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挨

拶

共に進むパートナーとして
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

と思いますが、悩みや不明点がありましたら、お気軽
に営業担当にお問合せください。

2015年９月 15日に、I S O 9 0 0 1及び I S O 14001の

一方で、既に 2015年版での運用を開始し、認証を取

2015年版国際規格が発行され、より経営の役に立つマ

得されているお客様もあります。今回の JACO NEWS

ネジメントシステム（MS）として今後の活用が期待さ

において先行組織様の事例を掲載していますので、ぜ

れています。また、社会インフラを対象として 2014

ひご覧ください。実際に 2015年版認証を取得されてい

年に発行されたアセットマネジメントシステム（ I S O

るお客様の事例が一番参考になると思いますので、今

55001）は、2年を経過して実績も上がりつつあり、益々

後も秋の研修会などで 2015年版移行認証の事例発表を

注目が高まっています。このように MSは新たな段階

計画してまいります。

に入ってきており、JACOは、変化に迅速かつ適切に
対応し、お客様のご要望にお応えしてまいりたいと考
えています。

認証機関も 2015年版に移行

新規事業に注力
お客様のニーズにお応えするため、2012年から新規
事業推進部を立上げ、CSR関連、セキュリティ関連な
ど新規事業の創出を図ってまいりました。特に、ISO

JACOは ISO 9001・ISO 14001について、日本適合

55001については、国際規格発行（ 2014年 1月）前から

性認定協会（ JAB）と英国認証機関認定審議会（ UKAS）

取組み、2013年度及び 2014年度には、下水道分野を対

から認定を取得しています。当然のことですが、この

象とした国土交通省の試行認証事業に参画しました。

認定も 2015年版への移行が必要です。JACOは、お客

ISO 55001は、上下水道、道路、橋梁などの社会イン

様のご要望にお応えするため、いち早く 2015年版へ

フラを対象にした MSで、資産管理の効率化・高度化、

の移行認定審査を受審し、JABより、他の３審査機関

説明責任の強化、海外輸出の競争力強化などがメリッ

と共に、国内で最初に ISO 9001：2015、ISO 14001：

トとして挙げられており、インフラ全般の老朽化が大

2015の認定を取得しました。また、UKASからも認定

きな社会問題となりつつあるなか、注目を集めていま

を取得しており、JACOで認証を取得されたお客様は、

す。JACOは、2015年 11月に JABから日本国内で最初

JAB及び UKASの認定付き認証と言うことになります。

の認定を取得し、まさに世界で通用する認証となりま

2015年版規格への移行に向けたサポート
2015年版規格の概要は理解できたが、具体的にどう
対応すればよいか分からない、という話を時々聞きま
す。JACOでは、お客様がスムーズに新規格に移行し
ていただけるよう、
「セミナー」、
「 GAP分析評価」、
「段階

した。2016年 3月までに 16組織の認証実績があり、認
証対象も上下水道だけでなく、有料道路やメガソーラ
ーなどにも広がってきています。今後も ISO 55001の
普及に注力し、社会に貢献してまいります。

最後に

的移行審査」などのオプションを準備しています。セミ

ISO規格は世界標準です。この標準の上に組織の独

ナーは、2015規格解説コースだけでなく、具体的にど

自の仕組みを加え、組織に合った MSを構築していた

のように移行するかの実践コースも常設セミナーとし

だければと思います。2015年版への移行はゴールでは

て設けています。その他、お客様に出向いて行う出張

ありません。改正規格をツールとして活用して進化し

セミナーも準備していますのでご活用ください。これ

ていただきたいと考えています。JACOはパートナー

から 2015年版への移行を検討されているお客様が多い

として、最後までサポートしてまいります。
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ISO 14001/9001
2015年版改訂への対応
審査部
副部長

安本 潤

ISO 14001/9001：2015が発行され、既に7か月が
経ちました。JACOは、わが国の認定機関「日本適合

審査部
副部長

三柳 薫

の厳格化」など、環境の変化に的確に対応して組織が
「持続的に発展していく」ことが重要となっています。

性認定協会（JAB）
」より2016年1月に、英国の認定機

今回の改訂では、このような「組織が経営上取り組

関「UKAS」より同3月にそれぞれ日本の認証機関とし

まなければならない課題・取組みたい課題」が、直接

て最初となる2015年版の認定を受けました。

的に環境マネジメント、品質マネジメントのシステム

2015年版の認証移行、または新規取得もJACOでは

のなかで実施できるようになると期待されています。

2016年3月末現在で既に、ISO 14001が10件、9001
が6件の実施件数となっています。
認証取得組織は2018年9月14日までに2015年版へ
の移行が求められており、移行のための計画策定とシス

2 0 0 4 年版 EMS
著しい環境側面

法的及びその他の要求事項

テム対応が急務となっています。

ISO 14001/9001改訂のポイント

環境マネジメントシステムの確立・実施・維持

特に大きな変化として、14001/9001ともに箇条4
「組織の状況」と、箇条6.1「リスク及び機会への取組み」
が追加されたことがあげられます。経営レベルでの組
織の課題及び利害関係者のニーズと期待の理解に基づ

2 0 1 5 年版 EMS
組織及び
その状況の理解

利害関係者のニーズ
及び期待の理解
（順守義務を含む）

き、品質及び環境マネジメントとしての取り組むべき
事項を決定することが求められています。
ISO 9001は2000年に大きな改訂が行われています。

環境マネジメントシステムの確立・実施・維持

しかし、ISO 14001は1996年に規格が制定されて以
降、今回の2015年版が初めての大きな改訂となりま
す。2004年版までは、
「EMSの確立、実施、維持に
するうえで、
【著しい環境側面】と【法的及びその他の
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要求事項】を確実に考慮すること」とされており、規

新規格への認証移行期限は2018年9月ですが、早

格制定された20年前の日本での「エネルギー需給のひ

めに準備を開始することが重要です。
【組織及びその

っ迫」
、
「廃棄物最終処分場の不足」などの社会的状況

状況の理解】と【利害関係者のニーズ及び期待の理解】

もあり、我が国のISO 14001活動は「紙・ごみ・電気」

は、2015年版での新しい要求事項です。この理解を

の削減、及び公害防止法令順守に焦点を当てた「環境

基に「リスク及び機会」を決定し、目標を含む取組み

負荷削減活動」の色彩を強く帯びました。

を計画し実施します。内部監査はこれらの取組みにつ

2015年版では、
「EMSの確立・維持に【組織及びそ

いて2015年版の力量を持った監査員によって行う必

の状況の理解】と【利害関係者のニーズ及び期待の理

要があります。計画された取組みの実現状況、内部監

解】で得た知識を考慮しなければならない」と変化し

査の結果などから、マネジメントシステムの有効性を

ています。
「低炭素社会への移行」
、
「気候変動への対

評価し、マネジメントレビューを実施します。これら

応」
、
「組織が社会的責任を果たすことへの社会の要求

は臨時で実施することなどで期間を短縮することが可
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能ですが、移行審査前に実施しておくことが必要にな

