

http://www.nit.ac.jp/eco/

【規模】

【実工学の学び】

敷地面積：252,081㎡、延床面積：87,378㎡

◉現実社会に役に立つことを目標に学ぶ工学

学部・学科：工学部 7 学科、

◉実際の技術に触れることによって学ぶ工学

学部収容：定員 4,000名、大学院：定員228名

◉自ら実践することによって学ぶ工学

【エネルギー使用状況（H 2 6）】

◉理論を現実化するために学ぶ工学

光熱水費の合計：約 2 億 7 千万円／年

◉実感（感性）となるまで継続して学ぶ工学

契約電力：2, 3 8 0kW

「実工学教育」を標榜しています。
※ 実工学とは、
実学と工学を融合させた造語です。

ISO14001EMS活動

電力使用量：約 6,814,000kWh/ 年

織の決定機関である「環境推進委員会」

都市ガス（1 3A）：約 639,000㎥ / 年

の承認を経て、実行できるように工夫

上水：約 39,000㎥ / 年

しています。一例として、平成 2 5 年

環境保全活動は、ISO14001 認証

度から学生環境推進連携部会の提案に

排出量を監視・分析し対策してきまし

取得（平成13 年 6 月 27 日認証）以前

より学生環境推進委員会と協働して

た。
「創エネ」では、太陽光発電設備

から、キャンパス緑化の推進、トイレ

「埼玉県利根川強化堤防の森づくりボ

を順次増強（580kW）し、
「省エネ」は、

洗浄水の雨水利用（H 5）
、中央監視設
備導入（H 8）等、また平成 12年 3 月
稼働の太陽光発電設備（当時、教育機

ランティア」に参加しました。

使用量・原単位共に比較的高い食堂棟
の照明及び空調の高効率化や給湯設備

環境教育・省エネルギーの推進

に「エコキュート」を導入するなど、各

関では日本一の規模 310ｋW）を導入

ISO14001 認証取得から 8 年を経

改善施策を講じ CO 2 排出量を大きく

し、NEDO との共同研究にも着手す

過した平成 2 1 年度に、既設の機械工

削減する他「省コスト」にも貢献してい

るなど CO 2 排出削減に積極的に取組

学科、創造システム工学科、電気電

ます。また、改善施策後の検証も確実

んできました。そして、平成 12 年か

子工学科、情報システム工学科、建築

に行い次の改善施策へと繋げています。

ら ISO14001認証取得に向け、理事

学科に加えて「ものづくり環境学科」

（グラフ参照）以上の様な活動は、外

長のリーダーシップのもと職員が中心

「生活環境デザイン学科」を新設しま

部からも評価を受け、N P Oエコ・リー

となり準備をすすめ、教員・学生を巻

した。この学科改編によりこれまで以

グが主催する、第 4 回エコ大学ランキ

き込みながら、ＥＭＳ組織を立ち上げ

上に「環境に配慮できるものづくり技

ングで「全国総合第 1 位」
、第 6 回では、

ました。組織構成は、理事長が代表経

術者」育成を標榜し、
「環境・共生社

最高評価の「5 つ星エコ大学」として表

営責任者となるトップダウンとし、教

会への貢献」を教育理念に掲げ、本学

彰されました。この受賞は、本学のさ

職員を 7 部門に分け、教学組織（学部・

から多くの卒業生を実社会に送り出し

らなる環境保全活動へのモチベーショ

学科）と連動させているのが本学の特

ています。これは、教育機関である本

ン向上に資するものと確信しています。

徴です。また、ＥＭＳ組織に 4 つの部

学の最も大きな環境活動

会（環境教育検討部会、学生環境推進

の成果と考えています。

連携部会、化学物質管理検討部会、エ

ま た、EMS活 用 に よ る

ネルギー使用管理部会）を設け、重点

「省エネ」
「 創 エ ネ 」は、

環境活動項目である①環境教育のさら

ISO1 4 0 0 1 認証後の建

積極的連携、③化学物質を含めた環境・

物増築によるエネルギー
量が増加する中、BEMS

安全の推進、④省エネ推進の積極的取

（H19）を 活 用 し、 建 物

組、と整合性のとれる活動を展開して

単位・種類別に一次エネ

います。部会からの提案は、ＥＭＳ組

ルギー量や原単位・CO 2

エネルギー分析「CO₂による分類」管理レベル分け

H26 上位10棟平均（296kg-CO2/年）

280
240
220

C7

200
160
140

C15

管理レベルＡ

C6
改善後

100

※H21 年度 4,819kg-CO₂/ 年
※H26 年度 3,963kg-CO₂/ 年

管理レベルB-2

C7

E30

120

CO₂削減量 17.8％
≒856kg-CO₂/ 年

改善前
E30

180

C6

80

C9

60

C9

40

C14

東京都温暖化計画書 教育 平均値49.9（kg-CO2/㎥年）

管理レベルC

20
0

0

改善後

H21 上位10棟平均（359kg-CO2/年）

C15

260

CO2排出量原単位（kg-CO2/年）

なる充実、②学生の環境改善活動との

省エネの推進

100

200

300

S2

S2

W10

C14
W10

400

C1〜C3

管理レベルB-1
500

計画中
E1
C1〜C3

600

CO2排出量（kg-CO2/年）
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CUSTOMER VOICE 3

