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　　　　　　　　　　　　はじめにはじめに

　ヒューマンエラー対策をしているのだけれども、何

度も同じエラーが発生するようなことはありませんで

しょうか。正しく行う手順を作り、注意をうながす掲示

物を現場に貼っているがなかなか効果がでないと

いうこともあると思います。その一因として、ヒトが

陥ってしまう認知科学的な配慮の不足があるのかと

思われます。ヒトの認知への配慮を行うことでヒュー

マンエラーの発生を抑制することが可能となります。

認知（認識）から行動までを4つのステップに分解し、

具体的な例と合わせて見ていきましょう。

　　　　　　　　　　　　認識から行動までの4ステップ認識から行動までの4ステップ

　例えば、「赤信号を見てブレーキを踏む」という行

為には、次の4つのステップがあります。

ステップ1：信号の色が変わったと認識認識する

ステップ2：認識した結果を脳に伝達伝達する

ステップ3：伝わった結果に基づいて判断判断する

ステップ4：判断に基づいて行動行動する

この4つのステップがすべて適切に行われた場合に

ようやく適切な行動が行われます。

ステップ１　人の感覚センサーの限界（認識）ステップ１　人の感覚センサーの限界（認識）

　例1の2つの扇形は同じ大きさなのに下の方が大き

く見えます。このようなことを「錯視」と言います。視

覚に限らず五感全てに錯覚があります。正しく伝え

ているつもりなのに、大きさが異なって見えるために

異なる部品を取り上げるようなことが起こりえます。

　また、色の見え方は非常に多様で個人差があり、色覚

多様性に配慮したカラーバリアフリーなど、誰にでも

やさしくわかりやすい表示の工夫をすることが必要です。

ユニバーサルデザインを考慮したフォントを使うことで

見やすく、判断しやすい資料にすることができます。

ステップ2　情報処理におけるエラー（伝達）ステップ2　情報処理におけるエラー（伝達）

　私たちは、目で見たものを正しく認識できるとは限

りません。周囲の状況などの影響で誤って認識して

しまうことがあります。例2の文字はアルファベットと

思えば「B」と認識されますが、数字ならば「13」と認識

　　ヒューマンエラーは、業種を問わずあらゆる場面で発生しうるも

のです。予期せぬ事故や深刻なトラブルにつながったり、取り返しの

つかない損失を招いてしまう可能性もあり、企業にとってヒューマン

エラーの防止は重要な経営課題の一つとなっています。今号では、

認知科学の面からヒューマンエラーの要因について考察しています。

防止対策にお役立ていただければ幸いです。　 　　　　     （編集部）
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認知科学認知科学認知科学認知科学

ヒューマンヒューマンヒューマンヒューマンヒューマン
エラーエラーエラーエラーエラー
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されます。前後から各自の判断によって判断しており、