今回、JACOではさまざまなスキームを提供するこ

ります。したがって移行審査受審の計画では十分なシ

とにより、認証取得組織のスムースな2015年版改訂

ステムの運用期間をとっておかないと、対応が厳しく

を支援する体制を整えています。

なります。

JACO技術部による規格理解のための講座や、シス

《ISO 9001：2015の視点から》
2000年版からマネジメントシステムの規格と
なったISO 9001は、
今回の規格改訂で法令・規制、
顧客要求を満たした製品・サービスを一貫して提
供する能力があることについての信頼性をより一
層向上させるようになりました。また、今回改訂
の特徴として、文書化要求が軽減され、組織が必
要であると自主的に認めた文書化情報を管理する
ように、いわゆる大人の規格へと変貌しました。
これにより組織は、形骸的な文書から脱却でき、
自らの活動をISOの取組みに当てはめることが容
易になり、着飾ることなく普段着での活動がより
実行し易くなったと思います。
ISO 9001は、お客様に説明責任を果たすため
の業務管理そのものであるとJACOでは考えてい
ますので、2015年版移行の取組みをきっかけに、
QMSをブラッシュアップされ、成果を出される
ことを望んでいます。JACOとしても審査を通じ
て皆様方のお役に立てるように活動してまいりま
す。

テム改訂の講座、内部監査員教育コースなどに加え、
「GAP分析」及び「段階的移行審査」という、JACO審
査員による新しい支援スキームの提供を開始していま
す。
「GAP分析」とは、
“新規格が良くわからない”
、
“新
規格は読んだもののまだ改訂対応は行っていない”と
いう段階で、審査員が現地にて新規格の視点で現状の
システムの大きな不足点を明確にし、改訂の方向性を
ご理解いただけるようにするものです。
「段階的移行審査」とは、
“改訂対応システムはでき、
これから運用開始する”
、
“改訂対応システムの運用を
開始した”という段階で、GAP分析と同様に審査員が
現地にお伺いし、改訂対応されたシステムの問題点や
不足点など、移行審査で重要な不適合となる可能性の
ある部分を指摘いたします。
いずれも移行審査とは独立したオプションとしての
移行支援の仕組みであり、
「適合・不適合」の判定はい
たしませんが、規格意図を理解でき、疑問点の解消に
よりシステムの見直しが容易になります。既に2016
年3月末までに、約50件の実施を行い、実施した組織
からは、
「自社の業種・業態・規模に対してどのよう
に規格改訂対応していくか方向性が分かった」
、
「既に

2015年版移行へのJACOのサポート
システムの移行では大きく次のような段階がありま
す。

事業で実施していることにうまく結びつけることがで
きそうだ」
、
「シンプルに改訂対応できそうだ」など、
好評に受け入れていただいております。
規格改訂対応はポイントを押さえて対応すること
で、決して、追加要求事項の対応によりシステムが重

2 0 1 5 年版の規格の理解

くなることはありません。逆に改訂前の「規格要求だ

新しい規格を購入し規格本文や附属書を読む

から実施しているが、意味がないように思う」など形

JACO 技術部の2015年版規格解説等のセミナーを受講する

骸化している部分を見直し、
「シンプルだけれども意
味のあるやり方に替える」チャンスとなり得ます。

自組織のシステムとの比較検討
現在のシステムの改訂必要部分（GAP）を理解する

認証継続を、規格改訂であきらめてしまう受審組織
様が発生しないよう、また、
「2015年版の改訂により
とても役に立つシステムとなった」と喜んでいただけ

システム改訂対応及び運用開始
システムの改訂対応を行う

るよう、JACOは審査機関として全力で皆様の支援を
していきます。

システムの運用を開始する
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認証取得進むアセットマネジメントシステム
─インフラ整備の国際マネジメントシステム─
新規事業推進部

副部長

竹熊 俊樹
アセットマネジメントシステム（以下AMS）ISO 5 5 0 0 1と

この一連の動きから国土交通省ではISO 55001に着目

は上下水道、道路、橋梁などの社会インフラ資産を、その

し、2013年度から2年間、下水道分野で第三者認証を含

損傷・劣化等を将来にわたり把握することで、最も費用対効

んだAMS活用の試行事業を実施。初年度は仙台市及び水

果の高い維持管理を実現できる資産管理手法です。

ing株式会社、翌2014年度は愛知県と愛知水と緑の公社
を対象にしたプロジェクトが実施された。

社会インフラの老朽化に応える

一方2015年7月に日本適合性認定協会（JAB）により開

国際規格AMS認証取得の意義

始されたＡＭＳ認定にいち早く応募したJACOは同年11

2012年の中央自動車道笹子トンネル事故をはじめとし

月に認定を取得した。さらにISO 55001シリーズのJIS

て、社会インフラ資産の維持・管理方法に起因する事故が

化作業も進められており本年度中には発行される見込み

頻発している。こうした状況を受け2013年国土交通省か

で、普及拡大にむけた環境も整備されつつある。今回下水

ら「インフラ長寿命化計画」が発表されるなど、さまざま

道分野で認証取得された仙台市、水ingに認証取得の効果

な対応策が動き出している。

などについて語っていただいた。今後の参考にされたい。

日本で初めてISO 55001認証を取得

上の不備を修正するとともに、内部監査
に必要なチェックシートを整備した。実
施された内部監査では、さらに改善が必

仙台市
建設局下水道経営部
経営企画課経営戦略室
室長

水谷
下水道インフラの老朽化に対応

哲也氏

要な点が指摘され、システムの修正を実
施できただけでなく、監査に際して職員
の学習が促進され、アセットマネジメン
トシステムに関する理解が深まった。
またこれらの取組みと同時に、国土交
通省下水道部においてもアセットマネジ