株式会社 ミエテック

省エネ・省資源活動の活性化と
環境マインド向上取組みについて
総務部 CS推進課
担当
課長

山口 晃
会社紹介
株式会社ミエテックは、ユーテッ
ク株式会社のグループ会社として、

様

川北 智絵

様

株式会社ミエテック

ホームページ

http://www.u-tc.com/mie-tec/profile.html

一丸となって取り組める活動となりま
した。

環境マインド向上取組み

1 9 9 7年11月に三重県の多気町に会

地域の清掃活動、環境活動を通じ従

社を設立し、液晶表示パネル、モジュ

業員の環境マインド向上に取組もうと

ールの製造を行っております。 製造品

活動を始めたのが、2009 年からとな

加頂ける機会も増え、その他ご家族、

目は車載、航空機、アミューズメント、

ります。

ご親戚の皆さまにもご参加頂ける活動

▲環境活動の様子

IA、携帯、スマートフォン、タブレッ

最初のステップとして、地域活動へ

ト、周辺機器等多種多様に渡り、製造

参加することを目標として取組みを開

また、こうした取組みを通じ、
「また

品目の変遷に伴い工場の形態を柔軟に

始し、
次のステップとして、
地域の方々

活動に参加したい、家族にとっても地

変え、お客様にご安心とご満足頂ける

とふれあい、一体となった活動を展開

域にとっても良かった、楽しかった」

ものづくりを目指し日々活動しており

することでミエテックという会社を地

等のお声を頂き、こうした皆さまのお

ます。

域の方々により広く知って頂こうと取

声を励みに次の活動へとステップを踏

組みました。

むべく日々取組んでおります。

また、環境活動においても積極的に
取組んでおり、お客様、地域の方々、

活動の土台ができあがった次のステ

へと広げることができました。

今後の取組み

行政の皆さまのご支援ご指導を賜りな

ップとして、実際に活動にご参加頂い

がら、少しでも地域の皆さま方のお役に

た方々に、より活動を楽しんで頂こう

省エネ、省資源取組みにおいては、

立てればとの思いで取組んでおります。

と、活動の成果を「見て楽しんでもら

日々変わりゆく状況に柔軟に対応し、

おう」
、
「食べて楽しんでもらおう」
、
「体

品質、効率、環境、コストあらゆる側

験して楽しんでもらおう」とさまざま

面で更なる改善をこれまでの経験とこ

な工夫を行いました。

れからの経験を充分に活かし、全社一

省エネ･省資源活動の活性化
2 0 0 9 年より従来の EMS 運用を目
的とした省エネ ･ 省資源の取組みから

こうした活動は、
お客様、
地域の方々

少し目線を変え、より利益に直結した

等たくさんの方々のご支援のもと行う

環境マインドの向上取組みについて

取組みを行うことを目的に追加した取

ことができ、この活動で得た知識と経

は、省エネ、省資源活動において経営

組みへと転換致しました。

験は社内の環境活動に展開する重要な

効果を狙う一方で、企業を支えるのは

要素となりました。

やはり人であるという考えを信念に、

取組みを行う上で、委員会制を敷き

丸となって取組んで参ります。

部門横断型組織を結成しあらゆる視点

この知識と経験を活かし、次のステ

から改善の糸口を見出し、効果実績を

ップとして社内で身近に見て頂ける

り組めればと考えております。 また、

積み上げていく取組みとしました。

場所でより環境活動を実感して頂こう

今後の環境活動の方向性として、環境

従業員のモチベーションアップに取

こうした委員会での取組みにも目標

と、みかん畑の再生プロジェクトをは

活動を通じコミュニケーションの輪を