「A、13、C」であった場合に誤認識となってしまいます。

　また、例3の文章は普通に読めてしまうかと思います。

これは、単語を予測し補足することで読んでしまう「タ

イポグリセミア現象」と呼ばれるもので、よく似た名前

の薬剤を誤って認識してしまうのもこれが一因です。

ステップ3　情報の判断でのエラー（判断）ステップ3　情報の判断でのエラー（判断）

　かつての日本の職場は一般的に「日本人、男性、正

社員」で構成されていたことが多く、そのような場合、複

雑な作業でも「阿吽の呼吸」で通じていたと言われます。

しかし、「多様性の時代」となり、組織はバックグラウン

ドが異なるメンバーで構成されるようになり、また、技

術の進化・革新、生産改革などにより、昔はこれで通

じたから今も大丈夫とは限らなくなっています。以前よ

りも詳細な説明が必要です。

ステップ4　行動におけるエラー（行動）ステップ4　行動におけるエラー（行動）

　作業者は決められた作業を「メイン作業」と認識し

作業を集中して行います。しかしながら、例えば上司

から声をかけられた場合、上司へ返答することを優先

してしまい、通常作業を本来の「メイン作業」から「サブ

作業」に降格させてしまうことがあります。その後、上司が

別の場所に移動しても、認識を「メイン作業」に戻せず

「サブ作業」としたままで継続し、通常なら注意できて

いることができなくなった結果、ヒューマンエラーを発生

させてしまうことになります。現場を巡回して声をかけた

場合には「これからもしっかり作業をするように」とメイン

作業に戻させる声掛けをする必要があります。このよう

に、確実に正しい作業ができる環境づくりが大切です。

　　　　　　　　　　　　まとめまとめ　

　ヒューマンエラーの発生原因を調べる場合に、エ

ラーが発生した直接の原因部分にだけ目を向けがち

です。実際には、エラーが起きていなかったとしても、

それぞれのステップにはいろいろな種が潜んでいて、

エラーが発生するとはこのエラーの種が一つにつな

がった時に発生しているのだと考えられます。これは

ジェームズ・リーズンが提唱した「スイスチーズモデ

ル」と呼ばれる考え方で、エラーの発生の有無は

チーズの穴が一列に並んでいるのか、いないのかの

違いであり、抜本的な解決には潜在的なエラーの種

をすべて埋める必要があるといわれています。

　ヒューマンエラーの解決には認知科学的な取り組み

に限らず、多面的な原因分析を行うことが必要です。

柴田 圭介柴田 圭介（しばた けいすけ）
素材メーカーにて、R&D、品質管理、
人材育成などを担当。定年退職後、トラ
ンジション・サポートセンターを設立。
「あなたのTransit ion（移行）を助け
ます」をモットーに、マネジメントシス
テム、品質管理などの改善サポートを
行っている。大阪府在住。

トランジション・サポートセンター 代表
（http://www.eonet.ne.jp/~transition/index.html）

例 3 ： タイポグリセミア現象

例 2 ： 文脈効果による認識

こんちには みさなんおんげきですか？

わしたはげんきです。
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世界のISO認証件数が発表
　 ISO（国際標準化機構）中央事務局は、