用いた予算策定を開始した。また管路管

メントシステムの普及促進の観点から
「下

理においては新たに導入した業務フロー

水道分野における ISO 5 5 0 0 1 適用ガイド

仙台市下水道事業は 1 8 9 9 年より下水道

システムと管路維持台帳、GIS を用いて

ライン
（のちにユーザーズガイド ）検討委

施設の建設を開始し、現在では 4 6 0 0 ㎞を

苦情や不具合の管理を実施し、計画策定

員会 」を設置した。この委員会では ISO

超える管きょと多くの処理場・ポンプ場

等に必要な情報収集が着実に行われている。

5 5 0 0 1 の適用に必要な情報を収集するた

を管理しているが、施設の老朽化が進む
一方で、予算や職員の縮減が進み、より
効率的・効果的な投資や維持管理が求め

ISO 規格を利用し改善を実施
仙台市下水道事業ではアセットマネジ

めに試行的な認証作業を実施することと
なり、仙台市下水道事業も内部監査と並
行してこの試行認証の取組みに参加した。

メントシステムの運用を開始した際、そ

実際認証においては外部の公平な視点で

このため 2 0 0 8 年度にアセットマネジメ

のマネジメントシステムの有効性を調査

の審査が行われ、発見された新たな不具

ント導入戦略を策定し、目標管理体系の

し、見直す仕組みについてはまだ導入し

合の修正を経て、2 0 1 4 年 3 月に仙台市下

確立、リスクマネジメントの実施、投資

ていなかった。そこで、当時規格策定の

水道事業の管路部門において日本で初め

判断基準の整備と運用、業務プロセスの

最終段階に入っていた ISO 5 5 0 0 1 を用い

て ISO 5 5 0 0 1 の認証を取得した。

文書化など包括的なアセットマネジメン

て監査プログラムを導入することとした。

トシステムを構築してきた。2 0 1 3 年度に

具体的には IS O 5 5 0 0 1 との整合を詳細に

はアセットマネジメントシステムの本格

比較して、ガイドラインの文書化や役割

運用を宣言し、リスクや投資判断基準を

分担の明確化などマネジメントシステム

られている。
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2016 年仙台市下水道事業のアセット
マネジメントは新たなステージへ
仙台市下水道事業では 2 0 1 6 年度から適

用する中期経営計画を策定した。この計

トシステムを活用した事業経営が行われ

ムの改善戦略として取りまとめ、システ

画ではアセットマネジメントシステムに

ることとなる。

ムの更なる向上に向けた取組みを実施す

よって算出された長期的な更新費用の予

る予定である。

また、2 0 1 5 年度の内部監査ではマネジ

測に基づいて予算枠を設定するとともに、

メントシステムの有効性に着目した監査

今後とも仙台市下水道事業では中期経

一つ一つの事業案件について投資判断基

を行い、認証審査と併せて多くの改善機

営計画と内部監査・認証審査を活用し、

準に基づいて実施の是非や優先順位を判

会を検出した。これらの改善機会につい

事業のパフォーマンスを向上させること

断している。まさにアセットマネジメン

ては来年度アセットマネジメントシステ

としている。

水ing株式会社のISO 55001-2014の展開について
みとして QMS,EMS 及び AMS の3 本のマ
ネジメントシステムを 1 本のシステムとし
て統合運用することでのシナジー効果が
水ing株式会社
QA統括 MS企画部長

妹尾

大いに発揮できた。以来、201 5 年3 月に
初回認証を受け、20 1 6 年 0 2 月の第2回維

隆氏

持審査までに本社、3支店及び 5 箇所の上
下水道施設に認証範囲を拡大して、現在

めのサービスを如何に提供するかが大き

当社紹介

運用中である。

な命題である。

水ing（スイング）は、1 9 3 1 年に水道用
急速ろ過装置の国産第 1 号を納入以来、国
内外の水インフラを支え続ける総合水事
業会社である。

AMS 導入効果

課題克服の仕組み作り

導入作業に着手した当初より予測して

当社の社会的使命は「水と環境に関わる

いたことではあるが、AMSは即効性ある

あらゆるソリューションを通じて豊かな

導入効果は得られないのも事実である。

社会づくりに貢献する」である。この社会

しかしながら、将来的には明らかに導

的使命を果たすために、国際的にも注目

入効果が表れる端的な一例として、お客

近年、東京オリンピック（1 9 6 4 年）前後

されつつあるアセットマネジメントシス

様よりお預かりした水インフラ施設維持

の高度成長期に建設・整備された道路，橋

テム ISO 5 5 0 0 1（以下、AMS）をビジネス

費のライフサイクルコスト（以下、LCC）

梁及び上下水道施設等に代表される様々

ツールとして導入することは、ごく自然

の削減つながる情報の見える化がある。

な社会インフラ施設の老朽化が深刻な社

な流れであった。
2 0 1 3 年 7 月より国土交通

その見える化の道具として機能するのが

会問題となっている。中でも、国内水イ

省が主催した「下水道分野における AMS

アセットポートフォリオである。

ンフラは「人口減少」による「税収減少」や

ガイドライン作り」に参画し、本格的に

その詳細は割愛するが、アセットポー

「技術継承問題」など様々な問題点（図 -1 参

AMSの導入作業に着手した。当社にとっ

トフォリオの見える化された情報から導

照）を抱えており、今後は既存施設の延命

て幸いであったのは、品質マネジメント

かれた保全方式を組み合わせることによ

化及び健全な管理・運営を図るかが大き

システム ISO 9 0 0 1（以下、QMS）及び環

り、LCC の削減に貢献するのは当社の過

な課題となるのは明白である。当社は現

境マネジメントシステム ISO 14 0 0 1（以

去の実績から照らし合わせても明らかで

在、30 0 箇所を超える国内水インフラ施設

下、EMS）の初回認証後、16年の歴史に

ある。保全方式の分類は表- 1の通りである。

をお客様からお預かりし、その施設の健

裏付けられた成熟したマネジメントシス

最後になるが、今後 AMSは、当社がお

全な管理・運営の一翼を担っている。当

テムの基盤が出来ており、AMSをビジネ

客様よりお預かりしている水インフラ施

然の如く、当社の社会的使命を果たす上

スツールとして導入することに、大きな

設が抱える様々な課題克服ためのビジネ

において、お客様にその課題克服するた

障害がなかったことである。それに加え、

スツールとして強力な武器になると確信

国内水インフラが抱える課題

課題克服の仕組

している。

表1

図 1.  国内水インフラが抱える問題

保全方式の分類

保全方式の分類

保全内容

TBM

Time Based
Maintenance

定められた適正周期に従って定期的に修理・整備・交
換を行う定期保全

CBM

Condition Based
Maintenance

運転中もしくは停止中に設備の劣化状況を検査によ
り定期的に診断し、この結果に基づき故障に至る前
に修理・整備・交換を行う予知保全

BM

Breakdown
Maintenance

故障が発生してから修理・交換を行う事後保全
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連載企画 2015年版規格解説シリーズ①