を設定し、その効果を数値化し改善効

じめとした社内での環境取組みを展開

これまで以上に広げ、皆さまから頂い

果を目で見える形として改善状況を社

致し、より環境活動を身近なものとす

た貴重なご意見とお客様、地域の方々

内で情報共有し、社内会議の場で結果

ることができました。

のニーズを的確に捉えた取組みを展開

報告することで、各部門取組みへも波

2009 年より始めた環境取組みの結

し、これまで支えて来て頂いた皆さま

及し現在では EMS の目的目標を達成

果、毎年たくさんの方々に活動へご参

方に少しでもお役に立てる活動が行え

する為の重要なツールとして、全社員

加頂いており、お子様とご一緒にご参

るよう取組んで参ります ｡
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2015 年下期スケジュール

★…改訂規格関連セミナー
開催
場所

コ ース

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

開
10月

11月

東京

2〜6

大阪

9〜13

【CEAR承認 】
［CPD15時間
相当 ］審査員資格更新
リフレッシュコース 1日
（12月以降移行対応予定 ）

東京

12月

17

大阪

日
1月

2月

18〜22

3月
7〜11

7

7

13

★ 東京 15〜16 26〜27 16〜17 28〜29 16〜17 17〜18
【JATA公認 】
内部環境監査員
養成コース ２日

大阪

22〜23 19〜20

8〜9

福岡
環境マネジメントシステム

ISO 14001: 2015
内部監査員のための
改訂版差分研修セミナー

★ 東京
大阪

分かりやすく効果的な
★
内部監査の方法
（EMS）1日
【CEAR登録CPD】
EMSと事業プロセス
との一体化
【CEAR登録CPD】

★

【CEAR登録 】
環境審査員CPDコース
5時間

★

EMS 改訂規格移行
コース1日

★

★

内部監査員養成
コース ２日
労働安全
衛生
マネジメント
規格解説コース
システム
1日（ 内部監査
1日目と共同 ）
【IRCA承認 】FSMS
審査員/主任審査員
トレーニングコース ５日
食品安全
マネジメント
システム

FSSC 22000
規格解説コース 1日
FSSC 22000
内部監査員養成
コース ２日

5

15

25

大阪

26

東京

東京

2〜3
15

14

大阪

10

東京

2

東京

4
10
2

14〜15
29

大阪

★

大阪

5〜9

東京

26

大阪

1
23

26〜27

東京

7〜8

大阪

15〜16

東京

5

11月

催

12月

日
1月

1〜2

2月

24〜25 11〜12

3〜4

16〜17

8〜9
8

4

26

24

東京

2〜4

大阪

17

東京

2〜3

大阪

15〜16
2
15

東京

9〜13

8〜12

大阪
東京

3月

14〜18
8〜9

17〜18 10〜11 14〜15 18〜19 14〜15

大阪

5〜6

東京

16

東京

19〜20

4〜5

13

21

25〜26

ISMS 構築基礎コース ２日

情報セキュリティ
マネジメント規格の
詳細解説〜JIS Q
27001:2014の真
意を読み解く！〜

JRCA
ISO/IEC 27004
登録
規格解説
CPD
7.5時間
演習から学ぶ ISMS
リスクアセスメント
〜ISO 3100O:
2009
リスクマネジメント〜