世界のISOマネジメントシステム規格（MSS）

の認証件数について集計・調査した“ ISO 

Survey 2019”を公表しました。これは、2019

年末時点でのISO9001（品質）、ISO14001

（環境）、ISO27001（情報セキュリティ）、

ISO22000（食品産業）、ISO45001（労働

安 全 衛 生 ） 、 I S O 1 3 4 8 5 （ 医 療 産 業 ） 、

ISO50001（エネルギー）、ISO22301（事業

継 続 ） 、 I S O 2 0 0 0 0 - 1 （ I T サ ー ビ ス ） 、

ISO28000（サプライチェーンセキュリティ）、

ISO37001（贈収賄防止）、ISO39001（道

路交通安全）について集計されたものです。

今回、調査対象の12規格すべてにおいて

MSS認証数が増加し、認証総件数は前回

より約5万件増（3.8％増）の1,357,241件と

なっています。

　前回より認証数に加え、認証サイト数も

集計されるようになり、規格別での認証サイ

ト数は、ISO9001は1,217,972件で、国別で

は日本は3位の82,509件でした。ISO14001

の認証サイト件数は487,950件で、日本は

74,443件で2位となっています。その他、

I S O 2 7 0 0 1 は 1 6 , 8 4 8 件 で 日 本 は 1 位 、

ISO22000は2,386件で3位、ISO45001

は1,072件でした。この調査の詳細について

は、ISOのホームページでご覧いただけます。

（https://www.iso.org/the-iso-survey.html）

グループ会社がIAOBより認証
機関オブ・ザ・イヤー2020受賞
　2020年10月22日に開

催されましたAIAG（全米

自動車産業協会）品質サ

ミットにおいて、IATF監督

機関であるIAOB(国際自

動車産業監督機関)より、弊社グループ会社

であるIntertek Testing Services NA, Inc.が

認証機関オブ・ザ・イヤーを受賞しました。

　この賞は、IATF（国際自動車産業特別委

員会)およびIAOBの期待に対し、高い水準で

要求を満たしたIATF16949認証機関を表

彰するプログラムのことで、インターテックは

それらの要求事項に対する高い品質が認め

られ受賞することとなりました。

（参照：https://iaob.org/wp-content/

uploads/2020/10/IAOB-AN-adv2.pdf）

FSSC22000 V5.1発行
　2020年11月3日に、GFSI承認の食品安全

マネジメントシステムであるFSSC22000の

バージョン5.1が公表されました。V5.1での審

査は2021年4月から開始予定となっています。

スキーム文書（英文）は、FSSC財団のWeb

サイトからダウンロードが可能です。

（https://www.fssc22000.com/scheme/

scheme-documents-version-5-1/）

ご不明な点等ございましたら、弊社食品認証部

（03-3669-7420）までお問い合わせください。

　　2020年は新型コロナウイルス感染症拡大により、ライフスタイ

ル、仕事の形も大きく変化する激動の年となりました。最近では、

若手従業員への内部監査員教育の他、2018年に新規制定された

ISO45001の規格解釈等、セミナーニーズが多い中、感染症対策

から対面セミナーは中止せざるを得ず、代わりとなるオンライン

セミナー開発が急務となりました。研修部では緊急事態宣言中の

時間を利用し、このセミナー開発に取り組んでまいりました。

　一番の課題は相互のコミュニケーションでした。DVDや録画に

よる動画配信など一方向のセミナーが多い中、弊社では双方向の

コミュニケーションにこだわり、出来るだけ対面に近い内容、なかでも

グループ演習を強化し開発に取り組みました。緊急事態解除の

6月には新設セミナーとして初開催し、以後は10回以上、1か月

に2回以上のペースで実施し、お客様からもご好評をいただいて

おります。その間も、対面で行うセミナーに近い情報提供が出来る

よう改善を重ねています。

　オンラインセミナーは、Web会議システムを通してご参加いただく

形で、OS（Windows、Mac等）や端末（パソコン、タブレット、スマート

フォン）の種類に関係なく、インターネット環境があれば受講いただ

けます。移動費、宿泊費もかからず、費用負担的にもメリットがあり

ますので、ご興味がございましたら是非研修部までお問合せください。

　最後に感染症対策とISOについてお話ししたいと思います。

ISO45001(労働安全衛生マネジメント)の危険源には「生物学的危

険源」の考えがあり、認証企業は仕組みの中で「望ましくない影響

の低減…検温、消毒等による感染

拡大防止」「望ましい影響の増大…

感染予防の意識向上による、社内

安全文化の向上」を確立されている

と思います。上記のリスクアセスメント

プロセスは、通常は、お客様に対し開

示する事のない文書類ですが、安全

に関する取り組みを対外的に積極ア

ピールし、組織の対外評価及び業績

の向上に役立てていただくのも良い

かもしれません。

～研修部より～研修部より～

コロナ禍におけるオンラインセミナーとISOを活用した感染対策ロナ禍におけるオンラインセミナーとISOを活用した感染対策
インターテック品質・環境・労働安全衛生審査員・講師　　　　　船井　勲

オンライン研修風景

  お知らせとお願い（新型コロナウイルスについて）

　弊社では、新型コロナウイルス感染症の発生・

拡大により、お客様の安全を考慮した上で審査

事業を継続しており、お客様と従業員の安全性

の確保に努め、滞りなく事業を進めるためテレ

ワークや時差出勤等も導入しております。また、

状況に応じてリモート（遠隔）審査も実施しており

ますので、弊社ホームページをご参照ください。

お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けすることも

あるかと存じますが、何卒ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。

　なお、審査に関するご相談がございましたら、

弊社各担当地区営業までお問い合わせください。
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　経営者の責任については、第11回と12回でも触れていました