2015年版におけるリーダーシップの
役割について
技術部 部長

谷口 幸弘

ISO 14001（EMS）及びISO 9001（QMS）は、両規格

り、
「戦略上の決定」
「トップマネジメントの指導」など、

とも昨年9月15日に2015年版の国際規格（IS）が発行さ

トップの関与の重要性を述べています。また、図1に示

れ、JISが11月20日に発行されました。IS発行日から3

すように規格の枠組みとPDCAサイクルの関係におい

年（2018年9月14日）以内に新規格への移行が必要とな

て、リーダーシップをその中心に置きトップの関与の重

るなか、本稿では、両規格で要求事項が強化されたトッ

要性を表しています。これは、EMS、QMSに限らず、

プの“リーダーシップ及びコミットメント（箇条5.1）
”を

マネジメントシステムにおいては当然のことと考えられ

中心に、その役割の理解と対応方法をどのように捉える

ます。規格はその枠組みを与えるだけであり、それを活

べきかを、解説いたします。尚、本稿をスタートに今後

用して成果を生み出すには、関連する人、特にリーダー

3回シリーズで、2015年版の重要事項の解説を行ってい

の積極的な関与が必要不可欠です。

く予定です。

リーダーシップの要求事項及び

リーダーシップの位置付け

その対応の考え方

今回の両規格の序文において、QMSでは“品質マネ

箇条5リーダーシップは、
“5.1リーダーシップ及びコ

ジメントシステムの採用は、パフォーマンス全体を改善

ミットメント”
、
“5.2 環境/品質方針”
、
“5.3組織の役割、

し、持続可能な発展への取組みのための安定した基盤を

責任及び権限”で構成されており、いずれもトップマネ

提供するのに役立ち得る、組織の戦略上の決定である。
”
、

ジメントへの要求事項となっています。尚、トップマネ

EMSでは“環境マネジメントシステムの成功は、トップ

ジメントを主語とする要求事項は、これら以外に“9.3 マ

マネジメントが主導する、組織のすべての階層及び機能

ネジメントレビュー”があります。

からのコ ミットメントのいかんにかかっている。
”とあ
内部及び
（4.1）
外部の課題

利害関係者の
ニーズ及び期待
（4.２）

P

A

/品質マネジメントシステムに関するリーダーシップ及
EMS、QMSの共通事項として、表1に示す9項目が挙
げられています。さらにQMSでは、
“プロセスアプロ

計画
（6）

リーダーシップ
（5）

“トップマネジメントは、次に示す事項によって、環境
びコミットメントを実証しなければならない。
”とあり、

ＥＭＳの適用範囲
（４．
３）

改善
（10）

“ 5.1リーダーシップ及びコミットメント”において、

ーチ及びリスクに基づく考え方の促進”及び“5.1.2 顧客
支援と
運用
（７＆８）

D

ほとんどが、今回の規格の基となったISO/IEC 専門業
務用指針附属書SLで規定されたマネジメントシステム
の共通要求事項です。
（共通要求事項の位置付けに関し

パフォー
マンス評価
（9）

てはJACO NEWS

C
ＥＭＳの意図した成果

重視”が加えられています。共通事項の9項目は、その

2015年10月号をご覧ください）

1項目目の“マネジメントジメントシステムの有効性
の説明責任”は、EMS/QMSが共同で独自に追加した項
※ 数字は箇条書きを表す

目です。これは、
“9.3 マネジメントレビュー”の要求事

図 1.  PDCAサイクルと規格の枠組みの関係（EMSの例）

項における、
“トップマネジメントは環境/品質マネジ
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メントシステムが引き続き有効であること確実にするた

れます。また、それらは、各関連する箇条での要求事項

めに、レビューをしなければならない。
”と呼応し、マネ

でも同様の要求事項がある場合があり、表１に関連する

ジメントレビューの結果が説明責任を果たすべき内容と

箇条を記載しています。

考えることができます。有効性とは、
“計画した活動を

“伝達する”は、内部コミュニケーションですので、箇

実行し、計画した結果を達成した程度”と定義されてお

条7.4の要求事項に従って、具体的な方法などを決め実

り、意図したとおりに運用され成果が満足のいくもので

施していくとともに、その結果として関連する“認識”