ITサービス
マネジメント
システム

14

東京

QMS 改訂規格
移行コース 2日

M
S

29〜30

大阪
東京

11

11

東京

★

ISO 27001：2013
差分研修
【JRCA登録CPD 5時間 】

10・12

24

ISO 9001:2015
構築基礎コース 2日

10月

大阪

ISO 27001：2013
ISMS 内部監査員
養成コース ２日

11

東京

★

【JRCA承認 】
ISMS 審査員
研修コース ５日

28

東京

ISO 9001:2015
内部監査員のための
改訂版差分研修セミナー

開

ISO 9001:2015 規格 ★ 東京
要求事項の解説コース 1日
（2015年版規格解説 ）
（ 移行・構築基礎１日目と共同 ） 大阪

14

大阪

ISO 14001: 2015 規格 ★
要求事項の解説コース 1日
（2015年版規格解説 ）
統合
環境 + 品質
マネジメント マネジメントの
システム
統合化の基礎

4

大阪

★

10〜11

情報セキュリティ

ISO 14001: 2015
構築基礎コース ２日

東京

21〜22 18〜19
（1月開催調整中）

2

【JATA公認 】
★
内部品質監査員養成コース
２日（12月以降 ISO 9001：
2015対応 ）

8〜12
19

開催
場所

コ ース

品質マネジメントシステム

【CEAR承認】
ISO 14001 環境
審査員研修コース ５日

催

2015年9月30日現在

アセット
マネジメント
システム
ISO 55001

大阪

13〜14

12〜13

東京

23

13

東京

18

東京

28

19

19

規格要求事項の
解説 1日

東京

14

内部監査員
養成コース 2日

大阪

14〜15

【IRCA承認申請中】
アセットマネジメント
東京
審査員/主任審査員
トレーニングコース ５日

14〜15
18〜20

19〜23

規格解説コース
1日

東京

4

1

2

内部監査員
養成コース 2日

東京

5〜6

2〜3

3〜4

【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

● 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。
JACO 研修ホームページ http://www.jaco.co.jp/seminar/ にてご確認ください。
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事業所の所在地

山王パークタワー

東京三菱UFJ銀行

国際赤坂
ビル
コマツビル

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

■本社（東京）

■関西支社（大阪）

〒107-0052
東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル
TEL. 03-5572-1721
FAX. 03-5572-1730

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

交通案内

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
● 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

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
東京
関西

Â 0120-248152

TEL. 03-5572-1722

FAX. 03-5572-1733

TEL. 06-6345-1731

FAX. 06-6345-1730

■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

TEL. 03-5572-1726

■登録証発行に関することは
営業部

TEL. 03-5572-1722

FAX. 03-5572-1733

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは
技術部

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
FAX. 03-5572-1731

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■営業部

経営企画部

TEL. 03-5572-1741

FAX. 03-5572-1756

■審査に関することは

東京

TEL. 03-5572-1748

FAX. 03-5572-1388

関西

TEL. 06-6345-1732

FAX. 06-6345-1730

株式会社ジェイコ マネジメントシステム
TEL. 03-3585-8931

FAX. 03-5572-1731

■審査に関することは
審査部

TEL. 03-5572-1725
TEL. 03-5572-1727

FAX. 03-5572-1731

IS ビジネスユニット

TEL. 03-5572-1745

FAX. 03-5572-1731

審査部（関西）

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

編集
後記

今年の秋は、例年と違い夏の後半から早く感じるようになりました。
今回の表紙写真は
「もみじ」
を題材にいたしました。秋を感じさせるので
はないかと思います。今号も執筆者皆様のご協力により無事発行する
ことができました。有難うございました。これからも皆様のお役にたて
るように取組んで参ります。よろしくお願い申し上げます。
（しい えす男）

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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