が、その後に規格が改訂されて2015年版になりました。「5.1　

リーダーシップ及びコミットメント」では、経営者の責任が規定さ

れていますが、「a)　環境マネジメントシステムの有効性に説明

責任を負う。」というのは、非常に重たい要求事項です。“説明

責任”とは結果についての最終責任であって、言い訳をするこ

とではありません。ここでの要求事項で「～を確実にする。」とさ

れた項目（b,c,d,f）は他の人に権限委譲可能ですが、その他

の要求事項は経営者自身が責任を負わなければなりません。

2015年版の規格では、以前の規格で規定された“管理責任

者”を置くことの要求事項が無くなったと解釈する人もいますが、

管理責任者の責任も経営者に集約され、権限委譲可能な要

求事項を委譲された人は、実質的な管理責任者に相当するで

しょう。このような責任も含めて「5.3　組織の役割、責任及び権

限」を明確にすることも経営者の責任となります。私は経営者イ

ンタビューで5.1項の要求事項を逐条的に審査することは避け

ています。経営者インタビューでのお答えだけで、適合か不適

合の結論を出すことは困難です。審査全体を通して、問題あり

と判断される場合には指摘になることもあり得るでしょう。

　「5.2　環境方針」では、「汚染の予防のコミットメントを含む、

環境保護に対するコミットメント」を含むことが求められています。

以前の規格から引き継がれた「汚染の予防」は第11回にて規

格で定義された用語であることを述べました。2015年版規格で

は「環境保護に対するコミットメント」が追加されています。「汚

染の予防」は“組織から出さない・使わない”ということでしたが、

「環境保護」は“組織が環境保護のために貢献する”ことと理解

しています。「汚染の予防」と「環境保護」の意味の違いと、これ

らはキーワードとして方針に入れることでは無く、“コミットメン

ト”として具体的な取組みの方向性が示されることが好ましいと

お話しています。

環境主任審査員  大村 敏夫
Toshio Omura

 第31回　（環境編）

様ヤマキ電器株式会社
（ＩＳＯ9001：2015認証登録）

　ヤマキ電器株式会社様は、愛知県瀬戸市で電磁器製品の

問屋として明治30年（1897年）に創業、エジソンが実用化した

白熱電灯が日本で普及し始めてから12年後のことです。高度

成長期の中、同社は、日本の隅々まで安全に電力を送り届け

る仕組みの一部である高圧配電用機器碍子(電線から電気を

供給するために必要不可欠な絶縁体製品)の製造･販売を開

始され、今では国内シェア約50％を占め、日本の多くの電線に

同社の碍子が使用されています。

　創立60周年にあたる2009年にISO9001を認証取得されました。

導入によりクレームや品質不良の減少に加え、社内の意識向上

も見られたとのことで、審査のSWOT分析では、①経営者からの

指示が明確で、フォローも確実に実施され、②2015年度版の

経営者からの指示達成の仕組みが構築されていたことの記載

があり、身の丈にあったISO活動を行うというお言葉の通り、現場

での理解が効果的な運用に繋がっているものと思われます。

　一方、同社には「ひょうちゃん課」があります。「ひょうちゃん」

とは、横浜名物、崎陽軒のシウマイについている醤油さしです。

同社の所在地は、せとものの語

源である愛知県瀬戸市にあり、

碍子製造を手掛ける同社の磁器

製造技術を使った製品として、

戦後間もない頃からひょうちゃん

を製造されています。『過去の

限定品などを含めると約800種

類になり、ヘビーなコレクターも

多いようです。』とのことでした。

　「研究開発」を常に念頭に置かれ、進化を続けておられる同社

の今後の益々の事業展開が期待されます。

〔取材者〕審査員  美濃英雄
Hideo Mino

「リーダーシップ」

http:/ /www.ymkco.co.jp/

電柱に使われる配電用碍子

「ひょうちゃん」

がいし

※参照：第11回（40号掲載：2013年4月）、第12回（42号掲載：2013年10月）
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2021.1兵庫県神戸市   

河野  弘志
  （こうの   ひろし）

6969

6969

専門分野：

経　　歴：

ISO9001－機械、プロセス産業、土木・建設・工事
業、機械器具の製造・研究開発・設計、原子力
株式会社神戸製鋼所（高砂製作所）、大阪装置建設
株式会社、インターテック審査員（現職）