あるのか、改善すべき点があるとすれば、それをどのよ

をもたせることがより重要です。

うに指示したのか、というマネジメントレビューの結果

“支援する”は、箇条7における、資源の提供、必要に

を基に、利害関係者に必要に応じてマネジメントシステ

応じた力量付与のための教育訓練、指導、内部コミュニ

ムの状況を説明できることが求められています。システ

ケーションなどを通じて、実施していくことが可能です。

ム全体の結論ということですので、他の8項目とは性質

また、管理層の役割の支援に関しては、箇条5.3の関連

が異なっています。

する役割に対する責任及び権限を割り当て、組織内に伝

8項目に関して、
もう少し見てみましょう。語尾として、
“確実にする”
、
“伝達する”
、
“支援する”
、
“促進する”と
なっています。

達することも重要です。
“促進する”は、
“監視、測定、分析及び評価”や“内部
監査”の結果をインプットし、マネジメントレビューにお

“確実にする”という場合、行動の責任を委譲すること

いて（継続的）改善の機会を決定し、指示をするととも

ができるとされていますが、その場合でも説明責任は委

に、EMSにおいては、内部コミュニケーションにおいて、

譲できないとされており、確実に実施されていることを

組織の管理下で働く人々が継続的改善への寄与を確実に

マネジメントレビューなどで確認し最終的な責任を果た

するプロセスの確立が求められています。

していく必要があります。また、これらはアウトプット
が要求事項を見たしているかを確認することによって実

全体的な考察

証できます。即ち、
“方針と目標”
、
“実際に確立された

前述のように、リーダーシップをPDCAのすべての

プロセス”
、
“明確にされた資源”
、
“達成された成果（結

段階において、発揮することを規格は要求しており、ト

果）及びそれらのためのリスク及び機会への対応”
、を確

ップマネジメントの一層の関与が期待されています。こ

認し、必要に応じて改善の指示をしていくことが求めら

のことにより、意図した成果が達成され、マネジメント
システムの有効性が高められると考えられます。これは、

表１ 要求事項と関連箇条
要求事項
（EMS/QMS共通 ）

関連箇条

マネジメントシステムの有効性の説明責任

9.3 マネジメントレビュー
7.4 コミュニケーション

方針及び目標の確立と，
組織の状況及び戦略的な
方向性との両立を確実にする

5.2 方針
6.2.1 目標

必要な資源が利用可能であることを確実にする

7.1 資源
9.3 マネジメントレビュー

事業プロセスへの要求事項の統合を確実にする

4.4 マネジメントシステム
8.1 運用の計画及び管理

意図した成果
（ 結果 ）
の達成を確実にする

6.1 リスク及び機会への取組み
9.3 マネジメントレビュー

有効なマネジメントシステム及びマネジメントシス
テムの要求事項への適合の重要性を伝達する

7.3 認識
7.4 コミュニケーション

マネジメントシステムの有効性の寄与のため
（人々の積極的な参加 ）指揮、支援する

マネジメントレビューにおける、マネジメントシステム
の有効性の確認として実施されますが、これが真に組織
の事業活動に寄与するために、意図した成果をどのよう
に設定するか、それらが組織の目的や戦略的方向性にい
かに寄与できるかが重要であり、そのためにはトップマ
ネジメントの意志を計画の段階で織り込ませる必要があ
ります。次回は、この“計画”に関してリスク及び機会
の考え方を中心に解説する予定です。

おわりに
JACOでは、これからも皆様が改訂規格へスムーズに

7. 支援

移行して、経営のためになるマネジメントシステムへの

管理層がリーダーシップを発揮するための役割を
支援する

7. 支援
5.3 組織の役割、
責任及び権限

深化を図れるよう、審査、セミナー、ISO友の会におけ

(継続的 ）改善を促進する

7. 4. 2 内部コミュニケーション
(EM S)
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

るサービス提供を強化してまいります。また、審査員に
よるGAP分析、段階的移行審査（評価）などのオプショ
ンもご用意しておりますので、ぜひとも積極的にご活用
ください。
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CUSTOMER VOICE 1

エヌ・ティ・ティ ジーピー・エコ株式会社

企業理念実現に向けた
統合マネジメントシステムの活用

（ 新規格によるEMS／QMS／ISMSの運用）

エヌ・ティ・ティ ジーピー・エコ株式会社

環境マネジメント部
部長

杉山 英夫

様

http://www.ntt-gp.com

当社の統合マネジメントの
取り組み
■旧規格での運用課題

GP（グリーンパートナー）
としての思い

当社は、環境企業であり、EMS で
事業プロセスとの融合を図っていまし

NTT ジーピー・エコは、NTT グル

た。しかし、旧規格は、手順をベース

報告策定プロセスとの整合を図り、統
合マネジメントとしての運用を本格化
させたいと考えています。

審査目線でなく、
業務目線での見える化
①マニュアルは、規格に配慮しつつ、

ープ唯一の環境専業企業として、ISO

としたマネジメントシステムであり、

規格の項番でなく、業務の分かり易さ

の認証取得／運用、環境法規制、省エ

結果として、事業計画策定、業務プ

で構成しました。また、図表、フロー

ネルギー等のコンサルティング、再生

ロセスが独立した運用となっていまし

等を用い、事務局、管理者、利用者の

可能エネルギーの活用、ビルのスマー

た。そのため、事業戦略とプロセスを

役割を分かり易く表現しています。更

ト化のソリューション等を提供し、お

意識した統合マネジメントの必要性を

に、マニュアルそのものが研修資料と

客様の事業価値の向上を図るととも

感じていました。

なるよう工夫し、設問を付加すること

に、社会貢献に努めています。

■新規格（2 0 1 5 年規格）での統合

で、e ラーニングのコンテンツとして

これからの企業は、地球全体のサス

昨年度、EMS、QMS、ISMS との

テナビリティ実現を意識した経営が不

構成及び共通部分を整合し、統合・運

② EMS の環境側面は、環境事業の

可欠となります。当社は、それら企業

用を行いました。方針は企業理念と連

ビジネス検討のプロセスの一つとして

の経営マネジメントを支援させて頂け

動させ、方針実現に向け目標をミッシ

位置づけました。

る会社を目指し、環境経営を中心に据

ョンツリーとして、上長から担当へブ

③ QMS は、経営、業務の質を向上

えたソリューションを提供していきます。

レイクダウンすることで、企業理念を

させるものとして、
“業務マネジメン

実現することを目指しています。

トシステム
（Q u a l i t y M S）
”
と命名。ま

そのために、EMS、QMSの201 5

新規格は、
“組織”と“環境・業務”

年規格改訂、及び、昨今急速に社会的

も、そのまま活用できます。

た、業務マニュアルとして、現場での受

要請が高まっている ISMS を含めて、

を双方向で捉えており、事業計画策定

事業プロセス見直しの好機と捉え、自

と親和性があるとともに、プロセス思

社の経営改善と統合マネジメントの展

考であるため、業務プロセスとの融合

情報セキュリティ事象と業務プロセス

開を進めました。

も前進しました。また、今後は、CSR

との関連を意識し、情報セキュリティ

今後の展開

マネジメントレビューの結果

CSR報告書の策定

環境側面
環境影響評価

利害関係者のニーズ
及び期待の理解

順守義務

方針に基づく
実行計画
■業務
■環境
■情報
セキュリティ

リスク及び機会の決定

情報セキュリ
ティリスク
アセスメント
情報セキュリ
ティリスク
対応計画

統合マネジメントシステム
EMS

ISMS

業務支援
プロセス

目標／実施計画
(C)2016 NTT GP-ECOcommunication, Inc.
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用頂くために、環境（EMS）とともに、
QMS、ISMS を含めた統合マネジメ
お客様のマネジメントシステムの思い