「審査員は旅のエキスパート」

審査員からのエッセイをお楽しみください。

私は兵庫県在住にて、西日本を中心に東

は静岡、西は鹿児島、長崎まで審査に赴き

ます。審査依頼により住所を調べ、訪問ルー

トを考慮し、必要な場合ホテルを予約します。

以前訪問地区で催しがあり、ホテルを探す

のに苦労しました。台風や大雨の時は、列車

の運行状況を調べ、早めにホテルへ行くなど

を考えます。北陸地方に大雨が降った際には、京都で在来線、新幹線共不通となり、午後6時頃やっと

電車が動きましたが、小松まで立ち詰め、金沢のホテルにようやくたどり着き、翌日羽咋で審査、ということがありました。また、

JRが人身事故でストップした時は、JR三ノ宮駅から阪神電車に乗り換えて訪問先の最寄りの駅まで行き、タクシーで何とか間

に合いました。プライベートでも私は一人旅が好きで、学生時代には、当時パスポートが必要だった沖縄を除いて、全ての県を

列車で通過しました。

　前回は新型コロナウイルスの感染が広がった

のは、大規模開発や乾燥化・森林火災等で野

生動物の棲息域が狭まり、人と野生動物が近づ

き過ぎてきていることが原因の一つであると推

定し、対応策を述べました。今回は感染拡大の

もう一つの要因として「グローバリズム」について

考えてみます。

■■ 増加した人、カネ、モノの移動増加した人、カネ、モノの移動

　安価な原材料、安価な労働力を求めて生産拠

点や販売･サービスの拠点を世界中に展開する

グローバル産業活動が20世紀に進展し、人・カ

ネ・モノが短時間で移動する仕組みが整いました。

成長を遂げた途上国中間層による観光旅行ブー

ムも国境を超える人の移動を促進させました。

■■ グローバリゼーションの脆弱性を襲ったウイグローバリゼーションの脆弱性を襲ったウイ

ルスルス

　今世紀に入るとグローバル化は人・カネ・モノ

の移動に留まらず、ウイルスや細菌をも地球規

模で拡散させるようになりました。実際、今回の

新型コロナウイルスは南極を除くすべての大

陸・地域で発見されています。

　その結果、ウイルスはサプライチェーンを分断

し、全世界の経済活動に大きな影響を与えまし

た。日本では2020年11月時点で約7万4千人が

失業する事態に追い込まれ、その半数が非正規

雇用者(パート､アルバイト､派遣､契約社員､嘱託

等)であることが厚生労働省から報告されていま

す。ただし、この統計は計測が開始された5月

25日以降にハローワークが相談を受けた分の

データだけです。一方、総務省が発表した10月

の完全失業者数は215万人で、前年同月と比べ

51万人増加しています。

　また、サプライチェーンの分断は医療分野で

はマスク、防護服、手袋等の不足をもたらし、感

染者の治療に献身する医師・看護師を深刻なリ

スクに曝しました。医療や看護、介護、保育、教

育、食料提供、廃棄物収集等、人々の生命・生

活に携わる労働者が感染リスクを負いながら、

雇用・待遇の面では弱い立場にあることが明ら

かになりました。

■■ コロナ後の企業経営はどうあるべきかコロナ後の企業経営はどうあるべきか

　今回の感染症パンデミックはコスト削減や効

率性を追求したグローバル化は極めて脆弱で

あることを明確にしました。グローバル産業活動

は行き詰まりに来ていると主張している人もいま

す。自国第一主義に回帰する国もあるでしょう。

しかし、自国第一主義で世界から孤立していて

は、今回のコロナ禍を克服できないばかりか、

今後発生するかもしれない新たな感染リスクや

気候変動リスク、枯渇資源リスクを解決できませ

ん。グローバルに協調していくことこそが必要不

可欠でしょう。

　経営情報誌「日経ESG」7月号は各分野の企

業のアンケート調査からコロナ後の経営の優先

事項を以下のように提起しています。

　新型コロナウイルス感染の収束が見通せない

状況下で感染防止を含む従業員の健康を重視

することは当然ですが、感染収束後も「人権配

慮｣を重視すること、サプライチェーン強化では

「問題解決への支援」にも踏み込んでいることが

注目されます。また、ますます甚大化する気候

変動リスクはウイルス感染以上に重大かつ差し

迫ったリスクであることを示唆しています。

　次回は｢コロナ後の企業経営｣ついて具体的

に述べたいと思いますが、ウイルス感染の状況

次第で変更の可能性があります。

環境主任審査員 郷古 宣昭 Nobuaki Goko

連載「環境とISO14001」

審査員リレーエッセイ

「新型コロナウイルス危機」（その2：グローバリズムの罠）

⑴ ⑴ 従業員の健康と安全を守り､目の前の人従業員の健康と安全を守り､目の前の人

の人権を配慮するの人権を配慮する

⑵ ⑵ 取引先の課題解決を支援して､サプライ取引先の課題解決を支援して､サプライ

チェーンを強化するチェーンを強化する

⑶ ⑶ 気候変動対策(洪水等への備え、CO気候変動対策(洪水等への備え、CO2排出排出

削減)を実施する削減)を実施する



Vol.71 （January 2021）

▶

▶

地域密着型の医療をめざして
社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院  （ISO9001：2015認証登録）

事務部課長　清水 良治

　当院は昭

和18年8月

社会福祉法

人恩賜財団

済生会松山

診療所とし

て設立し、

昭和39年3

月に40床の松山病院となり、増床を繰り返し平成27年8月

に現在の199床になりました。「済生会精神に基づき地域

の医療・保健・福祉の充実に努める」を理念に地域密着型

の医療を目指す病院です。企業文化は①どんな人でも医

療を受けられるよう助ける。②地域密着型の良質な医療を

提供する。③患者さん、職員一人一人を大切にする。の3

つです。具体的には経済的に恵まれない人のために医療

費の免除あるいは減額、診療船済生丸での離島診療、

ホームレス健診、地域に根差した急性期病院として日々

励んでいます。

　2005年、ISO9001を認証取得し、職員数は約500名で毎

年2回、維持審査を受け、前回審査では、指摘（改善の機

会）を5件受けました。ISO指摘事項については可及的速

やかに、また、指導内容についてはできる限り対応するよ

うにして改善努力を続けています。

　今は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、通常業務

に加え、入口での検温、院内設備の消毒、定期的なCO2

濃度測定、適正な換気管理等、職員一丸となって取り組

んでおります。また対外的には面会

時間の制限、マスク着用の徹底、取

引業者の出入制限をお願いし、患者

さんに安心してご来院いただけるよう

に日々努めております。今後さらなる

患者サービスと地域への貢献のため

に努力しつづけ、安心・安全の医療

を提供していく所存です。

http://db.matsuyama.saiseikai.or.jp/

https:/ /www.tanio-hoken.co.jp/

コロナ禍による休業リスクにも対応していきます
タニオ保険株式会社  （ISO9001：2015認証登録）

代表取締役社長　谷尾 準一

　タニオ保険は、福井県にて1927年創業の総合保険代

理店です。おかげさまで、一昨年（2019年）弊社は、会

社設立からちょうど50年を迎えました。会社の節目である

こと、そして今後の50年を見据え、更に企業付加価値を

高めるべく、昨年度ISO9001認証取得にチャレンジしま

した。

　近年、大規模な自然災害や、これまでに考えられな

かった新たなリスクが発生するようになり、保険の重要性

に注目が集まりつつあります。最近の大きなリスクでは、

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が挙げられま

すが、現在も収束の見通しが立っていません。こういった

コロナ禍による各飲食店・小売店を中心とした事業者の

ニーズに応えるべく、各損害保険会社から、休業に備える

「感染症補償特約」が2021年1月から発売となりました。

これからもお客様のお役に立てるよう、細かな情報のお届

けを継続

していき

ます。

武生事務所（福井県越前市：大正時代に建築）

病院全景（愛媛県松山市）

愛媛県 新型コロナウイルス
感染拡大防止啓発ポスター
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ISO9001・ISO14001 内部監査員養成コース（オンライン）を受講して
品質内部監査員養成コース（2020年10月 オンライン）・環境内部監査員養成コース（2020年11月オンライン）受講