事業計画の説明

業務プロセス
（QualityMS）

当社が培った知識と知恵を社会で活

ントシステムを提供します。そして、

事業計画の策定（業務・環境・情報セキュリティの施策を含む）

経営管理
プロセス

④ ISMS のリスクアセスメントは、

対策への理解促進につなげています。

〈計画策定プロセス〉
企業理念／事業／組織の活動・製品・サービス

組織及びその状況の
理解
（外部・内部の課題）

け入れ易さを追求しています。

を“つなぐ”場を創出し、輪を広げる
ことで、
“GP（グリーンパートナー）と
しての思い”を実現してまいります。

CUSTOMER VOICE 2

富士ゼロックス株式会社

統合マネジメントシステムへの取り組み
～ 2015年度版規格への移行機会を統合に生かす～
変革マネジメント部
マネジャー

小飼 伸一 様 風間 英幸 様

富士ゼロックス株式会社
http://www.fujixerox.co.jp/

こと」があり、改正ポイントとしては

会社紹介

どう取り組むか

富士フイルムグループの富士ゼロッ

目指すべき姿として、本来業務に各

機会の把握や利害関係者のニーズや期

クス株式会社は、富士写真フイルム株

規格からの要求点を組み込み、本来業

待からの計画策定」が求められ、また

式会社（現 富士フイルムホールディン

務をしていれば要求事項にも対応でき

「リーダーシップが強化」されました。

グス株式会社）と英国ランクゼロック

ることを目指しました。具体的にはプ

こうした改正点は本来業務と一体化し

ス社（現 ゼロックス・リミテッド）と

ロセスアプローチにより業務を見え

た CSR 経営の基盤に統合 MS を位置

の合弁会社として 1 9 6 2 年に創立い

る化し、業務プロセスに沿ってリスク

づけた我々の活動とマッチし、これま

たしました。創立以来当社は、より良

アセスメントを実施、必要なリスク対

で CSR 経営として取り組んできた全

いコミュニケーションを通じてお客様

応をプロセスに織り込み、オール富

社活動と MS を統合させるように致し

や社会の理解を促進することを基本的

士ゼロックスとして本業で PDCA を

ました。

な理念として、ゼログラフィーの技術

回すことを目指しました。業務の見え

を使った様々な商品やサービスを通

る化は、当社で取り組んでいる言行一

じてお客様のコミュニケーション活動

致活動と連携いたしました。リスクア

統合 MS は構築案検討、関連部門と

や、価値創造を支援しています。

セスメントは、全社活動として行われ

の調整などを経て、2014 年度から統

ていたリスクマネジメントのプロセス

合を開始しました。2015 年度は富士

に ISO 要求を包含させ実施するよう

ゼロックス全社および国内関連会社の

に致しました。またオール富士ゼロ

統合に取り組み、2016 年1月 2 7 日

ISO 認証が経営の役に立っていないの

ックスで PDCA を回す点については、

に拡大認証をいただきました。統合・

ではと懸念が投げかけられました。当

2 0 1 4 年度のサステナビリティレポ

運用に当たっては、3 規格統合の内部

時の状況は、事業所や関連会社、部門

ートで CSR は経営そのものであり、

監査の実施とそれをサポートするチェ

別にそれぞれ必要な認証を個別に取得

本来業務と一体化させる重要性が経営

ックリストを作成し、活用。情報の一

していました。また事務局にヒアリン

トップメッセージとして発信されたこ

元化・ワンストップ化の仕組みを構築

グすると、ローカルなマネジメントシ

とを受け、統合 MS は、CSR 経営を

し、各現場が本来業務に集中できるよ

ステム（以下 MS）なため有効性や効率

支える基盤として構築すると位置づけ

う取り組みました。

性に問題があるという意見や、認証

を明確にいたしました。

活動の背景
2 0 0 9 年に当時の経営トップから、

取得・維持が目的となってしまう形骸
化リスクも認識されていました。そこ

2015年改正への対応

「組織の状況が追加」され、
「リスクと

統合MS概要と運用

今後の取り組み
今回取得対象でなかった国内関連会

で、こうした問題を解決し、オール富

統合MSの構築に際しては、2011 年

社、および海外の関連会社への拡大

士ゼロックスの経営に役立つ MS の構

からの規格改正の動きを考慮に入れて

等を目指していきます。また、有効性

築に取り組む必要性が確認され、経営

進めました。2014 年の DIS で明らか

面ではこれからが本番だと認識してお

トップからは、
「こうした問題は当社

になった点ついては JACO 様からご

り、今回構築した仕掛けを使って業務

だけでなくお客様も困っており、当社

紹介いただき、対応を検討いたしま

の質を一層高めていきたいと考えてい

の取り組みをお客様にも提供できるよ

した。改正目的として「経営ツールと

ます。

うに」との方針が出されました。

しての使いやすさ向上をはかること」
、
「各々のマネジメントシステムの要求
事項を組織の事業プロセスに統合する

JACO NEWS ︱ APRIL ︱ 2016 
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CUSTOMER VOICE 3