　弊社は、インジェクション成形のプラスチック製造メーカーで、主

に、建築建材、食品容器、雑貨等を製作しております。中でも、建

築資材は、建築事業者の方から依頼を受け、オフィスや住宅に快

適や安全、安心をお届けしています。

　弊社では、顧客満足度と利益の両立に取り組んでおり、鍵とな

るのは、生産効率と品質向上である、と諭されてきました。特に

「品質」の問題は、年々シビアになっています。

　今回、品質、環境内部監査員養成のセミナーを受けさせていた

だいた目的としては、品質問題、環境問題の両方の観点から大き

な視野を持って、上記の意識を高め、ISOを活用してゆき、顧客

満足度を得て、会社の利益に繋げていければ有意義であると

思ったからです。

　今回のオンラインセミナーでは、ボイスチャットや投票機能など

を使われ、通常のセミナーと遜色ないとても分かりやすいものでし

た。いろいろな方の意見や考えを聞けて、とても勉強になりました。

株式会社キタイ製作所
品質保証部 野田 康貴

＝「認証契約」「認証契約－情報通信技術（ICT）付属文書」「一般取引条件」の＝「認証契約」「認証契約－情報通信技術（ICT）付属文書」「一般取引条件」の
最新版を弊社ホームページに掲載しています＝最新版を弊社ホームページに掲載しています＝

お客様各位

みなさまとのマネジメントシステム審査登録業務契約の一部となっている「認証契約」「認証契約－情報通信技術（ICT）付属文書」及び

「一般取引条件」の最新版については、弊社ウェブサイトの当該ページ（https://ba.intertek-jpn.com/contact/）最下段に掲載しており

ますので必要に応じて随時ご参照ください。

なお、マネジメントシステム審査登録業務契約書の自動更新により「規則と規定」を参照されている契約書をお持ちの方も、「認証契約」

「認証契約－情報通信技術（ICT）付属文書」及び「一般取引条件」の最新版が「規則と規定」と置き換えての契約の一部となります。

本内容に関するご質問・お問い合わせなどがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

【契約書類に関するお問い合わせ先】  ※弊社ホームページからもお問い合わせいただけます。

　　　　東京事務所 営業部宛　Tel：03-3669-7435  Email：info.ba-japan@intertek.com

開催日程・開催地等、研修に関する詳細は弊社ホームページにてご確認ください。（https://ba.intertek-jpn.com/study/）

審査員養成コース審査員養成コース

ISO9001・・・
ISO14001・・・
ISO45001・・・

3/26（金）～30（火）、10/8（金）～12（火）

6/26（土）～28（月）、12/18（土）～20（月）

5/29（土）～31（月）、12/25（土）～27（月）

東京（弊社東京事務所）

東京（弊社東京事務所）開催地開催地

日　程日　程

開催地開催地

日　程日　程

ISO9001・・・ 4/29（木）～5/3（月）

広島（広島オフィスセンター）開催地開催地

日　程日　程

＊弊社ホームページよりお申込みいただけます。FaxまたはEmailでのお申込みの場合は、ホームページより申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご送付ください。

オンラインセミナーオンラインセミナー

JGAP審査員研修JGAP審査員研修（青果物・穀物）（青果物・穀物）

4/13（火）～15（木）、6/15（火）～17（木）、
12/7（火）～9（木）

オンラインセミナー好評開催中！

各種規格（ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001）

の内部監査員養成コース及びISO14001を活用した

SDGsセミナー等を開催しております。また、従来の

講師派遣型セミナーもオンライン対応可能です。

好
評！
好
評！
好
評！

審査員養成コースは、審査員を目指される方だけで
なく、内部監査員の更なるスキルアップを目指して受
講される方が増えております。

ISO9001（5日間）/ISO14001（3日間）/ISO45001（3日間）
※ISO14001/45001の3日間コースは受講要件がございます。
　詳細は弊社ホームページにてご確認ください。
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