清川メッキ工業株式会社

QMS/EMS 2015年版に進化した
（ 清川マネジメントシステム）
について
ＫＭＳ
清川メッキ工業株式会社

品質保証部
主任

武内 加寿也

はじめに

様

http://www.kiyokawa.co.jp

ます。一方、
“お客様カルテ”は品
質、技術・営業・設計の課題（外部・

清川メッキ工業株式会社は、1 9 6 3

内部の課題）を解決すべく、市場

年（昭和 3 8 年）創業から現在に至るま

分析・製品、技術分析・自社分

で、福井県福井市を拠点として、あら

析・お客様分析で優先課題を決め

ゆるご要望に対して“出来ない”とは

ます。それぞれの優先課題は具体

言わずお客さまにとって一番となれる

化された取り組み（リスクと機会）

よう活動しております。MS（マネジ

を決めその取り組みをマスタープ

メントシステム）は、1 9 9 4 年に ISO

ラン（事業計画書）で実行します。
て全員参加型活動を実施しています。

9 0 0 1、1 9 9 7 年 に I S O 1 4 0 0 1 の

マスタープランでは取り組み活動の

認証、2 0 0 8 年に ISO/IEC 1 7 0 2 5

目標として成果目標（弊社では期待目

その名も I ビジョン活動です。リーダ

の試験所認定、2 0 1 0 年に JACO 様

標）を設定し、半期に 1 回取り組み状

ーがチームメンバーとコミュニケーシ

初の ISO 1 4 0 0 1ASRP（先進的サー

況の確認を行います。取り組み活動が

ョンを取りながらチームを引っ張り、

ベランス・再認証手順）適合合格して

順調に達成していたとしてもその結果

自分たちで勉強して問題解決した成

原単位など）が悪化

果を社長含めた経営層の前で報告しま

2 0 1 5 年版の規格改正の目的の一

するようではその取り組みは有効でな

す。各チームとも優先課題の高い取り

つとして、経営戦略のツールを活用す

いと判断し、取り組み活動の修正を行

組みをして全チームが目標達成するこ

ることで取り組みの優先順位（強みを

います。こうして活動と結果の両面に

とができました。

活かし）を決め、トップマネジメント

重点をおくことで、より効率の良い取

のリーダーシップでその取り組みをよ

り組みをすることができます。

おります。

り早くより確実に実現していくことだ
と考えています。弊社では「KMS（清

（品質異常、CO 2

リーダーシップ

2015年版への切替を終えて
2 0 1 5 年版 MS 取得のメリットは 3
つありました。1 つは事例で紹介しま

川マネジメントシステム）
」として既

各部門は、この目標に向けて取り組

に 2 0 1 5 年版に沿ったシステムを構

みを行い、経営層に月に 1 回事業計画

用でより早く解決できる」
。2 つめは、

築しており、今回の改正でさらに進化

の進捗や市場・顧客の動向や環境変化

規格から予防処置項番が抜けて規格全

したKMS を紹介させていただきます。

に伴う資源の見直し要望など報告して

体が予防的考えになり「あらゆるリス

います。また社長、専務が現場を回っ

クに対して未然に防止できる」
。近年

て作業環境の安全性や製品の品質確認

の自然災害に伴う会社に与える影響も

弊社での経営戦略ツールは全社の

などをして従業員との対話を行ってい

加えられ、BCP（事業継続計画）にも

“経営方針書”と各部門の“お客様カル

ます。入社 5 年ぐらいの若手主任・係

対応しました。3 つめは共通項統合に

テ”があります。まず“経営方針書”は

長の行動力と判断力のあるメンバーで

より「文書、システム管理工数が削減

内部の評価すべき活動（S: 強み）と不

構成された品質・強育委員会と環境・

できる」
。品質、環境のマニュアル統

十分な活動（W: 弱み）そして経営に関

改善委員会を管理責任者主催で毎月開

合により文書全体で 29% 減となりま

する利害関係者（外部）からの経営の

催され、取り組み内容を報告し進捗管

した。2015 年版 MS をさらに有効活

メリット（O: 機会）と経営のデメリッ

理をするとともに各部門の情報共有化

用して、KMS（清川マネジメントシス

ト（T: 脅威）をそれぞれ洗い出します。

を図っています。事業計画を推し進め

テム）独自のスタイルを貫き継続的改

それを SWOT 分析で優先課題を決め

るために、チーム（小集団）活動とし

善で進化し続けていきます。

経営戦略
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した「経営課題が 2 0 1 5 年版 MS の活

CUSTOMER VOICE 4

株式会社日立製作所 アーバングループ 鉄道ビジネスユニット

ISO 14001:2015認証取得による
環境経営への取組み
環境工事管理部
部長

高橋 俊幸

株式会社日立製作所 アーバングループ 鉄道ビジネスユニット
様

http://www.hitachi.co.jp/about/corporate/organization/rail/

部の課題 )

会社紹介及び認証取得組織

｢ 外部・内部の課題 ｣ の対象を下記

株式会社日立製作所 アーバングル

のように定め、各部門から組織全体の

ープ 鉄道ビジネスユニット ( 旧株式

｢ 外部・内部の課題 ｣ を洗出し、課題

会社日立製作所 交通システム社 ) は、

の決定と環境目標に取上げる方法を構

1 9 2 1 年各種鉄道車輌の製造を開始

築しました。

しました。現在は鉄道関連製品の製

●内部の課題 : ①直接環境影響評価（緊

造 ( 鉄道・モノレール車輌、車輌制御

急事態含む）②社長方針、本部長・

偽記載等の防止）④経営戦略・事業計

システム、運行管理システム、他 ) 及

部長方針及び従業員の意見 ) ③新技

画に関連する情報 ( ビジネスチャンス

び顧客先でのメンテナンス、改良・改

術開発、製造プロセス改善（有益な

の観点 )

造工事を含む総合鉄道メーカとして製

環境側面（機会）
）

3. 環境方針 ( 環境保護 )

●外部の課題 : ①間接環境影響評価（ラ

今回の ISO 1 4 0 0 1- 2 0 1 5 規格の

認証取得登録組織名は ｢ 株式会社日

イフサイクル（バリューチェーン）
：取

改正ポイントでもある ｢ 環境保護：汚

立製作所 交通システム社 本社及び笠

引先、製品、サービスを対象とす

染の予防に加えて、持続可能な資源の

戸事業所 ｣ で登録し、国内全組織の約

る）②順守義務（法的及びその他の

利用、気候変動、生物多様性などへの

8割を占める東京都の本社( 約400名)、

要求事項（顧客からの要求事項等を

対応拡大 ｣ がありますが、その内容を

山口県の車輌、他製造工場 ( 約 2, 4 0 0

含む）
）③外部の課題：組織に影響

環境方針に追加すると共に環境方針と

名 )、総人数約 2, 8 0 0 名の組織となり

を与える可能性のある環境状態 ( 気

整合を取り ①気候変動への活動推進

ます。

候変動、ゲリラ豪雨等による影響 )

②生物多様性への活動推進を 2 0 1 6

品、サービスの提供を行なっています。

新たな環境目標設定の仕組み
環境方針との整合、環境影響評価結

2. 利害関係者のニーズ及び期待の理
解
｢ 利害関係者のニーズ及び期待 ｣ の

年度から環境目標に取上げることにし
ました。

今後の取り組み

果から主な環境目標を紹介しますと、

対象を下記のように定め、各部門から

｢ エネルギー原単位削減 ｣｢ 廃棄物発生

組織全体の ｢ 利害関係者のニーズ及び

今後は下記を改善、推進すること

量原単位削減 ｣｢VOC 原単位削減 ｣ 及

期待 ｣ を洗出し、決定する方法を構築

で ｢ 環境単独の活動 ｣ から、経営戦略

び ｢ 環境適合製品売上高比率向上

し、順守義務 ( その他の要求事項 ) 及

及び事業計画に貢献できる ｢ 事業活動

び外部・内部の課題と重複する項目は

ツール ｣ として完成を目指して参りま

環境目標に取上げる方法を構築しまし

す。

の認証取得により、以下 ( 1. 〜 3.) に

た。

1. 経営戦略、事業計画と環境活動の統

よる環境目標の取入れる仕組みを構築

●利害関係者の関連する期待及びニー

｣

（※ 1）

を取上げて活動して来ました。
今回の ISO 1 4 0 0 1- 2 0 1 5 規格で

し、経営戦略及び事業計画の優先項目

ズ

合強化
2. 組織及びその状況の理解 ( 外部・内

と整合を図り、環境マネジメントシス

利害関係者の関連する期待及びニー

部の課題 )、利害関係者のニーズ及

テム ( 以下、｢EMS｣) と統合すること

ズ ( 要求事項 ) で順守義務となるもの：

び期待の特定と決定精度の向上と

で環境ガバナンスを組織として全体的

①将来制定が予想される法令（ビジネ

リスクの削減、機会の向上

なマネジメントシステムの構築ができ

スチャンスの観点）②利害関係者との

3. 認証組織全体 ( 全員 ) 参加による活

たと考えます。

協定等 ( 取引先との契約、約束等を含

動効果を創出する環境マネジメン

1. 組織及びその状況の理解 ( 外部・内

む）③環境関連情報の開示、公開 ( 虚

トシステムの改善
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CUSTOMER VOICE 5

日本ウエストン株式会社

ISO 14001／2015年度版
更新によせて
おもてなしお客様担当
代表取締役社長

最高責任者

臼井 麻紗杜

はじめに
弊社は、2000 年12月に業界では、

日本ウエストン株式会社
様

されるので、お客様でのゼロエミッシ
ョンのお役に立てている事業でもあり
ます。いろいろな製造業のバックヤー

初となるISO 14001の認証取得をしま

ドとして循環型社会で貢献させて頂い

した。また、ISO 14001/ 2015 年度

ています。

版更新においても、今回審査でご縁を
頂く事になった日本環境認証機構様で
日本で一番となる更新審査で認証取得

http://www.weston.co.jp/

人財開発=ISO教育
良い人財育成なくして、会社の成長

し、2 0 1 5 年度版への規格改正では、

させて頂きました。会社経営において、

はありません。会社の商品は、社員

大きく経営として変化していくことと

ISO は必要不可欠なツールであると確

力といってもよい時代となって来まし

確信しています。因果という言葉があ

信しています。野球は、
バット・ボール・

た。よい人財になる為には、しっかり

りますが、プロセスが良くなければ、

グローブの道具がなければ、プレーで

とした理念と行動指針を自分自身の言

良い結果が出ません。良い結果が出な

きません。会社経営も ISO という道

葉に置き換えて行動できる人へ成長し

いという事は、プロセスが何らおかし

具がなければ経営できないものだと思

てもらわなければなりません。そのス

いという事です。ISO が正しくよい

っています。その上で今回の 2 0 1 5

テージを作り、より成長できる機会を

考え方で機能していれば、必ず良いパ

年度版への規格改正はマネジメントに

提供することが経営層の使命だと思っ

フォーマンスが生まれると思います。

おいて経営層のコミットメントが強化

ています。そして、最高のパフォーマ

2015 年度版は、経営層がコミットメ

されたことで、世の中の会社経営の品

ンスを出す実施責任が社員さんです。

ントしなければならないという点が一

質を高めるよい機会になると思ってい

そして、お客様から信頼と満足を頂か

番大きい改正です。良い会社良い組織

ます。

なければ、会社の存続はありません。

になる為には必ず良い仕組みがなけれ

弊社の事業とすれば ISO の目的目標

ばならないと思っています。経営品質

会社紹介

が、社員個人の目標管理に落とし込ま

向上も ISO も考え方仕組み化として

工場の清掃関係で利用されるタオ

れて毎日毎週毎月と進捗管理され、よ

は、全く同じだと思います。その内容

ル・ウエスをレンタル販売している会

りよくなる改善がなされていくこと

により社風・社格といった目に見えな

社です。大切にしていることが、掃除・

で、個人の成長＝会社の成長＝お客様

い価値創出ともいえると思います。良

挨拶・学びです。会社価値として、゛

の満足へつながって行きます。ISO で

樹細根 しっかりとした根を張らない

誰にでも出来る事を、誰にもできない

の出来栄えをしっかりと計画・行動・

と大樹となりません。ISO は、まさに

ぐらい継続する゛という考え方があり

チェツク・見直しのプロセス管理が自

会社経営そのものだと思っています。

ます。製造業のバックヤードを担う業

ら出来る社員さんを育てて行くことを

上辺だけの環境 ISO でなく、環境経

種だけに安心・安全が会社品質といっ

愚直に実施しています。

営として実践していく会社が増えてい

ても過言ではありません。製造工程の
ある会社では、油が付着したり、イン
キや溶剤が付着したりしますので、利

2015年度版更新での
今後の取り組み

きしっかり大地に根を張ることで、日
本経済もしっかりと成長し大樹になる
という思いを込めています。その一翼

用して頂いているお客様においても取

ISO 14 0 01について、2004 年度

を担い事業活動を全社員一丸となって

引前は、著しい環境側面に抽出されて

版への更新以降、自社だけでなく取引

邁進させて頂き、お客様にも影響を与

いた廃棄物が、取引と共に廃棄物が資

しているお客様も環境と経営が遊離し

える会社になれるように取り組んで行

源に変わり循環型商品としてリュース

ている状況だったと思います。しか

きたいと思います。
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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

FAX. 03-5572-1731

TEL. 03-5572-1748

FAX. 03-5572-1388

関西

TEL. 06-6345-1732

FAX. 06-6345-1730

■審査に関することは
TEL. 03-5572-1727

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

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. 03-5572-1725

営業部

■苦情やご要望に関することは

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■営業部

審査部

■登録証発行に関することは

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

株式会社ジェイコ マネジメントシステム
TEL. 03-3585-8931

編集
後記

FAX. 03-5572-1731

今年の花見は、寒の戻りの影響で開花の進みが遅く長く楽しむことが
できそうです。JACOフォーラムは、定員を超える大盛況のうちに終了
いたしました。今号では、2015 年版での事例発表を特集しております
のでご参考にしてください。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。ありがとうございました。これからも皆様の
お役にたてるように取り組んで参ります。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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